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1． はじめに 

 

地方公共団体には、多くの部署に様々な地理空間情報が存在しています。しかし、こうした地

理空間情報は必ずしも十分には活用されておらず、この“眠っている”地理空間情報を活用する

ことで、地方公共団体の業務を飛躍的に効率化・高度化できます。 

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た総称です。 

これらの地理空間情報を、GIS（地理情報システム）を介して扱うことで、瞬時にこれらの地

図上への表示や、地区別の人口分布や施設の整備状況などの分布や主題図の作成ができ、住民サ

ービス業務の効率化及び対策／計画策定の高度化などが図れます。また、庁内の部署間で地理空

間情報を共有したり、地図作製・更新のコストを低減したり、防災マップなどをわかりやすく住

民に提供するといったことも可能です。 

地方公共団体においては、行政ニーズが多様化、高度化していますが、こうしたことへの対応

にあたり地理空間情報の活用は非常に有効といえます。 

平成 19 年に制定された地理空間情報活用推進基本法に基づき、国においては、地理空間情報

活用推進基本計画を策定し、「行政の高度化・効率化」を目指すこととしています。 

ここでは、国のみならず、地方公共団体もその責務を有することとされていますが、一方で、

地方公共団体における GIS の普及や地理空間情報の活用は大きな課題となっています1。 

しかしながら、地理空間情報を活用し、空間的思考（空間的に物事を捉え、表現し、そこから

推論する考え方）を用いて現状を把握し、計画や対策を立案する能力の育成には習熟の機会を必

要とするものの、能力取得のための研修等の機会は多くないのが現状でした。 

このような問題意識のもと、国土交通省では、これまで地方公共団体職員向けに、GIS の業務

への活用方法を身に付けるための研修プログラムを開発・実施し、その成果を公開してきました。 

個別業務分野の研修プログラムについては、「GIS 高度活用促進プログラム」として、平成 23

年度に防災分野、平成 24 年度に介護・福祉分野の開発を行い、昨今、行政課題として特に重要

視されているこれらの業務の効率化・高度化に役立てていただくことを目指しています。 

本手引きは、これまで国土交通省が開発・公開してきた「GIS 高度活用促進プログラム」を、

全国の地方公共団体において研修や勉強会などで一層活用してもらうために、研修の企画・準備

等の具体的な方法をわかりやすく整理したものです。 

公開されているこれまでの教材とともに、是非本手引きをご覧いただき、各地方公共団体にお

いて、地理空間情報の活用能力を身に付けるための研修会等を開催し、行政サービスの向上にお

役立ていただければ幸いです。 

 

【国土交通省がこれまで開発した研修プログラムはこちらでご覧いただけます】 

■GIS活用人材育成 教材 下記 URL へ移動 または「GIS 活用人材育成」で検索 

【URL】http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000040.html 

                             
1 GISの整備状況は統合型 GISで都道府県（40.4％）、市区町村（44.8％）、個別型 GISで都道府県（97.9%）、

市区町村（78.0％）ですが、市区町村の整備自治体における活用状況に着目すると、「部局を越えた政策判断に

活用（37.7％）」「GISを用いて作成したマップを住民に公開（20.3％）」「自治体内の利活用を支援するための研修

を実施（19.3％）」と十分でない状況といえます。（総務省「平成 25年度 地方自治情報管理概要」） 
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2． 本手引きの目的と使い方 

2.1 地理空間情報を活用すると何ができるのか？ 

 地方公共団体の多くの部署において、様々な地理空間情報が活用されないまま、管理されてい

ます。 

 防災分野では、防災関連施設（避難所、防災備蓄倉庫等）、災害時要援護者の住所、各種社会資

本（道路、住宅、ライフライン等）などの情報が関連します。また、介護・福祉分野では、高齢

者／障害者福祉施設、介護施設、公共施設、高齢者や災害時要援護者の住所などが関連します。 

 これらの地理空間情報を活用することで現状把握や対策／計画立案業務に直接役立てたり、地

図に表示することで課題に対する理解を深めたりすることが可能です。 

 以降、GISの活用イメージとして、「GIS 高度活用促進プログラム」でとりあげている防災分野、

介護・福祉分野を例に紹介します。 

 

