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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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　７月21日付けで黒
くろかわ

川純
じゅんいち

一良
ろう

国土地理院長が退官し、同日付けで野
の だ

田 勝
まさる

国土交通大臣官
房審議官が新たに院長に就任しました。

国土地理院長交代

【就任のあいさつ】 
　先日、令和２年７月豪雨災害という、熊本県
をはじめ各地に大きな爪痕を残した大災害が発
生したばかりです。国土地理院は、いち早く浸
水推定図を作成、提供しましたが、このように
高い技術力を保持し、重要な役割を担う必要が
あります。
　国土地理院は、明治政府に設置された民部官
庶務司戸籍地図掛から、昨年満150年を迎えた
伝統のある機関であり、まさに測量・地図作成
事業は、国家プロジェクトの一つとして、国土
開発の土台になってきました。現在においても、
国土を測るということは、社会資本整備を支え
るだけでなく、社会経済活動全般の基礎となる、
まさに国土の骨格を作る大変重要な役割であり
ます。
　特に昨今では、ポストコロナあるいはウィズ
コロナの時代背景のもと、デジタルトランス
フォーメーションの推進が求められている中で、
重要な役割を果たすことが必要となります。そ
して、それを担う高い技術力を、日本はもとよ
り、諸外国に向けた国際連携にどうつなげてい
くかということも重要なことだと思っております。
　近年、ますます激甚化する傾向にある自然災
害に対して、より迅速に、災害の状況・情報を
関係機関、地方自治体に提供することが、国土
地理院には求められていると思います。

　Ｇ・Ｋ・Ｋ＝技術、広報、教育、これを重視
するとともに、「測る」、「描く」、「守る」、「伝
える」をさらに高度化し、国土地理院の持って
いる力を国民の皆さまのために発揮できるよう
に取り組んでいきたいと考えております。
　その上で、更に新しいことを目指して努力し
ていきたいと考えております。

プロフィール
　昭和38年生　広島県出身
主な経歴
　昭和63年4月　建設省入省
　平成30年7月　国土交通省道路局
　　　　　　　　環境安全・防災課長
　令和元年7月　国土交通大臣官房審議官
　　　　　　　　（道路局）
　令和 2 年7月　国土地理院長 

（総務部）

国土地理院長　野田　勝

Geospatial Information Authority of Japan2



国土地理院長表彰受賞者の皆様 （総務部・企画部）

令和2年国土地理院表彰式を実施

　7月16日に令和2年国土地理院表彰式を執り行いました。
　式典では、長年測量事業の推進に功績のあった方々、令和元年度に完了した国土地理院発注の測量
業務において特に優秀な成績を収めた測量業務の実施者及び技術者に対して、表彰状が授与されました。
また、地図販売に長年従事され、地図の啓発・普及に積極的に協力いただいた団体及び験潮場保守
業者に感謝状が授与されました。
　受賞者は、次の方々です。（敬称略）
国土地理院長表彰
　◆測量事業関係功労者（1名）
　　　　小林　毅一　北海道地図株式会社　代表取締役社長
　　　　　　　　　　一般社団法人地図調製技術協会 理事
 　◆優良業務（5件）及び優良技術者（5名）

