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  第第第第第     8888866666号号号号号     　　　　　44444     ペペペペペーーーーージジジジジ         平平平平平成成成成成1111111111年年年年年     1111111111月月月月月2222255555日日日日日発発発発発行行行行行

様

■■■■■22222万万万万万55555 千分千分千分千分千分11111地形図地形図地形図地形図地形図「「「「「八八八八八重重重重重干干干干干瀬瀬瀬瀬瀬」」」」」を刊行を刊行を刊行を刊行を刊行
　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、沖縄県宮古島北方海域のサンゴ礁域を沖縄県宮古島北方海域のサンゴ礁域を沖縄県宮古島北方海域のサンゴ礁域を沖縄県宮古島北方海域のサンゴ礁域を沖縄県宮古島北方海域のサンゴ礁域を

表示した表示した表示した表示した表示した22222万万万万万55555千分千分千分千分千分11111地形図地形図地形図地形図地形図「「「「「八八八八八重重重重重干干干干干瀬瀬瀬瀬瀬」」」」」およびおよびおよびおよびおよび同地形図同地形図同地形図同地形図同地形図

作成のために撮影したカラーと赤外カラーの空中写真作成のために撮影したカラーと赤外カラーの空中写真作成のために撮影したカラーと赤外カラーの空中写真作成のために撮影したカラーと赤外カラーの空中写真作成のために撮影したカラーと赤外カラーの空中写真を、を、を、を、を、

1212121212 月月月月月 11111 日日日日日から刊行します。から刊行します。から刊行します。から刊行します。から刊行します。

　　　　　「「「「「八八八八八重重重重重干干干干干瀬瀬瀬瀬瀬」」」」」は、は、は、は、は、大小大小大小大小大小100100100100100を超す大サンゴ礁群を超す大サンゴ礁群を超す大サンゴ礁群を超す大サンゴ礁群を超す大サンゴ礁群（（（（（周周周周周囲囲囲囲囲約約約約約

2525252525㎞㎞㎞㎞㎞）））））で、で、で、で、で、普段は海面下にあり、普段は海面下にあり、普段は海面下にあり、普段は海面下にあり、普段は海面下にあり、年に数回の大潮の時に年に数回の大潮の時に年に数回の大潮の時に年に数回の大潮の時に年に数回の大潮の時に

海面上に姿を現すことから、海面上に姿を現すことから、海面上に姿を現すことから、海面上に姿を現すことから、海面上に姿を現すことから、現地では現地では現地では現地では現地では「「「「「幻幻幻幻幻ののののの大大大大大陸陸陸陸陸」」」」」と呼と呼と呼と呼と呼

ばれ、ばれ、ばれ、ばれ、ばれ、この時期に多くの観光客が訪れています。この時期に多くの観光客が訪れています。この時期に多くの観光客が訪れています。この時期に多くの観光客が訪れています。この時期に多くの観光客が訪れています。

　近年、　近年、　近年、　近年、　近年、地元では八重干瀬の環境保全と観光資源として地元では八重干瀬の環境保全と観光資源として地元では八重干瀬の環境保全と観光資源として地元では八重干瀬の環境保全と観光資源として地元では八重干瀬の環境保全と観光資源として

の活用について議論がされる中で、の活用について議論がされる中で、の活用について議論がされる中で、の活用について議論がされる中で、の活用について議論がされる中で、詳細な地形図の整備詳細な地形図の整備詳細な地形図の整備詳細な地形図の整備詳細な地形図の整備

が強く望まれていました。が強く望まれていました。が強く望まれていました。が強く望まれていました。が強く望まれていました。

　地形図　地形図　地形図　地形図　地形図「「「「「八八八八八重重重重重干干干干干瀬瀬瀬瀬瀬」」」」」は、は、は、は、は、A1A1A1A1A1判の縦サイズで、判の縦サイズで、判の縦サイズで、判の縦サイズで、判の縦サイズで、従来の地従来の地従来の地従来の地従来の地

形図形図形図形図形図22222枚分の大きさです。枚分の大きさです。枚分の大きさです。枚分の大きさです。枚分の大きさです。サンゴ礁の表示は、サンゴ礁の表示は、サンゴ礁の表示は、サンゴ礁の表示は、サンゴ礁の表示は、最大干潮最大干潮最大干潮最大干潮最大干潮

時に海面上に現れるサンゴ礁と、時に海面上に現れるサンゴ礁と、時に海面上に現れるサンゴ礁と、時に海面上に現れるサンゴ礁と、時に海面上に現れるサンゴ礁と、海面下のサンゴ礁を区海面下のサンゴ礁を区海面下のサンゴ礁を区海面下のサンゴ礁を区海面下のサンゴ礁を区

分して別の記号で表示しています。分して別の記号で表示しています。分して別の記号で表示しています。分して別の記号で表示しています。分して別の記号で表示しています。また、また、また、また、また、代表的なサン代表的なサン代表的なサン代表的なサン代表的なサン

ゴ礁については名称も表示しています。ゴ礁については名称も表示しています。ゴ礁については名称も表示しています。ゴ礁については名称も表示しています。ゴ礁については名称も表示しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［［［［［位位位位位置置置置置図図図図図33333ページ］ページ］ページ］ページ］ページ］

■細密数値情報■細密数値情報■細密数値情報■細密数値情報■細密数値情報「「「「「中中中中中部部部部部圏圏圏圏圏」」」」」「「「「「近近近近近畿畿畿畿畿圏圏圏圏圏」」」」」ののののの
          提供開始提供開始提供開始提供開始提供開始
　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、「「「「「中中中中中部部部部部圏圏圏圏圏」」」」」「「「「「近近近近近畿畿畿畿畿圏圏圏圏圏」」」」」の土地利用データの土地利用データの土地利用データの土地利用データの土地利用データ

をまとめたをまとめたをまとめたをまとめたをまとめた「「「「「細細細細細密密密密密数数数数数値値値値値情情情情情報報報報報（（（（（10m10m10m10m10mメッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用)))))」」」」」CD-CD-CD-CD-CD-

ROMROMROMROMROM の提供をの提供をの提供をの提供をの提供を 1111111111 月月月月月 1515151515日から開始しました。日から開始しました。日から開始しました。日から開始しました。日から開始しました。

　　　　　「「「「「細細細細細密密密密密数数数数数値値値値値情情情情情報報報報報（（（（（10m10m10m10m10mメッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用)))))」」」」」には、には、には、には、には、約約約約約55555年年年年年

間隔で調査した間隔で調査した間隔で調査した間隔で調査した間隔で調査した55555時期時期時期時期時期(((((約約約約約2020202020年間年間年間年間年間)))))分の土地利用データが分の土地利用データが分の土地利用データが分の土地利用データが分の土地利用データが

あり、あり、あり、あり、あり、そのそのそのそのその11111 時期分を時期分を時期分を時期分を時期分を 11111 枚の枚の枚の枚の枚の CD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMに収納しています。に収納しています。に収納しています。に収納しています。に収納しています。

　このデータを用いることにより、　このデータを用いることにより、　このデータを用いることにより、　このデータを用いることにより、　このデータを用いることにより、パソコン画面上に土パソコン画面上に土パソコン画面上に土パソコン画面上に土パソコン画面上に土

地利用の現状や変化を表示することができるほか、地利用の現状や変化を表示することができるほか、地利用の現状や変化を表示することができるほか、地利用の現状や変化を表示することができるほか、地利用の現状や変化を表示することができるほか、任意任意任意任意任意

の地域における集計や解析を行うことができます。の地域における集計や解析を行うことができます。の地域における集計や解析を行うことができます。の地域における集計や解析を行うことができます。の地域における集計や解析を行うことができます。

　今回の提供により、　今回の提供により、　今回の提供により、　今回の提供により、　今回の提供により、昨年から提供を始めた昨年から提供を始めた昨年から提供を始めた昨年から提供を始めた昨年から提供を始めた「「「「「首首首首首都都都都都圏圏圏圏圏」」」」」

