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　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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令和2年7月豪雨時の久留米駅周辺

国土地理院
国土交通省

図：浸水推定図（筑後川水系筑後川）
写真：空中写真（斜め写真）



　令和2年6月19日、国土地理院とつくば市は、防災、環境保全、情報の活用等の相互協力
を図ることにより、つくば市民の安全・安心の確保に役立てていただくとともに、国土地理
院の広報活動、地図と測量と科学館の利用促進、防災・地理教育に関する協力の促進などを
目的として、「相互協力の促進に関する基本協定」を締結しました。
　また、互いが保有する地理空間情報の活用及び情報、技術等の提供を通して、つくば市民
の利便性の向上に役立てていただくとともに、国土地理院が地理空間情報の整備・更新の効
率化を図るため、「地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定」も同時に締結しました。

茨城県つくば市と「相互協力の促進に関する基本協定」及び
「地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定」を締結

■協定の概要
　つくば市は、市内の主な研究機関と連携促進
を目的に「相互協力の促進に関する基本協定」
の締結を進めており、国土地理院が9機関目と
なります。
　これまでも国土地理院とつくば市は、国土地
理院からは災害時における空中写真や地図等の
提供、地理教育分野での出前授業の実施を、つ
くば市からは広報分野で「地図と測量の科学館」
企画展や「つくばVLBIアンテナ最後の一般公
開」に協力をいただくなどの連携を進めてきま
した。
　今回の締結により、同協定に掲げる下記の推
進事項について連携を確認しました。
 （1）防災及び環境保全
 （2）互いの情報、資源、研究成果等の活用
 （3）市民の安全・安心に係る情報の共有
 （4）学術研究及び科学技術の振興
 （5）学校教育及び社会教育の増進
 （6） つくば市内の大学及び研究機関等との連

携促進

　また、個別協定として「地理空間情報の活用
促進のための協力に関する協定」が同時に締結
され、基本協定に加え、次の事項について、さ
らに協力を推進していくことを確認しました。
 （1） 地理空間情報の相互活用による防災減災

への協力
 （2）地理教育支援等についての協力

■締結式
　つくば市役所庁議室において行われた締結
式で、黒

くろかわ

川純
じゅんいち

一良
ろう

国土地理院長（当時）及び
五
い が ら し

十嵐立
たつ

青
お

つくば市長が「相互協力の促進に関
する基本協定」へ署名、「地理空間情報の活用
促進のための協力に関する協定書」へ記名押印
し、両協定を締結しました。

つくば市長につくば市デジタル標高地形図の
説明をする黒川院長
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■黒川国土地理院長挨拶（抜粋）
　「地理空間情報の提供にとどまらない協力と
いうことで、2 つの協定を同時に締結したのは
全国で初めて。災害対応は、普段から双方が連
携を取ってデータのやり取りを行い、基本的な
データを備えることが重要。防災面や相互の
データの活用、そして教育面では防災教育、地
理教育、地図と測量の科学館の活用など、平時
から人と情報の流れを良くするため、ご協力い
ただきたい。そのような関係を築く中で、さら
に連携を高めていきたい」

■五十嵐つくば市長挨拶（抜粋）
「防災と地理教育は密に繋がっている。防災、

災害対応に直結するリソースを持っている国土
地理院との連携は大変価値がある。教育面では、
地理空間情報をつくば市が目指す生きた学びに
つなげていきたい。つくばジオパークの認定更
新へのアドバイス、職員への地理情報活用説明
会など締結をきっかけに様々な面でご指導いた
だきたい」

つくば市イメージキャラクター「フックン船長」と一緒に記念撮影
相互協力の促進に関する基本協定書 地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定書

（総務部・地理空間情報部）
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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

　国土地理院は、測量や地図に対する国民の一層の理解と関心を高めることを目的に、平成元年度
から、測量や地図等の地理空間情報に関する普及・啓発に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、
国土地理院長から感謝状を贈呈しています。
　令和2年度は、個人4名と2団体の方々に決定しました。

令和2年度「測量の日」における功労者感謝状贈呈

―――功労者の紹介―――
（五十音順　敬称略）

【 個人 】
◆厳

いぇん
　網

わん
林
りん

（慶應義塾大学環境情報学部教授）
　厳網林氏は、平成10年から令和元年までの長き
にわたり、国土地理院研究評価委員会の委員を務
め、特別研究経費による課題、特に地図分野を対
象とした外部評価を実施し、その結果は研究開発
方針の見直しや研究開発資源の適切な配分等に反
映され多大な貢献をした。
　評価を実施した研究には、「地震時地盤災害推
計システム（SGDAS）」や風水害時の浸水状況把握
のリアルタイム化など、災害初動時の被害状況把握
や迅速な復旧活動を行う上で重要な役割を果した。

