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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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1．VLBI ※1 測量 
（1） 国際的に整合のとれた我が国の位置の基準と

なる座標系を維持するため、VLBI 観測・解析
業務を実施します。

（2） 国際 VLBI 事業（IVS）を通じて世界各国と
連携し、GNSS ※2 衛星の軌道決定に必要な地球
の自転速度変動の観測等を実施します。

2．電子基準点測量
（1） GNSS 連続観測システム（GEONET）の安定

的な運用と計画的な機器更新を実施します。
（2） 最新の ITRF（国際地球基準座標系）に整合

した GEONET の第5世代解析による運用を実施
します。

（3） 衛星測位の高度化及び既存の地理空間情報と
の整合性確保に向けた民間等電子基準点の登録
と利活用に向けた検討を行います。

（4） 関連団体と連携し、i-Construction 等におけ
る電子基準点データの利活用を促進します。

（5） 国際 GNSS 事業（IGS）に登録した観測局の
取得データの提供等を行い、ITRF の構築及び
維持等に貢献します。

3．三角点・水準点等の測量
（1） 利用者ニーズや地殻変動の状況を踏まえつ

つ、三角点の測量を実施します。
（2） 精密な標高体系を維持するため、必要となる

水準点の測量を実施します。
（3） 国境離島の保全・管理のほか、海洋プレート

の観測にも寄与する離島の位置情報基盤を整備
するため、離島に三角点を設置して測量を実施
します。

（4） 均質な全国の重力データを整備するため、航
空重力測量を実施します。また、全国どこでも
衛星測位で高精度な標高決定を可能とする仕組
みへの移行に向けて、航空重力測量に基づく精
密重力ジオイド・モデル（標高の基準面）の構
築を進めます。

※1 VLBI（Very Long Baseline Interferometry：超長基線電波干渉法）宇宙のかなたにある天体から届く電波を地球上の２つ以上のパラ
ボラアンテナで受信し、受信時刻の差から数千 km もの距離を数 mm の精度で測る技術。

※2 GNSS（Global Navigation Satellite System）：人工衛星からの信号を用いて位置を決定する衛星測位システムの総称

令和4年度 国土地理院業務概要
　国土地理院では、国土を「測る」、「描く」、「守る」、「伝える」という国家・国民生活にとって欠
くことのできない重要な役割を果たしていくため、以下の業務に取り組みます。

　地球の形や位置の決定に必要な地球規模の測地観測へ参画するとともに、VLBI測量、電子基準点
測量、三角点・水準点等の測量により、国で統一した位置の基準である国家座標を維持・管理します。

石岡 VLBI 観測施設

電子基準点

令和4年度 国土地理院業務概要

測る ─位置の基準を定める─
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（5） 地殻変動による地図と測位のズレを補正する
仕組みを運用します。

（6） 真北と磁北のズレの情報を提供するため、地
磁気測量を実施します。

 

4．験潮
　全国の験潮場において安定的に潮位観測を行う
ため保守管理と機器更新を実施します。

5．研究開発
　地震や火山噴火等に伴う地表変動を空間的・時
間的に高精度に計測するための宇宙測地技術の開
発及び高度化を行ない、災害に強い位置情報の基
盤（国家座標）を4次元で管理するための研究を
実施します。

離島での基準点整備

航空重力測量

験潮場

1．電子国土基本図・基盤地図情報の整備・更新
（1） 国土の基本的な地理空間情報を表記した電子

国土基本図（地図情報）及び国土広域情報を着
実に更新し、基盤地図情報、電子地形図25000、

電子地形図20万、数値地図（国土基本情報）、
数値地図（国土基本情報20万）、2万5千分1地形
図（印刷図）等を提供します。また、新たに電
子地形図50000の提供に向けた取り組みを進め
ます。