データとあわせて、データとあわせて、データとあわせて、データとあわせて、データとあわせて、三大都市圏の土地利用データが整備三大都市圏の土地利用データが整備三大都市圏の土地利用データが整備三大都市圏の土地利用データが整備三大都市圏の土地利用データが整備

されたことになります。されたことになります。されたことになります。されたことになります。されたことになります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［［［［［４４４４４ペペペペペーーーーージジジジジににににに詳詳詳詳詳細細細細細］］］］］

■地理情報標準推進委員会を開催■地理情報標準推進委員会を開催■地理情報標準推進委員会を開催■地理情報標準推進委員会を開催■地理情報標準推進委員会を開催
　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、1111111111 月月月月月 1717171717日、日、日、日、日、平成平成平成平成平成1111111111年度の第年度の第年度の第年度の第年度の第11111 回地理回地理回地理回地理回地理

情報標準推進委員会を開催しました。情報標準推進委員会を開催しました。情報標準推進委員会を開催しました。情報標準推進委員会を開催しました。情報標準推進委員会を開催しました。

　同委員会は、　同委員会は、　同委員会は、　同委員会は、　同委員会は、国土地理院が平成国土地理院が平成国土地理院が平成国土地理院が平成国土地理院が平成1111111111年度から年度から年度から年度から年度から1313131313年度にか年度にか年度にか年度にか年度にか

けて行う官民共同研究けて行う官民共同研究けて行う官民共同研究けて行う官民共同研究けて行う官民共同研究「「「「「地地地地地理理理理理情情情情情報報報報報標標標標標準準準準準ののののの運運運運運用用用用用ににににに関関関関関すすすすするるるるる研研研研研

究」究」究」究」究」において、において、において、において、において、研究研究研究研究研究ののののの内容内容内容内容内容や結果や結果や結果や結果や結果について意見を得るこについて意見を得るこについて意見を得るこについて意見を得るこについて意見を得るこ

とを目的とするもので、とを目的とするもので、とを目的とするもので、とを目的とするもので、とを目的とするもので、中央大学の伊理正夫教授を委員中央大学の伊理正夫教授を委員中央大学の伊理正夫教授を委員中央大学の伊理正夫教授を委員中央大学の伊理正夫教授を委員

長として、長として、長として、長として、長として、ＧＩＳ関連の有識者ＧＩＳ関連の有識者ＧＩＳ関連の有識者ＧＩＳ関連の有識者ＧＩＳ関連の有識者1818181818名で構成されています。名で構成されています。名で構成されています。名で構成されています。名で構成されています。

　今回は、　今回は、　今回は、　今回は、　今回は、代理を含めて代理を含めて代理を含めて代理を含めて代理を含めて1616161616名が出席し、名が出席し、名が出席し、名が出席し、名が出席し、事務局から、事務局から、事務局から、事務局から、事務局から、地地地地地

理情報標準の経緯と現状、理情報標準の経緯と現状、理情報標準の経緯と現状、理情報標準の経緯と現状、理情報標準の経緯と現状、官民共同研究の概要などにつ官民共同研究の概要などにつ官民共同研究の概要などにつ官民共同研究の概要などにつ官民共同研究の概要などにつ

いての説明がなされた後、いての説明がなされた後、いての説明がなされた後、いての説明がなされた後、いての説明がなされた後、質疑が行われました。質疑が行われました。質疑が行われました。質疑が行われました。質疑が行われました。

　各委員からは、　各委員からは、　各委員からは、　各委員からは、　各委員からは、今後の研究の進め方に関して、今後の研究の進め方に関して、今後の研究の進め方に関して、今後の研究の進め方に関して、今後の研究の進め方に関して、ＧＩＳＧＩＳＧＩＳＧＩＳＧＩＳ

のより一層の普及を進める立場から多くの意見が出され、のより一層の普及を進める立場から多くの意見が出され、のより一層の普及を進める立場から多くの意見が出され、のより一層の普及を進める立場から多くの意見が出され、のより一層の普及を進める立場から多くの意見が出され、

活発な議論が展開されました。活発な議論が展開されました。活発な議論が展開されました。活発な議論が展開されました。活発な議論が展開されました。

　次回の委員会は、　次回の委員会は、　次回の委員会は、　次回の委員会は、　次回の委員会は、来年来年来年来年来年33333月に開催される予定です。月に開催される予定です。月に開催される予定です。月に開催される予定です。月に開催される予定です。

■第■第■第■第■第135135135135135回地震予知連絡会を開催回地震予知連絡会を開催回地震予知連絡会を開催回地震予知連絡会を開催回地震予知連絡会を開催
　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、1111111111月月月月月 1515151515日、日、日、日、日、関東地方測量部において、関東地方測量部において、関東地方測量部において、関東地方測量部において、関東地方測量部において、

第第第第第135135135135135回地震予知連絡会を開催しました。回地震予知連絡会を開催しました。回地震予知連絡会を開催しました。回地震予知連絡会を開催しました。回地震予知連絡会を開催しました。

　会議では、　会議では、　会議では、　会議では、　会議では、全国各地の地震および地殻変動などについ全国各地の地震および地殻変動などについ全国各地の地震および地殻変動などについ全国各地の地震および地殻変動などについ全国各地の地震および地殻変動などについ

て、て、て、て、て、大学、大学、大学、大学、大学、関係観測研究機関などより観測関係観測研究機関などより観測関係観測研究機関などより観測関係観測研究機関などより観測関係観測研究機関などより観測・・・・・研究成果の報研究成果の報研究成果の報研究成果の報研究成果の報

告があり、告があり、告があり、告があり、告があり、議論が行われました。議論が行われました。議論が行われました。議論が行われました。議論が行われました。

　今回のトピックスとして、　今回のトピックスとして、　今回のトピックスとして、　今回のトピックスとして、　今回のトピックスとして、88888月月月月月1717171717日のトルコの地震日のトルコの地震日のトルコの地震日のトルコの地震日のトルコの地震(M7.4)(M7.4)(M7.4)(M7.4)(M7.4)

およびおよびおよびおよびおよび99999月月月月月2121212121日の台湾中部の地震日の台湾中部の地震日の台湾中部の地震日の台湾中部の地震日の台湾中部の地震（（（（（M7.7)M7.7)M7.7)M7.7)M7.7)についての観測についての観測についての観測についての観測についての観測・・・・・

調査結果の報告があり、調査結果の報告があり、調査結果の報告があり、調査結果の報告があり、調査結果の報告があり、討議が行われました。討議が行われました。討議が行われました。討議が行われました。討議が行われました。また、また、また、また、また、1010101010月月月月月

ににににに開催された開催された開催された開催された開催されたＧＰＳ国際シンポジウムにおけるＧＰＳによＧＰＳ国際シンポジウムにおけるＧＰＳによＧＰＳ国際シンポジウムにおけるＧＰＳによＧＰＳ国際シンポジウムにおけるＧＰＳによＧＰＳ国際シンポジウムにおけるＧＰＳによ

る地殻変動検出などの動向についても報告がありました。る地殻変動検出などの動向についても報告がありました。る地殻変動検出などの動向についても報告がありました。る地殻変動検出などの動向についても報告がありました。る地殻変動検出などの動向についても報告がありました。

や　　び　　じや　　び　　じや　　び　　じや　　び　　じや　　び　　じ



－－－－－ 2  2  2  2  2 －－－－－

新刊地図案内新刊地図案内新刊地図案内新刊地図案内新刊地図案内 平成12年1月１日、2月1日刊行予定

数値地図の価格と
購入方法
[[[[[価格価格価格価格価格:1:1:1:1:1枚枚枚枚枚(((((消費税込み消費税込み消費税込み消費税込み消費税込み)])])])])]

 FD FD FD FD FD　　　　　　　　　　     ：：：：：6,6,6,6,6,000000000000000円円円円円

 CD-ROM  CD-ROM  CD-ROM  CD-ROM  CD-ROM ：：：：：7,7,7,7,7,500500500500500円円円円円　　　　　
     [[[[[購入方法購入方法購入方法購入方法購入方法]]]]]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　数値地図を購入する場数値地図を購入する場数値地図を購入する場数値地図を購入する場数値地図を購入する場

