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国土地理院長交代

　7月 9日付けで川
かわさきしげのぶ

﨑茂信国土地理院長が退官し、同日付けで黒
くろかわ

川純
じゅんいちろう

一良近畿地方整備局長が新たに
院長に就任しました。

　令和元年度第1回国土地理院研究評価委員会（委員長：鹿
しかだ

田正
まさあき

昭 金沢工業大学副学長）が7月 23日
に九段第二合同庁舎（東京都千代田区）において開催されました。

【就任のあいさつ】 
　今年は、明治政府が近代測量を開始した明治
2年から数えて 150 年目に当たる節目の年です。
　この間、技術や手法は大きく変化しましたが、
測量や地図の役割や必要性は不変であり、AI な
どの発展が急速に進んでいるこの時代における
国土地理院の役割はより重要なものとなります。
同時に当院への大きな期待も寄せられているこ
とから、当院が掲げる、Ｇ（技術）・Ｋ（広報）・
Ｋ（教育）に力を入れた活動を進めていきたいと
思います。
　さらに、令和の時代を迎えた今、二つの事を念
頭に進めていきたいと思います。一つは激甚化す
る自然災害に対して、国土地理院の持つ高い技術
力で今よりもさらに早く多くの方をお助けする手
立てを講じていくとともに、事前防災にも我々の
力を使っていきたいと思います。もう一つは国際
競争力です。国際的な競争力に打ち勝っていくた
めには、国土地理院の持つ高い技術力は必ず使え
るはずであり、生産性革命の中核的な技術要素を
もっていると思います。安心安全・成長力のさら
なる向上のために、力を尽くしてまいりたいと考
えています。

プロフィール
　昭和 36 年生　兵庫県出身
主な経歴
　昭和 61年 4月 建設省入省
　平成 28年 6月 水管理・国土保全局
 防災課長　
　平成 29年 7月 水管理・国土保全局
 水資源部長
　平成 30年 7月 近畿地方整備局長
　令和 元年 7月 国土地理院長

（総務部）

　今回の委員会では、令和 2年度から実施を計画
している特別研究「災害に強い位置情報の基盤（国
家座標）構築のための宇宙測地技術の高度化に関
する研究」の事前評価が行われ、「困難ではある
がこれはぜひ必要なもので地理院に挑戦していた
だきたい」との評価を受けました。また、国土地
理院の「研究開発基本計画」事後評価報告書（案）
を提示し、平成 26年度から 30年度までの国土地
理院の研究開発の取組に対し、委員からご意見を
いただきました。
　詳細については後日、以下のホームページに掲
載いたします。

https://www.gsi.go.jp/REPORT/HYOKA/hyoka-1.
html

（企画部）

国土地理院長　黒川　純一良

委員会風景

令和元年度第 1回 国土地理院研究評価委員会を開催
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第48回 国土地理院報告会を開催

　6月 5日に第48回国土地理院報告会を日経ホール（東京都千代田区）において開催しました。

　国土地理院報告会（以下「報告会」）では、当
院職員から国土地理院の最新施策を紹介するとと
もに、測量や地図に関連する分野の第一人者の
方々に特別講演をいただいています。昭和 47 年
から毎年開催しており、今回で 48 回目を迎えま
した。
　今年は、国土地理院の前身である「民

みんぶかん

部官
庶
しょむつかさ

務司戸
こせき

籍地
ち ず

図掛
かかり

」が設置された 1869 年（明治
2年）から満 150 年に当たることを記念し、「近
代測量　150 年－測量の過去と未来－」をテーマ
に開催しました。
　本報告会では、先人の遺した測量技術や測量成
果を振り返るとともに、近年の自然災害の激甚化
や 3年後の高等学校地理必修化を見据えた国土地
理院の防災・地理教育への支援に関する取組のほ
か、高精度測位社会の実現に向けた地殻活動把握
の振り返りや測地基準系・電子基準点に関する最
近の動向、防災・減災のための「備え」に資する
基本図や地理調査の取組、防災・減災に役立つプ
ラットフォームを目指すウェブ地図「地理院地図」
の最新動向などを報告しました。
　特別講演では、東京大学大学院工学系研究科の
清
しみ ず