（2） 地図更新に必要な空中写真撮影及びオルソ画
像作成を実施するとともに、都市計画基図・数
値写真等を用いて、地図情報の面的な更新を行
います。また、地方整備局・都道府県等の公共
施設管理者と連携し、新規開通する道路等の公
共施設の迅速な更新を行います。

（3） 全国の主要な登山道について、登山者の登山
経路情報（ビッグデータ）等を活用した更新を

描く ─国土の地図を作る─
　領土の明示、国土の管理、防災に資するため、国家の基本図である「電子国土基本図」及び電子
地図上の位置の基準となる「基盤地図情報」を一体的に整備・更新します。

電子地形図 25000
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1．防災対策の推進
　防災関係機関と密接に連携し、地理空間情報を
活用した防災・減災対策、災害応急対策、災害復
旧・復興への支援を行います。

2．地殻変動等調査
（1） ｢だいち2号｣（ALOS-2）の観測データを用い

た SAR 干渉解析により、全国の地殻・地盤変
動を面的に監視します。また、地震・火山活動
等の発生時には、地殻変動を把握するための緊
急解析を実施します。

（2） 南海トラフ周辺地域等を中心に、地殻の上下
変動を監視するため、水準測量を実施します。

（3） 電子基準点、可搬型 GNSS 連続観測装置
（REGMOS）及び験潮場により継続的に地殻変
動等を監視します。

（4） 電 子 基 準 点 リ ア ル タ イ ム 解 析 シ ス テ ム
（REGARD）を運用し、巨大地震発生時には津
波予測支援に向けた情報提供及び即時の地殻変
動把握を実施します。

守る ─日本の国土を守る─
　大規模自然災害が頻発・激甚化し、災害対策の重要性が高まっていることを踏まえ、地殻変動を
監視するための観測・解析や自然災害基礎情報等の整備、測量用航空機による機動的な被災状況の
把握を行い、防災・減災や災害対応に資する地理空間情報の整備・提供を実施します。

水準測量

行います。
（4） 測量用航空機「くにかぜⅢ」の機動性のある

運用により、国土の保全・管理等に重要な離島
等の空中写真撮影を行います。

（5） 公共測量等で実施された航空レーザ測量成果
を活用し、基盤地図情報（数値標高モデル）5m
メッシュの整備・更新を行うとともに、3次元
点群データを整備します。

（6） 電子国土基本図の3次元化に向けた検討を行
います。

2．地名情報の整備・更新
（1） 位置の検索キーとなる基本的な情報として、

居住地名、自然地名、住居表示住所、公共施設
の各種地名情報を整備・更新し、提供します。

（2） 英語版地図をはじめとした多言語表記の地図
サイトの維持管理を実施します。

3．全国都道府県市区町村別面積調の公表
　電子国土基本図（地図情報）を基に面積計測
を実施し、「全国都道府県市区町村別面積調」
を更新し、公表します。

4．火山基本図・湖沼図の整備・更新・提供
（1） 火山の地形を精密に表した火山基本図（火山

基本図データ）を整備・更新・提供します。
（2） 湖底地形を精密に表した湖沼図（湖沼データ）

を更新・提供します。

5．研究開発
　AI を活用した画像認識技術により、空中写真
の画像から様々な種類の地物の位置と範囲を自動
的に抽出して地図データ化する技術の開発を実施
します。
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REGMOS

