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　新年明けましておめでとうございます。本年が
皆様にとって平穏で明るく平和な年となりますこ
とを心からお祈り申し上げます。
　昨年は、国土地理院の前身である民部官庶務司
戸籍地図掛が明治２年に設置されてから 150 年目
を迎えました。この間、国土地理院では、「測量」
と「地図」という二本柱で我が国の社会を大きく
支えてまいりました。この近代測量 150 年という
大きな節目の年を迎え、各種の記念事業を通じて
測量・地図作成の発展を振り返るとともに、新た
に始まった令和の時代においても、国土地理院が
これまで培ってきた技術力をどのように使い、こ
れからの未来を作り上げていくか考えてまいりた
いと思います。
　これらの技術の進歩は著しく、技術者に必要な
能力・技術力は高度化・多様化する一方で少子
高齢化により人口が益々減少していく現状を踏ま
え、測量・地図作成の効率化、生産性の向上が必
要であると再認識するところです。国土地理院で
はこれらの生産性向上のために、必要な民間活力
を発現する環境を整備し、国土地理院ならではの
技術力を加味することにより、効率的な測量行政
を進めています。
　自然災害が年々激甚化する昨今、昨年も全国各
地で大規模な災害が発生しました。中でも台風第
19 号では、関東・東北地方を中心に広い範囲で
浸水が発生しました。この水害においては国土地
理院における災害対応のひとつとして、空中写真
や報道映像、SNS等の様々な情報から浸水範囲を
確認し、国土地理院がもつ標高データを用いて浸

水面や水深を推定して地図に表示した「浸水推定
図」を迅速に作成・提供しました。この地図は現
地での救助計画・排水計画に活用されており、様々
な測量成果とデータを組み合わせて新たな情報と
して提供するという、地理空間情報活用の強みを
活かせたものと考えています。
　最近では、自動運転や無人航空機の自動飛行、
i-Construction など、多様な分野で 3次元地図の
活用が期待されています。昨年、国土地理院の測
量行政懇談会に 3次元地図検討部会を設置し、3
次元地図に関する近年のニーズや技術動向を踏
まえた品質確保や活用促進の方策を検討していま
す。この中で、高品質な3次元地図を整備するた
めに国土地理院が整備すべき規程類や、多様な分
野で活用可能な3次元点群データ等を流通させる
ために国土地理院が取り組むべき事項、世の中の
動向を踏まえた基盤地図情報等の整備・更新の方
向性などをまとめることとしています。各界のご
知見をいただきながら品質が確保され、使いやす
い3次元地図の整備・流通の促進を図っていきます。
　また、測位分野においては、携帯キャリアを
中心に、位置情報サービス向上のために、独自
のGNSS連続観測局の設置が始まっています。国
土地理院では、信頼性の高いサービスを提供でき
る環境を確保することを目的として、使用目的に
合った精度の位置情報を提供するためにGNSS連
続観測局が備えるべき性能基準と、性能に適合し
た観測局を国土地理院に登録するための要領を
2019 年 10 月に定めました。これにより、国家座
標に準拠し、使用目的の精度を満たした位置情報
の流通が推進されるようになります。このように
国土地理院では、民間活力を利用しながら信頼性
の高い位置情報サービスを実現する環境を作って
いきます。
　最後になりますが、令和の時代においても、国
土地理院のもつ力で我が国を支え、貢献していく
とともに、広く測量、地図、地理空間情報などの
世界で働く人々が、今よりもっと幸せに暮らせる、
仕事に誇りをもって暮らせる、そのような社会を
目指していきたいと思います。新しい時代を共に
頑張ってまいりたいと思いますので、引き続きご
理解・ご支援を賜りますよう心よりお願い申し上
げます。
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国土地理院長　黒
くろかわ

川純
じゅんいちろう

一 良

新年の御挨拶
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　和
わ だ

田政
まさむね

宗国土交通大臣政務官は、令和元年 12 月 16 日に国土地理院を視察されました。
　はじめに、黒川院長はじめ院幹部から当院の所掌業務や施策の内容についてご説明した後、院内の
各施設等を視察いただきました。

　最初に電子基準点を視察いただきました。高い
位置精度の国家基準点として、全国約 1,300 カ所
に設置され、GPS 等の GNSS 衛星からの信号を
24時間 365 日絶えず観測していること、観測デー
タはインターネットで提供していること、測量の
基準や位置情報サービスの支援、地殻変動の監視
に利用されていることをご説明しました。