水英
えいはん

範教授から、「近代測量の黎明期と工部省
－その歴史的な意味を考える」と題して、近代測
量の黎明期に創設された工部省、特に測量司と工
学寮に着目し、測量という観点から工部省の歴史
的な意味について講演いただき、大勢の参加者が
熱心に聴講されていました。
　また、会場内ではパネルを使った国土地理院の
最新の取組、「近代測量150年」の歩みや「近代測
量 150年」特殊切手の紹介のほか、国土地理院が
製作した動画「正しい位置なのにズレる？～ドラ
マで描く地図と位置情報の未来～」を上映し、測
量の過去と未来について考える場を設けました。
　今回の報告会は、民間企業、研究関係、教育関
係、行政関係など幅広い分野から 519 名の参加を
いただき、盛況のうちに終えることができました。
ご来場いただいた皆様に深く御礼申し上げます。

　国土地理院職員による発表資料は、以下のホー
ムページにてご覧いただけます。関心のある方は
是非ご覧ください。
（https://www.gsi.go.jp/REPORT/HAPPYOU/
main48.html）
　来年も同じ会場で６月に開催を予定しており、
詳細が決まりましたら国土地理院のホームページ
でお知らせします。

（企画部）

講演の様子

パネル展示の様子
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◆地図と測量のミニフェスタ
　 6 月 1日に仙台市科学館において、第 31回「測
量の日」記念「地図と測量のミニフェスタ」（主催：
「測量の日」東北地区事業推進団体協議会）を開
催しました。
　会場では、地図と空中写真で見る仙台の変遷や
「近代測量 150 年」の歩み、自然災害伝承碑を紹
介するパネルの展示のほか、東北地方の地形を立
体的に見ることのできる偏光陰影段彩図を床に展
示しました。
　測量体験では、CADを使って絵を描いたり、
ハンディGPSで測った１秒の距離を体感したり、
測量のおもしろさを体験していただきました。ま
た、仙台市中学校生徒地図作品の展示では、主題
図や立体地図模型など力作が並びました。
　家族連れなど多くの方に地図や測量を身近に感
じていただけた一日でした。

◆山形県高等学校サーベイコンテスト
　6月 5日に山形県総合運動公園（天童市）にお
いて、第 27 回山形県高等学校サーベイコンテス
ト（主催：山形県高等学校サーベイコンテスト実
行委員会）を開催しました。
　このコンテストは、山形県内で測量技術を学ぶ
高校生を対象に、測量の意義及び重要性を認識し
ていただくとともに、測量技術の習得、向上を目
的に平成 5年から毎年実施されています。
　競技内容は、平板測量、水準測量及びTS測量

の３部門からなり、作業時間や精度などが競われ
ます。
　東北地方測量部からは、高校生へのメッセージ
を込めて、記念講演と競技の講評を行い、測量へ
の理解を深めていただきました。

◆測量フェスティバル
　6月 9日に岩手県奥州市の大型商業施設におい
て、測量フェスティバルが開催されました。この
イベントは、奥州市測友会が主催し、今年は、30
回目の記念の催しとなりました。
　国土地理院からは、「近代測量 150 年」の歩み
や災害に役立つ地理空間情報などを紹介するパネ
ルの展示、奥州市測友会からは、測量を身近に感
じてもらうため、測量に関する体験コーナーやク
イズコーナーが設けられました。

　世界遺産「平泉」のPRキャラクター「ケロ平
ひら

」
も応援に駆けつけてくれ、大勢の来場者に測量の
おもしろさを体感していただきました。

（東北地方測量部）

令和元年度「測量の日」関連行事を開催 ( 東北地区 ) 
　東北地方測量部管内では、測量の意義及び重要性に対する国民の理解と関心を高めるための
啓発活動として、以下の行事を開催しました。

東北地方を空中散歩（偏光陰影段彩図）

競技風景（平板測量）

応援に来てくれた「ケロ平」

全国各地で「測量の日」関連行事を実施

　6月 3日の「測量の日」を中心に、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と
ともに、「近代測量150年」の節目である本年は、これまでの測量の重要性を振り返り、地理空間情報
のさらなる利活用の推進を目的として、関係省庁、地方公共団体、関係団体等の協力を得て、全国各地
で関連行事を実施しています。 
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　今年は、平成から令和への改元の年に当たるこ
とから「地図と測量で振り返る平成　－災害と技
術革新の時代－」をテーマに、実行委員会の各団
体が展示を行いました。
　関東地方測量部からは、平成の地図と測量に関
する技術等の変遷及び「災」のイメージのある
平成時代を地図と空中写真等で振り返るパネルの
展示、床展示として東日本の陰影段彩余色立体図
（6m× 7m）、平成最後の東京の姿を記録した空
中写真（2.5m× 2.5m）を展示しました。
　また、「近代測量 150 年」節目に当たり道の駅
で展開しているパネルの展示も併せて行いまし
た。

