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地理空間情報を高度に活用する社会（G空間社会）の実現にむけて、政府ではさまざまな取組を行っています。

政府の取組と政策内容

地理空間情報活用推進基本法（NSDI法）の概要
（平成19年法律第63号、平成19年5月23日成立、5月30日公布、8月29日施行）

目　的

地理空間情報活用推進基本計画等

基本理念
●地理空間情報の整備・提供、地理情報システムや衛星測位の利用推進、
　人材育成、関係機関の連携強化等による総合的・体系的な施策の実施

政府の取組と政策内容

国民が安心して豊かな生活を営むことができる経済社会を実現するためには、地理空間情報の高度な活用を推進することが
重要であり、そのための施策を総合的かつ計画的に推進する

地理空間情報の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地理空間情報の活用の推進に関する基本的
な計画を策定

●地理空間情報の活用の推進に関する施策が相乗効果を発揮するよう、関係施策を実施
●信頼性の高い衛星測位サービスを安定的に享受できる環境の確保
●効果的・効率的な公共施設の管理、防災対策の推進、国土の利用・整備・保全、国民の生命・身体・財産の保護
●行政運営の効率化・高度化
●多様なサービスの提供
●多様な事業の創出と発展、環境との調和
●民間事業者の技術提案及び創意工夫の活用
●個人の権利利益、国の安全への配慮

●地理空間情報を電子的に処理す
る情報システムで、地理空間情報
を地図や３Dイメージなどの形で
視覚的に表現したり、複数種類の
情報を組み合わせて高度な分析を
行ったりすることができる

●人工衛星からの信号を用いて位置
や時刻の情報を取得したり、これら
を利用して移動の経路等の情報を取
得すること

衛星測位

地理情報システム（GIS） 

地理空間情報活用推進基本法は、地理空間情報の活用の推進に関する施策に関し、基本理念や国及び地方公共団体の責務、基本的
事項等を定めているものです。

地理空間情報は、位置の情報（時刻に関する情報を含む）と、位置の情報に関連付けられた様々な事象に関する情報で、基盤地図情報、統計情報、台帳情報、画像情報等多様なもの
が含まれます。
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社会の基盤となる地理空間情報　基盤地図情報

　基盤地図情報とは、「地理空間情報活用推進基本法」に基づく地理空間情報の位置を定めるための基準となる地図情報で、国土交
通省令により、測量の基準点、海岸線、公共施設の境界線等の13項目が定められています。

国土地理院の基盤地図情報サイトから閲覧やダウンロードが可能  
http://www.gsi.go.jp/kiban/　

基盤地図情報閲覧コンバートソフトも同時にダウンロードが可能。
画像はソフトでの表示イメージ

地理空間情報活用推進基本計画の概要

地理空間情報活用推進基本計画は、地理空間情報活用推進基本法に基づき、地理空間情報の活用の推進についての
基本的な方針を定めるとともに、今後の施策の具体的な展開を示しています。

国土の利用、
整備及び保全の推進、
災害に強く持続可能な

国土の形成

安全・安心で
質の高い暮らしの実現

新たなサービス・
産業の創出

行政の効率化・高度化、
新しい公共の推進

前 計 画 の 成 果 ・ 達 成 状 況 と 課 題 地 理 空 間 情 報 を 巡 る 社 会 情 勢 の 変 化

基盤地図情報等の地理空間情報の整備・提供 情報通信技術の進展に伴う新たな課題と可能性

地理空間情報の提供・流通の促進 測量・測位技術を取り巻く情勢の変化

衛星測位の高度な技術基盤の確立 東日本大震災の発生とその教訓への対応

産学官の連携強化

　誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり、高度な分析に基づく的確な情報を入手し行動できる社会

　地理空間情報を整備し、GISと衛星測位によってその活用を促進、高度化していくことが、現在及び将来の国民が安心して豊か
な生活を営むことができる経済社会を実現する上で極めて重要

Ｇ空間社会の実現により目指すべき姿

地理空間情報を巡る現状と課題

地理空間情報の活用推進の意義
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政府の取組と政策内容

地理空間情報活用推進会議 地理空間情報産学官連携協議会

　政府では、地理空間情報の活用について、関係行政機関相互の緊
密な連携・協力を確保し、必要な施策を実施しています。

　国・地方自治体、産業界、学界が地理空間情報に係る課題認識と
情報の共有を図り、地理空間情報の効果的な活用を推進しています。

産業界関連
（産）

大学等関連
（学）

行政関連
（官）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/index.html

地理空間情報活用推進会議（議長：内閣官房副長官）

幹事会（議長：内閣官房内閣審議官）

地理情報
システムWG

（議長：内閣官房内閣参事官）

衛星測位WG
（議長：内閣官房内閣参事官）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gis-sangakukan/index.html