合は、合は、合は、合は、合は、下記へ直接お申し下記へ直接お申し下記へ直接お申し下記へ直接お申し下記へ直接お申し

込み下さい。込み下さい。込み下さい。込み下さい。込み下さい。また、また、また、また、また、国土国土国土国土国土

地理院の地図を取り扱っ地理院の地図を取り扱っ地理院の地図を取り扱っ地理院の地図を取り扱っ地理院の地図を取り扱っ

ている書店でも取り次いている書店でも取り次いている書店でも取り次いている書店でも取り次いている書店でも取り次い

でおります。でおります。でおります。でおります。でおります。　　　　　　　　　　

(((((財財財財財)))))日本地図センター日本地図センター日本地図センター日本地図センター日本地図センター

                              　　　　　                    普及販売普及販売普及販売普及販売普及販売部部部部部

  TEL 03-3485-5414  TEL 03-3485-5414  TEL 03-3485-5414  TEL 03-3485-5414  TEL 03-3485-5414

          刊行地図面数刊行地図面数刊行地図面数刊行地図面数刊行地図面数
(((((平成平成平成平成平成1111111111年年年年年1111111111月月月月月11111日現在日現在日現在日現在日現在)))))

11111万分万分万分万分万分11111地形図地形図地形図地形図地形図　　　　　     282828282866666面面面面面
22222万万万万万55555千分千分千分千分千分11111地地地地地形形形形形図図図図図          4,3524,3524,3524,3524,352面面面面面
55555 万分万分万分万分万分11111 地形地形地形地形地形図図図図図 1,2911,2911,2911,2911,291面面面面面
2020202020万分万分万分万分万分11111地勢図地勢図地勢図地勢図地勢図                    130130130130130面面面面面

     ［［［［［主主主主主ななななな地地地地地図図図図図ののののの価価価価価格格格格格］］］］］
11111万分万分万分万分万分11111地形図地形図地形図地形図地形図(5(5(5(5(5色色色色色)  450)  450)  450)  450)  450
22222万万万万万55555千分千分千分千分千分11111地形図地形図地形図地形図地形図    270    270    270    270    270
55555万分万分万分万分万分11111地形図地形図地形図地形図地形図(4(4(4(4(4色色色色色)  290)  290)  290)  290)  290
2020202020万分万分万分万分万分11111地勢図地勢図地勢図地勢図地勢図      320      320      320      320      320
5050505050万分万分万分万分万分11111地方図地方図地方図地方図地方図(4(4(4(4(4色色色色色) 650) 650) 650) 650) 650
100100100100100万分万分万分万分万分11111日本　　日本　　日本　　日本　　日本　　  650  650  650  650  650
100100100100100万分万分万分万分万分11111国際図国際図国際図国際図国際図                              890890890890890
300300300300300万分万分万分万分万分11111日本とその周辺日本とその周辺日本とその周辺日本とその周辺日本とその周辺          890890890890890
11111万分万分万分万分万分11111火山基本図　火山基本図　火山基本図　火山基本図　火山基本図　          590590590590590
　　　　　　　　　　(((((円円円円円：：：：：消費税込み消費税込み消費税込み消費税込み消費税込み)))))

     ［［［［［購購購購購入入入入入方方方方方法法法法法］］］］］
　国土地理院刊行の地図　国土地理院刊行の地図　国土地理院刊行の地図　国土地理院刊行の地図　国土地理院刊行の地図

を取り扱っている全国のを取り扱っている全国のを取り扱っている全国のを取り扱っている全国のを取り扱っている全国の

書店等でお買い求め下さ書店等でお買い求め下さ書店等でお買い求め下さ書店等でお買い求め下さ書店等でお買い求め下さ

い。い。い。い。い。また、また、また、また、また、通信販売を利通信販売を利通信販売を利通信販売を利通信販売を利

用することもできます。用することもできます。用することもできます。用することもできます。用することもできます。

通信販売のお申し込みは通信販売のお申し込みは通信販売のお申し込みは通信販売のお申し込みは通信販売のお申し込みは

下記へ。下記へ。下記へ。下記へ。下記へ。

(((((財財財財財)))))日本地図センター　日本地図センター　日本地図センター　日本地図センター　日本地図センター　

〒〒〒〒〒153-0042153-0042153-0042153-0042153-0042

東京都目黒区青葉台東京都目黒区青葉台東京都目黒区青葉台東京都目黒区青葉台東京都目黒区青葉台4-9-64-9-64-9-64-9-64-9-6

  TEL 03-3485-5414  TEL 03-3485-5414  TEL 03-3485-5414  TEL 03-3485-5414  TEL 03-3485-5414

　国土地理院の刊行地図　国土地理院の刊行地図　国土地理院の刊行地図　国土地理院の刊行地図　国土地理院の刊行地図

に関するお問い合わせはに関するお問い合わせはに関するお問い合わせはに関するお問い合わせはに関するお問い合わせは

下記へ。下記へ。下記へ。下記へ。下記へ。

建設省国土地理院企画部建設省国土地理院企画部建設省国土地理院企画部建設省国土地理院企画部建設省国土地理院企画部

情報管理課生産管理係情報管理課生産管理係情報管理課生産管理係情報管理課生産管理係情報管理課生産管理係

〒〒〒〒〒305-0811305-0811305-0811305-0811305-0811

茨城県つくば市北郷茨城県つくば市北郷茨城県つくば市北郷茨城県つくば市北郷茨城県つくば市北郷11111番番番番番

 TEL 0298-64-1111 TEL 0298-64-1111 TEL 0298-64-1111 TEL 0298-64-1111 TEL 0298-64-1111

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (  (  (  (  (内線内線内線内線内線 3351) 3351) 3351) 3351) 3351)

地図の価格と購入方法

新新新新新     刊刊刊刊刊     情情情情情     報報報報報
ＧＳＩﾏｯﾌﾟﾆｭｰｽ 第 86号 平成11年 11月 25日

○平成○平成○平成○平成○平成1212121212年年年年年11111月月月月月11111日刊行日刊行日刊行日刊行日刊行

22222万万万万万55555千分千分千分千分千分11111地地地地地形形形形形図図図図図（（（（（柾判柾判柾判柾判柾判33333色色色色色）））））     11111面面面面面

     図図図図図                    名名名名名 　地　地　地　地　地          図図図図図          番番番番番          号号号号号 　　　　　     実実実実実施施施施施年年年年年・・・・・種種種種種別別別別別 　　備　　備　　備　　備　　備                                                  考　考　考　考　考　

高 松 北 部高 松 北 部高 松 北 部高 松 北 部高 松 北 部 徳徳徳徳徳                                   島島島島島 14-4 14-4 14-4 14-4 14-4  11 11 11 11 11年年年年年     部分修正部分修正部分修正部分修正部分修正 高高高高高松松松松松琴琴琴琴琴平平平平平電電電電電鉄鉄鉄鉄鉄琴琴琴琴琴平平平平平線線線線線「「「「「瓦瓦瓦瓦瓦町町町町町駅駅駅駅駅」」」」」ののののの改改改改改良良良良良、、、、、

高松港の埋立高松港の埋立高松港の埋立高松港の埋立高松港の埋立

○平成○平成○平成○平成○平成1212121212年年年年年22222月月月月月11111日刊行日刊行日刊行日刊行日刊行

11111万分万分万分万分万分11111地地地地地形形形形形図図図図図（（（（（四六半裁判折図四六半裁判折図四六半裁判折図四六半裁判折図四六半裁判折図55555色色色色色）））））11111面面面面面
     図図図図図                    名名名名名 　地　地　地　地　地          図図図図図          番番番番番          号号号号号 　　　　　実実実実実施施施施施年年年年年・・・・・種種種種種別別別別別 　　備　　　　　考　　　備　　　　　考　　　備　　　　　考　　　備　　　　　考　　　備　　　　　考　