（5） REGARD の安定化に向けて GNSS 衛星のリ
アルタイム軌道推定を実施します。

3．防災地理情報の整備・収集・提供 
（1） 土砂災害や液状化の起こりやすさなどの自然

災害リスク情報の把握に役立つ、土地条件図（地
形分類データ）を整備・提供します。

（2） 治水対策の基礎資料として、治水地形分類図
を整備・更新・提供します。

（3） 火山活動により形成された地形などを表示し
た火山土地条件図（火山地形分類データ）を整
備・更新・提供します。

（4） 活断層の詳細な位置と関連する地形の分布等
を調査し、活断層図（全国活断層帯情報）を整備・
更新・提供します。

（5） 詳細な標高データを防災・減災に役立てるた
め、地形が一目で分かるデジタル標高地形図や
アナグリフ画像などを作成・提供します。

（6） 火山災害対策用図を作成し、火山防災協議会
などの関係機関に提供します。

（7） ハザードマップポータルサイト及び地点別浸
水シミュレーション検索システム（浸水ナビ）
を管理・運営・公開します。

（8） 指定緊急避難場所や自然災害伝承碑などの防
災地理情報を集約・整備・提供します。災害発
生時には、浸水の範囲と深さを表した浸水推定
図等、被災状況を示した地図を迅速に作成・提
供します。

4．測量用航空機による緊急空中写真撮影
　災害発生時に関係機関・自治体等の迅速な初動
対応に寄与するため、測量用航空機｢くにかぜⅢ｣
による緊急空中写真撮影を実施し、災害対策本部、
関係機関等に対し、速やかに被災状況の情報を提
供します。

5．研究開発
　南海トラフ沿いの巨大地震発生に対応するため
の高精度な地殻活動把握手法の研究開発を実施し
ます。
　また、地震発生直後に、斜面崩壊・地すべり・
液状化の発生している可能性がある地域を推計す
るシステムの推計精度向上に関する研究を実施し
ます。

6．関係会議の円滑な運営・研究成果の発信
　地震予知連絡会、海岸昇降検知センター等を運
営するほか、地震調査研究推進本部地震調査委員
会、地震防災対策強化地域判定会、南海トラフ沿
いの地震に関する評価検討会、火山噴火予知連絡
会及び科学技術・学術審議会測地学分科会の委員
として参加し、研究成果・地殻変動モニタリング
結果を発信します。

自然災害伝承碑

｢くにかぜⅢ｣ による空中写真撮影
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地図・空中写真閲覧サービス（空中写真・地形図）

1．地理空間情報ライブラリーの推進
（1） 地理院タイルの提供、地理院地図の普及・啓

発、地理院地図パートナーネットワークの運営
を行います。また、電子国土基本図のベクトル
タイル提供に向けた作業を進捗します。

（2） 地理空間情報ライブラリーを構成する基準点
成果等閲覧サービス、地図・空中写真閲覧サー
ビス等の運用やコンテンツ（地図や空中写真）
の拡充を実施します。

2．産学官との連携等
（1） 国・地方公共団体等との地理空間情報の相互

利用・活用促進を実施します。
（2） 地域ごとの産学官の連携強化により、地理空

間情報の活用を推進します。

3．地理空間情報の管理・提供・行政手続
（1） 基準点測量成果、地図・空中写真等の保管・

管理を行い、測量成果の閲覧・謄抄本交付を実
施します。

（2） 基本測量成果の複製及び使用承認の手続きを
実施します。また、緩和された行政手続きの条
件について周知します。

4．地理教育の推進
　地域防災力向上のため、防災地理情報と過去の
災害を比較分析し、災害との関係が実感できる分
かりやすいコンテンツを作成し提供します。また、
災害を我が事として感じられるよう、自然災害伝
承碑の活用や ｢地理教育の道具箱｣ などの防災地
理情報を読み解くコンテンツの作成等を通して防
災・地理教育を支援します。

5. 地図と測量に関する情報の普及・啓発
　｢地図と測量の科学館｣ の管理・運営、広報等
を通し、地理空間情報の重要性や地図と測量に関
する知識を広く国民に普及・啓発するとともに地
理教育を推進します。

─国土の姿を伝える─伝える
　地理空間情報の流通を促進し、災害への備えなど様々な目的での利活用を進めるため、地理空間
情報の検索・閲覧・入手を統合的に可能とする地理空間情報ライブラリーを運用し、地理空間情報
を国民に安定的に提供する環境を整備します。