　今年も、実行委員会の各団体から地理に精通し
た方を講師としてお招きし、地図に関するミニ講
演会を開催しました。一昨年、昨年と好評だった
こともあり、3日間で延べ10回の講演会を実施し、
会場では多くの方が聴講され盛況でした。

　展示内容を紹介したミニ講演会を加えること
で、客層の幅を広げるとともに、より深い興味を
持って見学いただけました。
　会場には、連日通われる熱心な方や通りがかり
の会社員や家族連れ、また、放課後の小中高校生
や大学生など、3日間で 10,300 人（推定）の大勢
の方が来場し、測量・地図に親しんでいただきま
した。5月に実施した日本水準原点一般公開に参
加して、今回の「くらしと測量・地図展」を知り
来場された方もいらっしゃいました。
　関東地方測量部では、今後も「測量の日」関連
行事として、測量、地図等の普及啓発のために本
取組を継続していきます。

（関東地方測量部）

第 27回新宿「くらしと測量・地図展」を開催（関東地区） 
　「測量の日」東京地区実行委員会（事務局：関東地方測量部）（以下、実行委員会）は、「測量の日」
関連行事として、6月 5日から7日までの3日間、JR新宿駅西口広場のイベントコーナーに
おいて「くらしと測量・地図展」（共催：東京都、後援：新宿区）を開催しました。

東日本の陰影段彩余色立体図の床展示

平成時代を「災」のパネルで振り返る

ミニ講演会の様子
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　本年は、明治政府に近代測量を行う機関が設
置されてから満 150 年に当たるため、「近代測量
150 年」の歩みと最近の国土地理院の活動を紹介
するパネルのほか、防災に役立つ地図や空中写真、
地形を立体的に見られる陰影段彩余色立体地図
「ガリバー地図」（4.5m× 3m）等を展示しました。
　また、パネル展開催地である福井駅周辺の移り
変わりがわかる地図と空中写真のパネルも展示し
ました。
　さらに、見学者の方に、より一層地図に親しん
でいただけるようチャレンジコーナーも設けました。

　展示物を熱心に見られ昔を懐かしむ方や、ウェ
ブ地図「地理院地図」の紹介パネルを見て早速
QRコードからスマートフォンで地理院地図を確
認する方、ガリバー地図で地形を確認したり、空

中散歩を楽しむ家族など約 400 名の来場者で賑わ
いました。

　来場いただいたご高齢の方々から、幼少期に福
井地震を体験した貴重なお話を聞かせていただく
こともできました。

　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）

地図と空中写真で見る福井駅周辺移り変わりパネル

ガリバー地図の床展示１

チャレンジコーナー３Ｄ分県パズル

ガリバー地図の床展示２

地図パネル展を福井市で開催（北陸地区） 
　北陸地方測量部では、測量の日関連行事として、5月 31日、6月 1日の2日間、福井駅東
口のアオッサにおいて「地図パネル展（福井市）」を開催しました。
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◆「測量の日」講演会を開催
　6月 4日、「測量の日」講演会（主催：「測量の日」
中部地区連絡協議会・中部地方測量部）を名古屋
駅前のウインク愛知で開催しました。講演会には、
官公庁・民間企業・専門学校生徒など 112 名の参
加がありました。
　第一部は鎌

かま だ

田高
こうぞう

造参事官が「近代測量 150 年
を迎えて」と題して、測量の歴史と国土地理院
が取り組むこれからの測量技術について講演しま
した。
　第二部は気象学をご専門とされる三重大学の
立
たちばな

花義
よしひろ

裕教授から「多発する【異常な気象】の原
因と気候変化」と題して、気象学の立場から異常
気象や温暖化について、グローバルな見地からの
わかり易い説明で、防災において地学・地理の学
習が重要であることなど興味深いご講演をいただ
きました。
 