三三三三三                              宮宮宮宮宮 京都及大阪京都及大阪京都及大阪京都及大阪京都及大阪 16-2-2 16-2-2 16-2-2 16-2-2 16-2-2 11 11 11 11 11年年年年年     修修修修修                    正正正正正 阪神高速３号神戸線の復旧、阪神高速３号神戸線の復旧、阪神高速３号神戸線の復旧、阪神高速３号神戸線の復旧、阪神高速３号神戸線の復旧、ﾊｰﾊﾞｰﾊｲｳｪｲﾊｰﾊﾞｰﾊｲｳｪｲﾊｰﾊﾞｰﾊｲｳｪｲﾊｰﾊﾞｰﾊｲｳｪｲﾊｰﾊﾞｰﾊｲｳｪｲの復旧、の復旧、の復旧、の復旧、の復旧、

神戸港港島神戸港港島神戸港港島神戸港港島神戸港港島ﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙののののの完完完完完成成成成成、、、、、摩摩摩摩摩耶耶耶耶耶埠埠埠埠埠頭頭頭頭頭・・・・・新新新新新港港港港港東東東東東埠埠埠埠埠頭頭頭頭頭・・・・・

中央堤の埋立拡張中央堤の埋立拡張中央堤の埋立拡張中央堤の埋立拡張中央堤の埋立拡張

22222万万万万万55555千分千分千分千分千分11111地地地地地形形形形形図図図図図（（（（（柾判柾判柾判柾判柾判33333色色色色色）））））     1919191919面面面面面
     図図図図図                    名名名名名 　地　地　地　地　地          図図図図図          番番番番番          号号号号号 　　　　　実実実実実施施施施施年年年年年・・・・・種種種種種別別別別別 　　備　　備　　備　　備　　備                                                  考　考　考　考　考　

幌幌幌幌幌                              満満満満満 広広広広広                              尾尾尾尾尾  16-4 16-4 16-4 16-4 16-4  11 11 11 11 11年年年年年     部分修正部分修正部分修正部分修正部分修正 幌満幌満幌満幌満幌満ﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙののののの完完完完完成成成成成、、、、、湾湾湾湾湾岸岸岸岸岸整整整整整備備備備備

津津津津津                              谷谷谷谷谷 一一一一一                              関関関関関 8-1･38-1･38-1･38-1･38-1･3 〃〃〃〃〃 国道国道国道国道国道4545454545号線号線号線号線号線ﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽののののの完完完完完成成成成成、、、、、郵郵郵郵郵便便便便便局局局局局・・・・・駐駐駐駐駐在在在在在所所所所所ののののの

移移移移移転転転転転・・・・・新新新新新設設設設設

中中中中中          茂茂茂茂茂          庭庭庭庭庭 福福福福福                              島島島島島   9-2  9-2  9-2  9-2  9-2                          〃〃〃〃〃 国道国道国道国道国道399399399399399号号号号号線線線線線ののののの改改改改改良良良良良、、、、、小小小小小学学学学学校校校校校ののののの移移移移移転転転転転

石石石石石                              塚塚塚塚塚 水水水水水                              戸戸戸戸戸  10-1 10-1 10-1 10-1 10-1  10 10 10 10 10年年年年年     部分修正部分修正部分修正部分修正部分修正 上入野上入野上入野上入野上入野ﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽののののの開開開開開通通通通通、、、、、境境境境境界界界界界変変変変変更更更更更（（（（（常常常常常陸陸陸陸陸太太太太太田田田田田市市市市市・・・・・

金砂郷町）金砂郷町）金砂郷町）金砂郷町）金砂郷町）

宇都宮西部宇都宮西部宇都宮西部宇都宮西部宇都宮西部 宇宇宇宇宇          都都都都都          宮宮宮宮宮   1-4  1-4  1-4  1-4  1-4                          〃〃〃〃〃 宇宇宇宇宇都都都都都宮宮宮宮宮鹿鹿鹿鹿鹿沼沼沼沼沼有有有有有料料料料料道道道道道路路路路路ののののの完完完完完成成成成成、、、、、鹿鹿鹿鹿鹿沼沼沼沼沼環環環環環状状状状状線線線線線ののののの

一一一一一部部部部部完完完完完成成成成成、、、、、住住住住住居居居居居表表表表表示示示示示ののののの追追追追追加加加加加

浦浦浦浦浦                              賀賀賀賀賀 横横横横横          須須須須須          賀賀賀賀賀   5-2  5-2  5-2  5-2  5-2  10 10 10 10 10年年年年年     修修修修修                    正正正正正 一一一一一般般般般般道道道道道ののののの改改改改改良良良良良・・・・・拡拡拡拡拡幅幅幅幅幅、、、、、宅宅宅宅宅地地地地地造造造造造成成成成成

茶茶茶茶茶          臼臼臼臼臼          山山山山山 豊豊豊豊豊                              橋橋橋橋橋   5-2  5-2  5-2  5-2  5-2  11 11 11 11 11年年年年年     部分修正部分修正部分修正部分修正部分修正 国道国道国道国道国道151151151151151号号号号号ﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽの完成の完成の完成の完成の完成

宮宮宮宮宮                              津津津津津 宮宮宮宮宮                              津津津津津  15-2 15-2 15-2 15-2 15-2                          〃〃〃〃〃 一一一一一般般般般般道道道道道ののののの改改改改改良良良良良、、、、、天天天天天橋橋橋橋橋立立立立立駅駅駅駅駅前前前前前郵郵郵郵郵便便便便便局局局局局ののののの移移移移移転転転転転

三三三三三          岳岳岳岳岳          山山山山山                     〃〃〃〃〃  16-4 16-4 16-4 16-4 16-4  11 11 11 11 11年年年年年     修修修修修                    正正正正正 国道国道国道国道国道426426426426426号登尾号登尾号登尾号登尾号登尾ﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙの完成の完成の完成の完成の完成

宇宇宇宇宇                              治治治治治 京都及大阪京都及大阪京都及大阪京都及大阪京都及大阪   3-4  3-4  3-4  3-4  3-4  11 11 11 11 11年年年年年     部分修正部分修正部分修正部分修正部分修正 一一一一一般般般般般道道道道道ののののの改改改改改良良良良良・・・・・拡拡拡拡拡幅幅幅幅幅、、、、、林林林林林道道道道道ののののの完完完完完成成成成成、、、、、東東東東東城城城城城陽陽陽陽陽ｸﾞﾗｳｸﾞﾗｳｸﾞﾗｳｸﾞﾗｳｸﾞﾗｳ

ﾝﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾄﾞの完成の完成の完成の完成の完成

戸戸戸戸戸          倉倉倉倉倉          峠峠峠峠峠 姫姫姫姫姫                              路路路路路   5-3  5-3  5-3  5-3  5-3  10 10 10 10 10年年年年年     部分修正部分修正部分修正部分修正部分修正 一般道大屋波賀線若杉一般道大屋波賀線若杉一般道大屋波賀線若杉一般道大屋波賀線若杉一般道大屋波賀線若杉ﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽの完成の完成の完成の完成の完成

徳徳徳徳徳                              島島島島島 徳徳徳徳徳                              島島島島島 8-2･48-2･48-2･48-2･48-2･4  11 11 11 11 11年年年年年     部分修正部分修正部分修正部分修正部分修正 眉山眉山眉山眉山眉山ﾊﾟｰｸﾊｲｳｪｲﾊﾟｰｸﾊｲｳｪｲﾊﾟｰｸﾊｲｳｪｲﾊﾟｰｸﾊｲｳｪｲﾊﾟｰｸﾊｲｳｪｲののののの無無無無無料料料料料化化化化化、、、、、一一一一一般般般般般道道道道道ののののの完完完完完成成成成成

阿 波 三 溪阿 波 三 溪阿 波 三 溪阿 波 三 溪阿 波 三 溪 剣剣剣剣剣                              山山山山山   9-1  9-1  9-1  9-1  9-1                          〃〃〃〃〃 国道国道国道国道国道438438438438438号号号号号ののののの拡拡拡拡拡幅幅幅幅幅、、、、、一一一一一般般般般般道道道道道ののののの拡拡拡拡拡幅幅幅幅幅

