
　国土地理院は、新型コロナウイルス感染拡大防止をはかるため、イベント等の
自粛、テレワークの活用等による人との接触を低減する取組を実施しています。
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　総務部は、国土地理院全体を管理・運営する役割、各部・センター・地方測量部等と連絡調整す
る役割、対外的な情報発信をする窓口としての役割などが求められており、これらの内部管理業務
等を引き続き確実かつ円滑に実施します。また、重点項目として、コンプライアンス推進の強化及
びハラスメントの防止、効果的かつ継続的な広報活動、危機管理対応、ワークライフバランス推進
のための取組を行います。

　企画部は、「基本測量に関する長期計画」に示した目指すべき社会の実現を加速させるため、各部・
センター・地方測量部等と連携し、地理空間情報活用推進、国際活動、公共測量、防災等に関する
施策の推進を図ります。

│　総　務　部　│

│　企　画　部　│

令和2年度国土地理院業務概要

１．測量等に関する基本施策の企画・立案
(1)�� �各部・センターと緊密に調整して令和3年度
概算要求を行い、成長戦略や骨太の方針等を適
切に踏まえた次年度予算を編成します。

(2)�　基本測量に関する長期計画、アクションプラ
ン及び国土地理院研究開発基本計画を推進しま
す。

２．��測量技術及び地理空間情報等の標準化の
推進

(1)�　3次元地理空間情報の取得作業の標準化の推
進、精度管理手法や制度枠組みの調査・検討を
実施します。

(2)�　測量成果の品質確保及び入札・契約手続きの
公平性・効率性向上の観点から「総合評価落札
方式」等の技術評価基準及び審査方法の見直し
を行います。

３．測量行政の推進
(1)�　国や地方公共団体が行う公共測量が、正確か
つ効率的に実施されるために、技術的な助言や
測量成果の審査等を行い、広く活用されるよう
実施情報を公表します。

(2)�　公共測量における新たな測量技術の導入を
促進するため、航空レーザやUAVを用いた測

量作業マニュアル等について普及啓発を行い
i-Constructionを推進します。

４．国際連携・海外展開等の推進
(1)�　国際会議への参加等により国連など国際機関
や海外の地理空間情報当局等との良好な関係を
維持・拡大します。

(2)�　我が国の測量技術の海外展開を推進するた
め、人材育成や技術協力案件形成のための調査
に取り組みます。

５．地理空間情報の活用推進
(1)�　地理空間情報活用推進基本計画（第3期）の
着実な推進を図ります。

(2)�　Ｇ空間EXPOへの参画、Geoアクティビティ
コンテスト等の実施を通じて地理空間情報の活
用推進を図ります。

６．防災対策の推進
(1)�　防災関係機関と密接な連携を図るとともに、
統合災害情報システム（DiMAPS）の機器更新
及び運用支援を実施します。

(2)�　的確な災害対応を行うため、本院及び地方測
量部等の体制構築のための取組を強化します。
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　測地部は、国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現するために必要な位置
情報基盤の整備・提供を実施するとともに、地震・火山活動等の災害軽減のための観測及び監視を
実施します。

│　測　地　部　│

１．位置情報基盤の整備・提供
(1)�　国際的に整合のとれた我が国の測量の基準と
なる座標系を維持し、国内の地理空間情報を国
際的な共通の基盤上で利用するために、石岡測
地観測局でVLBI�観測、相関処理・解析業務を
実施するとともに、広帯域観測を実施します。

(2)�　利用者ニーズや地殻変動の状況を踏まえつつ
基準点の復旧測量等を実施します。また、測量
成果の品質確保、計量法に基づくトレーサビリ
ティ確保のため、測量機器の検定に必要な基線
場の維持管理を実施します。

(3)�　新たな標高決定の仕組みの導入に向けて、必
要となる水準点の改測を実施します。既存の三
角点の標高成果に乖離が生じる離島において、
標高改定を実施します。

