
1. 国土地理院長交代 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

2. 第50回 国土地理院報告会をオンラインで開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

3. 「測量の日」関連行事を実施（四国地区）
 四国内の3県の高等学校で「測量・地図学習会」を実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

4. 地図と測量のコンテンツにふれてみよう！
 「ハザードマップポータルサイト」編 第1回～ウェブでハザードマップを見てみよう～ ・・・・・・・・・・・・・・ 5

5. 企画展「その時東京はどう変わった？─1964オリンピックの前後─」を開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7

6. 「自然災害伝承碑    」のウェブ地図「地理院地図」公開数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

7. 6月の報道発表・8月の主な行事予定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

　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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職員による自然災害伝承碑の調査（大正元年洪水頂点：徳島県吉野川市）
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国土地理院長交代

【就任のあいさつ】 
　国土地理院の当面の方針を示したいと思いま

す。

　まずは、災害発生時においては、総力戦で挑み

ます。

　次に、4つの役割「測る・描く・守る・伝える」

を効果的に、あるいは効率的に果たすために宇宙

技術・ＩＣＴ・ＳＮＳ・ＡＩなどの導入、技術開発、

実装を積極的に進めて参ります。さらに、ＧＫＫ

（技術・広報・教育）も踏襲します。近年、順調

に進捗している広報（Ｋ）と教育（Ｋ）を継続し

て推進しつつ、世の中に求められる技術力（Ｇ）

の部分についてしっかり高めて参りたいと思って

おります。

　政府においては、Society 5.0あるいはＤ X（デ

ジタルトランスフォーメーション）に関わる政策

や取り組みが進められているところです。こうし

た中、私たちは測量・地理空間情報分野で働く人

間として、どのように対応するべきでしょうか。

私たちの仕事は、現実のフィジカル空間を計測し

てサイバー空間に現実と瓜二つのデジタルツイン

を構築する仕事と言えるでしょう。このデジタル

ツインを活用して、さまざまな分析、シミュレー

ションを行い、例えば、防災・減災に繋げること

が出来ます。

　しかし、正しい分析を行うには正しいデジタル

ツイン、つまり国家座標に準拠したデジタルツイ

ンが必要です。現実空間は、国土開発や地殻変動

によって日々変化しております。現実空間の変化

に合わせてデジタルツインも更新する必要があ

り、これも私たちの重要な任務です。こうしたデ

ジタルツインの構築とメンテナンスを行う際に、

測量・地理空間分野には新鮮で詳しい情報、そし

て二次元から三次元、あるいは三次元から四次元

への転換が求められ、それぞれが重い課題である

ことから、実現には技術革新が欠かせません。　

　20年前の2001年6月20日に測量法及び水路業務

法の一部を改正する法律が公布されました。つま

り、我が国の測量の位置の基準（国家座標）が日

本測地系から世界測地系に移行しました。この世

界測地系導入は宇宙技術とＩＣＴの技術革新なし

には実現しませんでした。幸い私たちは、測量分

野における技術革新の中心的役割を果たすことが

出来ました。これは一例に過ぎません。これに限

らず、新しい技術や仕組みの社会実装の経験、実

績が私たちにはあります。自信と希望を持って、

一丸となって前向きに技術革新に向けて取り組ん

で参ります。

　プロフィール
　昭和36年生 茨城県出身

 主な経歴
　昭和62年 4 月 建設省入省
　平成28年 4 月 国立研究開発法人
 宇宙航空研究開発機構（出向）
　平成29年 4 月 国土交通省国土地理院測地部長
　平成30年10月 国土地理院企画部長
　令和 2 年10月 国土地理院参事官
　令和 3 年 7 月 国土地理院長 