　あわせて、会場内で「近代測量 150 年」の歩み
のパネル展示を行いました。
　参加者からは、「地図の精度や鮮度、新しい測
量技術に国土地理院がどのように取り組んでいる
かよく分かった。」「昔懐かしい部分と現代の新技
術の進歩の早さを実感できた。」「気象情報を注視
し災害に備えたい。」など多数の感想をいただき
ました。

◆「地図教室」を各地で開催
　中部地方測量部では、各県測量設計業協会と協
力し、管内の小学校を対象に、「地図教室」を開
催しています。地図や測量等に関する説明と歩測
による距離測定やトータルステーション（TS測
量機）を使った測量を子供たちが体験し、測量と
地図の仕事に触れる機会を広げています。
　6月 14 日には、電子基準点「三ヶ日」が設置
されている静岡県浜松市立三ヶ日西小学校で、地
図や測量等に関して、「電子基準点の話」「地図と
は何か」「地図の約束事」などの説明や、電子基
準点の見学を行いました。
　今年は、静岡県・愛知県・三重県・岐阜県あわ
せて 12校で地図教室を予定しています。

（中部地方測量部）

講演会会場風景

静岡県浜松市立三ヶ日西小学校での講義

鎌田参事官 (左 )・立花教授 (右 ) による講演

2019 年度「測量の日」関連行事（中部地区） 
　中部地方測量部では、測量の日関連行事として、関係団体等と協力し以下の行事を開催
しました。
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◆「測量の日」記念フェア 2019　
　6月 3日、大阪合同庁舎第 4号館において、「測
量の日」記念フェア 2019（主催：大阪府測量設
計業協会・大阪土地家屋調査士会・近畿地方測量
部）を開催し、208 名の参加がありました。
　第 23 回近畿地方測量技術発表会では、各団体
5名の方から最新の測量技術や防災及び地理空間
情報共有の取組等に関する発表がありました。ま
た、今年度初の取組として、パネル展等の出展団
体代表による 1分間プレゼンテーションを行い、
展示ブースの状況が良くわかると好評でした。

　パネル展及び測量機器・システム展では、最新
の測量機器や計測技術に関する展示がなされ、「近
代測量 150 年」の歩みに関するパネル展示も行い
ました。

◆測量体験学習会　
　測量体験学習会は、近畿地方測量部が「測量と
地図」の講義を担当し、滋賀県測量設計技術協会、

京都府・奈良県・和歌山県の各測量設計業協会が
体験実習を担当し以下のとおり実施しました。
・5月 29日　京都府綾部市立中筋小学校
・6月  3 日　奈良県香芝市立真美ヶ丘西小学校
・6月  4 日　奈良県吉野町立吉野北小学校
・6月  5 日　滋賀県高島市立朽木東小学校
・6月  5 日　和歌山県立紀北農芸高等学校
　講義では、測量の基準点の話から地図の作り方
や見方について説明しました。

　各小学校での実習では、歩測の体験や、距離
や角度を測って身長を計算しました。高校では、
GNSS 測量機によるリアルタイム測量や最新測量
機器のデモを体験しました。

  

　今後は、大阪府測量設計業協会と協力して、大
阪府岸和田市立城東小学校において 11 月に開催
します。

（近畿地方測量部） 

教室での講義の様子

第 23回近畿地方測量技術発表会

実習後の記念撮影

パネル展、測量機器・システム展

令和元年度「測量の日」関連行事を開催（近畿地区） 
　近畿地方測量部は、6月 3日の「測量の日」を中心に、関係団体等と協力して以下の行事
を開催しました。
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　今回の講演会では、甚大な被害をもたらした平
成 30年 7月豪雨災害を踏まえ、「地理空間情報で
災害に備える」をテーマに、地理空間情報がいか
に有効活用されたかを関係機関で共有するととも
に、今後期待される測量技術や地理空間情報の利
活用推進を主な目的として、産学官から 4名の
方々に講演していただきました。また、特に、学
生をはじめとする若者に測量・地理空間情報業界
に魅力を感じていただき、測量に従事する技術者
のスキルアップにつなげるため、「先端技術」と「人
材育成」の観点からの話題も盛り込まれました。
　最初に、広島大学大学院総合科学研究科の海

