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令和元年度 国土地理院業務概要

１．測量等に関する基本施策の企画・推進
(1) 基本測量に関する長期計画とアクションプラ
ンの推進及び研究開発基本計画の改定を行い
ます。

(2) Ｇ（技術）Ｋ（広報）Ｋ（教育）を基礎として鑑
み、測量関係団体等が参画する広報推進協議
会、リーディングプロジェクトの関係者及び
関係部局と連携しながら広報戦略を進めます。

２．測量技術及び地理空間情報等の標準化の推進
(1)	GNSS水準測量等の技術を作業規程の準則に追
加し、運用上の課題等を明らかにしたうえで
年度内に作業規程の準則を改定します。

(2) 測量成果の品質確保及び公平性・効率性の向
上の観点から「総合評価落札方式」等におけ
る技術評価基準等の必要に応じた見直しを実
施します。

(3) 総合評価落札方式において「一括審査方式」
を試行導入するとともに、ワンデーレスポン
ス及びウィークリースタンスに取り組みます。

３．測量行政の推進
　公共測量において新技術の導入を促進するた
め、UAVや地上レーザを用いた測量作業マニュ
アル等について普及啓発を行い i-Construction

を推進します。

４．地理空間情報の活用推進
(1) 地理空間情報活用推進基本計画（第 3期）の
着実な推進を図ります。

(2) Ｇ空間 EXPOに参加し、Geo アクティビティ
コンテスト等を実施します。

(3) 地理教育の現場の支援、児童生徒の地理空間
情報リテラシーの向上のための活動を積極的
に実施します。　

５．国際連携・海外展開等の推進
(1) 地理空間情報分野における国連や各国の地理
空間情報当局との協力関係を維持・拡大します。

(2) 相手国での技術紹介やニーズ調査、　JICA研
修等を通じて、測量分野の海外展開進捗のた
めの技術協力を推進します。

６．防災対策の推進
(1) 防災関係機関と密接な連携を図るとともに、
国土交通省統合災害情報システム（DiMAPS）
の支援を実施します。

(2) 教育分野の関係者等と連携を深め、地理空間
情報を活用した防災教育の充実に向けた取組
を強化します。

総　務　部
　総務部は、院全体の管理運営、各部・センター・地方測量部等との連絡調整及び対外的な情報発信
窓口としての役割を担っており、これらの役割を確実かつ円滑に実施します。また、重点項目として、
コンプライアンス推進の強化、ハラスメントの防止、効果的かつ継続的な広報活動及びワークライフ
バランス推進のための取組を行います。

企　画　部
　企画部は、「基本測量に関する長期計画」に示した目指すべき社会の実現を加速させるため、各部・
センター・地方測量部等と連携し、地理空間情報活用推進、国際活動、公共測量、防災、入札・契約
等に関する施策の推進を図ります。
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１．位置情報基盤の整備・提供
(1) 国際的に整合のとれた我が国の測量の基準と
なる座標系を維持し、国内の地理空間情報を
国際的な共通の基盤上で利用するために、石
岡測地観測局で VLBI 観測、相関処理・解析
業務を実施します。また、次世代VLBI 観測シ
ステム（VGOS）による広帯域観測を実施します。

(2) 利用者ニーズや地殻変動の状況を踏まえ基準
点の復旧測量等を実施します。また、測量成
果の品質確保、計量法に基づくトレーサビリ
ティ確保のため、測量機器の検定に必要な基
線場の維持管理を実施します。

(3) 新たな標高決定の仕組みの導入に向けて、必
要となる水準点の改測を行います。既存の三
角点の標高成果に乖離が生じる離島において、
標高改定を実施します。

(4) 我が国の領土・領海及び排他的経済水域（EEZ）
の範囲を定める離島において基本的情報とな
る高精度な位置情報を整備します。

(5) 地殻変動のズレを意識することなく高精度測
位を活用できる環境整備のため、測位結果を
補正する地殻変動補正システムの構築に取り
組みます。

(6) 場所情報コード（uPlace）を利用した 3 次元
地理空間情報による新サービスを創出するため
の啓発活動を関係機関と連携して実施します。

２．地殻・地盤変動を監視し減災への貢献
(1) 陸域観測技術衛星2号「だいち2号」の観測デー
タを用いた干渉 SARによる地殻・地盤変動
の全国監視及び地震、火山活動等に伴う地殻
変動を把握するための緊急解析を実施します。
また、次世代 SAR衛星に対応するためのソフ
トウェア開発及びシステム構築を行います。

