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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。

国土地理院広報　2022年2月

2022年2月発行　　　第644号

1

CＯＮＴＥＮＴＳ

国土地理院
国土交通省

「第25回全国児童生徒地図優秀作品展」の大臣賞受賞者（国土交通大臣応接室）
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●国土交通大臣賞
「集中豪雨からまちを守れ！
　　　松川雨水貯留施設のはたらき」
富山市立堀川小学校6年　姫野 理央さん 

●文部科学大臣賞
「伊央里の水辺環境 MAP」
岐阜市立合渡小学校4年　坂 伊央里さん

　記念撮影に続いて大
おおにし

西宏
こう

治
じ

全国児童生徒地図
作品展連絡協議会副会長から斉藤大臣へ今回の
受賞作品の紹介が行われました。斉藤大臣から
は受賞者に対し、作成にあたり大変だったとこ
ろ、工夫した点、作成にかかった期間や着眼点
を問いかけられるなど、終始和やかな雰囲気で
終了しました。

　作品の紹介等詳細は以下の URL からご覧く
ださい。
全国児童生徒地図優秀作品展
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/sakuhin.html

「第25回全国児童生徒地図優秀作品展」（主催：全国児童生徒地図作品展連絡協議会）は、全国各
地から推薦された作品の中から、より優秀な作品として「国土交通大臣賞」、「文部科学大臣賞」を
選出しました。1月12日に大臣表彰式を行い、国土交通大臣賞を受賞した富山市立堀川小学校6年姫

ひめ

野
の

理
り

央
お

さん、文部科学大臣賞を受賞した岐阜市立合渡小学校4年坂
ばん

伊
い お り

央里さんへ斉
さいとう

藤鉄
てつ

夫
お

国土交通大
臣から表彰状と記念品が授与されました。

（参照：国土地理院広報第643号（「第25回全国児童生徒地図優秀作品展」を開催））

「第25回全国児童生徒地図優秀作品展」大臣表彰式を実施 

斉藤大臣に作品を説明する姫野さん

斉藤大臣に作品を説明する坂さん

　令和4年1月12日、国土交通大臣応接室において「第25回全国児童生徒地図優秀作品展」大臣
賞の表彰式を行いました。

（総務部）

https://www.gsi.go.jp/common/000237051.pdf


「国土地理院の取り組む教育支援」の説明会を開催

国土地理院広報　2022年 2月 3

■日時・出席者
・日時：令和3年12月8日

　　　第1部　10：00～12：00
　　　第2部　13：00～15：00

（オンライン開催）
・出席者：13社・32名の参加

■開催内容
第1部

（1）地理院地図で見る「国土を測る」
（2）国土交通省の河川環境教育・防災教育
（3）気象庁の取り組み
第2部

（1）地理院地図を活用した地理総合における防
災の授業

（2）「地理院地図」を活用し地域の理解につな
げる高等学校の授業例

（3）地域学習や文化財防災に役立つ文化財総覧
WebGIS

（4） 小中学校の GIS 教育ツールとしての「セ
キュア GIS」

（5）地理院タイルを活用した高校用 WebGIS コ
ンテンツの開発

　今年度は「社会（地理）」担当の参加者が多く、
令和4年度より「地理総合」の必履修化に向け、
国土地理院の地理教育支援への取組が期待され
ていると感じられました。
　また、今年度は地理院地図パートナーネット
ワーク会議と合同セッションを行い、高等学校
教員、教科書・教材出版社、ウェブ地図作成技
術者の講演を共有し、教育現場における状況・
課題・ニーズとウェブ地図作成技術者が有する
知見・技術について共有及び意見交換をする場

となりました。参加者からは、「非常に参考に
なった」「とても有意義であった」との意見が
あり大変好評でした。
　教育現場を支える教科書、副教材、デジタル
教材等を作成する教科書・教材出版社の方に、
国土地理院の地理コンテンツを知っていただく
取組として、令和4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/
chirikyouiku20211208.html）
「第 13 回地理院地図パートナーネットワーク
会議」
（https://maps.gsi.go.jp/pn/meeting_part 
ners/13th_meeting.html）