　続いて、地球ひろばの日本列島球体模型では、
地球の丸さ、日本の領域の広さについて、また、
地図と測量の科学館の日本列島空中散歩マップで
は、立体的に見える日本の陸域部及び海域部の起
伏について、それぞれご体感いただくとともにご
説明しました。

　地図と測量の科学館では、近代測量が始まって
150 年の歩みを伝える企画展「大転換！平成の測
量」（開催期間：令和元年 11月 6日～ 12月 20 日）
についても視察されました。平成時代における測
量技術や地図作成技術の大きな転換として、位置
を表す基準を日本測地系から世界測地系への変
更、VLBI や GNSS 測量といった宇宙から大地を
測る技術の進化、アナログからデジタルへの地図
体系の変化などについてご説明しました。

　視察全般を通じて、国土地理院の役割である「国
土を測る、描く、守る、伝える」について、ご質問
を交えながら説明を受け、視察を終えられました。

（総務部・企画部）
日本列島球体模型の上で説明を受けられる和田政務官

電子基準点について説明を受けられる和田政務官 ( 右 )

日本列島空中散歩マップの上で説明を受けられる
和田政務官

企画展について説明を受けられる和田政務官

和田国土交通大臣政務官　国土地理院を視察
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令和 2 年度組織・予算案及び令和元年度補正予算案の決定

◎令和２年度組織・予算案
　政府は、令和元年 12 月 20 日の閣議で、令和 2
年度組織・予算の政府案を決定しました。

●組織
　令和 2年度における国土地理院の組織整備につ
いては、測量・災害対応に係る関係機関との調整・
統括体制の強化、地理空間情報の国民への発信力
の強化、政策及び法令の企画・立案・調整に関す
る事務の強化、防災及び災害対応に係わる事務の
強化、先進レーダ衛星の打ち上げによる災害関係
情報の解析・提供業務の増に伴う事務の強化、空
間情報技術の活用推進事務の強化、国土広域情報
更新の効率化、防災地理情報の有効性を評価する
事務の強化のため、次の組織要求が認められました。
　○「統括測量・防災官」
　○「地理普及広報官」
　○総務部
　　・「政策課」
　○企画部
　　・防災推進室：「技術専門員」
　○測地部
　　・宇宙測地課：「課長補佐」
　○基本図情報部
　　・「空間情報技術活用推進官」
　　・基本図課：「国土広域情報係長」
　○応用地理部
　　・「地域防災力強化支援推進官」

●予算案
　国土地理院の令和2年度予算案額は、以下の主
要施策及び臨時・特別の措置の経費を含め、総額
約	105億4千万円となっています。（次頁別表参照。）
≪基本方針≫
　気候変動の影響により頻発・激甚化が懸念され
る自然災害や切迫する巨大地震等から、国民の生
命と財産を守ることが最重要の使命です。また、
持続的な経済成長を確保するため、先進技術の活
用によるデータ整備やオープンデータ化を推進
し、生産性と成長力の引上げを加速します。
　この実現に向け、国土地理院の 4つの役割「国
土を測る、描く、守る、伝える」を通じ、以下を
重点的に取り組みます。

■国民の安全・安心を確保するため
○	全国の地震・火山等に伴う地殻変動を常時監視
し、測量の基準として復旧・復興を支える重要
インフラである電子基準点網の耐災害性を強化
（10億 6百万円）
○	南海トラフ地震の被害想定地域のより詳細な地
図情報など、事前防災等に資する重要な情報イ
ンフラである地理空間情報の整備・更新（5千
8百万円）

○	地域の防災・減災への備えに役立つ地理空間情
報をわかりやすく伝えるための防災地理等に関
するコンテンツの作成や機能拡充、及びそれら
の普及啓発（2億 2千 3百万円）

○	災害に対し強靭な位置情報の基盤を構築するた
めの宇宙測地技術の高度化に関する研究（3千
6百万円）

■生産性・成長力の引き上げを加速するため
○ 	GPS や準天頂衛星で迅速に正確な標高を決定
できる基盤を構築するための航空重力測量（1
億 5千 1百万円）

○	現実空間を仮想空間に再現・融合させた
Society5.0 の基盤となる、国家座標と整合した
3次元地図（地形＋構造物）の標準仕様の明確
化（1千 5百万円）