地理教育の道具箱
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1．測量等に関する制度設計と基本施策の企画・
推進

（1） 測量法に基づく基本測量に関する長期計画と
研究開発基本計画を着実に推進します。

（2） 地理空間情報活用推進基本計画（第4期）を
着実に推進します。

2．測量技術及び地理空間情報等の標準化の推進
（1） 公共測量において新技術の導入を促進するた

め、測量作業マニュアル等について普及啓発を
行い i-Construction を推進します。

（2） 公共測量における「電子基準点のみを既知点
とした3級基準点測量マニュアル（案）」や「UAV
搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル

（案）」等の策定済みの測量作業マニュアルの普及
状況を勘案し作業規程の準則を改正します。

（3） 地理空間情報に関する国際標準化機構規格
（ISO/TC211）、日本産業規格（JIS）等の標準
化活動に参画するとともに、関連規格を含めた
動向調査を実施します。

（4） 測量に従事する技術者である測量士・測量士
補の資格を取得するための国家試験の実施及び
学歴等の要件により取得する同資格の審査・登
録を実施します。

3．公共測量に関する技術的助言と測量成果の審査
（1） 公共測量実施計画に対し、方法・精度・測量

の重複等を調べ、技術的な助言を行います。
（2） 地方公共団体等から提出された公共測量成

果の審査を行い、充分な精度を有すると認めら
れたものについては、公共測量実施情報として
ホームページで公開し、公共測量成果の有効活
用を図ります。

4．国際連携・海外展開等の推進
（1） 国際会議への対応等により国連など国際機関

や海外の地理空間情報当局等との良好な関係を
維持・拡大します。

（2） 我が国の測量技術の海外展開を推進するた
め、人材育成や技術協力及びそれらの案件形成
に向けた取り組みを実施します。

（3） 地球規模の測地基準座標系に関する国連総会
決議に基づく取り組みや、地理空間情報による
パートナーシップを推進し、SDGs の達成に向
けた貢献を行います。

（4） 南極地域観測第Ⅹ期6か年計画に基づき、南
極地域の地理空間情報を整備・更新します。

5．測量行政の推進・地理空間情報活用推進のた
めの普及啓発・人材育成

　Ｇ空間 EXPO への参画、Geo アクティビティ
コンテスト等の実施を通して、地理空間情報の活
用に関する普及啓発・人材育成を図ります。

測量行政の推進 ─測量分野における社会の仕組みづくり─

　測量行政を所管する唯一の国家行政機関として、我が国で行われる測量が円滑かつ正確に行われ
るよう、地方公共団体等への指導・助言、精度管理、最新技術の普及促進、国家資格、測量技術の
海外展開等に取り組みます。

Geoコン 2021表彰式

国際会議でのひとこま
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第63次南極地域観測隊帰国報告　測地部　髙木 悠
たか ぎ ゆう

　令和 3 年に出発した第 63 次隊も、第 62 次隊に
引き続き新型コロナウイルス感染症の影響がある
中での活動となりました。出発前にはホテルでの
2 週間の隔離生活、オンラインでの出発式を経て
11 月 10 日に横須賀港で南極観測船「しらせ」に
乗り込み、日本から昭和基地まで「しらせ」での
船旅が始まりました。11 月 17 日には赤道を通過
し、南半球に入りました。11 月 24 日から 26 日
には燃料や食料の補給のためオーストラリアのフ
リーマントルに寄港しました。新型コロナウイル
ス感染症対策のため、船を降りることはできませ
んでしたが、ここが緑の見納めとなりました。