◆碓
う す い

井　照
て る こ

子（奈良大学名誉教授） 
　碓井照子氏は、地理空間情報に関する社会情勢
や技術の動向を適確に捉え、測量行政の推進に資
するため国土地理院長の私的諮問機関として設置
された測量行政懇談会を設置した当初（平成18年度）
から令和元年度までの長きにわたり委員を務めた。
　さらに、平成21年から平成29年まで、日本学術
会議地域委員会・地球惑星科学委員会合同地理教
育分科会委員長を務め、日本学術会議としての
数々の提言を通じ「地理総合」が高校の必履修科
目として新設され、令和4年4月から実施されるこ
ととなる新学習指導要領の策定など、地理教育に
も多大な貢献をした。

◆鹿
し か だ

田　正
まさあき

昭（金沢工業大学教授）
　鹿田正昭氏は、地域の産学官の間で平成22年度
に設置した「地理空間情報の活用推進に関する北
陸地方産学官連絡会議」で設置当初から座長を務
めるなど連絡会議の運営に尽力され、（一社）日
本写真測量学会理事、（公社）日本測量協会北陸
支部長や測量行政懇談会委員などいくつもの役職
を務め、測量行政の発展へ尽力している。
　また、地理空間情報に関する最新技術などを紹
介する「空間情報セミナー」等を通じ、地域での
地理空間情報の普及・活用促進に多大な貢献をした。

◆森
も り た

田　喬
たかし

（法政大学名誉教授）
　森田喬氏は、「新しい地図記号に関する検討委
員会」をはじめ、「電子国土基本図のあり方検討
会」、「外国人にわかりやすい地図表現検討会」の
委員長・座長を務め、新しい地図の姿を見通して、
測量・地図行政の進むべき道をリードしてきた。
　また、平成25年から現在まで日本地図学会会長
として、会員以外の参加も可能な開かれた活動（地
図に関する講演会や地方大会等）を企画し、地図
の普及・啓発に多大な貢献をした。

【 団 体 】
◆学校法人　九州測量専門学校　
　（理事長　林

はやしだ

田　彪
たけし

）
　九州測量専門学校は、50年以上にわたり優秀な
測量技術者の育成に務め、卒業生は8,000名以上
におよび、土木建設業、測量・コンサルタント業
などの各分野で活躍している。
　また、測量の基準となる国家基準点の維持管理に
永年従事している。敷地内には、昭和50年に一等水
準点「基51」を、平成8年に電子基準点「熊本」を
設置している。さらに、令和2年度は地上重力測定
の基準となる「基準重力点」の設置が予定されている。
　優秀な人材の育成と我が国の国家基準点の維持
管理の両面にわたり多大な貢献をした。

◆国立大学法人　広島大学
　教育学部社会系コース地理学研究室
　（代表者　熊

くまはら

原　康
やす

博
ひろ

）
　広島大学教育学部社会系コース地理学研究室
は、過去の災害の記録について時代を超えて伝え
る石碑の重要性にいち早く着目し、広島県坂町小
屋浦地区の「水害碑」をはじめ県内50基の属性（建
立年，碑の縦横比，使用している文字，碑文の内
容，文字数）を調査し、論文にまとめた。
　忘れ去られていた過去の遺産又は先人の記録で
ある「自然災害伝承碑」が地図に掲載されること
により、多くの人が、地域が持つ潜在リスクに着
目するきっかけとなり多大な貢献をした。
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「EPS Excellent Paper Award 2019」を受賞

（地理地殻活動研究センター）

（総務部）

　藤
ふじわら

原 智
さとし

地理地殻活動研究センター長らによる論文が、「EPS Excellent Paper Award 2019」を
受賞しました。

　EPS（Earth, Planets and Space）誌 *に掲載さ
れた「Small-displacement linear surface ruptures 
of the 2016 Kumamoto earthquake sequence 
detected by ALOS -2 SAR interferometry

