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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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「国土地理院の取り組む教育支援」の説明会を開催

■日時・出席者
　令和2年12月16日13:15 ～ 16:15
　12社32名が参加

■開催内容
（１）国土地理院が取り組む教育支援について
（２）国土地理院が提供する地理空間情報やコン

テンツ等の紹介
1） 過去から現在そして未来へつなぐ防災減災

の声～自然災害伝承碑～
2） ハザードマップポータルサイト～情報を重

ねて災害リスクを調査～
3） 教材の宝庫！ 地理教育の道具箱～地理で教

科を横断する？～
4） 授業で使えるウェブ地図「地理院地図」～

地理総合に向けて～
5） 地学で GIS をする環境が整った～地理院地

図で地学はより輝く～
6）  国土地理院の地図等の利用手続

（３）【特別講演】新学習指導要領における地理学
習の方向性と地図学習に求められること

　　（文部科学省国立教育政策研究所）
（４）防災・環境教育に関する取組の説明

1） 国土交通省の河川環境教育・防災教育
　　（ 国土交通省水管理・国土保全局　防災課、

河川環境課）
2） 気象庁の防災教育に関する取組

　　（気象庁総務部 企画課防災企画室）
　
　説明会には、理科や国語科などの社会科以外の
教材作成担当の方も多く、参加者からは「教材作
成に大変活用できそうな話を聞けた。」「著作権関
係の内容についてホームページ等でわかりやすい

ものがあるとありがたい。」「地理院地図の機能や
地理教育支援のコンテンツは毎年使いやすく新し
いものにアップデートされているため、とても勉
強になる。」などのご要望やご意見をいただきま
した。教科書・副教材・デジタル教材等を通じて
教育現場に国土地理院のコンテンツを届ける取組
として、令和3年度以降も継続して説明会を開催
していきます。
　説明会の資料は以下でご覧いただけます。

「国土地理院の取り組む教育支援説明会」
（https://www.gsi .go. jp/CHIRIKYOUIKU/
chirikyouiku20201216）

 

 

（防災・地理教育支援事務局（応用地理部））

説明会の様子

担当者による説明

　防災に役立つ地理空間情報の普及啓発の一環として、平成28年から教科書・教材出版社を対象と
した「国土地理院の取り組む教育支援」の説明会を開催しており、今回が5回目になります。この説
明会は、測量行政懇談会（※）の地理教育支援検討部会がまとめた「地理を通じて自然災害から身
を守るために－災害を知り災害に備えるための地理教育－」の報告書（平成31年3月）にも基づきます。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、ウェブ会議システムを用いたオンラインに
より開催しました。
（※）測量行政懇談会とは、地理空間情報に関する社会情勢及び技術動向を的確に捉え、国土地理院の測量行政
の推進に資するために設置された国土地理院長の私的諮問機関。
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◇災害名：令和2年7月豪雨
　対象者：株式会社フジヤマ
　　　　　（静岡県浜松市）
　　災害対策活動：空中写真の緊急撮影作業
　　撮影地区：久留米地区（福岡県、佐賀県）
　
　

◇災害名：令和2年7月豪雨
　対象者：大成ジオテック株式会社
　　　　　（福岡県久留米市）
　　災害対策活動：空中写真の緊急撮影作業
　　撮影地区：球磨川地区（熊本県）
 

◇災害名：令和2年7月豪雨
　対象者：公益財団法人日本測量調査技術協会
　　　　　（東京都新宿区）
　　災害対策活動： 空中写真の緊急撮影作業の

協力及び支援

　国土地理院は今後も災害対策活動における地
理空間情報の整備と活用に技術と意欲のある個
人と団体の協力をいただきながら、適時、的確
な災害対策活動を展開してまいります。

※ 感謝状は、令和3年1月19日に贈呈しました。
なお、贈呈式は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、中止としました。

株式会社フジヤマ

大成ジオテック株式会社

公益財団法人日本測量調査技術協会

災害対策関係功労者（2社1団体）に感謝状を贈呈

　令和2年（2020年）の災害対策活動に顕著な功績があった2社1団体に、災害対策関係功労者
として国土地理院長から感謝状を贈呈しました。
　対象となった災害名、災害対策活動及び対象者は次のとおりです。

（企画部）
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（総務部）

令和2年測量士・測量士補試験合格者を発表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和2年測量士・測量士補試験の合格者を令和3年1月18日に発表しました。
　試験は、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえて試験日程を延期し、令和2年11月22日
に全国14都道府県（22試験会場）において実施しました。合格者数は測量士が176名、測量士
補が3,138名でした。試験結果は、合格発表当日に国土地理院ホームページに公開するとともに、
受験者全員に合格証書又は結果通知書を発送しました。
　各試験地の願書提出者数、受験者数及び合格者数は、下表のとおりです。

※延期により受験できない者で希望する者へは、令和3年試験へ受験料を振り替える特別措置を実施
しました。

詳細はホームページをご覧ください。
（https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/goukaku_2020_00001）