全体会議

共通的な
基盤技術に関する

研究開発WG

G空間EXPO
に関するWG

政府の関係府省庁担当官により構成

（平成24年6月現在）

防災分野における
地理空間情報の

利活用推進のための
基盤整備WG

関係主体の推進体制

本計画が目指す基本的方針

G I S
地理情報
システム

衛星
測位

現状と課題を踏まえた、今後5年間の取組の柱となる４つの方針

社会的ニーズに応じた
持続的な地理空間情報の
整備と新たな活用への対応

実用準天頂衛星
システムの整備、
利活用及び海外展開

東日本大震災からの復興、
災害に強く持続可能な
国土づくりへの貢献

基礎的な地理空間情報の
整備・更新・提供を着実に実施

屋内外シームレス測位技術の開発等地理
空間情報の活用手段・活用範囲を拡大

産業界と連携した積極的な利活用と
海外展開を図る

実用準天頂衛星システムの整備に
可及的速やかに取り組む

速やかな復旧・復興に資する地理
空間情報を整備・提供する

今後想定される災害に備えて
地理空間情報を整備・活用する

4つの方針

方針1 方針2 方針4

地理空間情報の社会へのより深い浸透と定着

国が率先して活用することにより、社会全体における活用拡大を図る

社会全体における情報の共有・
相互利用のための仕組みを整備する

人材の育成、普及啓発、
関係者間の連携強化を図る

方針3

社会全体における活用推進＝Ｇ空間社会へ
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国土交通省国土政策局では、GISを通じて誰もがいつでもどこでも必要な地理空間情報を使ったり、高度な
分析に基づく的確な情報を入手し行動できたりする地理空間情報高度活用社会（G空間社会）を実現するた
め、以下のようなさまざまな取組を積極的に進めています。

国土交通省国土政策局の取組

　個人情報や二次利用の取扱いに関して検討し、以下のガイドラインを推進会議で決定・公表しました。

　地方公共団体が地理空間情報とGISを効果的に活用できるよう、取組状況や課題等に
ついての調査研究及びノウハウ提供等の支援を行っています。平成22年には、「地方公
共団体における“地理空間情報”の活用の手引き」を公開しました。
　また、平成20年度より、自治体職員向けGIS活用人材の育成のための研修プログラム
を開発し、教材類を公開しています。さらに、防災等の個別業務においてGISの高度活
用を担う人材の育成のためのプログラムも開発しています。育成した人材が庁内外の地
理空間情報の共用と活用を推進することで、業務効率化や市民サービスの向上が期待
されます。

　産学官の連携を進めるため、産学官連携協議会を設置し
ました。また、新たなサービス・産業の創出や、一般への
普及・啓発のために、シンポジウムや展示会等からなるG空
間EXPOが開催されています。

　また、地理空間情報を活用した新たなサービスを様々な
分野で実現するため、地域の先進的な取組や団体と連携し、
必要とされるルールやサービスモデル、人材育成等の仕組
みの検討や現地での試行を行っています。

　①地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン
　②地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン

　これらのガイドラインの普及啓発等に努めるとともに、さらに民間事業者を含む様々な利用者間での地理空間情報の提供・流通
に関するルール等について検討・整備を行います。

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/kyoiku/index.html

地理空間情報の提供・流通に関するルール等の整備・普及啓発

産学官の連携強化、地域における利活用の取組支援

　教育現場や学界からは、学習活動におけるGIS活用の有効性や必要性が示されていますが、
取組はまだまだ広がっていません。学習指導要領で「地理空間情報（GIS）」に関する記述が増
え、さらなるGIS活用も期待されていることから、全国の教員やGIS研修実施者向けに研修プ
ログラムを開発し、研修教材や授業実施の手引き、事例集等を公開しています。

初等中等教育におけるGIS活用の取組支援

地理空間情報の活用推進
政府の地理空間情報活用推進会議の事務局として、地理空間情報活用推進基本計画の取りまとめ等を行い、また、地
理空間情報産学官連携協議会の事務局として、産学官連携の取組を推進する他、次のような施策を展開しています。

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/gis_kyoku_tebiki.html

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/gis_kyoku_text.html

地方公共団体向け活用の手引き

研修プログラム

研修プログラム

地方公共団体の地理空間情報活用に関する取組支援

自治体職員向け研修　GISによる
災害予防・事前対策演習の様子

研修で作成する地域マップ例（点・線・面の作成と画
像貼付けの演習）

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/220901/honbun01.pdf

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/220901/honbun02.pdf

個人情報ガイドライン

二次利用ガイドライン
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■ 自然地形分類図（原地形）
■ 土地利用履歴分類図（100年前／50年前）