　7月1日付けで野
の だ

田 勝
まさる

国土地理院長が退任し、同日付けで飛
とび

田
た

 幹
みき

男
お

参事官が新たに院長に就任し
ました。

（総務部）
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国土地理院長　飛田 幹男
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　国土地理院報告会は測量・地図をベースとした地
理空間情報に対する理解を深めることを目的に、昭
和47年（1972年）から毎年開催しており、今回で50
回目を迎えました。報告会では国土地理院の取り組
みや施策などをご紹介するとともに、関連分野の有
識者の方にご講演いただいております。
　今回のテーマは、「地図と測量の未来を語ろう。」
です。Society5.0やDX（デジタルトランスフォーメー
ション）などデジタル社会の実現に向けて、社会が
大きく変化している中で、社会のベースとなる測量
や地図の未来に向けた国土地理院の取り組みをご紹
介いたしました。
　また、来年度から高等学校では「地理総合」が必
履修科目となります。国土地理院としても、教育関
係者の方向けに、国土地理院のコンテンツ・ツール
を紹介する「地理教育の道具箱」をホームページか
ら発信するなど、地理教育への支援に取り組んでい
るところです。
　そこで今回の特別講演では、「地理教育の現状と
課題」と題し、元日本大学鶴ヶ丘高等学校社会科教
諭の黛

まゆずみ

京
きょうこ

子先生と日本大学文理学部地理学科教授
の関

せき

根
ね

智
とも

子
こ

先生に高等学校、大学における地理教育
の現状と課題などについてご講演いただきました。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点
から、前回に引き続きオンライン形式で開催いたし
ました。

　オンライン開催ということで、国内だけではなく、
海外も含め、民間企業、研究関係、教育関係、行政
関係や学生など幅広い分野から、多くの方々にご参
加いただきました。厚く御礼申し上げます。

　国土地理院職員による講演資料は、以下のペー
ジでご覧いただけます。関心のある方は是非ご覧
ください。
<https://www.gsi.go.jp/REPORT/HAPPYOU/
main50.html>
　来年も6月に開催を予定しております。詳細が
決まりましたら国土地理院のホームページでお知
らせいたしますので、是非ご参加ください。

（企画部）

第50回 国土地理院報告会をオンラインで開催

　「第50回国土地理院報告会」を6月5日から6月30日までの間、オンラインで開催いたしました。

報告会の様子

https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/index.html
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「測量の日」関連行事を実施（四国地区）
四国内の3県の高等学校で「測量・地図学習会」を実施

「測量・地図学習会」について
　「測量の日」四国地区推進協議会が主体となり、
四国地方測量部が講義を、各県の測量設計業協会
が体験実習を担当し、測量や地図の重要性を知っ
てもらうため毎年実施しています。

愛媛県立西条農業高校
　6月11日の学習会には愛媛県立西条農業高等学
校環境工学科の2、3年生の生徒合せて20名が参加
しました。
　講義は当部測量課	槇

まき

原
はら

測量係員が「国土地理
院の仕事・役割」と題し、行いました。
　実習は、GNSS 測量機によるネットワーク型
RTK測量を体験してもらうとともに、ＵＡＶの
操縦体験を行っていました。

　生徒からは「地道な作業の積み重ねが地図にな
るというのはすごいと思う」などの感想がありま
した。

香川県立石田高等学校
　6月17日に実施した学習会では、香川県立石田
高等学校農業土木科3年生30名を対象に実施しま
した。
　当部の蒲

かま

田
た

地理空間情報管理官から「国土地理
院の仕事・役割」に関する講義を行った後、学校
の敷地内で最新の GNSS 測量機を使用した VRS
方式によるRTK測量を体験してもらいました。
　参加した生徒たちは普段触れる機会の少ない最
新の測量機材に関心を寄せていました。

高知県立高知工業高校
　6月23日は高知県立高知工業高校土木科3年生の
生徒40名が参加して学習会を開催しました。
　講義では、当部測量課木

き

村
むら

専門職から「GIS と
防災地理情報」と題し、地図に災害に関する情報
を重ねて表示することが災害時に役立つことなど
を伝え、浸水推定図などを紹介しました。

　実習では、他校と同様最新のGNSS 測量機を操
作する体験をしてもらい、生徒からは普段使った
ことのない機器に触れることができたのは良い経
験になったなどの感想がありました。

　今回の体験学習が生徒の皆さんの地図・測量へ
の感心を高め、また将来の職業選択において役立
ち業界の発展に繋がれば幸いです。

　四国地方測量部は「測量の日」の関連行事の一環として、6月に香川県、愛媛県及び高知県の各県
において、それぞれの県測量設計業協会と協力の下、「測量・地図学習会」を開催いたしました。

（四国地方測量部）

ネットワーク型RTK 測量体験

浸水推定図の紹介

ＵＡＶの操縦体験
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地図と測量のコンテンツにふれてみよう！  
「ハザードマップポータルサイト」編 第1回 ～ウェブでハザードマップを見てみよう～