かいぼり

堀
正
まさひろ

博教授による「西日本豪雨災害であらためて見
えてきた防災上の課題」と題した特別講演をいた
だき、近年、災害が繰り返し起きていた広島県で、
何故多数の犠牲者が出る結果となったのか、今回
明らかとなった防災上の課題についてお話いただ
きました。
 

　国土地理院企画部防災推進室の関
せき

真
まさゆき

幸室長補佐
からは、「西日本豪雨災害等に対する国土地理院
の取組」と題して、災害に対して地理空間情報が
いかに有効であったかについて話しました。
　株式会社荒谷建設コンサルタント計測情報部
測量課担当課長の越

お ち

智貴
たかまさ

政講師からは、「3次元
計測等の空間情報技術による災害対応事例と今後
の展開」と題して、UAVを用いた 3次元計測、
空中写真、航空レーザの活用などについて事例を
交えながらお話いただきました。
　福井コンピュータ株式会社建設インフラ事業部
の平
たいら

浩
ひろゆき

之講師からは、「新時代の働き方で業界に

革命を！」と題して、ソフトウェア企業における
測量・地理空間情報に関する最新の取組について、
具体事例の解説とともに、取組の課題や人材育成、
今後の展望について、業界の働き方改革への対応
などを交えながらお話いただきました。

 
　会場ロビーでは、中国地方測量部が「近代測量
150 年」の歩み、地理院地図、国土地理院の災害
への取組等についてのパネルや、立体視ができる
広島県の３Ｄデジタル標高地形図の展示を行いま
した。また、海上保安庁第六管区海上保安本部が、
海底地形図（余色立体図）、様々な海の図、海上
保安庁の業務内容の説明パンフ等の展示を行い、
参加者の関心を集めました。
 

 
　今回の講演会には、官公庁や民間企業のほか、
大学や専門学校の教員や学生など、過去最高の
407 名が参加し、盛況のうちに終了しました。
　中国地方測量部では、今後も測量技術の普及・
啓発や防災・減災に向けて取り組んでいきます。

（中国地方測量部）

会場の様子

国土地理院の展示

海堀教授の講演

第 24回中国地区測量技術講演会を開催（中国地区） 
　6月 24日、広島県民文化センターにおいて、「測量の日」中国地区連絡協議会（委員長：
中国地方測量部長）主催による「第24回中国地区測量技術講演会」を開催しました。
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　【実施日・実施校】　
　令和元年６月４日
　愛媛県立八幡浜工業高等学校

　令和元年６月12日
　香川県立多度津高等学校

　令和元年６月20日
　高知県立須崎総合高等学校

　※徳島県立つるぎ高等学校については、
　　台風３号の影響により、中止。

　「測量・地図学習会」では、四国地方測量部が
講義、各県測量設計業協会が実習を担当しました。
　講義では、VLBI、GNSS測量、迅速更新、ウェ
ブ地図「地理院地図」、地殻変動及び「平成 30年
7月豪雨」災害時等における対応などの国土地理
院の仕事についての説明を行うとともに、最近の
測量に関する話題として、「近代測量 150 年」の
歩みや「自然災害伝承碑」の地図記号などについ
て紹介しました。そのほか、生徒に地理院地図を
利用した様々な地図の表示や、高校周辺の年代別
空中写真の比較などを行ってもらいました。

　実習では、各グルーブに分かれGNSS測量機を
用いたネットワーク型 RTK法によりTS点の 3
次元座標を求め、TS測量機と電子平板を用いた
計測結果と地上 3Dレーザスキャナの計測結果と
の比較を行いました。

　また、最新の計測技術としてUAV、モバイル
スキャナ、自動追尾型TS測量機などを紹介した
後に測量体験等を行い、計測方法や操作方法など
を説明しました。
　参加した生徒は最新の測量機器の説明に関心を
示し、UAVの飛行実演等を熱心に見学していま
した。
　生徒からは、国土地理院の仕事や最新の測量機
器を知ることができ、これからの就職や進学先の
参考になったと感想がありました。

 

　四国地方測量部では、今後もこうした学習会を
通して、関係各団体と協力して測量と地図に関す
る普及・啓発の取組を続けていきます。

（四国地方測量部）

四国各県で「測量・地図学習会」を実施（四国地区）
　四国地方測量部では、「測量の日」関連行事の一環として、「測量の日」四国地区推進協議会
の構成団体である各県測量設計業協会と協力して、６月に四国管内各県の高等学校を対象に「測
量・地図学習会」を実施しました。