■ 人工地形分類図（改変地）

国土交通省国土政策局の取組

国土情報の整備

　土地分類調査として「土地分類基本調査」「シーム
レス土地保全図」「土地履歴調査」「災害類型別土地保
全調査」、水調査として「主要水系調査」「地下水調査」
の整備を行っています。　
　例えば土地履歴調査は、土地の安全性に関連して、
土地本来の自然条件等の情報を誰もが容易に把握・
活用できるように、過去からの土地の状況の変遷に関
する情報を整備したものです。調査結果の活用により、
発生可能性が高い災害の想定、安全・安心な生活環
境の形成、ハザードマップ等の既存情報の精度向上
が期待されます。調査データは、インターネットで閲
覧・利用することができます。

　住所情報から経緯度情報の検索や逆に経緯度情報から住所情報の検索が可
能となる位置参照情報を整備しています。例えば顧客リストや公共施設一覧
等の住所情報をもった表形式の様々なリストに緯度経度を追加でき、GISで
地図上に表現することができるようになります。

●街区レベル位置参照情報
　全国の都市計画区域相当範囲を対象に、街区単位（「○○町△丁目□番」）の緯度経度
　を整備公開（毎年更新）

●大字・町丁目レベル位置参照情報
　全国を対象に、大字町丁目単位（「○○町△丁目」、「○○町大字△△」）の住所代表点の
　緯度経度を整備公開（毎年更新）

　国土形成計画や国土利用計画等の国土計画の企画・立案・
推進のためには、客観的なデータにもとづいた国土の分析が必
要であり、そのために国土政策局では国土に関するGISデータ
として、国土数値情報を整備しています。国土数値情報は、
地形、土地利用、公共施設、鉄道等国土に関する地理的情報

を中心に数値化されたもので、『国土数値情報ダウンロードサ
ービス』を通じて無償提供されています。メッシュ化したデー
タも多く、人口統計などほかの統計情報と合わせて分析するこ
とが可能です。また特に土地に関する情報は時系列的に整備さ
れており、経年変化などの分析を行うことも可能です。

土地分類調査・水調査

位置参照情報

国土数値情報

国土数値情報、土地分類調査・水調査、位置参照情報等、国土に関する様々な情報の整備を行っています。

■ ダウンロードした土地利用メッシュをGISで表示

土地履歴調査（1/25,000〜1/50,000）

カテゴリ データ項目

指定地域 三大都市圏計画区域（面）、都市地域（面）、自然公園地域（面）、人口集
中地区（面）、土砂災害危険箇所（面、線、点）、小学校区（点、面）

沿岸域 漁港（点、線）
自然 標高・傾斜度3次メッシュ
土地関連 土地利用3次メッシュ

国土骨格 行政区域（面）、海岸線（線）、河川（線、点）、港湾（点、線）、鉄道（線）、
空港（面、点）、道路密度・道路延長メッシュ、流域メッシュ

施設
公共施設（点）、発電所（点）、ダム（点）、バス停留所（点）、燃料給油所

（点）、市町村役場等及び公的集会施設（点）、医療機関（点）、観光資源
（面、線、点）

産業統計 交通流動量 パーソントリップOD量（面、線）

■ 主要データ一覧（大項目別一覧）

■ 街区レベル位置参照情報の利用イメージ

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html国土数値情報

http://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html調査データの公開

http://nlftp.mlit.go.jp/isj/index.html位置参照情報

現在と過去の資料の比
較で、土地改変（盛土・
切土等）の状況を調査 改変地においては、本来の

自然地形（旧河道など改変
前の元の地形）を調査

既存の資料などを用いて、椴ね
100年前、50年前の2時期につい
て当時の土地利用状況を調査
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国土情報の活用実践例
実際にGIS上で、国土情報を活用して作成した地図をご紹介します。国土数値情報をはじめ、政府で公表しているデ
ータをGIS上で使うことで、様々な角度から国土に関する視角的な分析を行うことができます。

　2時期の国土数値情報の土地利用細分メッシュの比較で、東京湾北部周辺の市街地の変遷を辿ってみました。30年間で市街地が大
幅に拡大している様子が読み取れます。特に埋立地では顕著です。

1976年の土地利用

港区

白井市

浦安市

松戸市

船橋市

市川市

千葉市

葛飾区

足立区

荒川区

江東区

墨田区台東区
文京区

中央区

鎌ケ谷市

八千代市

習志野市

江戸川区

千代田区

　　　　　

