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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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お化粧直し中の「くにかぜ」
（地図と測量の科学館 地球ひろばに展示）



令和4年測量士・測量士補試験のご案内

　令和4年の測量士・測量士補試験を次のとおり実施します。

（総務部）
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１ 試験日時及び受験地
（1）試験日時

①測量士試験
令和4年5月15日（日）
午前10時から午後4時まで
②測量士補試験
令和4年5月15日（日）
午後1時30分から午後4時30分まで

（2）受験地
北海道、宮城県、秋田県、東京都、新潟県、
富山県、愛知県、大阪府、島根県、広島県、
香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県
※�会場確保の都合上、やむを得ず近隣府県に受
験地を変更又は追加する場合があります。

２ 受験手続
（1）受験願書受付場所
国土地理院総務部総務課
　（〒305-0811茨城県つくば市北郷1番）
（2）受験願書受付期間及び時間
�　　①受付期間
�　　　令和4年1月5日（水）から
�　　　令和4年1月28日（金）まで
�　　②受付時間
�　午前8時30分から午後5時15分まで
�　� なお、受験願書を郵送する場合は、令
和4年1月28日（金）までの日付の消印が
あるものに限り受け付けます。

（3）受験願書用紙等の交付
�　　� 受験願書用紙及び受験案内は、令和4年1月

5日（水）から、次の場所において交付します。
�　 � 郵送により請求する場合は、封筒の表に
「願書請求○部」と朱書きし、宛先明記の返
信用封筒（角形2号以上）に必ず所要の切手
を貼ったものを同封してください。

�　　�　ただし、都道府県の土木関係部局の主務
課では郵送の取り扱いはしません。

�　　◎国土地理院本院及び地方測量部・支所
�　　◎各都道府県の土木関係部局の主務課
�　　◎公益社団法人日本測量協会本部

（〒112-0002　東京都文京区小石川1丁目
　　　5番1号　パークコート文京小石川　
　　　ザ　タワー 5階）及び各支部

３ 合格発表及び通知
�　�　令和4年7月5日（火）に国土地理院本院及び�
地方測量部・支所において合格者の受験番号

及び氏名を公告するほか、全受験者あてに試
験の結果（合否）を通知します。

�　�　また、国土地理院のホームページに合格者
の受験番号を掲載します。

４ 試験問題等の公表
�　�　国土地理院のホームページにおいて、試験
問題については試験日の翌日、合格率及び解
答例については合格発表日に掲載します。

５ その他
（1）� 試験会場の詳細は、4月中旬に決定し、願書
提出者へ通知します。

（2）� 受験願書受付後の受験地の変更については、
令和4年3月28日（月）までに受験願書受付場
所に届け出たものに限り認めます。

６ 試験に関する問い合わせ先等
�　国土地理院総務部総務課試験登録係
�　電話番号　029（864）8214、8248
�　�https ://www.gsi .go . jp/LAW/SHIKEN/
SHIKEN-top.htm

https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm
https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/SHIKEN-top.htm
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　地震予知連絡会では、地震予知研究にとって特に
検討すべき課題を「重点検討課題」として選定し、
報告とそれを基にした議論を行っています。今回
は「予測実験の試行（08）─試行から実施への移行」
を課題とし、予測のターゲットを明確にすることの
重要性、予測からのずれの取り扱い、予測実験の「試
行」から「実施」に当たっての結果報告のモニタリ
ングでの取り扱いなど、今後の予測実験の方向性に
ついて議論が行われました。

① 地殻変動予測：東北沖地震の余効変動
東北地方太平洋沖地震後から継続する余効変動に

ついて、それが関数モデルで表現することが可能で
あることが報告され、モデルと実際の地殻変動とを
比較したところ、2015年以降に広域でほぼ一定速度
で進行する新たな変動が見いだされたことなどが報
告されました。
②  気象庁震度データベースを用いた地震予測と

2015 ～ 2021年の予測の評価
　人々にどの程度の地震なら起きて当たり前かとい
う感覚を理解してもらうこと、地震予測の評価には
適中率と予知率の両方が必要であることを知っても
らうことを目的として実施している、発生予測の取
組について報告されました。
③  群発的地震活動を前震活動と仮定して行う本震

の発生予測手法（6）：これまでの取りまとめと
今後の課題

　ある領域である期間に、一定規模以上の地震があ
る個数発生した場合に前震発生と見なして、パラ
メータを最適化することで本震の発生を予測すると

いう、前震活動に基づく予測モデルについて、その
評価結果が報告されました。
④  階層的時空間 ETAS モデルなどによる短期・中

期の地震確率予測と検証評価
　内陸部直下型地震の2019年以前の宇津カタログと
気象庁震源データに基づき、それ以降の予測と評
価法を改良型 ETAS モデルで与えたものについて、
いくつかの事例とその評価結果が報告されました。
⑤ 能登半島北部の地震活動と地震テクトニクス
能登半島北部珠洲市周辺で2018年6月頃から地震

活動の活発化が始まり2020年12月頃からさらに拡大
していることについて、観測された非定常地殻変動
から推定された球状圧力源による応力変化によりも
たらされたと考えられることなどが報告されまし
た。

