


はじめに

平成 19 年 5 月に成立した「地理空間情報活用推進基本法」により、地理空間

情報を国民生活の向上及び国民経済の健全な発展のために活用することが期待

されています。地理空間情報とは、地図、統計、台帳、画像等に代表される、

位置や時刻に関連する情報を総称したものであり、紙面に記載されたアナログ

の情報も含めて、既に行政事務においては、非常に多く用いられています。ま

た、近年の急速な技術開発により、位置情報に付随する様々な民間事業者によ

るサービスも提供されてきており、地理空間情報の活用は、急速な拡大を見せ

ています。

昨今、多くの地方公共団体においては、全国的な人口減少、高齢化の急速な

進展等に代表される成熟化社会への移行の中で、それぞれの政策課題を抱え、

さらなる行政事務の効率化、高度化に加え住民サービスの向上が求められてい

ます。その一方で、地図や台帳情報等の地理空間情報の活用という観点からは、

行政内部における組織間の情報共有が不十分のためにデータ整備が重複してい

たり、GIS のシステムが整備された場合においても、組織横断的な活用や新たな

業務への展開まで踏み込めていなかったりする例も多いと思います。

そのため、国土交通省では、平成 19 年度から 3 箇年かけて、「基盤地図情報

等の利活用推進モデル実証調査」を行い、地方公共団体における地理空間情報

の活用をテーマに、3地域をモデル地域として、具体的な実証事業を行ってきま

した。この手引きは、実証事業の成果として、全国の地方公共団体の職員向け

に、地理空間情報を活用したさまざまな業務における参考として作成したもの

です。とりわけ異なる組織間での地理空間情報の活用・共用を行うことにスポ

ットをあて、その意義や必要性について紹介し、また実際の業務では、どこか

らどのように進めていったら良いかを理解していただけるよう、順序立てて具

体的にまとめました。

地理空間情報の活用は、互いが共用のメリットを理解することと、少しの知

恵や工夫からはじめることができます。日々の業務のなかで、この手引きを手

元に置いていただくことで、これまで以上に地理空間情報を効果的に活用して

いただくことを願っています。
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概要版 
章タイトルと、節毎の「ポイント」を記載 

１．本手引きの目的と使い方 

１．１．地理空間情報の活用が求められる背景 
 
□地方公共団体の課題解決の一助として、地理空間情報

やＧＩＳの活用はとても有効である。 
□「地理空間情報高度活用社会」に向けては、法律や計画

で、地方公共団体も重要な担い手として位置づけられて

２．１．推進体制を構築する 
 
□地理空間情報の整備・利活用において達成したい目的をイ

メージし、推進体制を構築する。 
□推進体制の考え方には、さまざまな視点があるが、はじめ

３．地理空間情報を共用する

３．１．共用が期待される地理空間情報の特性を確認する 
 
□庁内には多様な種類の地理空間情報があり、それぞれの

特性や役割は異なる。 
□地理空間情報の特性を理解し、庁内又は庁外にわたる多

４．１．地理空間情報の共用をふまえたシステム環境を
見直す 
 
□将来的に多様な地理空間情報をスムーズに共用でき

るよう、システムの更新時を機に、システム環境を見
直す視点をも
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で、地方公共団体も重要な担い手として位置づけられて
いる。 

１．２．本手引きの目的 
 
□業務の効率化や市民サービスの向上を目指し、地理空

間情報を複数の主体により「共用する」ということに重きを
おいた手引きである。 

□各地方公共団体の汎用性を考慮して作成しているが 本

から大々的な推進体制を構築しようとせず、まずは当面の
目的に応じた体制の構築に注力する。 

□推進体制の目的・検討内容・権限等について明確化し、ス
ケジュール感を持って検討を進める。 

２．２．地理空間情報の整備・共用・更新における現状を把握
する 

様な主体間で共用した場合のイメージを膨らます。 

３．２．地理空間情報の共用のためのシステム環境を整備する 
 
□地理空間情報の共用のためには、各事業部門の利用する

システムとデータを適切に連携・統合させていくことが求めら
れるが、その統合の程度には幅があり、地方公共団体や地

直す視点をもつ。

□システムの更新の方向性を考えるにあたっては、自シ
ステムのことだけではなく、全庁的な視点、他の主体と
の連携の視点からも見直すところがないか確認する。 

４．２．共用をふまえて地理空間情報を更新する 
 
□課題として残っているズレの補正 精度の向上 新た□各地方公共団体の汎用性を考慮して作成しているが、本

手引きで掲載しきれていない地域ならではの課題につい
ては、関連主体にて知恵を出し合い、検討していく必要が
ある。 

１．３．本手引きの使い方 
 
□地理空間情報の共用は、「準備・計画→地理空間情報の

 
□既存の地理空間情報の活用実態、新たな地理空間情報の

利活用意向からのニーズの両面を的確に把握する。 
□地理空間情報を取り巻く環境（システム、人材の状況）につ

いても、地理空間情報の活用実態、ニーズ把握と併せて、
整理をする。 

□活用実態とニーズの差異等に着目し、その差異が生じる要
因等を明らかにしていくことで、解決すべき課題を整理する。 

れるが、その統合の程度には幅があり、地方公共団体や地
域の実態にあわせて柔軟に対応していくことが重要。 

□地理空間情報の共用には、必ずしも、すべてのシステムを
オンラインでつなぐ必要はなく、必要に応じて電子媒体（CD‐R
等）を活用してデータのやりとりを行うオフラインでの共用も
考えられる。 

３ ３ 地理空間情報の共用のための準備をする

□課題として残っているズレの補正、精度の向上、新た
に必要な情報（図形、属性情報等）の付与等について
は、当該地理空間情報の更新を行うタイミングが、共
用が促進されるように再整備していくチャンスとなる。 

□多様な主体間での共用を前提としたデータの更新に
は、費用負担、整備体制等、各主体間で十分に協議し
て各主体間で十分に協議して合意していく。 

共用→地理空間情報の持続的・発展的な共用」という手順
が望まれる。 

□本手引きは、市町村における地理空間情報の活用に取
組むにあたって、実際にとると考えられる手順に沿ってお
り、各市町村における取組状況に応じて、必要な箇所を参
照しながら活用すること。 