講義の様子

測量体験の様子

計測結果の確認の様子



国土地理院広報　2019年 7月 ｜ 11

◆「稲
いなさやま

佐山の地形をはかろう」
　6月 2日、稲佐山公園（長崎県長崎市）におい
て測量の日イベント「最新技術で稲佐山の地形を
はかろう」（主催：（一社）長崎県測量設計コンサ
ルタンツ協会・“デミーとマツ”、共催：長崎市）
が開催されました。当日は、長崎市内の小中高生
および保護者ら約 50 人が参加し、測量の歴史や
最新の測量技術、ドローンの飛行などを楽しく学
びながら体験、会場内は終始子ども達の声で溢れ
ていました。“デミーとマツ”とは、噂の土木応
援チームで、デミーこと長崎大学大学院工学研究
科の出

でみ ず

水 亨
あきら

氏には、測量の仕事内容や魅力を子
ども達に分かりやすく解説、土木の重要性を語っ
ていただきました。マツこと（株）共同技術コン
サルタント福岡支店長の松

まつなが

永昭
しょうご

吾氏には、建設業
の魅力を「優しさをかたちにする仕事」とPRし
ていただきました。国土地理院からは、阿

あ べ

部 誠
まこと

地理空間情報管理官が測量技術の歴史について講
演しました。

◆「あそこまでなんぼ」
　6月 3日、天神中央公園（福岡市中央区）にお
いて、測量の日記念イベント「第 23回 あそこま
でなんぼ」（主催（一社）福岡市設計測量業協会
　後援：当部）を開催しました。「あそこまでな
んぼ」は博多弁、標準語で「あそこまでいくつで
しょうか」という意味で、会場内に設けられたコー
スを歩測し、距離などを求め、その正確さを競う

イベントです。当日は夏を思わせるような暑さの
中、一般の方や専門学校の学生など大勢で賑わい
ました。

◆「測量の日」記念講演会
　7月 2日、福岡県中小企業振興センター（福岡
市博多区）において、令和元年度「測量の日」記
念講演会を当部と（一社）福岡県測量設計コンサ
ルタンツ協会との共催で開催しました。講演会に
は、官公庁や民間企業等から 100 人を超す参加が
ありました。国土地理院からは、中

なかじま

島秀
ひでとし

敏応用
地理部長が「第 23 回測量行政懇談会　地理教育
支援検討部会報告」、小

こむ ろ

室勝
かつ や

也九州地方測量部測
量課長が「「近代測量 150 年」について」を講演
しました。民間企業からは、「測量業における点
群データ活用の可能性を考える～陸海空の計測で
何がわかるのか～」（福井コンピュータ株式会社）
の講演があり、それぞれの講演に参加者は熱心に
聴講されました。

　今年は「近代測量 150 年」の節目の年であるこ
とから、福岡合同庁舎（福岡市博多区）本館 1階
ロビーで、6月 3 日から 20 日まで、パネル展を
開催しました。
　九州地方測量部では、今後も関係団体と協力し
て測量技術の普及・啓発、また防災・減災への取
組を進めていきます。

（九州地方測量部）

測量機器体験「何が見えるの？」との声 講演会の様子

令和元年度「測量の日」関連行事（九州地区） 
　九州地方測量部では、測量の日関連行事の一環として、「測量の日」九州地区推進協議会の
構成団体による行事を管内各地で実施しました。
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◆「測量の日」パネル展
　パネル展では、サブテーマの「「近代測量 150 年」
測量の歩みを知り未来へつなぐ」に沿って実行委
員会の各機関がパネル展示を行いました。また、
ウェブ地図「地理院地図」の実演や説明では、経
路の高低差や二画面表示機能など、様々なコンテ
ンツを紹介しました。見学者自らも操作を体験さ
れて、地理院地図に関心を持っていただけました。
　見学者の多くの方は県庁に用事がある方でした
が、中には「社会科を教えていたので毎年来てい
ます。」という方もいて、主催者としては、とて
も嬉しい言葉をいただきました。このように測量
や地図などに興味を持った方々の来場は、当所職
員の励みになりました。