郡郡郡郡郡                              中中中中中 松松松松松                              山山山山山   6-1  6-1  6-1  6-1  6-1                          〃〃〃〃〃 一一一一一般般般般般道道道道道ののののの改改改改改良良良良良、、、、、居居居居居住住住住住表表表表表示示示示示ののののの追追追追追加加加加加

三三三三三                              瓶瓶瓶瓶瓶                     〃〃〃〃〃  12-2 12-2 12-2 12-2 12-2                          〃〃〃〃〃 一一一一一般般般般般道道道道道ののののの改改改改改良良良良良・・・・・拡拡拡拡拡幅幅幅幅幅、、、、、三三三三三角角角角角点点点点点ののののの表表表表表示示示示示

苅苅苅苅苅                              田田田田田 福福福福福                              岡岡岡岡岡   2-1  2-1  2-1  2-1  2-1                          〃〃〃〃〃 居居居居居住住住住住表表表表表示示示示示ののののの追追追追追加加加加加、、、、、三三三三三角角角角角点点点点点ののののの表表表表表示示示示示

行行行行行                              橋橋橋橋橋                     〃〃〃〃〃   2-2  2-2  2-2  2-2  2-2                          〃〃〃〃〃 JRJRJRJRJR行橋駅の高架化行橋駅の高架化行橋駅の高架化行橋駅の高架化行橋駅の高架化

甘甘甘甘甘                              木木木木木                     〃〃〃〃〃   8-1  8-1  8-1  8-1  8-1                          〃〃〃〃〃 居住表示の変更、居住表示の変更、居住表示の変更、居住表示の変更、居住表示の変更、ｺﾞﾙﾌｺﾞﾙﾌｺﾞﾙﾌｺﾞﾙﾌｺﾞﾙﾌ場の完成場の完成場の完成場の完成場の完成

脇脇脇脇脇                              元元元元元 鹿鹿鹿鹿鹿          児児児児児          島島島島島   6-4  6-4  6-4  6-4  6-4                          〃〃〃〃〃 一一一一一般般般般般道道道道道ののののの完完完完完成成成成成おおおおおよよよよよびびびびび拡拡拡拡拡幅幅幅幅幅、、、、、ゴゴゴゴゴルルルルルフフフフフ場場場場場ののののの完完完完完成成成成成

たかたかたかたかたか     まつまつまつまつまつ     ほくほくほくほくほく          ぶぶぶぶぶ

さんさんさんさんさん                    ののののの               みやみやみやみやみや

ほろほろほろほろほろ                                             まんまんまんまんまん

     つつつつつ                                                                 ややややや

なかなかなかなかなか                    ももももも                         にわにわにわにわにわ

いしいしいしいしいし                                                       づかづかづかづかづか

うつのみやせいぶうつのみやせいぶうつのみやせいぶうつのみやせいぶうつのみやせいぶ

うらうらうらうらうら                                                            ががががが

ちゃちゃちゃちゃちゃ                    うすうすうすうすうす                         やまやまやまやまやま

みやみやみやみやみや                                                            づづづづづ

     みみみみみ                    たけたけたけたけたけ               やまやまやまやまやま

     ううううう                                                                 じじじじじ

     ととととと                         くらくらくらくらくら               とうげとうげとうげとうげとうげ

とくとくとくとくとく                                                       しましましましましま

     あああああ               わわわわわ               みみみみみ               たにたにたにたにたに

ぐんぐんぐんぐんぐん                                                  ちゅうちゅうちゅうちゅうちゅう

     みみみみみ                                                            かめかめかめかめかめ

かんかんかんかんかん                                                            だだだだだ

ゆくゆくゆくゆくゆく                                                       はしはしはしはしはし

あまあまあまあまあま                                                            ぎぎぎぎぎ

わきわきわきわきわき                                                  　もと　もと　もと　もと　もと



－－－－－ 3  3  3  3  3 －－－－－

用紙の大きさ用紙の大きさ用紙の大きさ用紙の大きさ用紙の大きさ
          柾判柾判柾判柾判柾判 460 460 460 460 460×××××580580580580580
          菊判菊判菊判菊判菊判 636 636 636 636 636×××××939939939939939　　　　　
          四六判四六判四六判四六判四六判 788 788 788 788 788×××××10911091109110911091
          四六半裁判四六半裁判四六半裁判四六半裁判四六半裁判 520 520 520 520 520×××××738738738738738
           (           (           (           (           (単位単位単位単位単位mm)mm)mm)mm)mm)
図名図名図名図名図名
　　　　　地図の名称で、地図の名称で、地図の名称で、地図の名称で、地図の名称で、そのそのそのそのその
地図中に表示されて地図中に表示されて地図中に表示されて地図中に表示されて地図中に表示されて
いる地名の中で最もいる地名の中で最もいる地名の中で最もいる地名の中で最もいる地名の中で最も
著名なものを採用す著名なものを採用す著名なものを採用す著名なものを採用す著名なものを採用す
ることが多い。ることが多い。ることが多い。ることが多い。ることが多い。山、山、山、山、山、湖湖湖湖湖
沼、沼、沼、沼、沼、岬、岬、岬、岬、岬、島などの名称島などの名称島などの名称島などの名称島などの名称
を採用することもあを採用することもあを採用することもあを採用することもあを採用することもあ
る。る。る。る。る。
地図番号地図番号地図番号地図番号地図番号
　　　　　地図の地球上におけ地図の地球上におけ地図の地球上におけ地図の地球上におけ地図の地球上におけ
る位置を示すもので、る位置を示すもので、る位置を示すもので、る位置を示すもので、る位置を示すもので、
分類するのに便利なよ分類するのに便利なよ分類するのに便利なよ分類するのに便利なよ分類するのに便利なよ
うに系統的につけてあうに系統的につけてあうに系統的につけてあうに系統的につけてあうに系統的につけてあ
る。る。る。る。る。 2 2 2 2 2万万万万万55555千分千分千分千分千分11111地形図地形図地形図地形図地形図
ととととと 55555 万分万分万分万分万分 11111 地形図の地地形図の地地形図の地地形図の地地形図の地
図番号の中の地名は、図番号の中の地名は、図番号の中の地名は、図番号の中の地名は、図番号の中の地名は、
その地形図が含まれるその地形図が含まれるその地形図が含まれるその地形図が含まれるその地形図が含まれる
2 02 02 02 02 0 万分万分万分万分万分 11111 地勢図の図地勢図の図地勢図の図地勢図の図地勢図の図
名。名。名。名。名。
実施年実施年実施年実施年実施年
　　　　　地図の現地調査を実地図の現地調査を実地図の現地調査を実地図の現地調査を実地図の現地調査を実
施した年、施した年、施した年、施した年、施した年、若しくは編若しくは編若しくは編若しくは編若しくは編
集を行った年。集を行った年。集を行った年。集を行った年。集を行った年。
種別種別種別種別種別
     ［［［［［修修修修修正正正正正］］］］］
　　　　　修正測量の略称で、修正測量の略称で、修正測量の略称で、修正測量の略称で、修正測量の略称で、
地図を定期的に全面修地図を定期的に全面修地図を定期的に全面修地図を定期的に全面修地図を定期的に全面修
正する測量。正する測量。正する測量。正する測量。正する測量。
     ［［［［［改改改改改測測測測測］］］］］          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　すでに作成されたすでに作成されたすでに作成されたすでに作成されたすでに作成された22222万万万万万
55555千分千分千分千分千分11111地形図を新たに地形図を新たに地形図を新たに地形図を新たに地形図を新たに
作成しなおすこと。作成しなおすこと。作成しなおすこと。作成しなおすこと。作成しなおすこと。
     ［［［［［部部部部部分分分分分修修修修修正正正正正］］］］］
　　　　　部分修正測量の略称部分修正測量の略称部分修正測量の略称部分修正測量の略称部分修正測量の略称
で、で、で、で、で、定期修正とは別に、定期修正とは別に、定期修正とは別に、定期修正とは別に、定期修正とは別に、11111
万分万分万分万分万分11111 地形図及び地形図及び地形図及び地形図及び地形図及び22222 万万万万万 55555
千分千分千分千分千分11111地形図の表示事項地形図の表示事項地形図の表示事項地形図の表示事項地形図の表示事項
の一部に、の一部に、の一部に、の一部に、の一部に、現況との顕著現況との顕著現況との顕著現況との顕著現況との顕著
な相違が生じた場合に、な相違が生じた場合に、な相違が生じた場合に、な相違が生じた場合に、な相違が生じた場合に、
応急的に修正する測量。応急的に修正する測量。応急的に修正する測量。応急的に修正する測量。応急的に修正する測量。
     ［［［［［要要要要要部部部部部修修修修修正正正正正］］］］］
　　　　　55555万分万分万分万分万分11111以下の縮尺の以下の縮尺の以下の縮尺の以下の縮尺の以下の縮尺の
地図の部分修正。地図の部分修正。地図の部分修正。地図の部分修正。地図の部分修正。     　　　　　
          [[[[[編集］編集］編集］編集］編集］
          22222万万万万万55555千分千分千分千分千分11111地形図と地形図と地形図と地形図と地形図と
その他の資料を用いて、その他の資料を用いて、その他の資料を用いて、その他の資料を用いて、その他の資料を用いて、
道路道路道路道路道路・・・・・家屋家屋家屋家屋家屋・・・・・等高線等の等高線等の等高線等の等高線等の等高線等の
表示事項を取捨選択す表示事項を取捨選択す表示事項を取捨選択す表示事項を取捨選択す表示事項を取捨選択す
るなどして、るなどして、るなどして、るなどして、るなどして、 5 5 5 5 5万分万分万分万分万分 1 1 1 1 1
地形図を作成すること。地形図を作成すること。地形図を作成すること。地形図を作成すること。地形図を作成すること。
55555万分万分万分万分万分11111地形図から地形図から地形図から地形図から地形図から2020202020万万万万万
分分分分分 1  1  1  1  1 地勢図等を作成す地勢図等を作成す地勢図等を作成す地勢図等を作成す地勢図等を作成す
る場合も同様。る場合も同様。る場合も同様。る場合も同様。る場合も同様。
備考備考備考備考備考
　　　　　修正事項等の中から修正事項等の中から修正事項等の中から修正事項等の中から修正事項等の中から
特徴的なものを特徴的なものを特徴的なものを特徴的なものを特徴的なものを11111～～～～～22222選選選選選
んで示した。んで示した。んで示した。んで示した。んで示した。

