
 

令和３年度 事業報告 

自 令和３年４月  １日 

 至 令和４年３月３１日 

 

  令和３（2021）年度、当初の事業計画では新型コロナウイルス感染症拡大が沈静化するまで研修会

（シンポジウム、フォーラム、展示会）は集客活動を自粛する方向とせざるを得ませんが、感染予防

に細心の注意を払いつつ実施の可能性を探り、各委員会（部会）の活動は新型コロナウイルスの感染

が沈静化した場合を想定して専門部会ごとに幾つかの集客活動事業を計画し、機関誌『地図ジャーナ

ル』は夏期号／新春号の発行を予定しました。また、会員社様のビジネスを支援する地図情報、及び、

地理空間情報の整備に関する情報をホームページで配信し、中期的な活動計画として当協会内部で議

論を続けてきた「地図調製ビジネスにおける著作権のあり方」を最終的に結論づけて提言を行うほか、

「現代における地図調製ビジネスの定義・広報」を委員会の課題として議論していくなどを計画し、

これに伴う予算案を新型コロナウイルス感染症が沈静化する前提で令和 2（2020）年度同様とし、集

客活動が可能となった場合を想定し計上しました。 

しかし現実には令和 3（2021）年度は、東京都において「緊急事態宣言」、または、「まん延防止等重

点措置」のいずれかが寄せては返す波のごとく発出され、大規模イベント開催の自粛、収容人数の制

限、酒類の提供を伴う飲食店の営業自粛・時短営業、不要不急の外出を控えるなどの各種注意喚起が

呼び掛けられ、新型コロナウイルス感染者数の急増、医療体制の危機的状況などまさに国難と呼べる

状況が続き、国及び関連団体の行事に関して中止、オンライン開催へと変更を余儀なくされ、当協会

の事業計画に基づく様々な事業・委員会・部会に関しても実開催が中止となり、メール・書面表決な

どに変更されました。 

  この様な厳しい現状の中ではありましたが、業務執行理事会は電子メールによる書面表決を含め活

発な議論が交わされ以下の活動を実施しました。 

・ 「委員会・部会の web会議開催のための通信環境整備」を構築しました。 

・  研究・教育部会と広報部会による合同部会の実開催、その後の電子メールによる情報交換により 

機関誌『地図ジャーナル』2022年新春号を発行しました。 

なお、「毎年、新春号で知人の近況を知るのを楽しみにしている」、「このような状況下でよくこれ 

だけの内容を纏める事が出来、頑張った」等のお言葉がありました。 

・  令和４（2022）年版地図カレンダー（会員社様調製）の教育機関へ配布をしました。 

参照）幼稚園 2園、小学校 6校、中学高等学校 1校、高等学校 1校 

・ 「国立国会図書館による絶版資料のインターネット送信」に関する情報公開について総務委員会を 

中心に議論し、国会図書館へ質問書の提出、オンラインによる会合、国会図書館協議会へ当協会か 

らも委員（委嘱）を選出しました。 

 

Ⅰ. 会議関係 

 