 
　オーストラリアを出航して 1 週間ほどで氷山が
見えるようになり、しばらくして海氷域に入りま
した。12 月 19 日に「しらせ」がオングル島にあ
る昭和基地沿岸へ到着しました。日本を出発して
40 日ほどが経過していました。筆者が、「しらせ」
搭載のヘリコプターに乗り、本格的に昭和基地に
入ったのは、その 4 日後の 12 月 23 日でした。
　国土地理院は観測隊の中で定常的な観測を担う
測地部門を担当しています。測地部門では、南極
地域の正確な位置や地図といった地理空間情報の
整備や維持・管理を目的に、GNSS を用いた測量
や UAV を使った空中写真撮影、重力加速度の測
定などを行ってきました。

　これらの測量は昭和基地のあるオングル島や岩
石が露出している「露岩域」と呼ばれる地域で行
います。基準点測量では、昭和基地から大陸沿岸
の露岩域に 2 泊 3 日や 3 泊 4 日とかけて行い、岩
石に直径 8cm ほどの金属の鋲を設置し、その中
心の正確な位置を、GNSS 測量機を用いて測定し
ます。さらに、衛星写真で金属鋲の位置を特定
するため、金属鋲のまわりに対空標識と呼ばれ
るマーカーを塗料で描きます。これは、衛星写真
判読の手助けとするためです。ほかにも UAV を
用いて周囲の写真撮影を行います。測地部門の隊
員は観測隊に一人しかいません。もちろん一人で
作業はできず、何人かの他部門の隊員に協力して
もらってはじめて一連の観測ができるのですが、
主要なところは自分で行うという意味ではいわば
「一人国土地理院」です。普段の業務ではすべて
を一人で担当することはありません。出発前に訓
練を受けていきましたが、南極での最初の観測は
特に緊張しました。

 

　この基準点測量は国土地理院から派遣された歴
代の隊員が実施してきた測量です。過去に設置さ
れた金属鋲も数多く存在します。これらのうちの
いくつかの位置の再測定も行いました。数十年も
前に設置された金属鋲を実際に南極で見ると、観

接岸中の「しらせ」

露岩域でのGNSS 測量
（赤い塗料で塗られているのが対空標識）

　国土地理院は、1956年の第1次南極地域観測隊から継続して観測隊に職員を派遣してきまし
た。今回は第63次隊の夏隊の一員として、令和3年11月10日から令和4年3月28日までの139日
間にわたって派遣され、国土地理院が担当する測地分野の観測を実施しました。
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測隊と国土地理院の行ってきた測量の歴史の長さ
がじかに感じられ、感慨深いものがありました。

　第 63 次隊での初めての試みに野外での絶対重
力測量がありました。重力加速度を測定する器械
には、重力の差だけが測定可能な相対重力計とそ
の場の重力加速度の大きさを直接測定可能な絶対
重力計があります。この絶対重力計を野外に持っ
ていき大陸沿岸で測定を実施したのは、国土地理
院としては初めてです。重力加速度は、緯度や経
度、高さや地下構造などの影響を受けて測定点ご
とに異なる値を持つため、重要な地理空間情報の
一つとなります。重力計は特に繊細な器械でかつ
重量もあるので、運搬にも気を遣います。大陸沿
岸で測定するためには、これまで経験のある「し
らせ」から昭和基地までの移動に加えて、昭和基
地から重機など何もない大陸沿岸までの運搬も行
わなければなりません。大陸沿岸で無事に器械が
動作し、重力加速度を測定し始めたときは安堵し
ました。

 

　南極の観測で影響を受けたものの一つは風でし
た。暴風が吹き、かつ視界が悪くなる状態をブリ
ザードと呼びます。今回の南極観測の期間では 2
回経験しました。ブリザードの間は、その強さに
よって建物の外へ出ることが制限されます。
　建物の中にいても、窓から見える様子や音から
そのすさまじさが感じられました。南極の冬に到
来するブリザードに比べれば、まだ弱いもののよ
うでしたが、それでも南極の自然の厳しさを感じ
ました。また、ブリザードほどではなくても風の
強い日が多くありました。風が強いときは体感温
度が下がり、UAV の飛行は何度か延期せざるを
得ませんでした。
　今回体験できたのは南極の自然の厳しさだけで
はありません。初めて見る海氷や真っ白な地平線
には胸躍りました。オーロラを見る機会があった
り、日が沈む直前に太陽が緑に見えるグリーンフ
ラッシュという現象も目にしたり、ペンギンがす
ぐ側まで近づいてきたりといったこともありまし
た。

