九州G空間フォーラムin 鹿児島
× GIS Day in九州2017
開 催 ⽇

参加費 無料
【事前申込要】

平成２９年１１月８日(水)～９日(木)
１１月８日 受付開始 ９：００～
１０：００～１７：００
１１月９日 受付開始 ９：００～
１０：００～１７：００

定員 １５０名

11/9は「GIS Day in九州 2017」との共同開催
会

場

かごしま県民交流センター
鹿児島市山下町１４－５０
ＴＥＬ ０９９－２２１－６６００

主

催

Ｇ空間ＥＸＰＯ運営協議会２０１７
公益社団法人日本測量協会 一般社団法人全国測量設計業協会連合会 一般社団法人日本測量機
器工業会 公益財団法人日本測量調査技術協会 一般財団法人衛星測位利用推進センター ｇコン
テンツ流通推進協議会 一般社団法人地理情報システム学会 一般社団法人社会基盤情報流通推
進協議会 内閣官房 内閣府宇宙開発戦略推進事務局 国土交通省国土政策局 国土交通省国土
地理院 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

共

催

鹿児島県 鹿児島市 一般社団法人鹿児島県広告協会
ＮＰＯ法人かごしまＧＩＳ・ＧＰＳ技術研究所
ご挨拶とおさそい
｢地理空間情報科学で未来をつくる｣を統⼀テーマとして東京で開催し
ている｢G空間EXPO2017」の関連イベントとして、今年、準天頂衛星シス
テム「みちびき」２号機、３号機、４号機の打上げ成功という快挙に沸き
立つ⿅児島県にて「九州G空間フォーラム in ⿅児島」を開催する運びと
なりました。 （九州初開催）
本開催は、産学官の連携により、地理空間情報がより広い分野で⾼
度に活⽤されるために、地理空間情報を利活⽤した様々な取組、最新
の技術動向等について紹介することを⽬的としております。
また、地理学・地質学・都市⼯学・デザインなどの分野の有識者を講師
に迎え、防災・都市・景観・まちづくり・交通・観光・歴史文化等の⾏政担
当者、教育関係者、企業関係者、研究者等の皆様と共に、街歩きやグ
ループ討議を通して、各分野への地理空間情報の利活⽤について考え
る場、九州エリアの地域間交流の場としたいと考えております。
皆様、お誘い合わせの上、是⾮ご参加ください。
ご来場をお待ちしております。

●ご案内
⿅児島中央駅から路線バスで15分
・市電「水族館口」下車徒歩４分
・JR「鹿児島駅」下車徒歩１０分
・バス「水族館口」徒歩５分

■かごしま街歩き■

１１月８日（水）１１：４０～
Aコース、Bコース、Cコースの３つに分かれていただき、街歩きにより
鹿児島市の景観、ジオパーク、文化遺産等を体感していただきます。
（暴⾵⾬など荒天時は屋内での開催に変更いたします）
プログラムの詳細は裏⾯をご覧ください。

九州G空間フォーラム in 鹿児島 開催プログラム・スケジュール
８日（水） 10:00-17:00 主催者等各団体の展示 （２階展示ロビー）
９日（木） 10:00-12:00 各団体の活動・最新技術等を紹介したパンフレット
２階展⽰ロビーに最新GIS技術、準天頂衛星「みちびき」などを紹介した展⽰コーナーがございます。 是⾮、ご覧ください。

８日 （水） 午前の部 10:30-11:30

基調講演等（２階⼤ホール）

１０：００〜１０：３０ 講演１ 「地理空間情報に関する最近の取組について」
国土交通省国土地理院企画部長 鎌田 高造 氏
１０：３０〜１１：１０ 講演２ 「地形・地盤の空間情報の可視化・モデル化の必要性」
鹿児島大学農学部農林環境科学科助教 平 瑞樹 氏
１１：１０〜１１：３０ 講演３ 「すばる望遠鏡と衛星測位の精度に関連が！」
一般財団法人衛星測位利用推進センター専務理事 三神 泉 氏
１１：３０〜
街歩きガイダンス

