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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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種子島宇宙センターから打ち上げられる人工衛星「みちびき」を搭載したH-ⅡAロケット
（10月26日、撮影地（口永良部島ほか）への移動中に測量用航空機「くにかぜⅢ号」の機内から撮影）



第3回「活断層の学校」inつくば を開催

　（一社）日本活断層学会、（国研）産業技術総合研究所地質調査総合センター、（国研）防災科
学技術研究所と共同で、第3回「活断層の学校」inつくばを9月15日から17日にオンラインで開
催しました。

（総務部、応用地理部、地理地殻活動研究センター、
防災・地理教育支援事務局（応用地理部））
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　「活断層の学校」in つくばは、大学生・大学院
生を対象に、総合的な活断層研究への理解を深め
てもらうことを目的として企画され、今回で3回
目の開催となります。
　活断層研究に関連の深い国土地理院、産業技術
総合研究所、防災科学技術研究所が連携したプロ
グラムで構成されており、そのうち国土地理院の
プログラムは9月15日に次の内容で開催しました。

■参加者数：26名（15大学） 
■主な講義の内容： 
○講義1　「測地技術による地殻変動観測・地震研

究の最前線」
・宇宙から探る地下の断層
○講義2　「活断層研究に役立つ国土地理院のコン

テンツ」
・国土地理院の整備する「1:25,000活断層図」に

ついて
・ウェブ地図「地理院地図」を使ってみよう！
○講義3　「活断層判読のススメ」 
○「地図と測量の科学館」紹介動画、「電子基準点」

バーチャル見学

　はじめに、日本活断層学会会長及び国土地理院
長による開講挨拶が行われ、その後、国土地理院
で地殻変動等を研究する地理地殻活動研究セン
ターの研究者、活断層図の整備を担当する応用地
理部及び地理院地図を担当する地理空間情報部の
職員が講義1と2を行いました。
　また、開催がオンラインになったことから、当
初予定していた活断層判読実習、地図と測量の科
学館及び電子基準点の見学の代わりに地理地殻活
動研究センターの研究者による活断層判読のデモ
ンストレーション（講義3）、地図と測量の科学館
の紹介動画及び測地観測センター職員による電子
基準点の説明のライブ中継（バーチャル見学）を

行いました。

　「活断層の学校」参加者は、引き続き9月16日の
産業技術総合研究所、17日の防災科学技術研究所
の講義等を受講しました。
　今回はオンライン開催だったこともあり、過去
3回の中で最も多くの参加者が集まりました（第1
回19名、第2回5名）。
　全日程を終えたあとに実施した受講者アンケー
トの結果では、国土地理院での講義はよく理解で
き、国土地理院への興味・関心が高まったとの回
答が寄せられました。
　今後も魅力のあるテーマを提供していきます。

講義3　「活断層判読のススメ」

「電子基準点」バーチャル見学



（近畿地方測量部）
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　本大会は、昭和25年（1950年）から続く、「農
業高校の甲子園」とも呼ばれるなど歴史ある大会
です。農業関係高校で学ぶ生徒達が日頃の学習成
果の発表や実習等で学んだ成果を発揮し、生徒達
相互の交流を目的として毎年開催されています

（昨年の第71回静岡大会は新型コロナウイルス感
染拡大防止のため中止となりました。）。
　本大会では、『自分の」“ 農 ” 力信じて魅せろ　
輝け農クの仲間たち』、『舞い上がれ　コウノトリ
のよう空高く　今こそ風立つ農ク旋風』の2つの
大会スローガンを掲げ、全国から306校、約1,400
名の生徒が、27日に「プロジェクト発表会」、「意
見発表会」、「平板測量競技会」及び「農業鑑定競
技会」の4部門で競い合いました。このうち平板
測量競技会は、高砂市総合運動公園（兵庫県高砂