○次回の会議開催予定
第234回地震予知連絡会は、2月25日（金）に開催

予定です。その際の重点検討課題は「スロー地震の
理解の現状」です。

○会議資料の公開
本会議の資料は、地震予知連絡会ホームページか

ら公開されています。
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity.html

（地理地殻活動研究センター）

第233回地震予知連絡会の開催概要

検索地震予知連絡会

第 233 回地震予知連絡会（ウェブ会議の様子）

　第233回地震予知連絡会が11月26日、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ウェブ会議
形式で開催され、最近の地殻活動モニタリングに関する報告の他、「予測実験の試行（08）－試
行から実施への移行」が重点検討課題として議論されました。

https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/022-024.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/025.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/026-027.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/026-027.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/028.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/028.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/029.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/029.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/030.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/031.pdf
https://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/233/image233/031.pdf


（関東地方測量部）

　この地図作品展は、茨城県の小・中学生が身の
まわりの環境や地域の姿を自ら観察・調査し、そ
れらを地図に表現することにより、環境や地図さ
らには地域に対する関心・理解を深めることをね
らいとし、県内の児童生徒が作成した地図作品を
募集しています。
　今回は、県内の17校から192作品の応募があり、
研究会会員による審査の結果、最優秀賞1点、優
秀賞6点、佳作13点の入賞作品が選出されました。
作品展では、さらに27点の展示作品を加えた計47
点の入選作品を展示しました。
　展示した会場には、応募した児童生徒とその保
護者の方のほか、関係する先生方などの来訪があ
りました。
　この地図作品展が、地理教育や防災教育の一助
になればと思います。

最優秀賞・優秀賞の作品
【最優秀賞：1点】
　○野生動物からの被害　大調査

【優秀賞：6点】
　○学校がなくなる
　○那珂市のこだわり生産者やさいマップ
　○空き家探検隊！
　　　～筑西市の空き家トラブルを減らせ～
　○北茨城市の人口推移MAP
　　　～僕達の町の未来を考えよう～
　○アカマツとクロマツの分布マップ
　○茨城県のごみの現状

【第22回いばらき児童生徒地図作品展】
　期間：�11月30日から12月12日
　場所：茨城大学図書館�展示室
　　　　（茨城県水戸市文京2－1－1）

（※）いばらき児童生徒地図研究会
　茨城大学・筑波大学の学識者、（公社）日本測
量協会関東支部、（公社）茨城県測量・建設コン
サルタント協会、関東地方測量部から構成され、
関東地方測量部は事務局を担当。

地図作品展開催のポスター
（図中の地図は最優秀・優秀作品）

展示会場の風景
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「第22回いばらき児童生徒地図作品展」を開催

　「いばらき児童生徒地図研究会（※）」は、今年度で第22回目となる「いばらき児童生徒地図
作品展」を開催しました。



（総務部）

　この企画展は、全国各地の団体が主催する児童生徒の
地図に関する作品展で優秀な作品を一堂に集めて展示す
るものです。
　「第25回全国児童生徒地図優秀作品展」では、各地から
推薦された作品より選考した、国土交通大臣賞、文部科
学大臣賞、審査員特別賞及び奨励賞の作品を含む約90作
品を展示いたします。
　全国各地の地域の様子や特徴を表現した地図など、創
意工夫して作製された作品を家族や仲間でご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/sakuhin.html
　なお、入賞作品は、以下の会場においても展示いたし
ます。
1/5���（水）～ 1/12（水）国土交通省1階展示コーナー
1/13（木）～ 1/17（月）科学技術館4階ギャラリー
2/25（金）～ 3/7���（月）NHK大阪放送会館アトリウム

秋の叙勲

企画展「第25回全国児童生徒地図優秀作品展」を開催

　11月3日、令和3年秋の叙勲受章者が発表されました。
　国土交通省関係の叙勲受章者は316名、うち国土地理院関係者では、3名の方が受章されました。

　「地図と測量の科学館」では、1月4日（火）から2月20日（日）まで企画展「第25回全国児童
生徒地図優秀作品展」を開催します。

○瑞宝中綬章 
　渡邊茂樹氏（元 国土地理院長）

（平成17年1月退官） （平成18年10月退官） （平成18年4月退官）

わたなべ　しげ き
○瑞宝小綬章  
　熊谷清氏（元 参事官）

くまがい　きよし
○瑞宝小綬章
　中堀義郎氏（元 測地部長）

なかほり　よしろう
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1 月の主な行事予定

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

　11 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。

8日 令和 3年測量士・測量士補試験の合格者を発表

9日 令和 3年 10 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

10日 デジタル改革、Ｇ空間ＤＸ ! !
～Ｇ空間 EXPO�2021 開催～ 企画部

19日 令和 3年測量士試験における合格者の訂正について 総務部　企画部

26日 災害に屈しない強靭な国土づくりに向けて
─『コロナ克服・新時代開拓のための経済対策』令和3年度国土地理院関係補正予算─ 企画部

30日 測量士・測量士補試験　1月 5日から願書受付開始
～令和 4年測量士・測量士補国家試験の日程を公表～ 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12月21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 358　　市区町村 1200　　基

1/4～�20 第 25 回全国児童生徒地図優秀作品展

1/5～�1/28 令和 4年測量士・測量士補国家試験　受験願書受付

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/000235746.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3版（令和3年10月）」

自然災害伝承碑の申請の流れ

Geospatial Information Authority of Japan6

総務部　企画部