８日（水） 午後の部 11:40-15:30（昼休憩含む）

かごしま街歩き

第１分科会 桜島コース
引率指導 大分大学産学官連携推進機構准教授 鶴成 悦久 氏
第２分科会 世界遺産コース
引率指導 鹿児島大学農学部農林環境科学科助教 平 瑞樹 氏
第３分科会 歴史と文化の道コース
引率指導 鹿児島市建設局都市計画部参事 都市景観課長 唐鎌 悟 氏

８日（水） 午後の部 15:30-17:00

グループ討議 （大研修室、中研修室）

１５：３０～１６：３０ グループ討議
第１分科会 地理・地形・地質分野に資する地理空間情報の利活用 （東棟４階中研修室 第３）
第２分科会 歴史・文化・観光分野に資する地理空間情報の利活用 （東棟４階大研修室 第３）
第３分科会 都市・景観・観光分野に資する地理空間情報の利活用 （東棟４階大研修室 第３）
１６：３０
各グループからの発表 （東棟４階大研修室 第３ ）
１６：４５〜

講評 国土交通省国土政策局国土情報課長 坂 勝浩 氏

１６：５０〜
１７：００～

総評 G空間情報センター・センター長 東京大学教授 柴崎 亮介 氏（元ＧＩＳ学会会長）
終了

９日（木） 午前の部 10:00-11:30

九州G空間フォーラムｉｎ鹿児島×
GIS Day in 九州 2017（２階大ホール）

１０：００
「GIS Day in九州 2017」開会挨拶
１０：１０〜１０：５０ 基調講演 「地理空間情報の拡大と都市デザイン・景観デザイン」
大阪工業大学工学部都市デザイン工学科教授 吉川 眞 氏（元ＧＩＳ学会会長）
１０：５０〜１１：３０ Geo アクティビティ・コンテスト取組紹介
１０：５０〜１１：００ 「 Geo アクティビティ・コンテストとは」
国土地理院企画部専門調査官 飯村 威 氏
１１：００〜１１：１５ 作品紹介１「地理院地図を使用した公共インフラ管理」
（株）永大開発コンサルタント常務取締役 佐々木 幹浩 氏
１１：１５〜１１：３０ 作品紹介２「DataMapp:データ駆動型地図表現ツールの開発」
佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授 杉本 達應 氏

９日 （木） 午後の部 14:00-17:00

九州G空間フォーラムｉｎ鹿児島×GIS Day
in 九州 2017（大研修室、中研修室）

Aプログラム （東棟３階大研修室 第２）
１４：００〜１４：４０ 講演 「地理空間情報と防災」
九州大学大学院工学研究院教授 三谷 泰浩 氏
１５：００〜１７：００ 産学官セッション
「世界遺産、２０２０鹿児島国体、インバウンド推進に向けたGISとサインの活用による
観光客誘導支援について（仮題）」
Bプログラム （東棟４階中研修室 第３）
１４：００〜１４：５０ 講演 「世界自然遺産の意義と登録に向けた奄美の取組」
鹿児島大学 特任教授 星野 一昭 氏
１５：００〜１５：５０ 講演 「自然環境のインベントリ情報の収集と利活用」
（株）地域環境計画 増澤 直 氏
１６：００〜１６：５０ 講演 「自然環境インベントリ情報収集のためのオフラインマッピングツール（ＡｖｅｎｚａＭａｐｓ）の活用」
（株）地域環境計画 伊勢 紀 氏
１６：５０
閉会挨拶 （GISA九州支部長）
１７：００
終了