（1） 防災分野における GIS活用 

1） 地理空間情報の活用により効率化・高度化できる防災業務（例） 

防災分野の中でも、災害の発生段階に応じた様々な業務シーンにおいて、地理空間情報の活用

が期待できます。 

分野 効率化・高度化できる業務 

災
害
予
防 

1)防災関連施設（例：避難所、防災備蓄倉庫）の位置の確認 

2)防災関連施設（例：避難所、防災備蓄倉庫）の配置の妥当性の確認・見直し 

3)災害時要援護者の居住場所の確認 

4)災害時要援護者の災害時の避難ルートの確認・見直し 

5)災害時の被災者数・建物被害数の推定 

6)気象予警報等の警戒情報の住民への公開 

災
害
応
急 

7)災害時の各地域の被害状況の記録・更新 

8)各地域の被害状況の他機関との共有 

9)災害時の被災者に係る対応（例：人命救助、災害時要援護者の保護、帰宅困難者の支援） 

10)避難所の開設・管理・運営 

災
害
復
旧
・
復
興 

11)瓦礫撤去の管理（例：要請箇所の確認・集積所の管理） 

12)復旧時の被災者に係る対応（例：ボランティアの受入れ・斡旋、支援物資の供給） 

13)各地域の復旧状況（例：復旧した社会資本（道路、住宅、ライフライン等）の把握） 

14)仮設住宅の計画・管理（例：仮設住宅の建設候補地の抽出、入居状況の管理） 

15)罹災証明の発行のための罹災状況の判断 

16)復興時の社会資本（例：道路、住宅、ライフライン等）の整備計画の作成 
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2） 防災業務における GIS活用イメージと活用事例 

＜防災分野の GIS 活用イメージ＞ ＜輪島市での防災分野の GIS活用事例＞ 

予防：災害対策重点地区の検討、避難計画の策定 

応急：被害状況の把握 

災害復旧・復興：復旧計画の策定 等 

居住者データ
（氏名/年齢/居住地/就業地）

（災害弱者情報等）

避難施設情報
（学校・公民館等）

災害危険度と居住者情報から災害対策重点地区を特定
避難施設・備蓄施設情報から避難計画を策定
道路・インフラ情報とあわせ復旧計画を策定 ・・・

災害危険度の状況、居住者の
分布・特性、避難施設・備蓄拠
点等の分布から的確な災害予

防・応急計画を検討

災害危険度情報
（ハザードマップ）

備蓄拠点情報

道路・インフラ
情報

 

津波発生時を想定した避難ルートの検討 

•道路データと津波ハザードマップ重ね合わせ、津波発
生時に遮断する道路を特定し、避難ルートを検討

【凡例】

避難所

緊急避難道路 道路等級
1級

2級

その他

津波による想定浸水区域

 

 

3） 防災分野における GISを用いた分析事例 

防災分野のデータを用いて災害対策等に関する分析を行った事例を紹介します。 

■分析テーマ例 

 大規模火災時における家屋の被害想定 

 水害時を想定した避難所の適正配置 

 大規模震災時における避難所の過不足推計分析 →分析例① 

 地震及び水害の同時発生時における避難ルートの検討 →分析例② 

■分析例 

【分析例①】大規模災害時における避難所の過不足推計分析 

各広域避難所を最寄りとする町丁目を特定することで、各避難所の所管地域を設定した。これ

をもとに所管地域内人口を合計することで災害時発生時に想定される避難者数を推計した。次に、

各避難所の収容人数定員に対する想定避難者数の比率から過不足を評価し、新規に広域避難所を

設置すべきエリアがないか、対策の検討に役立てた。 

広域避難所の収容率 

 