(4)�　我が国の領土・領海及び排他的経済水域
（EEZ）の範囲を定める離島において、三角点
を設置し位置情報基盤を整備します。

(5)��　地殻変動のズレを意識することなく高精度測
位を活用できる環境整備のため、測位結果を補
正する定常時地殻変動補正システム（POS2JGD）
の整備に取り組みます。

２．地殻・地盤変動を監視し減災へ貢献
(1)�　陸域観測技術衛星2号「だいち2号」（ALOS-
2）の観測データを用いたSAR干渉解析により、
全国の地殻・地盤変動を面的に監視します。加
えて、地震、火山活動等に伴う地殻変動を把握
するための緊急解析を実施します。また、次世
代のSAR衛星である先進レーダ衛星（ALOS-4）
に対応するための解析ソフトウェアの高速化及
びシステム整備を行います。

(2)�　地震防災対策強化地域等を中心に、短周期で
地殻の上下変動を監視するため、水準測量を実
施します。

３．重力と地磁気の観測・解析
(1)�　新たな標高決定の仕組みへの移行に向けて、
標高の基準となる精密重力ジオイド・モデルを
構築するための高品質で均質な全国の重力デー
タを整備するため、航空重力測量を実施します。

(2)�　真北と磁北のズレにあたる偏角の情報を提供
するため、地磁気測量を実施します。

４．世界各国との協働で測地測量を推進
(1)�　アジア地域のリーダーとして引き続き測地基
準座標系に関する国連総会決議に基づく取組の
推進に貢献していきます。

(2)�　国際VLBI�事業（IVS）と連携し、国際地球
基準座標系（ITRF）の構築及び維持やGNSS�
衛星の軌道決定に必要な地球の自転速度変動の
観測（UT1観測）等を実施します。

(3)�　南極地域観測第Ⅸ期6か年計画に基づき、南
極地域において測地観測を実施します。

５．地籍調査のための測量
　都道府県からの要望に基づき、地籍調査に必要
な既設基準点の改測等を実施します。

６．共同研究・調査研究
(1)�　超長基線電波干渉計（VLBI）による高度測
地観測に関する共同研究を行います。

(2)�　次世代SAR衛星を用いた地殻変動監視、広
帯域受信機の発展的利用のための調査・研究、
電子基準点データ等による水準点の標高変動補
正の検証、地殻変動補正パラメータの高度化の
調査・検討、精密重力ジオイド・モデル整備手
法の調査・検討、地磁気測量の高度化に関する
調査研究を行います。

７．広報・教育
　地図と測量の科学館の測地分野の展示を充実し
ます。
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（1）災害の教訓が理解できるもの
（2）災害時の防災に貢献できるもの
（2）災害の恐怖や自然の畏怖（いふ）を理解できるもの
（4）災害における歴史的・学術的価値があるもの
（5）その他（災害の実情や教訓の伝承と認められるもの）

第1分類　★☆☆　（127件）
上記のいずれか一つ以上に該当する施設

第2分類　★★☆　（56件）
第1分類のうち、公共交通機関等の利便性が高い、近隣
に有料又は無料の駐車場等、来訪者が訪問しやすい施設

第3分類　★★★　（41件）
第2分類のうち、案内員の配置や語り部活動等、来訪者
の理解しやすさに配慮している施設

震災伝承施設第3分類を
紹介するリーフレット配布中

分類

　走行車両等から認識しやすく、外国人に
も理解されやすいよう、「津波」と「博物館
／美術館」を表わす記号を基にした図案を
組み合わせたデザインとしています。
　このピクトグラムを使い、震災伝承施設
を案内しています。

震災伝承施設のピクトグラム

　地理空間情報部は、集約された地理空間情報の検索・閲覧・入手を可能とする地理空間情報ライ
ブラリーの活用促進のため、ウェブ地図「地理院地図」や基準点成果閲覧サービス等の運用、コン
テンツの拡充を行うとともに、地理空間情報の基礎となる地図情報等を国民に安定的に提供するた
めの取組等を実施します。