1. 理事会の開催 

    1） 第 21回 理事会の開催 

        開催日時  令和３年４月１４日（水） 

  地調協第１号 提案書（令和３年度第１回）の送付 

        開催方法  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び定款第３４条の規定 

（理事会の決議の省略）に基づき理事会の決議事項について書面表決を実施した。 

        書面表決締切日  令和３年４月２３日（金） 

        理   事   １５名 



        監   事     ２名 

      議   事 

    (1)  第 1号議案 令和２年度 事業報告について 

    (2)  第２号議案 令和２年度 収支決算報告及び監査報告について 

    (3)  第３号議案 令和３年度 事業計画（案）について 

(4) 第４号議案 令和３年度 収支予算（案）並びに短期借入金１千万円承認の件について 

    (5)  第５号議案 役員選任の件 

    (6)  第６号議案 事務局長選任の件 

【審議の結果】 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び定款第３４条（理事会 

の決議の省略）の規定に基づき理事会の決議事項につき書面表決を依頼し令和３ 

年４月２３日（金）、理事全員から同意の意思表示があり、かつ監事から異議がな 

い事が確認され、当該議案を承認する理事会の決議があったと見做された。 

      報   告 

報告事項１ 会長、専務理事、業務執行理事の職務の執行状況について 

          書面により職務の執行状況が報告された。 

    報告事項２ 会員の異動報告 

                    事務局より令和３年３月３１日（水）現在の会員動向につき別紙資料により報 

告された。 

    報告事項３ 新事務所移転について 

                    事務局より文京区白山より同小石川へ事務室移転が報告された。 

    【書面表決】 報告事項１から３まで理事・監事全員の同意の意思表示がありすべて承認された。 

2)  第 22回 理事会の開催 

開催日時  令和３年５月１７日（月） 地調協第６号 提案書（令和３年度第３回）の送付 

開催方法  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び定款第３４条の規定 

（理事会の決議の省略）に基づき理事会の決議事項について書面表決を実施 

        書面表決締切日  令和３年５月３１日（月） 

        理    事    １４名 

        監    事      ２名 

      議    事 

(1)  第１号議案 令和３・４年度 役員の職掌選任の件（会長、専務理事、業務執行理事） 

(2)  第２号議案 令和３・４年度 委員会委員長選任の件（総務委員長、企画委員長） 

【審議の結果】 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び定款第３４条（理事会 

の決議の省略）の規定に基づき理事会の決議事項につき書面表決を依頼し令和３ 

年５月３１日（月）、理事全員から同意の意思表示があり、かつ監事から異議がな 

い事が確認され、当該議案を承認する理事会の決議があったと見做された。 

3） 第 23回 理事会の開催 

開催日時  令和３年１０月２０日（水） 

開催方法  対面による実開催 

        理   事   １４名（欠席３名） 

        監   事     ２名 

議   事 

  （1） 第１号議案 令和３年度 事業中間報告について 

  (2)  第２号議案 令和３年度 収支決算中間報告について 

  (3)  第３号議案 表彰規程の内規に関する一部変更について 

                                               （永年勤続表彰規程の３０年を２０年に変更） 



      報   告 

        報告事項１ 会長、専務理事、業務執行理事の職務の執行状況について 

    報告事項２ 会員の異動報告 

報告事項３ その他 

    【審議の結果】 議案、及び、報告事項につき異議なく総て承認された。 

 

2．通常総会の開催 

        開催日時  令和３年５月１７日（水） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る「緊急事態宣言」発令により実開催を 

中止した。 

        開催方法  令和３年 5月１７日（月） 地調協発第５号 提案書の送付 

                  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第５８条第１項及び第４項（社員総 

会の決議の省略）、定款第１２条（権限）及び第１９条（総会の決議の省略）の規 

定に基づき書面表決を実施した。 

        書面表決決議日  令和３年５月３１日（月） 

会 員 総 数   ３１名/社 

表決参加会員  ２９名/社 

第 9回  通常総会名簿（令和 3年 5月 17日現在） 

正  会  員 代 表 者 特  別  会  員 

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 小林 正樹 秋山 實 小島 久武 

株式会社 乙媛印刷社 平山 計介 安藤 保隆 齊藤 忠光 

国土地図株式会社 稲垣 秀夫  飯村 友三郎 清水 靖夫 

株式会社 JAFメディアワークス 西岡 敏明 岩﨑 昇一 篠崎 透 

昇寿チャート株式会社 川井 清維  岩舘 隆 篠原 茂明 

株式会社 昭文社ホールディングス 黒田 茂夫 宇田川 政彦 西山 和輔 

株式会社 ゼンリン 大迫 正男  大竹 一彦 廣瀬 典和 

株式会社 中央ジオマチックス 田中 尚行  大塚 冀一 ――――― 

東海図版株式会社 山本 幸雄 大浦 基弘  

内外地図株式会社 五本木 秀昭  上條 勝也  

株式会社 武揚堂 小島 武也  川口 博行  

北海道地図株式会社 小林 毅一  木村 雄一  

計 12社 19名 

議  事 

(1)  第 1号議案 令和２年度 事業報告の件 

      (2)  第 2号議案 令和２年度 収支決算報告及び監査報告の件 

      (3)  第 3号議案 令和３年度 事業計画（案）の件 

(4)  第 4号議案 令和３年度 収支予算（案）並びに短期借入金 1千万円承認の件 

      (5) 第 5号議案 役員選任の件 

その他 

      報告事項１ 会員の異動報告 

【審議の結果】 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第５８条第１項及び第４項（社員総 

会の決議の省略）、定款第１２条（権限）及び第１９条（総会の決議の省略）の規 

定に基づき、総会の決議の目的である事項につき、令和３年 5月３１日（月）付 

で、会員全員から同意を得て、かつ 監事から異議がないことの確認があり、当該 



議案を承認する通常総会の決議があった。 

 

