
【問い合わせ先】 国土交通省国土地理院
北海道地方測量部 清水

電話：011-709-9299(直通) FAX:011-709-2498
E-mail: gsi-ho-lecture＠ml.mlit.go.jp (〆切 2月2日まで）
申込用紙 http://www.gsi.go.jp/hokkaido/180207.htm

※上記の問い合わせ先へ申込用紙に必要事項を記載のうえ、FAX又はメールで事前にお申し込みください。

主 催：国土地理院北海道地方測量部、公益社団法人日本測量協会北海道支部
後援（予定）：北海道開発局、北海道、札幌市、 （一社）北海道測量設計業協会、GIS学会北海道支部、
（一社）北海道産学官研究フォーラム、特定非営利活動法人Digital北海道研究会、（一社） 日本写真測量学
会北海道支部、北海道G空間情報技術研究会、 「測量の日」北海道推進協議会

【日時】平成30年2月7日（水）

13:00開演～16:30 (開場12:30) 

【場所】札幌第１合同庁舎講堂（２Ｆ）
札幌市北区北８条西２丁目１-１
( JR札幌駅北口より徒歩５分)

【定員】200名（入場無料 申込先着順）

※会場に駐車場はございません。
ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

札幌第１合同庁舎

準天頂衛星「みちびき」（出典：qzss.go.jp）

◆『G空間社会の実現に向けた政府の取組』
国土地理院 企画部 地理空間情報企画室 吉田 健一

◆『北海道におけるICT・ドローン等活用の取組』
北海道大学大学院 農学研究院 准教授 石井 一暢

◆『北海道における地理空間情報を活用したICT農業の取組』

国土交通省 北海道開発局 事業振興部 機械課 石道 国弘

◆『室蘭市におけるオープンデータの取組』
室蘭市 企画財政部 ICT推進課 川口 陽海
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第15回北海道測量技術講演会
－ G空間社会の実現に向けた国及び道内における先端的取組 －
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第 15 回北海道測量技術講演会開催について（ご案内） 

 

日頃より、測量・地図業務の推進に関しまして、ご理解とご協力をいただき厚くお

礼を申し上げます。 

本講演会は、平成 15 年度から毎年行われているもので、今年度は、昨年 3 月に政

府の地理空間情報活用推進基本計画（第 3 期）が策定され、準天頂衛星 4 機体制に

よる高精度測位の実用化をはじめとする高度な地理空間情報の活用が期待されるこ

とから、「G 空間社会の実現に向けた国及び道内における先端的取組」をテーマとし

て、道内外における地理空間情報の新たな活用やそれを支援するための最新の取組

を紹介することにより、道内の国、地方公共団体及び民間の関係機関・関係者の地理

空間情報の効果的な活用を推進していくことを目的としております。 

 つきましては下記のとおり講演会を開催いたしますので、別紙の参加申込書にて 

平成 30 年 2 月 2 日（金）までに申し込みをしていただくようお願い申し上げます。 

 

※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。 

 

                    記 

 

１．開催日時  平成 30 年 2 月 7 日（水）13 時より（開場 12 時 30 分） 

 

２．開催場所  札幌市北区北 8 条西 2 丁目 1-1 札幌第１合同庁舎 講堂（2 階） 

 

３．主 催   国土交通省国土地理院北海道地方測量部  

公益社団法人 日本測量協会北海道支部 

 

４．定 員   200 名（入場無料 申し込み先着順）  

 

５．講演内容  別紙プログラム参照 

 

６．その他   本講演会は測量系 CPD の認定を受ける予定です。 

 

７．問い合わせ先及び参加申込 

        〒060-0808 札幌市北区北８条西２丁目１－１ 

              札幌第１合同庁舎 

           国土交通省国土地理院 

北海道地方測量部 次長 清水 乙彦 

           TEL 011-709-9299（直通） FAX 011-709-2498 
                  E-mail gsi-ho-lecture＠ml.mlit.go.jp 

                   申込用紙 http://www.gsi.go.jp/hokkaido/180207.htm  

http://www.gsi.go.jp/hokkaido/180207.htm


 
別紙 
 

第 15 回北海道測量技術講演会 参加申込書 

 

申し込み先 FAX 011-709-2498 

  E-mail gsi-ho-lecture＠ml.mlit.go.jp 
 

団体名・所属 氏名 
測量系 CPD 
申請の有無 

  有・無 

  有・無 

  有・無 

  有・無 

  有・無 

  有・無 

  有・無 

  有・無 

  有・無 

  有・無 

(記載例）   

(株)国土測量 地理 太郎 有・無 

○○市○○課 国土 花子 有・無 

  
 

 

 

備 考 
※ 測量系 CPD ポイントは、測量系 CPD 協議会から認定を受ける予定です。 
 
※ 講演資料は、１月末から以下の URL よりダウンロードが可能となります。 
 

  http://www.gsi.go.jp/hokkaido/180207.htm 
 
 



 
第 15回北海道測量技術講演会 プログラム 

― G空間社会の実現に向けた国及び道内における先端的取組 ― 
 
（1）概要 

 平成 29 年 3 月に政府の地理空間情報活用推進基本計画（第 3 期）が
策定され、今後準天頂衛星 4機体制による高精度測位の実用化をはじめ
とする高度な地理空間情報の活用が期待される。 
 本技術講演会は、これを受けて、道内外における ICT技術や地理空間
情報の新たな利活用及びそれを支援するための最新の取組を紹介するこ
とにより、道内の国、地方公共団体及び民間の関係機関・関係者の地理
空間情報の効果的な活用を促進することを目的とする。 

 
（2）主催・後援 
○ 主催：国土地理院北海道地方測量部、公益社団法人日本測量協会北海

道支部 
○ 後援【予定】：北海道開発局、北海道、札幌市、（一社）北海道測量設

計業協会、（一社）GIS 学会北海道支部、（一社）北海道産学官
研究フォーラム、特定非営利活動法人 Digital北海道研究会、（一
社）日本写真測量学会北海道支部、北海道 G空間情報技術研究
会、「測量の日」北海道推進協議会 

 
（3）日時及び会場 
○ 日時：平成 30年 2月 7日（水）13:00～16:30 
○ 会場：札幌第 1合同庁舎 2階講堂（札幌市北区北 8条西 2丁目 1-1） 

 
（4）講演内容・講師 

◇ 13:00～13:10 開会挨拶 北海道地方測量部長 乙井 康成 
① 13:10～13:55 『G空間社会の実現に向けた政府の取組』 
           国土地理院 企画部 地理空間情報企画室 吉田 健

一 
② 13:55～14:40 『北海道における地理空間情報を活用した ICT 農業の取

組』 
           北海道大学大学院 農学研究院 准教授 石井 一暢 
③ 14:55～15:30 『ICTを活用した除雪現場省力化の取組 “i-Snow”につい

て』 
           北海道開発局 事業振興部 機械課 石道 国弘 
④ 15:30～16:15 『室蘭市におけるオープンデータ推進の取組』 
           室蘭市企画財政部 ICT推進課 川口 陽海 
◇ 16:15～16:30 全体質疑・閉会 北海道地方測量部 次長 清水 乙彦 
 ※）講演時間は各課題とも発表＋質疑 5 分間を含む 

 
（5）定員 
○ 民間及び官公庁 200名 （入場無料・申込先着順） 

 
（6）連絡先 



 
○国土地理院 北海道地方測量部 次長 清水 乙彦 
  住所： 〒068-0808 札幌市北区北 8 条西 2丁目 1-1 札幌第 1合

同庁舎 10F 
  電話： 011-709-9299（直通） Fax： 011-709-2498 
  E-mail： gsi-ho-lecture＠ml.mlit.go.jp 
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