◎令和元年度補正予算案
　政府は、令和元年 12月 13 日の臨時閣議で、令
和元年度補正予算案を決定しました。
　令和元年台風第 15号及び第 19号等の相次ぐ自
然災害による甚大な被害を踏まえ、国民の命と財
産を守るべく、次の緊急対策を実施します。国土
地理院の令和元年度補正予算案は、以下のとおり
となっています。（次頁別表参照。）

■ 孤立者救助や排水作業の迅速・効率化のため
の浸水状況推定に関する緊急施策

（5億 4千万円）
　洪水による浸水の範囲や深さを迅速に把握する
ため、標高データや被災状況に係る SNS 上の投
稿、空中写真等を組み合わせ、浸水推定図を速や
かに作成・公開できる仕組みを構築することによ
り、人命救助や排水作業の迅速・効率化の支援を
実施します。
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■官庁施設の防災設備改修等
（7千 8百万円）

　災害時においても、被災状況を表す地図等の地
理空間情報や、地震・火山活動に伴う地殻変動情

報を国の災害対策機関や地方自治体などへ迅速・
継続的に提供するため、必要な国土地理院施設の
耐災害性を強化します。

■令和２年度予算案　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：百万円）

内　　　容
令和 2 年度
予算案額

1. 国土を測る
　・航空重力測量　　　　　　　　　　　　　 【優先課題推進枠・継続】
　・電子基準点の浸水対策・停電対策　　　　　　 【臨時・特別の措置】
　・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　　　　　　　　　       【新規】

2，083
151（1. の内数）

1,006（1. の内数）
36（1. の内数）

2. 国土を描く
　・電子国土基本図の 3 次元化対応　　 　　   【優先課題推進枠・新規】

1,223
15（2. の内数）

3. 国土を守る
　・南海トラフ地震に備えた空中写真撮影及び地図情報整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【優先課題推進枠・継続】
　・地域防災力向上のための防災地理情報の分析及び提供　　　 【新規】

596
58（3. の内数）

7（3. の内数）

4. 国土を伝える
　・地理空間情報ライブラリー推進（地理空間情報提供のための環境整備）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【増額】

300
216（4. の内数）

5. その他（測量行政の推進等） 840

6. 国土地理院の運営に必要な経費 5,501

合　　　　計
10,543

（対前年度比 0.99）

■令和元年度補正予算案－安心と成長の未来を拓く総合経済対策－　　　　　　　　　  （単位：百万円）

内　　　　容
令和元年度

補正予算案額

1. 孤立者救助や排水作業の迅速・効率化のための浸水状況推定に関する　
緊急施策

540

2. 官庁施設の防災設備改修等 78

合　　　　計 618

（総務部）

（別表）
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第 24 回 測量行政懇談会を開催

　測量行政懇談会（以下「懇談会」という。）は、
国土地理院長の私的諮問機関として、国土地理院
が所掌する測量行政の的確な推進に資するために、
国土地理院長の諮問に応じて測量行政に関する重
要事項を調査検討するとともに、重要事項に関し、
国土地理院長に意見を述べるために設置された機
関です。
	

　懇談会では、清
しみ ず

水英
えいはん

範委員長（東京大学大学院
教授）の進行の下、最初に本年度に設置された「3
次元地図検討部会」の佐

さ だ

田達
たつのり

典部会長（日本大学
教授）から検討状況が報告され、今後の取組の方
向性等が議論されました。報告では、これまでに 2
回開催した部会において 3次元地図の適切な整備
や活用が図られるよう測量行政が今後取り組んで
いくべき事項として、「品質確保・整合性確保」、「公
共測量成果等の流通促進」、「電子国土基本図（基
盤地図情報）のあり方」という 3つの視点から議
論されている旨報告がありました。「品質確保・整
合性確保」については、3次元地図（構造物の 3次
元整備を含む）の規程・マニュアル整備、「公共測
量成果等の流通促進」については、3次元点群デー
タ等を流通させる枠組みの構築、「電子国土基本図
（基盤地図情報）のあり方」については、基盤地
図情報の着実な整備・更新と 3次元化に向けた効
率的な手法の開発がそれぞれ必要との提案があり、
今後課題・論点をより明確に整理することとなり
ました。
　次の議題である「最近終了した部会のフォロー
アップ」では国土地理院から昨年・一昨年に終了
した 3つの部会に関する報告がありました。