市米田町）で都道府県予選を勝ち抜いた47チーム
が、平板を使った境界線測量で三斜法と三辺法に
よる面積測定等を競い合い、平板測量の技術・正
確さ・スピードなどが審査され優秀な成績を修め
た学校には国土地理院長賞が授与されるもので
す。28日には、神戸文化ホール（兵庫県神戸市中
央区）で大会式典が開催され、4部門の最優秀者
及び最優秀校の表彰式が執り行われました。また、
大会式典の様子は、インターネットによるライブ
配信も行われました。
　平板測量競技会では、最も優秀な成績を修めた
熊本県立八代農業高等学校へ飛

とび

田
た

院長（代理：金
かな

澤
ざわ

参事官）から国土地理院長賞の賞状及び記念の
楯を授与しました。

　なお、来年度は、第73回（令和4年度）日本学
校農業クラブ全国大会北陸大会として、石川県、
富山県、福井県を開催地として開催される予定で
す。

第72回日本学校農業クラブ全国大会（平板測量競技会）で国土地理院長賞を授与

平板測量競技会の最優秀校（熊本県立八代農業高等学校）
へ国土地理院長賞を授与

平板測量大会の様子（撮影：日本学校農業クラブ連盟）

　第72回日本学校農業クラブ全国大会令和3年度兵庫大会（主催：日本学校農業クラブ連盟、全
国農業高等学校長協会ほか　後援：文部科学省、農林水産省、国土地理院、兵庫県ほか）が、
兵庫県神戸市、加古川市、高砂市、三田市、養父市及び丹波市を会場に、10月27日、28日に開
催されました。



（総務部）
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令和3年測量士・測量士補試験合格者を発表

　令和3年測量士・測量士補試験の合格者を令和3年11月8日に発表しました（令和3年11月19
日に測量士の合格者数を一部訂正）。
　試験は、令和3年9月12日に全国14都道府県（25試験会場）において実施しました。合格者
数は測量士が498名、測量士補が4,490名でした。試験結果は、合格発表当日に国土地理院ホー
ムページに公開するとともに、受験者全員に合格証書又は結果通知書を発送しました。

各試験地の願書提出者数、受験者数及び合格者数は、下表のとおりです。

詳細はホームページをご覧ください。
（https://www.gsi.go.jp/LAW/SHIKEN/goukaku_2021_00001.html）

測　　　量　　　士 測　　　量　　　士　　　補

試験地 願書
提出者数 受験者数 合格者数 合格率

％
願書

提出者数 受験者数 合格者数 合格率
％

北海道 323 180 29 16.1 804 590 177 30.0

宮城県 460 253 43 17.0 1,435 1,045 286 27.4

秋田県 171 117 16 13.7 599 492 133 27.0

東京都 1,338 611 137 22.4 4,605 2,833 1,187 41.9

新潟県 199 114 19 16.7 593 456 158 34.7

富山県 212 129 17 13.2 692 534 209 39.1

愛知県 424 216 39 18.1 1,862 1,334 461 34.6

大阪府 653 379 80 21.1 2,228 1,546 569 36.8

島根県 218 118 6 5.1 534 429 121 28.2

広島県 180 105 20 19.1 693 508 127 25.0

香川県 316 191 33 17.3 1,106 831 313 37.7

福岡県 449 211 37 17.5 1,894 1,361 447 32.8

鹿児島県 170 91 10 11.0 782 619 228 36.8

沖縄県 100 58 12 20.7 472 327 74 22.6

合　計 5,213 2,773 498 18.0 18,299 12,905 4,490 34.8



（総務部）

（参照：国土地理院ＨＰ）
■7月27日　北海道地方測量部
◆一般社団法人北海道産学官研究フォーラム
　（理事長　三

み か み

上 隆
たかし

）

■10月15日　東京オフィス
◆石

いしはら

原 あえか（東京大学大学院教授）

■10月29日　宮崎県立佐土原高等学校
◆吉

よしかわ

川 哲
て つ や

也（宮崎県立佐土原高等学校教諭）

令和3年度「測量の日」における功労者感謝状贈呈式を開催（7月・10月）

三上隆氏と橘北海道地方測量部長

石原あえか氏と飛田院長 （左から） 大木企画部長、石原あえか氏、飛田院長、
長谷川統括測量・防災官

吉川哲也氏と飛田院長 （左から） 村田同校教頭、萩尾同校校長、吉川哲也氏、
飛田院長、檜山九州地方測量部長

（左から）西城北海道地方測量部次長、藤原同フォーラ
ム副理事長、三上隆氏、橘北海道地方測量部長

　国土地理院は、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3年度の贈呈者は個人2名、1団体の方々に決定していましたが、贈呈式については新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため延期していました。このたび全贈呈者の方々へ感謝状を手渡
すことができました。
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https://www.gsi.go.jp/kohokocho/kohokocho65033.html