表 の 見 方表 の 見 方表 の 見 方表 の 見 方表 の 見 方

新新新新新     刊刊刊刊刊     情情情情情     報報報報報
ＧＳＩﾏｯﾌﾟﾆｭｰｽ 第86号 平成11年 11月 25日

55555万分万分万分万分万分11111地地地地地形形形形形図図図図図（（（（（柾判柾判柾判柾判柾判44444色色色色色）））））55555面面面面面
     図図図図図                    名名名名名 　地　地　地　地　地          図図図図図          番番番番番          号号号号号 　　　　　実実実実実施施施施施年年年年年・・・・・種種種種種別別別別別 　　備　　備　　備　　備　　備                                                  考考考考考

壬壬壬壬壬                              生生生生生 宇宇宇宇宇          都都都都都          宮宮宮宮宮     2    2    2    2    2  11 11 11 11 11年年年年年     修修修修修                    正正正正正 国道国道国道国道国道121･352･408121･352･408121･352･408121･352･408121･352･408号の表示、号の表示、号の表示、号の表示、号の表示、JRJRJRJRJR真岡線の第真岡線の第真岡線の第真岡線の第真岡線の第3ｾｸﾀｰ3ｾｸﾀｰ3ｾｸﾀｰ3ｾｸﾀｰ3ｾｸﾀｰ

化化化化化（（（（（真真真真真岡岡岡岡岡鐵鐵鐵鐵鐵道道道道道）））））

高 松 南 部高 松 南 部高 松 南 部高 松 南 部高 松 南 部 徳徳徳徳徳                              島島島島島    15   15   15   15   15                          〃〃〃〃〃 国道国道国道国道国道1111111111号号号号号ﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽﾊﾞｲﾊﾟｽ（（（（（高高高高高松松松松松自自自自自動動動動動車車車車車道道道道道）））））ののののの完完完完完成成成成成、、、、、国国国国国道道道道道

377377377377377号の改良号の改良号の改良号の改良号の改良

八八八八八                              重重重重重 浜浜浜浜浜                              田田田田田     8    8    8    8    8                          〃〃〃〃〃 国道国道国道国道国道433433433433433号号号号号ののののの指指指指指定定定定定、、、、、町町町町町役役役役役場場場場場ののののの移移移移移転転転転転（（（（（高高高高高宮宮宮宮宮町町町町町・・・・・美美美美美土土土土土

里里里里里町町町町町・・・・・千千千千千代代代代代田田田田田町町町町町）））））

松 山 南 部松 山 南 部松 山 南 部松 山 南 部松 山 南 部 松松松松松                              山山山山山     2    2    2    2    2                          〃〃〃〃〃 松松松松松山山山山山自自自自自動動動動動車車車車車道道道道道（（（（（川川川川川内内内内内ICICICICIC～伊予～伊予～伊予～伊予～伊予ICICICICIC）））））ののののの完完完完完成成成成成

宿宿宿宿宿                              毛毛毛毛毛 宇宇宇宇宇          和和和和和          島島島島島     7    7    7    7    7  10 10 10 10 10年年年年年     要部修正要部修正要部修正要部修正要部修正 土佐くろしお鉄道宿毛線の完成土佐くろしお鉄道宿毛線の完成土佐くろしお鉄道宿毛線の完成土佐くろしお鉄道宿毛線の完成土佐くろしお鉄道宿毛線の完成

22222万万万万万55555千分千分千分千分千分11111土地条件図土地条件図土地条件図土地条件図土地条件図(((((四四四四四六六六六六判判判判判折折折折折図図図図図・・・・・表表表表表55555色裏色裏色裏色裏色裏11111色色色色色)))))11111面面面面面
     図図図図図                    名名名名名 　　　　　実実実実実施施施施施年年年年年・・・・・種種種種種別別別別別 　　　備　　　備　　　備　　　備　　　備                                                  考考考考考

和和和和和          歌歌歌歌歌          山山山山山 8･98･98･98･98･9年年年年年     調調調調調査査査査査・・・・・編編編編編集集集集集

     みみみみみ                                                                 ぶぶぶぶぶ

たかたかたかたかたか     まつまつまつまつまつ     なんなんなんなんなん     ぶぶぶぶぶ

     ややややや                                                                 えええええ

まつまつまつまつまつ     やまやまやまやまやま     なんなんなんなんなん     ぶぶぶぶぶ

すくすくすくすくすく                                                            ももももも

     わわわわわ                         かかかかか                    やまやまやまやまやま

2.52.52.52.52.5万分１地形図図郭万分１地形図図郭万分１地形図図郭万分１地形図図郭万分１地形図図郭

00000 10Km10Km10Km10Km10Km

八重干瀬八重干瀬八重干瀬八重干瀬八重干瀬
や　び　じや　び　じや　び　じや　び　じや　び　じ

沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県

伊 良 部 町伊 良 部 町伊 良 部 町伊 良 部 町伊 良 部 町

伊良部島伊良部島伊良部島伊良部島伊良部島

平　良　市平　良　市平　良　市平　良　市平　良　市

池間島池間島池間島池間島池間島

西平安名岬西平安名岬西平安名岬西平安名岬西平安名岬

伊良部島伊良部島伊良部島伊良部島伊良部島

下地島下地島下地島下地島下地島 宮古島宮古島宮古島宮古島宮古島

池間島池間島池間島池間島池間島

八重干瀬八重干瀬八重干瀬八重干瀬八重干瀬

大神島大神島大神島大神島大神島

■■■■■ 22222万万万万万 55555千分千分千分千分千分11111 地形図地形図地形図地形図地形図「「「「「八八八八八重重重重重干干干干干瀬瀬瀬瀬瀬」」」」」位置図位置図位置図位置図位置図
や　び　じや　び　じや　び　じや　び　じや　び　じ
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新新新新新     刊刊刊刊刊     情情情情情     報報報報報つくば便りつくば便りつくば便りつくば便りつくば便り