(2) 地震防災対策強化地域等を中心に、短周期で
地殻の上下変動を監視するため、水準測量を
実施します。

	
３．世界各国と協働で測地測量の推進
(1) アジア地域のリーダーとして引き続き測地基
準座標系に関する国連総会決議の実施に貢献
していきます。

(2) 国際VLBI	事業（IVS）と連携し、国際地球基
準座標系（ITRF）の構築やGNSS 衛星の軌道
決定に必要な地球の自転速度（UT1）の観測
等を実施します。

(3) 南極地域観測第Ⅸ期６か年計画に基づき、南
極地域において測地観測を実施します。

４．地球の物理的性質の観測・解析
(1) 新たな標高の基準を整備するため、航空重力
測量を実施します。

(2) 真北と磁北のずれにあたる偏角の情報を提供
するため地磁気測量を実施します。

	
５．地籍調査のための測量
　都道府県からの要望に基づき、地籍調査に必要
な既設基準点の改測を実施します。

６．共同研究と調査研究
(1) 超長基線電波干渉計に関する共同研究を行います。
(2) 次世代 SAR 衛星を用いた地殻変動監視、次世
代VLBI 観測システム（VGOS）の実現のため研
究、電子基準点データによる水準点の標高変動
補正の検証、セミ・ダイナミック補正の高度化の
調査・検討、航空重力測量の精度評価、地磁
気データの利用方法調査の調査研究を行います。

７．広報
　石岡測地観測局の施設公開及び地図と測量の科
学館の測地分野の展示を充実させます。

測　地　部
　測地部は、国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現するために必要な位置情報基
盤の整備・提供を実施するとともに、地震・火山活動等の災害軽減のための観測及び監視を実施します。

石岡測地観測局
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基本図情報部
　基本図情報部は、電子国土基本図が利用者にとってさらに価値ある使いやすいものとなるようにさ
らなる改善を図りつつ、電子国土基本図・基盤地図情報の着実な整備・更新 ･ 提供を行います。また、
これら事業遂行に必要な技術開発を実施します。さらに、測量用航空機「くにかぜⅢ」等による災害
対応を通じ、災害時においてニーズを踏まえた現況把握・情報提供を確実かつ迅速に行います。

１．電子国土基本図の面的更新、迅速更新及び
必要な撮影を着実に実施

(1) 道路、建物等電子地図上の位置の基準である
基盤地図情報を利用しつつ国土の基本的な地
理情報を表記した、電子国土基本図（地図情報）
及び国土広域情報の円滑な更新を図り、基盤
地図情報、電子地形図 25000、電子地形図 20万、
数値地図（国土基本情報）、数値地図（国土基
本情報 20万）、多色刷 2	万 5	千分 1	地形図（印
刷図）等を提供します。

(2) 地図更新の実施に必要な空中写真撮影及び正
射画像作成を実施するとともに、都市計画基
図・正射画像等による面的更新を実施します。
また、地方整備局及び都道府県等の公共施設
管理者と連携し、新規開通する道路等、公共
施設の迅速更新を実施します。

(3) 全国の主要な登山道について、ビックデータ
等を活用した更新を行います。

(4) 防災・減災に向けた備えや防災地理教育支援
に資する自然災害伝承碑を掲載した 2	万 5	千
分 1	地形図を刊行します。

２．価値ある使いやすい地名情報の整備
(1) 位置の検索キーとなる基本的な情報として、
居住地名、自然地名、住居表示住所、公共施
設の各種地名情報を整備・更新し、提供を行
います。

(2) 2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技
大会に向けて、英語版注記データを更新します。

3．全国都道府県市区町村別面積調の公表
　電子国土基本図を用いた面積計測を着実に実施
し、「全国都道府県市区町村別面積調」を公表します。

4．測量用航空機「くにかぜⅢ」の運用
(1) 災害発生時に関係機関・自治体等の迅速な初

地理空間情報部
　地理空間情報部は、集約された地理空間情報の検索・閲覧・入手を可能とする地理空間情報ライブラ
リーの推進のため、ウェブ地図の地理院地図やライブラリーサイト等の運用、コンテンツの拡充を行う
とともに、地理空間情報の基礎となる地図情報等を国民に安定的に提供するための取組等を実施します。