0 5 102.5 km

2006年の土地利用

港区

白井市

浦安市

松戸市

船橋市

市川市

千葉市

葛飾区

足立区

荒川区

江東区

墨田区台東区
文京区

中央区

鎌ケ谷市

八千代市

習志野市

江戸川区

千代田区

　　　　　

0 5 102.5 km

比較しやすいよう「国土
数値情報・土地利用メッ
シュ」の多数ある分類よ
り、以下の5種類に大ま
かに分けた。

市街地

森林

凡例 凡例 凡例凡例

河川・湖沼

海域

※その他の土地

※国土数値情報・
　土地利用メッシュ
　の以下を含む
・田
・畑
・果樹園
・その他の樹木畑
・荒地
・幹線交通用地
・その他の用地
・海浜

公共施設

駅

鉄道

海面

行政界

凡例

凡例
居住人口のないメッシュ

便利地域

不便地域

0人

-800人

800人

0人

10,000人

凡例
地価公示ポイント

駅

つくばエクスプレス線

地下鉄

その他鉄道

JR線

行政界

地価公示値変動率（％）
2004-2007年

500mメッシュ パターン1（徒歩）

（一定の時間以内に諸施設にアクセスできる地域）

（便利地域以外で居住人口がある地域）

～-10

～-5

～0

～5

～10

～15

～20

～25

～30

～35
35～

凡例

役場・役所

その他

田・畑・果樹園等

森林

建物用地

幹線交通用地

河川地及び湖沼

海水域

比較しやすいよう「国土
数値情報・土地利用メッ
シュ」の多数ある分類よ
り、以下の5種類に大ま
かに分けた。
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駅

鉄道

海面

行政界
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居住人口のないメッシュ
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便利地域・不便地域の分布（徒歩の場合）

　多様な分野の情報を重ね合わせることによって、様々な分析
が可能です。この図は、国土数値情報のうち国民の安全安心に
係る施設（医療機関、消防署、警察署）、交流・連携に係る施設

（市町村役場・公的集会施設、バス停留所、鉄道（駅））、暮らし・
活力に係る施設（金融機関、燃料給油所、郵便局、福祉施設）、
教育に係る施設（小・中・高等学校、幼稚園、保育園）への徒歩
での到達時間により便利地域・不便地域を分類しています。
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国土交通省国土政策局の取組

インターネットを通じた情報提供
国土政策局では、国土情報に関連した様々なサービスをWeb上で提供しています。国土数値情報や位置参照情報などの各
種データのダウンロードサービスと、閲覧のための国土情報ウェブマッピングシステム、航空写真を検索できる航空写真
画像情報所在検索・案内システム、国土の基本的な状況などを発信している国土の絵姿などがあります。

　国土に関する基礎的な情報である、地形、土地利用、公共施設、鉄
道等のデータがダウンロードできます。

　国土数値情報や国土画像情報（カラー空中写真）をWebブラウザ上
で簡単に閲覧するためのシステムで、表示色の変更やデータの切り替
えも可能です。

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html

http://nlftp.mlit.go.jp/WebGIS/index.htmlhttp://nrb-www.mlit.go.jp/kokjo/inspect/inspect.html

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/land/index.html

国土数値情報ダウンロードサービス

国土情報ウェブマッピングシステム

　国や地方公共団体などの各機関・組織が保有している航空写真（空中
写真）を、場所を地図上で確認しながら検索できるシステムです。

http://airphoto.gis.go.jp/

航空写真画像情報所在検索・案内システム

　「街区レベル位置参照情報」と「大字・町丁目レベル位置参照情報」を
整備し、公開しています（毎年更新）。

http://nlftp.mlit.go.jp/isj/index.html

位置参照情報ダウンロードサービス

　土地分類調査・水調査の成果である調査データの閲覧・ダウンロー
ドができます。

土地分類調査・水調査の調査データ公開

　国土数値情報などのデータを活用して、土地の使われ方や土地の値
段などの国土の基本的な状況などを分かりやすく、親しみやすい形で
発信しています。　

国土の絵姿

【比べて見る】１人当たりの都市公園面積の今と昔
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国土交通省国土政策局　国土情報課

■電話：03-5253-8111（代表）　■FAX：03-5253-1569

■国土交通省国土政策局GISホームページ：
　http://www.mlit .go.jp/kokudoseisaku/gis/

■地理情報共用Webシステムゲートウェイ：
　http://mapgateway.gis.go.jp/WMSGateway/top.jsp

■政府のGISポータルサイト：http://www.gis.go.jp/

■メールでのお問い合わせは：nsdijp@mlit .go.jp

〒100-8918　東京都千代田区霞が関2-1-3

地理情報システム
GIS
Geographic Information System