  3. 業務執行理事会 

    1） 第 1回業務執行理事会 

        開催日時  令和 3年 6月 16日（水）15:00～17：00 

        開催場所  測量年金会館 中会議室（3階） 新宿区山吹町 

        出 席 者  業務執行理事 7名 

      審議事項 

(1)  令和 3年度事業の確認について 

(2)  令和 3-4年度 委員会（部会）編成について 

(3)  事務室機器備品等の購入に関して（小型冷蔵庫・サーキュレーター・テプラ） 

報告事項 

       （1） 第 9回通常総会（書面表決）報告 

       （2） 令和 3年 5月末財務状況報告 

(3)  伊能図完成 200年記念事業 報告書の件 

    (4)  令和 3年度 測量系 CPD協議会連絡会（オンライン会議） 

(5)  一般財団法人 道路管理センター定時評議員会（web併用会議）第 10回 

(6)  記念品贈呈の件（東海図版株式会社、株式会社乙媛印刷社） 

(7)  勤続精励者表彰について 

【審議の結果】 総ての審議・報告事項につき異議なく承認された。 

    2） 第 2回業務執行理事会 

開催日時  令和 3年 7月 21日（水）15:00～16：30 

開催場所  測量地質健保会館 中会議室（6階） 豊島区西池袋 

出 席 者  業務執行理事 6名（1名欠席） 

審議事項 

       （1） 委員会構成の附則追加について 

(2) 「永年勤続者表彰」の表彰規程内規についての改訂 

(3)  合同部会からの web会議の是非についての報告 

(4)  第 1回業務執行理事会 議事メモ（案）の確認 

報告事項 

       （1） 令和 3年 6月末財務状況報告 

(2)  合同部会（研究・教育部会、広報部会）開催 

       （3） 委員会・部会名簿について 

       （4） 事務室機器備品等の購入について（小型冷蔵庫・サーキュレーター・テプラ） 

       （5） 記念品贈呈について（東海図版株式会社、株式会社乙媛印刷社） 

       （6） 勤続精励者表彰について 

       （7） 2021年 7月 19日（月）、国土地理院にて院長表彰（川井清維様） 

       （8） 各種会議の開催について 

           ａ） 第 26回 測量行政懇談会（国土地理院）オンライン開催（傍聴参加） 

           ｂ） 地図展推進協議会開催 

           ｃ） 第 18回 基本政策部会（国土地理院）がオンライン開催（傍聴参加） 

           ｄ） 2021年度日本地図学会定期大会 

    【審議の結果】 総ての審議・報告事項につき異議なく承認された。 

    3） 第 3回 臨時（メール）業務執行理事会 

        開催日時  2021年 7月 26日（月） 



開催方法  電子メールによる業務執行理事会各位間の情報交換と賛否をとる。 

賛否締切日 令和 3年 8月 13日（金） 

        電子メール参加者  7名 

議  題    第 2回業務執行理事会での審議を受けての具体化に関する審議 

  ＝ 地調協諸活動に“web会議”を導入するか否かについて ＝ 

    【審議の結果】 総ての審議・報告事項につき異議なく承認された。 

                  ・ 以降、委員会・部会開催に向けた web会議構築のための作業を実施 

    4） 第 4回業務執行理事会（書面表決） 

        開催日時   令和 3年 8月 27日（金） 

開催方法   電子メールによる質疑応答で書面表決 

賛否締切日  令和 3年 9月 10日（金） 

表決参加者  業務執行理事 7名 

      審議事項 

       （1） 10月 20日（水）、第 23回 理事会開催（議案の案につき審議） 

       （2） 第 2回業務執行理事会 議事メモ（案）の確認 

       （3） 第 3回臨時（メール）業務執行理事会 議事メモ（案）の確認 

報告事項 

       （1） 令和 3年 7月・8月末財務状況報告 

       （2） 事務室への大塚冀一様よりのご寄付について 