１．地理空間情報ライブラリーの推進
(1) 地理院タイルの提供、地理院地図の普及・啓発、
地理院地図パートナーネットワークの運営、
ベクトルタイル正式公開に向けて検討・提供
実験を行います。

(2) 地図や空中写真等の地理空間情報ライブラ
リーコンテンツの拡充を実施します。

(3) 基準点成果等閲覧サービス、地図・空中写真閲
覧サービス等のサイトの管理・運用を行います。

２．産学官における連携・協力
(1) 国・地方公共団体等における電子国土基本図
を中心とした地理空間情報の効果的・効率的
な活用を促進するため、活動を継続して取り
組むとともに、地理空間情報の相互活用の促
進を図ります。

(2) 地理空間情報の活用を促進するため、地域で

の産学官の連携強化を図ります。

３．地理空間情報の管理・提供、測量成果の複製・
使用承認

(1) 基準点測量成果、地図及び空中写真等の保管・
管理を行うとともに、測量成果の閲覧・謄抄
本交付を行います。

(2) 基本測量成果の複製及び使用承認の手続きを
行います。

４．国土地理院行政情報システム維持管理及び
情報セキュリティ対策

(1) 国土地理院共同利用電子計算機システム及び
国土地理院ネットワーク等の維持管理を行い
ます。

(2) ネットワークの監視、サイバー攻撃対応等、
情報セキュリティ対策の強化を図ります。
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動対応に寄与するため、測量用航空機「くに
かぜⅢ」による緊急空中写真撮影を実施し、
速やかに災害対策本部、関係機関等に被災状
況の情報を提供します。

(2) 国土の保全・管理等に重要な離島等の現況把
握を行うなど、機動性のある測量用航空機の
運用を行います。

５．南極観測
　南極地域観測第Ⅸ期 6か年計画に基づき、南極
地域の地理空間情報を整備・更新します。

６．技術研究開発
(1) 次世代の地図情報提供手段として、効率的な

ベクトルタイル整備のための検討を行うとと
もに、ベクトルタイルの高度化を想定した技
術の検討や開発を実施します。

(2) 火山噴火時に迅速に観測を実施できるよう、
航空機	SAR	装置のくにかぜⅢへの常設化改修
を行います。

(3) 電子国土基本図等の 3次元拡張仕様の検討及
び 3次元データの電子国土基本図等への効率
的な取り込み手法を検討します。

７．広報
　地図と測量の科学館の地図・空中写真分野の展
示を充実させます。

応用地理部
　応用地理部は、地理調査を推進し、また環境保全及び災害防止に資する地図等の収集及び処理を行
います。これらの業務によって得られた成果等を速やかに公表するとともに、ホームページや地理院
地図などを通じて幅広く提供します。

測地観測センター
　測地観測センターは、国民の豊かな暮らしと安全・安心を守るため、我が国の測量・測位の基盤と
なる電子基準点等のデータを安定して提供するとともに、国土の地殻変動を連続的に監視して地震・
火山・津波に関する防災情報を遅滞なく提供します。

１．地理調査の推進
(1) 土砂災害や液状化の起こりやすさなどの自然
災害リスクと関連性の高い脆弱地形分類デー
タを整備します。

(2) 治水対策の基礎資料として整備した治水地形
分類図を更新します。

(3) 火山活動により形成された地形や侵食・堆積
地形の分布状況を表示した火山地形分類デー
タの整備、火山周辺の地形等を詳細に表した
火山基本図の整備・更新、航空レーザ測量に
より高精度火山標高データ整備を行います。

(4) 詳細な湖底地形の調査を行い、浚渫（しゅん
せつ）計画、漁業振興等の基礎資料となる湖
沼図を更新します。

２．防災等に役立つ地図の収集・処理・提供
(1) 防災地理教育支援、防災の基礎資料となるデ
ジタル標高地形図の作成・提供、地形が立体
に見えるアナグリフ画像等の提供を行います。

