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　「第22回全国児童生徒地図優秀作品展」（主催：
全国児童生徒地図作品展連絡協議会）は、全国15
地区の児童生徒地図作品展から推薦された優秀作
品を一堂に集めて開催しています。これらの優秀
作品の中から「国土交通大臣賞」、「文部科学大臣
賞」を選出しており、国土交通大臣賞は、富山市
立堀川小学校５年荒井奏音さんが、文部科学大臣
賞は、札幌市立苗穂小学校５年掛作菜々美さんが
受賞しました。

　表彰式は１月８日に行われ、石井国土交通大臣
より表彰状と記念品が授与されました。
その後、記念撮影が行われ、続いて村山全国児童
生徒地図作品展連絡協議会長から石井大臣へ今回
の受賞作品の紹介が行われました。石井大臣から
は受賞者に対し、作品作成にあたり苦労したこと、
作成にかかった期間や着眼点など問いかけられ、
終始和やかな雰囲気で滞りなく終了しました。

　また、大臣賞のほかに全国児童生徒地図作品展
連絡協議会から、審査員特別賞を２作品に、奨励
賞を10作品に授与しました。

　作品の紹介等詳細は以下のURLからご覧ください。
全国児童生徒地図優秀作品展
http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/sakuhin

（総務部）

　1月8日、国土交通大臣応接室において「第22回全国児童生徒地図優秀作品展」大臣賞の表彰式を
行いました。

●国土交通大臣賞
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富山市立堀川小学校５年　荒
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音さん

●文部科学大臣賞
「私たちの住むまち札幌の「地形」と「地質」」
札幌市立苗穂小学校５年　掛
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さん ●審査員特別賞
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•全国うまいもんＭＡＰ
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◇防災アプリの公募
　平成30年度は、「国土交通省ハザードマップポー
タルサイト」から提供している災害リスク情報を
テーマに、平時や災害時に居住者等に対して災害
の危険性を的確に伝えることのできる防災アプリ
を公募し、自治体や民間企業などから９作品の応
募が寄せられました。

◇防災アプリ賞の選定・表彰
　応募されたアプリについて、昨年12月27日に開
催された審査委員会（委員長：目黒公郎 東京大
学教授）において、①災害時におけるリスクコミュ
ニケーションの向上、②自助・共助の促進、③災
害リスクのわかりやすさ といった観点から審査
いただき、防災アプリ賞（４作品）が選定・表彰
されました。
 

　防災アプリ大賞には、宮崎県立佐土原高等学校
の「SHS災害.info2018」が選ばれ、同校は昨年に
続き２年連続の受賞となりました。このアプリは、
「より多くの人のために」をコンセプトに、全国
の方に便利に使用していただくことを目的につく
られ、災害時に役立つ機能のほか、学習機能や
ゲーム機能を備えたアプリです。子供などの防災
意識向上に役立つ多くの工夫がされているほか、

メニュー画面等のデザインも見やすく、操作方法
も直感的でわかりやすいといった点が高く評価さ
れました。

　また、次の３作品が防災アプリ賞に選定されま
した。
　 • 防災EYE’S（齋藤仁志氏）
　 •MeetsWorld（株式会社キットプランニング）
　 • 高知県防災マップ（高知県）

 

　これらのアプリは、アプリ配信サイト等からど
なたでも入手いただけますので、ぜひ今後の災害
の備えにご活用ください。

　（応用地理部）

佐土原高校が2年連続で大賞を受賞！　～平成30年度 防災アプリ賞を決定～

　国土地理院では、国等で保有するオープンデータとなっている防災に役立つ地理空間情報の活用
促進を目的に、平成26年度から災害時等に役立つ防災アプリケーション（以下 ｢防災アプリ｣ という。）
の公募・選定・表彰を通じてその普及に取り組んでいます。
　第５回となる平成30年度の防災アプリ大賞に、宮崎県立佐

さ ど

土原
わら

高等学校の応募作品が２年連続で
選ばれました。

審査委員会による審査の様子

防災アプリ大賞「SHS災害 .info2018」の操作画面

防災アプリ賞の受賞者
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第16回北海道測量技術講演会を開催

　今回の講演会では、昨年9月6日に北海道で初め
て最大震度7を観測した「平成30年北海道胆振東
部地震」が発生し、多数の斜面崩壊の発生や液状
化による建物被害など、道内各地に甚大な被害を
もたらしたことから、「平成30年北海道胆振東部
地震の振り返りと国土交通省の対応」をテーマと
して、地震による斜面崩壊の地形・地質的特徴や、
国土交通省の各機関における災害対応及び復旧・
復興の取り組み等について紹介しました。