そくりょう

へん

ケンタ君 マップ博士

今日は学校で、ハザードマップについて勉強したんだ。
僕たちの住んでるまちでも、大雨で道路が通れなくなってしまう
ような自然災害が起きる可能性はあるんだね。

そうじゃな。自然災害はいつ起こるかわからないから、身のまわりに
どんな災害が起きる可能性があるのか、どこへ避難すればよいのかを
知って、準備をしておくことが大事なんじゃ。

実はなケンタ君、ウェブ上でハザードマップを確認できるサイトがあるんじゃ。
その名も『ハザードマップポータルサイト』じゃ！

うむ。おおまかに説明しよう。
まずは、「重ねるハザードマップ」じゃ。

「重ねるハザードマップ」は、防災に
役立つ情報を、1 つの地図や写真に重ねて
表示することができるサイトなんじゃ。

へえ！ウェブ上でハザードマップを見ることができるんだ！ 2つ種類があるみた
いだけど、何が違うのかな？

せつめい

ぼうさい

じょうほう

ひょうじ

しゅるい

ちが

ぼく

し ぜ ん さいがい か の う せ い

ひ な ん

じゅんび

かくにん

重ねるハザードマップで情報を重ね合わせ

https://disaportal.gsi.go.jp/
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/index.html?ll=35.371135,138.735352&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0
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・ハザードマップポータルサイト＞使い方＞

再生リスト「ハザードマップポータルサイト」

・地理教育の道具箱＞地理教育支援コンテンツ＞

ハザードマップを活用して防災地理を学ぼう

ハザードマップポータルサイトの使い方は、
YouTubeの国土地理院動画チャンネルでも
紹介しているんじゃ。
ぜひチェックしてほしいのう！

ありがとう博士！よーし、ハザードマップポータルサイトを使いこなしちゃうぞ～！

直感的な操作ができるように改良を続けているから、
インターネットに慣れていない方でも使いやすくなっているんじゃ。
次回からは、それぞれのハザードマップの具体的な使い方を一緒に見ていこう！

例えば、想定される浸水の深さのような
「予想される被害」や、それぞれの災害に
対応する避難場所といった情報じゃな。

知りたい情報を重ねて、僕にとって一番見やすいように
ハザードマップを作ることができるんだね！

2つ目は「わがまちハザードマップ」じゃ。
「わがまちハザードマップ」では、全国の
市区町村の、様々な種類のハザードマップ
を検索することができるんじゃ。

住んでいるまちはもちろん、出かけた先の
ハザードマップも手軽に確認できるから、
とっても安心だね！

公開されているハザードマップの「リンク
を開く」をクリックすると、対応するハザー
ドマップを見ることができるんじゃよ。

どちらのハザードマップも、パソコンやスマートフォンで確認できるのが便利だなあ。

具体的には、どんな情報を見られるの？

＜参考＞

けんさく

かくにん

たと しんすい

ひ が い

たいおう

ぐたいてき

そ う さ かいりょう つづ

な

いっしょ

べ ん り

しょうかい

「わがまちハザードマップ」でハザードマップを検索

https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/pamphlet/pamphlet.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRi_XaukstDR8IJPg9RKoineFGkls_JsP
https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/index.html
https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/shien.html
https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/hazardmap_learning.html
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・ハザードマップポータルサイト＞使い方＞

再生リスト「ハザードマップポータルサイト」

・地理教育の道具箱＞地理教育支援コンテンツ＞

ハザードマップを活用して防災地理を学ぼう

ハザードマップポータルサイトの使い方は、
YouTubeの国土地理院動画チャンネルでも
紹介しているんじゃ。
ぜひチェックしてほしいのう！

ありがとう博士！よーし、ハザードマップポータルサイトを使いこなしちゃうぞ～！

直感的な操作ができるように改良を続けているから、
インターネットに慣れていない方でも使いやすくなっているんじゃ。
次回からは、それぞれのハザードマップの具体的な使い方を一緒に見ていこう！