（ALOS2 干渉 SAR によって捉えられた 2016年
熊本地震で生じた小変位の地表断層群）」（著者 
藤原 智・矢

や ら い

来博
ひ ろ し

司・小
こばやし

林知
とも

勝
かづ

・森
もり

下
した

 遊
ゆう

・中
な か の

埜
貴
たかゆき

元・宮
みや

原
はら

伐
ば

折
さ

羅
ら

・仲
なかいひろゆき

井博之・三
み う ら

浦優
ゆ う じ

司・上
うえしば

芝晴
はる

香
か

・撹
かきあげ

上泰
やす

亮
あき

・宇
う ね

根 寛
ひろし

）が、同誌が毎年1本の論
文を最優秀論文として表彰する「EPS Excellent 
Paper Award 2019」を受賞しました。
受賞論文
https://earth-planets-space.springeropen.com/
articles/10.1186/s40623-016-0534-x
日本語の概要は国土地理院時報に掲載しています。
https://www.gsi.go.jp/common/000147739.pdf

*EPS（Earth, Planets and Space）誌は、地球惑星科学分
野の論文を掲載するオープンアクセスの欧文学術雑誌で
ある。地球電磁気・地球惑星圏学会、日本地震学会、日
本火山学会、日本測地学会及び日本惑星科学会の共同出
版として年間200本程度の論文が掲載される。

　感謝状の贈呈式は、例年、国土地理院（つく
ば市）において「測量の日」特別企画と同時開
催しています。しかし、今年度は新型コロナウ
イルス感染防止対策等に留意し、地方測量部に
おいて可能な限り開催することとしました。
　関東地方測量部においては、7月15日、2名の
方に黒川院長（当時）から感謝状を贈呈しました。

授与された賞状とガラス楯

厳網林氏と黒川院長

（前列左から）黒川院長、厳網林氏、森田喬氏、
山後関東地方測量部長、（後列左から）石関研究
企画官、佐藤基本図情報部長、田山広報広聴室長 森田喬氏と黒川院長

https://www.gsi.go.jp/common/000225990.pdf
https://earth-planets-space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-016-0534-x
https://www.gsi.go.jp/common/000147739.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000226091.pdf


　国土地理院は、大規模な自然災害の発生時に、被災状況の迅速な把握などで地方公共団体を支援
するため、緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE：テックフォース）を派遣しています。
　この度、令和元年に発生した令和元年8月の前線に伴う大雨、令和元年台風第15号、令和元年台
風第19号及び低気圧の接近に伴う大雨における国土地理院TEC-FORCEの派遣(総計30名)の功績が
顕著であるとして、令和2年国土交通大臣表彰（緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）表彰）を受賞
しました。表彰対象となった活動は以下のとおりです。

国土地理院緊急災害対策派遣隊が国土交通大臣表彰

○測量用航空機による空中写真の撮影
　広域にわたる被害状況を把握するため、現地へ
測量用航空機（くにかぜⅢ）を派遣し空中写真の
緊急撮影を行いました。この空中写真（正射画像
を含む）は、被災した地方公共団体等において、
被害状況の確認や被害認定の調査等の資料に利用
されました。

○無人航空機（UAV）による被害状況調査
　人が立ち入れない箇所の被害状況を迅速に把握
するため、現地へ国土地理院ランドバードを派遣
し、無人航空機（UAV）により千曲川の破堤箇
所及び周辺の浸水箇所の動画撮影を行いました。
撮影にあたっては、関係機関の要望も踏まえ事前
に調整し、撮影した動画を関係機関へ情報提供し
ました。

○地理空間情報の提供
　関係各省庁や被災した各地方公共団体に対し
て、空中写真（正射画像を含む）等の地理空間情
報を提供しました。提供にあたっては、リエゾン
として直接出向き、内容や活用方法を説明しまし
た。提供した地理空間情報は、被害状況の確認や
被災箇所の特定、被害認定の調査等の資料として
利用されました。

　国土地理院は、今後も災害対策基本法の指定行
政機関としての責務を果たすべく、国土地理院
TEC-FORCEを強化し、国民の命と暮らしと国土
を守るために、迅速な情報収集・提供及び地方公
共団体の支援に努めます。
　なお、令和元年東日本台風など令和元年の国土
地理院TEC-FORCEの派遣等の災害対応情報は国
土地理院ホームページで公開しています。

　災害関連情報
　https://www.gsi.go.jp/bousai.html

 

測量用航空機「くにかぜⅢ」機内作業の様子

 
被災した地方公共団体へ情報提供

 
授与された表彰状と盾

（企画部）
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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3回 高さを色分けしてみよう