       （3） 令和 4（2022）年春の叙勲・褒章推薦について 

       （4） 『関東支部報』 第 16号原稿依頼について 

    【審議の結果】 総ての審議・報告事項につき異議なく承認された。 

5)  第 5回業務執行理事会 

    開催日時  令和 3年 11月 17日（水）15：00-16：35 

開催場所  測量地質健保会館 中会議室（6階） 豊島区西池袋 

    開催方法  対面による実開催 

    出席者    業務執行理事 7名 

審議事項 

(1)  緊急事態宣言解除後の協会活動について 

(2)  国土地理院様への新年（2022年 1月）のご挨拶について 

(3)  株式会社ゼンリン様よりの【著作権法改正】図書館関係の権利制限規定の見直しに 

関するご相談 

(4)  国土地理院政策課様よりのヒアリング調査について 

(5)  第 23回理事会議事録の確認 

報告事項 

(1)  令和 3年 9月末、10月末財務状況報告（貸借対照表、損益計算書、残高試算表） 

       （2） 『地図ジャーナル』新春号（2022）編集の進捗状況について 

                （含む、事務室 ： 名刺広告、誌面広告の集まり具合について） 

(3)  委員会委員の追加について 

       （4） 各種会議等の開催について 

            （ａ） 地図展 2021神戸 

その他 

 1） 事務納めと事務初めの日程について 

 2） ラディックス様よりのご提案 

    【審議の結果】 総ての審議・報告事項につき異議なく承認された。 



         ・ 『地図ジャーナル』2022新春号の編集が本格化した。 

         ・ 国土地理院様への新春ご挨拶は本省よりの申し入れとの事で中止となった。 

         ・ 「著作権法改正」に関しては総務委員会が中心となって活動する事になった。 

    6)  第 6回業務執行理事会 

開催日時  令和 4年 1月 19日（水）15：00-16：35 

開催場所  測量地質健保会館 中会議室（6階） 豊島区西池袋 

    開催方法  対面による実開催 

    出席者    業務執行理事 7名 

審議事項 

       （1） 著作権に関するワーキンググループ（総務委員会）活動の経緯について 

(2)  次回、国土地理院長表彰について 

(3)  国土地理院「電子地形図 50000試作図」の公開と意見募集について 

(4)  4月理事会、5月総会の日程調整と今後の作業について 

(5)  第 5回（令和 3.11.17）業務執行理事会議事メモの確認について 

報告事項 

       （1） 令和 3年 11月末、12月末財務状況報告（貸借対照表、損益計算書、残高試算表）及 

び、令和 3年度（4月－12月）収支中間報告 

       （2） 『地図ジャーナル』新春号（2022）編集の進捗状況について 

       （3） 委員会委員の追加、及び、会員動向 

       （4） 各種会議等の開催について 

             ａ） 日本地図センター第 35回理事会（伊藤出席） 

             ｂ） 日本測量協会関東支部『関東支部報』web編集会議（伊藤出席） 

その他 

       （1） 事務室からのお願い 

       （2） 事務室周辺教育機関への 2022年版地図カレンダーの配布について 

    【審議の結果】 総ての審議・報告事項につき異議なく承認された。 

                  ・ 「電子地形図 50000」については今後の経緯を見守るとした。 

7)  第 7回業務執行理事会 

開催日時  令和 4（2022）年 3月 16日（水）15：00-16：35 

開催場所  測量地質健保会館 中会議室（6階） 豊島区西池袋 

開催方法  対面による実開催 

    出席者    業務執行理事 6名（1名欠席） 

審議事項 

(1)  4月理事会、5月総会の日程調整、及び、対面・web・書面決済への対応について 

       （2） 永年勤続精励者表彰の規定内規の変更について 

       （3） 令和 3（2021）年度 委員会・部会の事業報告案について 

               （地調協、研究・教育部会、事業部会、経営部会、広報部会） 

       （4） 令和 3（2021）年度 下半期業務執行理事業務報告案について 

(5)  令和 4（2022）年度 委員会・部会の事業計画案と予算案について 

               （研究・教育部会、事業部会、経営部会、広報部会、他） 

       （6） 令和 3（2021）年度 収支決算報告（想定）案、未収会費、他について 

       （7） 令和 4（2022）年度 収支予算案について 

       （8） 著作権（旧版図の複製）に関する総務委員会の審議経過について 

       （9） 第 6回（令和 4.1.19）業務執行理事会議事メモの確認について 

報告事項 



(1)  令和 4（2022）年 1・2月末財務状況報告（貸借対照表、損益計算書、残高試算表） 

(2)  会員の動向について 

(3)  事務室木村さんパソコンの更新について 

(4) 「測量の日」記念キャンペーングッズの“社名印刷ノート”の申し込みについて 

その他（順不同） 

       （1） 近代測量 150年記念事業 

       （2） 伊能図完成 200年記念事業 

       （3） 地図展 2021神戸 

       （4） 「くらしと測量・地図展」（新宿西口地図展） 

【審議の結果】 総ての審議・報告事項につき異議なく承認された。 

    ・ 会計監査 ： 4月 12日（火）、理事会 ： 4月 20日（水）、 

通常総会 ： 5月 24日（火）、 

                ・ 新宿駅西口「くらしと測量・地図展」を実開催で申入れを決議 

 

Ⅱ. 対外的な事業概要 

   令和 3年度は「緊急事態宣言」、また、「まん延防止等重点措置」が発令される中、国土地理院、（公

社）日本測量協会、（一財）日本地図センター等が開催する懇談会、協議会等に対面・オンラインにて

出席・傍聴 

  1） （一財）道路管理センター 評議員会 

  2） 第 26回測量行政懇談会（オンライン） 

  3） 第 18回基本政策部会（オンライン傍聴） 

  4） 伊能図完成 200年記念事業推進協議会記念式典（出席） 

  5） 測量系 CPD協議会連絡会（オンライン） 

  6） 第 11回復興測量支援連絡会（オンライン） 

  7） （公社）日本測量協会関東支部『関東支部報』打ち合わせ、電子版『関東支部報』 

夏季号へ投稿 

  8） （一財）日本地図センター第 34回・第 35回理事会（オンライン） 

  9） 地図展推進協議会（地図展 2021神戸）（出席） 

 10） 東京オリンピック・パラリンピック大会に向けた「多言語対応協議会」（出席） 

 

  以下の地図展を後援し表彰状（地調協会長賞）を交付した（順不同） 

  ・ 「私たちの身のまわりの環境地図作品展」（環境地図教育研究会） 

  ・ 「札幌市児童生徒社会研究作品展」（札幌市教育地図研究会） 

  ・ 「多摩市身のまわりの環境地図作品展」（東京都多摩市） 

  ・ 「鳥取県児童生徒地域地図発表作品展」（鳥取県地域社会研究会） 

  ・ 「地図ならびに地理作品展」（広島県地理作品展運営委員会） 

 

Ⅲ． 委員会別事業報告 

  ・ 研究・教育部会と広報部会の合同部会 

    開催日   令和 3年 6月 29日（火）15：00-17：00 

開催地   測量地質健保会館 7階 大会議室 

出席者   19名 事務局長 

  ・ 広報部会 ： 地調協ホームページへ令和 3年度新役員等の変更情報更改作業を随時実施 

  ・ 研究・教育部会、並びに、広報部会が合同で web会議導入システム構築作業を実施 

  ・ 総務委員会を中心として「国立国会図書館による絶版資料のインターネット送信」に関する情 



報公開に関する情報交換等を実施 

  ・ 機関誌『地図ジャーナル』2022年新春号の発行 

品  名 発行部数 発行月 主  な  記  事 

188号 700部 令和 4年 1月 ・特集「地図ビジネスのこれからを占う」新たな 

Open Dataとどう向き合うか 

・報告：伊能図完成 200年事業 

・追悼 田代 博先生 

 

以 上 

 