　まず、「防災・地理教育支援」の取組に関して
は、「重点的に取り組んでいる防災・地理教育支援
策」として、防災・減災のための「備え」となる
地図情報の充実、防災地理情報の有効性の評価と
教材化支援、地理教育に関連する優良事例の普及、
実体験による地理への親しみの醸成、教育関係者
に届く情報の提供、ウェブ地図「地理院地図」の
コンテンツ充実と機能向上に取り組んでいること、
「地理教育支援の進め方」として、教育関係者との
協力関係の構築、地域に根ざした取組、民間団体
等による優良な取組の普及、評価とフォローアッ
プを推進して行くことの報告がありました。
　次に、「地図の利用手続のあり方」に関しては、
測量法第 29 条の規定に基づく承認取扱要領を、パ
ブコメを経て 12 月に一部改正したことなどの報告
がありました。
　また、「測位基盤検討部会」については、民間が
独自のGNSS 連続観測局を設置していることに鑑
み、これらのデータを電子基準点網に取り入れる
仕組の構築に取り組んでいることを中心とした報
告がありました。
　最後に事務局から、国土地理院の最近の取組と
して、「近代測量 150 年の取組」、「SGDAS（スグダ
ス）地震時の地盤災害発生可能性を迅速推計」、「航
空機による重力の測定開始」、「第 29 回国際地図学
会議（ICC2019）」、「長崎トンネル・地下構造物へ
の対応」、「地理院地図Vector（仮称）提供実験」、「地
図と測量の科学館	入館者 100 万人達成」、「天皇陛
下の御即位を記念して特別仕様の 1万分 1地形図
を作成」、「国土地理院が JICA理事長表彰を受賞」、
「令和元年度台風第 19 号等への対応」、「日本水準
原点が国指定重要文化財に」、「全球統合測地観測
システム（GGOS）議長への就任」の 12 の項目に
ついて報告があり、委員から意見等がありました。
　第 24 回測量行政懇談会の詳細については国土地
理院HPをご覧ください。

地理院ホーム		>	国土地理院の紹介	>	第 24 回測量
行政懇談会	
https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/
seisakuchousei41031.html

（総務部・企画部）

　令和元年 12 月 17 日、関東地方測量部（東京都千代田区）において、第 24 回測量行政懇談会を開催
しました。 

懇談会の様子

https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/seisakuchousei41031.html
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　以下に、国土地理院が主催 ･関与したイベント
の状況を報告します。

【Geo アクティビティコンテスト】
　地理空間情報の利活用に関する優良な取組、ア
イデア、サービス、製品及び技術等を対象に全国
から公募を行い、選考により選ばれた 21の団体・
個人が作品展示を行うとともに、29 日にプレゼ
ンテーションを行いました。その後、審査委員会
での審議により決定した最優秀賞、電子国土賞
などの各部門賞、奨励賞、来場者賞について、30
日に表彰式を行い、黒川院長から賞状の授与を行
いました。
　受賞作品は、8ページをご覧ください。

【国土地理院施策展示】
　地理空間情報フォーラム会場において、国土地
理院の施策を紹介する展示を行いました。
　今回は「高精度測位を支える国土地理院の取組」
をテーマとした展示を行い、「国家座標の維持管
理」「地殻変動への対応」「航空重力測量」「３次
元地図」についての展示を行いました。

【講演・シンポジウム】
● 第 11 回 地理院地図パートナーネットワーク

会議
　ウェブ地図「地理院地図」の利用促進を目的
に、午前は初心者向け講座、午後は技術者向けに
地理院地図データの活用事例紹介などを実施しま
した。
　詳細は 9ページをご覧ください。

オープニングセレモニー

Geo アクティビティコンテスト 表彰式

「Ｇ空間 EXPO2019 －地理空間情報科学で未来をつくる－」開催報告

　令和元年 11 月 28 日から 30 日の 3 日間、日本科学未来館（東京都江東区青海）において「Ｇ空間
EXPO2019」を開催しました。
　開催期間中 15,513 名に御来場いただき、皆様に地理空間情報に関する理解を深めていただきました。