     編集編集編集編集編集 　　　　　国土地理院ニュースレター編集委員会国土地理院ニュースレター編集委員会国土地理院ニュースレター編集委員会国土地理院ニュースレター編集委員会国土地理院ニュースレター編集委員会
     発行発行発行発行発行 　　　　　建設省国土地理院企画部建設省国土地理院企画部建設省国土地理院企画部建設省国土地理院企画部建設省国土地理院企画部
　　　　　　　　　　 　　　　　〒〒〒〒〒305-0811305-0811305-0811305-0811305-0811　茨城県つくば市北郷１番　茨城県つくば市北郷１番　茨城県つくば市北郷１番　茨城県つくば市北郷１番　茨城県つくば市北郷１番

               TEL 0298-64-1111TEL 0298-64-1111TEL 0298-64-1111TEL 0298-64-1111TEL 0298-64-1111　　　　　FAX 0298-64-1658FAX 0298-64-1658FAX 0298-64-1658FAX 0298-64-1658FAX 0298-64-1658
               連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先：：：：：企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課企画調整課          研究調整係研究調整係研究調整係研究調整係研究調整係(ﾃｸﾉﾆｭｰｽ(ﾃｸﾉﾆｭｰｽ(ﾃｸﾉﾆｭｰｽ(ﾃｸﾉﾆｭｰｽ(ﾃｸﾉﾆｭｰｽ)))))
　　　　　                                        情報管理課情報管理課情報管理課情報管理課情報管理課          生産管理係生産管理係生産管理係生産管理係生産管理係(ﾏｯﾌﾟﾆｭｰｽ)(ﾏｯﾌﾟﾆｭｰｽ)(ﾏｯﾌﾟﾆｭｰｽ)(ﾏｯﾌﾟﾆｭｰｽ)(ﾏｯﾌﾟﾆｭｰｽ)

　　　　　　　　　　      　　　　　国土地理院ホームページのＵＲＬ国土地理院ホームページのＵＲＬ国土地理院ホームページのＵＲＬ国土地理院ホームページのＵＲＬ国土地理院ホームページのＵＲＬ
　　  http://www.gsi-mc.go.jp/　

ＧＳＩﾏｯﾌﾟﾆｭｰｽ 第86号 平成11年11月25日

■第■第■第■第■第4141414141次南極地域観測隊に職員を派遣次南極地域観測隊に職員を派遣次南極地域観測隊に職員を派遣次南極地域観測隊に職員を派遣次南極地域観測隊に職員を派遣
　　　　　1111111111月月月月月1414141414日正午、日正午、日正午、日正午、日正午、第第第第第 4141414141次南極地域観測隊が、次南極地域観測隊が、次南極地域観測隊が、次南極地域観測隊が、次南極地域観測隊が、南極観測南極観測南極観測南極観測南極観測

船船船船船「「「「「しししししらららららせせせせせ」」」」」で晴海埠頭から昭和基地を目指して出港しで晴海埠頭から昭和基地を目指して出港しで晴海埠頭から昭和基地を目指して出港しで晴海埠頭から昭和基地を目指して出港しで晴海埠頭から昭和基地を目指して出港し

ました。ました。ました。ました。ました。

　　　　　こここここの観測隊には、の観測隊には、の観測隊には、の観測隊には、の観測隊には、国土地理院から筒井国土地理院から筒井国土地理院から筒井国土地理院から筒井国土地理院から筒井地形課地形第一地形課地形第一地形課地形第一地形課地形第一地形課地形第一

係長係長係長係長係長ががががが夏隊員として夏隊員として夏隊員として夏隊員として夏隊員として参加して参加して参加して参加して参加しています。います。います。います。います。オングル島やオメオングル島やオメオングル島やオメオングル島やオメオングル島やオメ

ガ岬においてＧＰＳ精密測地網測量や露岩域変動測量などガ岬においてＧＰＳ精密測地網測量や露岩域変動測量などガ岬においてＧＰＳ精密測地網測量や露岩域変動測量などガ岬においてＧＰＳ精密測地網測量や露岩域変動測量などガ岬においてＧＰＳ精密測地網測量や露岩域変動測量など

の測地定常観測の測地定常観測の測地定常観測の測地定常観測の測地定常観測を行うほかを行うほかを行うほかを行うほかを行うほか、、、、、オングル島の縮尺オングル島の縮尺オングル島の縮尺オングル島の縮尺オングル島の縮尺33333万分の万分の万分の万分の万分の11111

のカラー空中写真撮影を実施しのカラー空中写真撮影を実施しのカラー空中写真撮影を実施しのカラー空中写真撮影を実施しのカラー空中写真撮影を実施します。ます。ます。ます。ます。

　来年　来年　来年　来年　来年33333月月月月月2727272727日には、日には、日には、日には、日には、第第第第第4040404040次南極地域観測隊の越冬隊に参次南極地域観測隊の越冬隊に参次南極地域観測隊の越冬隊に参次南極地域観測隊の越冬隊に参次南極地域観測隊の越冬隊に参

加している測地第一課福崎技官とともに帰国する予定です。加している測地第一課福崎技官とともに帰国する予定です。加している測地第一課福崎技官とともに帰国する予定です。加している測地第一課福崎技官とともに帰国する予定です。加している測地第一課福崎技官とともに帰国する予定です。

■企画展示■企画展示■企画展示■企画展示■企画展示「「「「「測測測測測量量量量量ととととと地地地地地図図図図図ででででで見見見見見るるるるる平平平平平成成成成成ののののの1010101010年」年」年」年」年」ををををを
　開催中　開催中　開催中　開催中　開催中
     　　　　　「「「「「地地地地地図図図図図ととととと測測測測測量量量量量ののののの科科科科科学学学学学館館館館館」」」」」では、では、では、では、では、天皇陛下御在位天皇陛下御在位天皇陛下御在位天皇陛下御在位天皇陛下御在位 1010101010年年年年年

記念として、記念として、記念として、記念として、記念として、1111111111 月月月月月 1212121212 日から日から日から日から日から 1212121212 月月月月月 2525252525 日まで、日まで、日まで、日まで、日まで、企画展示企画展示企画展示企画展示企画展示

｢｢｢｢｢測量と地図で見る平成の測量と地図で見る平成の測量と地図で見る平成の測量と地図で見る平成の測量と地図で見る平成の1010101010年年年年年｣｣｣｣｣を開催しています。を開催しています。を開催しています。を開催しています。を開催しています。

　この企画展示では、　この企画展示では、　この企画展示では、　この企画展示では、　この企画展示では、天皇陛下御一家と国土地理院のか天皇陛下御一家と国土地理院のか天皇陛下御一家と国土地理院のか天皇陛下御一家と国土地理院のか天皇陛下御一家と国土地理院のか

かわりをはじめ、かわりをはじめ、かわりをはじめ、かわりをはじめ、かわりをはじめ、平成平成平成平成平成 1010101010 年間の測量年間の測量年間の測量年間の測量年間の測量・・・・・地図に関する新地図に関する新地図に関する新地図に関する新地図に関する新

技術のトピックスや測量技術、技術のトピックスや測量技術、技術のトピックスや測量技術、技術のトピックスや測量技術、技術のトピックスや測量技術、地図作成技術、地図作成技術、地図作成技術、地図作成技術、地図作成技術、ＧＩＳＧＩＳＧＩＳＧＩＳＧＩＳ

（（（（（地地地地地理理理理理情情情情情報報報報報シシシシシススススステテテテテムムムムム）））））の基盤整備と応用、の基盤整備と応用、の基盤整備と応用、の基盤整備と応用、の基盤整備と応用、災害時の緊急災害時の緊急災害時の緊急災害時の緊急災害時の緊急

対応などに関する測量機器や各種測量対応などに関する測量機器や各種測量対応などに関する測量機器や各種測量対応などに関する測量機器や各種測量対応などに関する測量機器や各種測量・・・・・地図データなど地図データなど地図データなど地図データなど地図データなど