　基本図情報部は、電子国土基本図が利用者にとってさらに価値ある使いやすいものとなるように
さらなる改善を図りつつ、電子国土基本図・基盤地図情報の着実な整備・更新･提供を行います。ま
た、これら事業遂行に必要な技術開発を実施します。さらに、測量用航空機「くにかぜⅢ」等によ
る災害対応を通じ、災害時においてニーズを踏まえた現況把握・情報提供を確実かつ迅速に行います。

│　地理空間情報部　│

│　基本図情報部　│

１．地理空間情報ライブラリーの推進
(1)�　地理院タイルの提供、地理院地図の普及・啓
発、地理院地図パートナーネットワークの運営、
ベクトルタイル正式公開に向けて検討・提供実
験を行います。

(2)�　地図や空中写真等の地理空間情報ライブラ
リーコンテンツの拡充を実施します。

(3)�　基準点成果等閲覧サービス、地図・空中写真
閲覧サービス等のサイトの管理・運用を行います。

２．産学官との連携・協力
(1)�　国・地方公共団体等における電子国土基本図
を中心とした地理空間情報の活用を促進するた
め、活動を継続して取り組むとともに、地理空
間情報の相互活用の促進を図ります。

(2)�　地理空間情報の活用を促進するため、地域で
の産学官の連携強化を図ります。

３．�地理空間情報の管理・提供、測量成果の複
製・使用承認

(1)�　基準点測量成果、地図及び空中写真等の保
管・管理を行うとともに、測量成果の閲覧・謄
抄本交付を行います。

(2)�　基本測量成果の複製及び使用承認の手続きを
行うとともに、手続きの緩和について周知し、
定着を図ります。

４．�国土地理院行政情報システム維持管理及び
情報セキュリティ対策

(1)�　国土地理院共同利用電子計算機システム及び
国土地理院ネットワーク等の維持管理を行いま
す。

(2)�　ネットワークの監視、サイバー攻撃対応等、
情報セキュリティ対策の強化を図ります。

１．�電子国土基本図の面的更新、迅速更新及び
必要な撮影を着実に実施

(1)�　国土の基本的な地理空間情報を表記した電
子国土基本図（地図情報）及び国土広域情報
の着実な更新を図り、基盤地図情報、電子地形
図25000、電子地形図20万、数値地図（国土基
本情報）、数値地図（国土基本情報20万）、2万5�
千分1�地形図（印刷図）等を提供します。

(2)�　地図更新に必要な空中写真撮影及び正射画像
作成を実施するとともに、都市計画基図・正射
画像等を用いて、地図情報の面的な更新を実施
します。また、地方整備局及び都道府県等の公

共施設管理者と連携し、新規開通する道路等の
公共施設の迅速な更新を実施します。

(3)�　全国の主要な登山道について、登山者の通行
軌跡（ビッグデータ）等を活用した更新を行い
ます。

(4)�　津波被害からの復興が進む地域（東北地方太
平洋沿岸地域）の航空レーザ測量による高精度
標高データ整備を実施するとともに、南海トラ
フ地震津波避難対策特別強化地域の沿岸域にお
ける空中写真撮影及び地図情報の面的な更新を
実施します。

(5)�　電子国土基本図（数値地図、地理院タイル、
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　応用地理部は、地震、火山噴火、豪雨などの自然災害から国土と国民の生命・財産を守り、安全・
安心な社会を実現するため、防災に関する地理空間情報を表示した地図（主題図）などの防災地理
情報を整備・提供します。また、関係機関と連携し、行政及び地域における防災地理情報の活用促
進を行います。

│　応用地理部　│

　�印刷図等）のあり方について、社会のニーズや
データ活用状況等を踏まえ、3次元化対応も含
めた整備・提供方策の検討を行います。

２．価値ある使いやすい地名情報の整備
(1)�　位置の検索キーとなる基本的な情報として、
居住地名、自然地名、住居表示住所、公共施設
の各種地名情報を整備・更新し、提供を行います。

