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　国土地理院は、新型コロナウイルス感染拡大防止をはかるため、イベント等の
自粛、テレワークの活用等による人との接触を低減する取組を実施しています。
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令和3年7月に建立された平成30年7月豪雨災害の自然災害伝承碑（坂町水害碑：広島県安芸郡坂町小屋浦）
あ    き  ぐん  さかちょう



令和3年国土地理院表彰式を実施

国土地理院長表彰
◆測量事業関係功労者（1名）
　　　　川井　清維　　昇寿チャート株式会社　代表取締役
　　　　　　　　　　　一般社団法人地図調製技術協会 理事
◆優良業務（6件）

◆優良技術者（6名）

国土地理院長感謝状
◆地図の啓発・普及協力団体（1団体）　　◆測量に関する専門の養成施設（1団体）

◆験潮場看視者（2名）

中部地方測量部長表彰
◆優良業務（1件）

　7月19日に令和3年国土地理院表彰式を執り行いました。
　式典では、長年測量事業の推進に功績のあった方、令和2年度に完了した国土地理院発注の測量業務に
おいて特に優秀な成績を収めた測量業務の実施者及び技術者に対して、表彰状を授与しました。また、長
年にわたり地図販売に従事され、地図の啓発・普及に積極的に協力いただいた団体、測量に関する専門の
養成施設として人材育成に尽力された団体及び験潮場看視者に感謝状を授与しました。
　受賞者は、次の方々です。（敬称略）

（総務部・企画部）

優良業務名 事業者名
成果不整合地域における基準点改測（広島県三次地区ほか 2 地区） 株式会社 セトウチ
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（水準測量）（帯広地区） 株式会社 八州

空中写真撮影（九州 1 地区） 株式会社 ウエスコ
空中写真撮影（九州 2 地区） 株式会社 協同測量社
航空レーザ測量による高精度標高データ整備（宮城北部地区） 北海航測 株式会社
電子国土基本図（基盤地図情報）面的更新業務（R2 九州沖縄地区） カート・冨岡・丹野共同企業体

技術者名 事業者名
石井　　裕　（主任技術者） 北海航測 株式会社
石坂　雄介　（主任技術者） 株式会社 八州
石原　祐之　（主任技術者） 株式会社 ウエスコ
鮫島　剛平　（主任技術者） 株式会社 八州
竹中　真一　（主任技術者） 株式会社 セトウチ
玉川　善二　（主任技術者） 株式会社 協同測量社

学校法人常松学園　札幌工科専門学校株式会社　マップテクノ仙台

山内　昭夫 浅虫験潮場 株式会社　ケイディエム 細島験潮場

優良業務名 事業者名
水準測量（中京愛知三重地区） 株式会社 八州
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国土地理院長表彰受賞者の皆様 中部地方測量部長表彰受賞者



（総務部・企画部）

国土地理院広報　2021年 8月 3

　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、浅
あさ

見
み

泰
やす

司
し

委員長（東京大学大学院
教授）の進行の下、まず初めに、「基本政策部会」
の布

ふ せ

施孝
たか

志
し

部会長（東京大学大学院教授）から、
「次期基本計画における測量分野の考え方」につ
いて報告がありました。新型コロナ、自然災害の
激甚化・頻発化、地理教育など、社会が大きく変
化してきているという認識の下、次期地理空間情
報活用推進基本計画における測量行政分野の方向
性として、「次世代の社会インフラとしての基盤
環境の整備」、「新しい測量地図技術を活用した社
会課題解決への貢献」が重要である旨と、それに
基づいて実施すべき具体的施策についての説明が
あり、了承を得ました。
　続いて、国土地理院から「政策レビュー」の説
明を行いました。政策レビューは国土交通省の政
策課題として重要なもののうち、特定のテーマに
ついて深く掘り下げ分析を行い、様々な観点から

総合的に評価するものです。評価結果はその後の
政策に反映させることとしています。今年度、国
土地理院は「地理空間情報の整備・提供・活用」
というテーマで政策レビューを実施することか
ら、事務局から政策レビューのスケジュールと、
施策の概要について報告しました。委員からは、
国土地理院から直接提供を受けたデータの二次、
三次利用者への貢献を十分明示すべきというご意
見や、浸水推定図をより効率よく作るための取組
についてご意見をいただきました。今後は、「基
本政策部会」でも引き続き委員の意見を伺うこと
で了承されました。
　最後に、国土地理院から最近の取組として、「航
空重力測量の進捗状況」、「衛星ＳＡＲによる火山
の地殻変動の監視」、「人事院総裁賞を受賞（くに
かぜ撮影チーム）」、「三次元点群データ利活用案
の公募（試行提供の実施）」、「「防災・地理教育支
援」の取組状況」、「GEONET が日本地震学会技
術開発賞を受賞」、「民間等電子基準点の取組状
況」、「SAR 解析に関する最近の取組」の8件と、
7月1日からの大雨に関する災害対応について報告
しました。委員からは、「災害対応について素早く、
驚くべき早さで進めてもらい感謝する」とのご意
見をいただきました。