測　　　量　　　士 測　　　量　　　士　　　補

試験地 願書提出
者数※ 受験者数 合格者数 合格率

％
願書提出
者数※ 受験者数 合格者数 合格率

％

北海道 309 123 7 5.7 735 371 152 41

宮城県 471 233 16 6.9 1,514 1,048 228 21.8

秋田県 147 88 3 3.4 509 406 81 20

東京都 1,386 530 53 10 4,542 2,177 824 37.9

新潟県 154 84 6 7.1 430 270 69 25.6

富山県 168 85 9 10.6 620 441 163 37

岐阜県 401 223 22 9.9 1,671 1,008 318 31.5

大阪府 556 265 20 7.5 1,993 1,147 394 34.4

島根県 179 98 2 2 438 331 67 20.2

広島県 157 90 8 8.9 646 411 99 24.1

香川県 302 160 9 5.6 938 677 206 30.4

福岡県 430 181 12 6.6 1,907 1,251 348 27.8

鹿児島県 175 78 8 10.3 766 567 147 25.9

沖縄県 79 38 1 2.6 418 256 42 16.4

合　計 4,914 2,276 176 7.7 17,127 10,361 3,138 30.3
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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10回　～白地図を使ってみよう～

そくりょう

へん はく  ち   ず

ケンタ君 マップ博士

------------------------------------------------------------------------------------------------------

イメージ

学校で都道府県
と ど う ふ け ん

の名称
めいしょう

と位置
い ち

を習ったんだけど、なかなか
覚
おぼ

えられないよ。博士
は か せ

、何かいい覚え方はあるかな？

ケンタ君、そんな時には地理院地図の『白地図』を

見て覚えるといいかもしれないね。

白地図ってどんな地図なの？

・地理院地図ヘルプ＞地理院地図の使い方＞学校の地理・防災教育での活用

＞白地図を利用してみよう

①
②OKじゃ。

まず、地理院地図を開いたら
①アイコン[地図]をクリック
②[白地図]を選択

せんたく

しよう。

まずは、つくば市の白地図を見てみたいな。

そんな便利
べ ん り

なものがあるんだね。さっそく見てみようかな！

それでは一緒
いっしょ

に使い方を見ていこう。

真っ白な地図が表示
ひょうじ

されたよ！
これが白地図なんだね。
このまま
③つくば市を検索

けんさく

するね！

島などの輪郭
りんかく

だけを線で表した地図のことじゃ。
都道府県や市区町村の名称と形・大きさ・位置が
よくわかるぞ。

③
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・地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧

＞白地図を見てみよう／白地図を印刷してみよう

⑤

⑥

今回の内容
ないよう

は、動画でも紹介
しょうかい

しているんじゃ。
ぜひ、授業

じゅぎょう

や調べ学習にも活用してほしいな。

印刷できたよ。これなら簡単
かんたん

だね！
よーし！この白地図を使って、まずは
47都道府県を全部覚えるぞー！

印刷プレビュー画面が表示されたよ。
この画面の中でも地図の移動

い ど う

やスクロールが
できるんだね。

できるんじゃよ。画面上部の
④[印刷]をクリックしよう。

⑤[方位
ほ う い

記号を追加
つ い か

]を選択すれば、
右下に方位記号を追加することも
できるんじゃ。
⑥[印刷] をクリックして、
印刷画面から出力すれば…

④

つくば市が表示されたよ。
市の形もはっきりわかるね！

この白地図は拡大
かくだい

・縮小によって、表示される都道府県と
市区町村の境界や名称が自動で切り替

か

わるんじゃ。

あれ？市区町村の名称が消えたよ。

なるほど、そういう仕組みになっているんだね。
ちなみに、この白地図は紙に印刷

いんさつ

できるの？

ここで、白地図を縮 小
しゅくしょう

してみよう。
（マウスのホイールでズームアウト）
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ミニ展示【東日本大震災から10年】
　今年は平成23年（2011年）3月11日14時46
分に発生した東北地方太平洋沖地震から3月
11日で10年を迎えます。
　三陸沖を震源とするマグニチュード（M）
9.0、最大震度7の地震で青森県から千葉県に
至る太平洋沿岸で大津波を観測し、各地で甚
大な被害が発生しました。震災から10年の間、
復興に向け急ピッチで公共事業が進められま
した。このミニ展示ではこの間の国土地理院
が関わってきた主な業務を分かりやすくパネ
ルで紹介します。

 

ミニ展示【必見！災害に備えて─洪水・浸水、
地震から身を守るために─】
　近年はどこでも大雨による洪水や浸水が発
生したり、地震も頻繁に起きています。そこ
で、災害が発生した場合に備えて、過去の災
害事例、つくば市が作成しているハザード
マップ等のほか、ウェブ地図「地理院地図」
を使って近年の災害や自然災害伝承碑を紹介
します。