◆出前講座
　「出前講座」は、「測量の日」沖縄県実行委員会
としての開催は、今回が 3回目です。1時限目に
「地図と測量」というテーマで講義を行い、2時
限目は「測量体験」を行いました。
　講義では、小学 6年生を対象に、国土地理院の
紹介や災害への備えとして身近に感じる情報（指
定緊急避難場所など）についての講義を行いまし
た。児童たちはメモを取りながら熱心に講義に耳
を傾けていました。また、学校周辺の地形を把握
してもらう目的で、立体模型やデジタル標高地形

図のパネルを紹介しました。デジタル標高地形
図を 3Dメガネで熱心に見る児童が多数見られま
した。 

　2 時限目は「歩測体験」と「TS測量機を使っ
た測量体験」を行いました。「歩測体験」では上
位の児童は数 cm程度の誤差で距離を求めまし
た。上位者が発表され、自分の名前が呼ばれた
児童は信じられないという顔で喜んでいました。
「TS測量機を使った測量体験」では数人ずつ分か
れて、測量機器を扱い距離・角度の測定を体験し
ました。

　児童たちから「測量の難しさや重要性について
意識した」など多くの感想をいただきました。

（沖縄支所）

「測量の日」関連行事について（沖縄地区）
　沖縄支所では、「測量の日」関連行事として、6月 3日から5日に沖縄県庁県民ホールにお
いて「測量の日」パネル展を、6月 6日には那覇市立開南小学校において出前講座を「測量の日」
沖縄県実行委員会（日本測量協会沖縄支部、沖縄県測量建設コンサルタンツ協会、日本地図セ
ンター沖縄代理店、沖縄支所）が実施しました。

パネル展の風景

　※「北海道地区」の関連行事については、8月号に掲載します。

講義の様子

測量体験の様子
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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

　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。
https://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」
の歩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）

https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/p09_00001.html
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ゆれない地震って何？

そんな地震ってあるの？

いい質問だね！

地震には、たとえ近くで起きたとしても ｢ゆれを感じ

る地震｣ と ｢ゆれを感じない地震｣ があるんじゃよ！

国土地理院 ことばのミニ辞典 ～近代測量 150年特別編⑥「ゆっくり地震」～

赤に近いほど ｢ゆっくり｣ の動きは早い

｢ほんの少しの動き｣ から ｢ゆっくりの動きに｣

電子基準点が見つけたゆっくり地震

日本周辺の 4枚のプレート
（地震調査研究推進本部HPより）

ユーラシア
プレート

太平洋
プレート

フィリピン海
プレート

北米プレート
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「地図と測量の科学館」で遊んで学ぼう！

●企画展「地図と私たち－めざせ！地図博士－」を開催

　国土地理院「地図と測量の科学館」（茨城県つくば市）では、7月17日（水）から10月6日（日）まで、
企画展「地図と私たち－めざせ！地図博士－」を開催しています。

　地図は、どんなものがどこにあるかを、一目で
分かるように作られています。また、私たちが安
心して豊かな生活をする上で欠くことのできない
とても便利な道具のひとつです。たとえば、災害
などから私たちの命やだいじなものを守ることに
も地図が役立っています。
　この企画展では、みなさんが地図に興味や親し
みを感じてもらえるように、地図をつくる体験や
地図の見方、災害への対処方法などについて学ん
でいただきます。また、小中学生のみなさんや高
校生、大学生のみなさんには夏休み期間中にも足
を運んでいただき、自由研究やレポート作成など
の手がかりとして、ご活用していただければと思
います。
　この企画展を通じ、次の時代を担う若いみなさ
んに地図と測量の意義と重要性についてご理解を
いただくとともに、身近な地域の防災に対する関
心をより一層高めていただければ幸いです。皆様
のご来館をお待ちしております。

企画展「地図と私たち－めざせ！地図博士－」ポスター

＜主な展示内容＞

■白図から地図をつくる（体験）

　白図に自由に表現し、自分
　だけの地図をつくろう。

■地形をあらわす（パネル展示）

　複雑な地形も分かりやすく
　理解できます。

■地図と防災（パネル展示）

　自然災害の危険や避難場所
　が簡単に分かります。
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●「遊んで、学ぼう！夏休みイベント」を開催