　第26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  > 懇談会・連絡会等 > 第26回測量
行政懇談会 
　https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/sei 
sakuchousei41035.html

第26回測量行政懇談会を開催

　7月8日に第26回測量行政懇談会をウェブ会議で開催しました。 

懇談会の様子（ウェブ会議）

https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/seisakuchousei41035.html
https://www.gsi.go.jp/seisakuchousei/seisakuchousei41035.html
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災害から身を守る、先人からの「千の教え」
～自然災害伝承碑の掲載数が1,000基を突破～

■これまでの取組
　国土地理院では、自然災害伝承碑（以下「伝承
碑」という。）を地図に掲載し、災害教訓を周知・
普及する取組を行っています。令和元年6月の公
開開始以来、市区町村による申請や都道府県・地
方整備局等の情報提供等により、ウェブ地図「地
理院地図」への掲載数を着実に増やし、令和3年8
月6日現在の掲載数は1,014基となっています。

 
 
■伝承碑が今に伝える教訓の一つ
　「災害は再び起こる」
　国土地理院が伝承碑の情報を整備するきっかけ
となった出来事は、平成30年7月の西日本豪雨（「平
成30年7月豪雨」）でした。この豪雨災害で甚大な
被害を受けた広島県坂町小屋浦地区では、100年
以上前に起きた水害を伝える石碑があったもの
の、過去の経験が有効に活かされることなく多く
の尊い命を失う結果となりました。
　同地区には西日本豪雨をきっかけに新たな伝承
碑が従来の碑の近くに建てられ、掲載数1,000基
達成の折に地理院地図にも掲載されました。

　新たな伝承碑では明治以降の坂町での水害によ
る犠牲者名が刻字されるとともに「災害から自分
の身を守るためには、早めの避難をすることが最
も重要」と教訓が示されました。 

■今後の取組
　伝承碑の地図への掲載が充実したことにより、
学校教育や地域学習にますます活用され、地域住
民の防災意識の更なる向上が期待されます。これ
まで登録された伝承碑の代表事例や、活用事例に
ついてホームページで紹介しておりますので、下
記のリンクからご覧下さい。
　代表事例
<https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi_
ex.html>
　活用事例
<https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi_
utilization.html>

　伝承碑が過去の自然災害を学ぶきっかけづくり
となり、実際に過去の教訓が地域で活用されるよ
う、今後も伝承碑の登録、利活用を進めてまいり
ます。
　地図に掲載されていない伝承碑に関する情報が
ございましたら、該当市区町村へ情報提供をお願
いいたします。

　7月16日、自然災害伝承碑の地図への掲載数が1,000基に到達しました（8月6日現在、1,014基）。
令和元年6月に掲載を開始し、約2年での達成になります。自然災害伝承碑は、先人が経験した自然
災害の被害状況や教訓等を、今に伝えています。

（応用地理部）

自然災害伝承碑の表示（地理院地図）
（広島県坂町周辺を表示）

https://maps.gsi.go.jp/index_m.html#17/34.303690/132.512332/&base=pale&ls=pale%7Cdisaster_lore_all&disp=11&lcd=disaster_lore_all&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m
https://maps.gsi.go.jp/index_m.html#17/34.303690/132.512332/&base=pale&ls=pale%7Cdisaster_lore_all&disp=11&lcd=disaster_lore_all&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0&d=m
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地図と測量のコンテンツにふれてみよう！  
「ハザードマップポータルサイト」編 第2回 ～防災情報を重ねてみよう～