企画展【一等三角点物語─国土の把握に懸け
た測量技師の記録─】
　明治に入り日本の国土を把握するために一
等三角点を設置する三角測量が始まりまし
た。この一等三角点を全国各地に設置するた
めに多くの選点に携わったのが測量技師の館

たて

潔
きよひこ

彦氏です。館氏は選点と同時に日本をしの
ぶスケッチなども残していました。企画展で
は、当時の測量を紹介するとともに、館氏の御
子孫から寄贈されたスケッチを初公開します。

　詳細については、以下の「地図と測量の科
学館」ページをご覧ください。
　https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/
　皆様のご来館をお待ちしております。

　現在、当館はコロナウイルス感染防止対策の強化をしながら開館をしています。
入館規制の詳細については「地図と測量の科学館」のホームページをご覧ください。

ミニ展示【東日本大震災から 10年】

企画展「一等三角点物語」と２つのミニ展示を開催

　「地図と測量の科学館」では、2月23日（火）から6月27日（日）まで1階地図のギャラリーに
おいて「東日本大震災から10年」、「必見！災害に備えて」と題した2つのミニ展示を開催します。
また、3月23日（火）から6月27日（日）まで2階特別展示室において企画展「一等三角点物語」
を開催します。

・地理院地図ヘルプ＞使い方動画一覧

＞白地図を見てみよう／白地図を印刷してみよう

⑤

⑥

今回の内容
ないよう

は、動画でも紹介
しょうかい

しているんじゃ。
ぜひ、授業

じゅぎょう

や調べ学習にも活用してほしいな。

印刷できたよ。これなら簡単
かんたん

だね！
よーし！この白地図を使って、まずは
47都道府県を全部覚えるぞー！

印刷プレビュー画面が表示されたよ。
この画面の中でも地図の移動

い ど う

やスクロールが
できるんだね。

できるんじゃよ。画面上部の
④[印刷]をクリックしよう。

⑤[方位
ほ う い

記号を追加
つ い か

]を選択すれば、
右下に方位記号を追加することも
できるんじゃ。
⑥[印刷] をクリックして、
印刷画面から出力すれば…

④

つくば市が表示されたよ。
市の形もはっきりわかるね！

この白地図は拡大
かくだい

・縮小によって、表示される都道府県と
市区町村の境界や名称が自動で切り替

か

わるんじゃ。

あれ？市区町村の名称が消えたよ。

なるほど、そういう仕組みになっているんだね。
ちなみに、この白地図は紙に印刷

いんさつ

できるの？

ここで、白地図を縮 小
しゅくしょう

してみよう。
（マウスのホイールでズームアウト）

（総務部）
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  3 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/

　1 月の報道発表

　報道の内容は、国土地理院ホームページ>2021年 報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2021）をご覧ください。

12 日 令和 2 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

13 日 地図で自分のまちを再発見！第 24 回全国児童生徒地図優秀作品展を開催 総務部

18 日 令和 2 年測量士・測量士補試験の合格者を発表 総務部
企画部

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和3年1月15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。

　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
は延期となる場合があります。

47　　都道府県 236　　市区町村 741　　基

日本写真測量学会 令和2年度秋季学術講演会 学術講演会論文賞を受賞

　令和2年11月5日から6日、福島県郡山市におい
て、日本写真測量学会の令和2年度秋季学術講演
会が開催されました。現地開催とウェブ開催の併
用により合わせて約140名が参加し、国土地理院
からは5名が研究発表を行いました。
　今回の学術講演会は43件の発表があり、モバイ
ルレーザや機械学習による画像認識等のトピック
を含む様々な議論が行われました。その中で、30
歳以下を対象とする学術講演会論文賞に基本図情
報部地図情報技術開発室技術開発第三係の片
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子技官が発表した「UAV 写真測量における最
適撮影手法の検討」が選出され、受賞した論文は
写真測量学会誌（写真測量とリモートセンシング）
2020年6号（2021年1月発行）に掲載されました。
　片山技官は、表彰式で「本検討は、UAV 写真
測量における高精度化・効率化を図るための撮影
方法を検討したもので、さらなる検証を行い、地

形図更新の高精度化や i-Construction の推進等に
役立てたい。受賞したことを励みに、より一層技
術開発業務に努めていきたい。」と述べました。
　国土地理院では、地図修正に対する効率化や3
次元地図の効率的整備手法等に関する技術開発や
研究を行っており、引き続き技術開発や研究業務
を進めてまいります。

（基本図情報部）

　日本写真測量学会令和2年度秋季学術講演会において、国土地理院の職員が学術講演会論
文賞を受賞しました。

表彰状を手にする片山技官（右、
國井実行委員長（左）から授与）

（調整中）～ 3/8 第24回全国児童生徒地図優秀作品展（於：NHK大阪放送会館）

3/1 令和2年度第2回国土地理院研究評価委員会（オンライン開催）

3/23 ～ 6/27 企画展「一等三角点物語 ─国土の把握に懸けた測量技師の記録─」

Geospatial Information Authority of Japan8

Administrator
テキストボックス
3/2