ケンタ君
マップ博士

僕が住んでいる土地の高さはどれくらいなんだろう？

そんなときは地理院地図を見るのが一番じゃ。
「標高」を調べることができるんじゃよ。

ぼく

「海抜」ということばも聞いたことがあるけど、何が違うの？

まず、地理院地図で
①「東京駅」を検索
②画面左上のアイコン［地図］
③［標高・土地の凹凸］
④［自分で作る色別標高図］
を選択するんじゃ！

そうじゃな。今回は、
試しに「東京駅周辺」
を調べてみよう。

それじゃあ、地理院地図で
標高を色分けした地図を
作ってみようよ！

そくりょう

へん

④ 

② 

① 

③ 

ひょうこう

かいばつ

詳しくは、以下のページで説明しているぞ！

ちが

わん へいきん

東京湾の平均海面の高さを 0mとするのが「標高」、
近くの海の、海面の高さを0mとするのが「海抜」なんじゃ。
地図と測量の世界では「標高」を用いているんじゃよ。
地理院地図では、地図の中心の＋の場所の標高が画面
左下に表示されるぞ。

ため しゅうへん

いろべつ

• 広報誌＞ことばのミニ辞典～第 13 回「標高と海抜」～
• キッズ＞標高と海抜と水準点
• 基本測量＞地球の形をはかる＞水準点（高さを求める）＞高さの基準
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https://www.gsi.go.jp/common/000192364.pdf
https://www.gsi.go.jp/KIDS/KIDS06.html
https://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/suijun-base.html


⑤

画面左下

⑥

あれれ？色で塗りつぶされて、
東京駅がどこかわからなくな
っちゃった！

心配はいらんぞ！
⑤画面左下「自分で作る色別標高図」

の透過率を変えてあげれば…

色は自分で設定することができるん
じゃが、わしのおすすめは

⑥［自動作成］じゃ。
その場所のちょうど良い色分けにし
てくれるぞ！

ぬ

なるほど！
千代田区側の方が、標高が高い
ことが一目でわかるね！

がわ

慣れてきたら、自分好みにカスタ
マイズしてみようかな。

な ごの

とう  か りつ か

せってい

さくせい

洪水などの災害への備えにも役立つから、
ぜひ活用してほしいのう。
今回の内容は、動画でも紹介しておるぞ。

こうずい そな

ないよう しょうかい

• 地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧＞
  高さを色分けしてみよう

Geospatial Information Authority of Japan8

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:e68eee1c-0632-4ad4-b43a-d0dd0a6f55d3
https://maps.gsi.go.jp/help/movie.html
https://www.youtube.com/watch?v=RFx9tnSn_tc&feature=emb_logo
https://maps.gsi.go.jp/help/
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慣れてきたら、自分好みにカスタ
マイズしてみようかな。
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洪水などの災害への備えにも役立つから、
ぜひ活用してほしいのう。
今回の内容は、動画でも紹介しておるぞ。

こうずい そな
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  8 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/

　6 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」

8/28 第 228 回地震予知連絡会

1 日 測量の生産性を向上する革新的技術を募集 企画部

2 日 令和 2 年度測量・地図の感謝状贈呈者決定
～測量・地図の普及・啓発に貢献された方へ感謝状～ 総務部

8 日 令和 2 年 5 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

16 日 国土地理院とつくば市は「相互協力の促進に関する基本協定」及び
「地理空間情報の活用促進のための協力に関する協定」を締結します

総務部
地理空間情報部

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和2年7月20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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　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 177　　市区町村 573　　基

令和2年測量士・測量士補試験の日程等を発表

　新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、実施を延期しておりました令和2年測量士・測量士
補試験を、次のとおり実施します。
　なお、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、さらに変更となる場合があります。

１．試験日時　
　　測量士試験　　　令和2年11月22日（日）　午前10時から午後4時まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （午後0時30分から午後1時30分まで休憩）
　　測量士補試験　　令和2年11月22日（日）　午後1時30分から午後4時30分まで

２．試験会場
　　試験会場については、決まり次第、国土地理院ホームページ等において公表いたします。
　　また、受験票については、10月中旬頃に発送する予定です。

３．合格発表　　　　令和3年1月18日（月）（予定）

　　詳細については、以下のページをご覧ください。
　　  https://www.gsi.go.jp/soumu/soumu20200720.html

（総務部）

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



