
ドローンによる災害調査デジタルマップ効率的な測量の実施

測量の日
６月3日

国土交通省・「測量の日」実行委員会

▲

日本水準原点施設公開 憲政記念館構内  5月22日（水）予 備 日
23日（木）▲

「測量の日」特別企画 国土地理院・地図と測量の科学館  6月2日（日）▲

第48回国土地理院報告会 日経ホール   6月5日（水）▲

「くらしと測量・地図」展 新宿駅西口広場イベントコーナー  6月5日（水）～7日（金）

▲

測量・地理空間情報 イノベーション大会 東京大学  6月12日（水）～13日（木）▲

第41回測量調査技術発表会 四谷区民ホール  8月2日（金）▲

地図展2019  9月予定▲

G空間EXPO2019 日本科学未来館  11月28日（木）～30日（土）

▲ ▲  2019年全国各地で測量・地図の多彩な催しがおこなわれています。 ▲ ▲

測量が支える 私たちの暮し

27702037 測量協会〈測量の日ポスター〉.indd   1 2019/04/17   11:45
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6 月 3 日「測量の日」関連行事を全国各地で開催

　国土地理院では、測量の意義及び重要性について、国民にわかりやすく伝え一層の理解を深めるとと
もに、地理空間情報のさらなる利活用の促進を図るため、関係省庁、地方公共団体、関係団体等の協力
を得て、6 月 3 日「測量の日」を中心に全国各地で関連行事を実施します。

　国土地理院「地図と測量の科学館」（つくば市）
では、6	月 2	日（日）、『「測量の日」特別企画〜
遊んで学ぶ地図と測量の世界 2019 〜』を開催し
ます。
　この企画は、国土地理院が提供している様々な
地理空間情報をわかりやすく紹介するとともに、
子どもから大人まで楽しみながら地図と測量に関
する体験ができる内容となっています。
　今年は、近代測量 150	年の節目の年にあたる
ことにちなみ「測量の今と昔」がわかる展示や体
験学習、国土地理院が東京都目黒区からつくば市
へ移転して 40	年を振り返る展示、新しい地図記
号「自然災害伝承碑」の紹介をします。また、月
刊誌『測量』（※）に「全国測量・地図史跡さん

ぽ」を連載されているNHK	大阪放送局ニュース
リポーターの小野田真由美氏による講演会「時代
の礎	測量と共に令和へ」など、たくさんのイベ
ントを行います。
　当日は、測量・地図に関する普及・啓発に顕著
な功績のあった方々に対し、感謝状の贈呈式も行
います。
　詳しい内容については、地図と測量の科学館
ホームページに掲載します。
http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/index.html
　是非この機会に地図と測量の世界に触れられて
みてはいかがでしょうか。皆様のご来場を心より
お待ちしています。入場は無料です。

※	（公社）日本測量協会発行の専門誌

「測量の日」
　測量法が昭和 24	年 6	月 3	日に公布され、平成元年に満 40	年を迎えたことを機会に、測量の
意義及び重要性に対する国民の理解と関心を一層高めることを目的として、6	月 3	日を「測量
の日」として制定しました。
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●北海道地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

最新測量技術に関する体験授業（北海道札幌工業高等学校	5/30）
「測量の日」記念『測量体験学習』（札幌市立もみじの森小学校	7/11）
第 17 回北海道測量技術講演会（札幌市：札幌第 1合同庁舎講堂	令和 2 年 1月30日 )

北海道地方測量部	
TEL　011-709-2311

●東北地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

第 31回「測量の日」記念　－地図と測量のミニフェスタ－	
（仙台市：スリーエム仙台市科学館　6/1）
第 27 回山形県高等学校サーベイコンテスト（山形県総合運動公園　6/5）
「測量フェスティバル」（奥州市　6/8）
仙台市中学校地図作品展　表彰式（仙台市	12月）

東北地方測量部	
TEL　022-295-8611

●関東地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

「日本水準原点」一般公開　	（千代田区：憲政記念館構内　5/22）	
（併せて電子基準点「東京千代田」含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「くらしと測量・地図」展（新宿区：新宿駅西口広場イベントコーナー　6/5 〜 6/7）
「測量の日」記念講演会（横浜市内　6月）
経緯度標設置及び測量体験学習・作文コンクール（茨城県内小学校4月〜 8月）
小学校測量学習会（千葉県内小学校　9月〜10月）
第 31回ちば地図展（千葉県内　10月）
学校プロジェクト（山梨県内小学校　年内）
市町村技術者測量研修会（山梨県技術センター　10月）
山梨県職員測量研修会（山梨県風土記の丘研修センター　11月）
第 8回ちば測協県民講座（千葉市　11月）

関東地方測量部	
TEL　03-5213-2051

●北陸地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

地図パネル展（福井市：ＡＯＳＳＡ　5/31〜 6/1）
「ジュニア防災フェスティバル」パネル出展	
（富山市：富山県広域消防防災センター　8月及び 2月）
北陸支部空間情報技術事例発表会（富山市：グランテラス富山　7/9）
地図教室と測量実習（富山県立山町：高野小学校　6/3）
測量教室と体験学習（石川県内の小・中学校　6月）
地図教室（福井県内の小学校　9 〜10月）
歩いてみよう！ ｢のと里山海道｣	
（石川県内灘町：のと里山海道 ｢内灘町千鳥台付近｣ 通行止め区間　5/12）
験潮場及び電子基準点見学（柏崎市 : 柏崎験潮場、電子基準点柏崎２　6/5）
建設お仕事体験イベント（石川県輪島市：のと里山空港　7/6 〜 7/7）
石川県高等学校測量技術コンテスト（石川県羽咋市：石川県立羽咋工業高等学校　未定）
新潟県地域振興局地域整備部主催土木フェア及び商工会議所主催産業フェスティバル	
（新潟県中越地域の 5地区　10月上旬〜11月上旬）
いしかわのこどもみらいキャンペーン ｢はだしの王国奥卯辰 2019｣	
（石川県金沢市：奥卯辰山健民公園　10/14）