国土地理院展示ブースの様子

地理院地図パートナーネットワーク会議
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●  SPAC シンポジウム 2019 基調講演
　（一財）衛星測位利用推進センター主催の
SPACシンポジウム2019において、黒川院長が「地
理空間情報で拓く令和の未来」と題し、基調講演
を行いました。

　「Ｇ空間 EXPO2019」は、大変多くの方々にご
来場いただき、成功裏に終了致しました。参加
いただいた皆様に心より御礼申し上げます。

基調講演の様子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（企画部）
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　令和元年 11 月 28 日に日本科学未来館（東京都江東区青海）において、第 11 回地理院地図パートナー
ネットワーク会議を開催し、地理院地図（https://maps.gsi.go.jp/）データ（地理院タイル）の利活
用について情報共有・意見交換を行いました。

　「地理院地図パートナーネットワーク会議」は、
地理院タイルをはじめとする地理空間情報の活用
におけるオープンイノベーションを目指し、国土
地理院と地理院タイルを活用した開発ができる技
術者（パートナー）が、情報共有・意見交換を行
う会議であり、平成 26 年度から開催しているも
のです。
　今回の会議は、Ｇ空間 EXPO2019 の講演・シ
ンポジウムの１つとして開催し、当日 85 名の来
場がありました。会議は午前の部と午後の部に分
けて以下のとおり実施しました。

【午前の部　防災・教育に役立つ地理院地図の機
能やコンテンツの紹介】
　行政の防災対策の担当者や一般の方向けに、防
災・教育等で役立つ地理院地図の機能やコンテン
ツの使い方の紹介を行い、初心者でも分かるよう
に初歩的なところから説明・デモを行いました。
参加者の皆様にもお持ちの PC・スマートフォン
を使い実際に地理院地図の操作を体感いただきま
した。

【午後の部　国土地理院、地方公共団体及び教
育機関からの情報提供並びに地理院地図パート
ナーからの地理院タイルの利用事例紹介】
　午後の部の技術者向けプログラムでは、国土地

理院から地理院地図に関する最新情報を提供する
とともに、静岡県の芹

せりざわ

澤啓
けい

氏から同県における 3
次元データの取組について、東京都立保谷高等学
校の五

い が ら し

十嵐和
かずや

也氏から高校地理教育における地理
院地図を活用した授業について紹介いただきまし
た。また、パートナー 6者（応用技術株式会社、
OSGeo 財団日本支部、北海道地図株式会社、産
業技術総合研究所、GIS 大縮尺空間データ官民共
有化推進協議会・支援グループ、八田荘地球学研
究所・職業能力開発総合大学校）から地理院タイ
ルの活用事例を紹介いただきました。

　前回に引き続き、インターネットでのライブ配
信と、インターネットを通した質疑受付を実施し
ました。ライブ配信は、約 50 名の方に視聴いた
だき、質疑応答も大変盛り上がりました。

　当日の発表資料や会議の模様の動画を以下の
ウェブサイトに掲載しておりますので、ぜひ一度
ご覧ください！
https://maps.gsi.go.jp/pn/

（地理空間情報部）
午前の部のデモの様子

会議の様子

「第 11 回地理院地図パートナーネットワーク会議」を開催
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「新旧の測量スポット探訪ウォーキングツアー」を開催

　令和元年は「近代測量 150 年」に当たることか
ら、国土地理院と（一社）全国測量設計業協会連
合会、（一財）測量専門教育センター、（一社）地
図協会、（一社）地図調製技術協会、（公社）日本
測量協会、（公財）日本測量調査技術協会、（一財）
日本地図センターの 7団体で構成する「近代測
量 150 年記念事業推進会議」は、記念事業の一つ
として「新旧の測量スポット探訪ウォーキングツ
アー」を神戸と東京において開催しました。
　11 月 9日に開催した神戸のツアーには約 70 名
の参加があり、4グループに分かれて東遊園地
（神戸市役所南隣）を 9時 30 分にスタートし、約
12kmのコースを約 4時間半で踏破しました。ツ
アーでは復興基準点（三ノ宮駅北方及び山本通）、
金星観測碑（諏訪山公園）、電子基準点「神戸中央」
（大倉山公園）、	登録有形文化財の湊川隧道、兵庫
県里程元標（神戸駅東方のきらら広場）、自然災
害伝承碑「神戸港震災メモリアルパーク」の順に
徒歩で巡り、再び東遊園地に戻って一等水準点と
自然災害伝承碑「慰霊と復興のモニュメント」を
見学してゴールとなりました。