 
　今回の活動期間中、気象等の影響で計画通りに
いかなかったこともありましたが、予定していた
作業の大部分を実施することができました。
　最後になりますが、南極地域観測隊へ参加する
チャンスを与えてくださった方々や準備から現地
での観測活動まで親身になって支援、協力してく
ださった方々など、南極地域観測隊への参加が決
まって、帰国までの 1 年半の間に関わりのあった
全ての皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。

海氷の上を行くペンギン

昭和基地でのUAVを用いた空中写真測量

露岩域での絶対重力測量
（露岩域ではテントを張って、その中に重力計を設置）
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一等水準点「交無号」が東京都中央区民文化財に登録
こう む  ごう

　日本の標高 0 ｍである東京湾平均海面は、明治
6 年から明治 12 年の間に霊岸島（現在の東京都
中央区新川 2 丁目）で行われた潮位観測によって
決定されました。この結果は、潮位観測に用いら
れた量水標近傍の几

き

号
ごう

水
すいじゅんてん

準点「内務省地理局水準
標石（霊岸島旧点）」に取り付けられていました
が、明治 24 年にこれに替わる強固な点として一
等水準点「交無号」が設置されました。我が国の
標高の原点である「日本水準原点」の高さは、同
年に一等水準点「交無号」から水準測量を行い定
められました。なお、点名「交無号」の由来は、
水準路線が交差する点であることを示す「交」と
「0」を意味する「無号」を合わせた事によります。

 

　この一等水準点「交無号」の標石が、令和 4 年
4 月 1 日に東京都中央区民文化財に登録されまし
た。今回の登録理由としては、「日本水準原点の
標高を定める際に、東京湾平均海面からの標高取
り付け点となった水準点であること、その役割が
油壷験潮場へと移った後も現在に至るまで、一等
水準点として使用され続けていることから、測量
技術史上の重要性と水準点としての役割をあわせ
持つ貴重なものである。」ということがあげられ
ています。
　私たちの日常生活にとって、高さの情報は不可
欠なものです。上下水道、河川、道路、港湾など

の工事や施設の管理を行う場合や洪水対策、津波
対策、地盤沈下対策のための調査、地震被害から
の復興には、正確な土地の高さが必要となりま
す。今回の登録をきっかけに、多くの方々に日本
の高さを測る水準測量の始まりの歴史にふれてい
ただければと思っています。
 

 

（関東地方測量部）

一等水準点「交無号」

位置図

中央区民文化財　登録書

　みなさま、一等水準点「交無号」という点をご存じでしょうか。一等水準点「交無号」は、
近代測量の歴史において、日本の標高決定を行う上で重要な役割を果たした点です。

登録日　　令和 4年 4月 1日

登録名称　一
いっとう

等水
すいじゅんてん

準点標
ひょうせき

石（交
こう

無
む

号
ごう

）　一基
種　別　　中央区民有形文化財　歴史資料
所在地　　新川二丁目 32番地先
所有者　　国土交通省国土地理院
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（企画部）

　「Ｇ空間 EXPO2022」（令和 4 年 12 月 6 日（火）
から 7 日（水）、東京都立産業貿易センター浜松
町館にて会場開催及びオンライン開催の予定。主
催：Ｇ空間 EXPO 運営協議会）において、国土
地理院は「Geo アクティビティコンテスト」を開
催します。
　このコンテストは、地理空間情報の利活用に関
する魅力的な「取り組み」、新しい「アイデア」、
独創的な「サービス」などを展示・発表で紹介
し、参加者や来場者との交流を通じて優良事例の
育成・普及、新しいサービスの創出など地理空間
情報の活用促進を目的としたイベントです。地理
空間情報を活用した取り組みを行っている方であ
れば、団体、個人を問わず、どなたでも応募いた
だけます。地方公共団体、教育・研究機関、学生
（高等学校生、高等専門学校生、大学生、大学院
生等）、民間企業、NPO 法人等、多くのご応募を