　国土地理院「地図と測量の科学館」（以下「科学館」）では、毎年、夏休み期間中に地図や測量に親し
んでいただくことを目的に、遊んで学べるイベントを企画しています。ぜひ、科学館の夏休みイベント
に参加してみてください。

　夏休みイベントの１つ、野外測量体験教室は、
地図や測量の分野に少しでも興味を持っていただ
くため、夏休み期間中に 3回実施します。
　第 1回の 7/24（水）には「分度器を使って高
さを測る！」として、手作りの分度器と歩測を組
み合わせて目標物の高さを測る体験学習を行いま
す。時間は、午前の部が 10 時～ 11 時 30 分、午
後の部は１時 10 分～ 2時 40 分、定員は、午前、
午後ともに先着 20組です（終了しました）。
　第 2回の 8/7（水）は、「伊能忠敬になってお
宝を探そう！」として、伊能忠敬になりきって、
出題された角度と距離を計測して宝探しをする体
験学習を行います。時間は、午前の部が 10 時～
12時、午後の部は 1時 10 分～ 3時 10 分、定員は、
午前、午後ともに先着 12組です。
　第 3回の 8/21（水）は、「GPSで地上絵を描こ
う！」として、GPSで衛星の電波を受信し自分の
足跡で地上絵を描く体験を行います。時間は、午
前の部が 10 時～ 12 時 10 分、午後の部は 2時～
3時 30 分、定員は、午前、午後とも先着 20組です。
　暑さが予想されますので、参加される方は、十
分な熱中症対策をして参加をお願いします。なお、
雨天時や異常気温時は開催を中止します。

　また、7/23（火）から 8/29（木）までの毎週
火曜日と木曜日には、測量用航空機「くにかぜ」
の機内を公開するイベントも開催します。「くに
かぜ」は、日本の 2万 5 千分 1 地形図を整備す
るために 1960 年から 20年以上活躍した測量用の
航空機です。この機会に、「くにかぜ」に搭乗し、
操縦士気分を味わってみてください。
　さらに、7/23（火）から 8/30（金）までの毎
週火曜日から金曜日まで、「夏休み地図・測量相談」
を開設します。地図や測量のことでわからないこ
とがあれば、この機会にスペシャリストの職員に
質問してみてください。疑問解決のヒントが得ら
れるはずです。

　ほかにも科学館では、夏休みバージョンの「地
図記号クイズラリー」、日本の大きさが体感でき
る直径 22mの登れる「日本列島球体模型」、３Ｄ
メガネで日本列島や周辺海底の地形が立体的に見
える「日本列島空中散歩マップ」など、様々な地
図と測量に関する展示を実施しています。

　夏休みには、ぜひ、科学館に来館して、いろい
ろなイベントを体験してみてはいかがでしょう。

　野外測量体験教室の詳細については、以下の
ページをご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/

（総務部）



10 日 令和元年 5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

18日 大地震の地盤災害の推計を “すぐ ” に “ だし ” ます
～国土地理院　スグダス（ＳＧＤＡＳ）システムの運用開始～

企画部
地理地殻活動研究センター

19日
先人が伝える災害の教訓「自然災害伝承碑」を地図で発信
地図記号「自然災害伝承碑」を地理院地図に掲載し災害教訓の周知・普及に
取り組みます

応用地理部
地方測量部等

27日 地図博士をめざそう！
～近代測量 150年　企画展「地図と私たち」開催～ 総務部

7/17 ～ 10/6 企画展「地図と私たち－めざせ！地図博士－」

30日 第 224回 地震予知連絡会

国土地理院広報　2019年 7月 ｜ 17

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
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2019.html）
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
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/）に掲載しています。

6 月の報道発表

8月の主な行事予定

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

　国土地理院では、6月19日からウェブ地図「地理院地図」に「自然災害伝承碑」の情報を掲載しました。
7月 12 日時点で 32 都道府県 61 市区町村の 182 基の自然災害伝承碑を掲載しています。今後も自然災害
伝承碑の情報を定期的に更新し、公開していきますので、全国の市区町村からの情報提供をよろしくお
願いします。
　国土地理院広報 8月号に自然災害伝承碑に関する記事を掲載予定です。

（応用地理部）

自然災害伝承碑の情報をウェブ地図「地理院地図」から公開
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