(2)�　訪日外国人の利便性向上のため、英語版注記
データを更新します。

３．全国都道府県市区町村別面積調の公表
　電子国土基本図（地図情報）の更新を反映した
面積計測を実施し、「全国都道府県市区町村別面
積調」を公表します。

４．測量用航空機「くにかぜⅢ」の運用
(1)�　災害発生時における関係機関・自治体等の迅
速な初動対応に寄与するため、測量用航空機「く
にかぜⅢ」による緊急空中写真撮影を実施し、
災害対策本部、関係機関等に対し、速やかに被
災状況の情報を提供します。

(2)�　国土の保全・管理等に重要な離島等の現況把
握を行うなど、機動性のある測量用航空機の運
用を行います。

５．南極観測
　南極地域観測第Ⅸ期計画6か年計画に基づき、
南極地域の地理空間情報を整備・更新します。

６．技術研究開発
(1)�　次世代の地図情報提供手段としてのベクトル
タイルについて、効率的なデータ整備のための
検討を行うとともに、データの軽量化やマルチ
スケール対応等を見据えた技術の検討や開発を
実施します。

(2)�　昨年度末に測量用航空機「くにかぜⅢ」に常
設化した航空機SAR�機器について、観測デー
タ等の検証作業を行うとともに、13火山の観測
を実施します。

(3)�　電子国土基本図等の地図情報の3次元化に向
けた仕様の検討を行うとともに、電子国土基本
図の整備・更新における3次元データの効率的
な活用方法を検討します。

１．地理調査の推進
(1)�　土砂災害や液状化の起こりやすさなどの自然
災害リスクと関連性の高い、土地条件図（地形
分類データ）を整備します。

(2)�　治水対策の基礎資料として、治水地形分類図
を整備・更新します。

(3)�　火山活動により形成された地形などを表示し
た火山土地条件図（火山地形分類データ）、火
山の地形を精密に表した火山基本図（火山基本
図データ）を整備・更新します。

(4)�　湖底地形を精密に表した湖沼図（湖沼データ）
を更新します。

くにかぜⅢ
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　測地観測センターは、国民の豊かな暮らしと安全・安心を守るため、我が国の測量・測位の基盤
となる電子基準点等のデータを安定して提供するとともに、国土の地殻変動を連続的に監視するこ
とで、地震・火山・津波に関する防災情報を遅滞なく提供します。

│　測地観測センター　│

２．�防災等に役立つ地理情報の収集・処理・提供
(1)�　詳細な標高データを防災・減災に役立てるた
め、地形が立体に見えるデジタル標高地形図や
アナグリフ画像等を作成・提供します。

(2)�　災害を我が事として感じられるよう、「地理
教育の道具箱」などの防災地理情報を読み解く
コンテンツの作成等を通して防災・地理教育の
支援を行います。

(3)�　火山災害対策用図を作成し、火山防災協議会
等の関係機関に提供を行います。

(4)�　断層の詳細な位置と関連する地形の分布等を

調査し、活断層図（全国活断層帯情報）を整備・
更新します。

(5)�　ハザードマップポータルサイト及び地点別浸
水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）
の管理・運営を行います。

(6)�　指定緊急避難場所や自然災害伝承碑などの防
災地理情報を集約・整備・提供します。災害発
生時には、浸水の範囲と深さを表した浸水推定
図等の被災状況を示した地図を迅速に作成・提
供します。