　東京のツアーは 11月 30 日に開催し、参加者約
130 名が 5グループに分かれ、Ｇ空間EXPOを開
催中の日本科学未来館（江東区青海）を 11 時 10
分にスタートして約 12kmのコースを約 4時間半
で踏破しました。東京では、最初にお台場海浜公
園にある自然災害伝承碑「関東大震災・東京大空

襲　犠牲者慰霊碑」と三等三角点（三番台場）を
見学後、レインボーブリッジを徒歩で渡りました。
次いで、明治初期に高低測量を行うために設け
られた几

き

号水準点（田町駅近くの御穂鹿嶋神社）、
伊
いの う

能忠
ただたか

敬測地遺功表（芝公園内の芝丸山古墳）、
日本経緯度原点（港区麻布台）の順に巡り、最後
に憲政記念館構内にある日本水準原点と電子基準
点「東京千代田」を見学してゴールとなりました。

　神戸の電子基準点「神戸中央」、東京の日本経
緯度原点、日本水準原点及び電子基準点「東京千
代田」では、現地を訪れたツアー参加者以外の方
への説明も行いました。
　本イベントは、「近代測量 150 年」という節目
を迎え、測量の意義や重要性を知っていただくこ
とを目的に開催したものですが、小学生からご高
齢の方まで幅広い年齢層に現地へ足を運んでいた
だき、電子基準点や自然災害伝承碑などの説明に
熱心に耳を傾け、質問や写真撮影を盛んにされる
など非常に興味をもっていただけた様子でした。
また、幸い両ツアーとも好天に恵まれ、参加者か
ら「測量スポットを見ることができて嬉しい」「直
接説明を聞くことができて有り難い」「復興基準
点を初めて見られて嬉しい」、或いは「レインボー
ブリッジを歩いて渡るとあったので、とにかく参
加した」といったコメントもいただき、記念事業
として目的を果たすことができました。

（総務部）

　「近代測量 150 年」という節目を迎え、記念事業の一つとして「新旧の測量スポット探訪ウォーキン
グツアー」を開催しました。

神戸の様子（電子基準点「神戸中央」）

東京の様子（日本水準原点・電子基準点「東京千代田」）
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　企画展「やっぱり絵図がすき！」は、仙台市
市政施行 130 周年記念として、10月 11 日から 12
月 1日の会期で開催されました。仙台城下絵図や
村絵図など江戸時代の仙台を描いた絵図、国絵図
をはじめ仙台藩領を描いた絵図など、多種多様な
絵図が公開されました。

　測量体験イベントは、この企画展の関連行事と
して企画されたものです。11 月 16 日、博物館館
庭を会場に、江戸時代の測量手法ではありません
が、絵図を描く仕立人の気分を味わう「平板測量」
を行いました。
　参加者は、一般から応募いただいた 15名です。
始めに、平板測量の仕組みと測定の仕方について
説明を行い、5つのグループに分かれてスタート。
アリダードの使い方に戸惑う参加者も、回数を重
ねるうちに測定のスピードも速くなってきまし
た。館庭に設置した 10 カ所の目標を測定し、平
板に貼った図紙に位置を記録します。博物館の方
のサポートもあり、無事に測定が完了しました。

　その後、講習室に移動して測定結果の確認を行
いました。図紙に記録した目標を順番につないで
みるとある形に、各グループの結果は…。
　描いてもらった形は、令和元年に誕生した新し
い地図記号「自然災害伝承碑」でした。
　和気あいあいとした中で、少しずつ形の異なる
5枚の 1/100 平面図が完成しました。

　続いて、「日本の地図の変遷」と題して、中世
から近代に至るまで、日本人が作ってきた地図と
その時代背景について講演を行いました。
　参加者からは、「貴重な体験ができた。古地図
から近代の地図まで、とても興味深い話が聞け
た。」などの感想が寄せられました。

　企画展の会期中、館内では国土地理院に関する
ビデオの上映と近代測量 150 年の歩みを紹介する
パネルを展示していただきました。多くの来館者
に、測量と地図の世界を知っていただくことがで
きました。