各避難所の所管エリア別に人口を

算出し、広域避難所の収容人数に対

する比率により色分けした 

（赤系ほど不足、青系ほど充足して

いることを示す） 



4 

【分析例②】地震及び水害の同時発生時における避難ルートの検討 

震度 6.5以上の地震と水害が同時発生した場合を想定し、幼稚園及び保育所から避難所への避

難ルートを検討した。さらに、避難ルートを可視化、平常時と災害時の距離を計測して比較した。 

幼稚園及び保育園からの避難ルートの選定の検討イメージ 

  

 

（2） 介護・福祉分野における GIS活用  

1） 地理空間情報の活用により効率化・高度化できる介護・福祉業務（例） 

介護・福祉分野の様々な業務シーンにおいて、地理空間情報の活用が期待できます。 

分野 効率化・高度化できる業務 

福祉政策全般 1)高齢化が進行している地域の抽出 

福祉/介護関連施設整備 

2)高齢者福祉施設や障害者福祉施設の位置の確認 

3)高齢者福祉施設や障害者福祉施設の配置の妥当性の確認・見直し 

4)介護施設（介護事業者）の位置の確認 

バリアフリー整備 
5)公共施設のバリアフリー対応状況の把握 

6)今後の公共施設のバリアフリー化の重点地域の抽出 

災害時の要援護者対策 
7)災害時要援護者の居住場所の確認 

8)災害時要援護者の災害時の避難ルートの確認・見直し 

民生委員の担当区域 
9)民生委員の居住地域と担当している区域の確認 

10)民生委員が担当する区域の妥当性の確認・見直し 

 

凡例

凡例

避難ルート

避難所

幼稚園・保育所

通行不可

幼稚園及び保育園から最寄りの避

難所までの避難ルートを探索した

結果。通行不可の道路は回避してル

ート選定が行われている。 

通行不可となる道路を回避した避難ルートと

平常時のルートの延長の差を求め、避難ルー

トが長くなる幼稚園・保育園を抽出 

⇒Ｄ幼稚園で災害時の避難場所へのルートが

特に長くなるため、配慮が必要。 
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2） 介護・福祉業務における GIS活用イメージと活用事例 

＜介護・福祉分野の GIS活用イメージ＞ ＜浦安市での介護・福祉分野の GIS活用事例＞ 

独居老人等見守りが必要となる高齢者を地図上

にプロットし、見守り・介護の拠点施設の配置や

見守りルート等の検討に活用。 

 

独居老人の見守りや介護を
効率的・効果的に行う計画を

GISを活用して策定したい

独居老人のデータ
（氏名/年齢/性別/住所）

（既往歴/要介護度/在宅時間等）

ケアマネージャー
ホームヘルパー

地図上に独居老人の居住地やデータをプロット
見守り・介護の拠点施設の配置や
サービスルートを地図上で検討

介護事業者

アドレス
マッチング
（住所文字列
から位置分
布に変換）

医療施設
福祉施設

●：要介護度 5

●：要介護度 4

●：要介護度 3

・・・

 

保育園の待機児童を地図にプロットし、保育園の

施設配置の適正化を検討。 

 
出典：「浦安市の統合型 GISの取り組みについて  

～情報基盤へと進化する統合型ＧＩＳ～」 

 

3） 介護・福祉分野における GISを用いた分析事例 

介護・福祉分野のデータを用いた福祉政策等の検討のための分析事例を紹介します。 

■分析テーマ例 

 市内高齢化状況の進行状況の可視化 →分析例① 

 介護保険料のコンビニ納付制度導入の効果分析 →分析例② 

 GIS を活用した子育て・児童関係施設の配置分析 

 避難所の被災リスクを勘案した災害時要援護者支援 

■分析例 

【分析例①】市内高齢化状況の進行状況の可視化 

市内各地区の高齢化率の変化や、国の高齢化率平均値との比較により高齢化状況を可視化 

＜地区別高齢化率の H17年・25年比較＞   ＜市内地区と国の高齢化率比較(H25)＞ 

0 3
km

    

0 3
km

 

 

 

 

待機児童数を町丁目単位で集計。 

●の大きさが大きいほど、待機児童

数が多いことを示す。 

 