１．電子基準点等の安定運用・利活用推進
(1)�　GNSS連続観測システム（GEONET）及び験
潮場の安定的な運用と計画的な機器更新を行い
ます。

(2)�　最新のITRF（国際地球基準座標系）に整合し
たGEONETの第5世代解析の運用を開始します。

(3)�　衛星測位の高度化及び既存の地理空間情報と
の整合性確保に向けた民間等電子基準点の登録
及び利活用の検討を進めます。

(4)�　関連団体と連携し、i-Construction等におけ
る電子基準点データの利活用を促進します。

(5)�　準天頂衛星システムを活用した測量方法の確
立に向けた検討を行います。

２．地殻変動の把握・監視
(1)�　電子基準点リアルタイム解析システム
（REGARD）を運用し、巨大地震発生時には津
波予測支援に向けた情報提供及び即時の地殻変
動把握を行います。

(2)�　電子基準点、GNSS火山変動リモート観測装
置（REGMOS）及び験潮場により継続的に地
殻変動を監視します。

３．国際貢献
(1)�　アジア太平洋地域への電子基準点の海外展開
を技術的に支援します。

(2)�　国際GNSS事業（IGS）に登録した観測局の
取得データの提供等を行い、ITRFの構築及び
維持等に貢献します。

４．広報・教育
(1)�　地方測量部等と連携し、電子基準点を設置し
ている学校への出前授業を行います。

(2)�　電子基準点データが適切に利用できるよう、
ホームページ上の解説及び品質情報を更新しま
す。
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　地理地殻活動研究センターは、測量、地理空間情報の整備・活用に関連する行政施策の取組を的
確に進めていくことを目的として研究開発を行います。
　また、地震予知連絡会等の事務局を運営するほか、他機関が主催する会議への参加や資料提供等
を行います。これらの活動に関しては、国内外の関係機関と連携するとともに、社会への研究成果
の発信強化に努めます。

│　地理地殻活動研究センター　│

１．研究開発
　「高精度測位環境の構築に向けた研究開発」、「3
次元地理空間情報の構築に向けた研究開発」、「防
災・減災の実現に向けた研究開発」、「地球と国土
を科学的に把握するための研究」の4つの基本的
課題にかかる以下の特別研究を行います。

(1)�　南海トラフ沿いの巨大地震発生に対応するた
めの高精度な地殻活動把握手法の研究開発

(2)�　災害に強い位置情報の基盤（国家座標）構築
のための宇宙測地技術の高度化に関する研究

(3)　AIを活用した地物自動抽出に関する研究

　その他、一般研究15課題、国土交通省総合流域
防災事業費による研究（AIによる災害状況（浸水・
土砂）自動判読システムの開発）、科学研究費補
助金等競争的資金による研究、共同研究等を実施
します。

２．関係会議の円滑な運営・研究成果の発信
(1)�　地震予知連絡会、海岸昇降検知センター等を
運営するほか、地震調査委員会、科学技術・学
術審議会測地学分科会、南海トラフ沿いの地震
に関する評価検討会及び地震防災対策強化地域
判定会、火山噴火予知連絡会の委員として参加
し、研究成果の発信を行います。

(2)�　研究の実施に当たっては、国土地理院研究評
価委員会による厳正な評価を受けます。

(3)�　地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会や外部
機関からの研究開発に対する社会的ニーズの把
握を適宜行います。新規研究開発は、国土地理
院内外からの要望に基づいて選定します。

(4)�　研究の実施に当たっては、共同研究等を通じ
て外部機関との連携を進めます。研究成果は、
講演会、学会発表、学術誌等への論文投稿や
ホームページ、Twitterによる情報発信を通じ
て積極的に公表します。

(5)�　被害地震等が発生した場合には地殻変動緊急
解析や地盤災害発生可能性の推計を行い、結果
を速やかに関係機関に提供します。�

石岡測地観測局
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①�委員の交代について
　以下の方々が新しく委員に就任されました。
委員名簿はホームページをご参照ください。
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/meibo.html