国土地理院長感謝状
　◆地図の啓発・普及協力団体（3団体）

　◆験潮場保守業者（2名）

優良業務名 実施者 優良技術者
精密水準測量及び地盤沈下調査水準測
量（佐賀地区） 大成ジオテック株式会社 椎葉　裕史（主任技術者）

電子国土基本図（基盤地図情報）面的
更新業務（R1 北海道中部地区） 株式会社北日本ジオグラフィ 直海　　登（主任技術者）

電子国土基本図（基盤地図情報）面的
更新業務（H31 関東地区） 株式会社タナカコンサルタント 二瓶　忠宏（主任技術者）

防災対策地域水準測量
（紀伊南地区） 株式会社淀川アクテス 平井　幸男（主任技術者）

高精度火山標高データ整備
（雌阿寒岳地区 2） 国際航業株式会社 高橋　　守（主任技術者）

忍路験潮場 中村　剛一
久礼験潮場 松本　京子

株式会社三省堂書店 株式会社文苑堂書店 株式会社福岡金文堂
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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4回 ～土地の成り立ちから災害リスクを知ろう～
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そんな時には地理院地図じゃ。土地の成り立ちや、その地形で
発生する災害リスクを学ぶことができるんじゃよ。
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「自然地形分類」を見てみようかの。

①調べたい場所を検索
けんさく

②

①
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地理院地図では、その地形を形態
けいたい

、成り立ち、性質
せいしつ

などによって区分した
地形分類

ぶんるい

を見ることができるんじゃ。

画面左上のアイコン[地図]をクリック

• 広報誌＞ことばのミニ辞典～第 11 回「地形分類」～
• 地図・空中写真・地理調査＞主題図（地理調査）
＞ベクトルタイル「地形分類」

カラフルな地図が出てきたよ！
国土地理院の北東には氾濫

はんらん

平野
へ い や

（薄緑色の地域）
があるんだ！

普段
ふ だ ん

は見えない土地の状態
じょうたい

が見えてきたじゃろう？
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ち い き

のことを知って防災
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なことなんじゃ。
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うめたて
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なども
調べることができるんだね！
さっそく、僕の通っている学校を調べて
みるね！

今回の内容
ないよう

は動画でも紹介
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して
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)]
⑤[地形分類(自然地形)]
と選択
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すると…

大雨に
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• 地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧
＞土地から災害リスクを知る

国土地理院広報　2020年 8月 5

https://maps.gsi.go.jp/help/index.html
https://maps.gsi.go.jp/help/movie.html
https://www.youtube.com/watch?v=tE5vh-VIgDE&feature=emb_logo


  9 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/

　7 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 日 令和 2 年 6 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 測量事業関係功労者等を表彰
～測量技術の発展と地図の普及啓発のために～

総務部
企画部

20 日 令和 2 年測量士・測量士補試験の実施日程等について 総務部

　「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

YouTubeに動画を公開！　だいち2号が捉えた西之島の成長

　活発な噴火活動をしている西之島。その姿を、広く一般の方に知っていただくための動画をYouTube
に公開しましたので、ぜひご覧ください。

　西之島は、東京から約1,000km南の小笠原諸
島に位置する東京都の島です（表紙を参照）。
　1973年に噴火が確認されて以来、たびたび噴
火活動が活発化し、そのたびに島の形状が変化
しています。2019年12月に再噴火してからも、
島の形状が大きく変わる成長を続けています。
　国土地理院では、宇宙航空研究開発機構

（J
ジ ャ ク サ

AXA）が運用する陸域観測技術衛星2号「だ
いち2号」（A

エ イ ロ ス

LOS-2）衛星に搭載された合成開
口レーダー（S

サ ー

AR）のデータを定期的に解析し、
その変化の様子を捉えてきました。この度、こ
れまでの西之島の成長の様子をまとめた動画を
作成し、YouTubeに公開いたしました。
　SARで用いられる電波は、噴煙を透過する
ため、噴火中であっても火山の地形変化の状況
を把握することができます。定期的に、最新の
結果を追加していきます。

　詳しくは、以下をご覧ください。

西之島のだいち2号SARデータ解析結果
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R1_nishinoshima. 
html
国土地理院の干渉SAR
https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/gsi_sar.
html

【YouTube】国土地理院動画チャンネル

（測地部）

https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R1_nishinoshima.html
https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R1_nishinoshima.html
https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/gsi_sar.html
https://www.gsi.go.jp/uchusokuchi/gsi_sar.html
https://www.youtube.com/watch?v=iCHZ8B0QMy4
https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi

