令和３年６月７日
（一社）地図協会
令和２年度（２０２０） 事 業 報 告

令和 2 年度（２０２０）の地図協会は、定款に定める目的に従い、令和２年 4 月 1 日から令和３
年３月３1 日までの事業執行状況について報告します。
Ⅰ 地図の利用・普及および地図情報の発展に資する事業（実施事業）
１．「測量の日」関連事業
国土交通省では、測量についての意義及び重要性に対する国民の理解と関心を高めること
を目的として、平成元年から６月３日を「測量の日」と定め、測量・地図に関する情報、知識を国民
に普及、啓発する広範な運動を展開している。
令和２年度は、国土地理院関東地方測量部および当協会を含む関係団体で構成する、「測量
の日」東京地区実行委員会が主催して、第 27 回「くらしと測量・地図展－地図と測量で振り返る
平成－（災害と技術革新の時代） 」を令和２年６月３日（水）～６月５日（金）の３日間、新宿駅西口
広場イベントコーナーにおいて開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の防止の
ため、令和 2 年 4 月 7 日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出
されたことに伴い、中止となりました。
２．「地図展」の開催
地図展は、広く国民に地図を通して国土や地域について理解と親しみを深めていただくととも
に、より一層地図に親しみ、地図を利用していただくことを目的に、毎年一回全国の主要都市で
開催しています。
令和３年度は、コロナ渦でしたが、例年通り一般財団法人日本地図センターを中心に当協会
を含む関係７団体の「地図展推進協議会」主催で、「地図展 ２０２０ 双子都市 前橋・高崎の１５
０年」を１０月２１日（水）～１０月２８日（月）まで群馬県庁１階県民ホール北側（群馬県前橋市大手
町１丁目１－１）で開催しました。
当協会としては、展示品の提供など主催団体の一員として協力しました。来場者は、２，６００
人でした。
３．児童生徒地図作品展の後援・表彰及び地図教育支援活動の推進
国土地理院並びに会員の要請を受けて、地域文化事業の継承と地図理解の向上を図るため、
地方自治体等で開催する児童生徒地図作品展について後援及び表彰を行うとともに、地図教育
支援活動を積極的に推進しました。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の影響を受けて、正規会員の多摩地区、
神戸地区、大分地区及び広島地区の４団体が中止となりました。今回の児童生徒地図作品展の後援及び
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表彰は、以下のとおりです。
（１）第１８回「あこう絵マップコンクール」の後援
主 催 あこう絵マップコンクール実行委員会
開催期間 令和２年７月２５日（土）～８月１０日（月）
開催場所 赤穂駅ギャラリー
国土交通省国土地理院等とともに後援し、一般社団法人地図協会賞として、優秀作品に副
賞として、原寸大複製伊能図と赤穂市内参加生徒に地図カレンダーを贈呈しました。
（２）「第２１回鳥取県児童生徒地域地図発表作品展」の後援
主 催 鳥取県地域社会研究会等４団体
開催期間 令和２年１１月１４日（土）～１１月２９日（日）
開催場所 鳥取市歴史博物館（やまびこ館）
国土交通省国土地理院・鳥取県教育委員会等とともに後援し、一般社団法人地図協会賞
として、鳥取県内小学校の部優秀作品に、副賞として原寸大複製伊能図と参加生徒に地図
カレンダーを贈呈しまた。
また、令和３年１月９日に、「全国児童生徒地図作品展連絡協議会」（2 年に 1 回開催）の
総会が書面開催され、地図協会として、今後の取り組みとして、 ①）後援及び表彰につい
ては、来年度は１０地域に拡大するべく引き続き努力していきたい。②２．５万分１地形図の
利用拡大について現在国土地理院が発行している２．５万分地形図を防災対策や地理教育
に広く活用していただくために、普及啓蒙活動に取組でおり、「是非とも、地図を扱う販売店
に足を運んでいただき、地形図をご利用ください。」など、報告しました。
なお、総会において、次期会長には、立命館大学歴史都市防災研究所所長大窪健之氏、
副会長にとやま地図作品研究会会長 大西宏治氏が選任されました。
４．一般の方々へホームページから「月刊 地図の友」の発信
国土地理院発行の基本図（１万、２．５万、５万分１地形図、２０万分１地勢図、小縮尺図等）及び
数値地図（電子地形図２５０００等、数値地図（国土基本情報）、標高データなど）の月毎の新刊情
報などを「新刊刊行」としてまとめ、情報提供しました。
５．会員の皆様へ専用ホームページ「協会たより」を開設
会員用の専用ページについて、更新内容の検討・見直しを行いました。
６．ホームページの改良
現行の内容を検討し、更新するための役割分担を定めて、最新情報の提供に努めました。
７．感謝状の贈呈
長年に亘って地図の普及・啓蒙にご努力頂いた方々に対して、国土地理院長から次のとお
り販売店３社に感謝状が授与されました。
令和 2 年 7 月 16 日、国土地理院講堂において、新型コロナ感染拡大の防止を考慮して表
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彰式が開催され、以下の販売店が受賞されました。
株式会社三省堂書店
株式会社福岡金文堂
、
株式会社文苑堂書店
８．政府刊行地図等の販売支援
国土地理院刊行の地図等の販売を行う、㈱ぶよお堂、内外地図㈱の元売２社のほか、全国
の地図販売店の会員に対して、販売を支援するため、刊行地図に関する定価等の問題・要望
等を取りまとめ、国の関係機関へ働きかけを行いました。
（１）国土地理院長へ刊行地図に関する要望書の提出
令和元年度より継続課題であった以下について、要望を行いました。
① 元売り店・地図販売店の現地視察の実施
② 地図販売実態調査の実施
③ 自然災害伝承碑の啓発のための取組み（2.5 万地形図の掘り起こし）
④ 地理教育のための 2.5 万地形図等の利用拡大について
（２）元売り店への現地視察の実施
前述（１）①について、令和 2 年 12 月 16 日、国土地理院関係課長による、元売り店内外地
図へ現地視察を行いました。
①地形図の卸し、小売りの実態を視察
②地図購買層の拡大のための取組み
③その他
Ⅱ 政府刊行地図等の販売に関する事業（その他事業）
１．政府刊行地図等の販売
地形図等及び数値地図の販売は、当協会会員を支援する主力事業であるため、厳しい状況
ですが、会員との連携を強化し、一層の販売拡大、販路の拡大に努めました。
また、学生・児童生徒の教育分野への利用拡大などを通じて紙地図の必要性を認識していた
だくため、関係機関に強く要請しました。
地形図等及び数値地図の販売状況｛（一財）日本地図センター販売分を含む｝
国土地理院刊行の地形図等及び数値地図の一年間（令和２年４月１日～令和３年３月３１日ま
で）の販売状況は、次のとおりです。
①地形図等販売状況
区

分

令和元年度

令和２年度

前年比

1 万分の 1 地形図

１１，７３０枚

３，３００枚

2８%

2 万 5 千分の 1 地形図

２５８，５００枚

１６８，３００枚

66%

5 万分の 1 地形図

４６，５００枚

３１，０００枚

67%

20 万分の 1 地勢図他

１１，９５０枚

５，８００枚

49%

３２８，６８０枚

２０８，４００枚

6３%

計
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②数値地図販売状況（ＣＤ－ＲＯＭ版・ＤＶＤ版）
区

分

令和元年度

令和 2 年度

前年比

２，５００ （空間データ基盤）ほか

１０枚

１０枚

100%

２５，０００ （地図画像）

８０枚

９０枚

112%

５０，０００ （地図画像）

７０枚

７０枚

100%

２００，０００ （地図画像）

２０枚

２０枚

100%

２５０ｍメッシュ（標高）ほか

３０枚

３０枚

100%

国土基本情報（ＤＶＤ版）

８４０枚

１，２４０枚

148%

電子地形図２５０００（ＤＶＤ版）

１，２５０枚

８４０枚

68%

２，３００枚

２，３００枚

100%

計

２．見学会等の開催
（１）「巡検の旅」の開催
第６３回目を迎える「地図に親しむ巡検の旅」は、新型コロナウイルスの感染拡大の防止のた
め、中止とさせていただきました。
３．その他この法人の目的を達成するために必要な事業（受託）
今年度は、実績はありません。
４．執行理事会の開催
○第８回定時総会
令和２年５月２５日新型コロナウイルスの感染拡大防止に関わる政府の要請に鑑み書面表決にて開催
審議事項４つ、報告事項１つについて書面表決を行い、賛成多数で承認されました。
現会員９５社

書面表決５０社 （過半数以上）にて承認

○第１５回理事会
令和２年５月２５日新型コロナウイルスの感染拡大防止に関わる政府の要請に鑑み書面表決にて開催
審議事項５つ、報告事項２つについて書面表決を行い、賛成多数で承認されました。
関係理事７名、監事２名

計９名

〇秋季第１６回理事会
令和２年 １１月１５日 新型コロナウイルスの感染拡大防止に関わる政府の要請に鑑み書面表決にて開催
4つの報告事項について書面表決を行い、賛成多数で承認されました。
関係理事7名及び監事２名

計９名

〇定例会
令和２年 ６月１６日 目黒区日本地図センター 報告事項、審議事項 執行理事
１名、

計２名

令和２年 ７月２１日 目黒区日本地図センター 報告事項、審議事項 執行理事
３名、関係理事及び監事２名、

計５名

令和２年 ８月２５日 目黒区日本地図センター 報告事項、審議事項 執行理事
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３名、関係理事及び監事２名

計５名

令和２年 ９月１５日 目黒区日本地図センター 報告事項、審議事項 執行理事
３名、関係理事及び監事２名

計５名

令和２年 １０月１３日 目黒区日本地図センター 報告事項、審議事項 執行理事
３名、関係理事及び監事２名

計５名

令和２年 １１月１７日 目黒区日本地図センター 報告事項、審議事項 執行理事
３名関係理事及び監事２名、

計５名

令和２年 １２月１６日 内外地図本社（地理院現地視察） 執行理事
２名
令和３年

関係理事及び監事２名

計５名

２月１６日 Ｗｅｂ会議 報告事項、審議事項 執行理事
３名

令和３年

計３名

１月１９日 Ｗｅｂ会議 報告事項、審議事項 執行理事
３名

令和３年

関係理事１名、

関係理事及び監事２名

計５名

３月１６日 Ｗｅｂ会議 報告事項、審議事項 執行理事
３名

監事１名

計４名

以上
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