（東北地方測量部）

　令和元年 11 月 16 日、東北地方測量部は、仙台市博物館の企画展「やっぱり絵図がすき！」に協力し、
測量体験イベント「絵図仕立人になって測量してみよう！」を行いました。

絵図仕立人による測量 日本人が作ってきた地図のお話

近代測量 150 年の歩みのパネル展示

目標の位置を記録した図紙

完成した平面図

測量体験イベント「絵図仕立人になって測量してみよう！」を開催

アリダード
↓
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「日本水準原点」が、測量分野で初めて、国の重要文化財に指定

　日本水準原点は、明治 24 年（1891）に参謀本部
陸地測量部によって設置されて以来、我が国の高さ
（標高）の基準としての役割を担い続けています。
　「近代測量 150 年」の節目の年である令和元年
（2019）に、土木学会選奨土木遺産に認定されま
した。さらに、この度、その技術的及び歴史的な
価値が認められ、測量分野の構造物として初めて、
国の重要文化財に令和元年 12月 27 日付けで指定
されました。
　今回の指定は、「原点」と原点を保護する石造
りの建物である「掩

えんがい

蓋」（現在は「標
ひょうこ

庫」と呼ん
でいます）に加え、周辺に設置された監視用の附
属水準点標石である「甲

こう

」、「乙
おつ

」、「丙
へい

」になります。

　日本水準原点は、高さの基準となることを考
慮し、地震時の上下変動を最小限に抑えるため、
堅
けんこ

硬な地層から基礎を築き、基礎の周囲に細砂を
充填しています。また、温度変化に伴う伸縮の影
響を抑えるため、基礎部分には硬

こうせき

石、煉
れんが

瓦、コン
クリートを用い、最上部に固定した花崗岩台石に
甲州産（現在の山梨県）の水晶板をはめ込み零位
尺としています。日本水準原点は、神奈川県三浦
市にある「油壺験潮場」から毎年水準測量を実施
し、原点数値の変動を監視しています。
　詳細は、発表資料（令和元年 10 月 18 日付け）
添付資料及び国土地理院広報 2019 年 12 月号をご
覧下さい。

　国土地理院では、TEC-FORCEとして派遣され
災害対応に貢献した職員 30名＊が受賞しました。
　表彰式は令和元年 9月 20 日に総理大臣官邸で
行われ、国土交通省を代表して中国地方整備局が
表彰状を受領しました。その後、12 月 20 日に国
土交通省防災センターにおいて伝達式が行われ、
永
ながやま

山 透
とおる

防災企画調整官が代表で出席し、表彰状
（レプリカ）を受領しました。

　我が国の高さ（標高）の基準である「日本水準原点」が、国の重要文化財に指定されました。

　平成 30 年 7 月豪雨及び平成 30 年北海道胆振東部地震の災害対策活動に従事した国土交通災害緊急
災害対策派遣隊（TEC-FORCE）が令和元年防災功労者内閣総理大臣賞を受賞しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本水準原点 

零位尺 

東京湾平均海面上 
24.3900mの位置 

 

日本水準原点の場所 

東京都千代田区永田町1-1-2 
国会前庭北地区（当時の陸地測量部前）  

 

 

伝達式集合写真
（永山防災企画調整官：後列右から 3 番目）

令和元年防災功労者内閣総理大臣賞を受賞

＊平成 30 年 7月豪雨対応					　　　　22名
平成 30年北海道胆振東部地震対応　8名

（企画部）

（測地部・関東地方測量部）

https://www.gsi.go.jp/common/000219466.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000219466.pdf
https://www.gsi.go.jp/common/000220896.pdf#page=6


国土地理院広報　2020 年 1 月 ⎜ 13

（応用地理部）

去年の台風 19号ではあちこちで水があふれて

たいへんだったよね。

水がたまったようすがよくわかる浸水推定図という

地図があるのじゃよ。

国土地理院 ことばのミニ辞典　 ～第 31 回 「浸
しんすい

水推
すいてい

定図
ず

」 ～

　令和元年（2019）台風第 19号は、10月 12日に伊
い ず

豆半
はんとう

島に上陸し、主に東日本の広い範
は ん い

囲で川があ
ふれたり浸水する被

ひ が い

害が起きました。大雨が降って浸水被害が起きた場合、これまで国土地理院では空
中写真から水面の範囲をくわしく調べて地図に表していました（図 1）。
しかし、天気がよくなり空中写真撮