　　久
く げ

家　慶
けいこ

子　委員
　　　京都大学理学研究科・理学部教授
　　中

なかむら

村　雅
まさき

基　委員
　　　気象庁地震火山部地震予知情報課長
　　干

ほしば

場　充
みつゆき

之　委員
　　　気象庁気象研究所地震津波研究部長
　　宗

むね

包
かね

　浩
ひろ し

志　委員
　　　国土地理院地理地殻活動研究センター
　　　地殻変動研究室長

②�「50年のあゆみ」の発行について
　地震予知連絡会50周年の記念として企画された
「地震予知連絡会50年のあゆみ」が完成したこと
が報告されました。
　本書のPDFファイルは、地震予知連絡会ホー
ムページから公開されています。
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/history.html
　本書は、地震予知連絡会の活動報告だけでなく、
最近10年間の主な地震・地殻変動の状況が観測結
果等に基づき解説されているほか、関係機関の最
近10年間の観測活動についても各々寄稿されてお
り、近年の地殻変動監視体制の発展と今後の課題
がコンパクトにまとめられた資料となりました。

「地震予知連絡会50年のあゆみ」の主な内容
第１部　地震予知連絡会の活動
　第１章　地震予知連絡会発足から40年間の活動
　第２章　地震予知連絡会この10年の活動
　第３章　地震予知連絡会構成機関等の活動
　　　　　（この10年を振り返って）
第２部　この10年の主な地震及び地殻活動
　第１章　この10年の全国の地震活動状況
第２章　この10年の全国の地殻変動状況
第３章　この10年のスロー地震
第４章　この10年の主な地震
　　　　（2009年～2018年）
第３部　関連する組織のこの10年
第４部　参考資料

③�地殻活動モニタリングに関する検討
　令和2年2月～4月の地殻変動を主とした地殻活
動モニタリングの観測結果について、国土地理院、
気象庁、防災科学技術研究所、海洋開発研究機構
から報告を行いました。
　全国や各地域の地殻変動の他、最近活発になっ
てきている長野県中部地域の地震について報告が
ありました。

○次回の会議開催予定
　第228回地震予知連絡会は、8月28日（金）に開
催予定です。その際の重点検討課題は「日本列島
モニタリングの将来像」です。その後に予定され
ている課題は、以下のとおりです（いずれも仮題）。
・沈み込み帯の地震発生物理モデル構築
・予測実験の試行（07）�－地震活動予測の検証－
・東北地方太平洋沖地震から10年
　－この10年で何が起きたか､ 何がわかったか－
○会議資料の公開
　本会議の資料は、地震予知連絡会ホームページ
から公開されています。
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity.html

　　地震予知連絡会　　　　　検索
（地理地殻活動研究センター）

第227回地震予知連絡会の開催概要

　第227回地震予知連絡会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため5月20日～22日、電子メー
ルによる書面会議形式で開催され、最近の地殻変動モニタリングに関する報告の他、委員の交代及
び「50年のあゆみ」発行について報告されました。なお、当初予定されていた重点検討課題「日本
列島モニタリングの将来像」の検討については、次回以降に延期となりました。
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地図と測量のコンテンツにふれてみよう！  
「地理院地図を使ってみよう」編　第2回 昔の写真を見てみよう