北陸地方測量部	
TEL　076-441-0888
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■全国各地で実施される主な行事

各行事の詳細については、各地方測量部等のページでご確認ください。
国土地理院ホームページ＞地方測量部
http://www.gsi.go.jp/LOCAL-index.html



●中部地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

「測量の日」中部地区記念行事測量技術講演会	
（愛知県産業労働センター	「ウィンクあいち」6/4）
地図教室（中部管内の小学校　6月中旬から9月下旬）
測量競技会（愛知県立安城農林高等学校　6/12）	
ものづくりコンテスト（場所日時未定）への取組支援
国土交通Ｄａｙ（名古屋市：名古屋合同庁舎 2 号館予定	　7月下旬）

中部地方測量部	
TEL　052-961-5638

●近畿地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

「測量の日」記念フェア 2019（大阪市：大阪合同庁舎第 4号館　6/3）
測量体験学習（京都府綾部市立中筋小学校　5/29）
測量体験学習（奈良県香芝市立真美ケ丘西小学校　6/3）
測量体験学習（奈良県吉野町立吉野北小学校　6/4）
測量体験学習（和歌山県立紀北農芸高等学校　6/5）
測量体験学習（滋賀県高島市立朽木東小学校　6/5）
測量体験学習（大阪府内の小学校　実施日未定）

近畿地方測量部	
TEL　06-6941-4507

●中国地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

第 24回中国地区測量技術講演会（広島市：広島県民文化センター　6月24日）
スペーシャリストの会中四国支部講演会（広島市：日程未定）
鳥取県内の高校へのUAV測量研修（鳥取県内：日程未定）
i-Constructionセミナー	
　4月22日（広島市：広島県民文化センター）	
　4月23日（米子市：米子コンベンションセンター）

中国地方測量部	
TEL　082-221-9743

●四国地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

「測量の日」記念講演会（高松市：ＪＲホテルクレメント高松　5/30）
「測量の日」記念講演会（高松市：サン・イレブン高松　7/4）
測量・地図学習会（愛媛県立八幡浜工業高等学校　6/	4）
測量・地図学習会（香川県立多度津高等学校　　　6/12）
測量・地図学習会（高知県立須崎総合高等学校　　6/20）
測量・地図学習会（徳島県立つるぎ高等学校　　　	6/27）
測量・地図学習会（徳島県那賀町立相生小学校　　7〜10月調整中）
測量・地図学習会（香川県坂出市立西庄小学校　　　				〃			調整中）
測量・地図学習会（愛媛県新居浜市立多喜浜小学校　				〃			調整中）
測量・地図学習会（高知県高知市立十津小学校　　　				〃			調整中）

四国地方測量部	
TEL　087-811-1900

●九州地方測量部
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

「測量の日」イベント「稲佐山をはかろう」講演（長崎市　6/2）
歩測大会「あそこまでなんぼ」（福岡市　6/3）
「測量の日」記念第 1回技術講習会（大村市：大村中央公民館大会議室　6/	5）
講演会（熊本市：九州測量専門学校　6/6）
SAGA建設技術フェア２０１９記念講演（佐賀市 :マリトピア　6/12）
「測量の日」記念講演会（福岡市 : 福岡県中小企業振興センター2 階大ホール　7/	2）
「測量の日」講演会（福岡市：オリエンタルホテル博多ステーション3 階「YAMAKASA」7/3）

九州地方測量部	
TEL		092-411-7881

●沖縄支所
主　　　な　　　行　　　事　　　名 問い合わせ先

「測量の日」パネル展（那覇市 :沖縄県庁県民ホール　6/3 〜 6/5）
「地図と測量」の体験学習（那覇市内の小学校　6/6）

沖縄支所	
TEL　098-855-2595
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8 日 平成 31 年 3 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

23 日 大分県域の安全・安心な地域づくりに寄与
～大分大学と連携・協力協定を締結～ 九州地方測量部

25 日 「Geo アクティビティコンテスト」プレゼンター募集！
～地理空間情報の魅力的な利活用方法を紹介してください～ 企画部

3/12 ～ 6/30 企画展「高さってなんだろう？」

2 日
「測量の日」特別企画
～遊んで学ぶ地図と測量の世界 2019 ～

5 日 第 48 回国土地理院報告会
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＜講演者プロフィール＞
NHK	キャスター・リポーターとして、平成 14	年から
名古屋局→京都局→大阪局（現在）に勤務。
テレビ取材・出演のほか、講演活動などを通して地域の
〝ええとこ・ええもん〟を伝える。
平成 18	年「地域キャスター表彰」
平成 29	年「キャスター・リポート大賞」などを受賞
月刊誌『測量』に「全国測量・地図史跡さんぽ」連載中

【 「測量の日」特別企画 講演会 】
テーマ ：	「時代の礎　測量と共に令和へ」
お話は ：	小野田　真由美さん
日　時 ：	６月２日（日）11：00 〜 12：00
会　場 ：	「地図と測量の科学館」オリエンテーションルーム

報道の内容は、国土地理院ホームページ＞ 2019 年	報道発表資料
（http://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2019）をご覧ください

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
（http://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/）に掲載しています。

4 月の報道発表

6 月の主な行事予定

http://www.gsi.go.jp/

（総務部）

小野田　真由美