(2) 火山災害対策用図を作成し、火山防災協議会
等の関係機関に提供を行います。

(3) 全国の活断層帯を対象に、断層の詳細な位置、
関連する地形の分布等の全国活断層帯情報を
整備・更新します。

(4) 国土交通省ハザードマップポータルサイト及
び地点別浸水シミュレーション検索システム
（浸水ナビ）の管理・運営を行います。
(5) 指定緊急避難場所情報の整備・提供、自然災
害伝承碑情報の集約・提供及び災害対策図の
整備を行います。

１．電子基準点等の安定運用と利活用推進
(1) 引き続きGNSS連続観測システム（GEONET）
や験潮場の安定運用を行うとともに、計画的
に観測機器を更新します。

(2) 衛星測位の高度化及び既存の地理空間情報と
の整合性確保のため、民間等が運用するGNSS

連続観測点の活用策について検討を進めます。
(3) 関連団体と連携し、i-Construction 等における
電子基準点データの利活用を促進します。

(4) 準天頂衛星システムを含むマルチGNSS 測量
の普及に向けた検討を行います。
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２．地殻変動の監視強化
(1) 電子基準点リアルタイム解析システム（REGARD）
を確実に運用し、巨大地震発生時には津波予
測を支援できるよう社会実装を進めます。

(2) マルチGNSSを活用したGEONETの第 5世代
解析の運用を始めます。

(3)	GNSS 火山変動リモート観測装置（REGMOS）
や験潮場による地殻変動の監視を継続します。

	
３．国際貢献
(1) アジア太平洋地域への電子基準点の海外展開
を技術的に支援します。

(2) 国際 GNSS事業（IGS）に登録した観測局のデー
タ提供等を行い、ITRF（国際地球基準座標系）
の維持等に貢献します。

４．広報と教育
(1) 地方測量部等と連携し、電子基準点を設置し

ている学校への出前授業を継続します。
(2) 電子基準点データが適切に利用されるよう、
ホームページ上の品質及び解説情報を拡充し
ます。

地理地殻活動研究センター
　地理地殻活動研究センターは、測量、地理空間情報の整備・活用に関連する行政施策の取り組みを
的確に進めていくことを目的として研究開発を行います。
　また、地震予知連絡会等の事務局を運営するほか、他機関が主催する会議への参加や資料提供等を
行います。これらの活動に関しては、国内外の関係機関と連携するとともに、社会への研究成果の発
信強化に努めます。

１．研究開発
　当研究センターでは、「高精度測位環境の構築
に向けた研究開発」、「3次元地理空間情報の構築
に向けた研究開発」、「防災・減災の実現に向けた
研究開発」、「地球と国土を科学的に把握するため
の研究」の 4つの基本的課題にかかる以下の特別
研究を行います。
(1) 地形・地下構造を考慮した地殻変動の分析に
関する研究

(2) 南海トラフ沿いの巨大地震発生に対応するた
めの高精度な地殻活動把握手法の研究開発

(3) 迅速・高精度な	GNSS	定常解析システムの構
築に関する研究

(4)	浸水状況把握のリアルタイム化に関する研究
(5)	AI	を活用した地物自動抽出に関する研究
　その他、一般研究 14 課題、国土交通省技術研
究開発推進経費による研究（総合技術開発プロ
ジェクト）、科研費補助金等競争的資金による研
究、共同研究等を実施します。

２．関係会議の円滑な運営と研究成果の発信
(1) 地震予知連絡会、海岸昇降検知センター等を
運営するほか、地震調査委員会、科学技術・
学術審議会測地学分科会、南海トラフ沿いの
地震に関する評価検討会及び地震防災対策強
化地域判定会、火山噴火予知連絡会に参加し、
研究成果の発信を行います。

(2) 研究の実施に当たっては、国土地理院研究評
価委員会等による厳正な評価を受けます。

(3) 地震予知連絡会、火山噴火予知連絡会や外部
機関からの研究開発に対する社会的ニーズの
把握を適宜行います。新規研究開発は、国土
地理院内外からの要望に基づいて選定します。

(4) 研究の実施に当たっては、共同研究等を通じ
て外部機関との連携を進めます。研究成果は、
講演会、学会発表、学術誌等への論文投稿や
ホームページ、twitter	による情報発信を通じ
て積極的に公表します。

(5) 被害地震等が発生した場合には地殻変動緊急
解析を行い、結果を速やかに関係機関に提供
します。

電子基準点
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第 60 回 科学技術週間報告

　今年で第 60 回を迎えた科学技術週間は、科学技術に関し広く国民の関心と理解を深め、我が国の科学
技術の振興を図るため毎年開催されており、4 月 15 日から 21 日までの期間中、つくば市内の各研究機
関において施設の一般公開等が行われました。

　「地図と測量の科学館」では、16日から毎日「科
学館ガイドツアー」を実施したほか、16 日と 18
日には、測量用航空機「くにかぜ」の機内を特別
に公開しました。
　期間中の来館者数は、約 700 名でした。科学館
ガイドツアーを楽しみに、開館と同時に来られた
方がいたほか、体験学習で訪れた中学生・高校生
の皆さんは、楽しそうに「日本列島空中散歩マッ
プ」や地球ひろばの「日本列島球体模型」、「くに
かぜ」の機内を見学していました。
　この科学技術週間をとおして、「地図と測量」を、
より一層親しんでいただけたものと思います。

わたしの家はここかな？
「日本列島空中散歩マップ」

「くにかぜ」に搭乗する大学生！

地球はやっぱりまるいね！
「ガイドツアーの様子（日本列島球体模型）」

操縦席からの眺めはいかが？

（総務部）
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防災に役立つ地理院地図 ～お手持ちの住所リストを瞬時に地図表示～

　国土地理院のウェブ地図「地理院地図」（https://maps.gsi.go.jp/）では、3 月 26 日から、住所リス
トを簡単に地図表示できる機能や、重ねた地図・写真をカーテンのように左右に動かして比較する機能
を追加するなど、防災に役立つ機能を強化しました。 

【避難場所等を瞬時に地図表示】
　地理院地図上で、お手持ちの住所リスト（CSV
形式）をドラッグ＆ドロップすることで、簡単に
地図に表示できるようになりました。例えば、災
害対応を行う際、避難所の位置を把握することは
重要ですが、発災直後には、開設された避難所の
情報は、文字ベースの住所リストしかないことも
多いです。しかし、ほかの地域から応援に駆けつ
けた土地勘のない人は、住所だけでは避難所の位
置をすぐに把握することができません。このよう
な時に、本機能を活用すれば、土地勘がない人も
一目で避難所の位置を把握でき、迅速な災害対応
を行うことができます。

【浸水の危険性を把握】
　自分で作る色別標高図では、小さな高低差もわ
かる地図をつくることができ、浸水危険性の把握
に活用できます。今回、凡例の保存や並び順の変
更が可能になり、より使いやすくなりました。出
水期の前に自分の住む地域を調べてみましょう。

【被災状況を細かく把握】
　災害前後の写真をカーテンのように左右に動か
して比較することで、災害前後の細かな変化を把
握できます。

　詳細については以下の資料をご覧ください。
（http://www.gsi.go.jp/johofukyu/johofukyu1
90326.html）

　新機能が加わり、より便利になった地理院地図
をぜひお試しください！

（地理空間情報部）
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「みんなの防災フェア in 十日町」において地図パネル展を開催

　北陸地方測量部では、3 月 21 日に道の駅「クロステン十日町」で開催されたイベント「みんなの防災
フェア in 十日町」において、地図パネル展を開催しました。

平成16年に発生した新潟県中越地震から15年。
当時、避難所として被災者の暮らしを支え「道の
駅の防災拠点化」に先鞭をつけた「クロステン十
日町」（新潟県十日町市）において、家族みんな
で楽しみながら防災について考えることができる
イベント「みんなの防災フェア in 十日町」が「道
の駅リレー防災セミナー」と同時開催されました。
（主催：道の駅「クロステン十日町」、NPO法人	
人と道研究会」）

　北陸地方測量部では、「みんなの防災フェア in
十日町」において地図パネル展を開催し、多く
の市町村が被害を受けた「平成 16 年新潟県中越
地震」や「平成 19 年新潟県中越沖地震」に関す
るもののほか、「防災に役立つ地理情報」、「1：
25,000 活断層図」及び「近代測量 150 年のあゆみ」
など最近の国土地理院の活動を紹介するパネル、
地形を立体的に見られる余色立体地図「ガリバー
地図」（4.5m× 3m）等を展示しました。