□実際に取組を推進するにあたって必要となるツールとして、
資料編にテンプレートを用意している。

２．３．地理空間情報の共用・更新のゴールを考える 
 
□各地域や組織における課題・ニーズ及び環境要因（社会情

勢、財政制約等）を踏まえ、推進体制として目指すべきゴー
ルを、短期的、中長期的のそれぞれの観点から考える。 

□ロードマップの作成にあたっては、取組みの目標年次、主に
推進する主体を明確する。 

３．３．地理空間情報の共用のための準備をする
 
□共用するには、事務的手続き、技術的処理といった事前の

準備が必要な場合が多い。 
□特に、個人情報を含むなど、機微な情報ほど、事務的手続

きの重要性が増すことを各主体にしっかりと周知する。 
□わかりやすい実効的なルールや仕組みを定め、確実かつ

円滑に運用されるような工夫をする。 

４．３．地理空間情報を持続発展的に共用できる体制を 
整えていく 
 
□持続的・発展的な共用を進めるためには、GISに精通

した人材、関係する主体での理解、新たな発想やノウ
ハウを投入する機会等、推進体制面の補強がとても
重要。 

□推進体制の補強にあたっては 庁内で知見・関心の

手引きの主な特徴 
 

○３地域の実証テーマを踏まえ、総括版と地域版の３
部作で構成 

資料編にテンプレ トを用意している。

２．４．地理空間情報の共用の効果を把握する 
 
□地理空間情報の整備・共用の効果をわかりやすく取りまと

めることは、予算確保や、関係主体への理解を得るために
非常に重要なステップである。 

□市民サービスの向上や高度な政策立案が可能となる等の、
定性的な効果においても、確認・整理する。 

３．４．地理空間情報を共用して業務を行う 
 
□大規模なGISを導入しなくても、共用環境は実現できる。 
□業務に活用して、はじめて共用の効果が得られる。掲載さ

れている事例を参考に、各主体で「どのような地理空間情報
があればどのように業務が変わるか、市民サービスがどの
ように向上するか」という視点に立ち いろいろと実践してい

□推進体制の補強にあたっては、庁内で知見・関心の
高い人材、他の市町村、都道府県、地域団体、外部の
専門家等、外部のネットワークを最大限活用し、体制
を発展させていく。 

 
 
 
 
 
 
 

２．５．地理空間情報の共用・更新のための費用分担を考える 
 
□共用することを前提とした場合は、地理空間情報やGISの整

備・更新の費用負担の考え方は多様である。 
□複数主体の費用分担を考えるにあたっては、それぞれの主

体のニーズや、得られるメリット等も考慮の上、各主体が納
得感を得られるように、合意形成をしていく必要がある。

ように向上するか」という視点に立ち、いろいろと実践してい
く。 

３．５．地理空間情報を共用するにあたっての課題を解決する 
 
□課題解決の方法は一通りではない。庁内や地域の状況・特

徴にあわせ、柔軟に選択肢を検討する。 
□技術的な課題解決のためにはコストや作業負荷が発生す

５．共用の実践に向けて確かめる 

「共用」実現を確かにするチェックリスト（17問） 

モデル地域  手引きタイトル 

熱海地域 
庁内の共用編 
（総括版） 

飯塚地域 
県と市の共用編 
（地域版その１）  内容確認用のチェックリストを用意  

 
 
 
○異なる部署、主体間での情報の「共用」を意識した内

容、共用のステップに沿った章立て 
○地方公共団体（特に市町村職員）が今から始められ

る 地理空間情報の総合的な手引きとして作成

得感を得られるように、合意形成をしていく必要がある。

□納得感のある合意形成をするには、費用だけではなく、地
理空間情報の精度・更新頻度やタイミング、システムに具備
する機能等の利用環境も同時に勘案する必要がある。 

２．６．地理空間情報の共用・更新の進捗状況を管理する 
 
□設定したゴールやロードマップの記載事項に関して、やむを

□技術的な課題解決のためにはコストや作業負荷が発生す
る場合もあるが、比較的低廉な価格あるいは無料で実施で
きる選択肢もあるので、柔軟に検討する。 

情報発信や業務全般で地理空間情報を共用する 

岩見沢地域 
市と民間団体の共用編 
（地域版その２） 

地域版は 具

内容確認用のチェックリストを用意

県と市の共用編 る、地理空間情報の総合的な手引きとして作成 
○３箇年の豊富な実証例、アンケート票、覚書等、すぐ

に他地域でも活用できる事例・テンプレートが豊富 
○既存のGISに関するマニュアルとの対応が明確で、詳

しく知りたい方はすぐに参照可能 
○地域版では、それぞれの実証を踏まえての留意点等

を具体的に分かりやすくとりまとめ 

得ず計画通りに進まないことがあるが、重要なのは一度立
ち止まり、計画を見直す機会をもつことである。そのために、
推進体制を中心に定期的に状況を把握することが極めて重
要。 

□加えて、全体の取組に大きく影響を与える事態の発生につ
いても、関係主体が迅速に状況を把握できるような仕組みも
整えることが望まれる。 

苦情受付処理業務で地理空間情報を共用する 

民間団体と農業業務で地理空間情報を共用する 

地域版は、具
体的な実証に
合わせて記載 

県と市 共用編

市と民間団体の共用編 
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