（総務部）

現在、当館は新型コロナウイルス感染拡大予防対策を実施して開館しています。
詳細については「地図と測量の科学館」ページをご覧ください。
https://www.gsi.go.jp/MUSEUM/

企画展「“伊能図”近代地図の原点 ─大日本沿海輿地全図完成二百年記念─」から
～伊能小図・古地図を見てみよう～

　地図と測量の科学館では、12月19日（日）まで、企画展「“伊能図”近代地図の原点 ─大日
本沿海輿地全図完成二百年記念─」を開催しています。今回は、企画展の中から2つの伊能小図
と影響を受けた近代地図」についてご紹介します。

Geospatial Information Authority of Japan6

○2組の伊能小図
伊能図の中で「小図」（1/432,000）は実測図である「大

図」を縮小して作られており、全国を3枚でカバーして
います。
　測線に沿った地名とともに、目標となる寺院や城、
そして沿道の風景などを鮮やかに彩色するなど美しい
仕上がりが特徴です。
　壁面に展示している「小図（東京国立博物館所蔵）」
のレプリカは、江戸幕府の「昌平坂学問所（江戸幕府
直轄の学校）」の朱印があることから、伊

い

能
のう

忠
ただ

敬
たか

の師で

ある高
たかはし

橋至
よし

時
とき

の子、景
かげ

保
やす

が幕府に献納したものと考え
られています。
　机上に展示している「小図」は、2020年にゼンリン
ミュージアムに寄贈された「実

じっそく

測輿
よ ち ず

地圖」と表題の付
いた3枚1組の日本図のレプリカです。調査・研究段階
ではありますが、伊能小図の副本である可能性の高い
地図となっています。
　ぜひ、2組の伊能小図の彩色や朱印などの特徴を比較
してご鑑賞ください。

○伊能図が利用された近代の古地図
伊能図は、その後の日本の地図作成に多大な影響を及ぼしています。明治初期に近代化を進めた時代には、国土

の開発や国防など様々な理由で詳細な地図が求められるようになりました。
　その際に伊能図は模写するなど利用さ
れ、「大日本全図（明治6年）」や、明治時
代の代表地図として賞賛された参謀本部
陸地測量部の「輯製20万分1図（明治26年
から）」の骨格的基図となっています。
　伊能図では空白となっていた内陸部の
地形・地物などは、様々な資料・文献を
用いて埋められ、詳細な地図を作成する
ことになっていきました。

小図「実測輿地圖（ゼンリンミュージアム所蔵）」レプリカ

輯製20万分1図大日本全図

小図（東京国立博物館所蔵）レプリカ



○Ｇ空間 EXPO2021
地理空間情報の最先端技術やサービスを集結

し、広く一般の方々に対し、未来をつくる日本の
技術やサービスを紹介するとともに、新たな技術
やサービスの創出、民間事業者等の提案や創意工
夫を掘り起こす場として、産学官の連携により「Ｇ
空間 EXPO2021」が開催されます。
　2年ぶりとなる実地開催は、東京都立産業貿易
センター浜松町館が会場です。今年は新型コロナ
ウィルス感染症対策のため、入場は事前登録制を
導入し、現在、以下のサイトで事前登録を受付中
です。
　Ｇ空間 EXPO 公式サイト
　　https://www.g-expo.jp/
　また、今年も昨年同様、オンラインでも開催し
ます（内容は現地開催と一部異なる場合がありま
す）。