を年表と写真、を年表と写真、を年表と写真、を年表と写真、を年表と写真、地図類で紹介しています。地図類で紹介しています。地図類で紹介しています。地図類で紹介しています。地図類で紹介しています。

■海面上昇の影響の総合評価に関する研究で■海面上昇の影響の総合評価に関する研究で■海面上昇の影響の総合評価に関する研究で■海面上昇の影響の総合評価に関する研究で■海面上昇の影響の総合評価に関する研究で
　タイへ職員を派遣　タイへ職員を派遣　タイへ職員を派遣　タイへ職員を派遣　タイへ職員を派遣
　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、　国土地理院は、1111111111月月月月月11111日から日から日から日から日から55555日まで、日まで、日まで、日まで、日まで、「「「「「海海海海海面面面面面上上上上上昇昇昇昇昇ののののの影影影影影

響の総響の総響の総響の総響の総合評価に関する研究」合評価に関する研究」合評価に関する研究」合評価に関する研究」合評価に関する研究」の現地の現地の現地の現地の現地調査調査調査調査調査のため、のため、のため、のため、のため、吉川地吉川地吉川地吉川地吉川地

理第二課長補佐、理第二課長補佐、理第二課長補佐、理第二課長補佐、理第二課長補佐、羽生技術専門職をタイへ派遣しました。羽生技術専門職をタイへ派遣しました。羽生技術専門職をタイへ派遣しました。羽生技術専門職をタイへ派遣しました。羽生技術専門職をタイへ派遣しました。

　この研究は、　この研究は、　この研究は、　この研究は、　この研究は、環境庁環境研究総合推進費により、環境庁環境研究総合推進費により、環境庁環境研究総合推進費により、環境庁環境研究総合推進費により、環境庁環境研究総合推進費により、アジアジアジアジアジ

ア太平洋地域の海面上昇ア太平洋地域の海面上昇ア太平洋地域の海面上昇ア太平洋地域の海面上昇ア太平洋地域の海面上昇の影響評価を適切に行うためのの影響評価を適切に行うためのの影響評価を適切に行うためのの影響評価を適切に行うためのの影響評価を適切に行うための

ガイドラインの作成とタイをモデル地域とした影響評価ガイドラインの作成とタイをモデル地域とした影響評価ガイドラインの作成とタイをモデル地域とした影響評価ガイドラインの作成とタイをモデル地域とした影響評価ガイドラインの作成とタイをモデル地域とした影響評価

データのＧＩＳによる統合化を目的としています。データのＧＩＳによる統合化を目的としています。データのＧＩＳによる統合化を目的としています。データのＧＩＳによる統合化を目的としています。データのＧＩＳによる統合化を目的としています。

　今回の現地調査では、　今回の現地調査では、　今回の現地調査では、　今回の現地調査では、　今回の現地調査では、昨年度の研究成果および今年度昨年度の研究成果および今年度昨年度の研究成果および今年度昨年度の研究成果および今年度昨年度の研究成果および今年度

の研究内容について現地研究者と意見交換を行うとともの研究内容について現地研究者と意見交換を行うとともの研究内容について現地研究者と意見交換を行うとともの研究内容について現地研究者と意見交換を行うとともの研究内容について現地研究者と意見交換を行うととも

に、に、に、に、に、簡易水準測量、簡易水準測量、簡易水準測量、簡易水準測量、簡易水準測量、簡易験潮場の設置および取付水準測簡易験潮場の設置および取付水準測簡易験潮場の設置および取付水準測簡易験潮場の設置および取付水準測簡易験潮場の設置および取付水準測

量、量、量、量、量、土地利用状況の調査を行いました。土地利用状況の調査を行いました。土地利用状況の調査を行いました。土地利用状況の調査を行いました。土地利用状況の調査を行いました。また、また、また、また、また、昨年度ま昨年度ま昨年度ま昨年度ま昨年度ま

でに取得している比高データや土地利用データなどをもでに取得している比高データや土地利用データなどをもでに取得している比高データや土地利用データなどをもでに取得している比高データや土地利用データなどをもでに取得している比高データや土地利用データなどをも

とに作成した数値地形モデルの精度検証も実施しました。とに作成した数値地形モデルの精度検証も実施しました。とに作成した数値地形モデルの精度検証も実施しました。とに作成した数値地形モデルの精度検証も実施しました。とに作成した数値地形モデルの精度検証も実施しました。

■細密数値情報■細密数値情報■細密数値情報■細密数値情報■細密数値情報（（（（（10m10m10m10m10mメッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用メッシュ土地利用)))))
　　　　　CD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMの調査時期と整備地域の調査時期と整備地域の調査時期と整備地域の調査時期と整備地域の調査時期と整備地域
　このデータは、　このデータは、　このデータは、　このデータは、　このデータは、約約約約約55555年毎に行われる宅地利用動向調査を年毎に行われる宅地利用動向調査を年毎に行われる宅地利用動向調査を年毎に行われる宅地利用動向調査を年毎に行われる宅地利用動向調査を

もとに作成された土地利用に関する数値情報です。もとに作成された土地利用に関する数値情報です。もとに作成された土地利用に関する数値情報です。もとに作成された土地利用に関する数値情報です。もとに作成された土地利用に関する数値情報です。調査調査調査調査調査

は首都圏、は首都圏、は首都圏、は首都圏、は首都圏、中部圏、中部圏、中部圏、中部圏、中部圏、近畿圏について実施されています近畿圏について実施されています近畿圏について実施されています近畿圏について実施されています近畿圏について実施されています。。。。。

　　　　　11111枚の枚の枚の枚の枚のCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMには、には、には、には、には、１時期の１時期の１時期の１時期の１時期の10m10m10m10m10mメッシュ土地利用デーメッシュ土地利用デーメッシュ土地利用デーメッシュ土地利用デーメッシュ土地利用デー

タのほか、タのほか、タのほか、タのほか、タのほか、土地利用画像、土地利用画像、土地利用画像、土地利用画像、土地利用画像、10m10m10m10m10mメッシュ行政区域データ、メッシュ行政区域データ、メッシュ行政区域データ、メッシュ行政区域データ、メッシュ行政区域データ、

簡易表示ソフトが収録されています。簡易表示ソフトが収録されています。簡易表示ソフトが収録されています。簡易表示ソフトが収録されています。簡易表示ソフトが収録されています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

首　都　圏首　都　圏首　都　圏首　都　圏首　都　圏
　第　第　第　第　第11111時期時期時期時期時期 19741974197419741974 年年年年年

　第　第　第　第　第22222時期時期時期時期時期 19791979197919791979 年年年年年

　第　第　第　第　第33333時期時期時期時期時期 19841984198419841984 年年年年年

　第４時期　第４時期　第４時期　第４時期　第４時期 19891989198919891989 年年年年年

　第　第　第　第　第55555時期時期時期時期時期 19941994199419941994 年年年年年

中　部　圏中　部　圏中　部　圏中　部　圏中　部　圏
　第　第　第　第　第11111時期時期時期時期時期 19771977197719771977 年年年年年

　第　第　第　第　第22222時期時期時期時期時期 19821982198219821982 年年年年年

　第　第　第　第　第33333時期時期時期時期時期 19871987198719871987 年年年年年

　第４時期　第４時期　第４時期　第４時期　第４時期 19911991199119911991 年年年年年

　第　第　第　第　第55555時期時期時期時期時期 19971997199719971997 年年年年年

近　畿　圏近　畿　圏近　畿　圏近　畿　圏近　畿　圏
　第　第　第　第　第11111時期時期時期時期時期 19741974197419741974 年年年年年

　第　第　第　第　第22222時期時期時期時期時期 19791979197919791979 年年年年年

　第　第　第　第　第33333時期時期時期時期時期 19851985198519851985 年年年年年

　第４時期　第４時期　第４時期　第４時期　第４時期 19911991199119911991 年年年年年

　第　第　第　第　第55555時期時期時期時期時期 19961996199619961996 年年年年年