例えば、想定される浸水の深さのような
「予想される被害」や、それぞれの災害に
対応する避難場所といった情報じゃな。

知りたい情報を重ねて、僕にとって一番見やすいように
ハザードマップを作ることができるんだね！

2つ目は「わがまちハザードマップ」じゃ。
「わがまちハザードマップ」では、全国の
市区町村の、様々な種類のハザードマップ
を検索することができるんじゃ。

住んでいるまちはもちろん、出かけた先の
ハザードマップも手軽に確認できるから、
とっても安心だね！

公開されているハザードマップの「リンク
を開く」をクリックすると、対応するハザー
ドマップを見ることができるんじゃよ。

どちらのハザードマップも、パソコンやスマートフォンで確認できるのが便利だなあ。

具体的には、どんな情報を見られるの？

＜参考＞

けんさく

かくにん

たと しんすい

ひ が い

たいおう

ぐたいてき

そ う さ かいりょう つづ

な

いっしょ

べ ん り

しょうかい

「わがまちハザードマップ」でハザードマップを検索

企画展「その時東京はどう変わった？ ─1964オリンピックの前後─」を開催

　本企画展では、今年行われる東京
オリンピック・パラリンピックの57
年前に開催された1964年オリンピッ
ク大会前後の東京の様子を地図や空
中写真で振り返り、その変化を紹介
します。
　この大会は日本にとって、戦後19
年目にして、戦禍からの復興を世界
に示すことができる絶好の機会でし
た。開催前の日本の目立ったインフ
ラ整備は、当時世界一の高さのテレ
ビ塔を作る目標で建造された東京タ
ワーくらいのものでした。
　開催が決定してからは、鉄道分野
では世界初の高速鉄道である東海道
新幹線が開通し、東京国際空港（羽
田空港）から選手たちに各競技会場
へ移動してもらうため、首都高速道
路の一部が整備され、開通しました。
また、海外から数多くの選手を受け
入れるために、東京国際空港（羽田
空港）のターミナルビル増築や滑走
路の拡張整備、空港から浜松町区間
の東京モノレール開通など次々とイ
ンフラが整備され、世界の建築史に
名を残すような屋内外の各種競技場
が完成に至りました。
　そんな時代背景の東京を整備前、
完成後、現在等、各年代の地図や空
中写真から振り返り、どう変わって
いったのかをわかりやすく展示・紹
介します。

　「地図と測量の科学館」では、7月20日から9月26日（日）まで特別展示室において企画展「その
時東京はどう変わった？ ─1964オリンピックの前後─」を開催します。
　1964年（昭和39年）のオリンピックを前後して東京はどう変わったのか。当時の地図や空中写真
から振り返ります。

（総務部）

　現在、当館はコロナウイルス感染防止対策を講じたうえで開館をしています。
詳細については「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/



  8 月の主な行事予定

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>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。

2日 令和 3年度測量・地図の感謝状贈呈者決定
～「測量の日」特別企画はウェブ開催～ 総務部

8日 令和 3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

21 日 「地理空間情報の活用促進のための協力協定」を締結
～鏡石町の行政サービス向上を図ります～ 東北地方測量部

30 日 3 次元点群データの利活用アイディアを募集します。
～募集したアイディア・意見をよりよいデータ整備に繋げます～ 基本図情報部

30 日 第 26 回測量行政懇談会開催
基本政策部会からの報告及び国土地理院の最近の取組 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3年7月16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］自然災害伝承碑に関する当院への情報提供にご協力をお願いいたします。

　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 299　　市区町村 1000　　基

7/20～	9/26 企画展「その時東京はどう変わった？」

8/27 第 232 回地震予知連絡会

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。

市区町村

（２）
第２章（調査）

（３）
（４）
（５）
（６）

国土地理院
（地方測量部・支所）

（１）

（７）

（８）

（９）
掲載

（１）伝承碑の掲載希望についての連絡（市区町村→地理院）
※国土地理院からの申請書類等の提供

（２）伝承碑 掲載申請書（様式1）の作成

（３）伝承碑 申請調書（様式2）の作成

（４）伝承碑 掲載推薦書（様式3）の作成
※必須ではありません

（５）現地写真の準備

（６）写真データ等の利用許諾（様式 1別紙）の作成

（７）申請書類及び写真データの提出

（８）提出物の確認

（９）伝承碑の地図掲載

地理院地図
アイコン

地図記号
（https://www.gsi.go.jp/common/000211895.pdf ）をご覧ください。
 様式や手続きの詳細は「自然災害伝承碑に係る調査業務 実施の手引き 第2版（令和3年3月）」

自然災害伝承碑の申請の流れ
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