上昇している地区ほど濃い色 

この地区は、急激に高齢化が進んで

おり、かつ、市内で唯一国の水準を

超えている。 

赤：国の現時点平均値以上 

黄：国の現時点の平均以下 

緑：介護保険開始時の国の平均以下 
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【分析例②】介護保険料のコンビニ納付制度導入の効果分析 

市が実施した介護保険料のコンビニ納付制度導入前後の納入利便性の変化を可視化した。 

納入場所を中心に半径 500m の地域を地図上に表示し、コンビニ納付制度導入前後で比較するこ

とで、市内のカバーできる範囲の拡大を把握した。 

＜制度導入前の納入便利エリア＞      ＜制度導入後の納入便利エリア＞ 

0 3
km

0 3
km

 

 

（3） 防災、介護・福祉以外の分野での GIS活用 

防災、介護・福祉分野以外においても、地方公共団体では様々な分野で GIS を活用し、業務の

高度化・効率化が図られています。 

国土交通省では、GIS ホームページで地方公共団体向け Web ガイドブックを公開しています

ので、これらも参考にしながら、GIS で何ができるかについて理解を深める際の参考にしてくだ

さい。 

＜地方公共団体向け地理空間情報に関する Webガイドブック＞ 

 地方公共団体や関連する団体が、関係者が誰でもいつでも参照できるように、地理空間情報を活用

する上での課題や、その解決手法等を体系的に整理し、WEB サイト上のガイドブックとしてとりまと

めたもの。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【URL】http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/webguide/index.htm  

 

＜地理空間情報の活用の手引き 今すぐ始められる！『共用』のためのワークブック＞ 
 全国の地方公共団体の職員向けに、様々な業務において地理空間情報が活用されるよう、異なる組
織・団体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、どのように進めていくかを
手引きとしてまとめたもの。 
  【URL】http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000040.html 
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2.2 本手引きの目的と「地理空間情報高度活用促進プログラム」 

（1） 本手引きの目的 

国土交通省では、これまで地理空間情報を行政業務に活用できる能力の育成を目的に、地方公

共団体職員向けに研修プログラム「地理空間情報高度活用促進プログラム」を開発・実施し、そ

の成果を公開してきました。 

 本手引きは、これらの研修プログラムを、全国の地方公共団体において、職員の地理空間情報

の活用能力育成を目的とした研修や勉強会で活用していただくための方法をわかりやすく示すこ

とを目的としています。 

  

（2） 「地理空間情報高度活用促進プログラム」の概要 

1） 地理空間情報高度活用促進プログラムの開発 

 国土交通省がこれまで開発した「地方公共団体職員向けに研修プログラム」(以下、「本研修プ

ログラム」とします)は以下のとおりです。これらの教材は、国土交通省のホームページからダウ

ンロードすることができます。なお、これらのプログラムの詳細は巻末の「研修プログラムの構

成（カリキュラム）」をご覧ください。 

 

＜これまで国土交通省が開発した地方公共団体職員向け地理空間情報高度活用推進プログラム＞ 

防災部門、介護・福祉部門向けといった個別業務部門を対象としたプログラムのほか、行政全

般の業務に係わるプログラムも開発している。 

 

 介護・福祉業務に係る地方公共団体向けプログ

ラム（平成 24年度開発） 

 防災業務に係る地方公共団体向けプログラム

（平成 23年度開発） 

 行政全般に係る地方公共団体向けプログラム

（平成 22年度開発） 

 

【GIS活用人材育成 教材ダウンロード先 URL】 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudos

eisaku_tk1_000040.html 

 

 以下は、防災部門及び介護・福祉部門を対象とした研修プログラム構成です。これらの詳細は

巻末の「研修プログラムの構成（カリキュラム）」をご覧ください。 

 

国土交通省の HPでの公開状況 
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＜地理空間情報高度活用促進プログラムの概要＞ 