そくりょう

へん ぼうさいじょうほう

ケンタ君 マップ博士

博士、前回はウェブ上でハザードマップが確認できる、

『ハザードマップポータルサイト』を紹介してくれたよね。

うむ。今回はその中でも『重ねるハザードマップ』を
使って、防災に役立つ情報を“重ねて”みよう。

ケンタ君、よく知っておるな！

じゃが、災害の種類によって避難場所が変わることもあるんじゃ。

広報誌＞ことばのミニ辞典＞第 29回「指定緊急避難場所」

避難場所っていうと……学校や市役所のことだよね！

確かに災害によって、どんな場所が安全なのかは変わるよね。

それじゃあ、『重ねるハザードマップ』をどんなふうに使うのか実際に使って見せてよ！

うむ！

今回は例として、広島市（広島市役所周辺）

の洪水に関する情報を調べてみよう。

調べ方にはいくつかあるんじゃが、

見たい地域が分かっているときには

①[場所を入力]欄で「広島市役所」

と検索じゃ！

洪水や土砂災害などの自然災害によって予想される被害がわかるんだっけ？

そうじゃ。他にも、例えば災害が起こったときの避難場所もわかるんじゃよ。

洪水や津波であれば、2階や 3階など上の階に避難できる頑丈な建物、

地震や火災であれば、危険が及ばない大きな広場というように

私たちの住んでいるまちでは、あらかじめ避難場所を決めているんじゃ。

これを「指定緊急避難場所」というんじゃな。

①

は か せ かくにん

しょうかい

こうずい ど し ゃ さいがい し ぜ ん ひ が い

たと ひ な ん

しゅるい か

つ な み がんじょう たてもの

じ し ん か さ い き け ん およ

わたし

し て い きんきゅう ひ な ん ば し ょ

たし

じっさい

れい しゅうへん

かん

ち い き

らん

けんさく

https://disaportal.gsi.go.jp/
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=35.353216,138.713379&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0
https://www.gsi.go.jp/kohokocho/kohoshi.html
https://www.gsi.go.jp/kohokocho/minidictionary_00001.html
https://www.gsi.go.jp/common/000207762.pdf
https://disaportal.gsi.go.jp/maps/?ll=35.353216,138.713379&z=5&base=pale&vs=c1j0l0u0
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・ハザードマップポータルサイト＞使い方

＞身の回りの災害危険性の確認

②[災害種別で選択]-[洪水(想定最大規模)]
を選択じゃ。

今回の内容は、YouTubeの国土地理院チャ
ンネルでも紹介しているんじゃ。
お住まいの地域の防災情報について、この
機会にぜひチェックしてほしいのう！

確かに、 のマークは色のついた
「浸水想定区域」からは外れているね。
少しずつ、使い方がわかってきた気が
するよ！

重ねるハザードマップのページに移ったね！
予想される被害予想の情報は……

河川があふれたときに浸水すると考えられる
「浸水想定区域」が、色付きで表示されたね。

②

③[指定避難場所]-[洪水]を選択すれば、
先ほど説明した、「指定緊急避難場所」
がある場所もわかるんじゃよ。

③

しゅべつ せんたく さいだい き ぼ

うつ

か せ ん しんすい

く い き つ ひょうじ

せつめい

ないよう

き か い

https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
https://disaportal.gsi.go.jp/hazardmap/pamphlet/pamphlet.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q22aLvus0kk
https://www.youtube.com/watch?v=j8e-f-lpfR8


  9 月の主な行事予定

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

　7 月の報道発表

　報道の内容は、国土地理院ホームページ>2021年 報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2021）をご覧ください。

8 日 令和 3 年 6 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

16 日 災害から身を守る、先人からの「千の教え」
～自然災害伝承碑の掲載数が 1,000 基に到達～ 応用地理部

19 日 測量事業関係功労者等を表彰
～測量技術の発展と地図の普及啓発のために～

総務部
企画部

19 日 測量業務の優良業務を表彰 中部地方測量部

30 日 活火山の微小な動きが検出可能に
～地下のマグマの動きを地表で捉える 衛星画像の新たな解析結果を公開～ 測地部

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和3年8月6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）をご覧ください。
［市区町村の担当者の皆様へ］自然災害伝承碑に関する当院への情報提供にご協力をお願いいたします。

　行事については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止又は延期となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大防止のため、

地図と測量の科学館は令和3年8月20日（金）から8月31日（火）
の間、臨時休館しております。

47　　都道府県 304　　市区町村 1014　　基

7/20～ 9/26 企画展「その時東京はどう変わった？」

9/12 令和 3 年測量士・測量士補試験

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。

市区町村

（２）
第２章（調査）

（３）
（４）
（５）
（６）

国土地理院
（地方測量部・支所）

（１）

（７）

（８）

（９）
掲載

（１）伝承碑の掲載希望についての連絡（市区町村→地理院）
※国土地理院からの申請書類等の提供

（２）伝承碑 掲載申請書（様式1）の作成

（３）伝承碑 申請調書（様式2）の作成

（４）伝承碑 掲載推薦書（様式3）の作成
※必須ではありません

（５）現地写真の準備

（６）写真データ等の利用許諾（様式 1別紙）の作成

（７）申請書類及び写真データの提出

（８）提出物の確認

（９）伝承碑の地図掲載

地理院地図
アイコン

地図記号
（https://www.gsi.go.jp/common/000211895.pdf ）をご覧ください。
 様式や手続きの詳細は「自然災害伝承碑に係る調査業務 実施の手引き 第2版（令和3年3月）」

自然災害伝承碑の申請の流れ
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・ハザードマップポータルサイト＞使い方

＞身の回りの災害危険性の確認

②[災害種別で選択]-[洪水(想定最大規模)]
を選択じゃ。

今回の内容は、YouTubeの国土地理院チャ
ンネルでも紹介しているんじゃ。
お住まいの地域の防災情報について、この
機会にぜひチェックしてほしいのう！

確かに、 のマークは色のついた
「浸水想定区域」からは外れているね。
少しずつ、使い方がわかってきた気が
するよ！

重ねるハザードマップのページに移ったね！
予想される被害予想の情報は……

河川があふれたときに浸水すると考えられる
「浸水想定区域」が、色付きで表示されたね。

②

③[指定避難場所]-[洪水]を選択すれば、
先ほど説明した、「指定緊急避難場所」
がある場所もわかるんじゃよ。

③

しゅべつ せんたく さいだい き ぼ

うつ

か せ ん しんすい

く い き つ ひょうじ

せつめい

ないよう

き か い