ケンタ君
マップ博士

博士！学校で「地元の歴史」を調べる宿題が出たんだけど、
何から調べればいいのか、わからないよ！

ケンタ君、焦りは禁物じゃ。まずは「昔の写真」を見て
みるのはどうじゃ？

はか せ れき し

きんもつあせ

そうか！地理院地図だね！

空中写真？

そうじゃ。
地理院地図では、国土地理院が撮影した
空中写真をみることができるんじゃ。

さつえい

地図のもとになる、上空から撮影
された写真のことじゃ。「くにかぜ」
という専用の飛行機で撮っている
んじゃよ。
こちらのページに詳しく載ってお
るぞ！

まず、
①地理院地図で調べたい場所を検索
②画面左上のアイコン [地図 ]
③[年代別の写真 ]
④調べたい年代をクリック
これで、空中写真が表示されるぞ！

それでは、実際に使っ
ていくかの。
今回は、「国土地理院」
を調べてみよう。

せんよう ひ  こう  き と

くわ の

じっさい

けんさく

ひょうじ

べつ

• 基本測量＞空中写真による２万５千分１地形図の
作成方法
• 広報誌＞ことばのミニ辞典～第 15 回「測量用航
空機�くにかぜ」～
•広報誌＞ことばのミニ辞典～近代測量 150 年特別
編⑤空中写真で昔の様子を知る～
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https://www.gsi.go.jp/kihon.html
https://www.gsi.go.jp/MAPSAKUSEI/25000SAKUSEI/25000SAKUSEI-25000sakusei.html
https://www.gsi.go.jp/MAPSAKUSEI/25000SAKUSEI/25000SAKUSEI-25000sakusei.html
https://www.gsi.go.jp/kohokocho/kohoshi.html
https://www.gsi.go.jp/common/000193525.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000193525.pdf
https://www.gsi.go.jp/kohokocho/kohoshi.html
https://www.gsi.go.jp/common/000215741.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000215741.pdf


今の空中写真と見比べたいときには、
どうすればいいの？

わ！見やすいね！新しい道路ができたり、開発が進んでいることがわかるよ！

そんなときには「並べて比較」じゃ！
画面右上のアイコン
⑤［ツール］
⑥［並べて比較］をクリックすると、
このように同じ場所が並んで表示されるんじゃ！
あとは、右側画面で同じように［全国最新写真］を
選べば…

他の地図や写真とも見比べることができ
るから、とても便利じゃよ。
今回の内容は、動画でも紹介しておるぞ。

くら

なら ひ  かく

がわ さいしん

べん り

ないよう

とっても簡単だね。さっそく自分で動かしてみるよ！

しょうかい

かんたん

みんなにも、たくさん使ってほしいのう。

• 地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧＞
��古い写真と比較してみよう
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https://maps.gsi.go.jp/help/index.html
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https://www.youtube.com/watch?v=YeZRRh7jh1A


� �7 月の主な行事予定

国土地理院広報は、国土地理院ホームページ＞広報誌＞国土地理院広報
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/）に掲載しています。

https://www.gsi.go.jp/

　5月の報道発表

　報道の内容は、国土地理院ホームページ>2020年�報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2020）をご覧ください。

6/2 ～ 9/6 企画展「地図から読む防災」

13 日 令和 2年 4月の地殻変動 測地観測センター
地理地殻活動研究センター

今の空中写真と見比べたいときには、
どうすればいいの？

わ！見やすいね！新しい道路ができたり、開発が進んでいることがわかるよ！

そんなときには「並べて比較」じゃ！
画面右上のアイコン
⑤［ツール］
⑥［並べて比較］をクリックすると、
このように同じ場所が並んで表示されるんじゃ！
あとは、右側画面で同じように［全国最新写真］を
選べば…

他の地図や写真とも見比べることができ
るから、とても便利じゃよ。
今回の内容は、動画でも紹介しておるぞ。

くら

なら ひ  かく

がわ さいしん

べん り

ないよう

とっても簡単だね。さっそく自分で動かしてみるよ！

しょうかい

かんたん

みんなにも、たくさん使ってほしいのう。

　「自然災害伝承碑 ����」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和2年6月12日現在

　詳細については、自然災害伝承碑のページhttps://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhiをご覧ください。
［市区町村の担当者の皆様へ］情報提供いただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。
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令和2年春の叙勲

瑞宝中綬章

藤本 貴也 氏
元 国土地理院長

瑞宝双光章

福島 康博 氏
元 地理調査部企画課長

瑞宝双光章

山田  明 氏
元 測地観測センター
　 衛星測地課長

ふじもと たかや ふくしま　やすひろ やま だ 　あきら

（総務部）

　行事については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止又
は延期となる場合もあります。

47　　都道府県 174　　市区町村 563　　基

　4月29日、令和2年春の叙勲受章者が発表されました。国土交通省関係の叙勲受章者は308名、
うち当院関係者では3名の方が受章されました。

https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi



