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「測量の日」関連行事の実施

●「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

　6 月 2 日、国土地理院「地図と測量の科学館」（つくば市）において、「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、2,000 名を超える皆様にご来場をいただきました。

　「測量の日」特別企画は、国土地理院が提供し
ている様々な地理空間情報を分かりやすく紹介す
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企画で、6月 3日
の「測量の日」にあわせて毎年 6月の第一日曜日
に開催しています。

　今年は、近代測量 150 年の節目の年にあたりま
す。また、国土地理院が東京都目黒区からつくば
市へ移転して 40年にもあたることから、「測量と
地図の今と昔」に触れていただく展示、講演会及
び体験イベントを実施しました。
　貴重な「迅速測図原図」原版の展示、「近代測
量 150 年」や「国土地理院つくば移転 40 年」の
パネル展示。また、6月 3日に発行された特殊切
手「近代測量 150 年」や新しい地図記号「自然災
害伝承碑」を紹介し、多くの方にご覧いただきま
した。

　講演会では、NHK大阪放送局ニュースリポー
ターの小野田真由美さんを講師に迎え、「時代の
礎　測量と共に令和へ」というテーマでお話しい
ただきました。小野田さんは、平成 30 年 6 月か
ら 1年間、月刊誌『測量』に「全国測量・地図
史跡さんぽ」というコーナーを執筆され、「測量」
にまつわるスポットや偉人を取材されています。

その取材の中で“惚れた 2人の男性（偉人）”の
話を中心にクイズや測量業界トリビアをまぜなが
ら、会場を楽しませてくださいました。

　3月から開催している特別企画展「高さってな
んだろう？」では、「相対重力計」の展示やガイ
ドツアーを実施しました。「山の高さの測り方」
や「重力」などについて、スタッフが分かりやす
く説明を行いました。

　昨年好評だった今昔カルタ大会を今年も開催し
ました。現在と 30 年前の空中写真、現在の地図
を取り札にして、クイズ方式で行いました。3つ
のヒントをもとに、ご家族で熱心にカルタを探し、
時代の移り変わりを楽しみました。

新しい地図記号「自然災害伝承碑　　　」

NHK 大阪放送局　小野田真由美さん

「富士山の高さは・・・」
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　館内では、初めて『体重って場所により変わる
の？』体重計測体験と『地球の高さってどう測
るの？』水準測量体験を行いました。人気のある
UAV（ドローン）シミュレーター操縦体験やデ
ジタル図化機での地図作り体験についても行いま
した。「地球ひろば」では、人工衛星を使った身
長計測体験やMMS（モバイルマッピングシステ
ム）車の展示を行いました。学校での身体測定の
ように身長や体重を測るお子さんの姿がとても印
象的でした。

【 「特別身体測定コーナー !? 」開設 】

　そのほか、お子さんに人気のある測量用航空機
「くにかぜ」の機内公開、「地図記号クイズラリー」、
「日本列島一筆描き」、「筑波山立体パズル」、「3D

分県パズル」、「地図記号で顔を描こう」、「地図と
測量の相談コーナー」も引き続き実施しました。
　

　マッピーくんとの記念撮影。職員によるコカリ
ナと歌の演奏会。「地球ひろば」ではご家族でゲー
ムを楽しまれる姿など、和やかなひとときもあり
ました。

　参加者へのアンケートでは、「満足した」とい
う声をたくさんいただきました。
　多くの方に「測量の日」特別企画を楽しんでい
ただけた一日でした。

（総務部）

　〈参　考〉
　NHK大阪放送局の小野田真由美さんの講演内
容や取材にご興味がある方は、月刊誌『測量』（2018
年 6月号～ 2019 年 5月号）の「全国測量・地図
史跡さんぽ」コーナーをご覧ください。

●小野田さんが惚れた 2人の男性（偉人）
2019 年 5月号：「川村カネト」さん
　　　　　　　（アイヌ民族の鉄道測量技士）
2019 年 3月号：「田邉朔郎」さん
　　　　　　　（琵琶湖疎水の設計工事監理技士）

●測量業界トリビア
2018 年 8月号：壁面レリーフ「トランシット」
　　　（銀座「和光」時計塔のある建物の壁面）

「この地図の 30 年前の空中写真は？」

人工衛星で測ると、ぼくの身長は？

ぼくの体重、南極では？

筑波山 登頂 !?

音楽にあわせて “ 空中さんぽ♪ ”
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功労者の紹介

【	個人	】
◆ 村山朝

と も こ

子氏（茨城大学教育学部教授）
　茨城県全域の児童生徒を対象とした地図教育に
邁進されるとともに、全国児童生徒地図作品展連
絡協議会の運営に御尽力いただき地図や地理教育
の発展に多大な貢献をされています。

【	団体	】
◆	公益財団法人 鎌

か ま だ

田共済会 郷土博物館
　（香川県坂出市）
　香川県内を中心に収集した古文書、絵図類、工
芸品など約 6万点を収蔵し、無料で広く市民へ公
開されております。
　江戸時代に天文学、測量の分野で活躍した久

く め

米
通
みちかた

賢の功績を広く紹介することを通じて、地域に
おける測量・地図の普及・啓発に大きく貢献され
ています。

●令和元年度「測量の日」における功労者感謝状贈呈
　国土地理院では、測量や地図に対する国民の一層の理解と関心を高めることを目的に、平成元年度から、
測量や地図等の地理空間情報に関する普及・啓発に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、国土地理
院長から感謝状を贈呈しています。
　令和元年度は、村山朝子氏、鎌田共済会郷土博物館の 1 個人と 1 団体に感謝状を贈呈しました。

（前列左から2 番目） 鎌田共済会郷土博物館　宮武尚美氏、（前列右から2 番目）村山朝子氏
（6 月 2 日　国土地理院本院での贈呈式）

村山朝子氏（左）と川﨑茂信 国土地理院長

鎌田共済会郷土博物館　宮武尚美氏（左）
と川﨑茂信 国土地理院長

（総務部）
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　前日の荒天からうって変わり夏空が広がる中で
の開催となり、開始前から設置準備中のパネルを
見ている熱心な見学者もいて、全体で約 860 名の
皆様にご来場いただきました。
　普段見ることができない「日本水準原点」を収
容する建物（水準原点標庫）の開放、「日本水準
原点」設置当時の周辺写真、位置図、構造図、水
準測量などのパネルを展示しました。また、見学
者には、レベルの望遠鏡（倒像）による水晶目盛
板を覗く体験していただきました。

　毎年好評を得ている「日本水準原点」のミニ講
座は例年通り４回の開催を予定したところ、大学
や中学校からの見学申込みを受け、合計 7回の実
施となりました。ミニ講座では、高さの基準とし
ての役割や重要性、高さの測量の歴史、水準原点標
庫の文化財としての見どころなどを紹介しました。

　会場には、測量・地図愛好家のほか、授業の一
環として見学に来られた地理学専攻の大学生、測
量の経験があるベテランの方、修学旅行生や国会
議事堂見学ツアーの後に来られた方など幅広い層
の皆様にご来場いただきました。
　見学者は「日本水準原点」の高さを過去に改定
した経緯やその観測方法についての職員の説明に
熱心に耳を傾けていました。
　また、「日本水準原点」の水晶目盛板や後方か
ら見える台石・支柱などはめったに見ることがで
きないため、写真撮影される方も多く見受けられ
ました。
　さらに、昨年 3月に「日本水準原点」の近傍に
設置して観測を開始した電子基準点「東京千代田」
も併せて紹介しました。電子基準点の役割や重要
性を説明するとともに衛星測位により「日本水準
原点」を監視する役割を説明しました。

　これまで以上にたくさんの方に興味を持ってい
ただいたことは、非常に嬉しく思うとともに、引
き続き測量・地図の重要性について理解が深まる
よう取り組んでまいります。

（関東地方測量部）

●「日本水準原点」の一般公開
　国土地理院関東地方測量部では、測量の日記念行事の一環として、公益社団法人日本測量協会の協力
を得て、毎年この時期に「日本水準原点」の一般公開を実施しています。
　今年も 5 月 22 日（水）の午前 10 時から午後 4 時までの間、国会前庭北地区にある憲政記念館の構
内において、「日本水準原点」の一般公開を行いました。

お越しいただいた多くの方々

ミニ講座の様子

電子基準点の説明の様子
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総合水防演習に参加

　国土地理院は、国・県・市・防災関係機関等の協力体制の確立と防災技術の向上及び地域住民の防災
意識の高揚をはかることを目的に、各地方の総合水防演習に参加しています。

●第68回利根川水系連合・総合水防演習に参加
5 月 18 日（土）に第 68 回利根川水系連合・総合水防演習（演習本部総裁に工藤彰三国土交通大臣政

務官、副総裁に福田富一栃木県知事、和泉聡足利市長）が開催され、川﨑茂信国土地理院長が本部に列
席し、演習に測量用航空機「くにかぜⅢ」と国土地理院ランドバード（GSI-LB）、展示ブースに関東地方
測量部が参加しました。

　利根川水系連合・総合水防演習は、1947（昭和
22）年 9月に発生したカスリーン台風による未曾
有の被害を教訓として昭和 27 年に開始され、国
土交通省、関東 1都 6県及び開催市町村の主催に
より、毎年利根川水系の河川敷で開催されていま
す。今回の演習はカスリーン台風で大きな被害を
受けた栃木県足利市にて 40 年ぶりに開催されま
した。
　第 1部の水防訓練では、河川の増水が継続中で
あることを想定し、水防団による堤防の洗掘や亀
裂防止工法の実施、住民避難訓練など、実践的な
演習が実施されました。
　第 2部の救出・救護訓練では、堤防が破堤し氾
濫が始まったことを想定し、河川水面上を浸水域
に見立て、自衛隊や消防などの関係機関が連携し
た救出・救護訓練など様々な訓練が実施され、国
土地理院も参加しました。
　国土地理院は、実災害同様に二次被害防止のた
めTEC-FORCE被災状況調査としてGSI-LB の大
型UAVと測量用航空機「くにかぜⅢ」による浸
水域の状況調査を実施しました。
　演習では浸水域を調査する想定で、河川水面上
に大型UAVを飛行させました（写真 1）。

　続いて、国土地理院の測量用航空機「くにかぜ
Ⅲ」が浸水域の状況を調査する想定で会場上空を
飛行しました（写真 2）。飛行高度は 300mほどで、
機体下部に描かれた国土地理院ロゴと被災状況調
査に活用される航空カメラも会場からはっきりと
見ることができ、迫力あるエンジン音とともに、
会場の注目を集めていました。

　展示ブースでは、事前に「くにかぜⅢ」にて会
場を中心に撮影した最新の空中写真と足利市の地
形図のほか、国土地理院のウェブ地図「地理院地
図」をスマートフォンで実際にご覧いただくなど、
国土地理院の業務を紹介しました（写真 3）。写真 1　大型 UAV による被災状況調査

写真 2　測量用航空機くにかぜⅢ

写真 3　展示ブースの様子
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総合水防演習に参加

5 月 12 日（日）に２０１９重信川総合水防演習が開催され、甲斐納四国地方測量部長が本部に列席し 
演習に国土地理院ランドバード（GSI-LB）、展示ブースに四国地方測量部が参加しました。

　また、測量の日のキャラクター「マッピーくん」
も応援に駆けつけてくれました（写真 4）。
　当日は、会場全体で約16,000名の来場者があり、
関東地方測量部の展示ブースも多くの方に来場い
ただきました。
　国土地理院では引き続き、防災関係機関との
連携強化、災害対応能力の向上及び防災教育・
啓発を図るため、合同演習に積極的に参加して
いきます。

（関東地方測量部）

　四国地方は毎年のように水害が発生し、昨年の
平成 30 年 7 月豪雨では愛媛県をはじめ、各地で
甚大な被害が発生しました。治水設備の整備と併
せて水防体制の強化が課題となっており、四国地
方整備局は毎年、実施対象河川を選定し、水防月
間内に総合水防演習を開催しています。今年度は、
愛媛県松山市の重信川河川敷で行われました。
　国土地理院は、四国地方測量部が展示ブースで
災害への取組や防災に関する内容のパネル展示を
行い、GSI-LB が救助・被災状況調査訓練に参加
しました。
　GSI-LB は、決壊した重信川の被災状況調査の
ためUAVによる撮影を実施するという想定で演
習に参加しました。飛行しながら撮影した映像は、
会場のモニターに映し出され、中村時広愛媛県知
事、大塚高司国土交通副大臣をはじめ多くの方が
見入っていました（写真 1）。
　展示ブ－スでは、平成 30 年 7 月豪雨の空中写
真や浸水推定段彩図、地理院地図に関するパネル、
災害時にUAVで撮影した動画などを展示し、多
くの方に国土地理院の取組について知っていいた
だく良い機会となりました。説明を通して直接来
場者と会話ができ、職員にとっても貴重な経験と
なりました（写真 2）。

　当日は、会場全体で約 1,300 名が参加しました。
　今後も防災関係機関との連携強化、災害対応能
力の向上及び防災教育・啓発を図るため、合同演
習に積極的に参加していきます。

（四国地方測量部）

写真 4　マッピーくんと来場者

写真 1　UAV による被災状況調査

写真 2　展示ブース
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第 223 回 地震予知連絡会概要

　5 月 22 日 ( 水 )、関東地方測量部（東京都千代田区）において第 223 回地震予知連絡会が開催されま
した。今回は第 26 期の初回会議となり役員選出を行いました。また、重点検討課題では「西南日本日本
海側の地殻活動」について検討しました。

１．第 26 期　地震予知連絡会の体制
　第 26期（令和元年度から 2年間）の会長には、
名古屋大学大学院教授の山

やまおか

岡耕
こうしゅん

春委員が選出さ
れました。また、副会長には会長の指名により東
北大学大学院教授の松

まつざわ

澤 暢
とおる

委員と東京大学地震
研究所教授の小

おばら

原一
かずしげ

成委員が就任しました。
２．重点検討課題
　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、これに関する報
告をもとに議論をしています。今回は文部科学省
「日本海地震・津波調査プロジェクト」から得ら
れた津波や震源断層等の成果を中心に「西南日本
日本海側※の地殻活動」について検討されました。
※新潟県以西の日本海側

①西南日本の日本海側における堆積物による津波
履歴調査
　沿岸低地等で実施された津波堆積物の解析につ
いて報告がありました。過去に西南日本の日本海
側に到着した津波は、西南日本沖で発生した地震
だけでなく東北地方北部沖で発生した地震も原因
になった可能性が指摘されました。また、津波頻
度は、新潟県以北の日本海側と比較すると低く、
約 8,000 年間で１回から 4回程度であることが示
されました。

②西南日本と日本海南部の震源断層
　日本海地震・津波調査プロジェクトによる調査
結果と既存の資料から作成した日本海南部の震源
断層矩形モデルについて報告がありました。断層
のほとんどは、日本海形成期に形成され、その後

の活動を通じて現在に至ることが示されました。
また、日本海南部の地殻変動は、南海トラフ等の
プレート境界の状況に影響を受ける可能性が指摘
されました。

③日本海南西部の海底活断層による沿岸部の津
波高
　山陰から九州沖の海底活断層を考慮に入れた津
波シミュレーションの結果について報告がありま
した。このシミュレーションでは 3通りの滑り量
を用いるなど複数の条件ごとに津波高を検討し、
これらの結果として富山県から長崎県沿岸域の津
波高の頻度分布が示されました。

④南海トラフの固着による西南日本の震源断層に
おける応力蓄積
　南海トラフから琉球海溝の地殻変動データを統
一的に解析し、これをもとにした震源断層に関す
る報告がありました。解析結果から琉球海溝では
西に行くほど定常のプレート運動よりも速い速度
で滑っていることが示唆され、このことは九州地
域の変動に重要な役割を果たしているとの見解が
示されました。また、九州から西南日本に分布す
る断層の応力蓄積率を求めたところ、近年の当該
領域におけるＭ７級の地震の発生領域では、地震
を促進するような応力が断層面にかかっていたこ
とが示されました。

○次回重点検討課題
　第 224 回地震予知連絡会（8月 30 日開催）の
重点検討課題は「日本列島地殻・上部マントルの
レオロジーと地震活動」です。

　地震予知連絡会の会議資料は以下の地震予知連
絡会ホームページで公開しています。
http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/

（地理地殻活動研究センター）

山岡耕春新会長の挨拶

http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/223/image223/031.pdf
http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/223/image223/032.pdf
http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/223/image223/033.pdf
http://cais.gsi.go.jp/YOCHIREN/activity/223/image223/034.pdf
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成長を続ける西之島の最新の地形図を刊行

　小笠原諸島にある西之島は、平成 29 年 4 月の再噴火以降も火山活動の沈静化・活発化が繰り返され
てきました。国土地理院では、平成 30 年 10 月の火口周辺警報の引下げを受け、同年 12 月に撮影した
空中写真に基づき、その時点の海岸線や地形の状況に適合する 2 万 5 千分１地形図「西之島」を作成し、
令和元年 5 月 31 日（金）に刊行しました（図 1）。同日、電子地形図 25000、数値地図（国土基本情報）
のオンライン提供を開始するとともに、国土地理院のウェブ地図「地理院地図」のベースマップとして
公開しています。

　国土地理院が整備する 2万 5千分１地形図は、
国土の全域をカバーしている最も縮尺の大きい地
図です。土地の移り変わりなど国土の管理に必要
となる基礎的な情報を記録するとともに、我が国
の領土を正確に明示しています。

　西之島の 2万 5千分１地形図は、平成 25 年 11
月噴火後、平成 28年 12 月に撮影した空中写真を
用いて全面更新し、平成29年6月に刊行しました。
しかし、同年 4月からの新たな噴火により西之島
がさらに拡大したことから、平成 30年 12 月に撮
影した空中写真を基に全面更新を行い、今般、最
新の地形図として刊行しました。新しい地形図で
は、流出した溶岩等によって更に西南側に島が大
きくなった状況がわかります（図 2）。また、島
の面積は、前回平成 29 年 6 月刊行のものから約
2年間で 0.17 平方キロメートルの増加となり、平
成 4年 12 月に刊行した地形図での面積（0.29 平
方キロメートル）の約 10 倍にあたる 2.89 平方キ
ロメートルとなりました。

　今後も西之島の火山活動を注視し、噴火等によ
り現況と地図が適合しなくなった場合には、火山
活動等の状況をみながら、改めて空中写真を撮影
し、地図を更新する予定です。

図 1 　刊行した 2 万 5 千分１地形図「西之島」

図 2　新地形図に旧地形図の海岸線を重ねたもの
（赤線：H29 年 6 月刊行、緑線：H4 年 12 月刊行）

（基本図情報部）
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第 60 次南極地域観測隊帰国報告　　　　　　　　　  応用地理部　渡邉哲也

　国土地理院は、南極地域の正確な地理空間情報を整備・提供することを目的として、第 1 次隊から
今回の第 60 次隊に至るまで途切れること無く隊員を派遣しています。今回私が参加した第 60 次夏隊の
派遣期間は、平成 30 年 11 月 25 日から平成 31 年 3 月 21 日までの 117 日間でした。

　第 60次南極地域観測隊は、越冬隊 31名、夏隊
40 名及び同行者 29 名の合計 100 名となり過去最
大規模で編成されました。
　国土地理院の担当する定常観測測地部門は、南
極での正確な位置の基準を定め、地理空間情報を
定常的に取得・更新するとともに、長期的な地殻
変動データや南極での活動の基盤となる各種地図
等を提供することで、円滑かつ安全な南極観測に
貢献しています。
　私は 11月 25 日に成田空港から空路でオースト
ラリアのパースへ向かい、翌日に観測隊より一足
早く出発しフリーマントル港に入港している砕氷
艦「しらせ」に乗艦後、一路、昭和基地を目指し
ました。航海中は各観測の準備や安全講習の受講、
海洋観測の支援を行いました。途中「吠える40度、
狂う 50度、叫ぶ 60度」と称される南半球の暴風
圏を通過する際の船酔いと闘った後、12 月 22 日
に昭和基地へ到着しました。

	　昭和基地及びその周辺には 2月 11 日までの 52
日間の滞在でしたが、到着直後からはまさに怒濤
の日々を送りました。夏隊員が精力的に活動する
この時期は一日中太陽が沈まない「白夜」と言わ
れる時期で夜中でも明るいことや、天気が良けれ
ば日中は気温が+5℃近くまで上がるなど、まさ
に南極での「夏」となり、各分野の観測隊はこの
時期にしか出来ない観測を集中的に実施します。

　測地部門の具体的な仕事として、①正確な位置
の基準を整備するための基準点測量、重力測量、
水準測量、②南極大陸の氷床の動きを把握する氷
床変動測量（GNSS観測）③国際GNSS事業（IGS）
の一躍を担うGNSS連続観測点の保守④露岩域の
地殻の変動を把握するために設置しているGNSS
固定観測装置の保守⑤地図づくりのための対空
標識設置及び空中写真撮影（ヘリコプター及び
UAV）」を実施しました。

　作業のうち基準点測量や氷床変動測量では、昭
和基地から離れた露岩域や辺り一面が雪と氷の世
界となる氷床上へ、ヘリコプターで移動して活動
する野外観測があり、2泊 3日や最長で 8泊 9日
のテント生活を繰り返しながら測量を進めました。

　ゴツゴツとした岩場を重い観測機材を背負って
ひたすら歩くこともあれば、氷床上を雪上車で移
動しながらの生活なども体験し、貴重な経験を得

昭和基地の沖合に接岸する「しらせ」

氷床変動測量（GNSS 観測）作業風景

　露岩域（インステクレパネ）でのテント生活
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　5 月 21 日、令和元年春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 305 名、う
ち当院関係者では 3 名の方が受章されました。
  叙勲伝達式は、5 月 24 日にグランドプリンスホテル新高輪において行われ、工藤彰三国土交通大臣政
務官から勲章と勲記が伝達され、その後、皇居において天皇陛下に拝謁されました。

ることができました。
　観測隊の中で測地部門の隊員は私一人ですが、
観測は一人では出来ません。ましてや極地という
厳しい環境ではなおさらです。観測隊は相互協力
の下、それぞれのミッションをこなしていくので
す。私も他分野の隊員の方々から多くのご支援を
いただき「測地チーム」を編成してミッションを
こなしました。支援には支援で返します。これに
より生まれた絆は私にとってかけがえのないもの
となりました。

　南極という極地で仕事をして成果を上げる。
作った地図や基準点を隊員の方々が喜んでくれる。

素直に喜びの感情が込み上げたことや、国土地理
院の任務の重要さを再認識したことを今でも思い
出します。
　また、南極では雪と氷だけの世界や険しく壮大
なスケールの露岩域、切り立った山々、オーロラの
幻想的な輝きなど、これまでに目にしたことのない
景色がある一方、ブリザード（暴風雪）などによる
猛烈な自然の驚異も経験することができました。

　このような素晴らしい機会を与えて頂いたこと、
また多くの方々から多大なご支援を頂いたことに
ついて、この場をお借りして御礼申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　（応用地理部）

基準点測量と測地チームメンバー

「しらせ」から見るオーロラ

令和元年春の叙勲

瑞宝双光章
太島　和雄　氏
元　測地観測センター長

瑞宝双光章
白井　康友　氏
元　測地観測センター
　　衛星測地課長

瑞宝双光章
関口　民雄　氏
元　中部地方測量部長

（総務部）
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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６月15日現在
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1 31
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1 31

1 31

6/19 30

6月下旬 7月下旬

6月下旬 7月下旬

29 26

30 13

1 31

31 29

2 28

3 30

3 27

19 30

6/29 29

6/11 17

1 31

24 21

29 29

14 29

6/6 3

6 4

７月上旬 ８月下旬

広島県三原市

北川はゆま 宮崎県延岡市

川辺やすらぎの郷 鹿児島南九州市

九州地方測量部

・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。

大津 熊本県菊池郡大津町

阿久根 鹿児島県阿久根市

中国地方測量部

神話の里　白うさぎ 鳥取県鳥取市

さくらの里　きすき 島根県雲南市

ゆうひパーク浜田 島根県浜田市

許田 沖縄県名護市沖縄支所

なかつ 大分県中津市

９月

「道の駅」パネル展　実施計画（7月・8月・9月）

北海道地方測量部

朝日まほろば 新潟県村上市

神林 新潟県村上市

北陸地方測量部

ビオスおおがた 高知県幡多郡黒潮町

笠岡ベイファーム 岡山県笠岡市

四国地方測量部

貞光ゆうゆう館 徳島県美馬郡つるぎ町

宍喰温泉 徳島県海部郡海陽町

日和佐 徳島県海部郡美波町

きなんせ岩美 鳥取県岩美郡岩美町

湯の川 島根県出雲市

みはら神明の里

和歌山県伊都郡かつらぎ町

志原海岸 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

紀宝町ウミガメ公園 三重県南牟婁郡紀宝町

近畿地方測量部

和 京都府船井郡京丹波町

かつらぎ西（上り線） 和歌山県伊都郡かつらぎ町

かつらぎ西（下り線）

静岡県沼津市

どんぐりの里いなぶ 愛知県豊田市

にしお岡ノ山 愛知県西尾市

中部地方測量部

賤母 岐阜県中津川市

信州平谷 長野県下伊那郡平谷村

南信州とよおかマルシェ 長野県下伊那郡豊丘村

くるら戸田

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

あらい 新潟県妙高市

豊栄 新潟県新潟市

埼玉県熊谷市

はにゅう 埼玉県羽生市

関東地方測量部

保田小学校 千葉県安房郡鋸南町

水の郷さわら 千葉県香取市

おおた 群馬県太田市

めぬま

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

協和 秋田県大仙市

北海道川上郡弟子屈町

東北地方測量部

雫石あねっこ 岩手県岩手郡雫石町

三本木 宮城県大崎市

釈迦内ＰＡ 秋田県大館市

阿寒丹頂の里 北海道釧路市阿寒町

摩周温泉

所属 道の駅名 所在地 ７月 ８月

　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 
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　これらの空中写真は国土地理院のホームページ（地図 ･空中写真閲
えつらん

覧サービス https://mapps.gsi.
go.jp/）で見ることができるほか、茨城県つくば市にある情報サービス館や全国10箇所にある地方測量
部等の閲覧窓口で閲覧することができますので、ぜひ自分の見たい場所を覗いてみてください。
　なお、さらに詳

しょうさい

細な空中写真は購
こうにゅう

入（http://www.gsi.go.jp/MAP/kounyu.html）することもできます。

空中写真で昔の様子が分かるって聞いたけど？

航空機から地上を撮
さつえい

影した写真で、撮影当時の様子が

バッチリ記録されているぞ。

（地理空間情報部）

国土地理院 ことばのミニ辞典 ～近代測量 150 年特別編⑤ ｢空中写真で昔の様子を知る｣ ～

　飛行機等の機体の底部に下向きに取り付けられた航空カメラから地上を撮影した写真のことで、航空
写真または空中写真と呼びます（国土地理院では、空中写真と呼んでいます）。
　空中写真は、主に地形図を作成するために撮影するものです。空中写真を用いた地形図作成手法の出
現により、地形図の更新速度や精度は、飛

ひ や く

躍的に進歩しました。また、撮影された空中写真は、大
だい

規
き ぼ

模
災
さいがい

害の被
ひ

災
さい

状
じょうきょう

況把
は

握
あく

や復旧・復興に役立てられており、現在では、昭和11年以降に撮影した約140万
枚の空中写真を保有しています。空中写真は撮影した当時の様子をそのまま見ることができ、誰でも過
去へタイムトラベルできる大変貴

き

重
ちょう

な写真です。
【例示１】
　2020年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピックの会場の1つである、国立代々木競技場周
辺の空中写真です。昭和38年の写真には、代々木競技場建設工事中の様子が写っています。

【例示2】
　この空中写真は宮

みや

城
ぎ

県
けん

名
な

取
とり

市
し

を撮影したものです。東北地方太平洋沖地震（平成23年 3月 11日）発
生前と発生後の 2時期の空中写真を比べることによって、地震により発生した津

つ

波
なみ

被
ひ

害
がい

の深
しんこく

刻な状況が
とてもよく分かります。

昭和 23 年 3 月 29 日撮影

平成 20 年 5 月 23 日撮影 平成 23 年 3 月 13 日撮影

昭和 38 年 6 月 26 日撮影 平成 29 年 8 月 23 日撮影

ケンタ君 マップ博士

https://mapps.gsi.go.jp/


14 日 平成 31年 4月の地殻変動について 測地観測センター・地理地殻活動研究センター

21日 ふれてみよう！「測量」の今と昔
－「測量の日」関連行事を全国で実施－ 総務部・企画部

22日 西之島の地形図と海図を改版
～我が国の管轄海域がさらに約 50平方キロメートル拡大～ 基本図情報部

28日 地理院地図でみなとオアシスを探そう！
～みなとオアシス情報を地理院地図に追加～ 地理空間情報部

31日 指名停止措置について 総務部契約課

9日 測量士・測量士補試験合格発表

16日 国土地理院表彰式

7/17 ～ 10/6 企画展「地図と私たち－めざせ！地図博士－」

14 ⎜ Geospatial Information Authority of Japan 

特殊切手「近代測量 150 年」を石岡市長に贈呈

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。

5 月の報道発表

7 月の主な行事予定

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

　茨城県石岡市にある「石岡測地観測局」の VLBI アンテナなどが描かれた特殊切手「近代測量 150 年」
を石岡市長に贈呈しました。

　明治 2（1869）年に始まった近代測量が 150 年
の節目となるのを記念し、測量施設や機器、風景
などを描いた特殊切手「近代測量 150 年」（10 枚
組切手シート）が令和元（2019）年 6月 3日の「測
量の日」に日本郵便株式会社から発行されました。
　この切手シートのうちの 1枚には、国土地理院
が平成 28 年 5 月から本格運用を開始した、宇宙
から届く天体の電波を使って地球上の位置を測る
VLBI アンテナなどのある「石岡測地観測局」が
描かれています。
　国土地理院は当該切手の発行当日に同施設があ
る茨城県石岡市を訪れ、宇田	厚生	総務部調整官
から今泉	文彦	石岡市長にこの特殊切手を贈呈し
ました。

　今泉市長は国土地理院からの説明に大変興味深
く耳を傾けられ、「好奇心をかきたてられるデザ
インだ。科学の最先端技術が地元にあり、特に子
供たちには人気が出ると思う。」などのコメント
がありました。

宇田調整官（右）から今泉市長（左）に贈呈

特殊切手「近代測量 150 年」　（左上端の切手が「石岡測地観測局」） （総務部）