さつえい

影ができるようになったときには、水
が引いた後で、水面の範囲を地図に表すことができないこともあります。
　そこで作られるようになったのが浸水推定図です。浸水推定図は次のよ
うに作ります。
　（1）Twitter の映

えいぞう

像などから水面の端
はし

の部分（図 2）をさがし、その場
所の標高データから水面の標高を調べます。そうするとその場所よ
りも低いところには水がたまっていることになります。

　（2）標高データを使っていろいろな場所の標高と水面の標高をくらべて
それぞれの場所の深さを調べます。

　（3）深さによって色をつけます。
　浸水推定図は、浅いところを薄

うす

い青色、深いところを濃
こ

い青色にしてい
るので、水面の広がりだけでなく水の深さもイメージしやすい地図（図3）
になっています。
　台風第 19号では、早く作成できた千

ち く ま

曲川
がわ

と阿
あ ぶ

武隈
くま

川
がわ

の一部の浸水推定図を 10月 13日にホームペー
ジから公開し、その後千曲川、阿武隈川、久

く じ

慈川
がわ

、那
な か

珂川
がわ

、吉
よ し だ

田川
がわ

、荒
あらかわ

川水系の 6つの川の浸水推定図
を公開しました。これらの浸水推定図は、たまった水を排

はいすい

水するポンプ車の配
は い ち

置にも使われました。
　台風第 19号による浸水推定図は国土地理院ホームページに載せていますのでぜひ見てみてください。
（https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R1.taihuu19gou.html#11）
※図の名称を浸水推定段

だんさい

彩図から浸水推定図に変更しました。

ケンタ君 マップ博士

図 2　水面の端の部分

図 1　空中写真を調べて
　作成した地図

図 3　浸水推定図

水面の端の部分



5 日 指名停止措置について 総務部

9 日 令和元年 11 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

11 日 第 24 回測量行政懇談会開催
～３次元地図検討部会からの報告等を受けてご議論いただきます～ 総務部

13 日 広域・同時多発的に発生する浸水状況の迅速な把握に向けて
― 『安心と成長の未来を拓く総合経済対策』 令和元年度国土地理院関係補正予算 ― 企画部

20 日 国民の安全・安心の確保、生産性・成長力の引き上げの加速に向けて
—『国土を測る、描く、守る、伝える』 令和２年度国土地理院関係当初予算— 企画部

1/4 ～ 2/16 企画展「第 23 回全国児童生徒地図優秀作品展」

21 日 第 226 回地震予知連絡会（於：関東地方測量部）

25 日・26 日 国連 GGIM 防災会議（於：JICA 市ヶ谷ビル）

14 ⎜ Geospatial Information Authority of Japan 

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）をご覧ください。

12 月の報道発表

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

  「自然災害伝承碑　 　 」ウェブ地図「地理院地図」公開数 　　 　           　（令和 2年 1	月 15	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.html）をご覧ください。
［市区町村の担当者の皆様へ］情報提供いただきますよう、ご協力よろしくお願いいたします。

45　　　都道府県 139　　　市区町村 416　　　基

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。

2 月の主な行事予定

開催中！第 23 回 全国児童生徒地図優秀作品展

　「地図と測量の科学館」では、令和 2 年 2 月 16 日（日）まで企画展「第 23 回全国児童生徒地図優
秀作品展」を開催しています。

　企画展では、「国土交通大臣賞」「文部科学大臣
賞」「審査員特別賞」「奨励賞」に選定された作品
を含む 93 作品を 1階「地図のギャラリー」及び
2階「特別展示室」において展示しています。
　全国各地の創意工夫あふれる素晴らしい作品を
一堂に集めた「全国児童生徒地図優秀作品展」を
是非ご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/sakuhin.html

　

　また、受賞作品を含む 60作品は、NHK大阪放
送会館においても展示いたします。

　　NHK 大阪放送会館アトリウム
　　2/24（月）13 時 ～ 3/5（木）12 時
　　OsakaMetro 谷町線・中央線
　　　　　　　  「谷町四丁目駅」下車

（総務部）地図のギャラリー

特別展示室

Administrator
テキストボックス
延期になりました