 
　講演は、最初に気象庁札幌管区気象台の髙橋地
震情報官から、胆振東部地震の特徴や地震活動の
推移、気象庁の現地調査や自治体支援などの取り
組みなどについて、気象庁が地震発生以降行った
報道発表や地震情報などを時系列的にひもときな
がら講演いただきました。

　続いて、北海道大学大学院農学研究院の小山内
特任教授から、胆振東部地震で厚真・安平・むか
わの3町を中心に発生した多数の斜面崩壊につい
て、被災地の地形・地質や崩壊の特徴、今後の対

策に向けた問題点等について講演いただきまし
た。講演では、現地調査で得られた知見や地理院
地図で表示した被災地の地形などを交え、被災地
では櫛状に尾根が入り組んだ特徴的地形がみられ
ること、比較的緩傾斜の斜面でも崩壊や長距離の
土砂移動が多く見られることなどについて分かり
やすく紹介いただきました。
　次に北海道開発局事業振興部防災課の横濱防災
企画官から、地震による各種インフラや農業被害
などの状況、北海道開発局が行ったTEC-FORCE
の派遣などの災害対応及び今後の復旧・復興に向
けた取り組みについて報告いただきました。
　最後に、国土地理院企画部防災推進室の瀧防災
調整係長から、昨年発生した平成30年7月豪雨及
び胆振東部地震等の災害において、国土地理院が
行った地殻変動の監視や被害状況の把握、関係機
関や国民への情報提供等の取り組み、これらの災
害を踏まえた課題などについて説明しました。

　また、今年は1869年（明治2年）に明治政府が
近代測量に着手してから満150年に当たることか
ら、ロビーでは社会の発展を支えてきた近代測量
の歩みや国土地理院のさまざまな取り組みに関す
る紹介パネルの展示を行い、休憩時間には多くの
方が見入っていました。
　今回の講演会では、まだ記憶に新しい胆振東部
地震における斜面崩壊の発生や、国土交通省の取
り組みについて取り上げたこともあり、多くの方
に大変熱心に聴講いただきました。
　講演会の詳細は以下のURLでご覧いただけます。
http://www.gsi.go.jp/hokkaido/topics-topics

（北海道地方測量部）

　北海道地方測量部では、（公社）日本測量協会北海道支部と共催で、1月31日に札幌第一合同庁舎
講堂において、第16回北海道測量技術講演会を開催しました。講演会には国の機関、地方公共団体、
民間等の関係団体から216名の参加があり、道内における関心の高さがうかがえました。

講演会会場の様子

小山内特任教授の講演

パネル展示の様子
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（総務部）

皆さんは自分の住んでいる土地の高さや
有名な山の高さを「標高何メートル」とい
うことがあると思いまが、それでは「高さ」、
「標高」とは何でしょうか？富士山は3,776m
と誰もが知っていますが、どこから3,776m
でしょうか？どのように決めたのでしょう
か？
この「高さ」は、一見単純に見られがち
ですが、奥深く難解なテーマなのです。高
さを決めるには地球の形や内部構造に影響
を受けた重力を理解する必要があります。
また、高さを決めるためには高度な測量技
術が必要です。国土地理院では明治以来約
150年にわたり水準測量などを繰り返し行
い、土地の高さを決定・管理してきました。
最近では、人工衛星から高さを求める測量
も行われています。
今年は、近代測量150年、航空重力測量開
始という節目の年に鑑み、「高さ」につい
ての企画展を開催します。
この企画展では、富士山の高さの決定を
はじめ、海面潮位や地面の変動と高さの関
係、重力を利用した測量方法、高さにちな
んだ測量史跡を紹介する探索地図、立体地
図など、幅広い観点から高さに関する展示
を行います。
併せて、電子基準点、VLBI、干渉SAR、
地磁気測量に至るまで、高さのみならず位
置情報など様々な最新の測量技術に関する
展示を行います。

これらの展示を通して、高さや位置情報
などの測量技術の進展と社会への関わりや
貢献について、理解を深めていただければ
幸いです。

詳細については、以下のURLをご覧くだ
さい。
皆様のご来館をお待ちしております。
http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/

　国土地理院「地図と測量の科学館」（茨城県つくば市）では、3月12日（火）から6月30日（日）
まで、企画展「高さってなんだろう？」－より正確な高さをもとめて－を開催します。

企画展ポスター

企画展「高さってなんだろう？」－より正確な高さをもとめて－を開催
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「近代測量」とは
「近代測量」とは、明治政府が国