■■■■■ 九州G空間フォーラム in 鹿児島 開催プログラム・スケジュール ■■■■■
１１月８日（水）

コース名

街歩き・グルー
プ討議指導

【第1分科会

Aコース】

【第2分科会

地理・地形・地質
防災・測量・GIS

Bコース】

【第3分科会

Cコース】

歴史・文化・観光
測量・GIS

都市・景観・観光
測量・GIS

大分大学産学官連携推進機構
准教授 鶴成 悦久氏

鹿児島大学農学部農林環境科学科
助教 平 瑞樹 氏

鹿児島市建設局都市計画部参事
都市景観課長 唐鎌 悟氏

50名

50名

50名

定員
時間

150名

09：00

受付開始

10：00

講演1（２階大ホール）

●「地理空間情報に関する最近の取組について」
国土交通省国土地理院企画部長 鎌田 高造 氏

10：30

講演2（２階大ホール）

●「地形・地盤の空間情報の可視化・モデル化の必要性」
鹿児島大学農学部農林環境科学科助教 平 瑞樹 氏

11：10

講演３（２階大ホール）

●「すばる望遠鏡と衛星測位の精度に関連が！」
一般財団法人衛星測位利用推進センター専務理事 三神 泉 氏

11：30

街歩きガイダンス

11：40

暴風雨の場合

11:40～15:30 街歩き（昼休憩含む）

暴風雨の場合

■桜島コース
11:40会場発→【徒歩】
→鹿児島港ターミナル
12:00【フェリー乗船】→
12:15桜島到着【昼食】→
13:30【バス】→烏島展望所
14:00【バス】→湯之平展望所
14:45【フェリー乗船】→
15:00鹿児島港到着 →
【徒歩】→県民交流センター

■世界遺産コース
11:45【バス乗車】→
12:00仙厳園
【昼食】
13:30尚古集成館
14:00【バス】→
14:15城山公園展望台
【徒歩】→西郷洞窟
→薩摩義士碑→鶴丸城跡
→県民交流センター

■歴史と文化の道コース
11:40【グループ編成】
11:45グループ別に鶴丸城跡
（黎明館）・市役所・天文館周
辺を街歩き
（グループごとに昼食）
14:30会場前に集合
【バス乗車】→城山公園展望
台・西郷洞窟等
【バス】→県民交流センター

15：30

グループ討議（東棟４階中会議
室 第３）
16:30発表

グループ討議（東棟４階大会議
室 第３）
16:30発表

グループ討議（東棟４階大会議
室 第３）
16:30発表

16：45

講評 国土交通省国土政策局国土情報課長 坂 勝浩氏
総評 Ｇ空間情報センター・センター長 東京大学教授 柴崎 亮介氏（元ＧＩＳ学会会長）

17：00

終了

グループ討議

終了
１１月９日（木）

09：00

受付開始

10：00

「GIS Day in 九州 2017」開会挨拶（２階大ホール）

10：10

基調講演 「地理空間情報の拡大と都市デザイン・景観デザイン」（２階大ホール）
大阪工業大学工学部都市デザイン工学科教授 吉川 眞 氏（元ＧＩＳ学会会長）

10：50

Geo アクティビティ・コンテスト取組紹介（２階大ホール）
「 Geo アクティビティ・コンテストとは」
国土地理院企画部専門調査官 飯村 威 氏

11：00

作品紹介１「地理院地図を使用した公共インフラ管理」
（株）永大開発コンサルタント常務取締役 佐々木 幹浩 氏
作品紹介２「Data Mapp:データ駆動型地図表現ツールの開発」
佐賀大学芸術地域デザイン学部准教授 杉本 達應 氏

11：15
11:30
｜
14:00

昼休憩
Aプログラム（東棟３階大会議室 第２）

14:00

講演 「世界自然遺産の意義と登録に向けた奄美の取組」
鹿児島大学 特任教授 星野 一昭 氏
休憩

産学官セッション
「世界遺産、２０２０鹿児島国体、インバウンド推進に向け
たGISとサインの活用による観光客誘導支援について（仮
題）」

講演 「自然環境のインベントリ情報の収集と利活用」
（株）地域環境計画 増澤 直 氏
休憩

14:50
15:00
15:50
16:00

16:50
17：00

Bプログラム（東棟４階中会議室 第３）

講演 「地理空間情報と防災」
九州大学大学院工学研究院教授 三谷 泰浩 氏

終了

講演 「自然環境インベントリ情報収集のためのオフライン
マッピングツール（AvenzaMaps）の活用」
（株）地域環境計画 伊勢 紀 氏
閉会挨拶（GISA 九州支部長）
終了