■ 開催概要
名称：Ｇ空間 EXPO 2021
　　　─デジタル改革、Ｇ空間ＤＸ ! ! ─
会期及び会場：

【実地開催】※入場無料、事前登録制
　令和3年12月7日（火）～ 8日（水）
　10：00 ～ 17：00
　東京都立産業貿易センター浜松町館4階
　〔東京都港区海岸1-7-1〕
　https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/

【オンライン開催】
　令和3年12月1日（水）～ 26日（日）
　Ｇ空間 EXPO 公式サイト
　https://www.g-expo.jp/
主催：Ｇ空間 EXPO 運営協議会
構成： 以下の3つのイベントから構成されていま

す。
・地理空間情報フォーラム
・ Geo アクティビティコンテスト
・講演・シンポジウム

○Geoアクティビティコンテスト
　「Geo アクティビティコンテスト」（国土地理院
主催）は、公募により選ばれた方々（以下、出展
者）が、Ｇ空間情報の利活用に関する先進的な取
組、独創的なアイデア、新たなサービス、ユニー
クな製品、画期的な技術など（以下、作品）につ
いて展示を行うイベントです。
　作品については、産学官の有識者からなる審査
委員会において審査を行い、優秀作品を表彰しま
す。
　初日の12月7日（火）は、浜松町館4階メインス
テージにおいて、出展者（今年は16者）が作成し
た発表動画の投影と表彰式を行います。
　 作 品 は、 Ｇ 空 間 EXPO 2021公 式 サ イ ト 

（http://www.g-expo.jp/）でも公開予定です。
　最新の情報については、Ｇ空間 EXPO 公式サ
イトのほか、ソーシャルメディアでも発信します
ので、こちらも是非ご覧ください。
・ Twitter   ：@geo_contest
・ Facebook：Geo アクティビティコンテスト

　多くの皆様のご来場を心よりお待ちしておりま
す。

（企画部）

Ｇ空間EXPO2021「Geoアクティビティコンテスト」を開催
　12月7日（火）から8日（水）に「Ｇ空間EXPO2021─デジタル改革、Ｇ空間ＤＸ!!─」が東
京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区）、及びオンラインで開催されます。その中で、
国土地理院は「Geoアクティビティコンテスト」を主催します。
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https://twitter.com/geo_contest
https://www.facebook.com/geo.contest/


12 月の主な行事予定

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

　10 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 9 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

22 日 「地理空間情報の活用促進のための協力協定」を締結
～地理空間情報の有効活用と迅速かつ効果的な防災・減災を目指して～ 中部地方測量部

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和3年11月12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。

47　　都道府県 339　　市区町村 1116　　基

10/19～ 12/19 企画展「“ 伊能図 ” 近代地図の原点　
　　 ─大日本沿海輿地全図完成二百年記念─」

12/7 ～ 12/8 G 空間 EXPO 2021　※オンライン併用
オンライン開催期間：12/1 ～ 12/26

12/8
国土地理院の取り組む教育支援の説明会
※オンライン併用

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。

　第63次南極地域観測隊は、越冬隊31名、夏隊43
名、夏隊同行者7名で編成され、夏隊員として、
測地部宇宙測地課の髙

たか

木
ぎ

悠
ゆう

係長が参加していま
す。
　髙木隊員は、南極地域観測事業における測地定
常観測として、昭和基地及び露岩域での量子技術
を取り入れた重力計による絶対重力測量、基準点
設置、相対重力測量、氷床変動を捉えるための
GNSS 測量を行います。また、設置した基準点を
基に、地図情報を整備するため、ドローンを用い
た空中写真撮影を実施します。
　さらに、国際 GNSS 事業（IGS）の重要な観測
点である昭和基地の GNSS 連続観測局（SYOG）
や氷河の後退に伴う地盤変動を検出するために設

置した GNSS 固定観測点の保守等を実施する予定
です。

（測地部）

第63次南極地域観測隊出発
　第63次南極地域観測隊は、11月10日に横須賀港から南極観測船「しらせ」が隊員を乗せて南
極の昭和基地に向けて出発しました。

第63次南極地域観測隊として出発した
髙木隊員（右から３番目）
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