こっか

家統
とう

治
ち

に必要な最も基本

的な情報として、我が国の国土の姿を統一的な基準で把握

した枠
わく

組
ぐ

みのことを言います。2019年は、近代測量を行

う機関が設置された1869（明治2）年から数えて満150年

に当たります。

この年
とし

、明
めい

治
じ

政
せい

府
ふ

は民
みん

部
ぶ

官
かん

庶
しょ

務
む

司
つかさ

戸
こ

籍
せき

地
ち ず

図掛
かかり

を設置し、

その後も様々な組織を設けて、各地の地名や地理の情報収

集、西洋測量術の導入による三角測量・水準測量の実施、全国を網羅した縮尺5万分の1の

地形図の整備等が実施されてきました。

その基本的な体系や枠組みは今日まで存続し、現在の国土交通省国土地理院の業務に受け

継がれています。

また、第二次世界大戦以降の戦
せん

後
ご

復
ふっこう

興期
き

や高度経済成長期の道路整備、住宅建設、防災対

策等のインフラ整備には、測量や地図作成の分野で民間が果たした役割も大きなものがあり

ます。さらに、ここ20年ほどは、人工衛星を利用した正確な測量やICT（情
じょうほう

報通
つうしん

信技
ぎじゅつ

術）を

活用したデジタル地図など、新しい技術が次々に開発され、私たちの生活を豊かなものにし

ています。

「近代測量150年」としての節目である今年、これまでの歩みを振り返って測量・地図作

成の果たした役割や重要性について理解を深めていただくと同時に、これからの未来に向け

た発展に思いを寄せていただく機会になれば幸いです。
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国土地理院 ことばのミニ辞典 ～近代測量150年特別編① 「近代測量」～

ケンタ君 マップ博士

地図と測量の科学館で「近代測量」って書いてあったけど？

難しいことばを見かけたんじゃな。どんな意味なのか、
くわしく聞いてみよう！

きんだい

きんだい

そくりょう

そくりょう

（総務部）

近代測量 150年シンボルマーク



  3 月の主な行事予定
5 日 平成30年度第2回研究評価委員会

15 日 第23回測量行政懇談会

16 日 地震予知連絡会50周年記念企画公開シンポジウム

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
（http://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/）に掲載しています。 http://www.gsi.go.jp/

　1月の報道発表

報道の内容は、国土地理院ホームページ>2018年 報道発表資料
（http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2018）をご覧ください。

日　時：平成31年3月16日（土）13:00～15:30
　　　　　　　　　　　　　　（開場 12:15）
会　場：東京大学 武田先端知ビル武田ホール
　　　　（本郷キャンパス 文京区弥生2丁目11-16）
定　員：先着250名（入場無料）
申込み：http://research.gsi.go.jp/YOCHIREN-FC/sympo.html（事前申込み）
概　要：基調講演
　　　　　中谷　正生　　東京大学地震研究所准教授
　　　　　松澤　暢　　　東北大学大学院理学研究科教授･地震予知連絡会副会長
　　　　パネルディスカッション
　　　　　天野　玲子　　防災科学技術研究所審議役
　　　　　尾﨑　正直　　高知県知事
　　　　　久保田　啓介　日経新聞社編集委員兼論説委員
　　　　　久利　美和　　東北大学災害科学国際研究所講師
　　　　　平原　和朗　　京都大学名誉教授･地震予知連絡会会長
　　　　（進行）
　　　　　山岡　耕春　　名古屋大学大学院環境学研究科教授･地震予知連絡会副会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順掲載）
主　催：地震予知連絡会
共　催：地震・火山噴火予知研究協議会
後　援：公益社団法人　日本地震学会
※・詳細・お問い合わせ：http://research.gsi.go.jp/YOCHIREN-FC/sympo.html

（地理地殻活動研究センター）

地震予知連絡会設置から50年！－公開シンポジウムを開催－

　設置から50年を迎えた地震予知連絡会（事務局：国土地理院）では「地震予知研究の現状と今後
の展望」をテーマに、以下のシンポジウムを開催します。皆様のご来場をお待ちしております。

11 日 平成 30 年 12 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

23 日 多様な主体が管理する道活用連絡会（第５回）の開催　～各県の取組状
況を確認し、更なる検討を進めます～ 企画部

31 日 災害への備え　アプリで支援　～宮崎県佐土原高等学校が２年連続で大
賞を受賞～ 応用地理部

31 日 国土地理院入札監視委員会の議事概要 総務部・企画部

31 日 “だいち”が捉える大地の動き　～ JAXAと国土地理院の宇宙測地技術を
用いた取り組みをコラボ展示します～ 総務部
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