　当日はあいにくの雨天となりましたが、展示パ
ネルを熱心に見られる方、ガリバー地図で十日町
周辺の地形を確認したり空中散歩を楽しむ家族な
ど約 300 名の来場者で、国土地理院のブースは賑
わいました。

ガリバー地図の床展示

平成 16 年 新潟県中越地震パネル

「クロステン十日町」周辺の今と昔パネル

近代測量 150 年のあゆみパネル

　北陸地方測量部では、土地の特色や歴史を知る
ことで防災・減災に関する意識を高めていただけ
るような地図パネル展を今後も開催していきます。

（北陸地方測量部）
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近代測量 150 年「道の駅」パネル展開催スケジュール

令和元年5月15日現在

5/18 16

5/21 16

5/22 16

5 18

5 30

10　20

21 30

25 27

5/30 30

5/31 28

20 20

3/29 28

5/27 28

1 31

31 30

1 31

20 9/13

17 28

5 23

1 16

5/25 23

5/21 20

5/21 20

5/21 20

5/21 20

5/21 20

5/21 20

23 22

23 22

23 22

27 27

5/24 24

1 31

5 19

1 31

1 31

1 31

5/17 17

5/17 17

1 31

6月中旬 7月中旬

5月下旬 6月下旬

5月下旬 6月下旬

6月下旬 7月下旬

6月下旬 7月下旬

6 27

7 28

30 9/13

1 31

4 25

3 30

19 30

29 29

11 17

1 30

1 31

5/30 30

6 3

所属 道の駅名 所在地 ６月 ７月

みやこ 岩手県宮古市

雫石あねっこ 岩手県岩手郡雫石町

北海道地方測量部

三本木 宮城県大崎市

摩周温泉 北海道川上郡弟子屈町

そうべつ情報館ｉ（アイ） 北海道有珠郡壮瞥町

みたら室蘭 北海道室蘭市

コスモール大樹 北海道広尾郡大樹町

しょうない 山形県東田川郡庄内町

にしあいづ 福島県耶麻郡西会津町

ひらた 福島県石川郡平田村

釈迦内ＰＡ 秋田県大館市

象潟 秋田県にかほ市

むらやま 山形県村山市

みくに 福井県坂井市

さかい

めぬま 埼玉県熊谷市

いたこ 茨城県潮来市

関東地方測量部

保田小学校 千葉県安房郡鋸南町

八王子滝山 東京都八王子市

おおた 群馬県太田市

千葉県香取市

北陸地方測量部

福井県坂井市

河野 福井県南条郡南越前町

三方五湖 福井県三方上中郡若狭町

若狭おばま 福井県小浜市

あらい 新潟県妙高市

長野県下伊那郡平谷村

どんぐりの里いなぶ 愛知県豊田市

信州平谷

くるら戸田 静岡県沼津市

南信州とよおかマルシェ 長野県下伊那郡豊丘村

８月

「道の駅」パネル展　実施計画（6月・7月・8月）

阿寒丹頂の里 北海道釧路市阿寒町

協和 秋田県大仙市
東北地方測量部

九州地方測量部

四国地方測量部

貞光ゆうゆう館 徳島県美馬郡つるぎ町

日和佐 徳島県海部郡美波町

ビオスおおがた

シーサイド高浜 福井県大飯郡高浜町

良寛の里わしま 新潟県長岡市

ちぢみの里おぢや 新潟県小千谷市

紀宝町ウミガメ公園

水の郷さわら

・各地方測量部等の開催状況の詳細については、以下の「道の駅」パネル展　地方測量部等のページでご確認ください。

宍喰温泉 徳島県海部郡海陽町

キラメッセ室戸 高知県室戸市

近畿地方測量部

清流茶屋　かわはら 鳥取県鳥取市

みやま公園 岡山県玉野市

きなんせ岩美 鳥取県岩美郡岩美町

笠岡ベイファーム 岡山県笠岡市

中国地方測量部

うきは 福岡県うきは市

阿久根 鹿児島県阿久根市

島根県出雲市

和歌山県伊都郡かつらぎ町

かつらぎ西（下り線） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

志原海岸

高知県幡多郡黒潮町

はわい 鳥取県東伯郡湯梨浜町

湯の川

和

中部地方測量部

賤母 岐阜県中津川市

美並 岐阜県郡上市

和歌山県西牟婁郡白浜町