お待ちしております。
　応募作品の中から、あらかじめ選考委員会で選
ばれた作品については、プレゼン動画の作成、及
び「Ｇ空間 EXPO2022」会場での展示・発表をし
ていただきます。
　引き続き新型コロナウイルス感染症対策とし
て、昨年度同様プレゼン動画での審査を予定して
います。このプレゼン動画は、オンライン開催中
（会場開催日を含む 1 か月程度）、Ｇ空間 EXPO
公式サイトに掲載予定です。なお、会場への来場
及び会場での発表方法（プレゼン動画の上映又は
口頭発表）については、選択制とします。
　優れた作品には最優秀賞、部門賞等を授与しま
す。表彰式は会場で開催予定です。
　皆様の作品を多くの方に見ていただき、また他
の参加者・来場者との交流をする絶好の機会で
す。奮ってご応募ください。

　「Ｇ空間EXPO2022」において「Ｇｅｏアクティビティコンテスト」を開催します。地理空間
情報を利活用した魅力的な作品を紹介してください。

Ｇ空間EXPO2022
「Geoアクティビティコンテスト」作品募集中！

@geo_contest Geoアクティビティコンテスト

　応募〆切 令和 4 年 6 月 20 日（月）17 時【必着】

　募集要項
以下のサイトに掲載していますので、ご確認ください。

【 Ｇ空間 EXPO 公式サイト　https://www.g-expo.jp/ 】
QR コードからもアクセスできます。

　お問い合わせ
Ｇｅｏアクティビティコンテスト事務局
〒305-0811 茨城県つくば市北郷 1 番　
国土地理院 企画部 地理空間情報企画室
Tel   : 029-864-6257
E-Mail：gsi-g-kukan8＝gxb.mlit.go.jp
　　　　（＝を＠に変えてください）

応募方法

　Geoアクティビティコンテスト事務局では、
今年も Twitter や Facebook を活用し情報発信をしていきます。
ぜひフォローをお願いします。

募集チラシ

https://www.g-expo.jp/


6 月の主な行事予定

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

　4 月の報道発表

　報道の内容は、国土地理院ホームページ>2022年 報道発表資料
（https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2022.html）をご覧ください。

8 日 令和 4 年 3 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 「 Geo アクティビティコンテスト」作品募集！ 企画部

　「自然災害伝承碑     」ウェブ地図「地理院地図」公開数　　令和4年5月17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 407　　市区町村 1372　　基

3/23 ～ 6/26 企画展「緯度経度  世界共通の正確な「ものさし」へ
 ─世界測地系導入から 20 年─」

6/1，
6/8 ～ 6/30

第 51 回国土地理院報告会　※オンライン開催併用
https://www.gsi .go.jp/REPORT/HAPPYOU/
main51.html

6/5 2022「測量の日」特別企画

6/7 南海トラフ沿い地震に関する評価検討会及び地震
防災対策強化地域評論会

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/000235746.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4版（令和4年3月）」

自然災害伝承碑の申請の流れ

Geospatial Information Authority of Japan12

https://www.gsi.go.jp/REPORT/HAPPYOU/main51.html
https://www.gsi.go.jp/REPORT/HAPPYOU/main51.html
https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/denshouhi
https://www.gsi.go.jp/WNEW/koohou/
https://www.gsi.go.jp/WNEW/PRESS-RELEASE/press-2022.html
https://www.gsi.go.jp/common/000235746.pdf
https://www.gsi.go.jp/