国土地理院による発表

教科書・教材出版社による発表

　国土地理院では、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います。この説明会は、教科書・教材出版社に国土地理院の有す
る地理コンテンツを知っていただき、教材に反映されることでよりよい教育サービスを提供す
ることを目的としています。6回目となる今年度の説明会は2部制とし、うち第2部は第13回地
理院地図パートナーネットワーク会議との合同セッションとして開催しました。
（注）地理院地図パートナーネットワーク会議は、地理空間情報のオープンイノベーションを目指す情報共有・意見交換
の場。国土地理院、受託開発者、ツール提供者が参加し、地理院タイル等の地理空間情報の活用推進を議論。

（防災・地理教育支援事務局（応用地理部））

https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/
https://www.gsi.go.jp/CHIRIKYOUIKU/
https://maps.gsi.go.jp/pn/meeting_partners/13th_meeting.html
https://maps.gsi.go.jp/pn/meeting_partners/13th_meeting.html
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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4回 ～重ねる防災情報を選ぼう～

そくりょう

へん ぼうさいじょうほう えら

ケンタ君 マップ博士

うん。知りたい災害リスクの情報を

アイコンの中から選ぶだけだよね。簡単だよ！

ケンタ君、『重ねるハザードマップ』の使いかたは
わかってきたかな？

あとは、そうだなあ。

ここの[すべての情報から選択 ]っていうのは

どんなときに使うんだろう。

いいところに気が付いたね！実は、

重ねるハザードマップでの情報の選択には

[災害種別で選択]と[すべての情報から選択]

の 2 つの方法があるんじゃ。

そのとおりじゃ！

実際に操作してみよう。

①[すべての情報から選択]をクリック

すると、[情報リスト]が表示されるじゃろう？

ここから表示したい情報を選ぶんじゃ。

例
たと

えば、

②[災害リスク情報]-[洪水浸水想定区域]

-[洪水浸水想定区域（想定最大規模）]

を選んでいくと…

①

②

[災害種別で選択]では、アイコンをクリックす

るだけで、その災害の防災情報を見ることがで

きるんじゃが、

[すべての情報から選択]では、見たい情報を細
かく組み合わせることができるんじゃ。

へえ！かんたんに見るか、くわしく見るかで

使い分けができるんだね！

さいがい

かんたん

せんたく

つ

しゅべつ

ほうほう

じっさい そ う さ

ひょうじ

こうずいしんすい

そうていさいだい き ぼ

そうてい く い き

https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=35.371135,138.713379&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0t0h0z0
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・ハザードマップポータルサイト＞使い方

＞06 閲覧できる情報の一覧

・「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

第 7回 土地の高さを感じてみよう

今回の内容は、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。
お住まいの地域の防災情報について、この
機会にぜひチェックしてほしいな！

あっ！これは「第 2回 防災情報を重ねてみよう」で見た、
色のついた浸水想定区域の情報だね！

よく覚えていたね！そう、このように細かく
情報を選ぶことができるんじゃ。

さらに、これまで紹介した情報の他にも、
[標高・地形]や[土地の特徴・成り立ち]などの
情報を重ねることができるんじゃよ。

標高や土地の成り立ちっていうと……
もしかして、ウェブ地図「地理院地図」の
使い方を教えてもらったときの、
『色別標高図』や『地形分類』のこと！？

そのとおりじゃ。
これらの情報も災害との繋がりが深いから、
重ね合わせることで見えてくることがあるはずじゃ！

そっか、これまで教えてもらった
地図や地形、災害などに関するいろいろな
情報は繋がっているんだね。
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ち い き
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https://www.gsi.go.jp/common/000234993.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000228678.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000228681.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCJY_QJ1IuHO8j_WvPqNEK6g
https://www.youtube.com/channel/UCJY_QJ1IuHO8j_WvPqNEK6g
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/pamphlet/pamphlet.html
https://www.youtube.com/watch?v=PsEvgJLIt14


 3 月の主な行事予定

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>2022年 報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2022.html）をご覧ください。

12日 令和 3 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

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和4年1月14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 367　　市区町村 1224　　基

2/25 ～ 3/7 第 25 回全国児童生徒地図優秀作品展（大阪会場）

3/23 ～ 6/26 企画展「緯度経度  世界共通の正確な「ものさし」へ
　　　  ─世界測地系導入から 20 年─」

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
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