イノブータンランド・すさみ 和歌山県西牟婁郡すさみ町

いが 三重県伊賀市

京都府船井郡京丹波町

かつらぎ西（上り線）

三重県南牟婁郡紀宝町

関宿 三重県亀山市

にしお岡ノ山 愛知県西尾市

　各地方測量部等の開催状況の
詳細については、以下の「道の
駅」パネル展　地方測量部等の
ページでご確認ください。
http://www.gsi.go.jp/MUSEUM/
p09_00001.html

　国土地理院では、「近代測量
150 年」の節目に、これまでの
歩みと発展を明らかにするとと
もに、測量・地図作製の役割や
重要性について理解を深めてい
ただくため、「道の駅」全国約
150 箇所で、「近代測量 150 年
のあゆみ」と最近の国土地理院
の活動を紹介するパネル展を開
催しています。
　是非この機会にパネル展にお
越しください。

（総務部）

近代測量 150年「道の駅」パネル展開催スケジュール

各地方測量部等の開催状況

の詳細については、以下の「道

の駅」パネル展 地方測量部等

のページでご確認ください。

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

M/p09_00001.html

（総務部）
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自
し ぜ ん

然災
さいがい

害伝
でんしょう

承碑
ひ

って？

過
か こ

去に発
はっせい

生した津
つ な み

波、洪
こうずい

水、火
か ざ ん

山災
さいがい

害、土
ど し ゃ

砂災
さいがい

害等
とう

の自然

災害のようすが書
か

かれた石
せ き ひ

碑やモニュメントのことじゃよ。

（応用地理部）

国土地理院 ことばのミニ辞典 ～近代測量 150 年特別編④「自
し ぜ ん

然災
さいがい

害 伝
でんしょう

承 碑
ひ

」～

　2018年 7月に起こった大雨災害の時に、多くの犠
ぎせいしゃ

牲者が出た広
ひろしまけん

島県坂
さかちょう

町には、「自然災
害伝承碑」がありました。それは111年前に起きた大雨の被害を伝えるものでした。しかし、
2018年の災害が発生した時に、その付近に住んでいた人は、「石碑があるのは知っていたが、
関心を持って碑

ひ

文
ぶん

を読んでいなかった。水害について深く考えた事は無
な

かった。」（平成 30
年 8月 17日　中

ちゅう

国
ごく

新
しんぶん

聞）と言いました。
　石碑が建てられた時には、そこに住んでいる人たちは、水害への備

そな

えをしていたことで
しょう。しかし、時がたつにつれて災害のことはだんだん忘れられてしまい、おじいさん
やおばあさんから子供たちに、世

せ

代
だい

を越
こ

えて災害のようすを伝えることはしだいに難しく
なってきているようです。それでは災害の記

き

憶
おく

を忘れないように、過去からのメッセージを、
今を生きる人に伝えるためにはどうすればよいのでしょうか？
　国土地理院では、災害の被

ひ

害
がい

のようすを未来に伝えていくために、自然災害伝承碑を地
図に載

の

せることにしました。過去の自然災害から学んだことを地域の人たちにお知らせし
て、災害の危

き

険
けん

性
せい

を理
り

解
かい

して避
ひ

難
なん

に結
むす

びつけることを目指しています。下の図のように、
自然災害伝承碑を国土地理院のウェブ地図「地理院地図」と紙地図「2万 5千分 1地形図」
の両方に載せていきます。地理院地図では、100字程

てい

度
ど

に要
よう

約
やく

された、自然災害伝承碑に
書かれた内容を見ることもできます。地理院地図での公開は 6月からを予定しています。
ぜひ、国土地理院のホームページに見に来てください！

（応用地理部） 
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紙地図での表示イメージ 

ウェブ地図での表示イメージ 

出典:大阪府警察 

自然災害伝承碑  

出典:大阪府警察 
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