科目名※ 
防災 

分野 

介護・福

祉分野 
概要 

オリエンテーション ○ ○ 
プログラム全体の狙いを説明し、空間的思考や地理空

間情報の活用の必要性を解説 

GIS 活用の方法 ○ ○ 
防災分野/介護・福祉分野における GIS の高度活用の

方法、課題、事例を学ぶ 

関連する法制度等 ○ ○ 

国の GIS に関する取組を紹介し、防災/介護・福祉分

野における GIS 活用時に知っておくべき法制度を紹

介 

GIS を活用した災害情報の共

有・可視化による災害対応業務

の高度化に向けた演習 

○  

統合型 GIS を利用し、豪雨災害を想定した際の予防・

事前・応急対策に関わる現状把握・空間分析に関する

演習 

GIS による災害予防・事前対策

演習 
○  

GIS を利用し、被害想定地域の人口・世帯数推計、被

害想定地域の被害状況把握、避難所収容人員評価、避

難所への最短ルート検索に関する演習 

戸別訪問業務の高度化・効率化  ○ 

各種台帳（要介護認定者等）や関連する地域資源の情

報を地図上に表示する方法や、モバイル端末を用いた

訪問業務の高度化・効率化の方法に関する演習 

高齢福祉関係の計画策定/政策

立案のための基礎分析（地域カ

ルテの作成と活用） 

 ○ 

介護保険事業計画等の計画策定に役立つ地域別の高

齢者/要介護者の分布の可視化、介護施設/介護事業者

の地図上への表示、地域別の高齢者/要介護者/関連施

設数等の集計に関する演習 

ディスカッション ○ ○ 
各自治体における GIS 活用の可能性と課題や、GIS 活

用推進のための方策を議論する 

※正式な科目名は、各分野（防災/介護・福祉）により若干異なります。 

 

2） 地方公共団体職員に対する研修実施の様子 

 平成 23 年度～平成 24 年度の本研修プログラム開発過程において、全国の地方公共団体職員

の皆様に受講いただき、また平成 25年度には、特定の地方公共団体（島根県及び東京都稲城市）

において、地方公共団体職員が企画運営、講師等を務め、本研修プログラムを試行し、評価をし

ていただきました。 

これらの試行過程における受講者の声や研修の実施状況もあわせてご覧いただき、研修プログ

ラムの実施イメージの参考にしてください。 

 

＜参考①：これまでに実施した研修参加者の声＞ 

これまでに実施した研修の参加者からは、「GIS の仕組みや有効性が理解できた」「演習が充実してい

る」「今後、業務で活用していきたい」といった声が得られています。 

（防災分野） 

 他地域の防災分野における GIS 活用事例の紹介は、想像以上に勉強になった。 

 研修で学んだことを活かして、災害時要援護者支援台帳の地図化、災害時の状況把握、防災関連

マップ作成における庁内連携、統合型 GIS 導入に向けた体制作りなどを行いたい。 

（介護・福祉分野） 

 モバイル端末を用いた戸別訪問先のルート設定や訪問先での記録作成などは、現実的な内容であ

り参考になった。 

 高齢化の状況や介護・福祉施設の配置状況など、いろいろな情報を重ねることで地域の実態や課

題を深く理解することができた。GIS は地域診断のツールとして役に立つ。 

（防災及び介護・福祉分野共通） 

 研修で用いた教材を用いて、職場で勉強会を開催していきたい。 

 地理空間情報を地図に表示することで、新しい気づきを得られ、理解が深まることがわかったの

で、今後は地図上に情報を表示して考える習慣を業務にとりいれていきたい。 

 GIS による可視化の有効性や情報の共有化で多くのアイデアが発掘できる可能性を感じた。 
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 GIS ソフトを用いた演習が充実しており、操作を通じて GIS の仕組みや有効性を理解できた。 

 GIS というとコストがかかる印象が強かったが、公開情報やフリーソフトの活用など、様々な手

段があることを学べた。 

 ディスカッションで様々な職員の考え方に触れ、GIS の活用可能性について理解が深まった。 

 

＜参考②：これまでに実施した研修の様子＞ 

座学講義の様子 

 

平成 25年度島根県実施（防災） 

座学講義の様子 

 

平成 25年度稲城市実施（介護・福祉） 

GIS ソフトを用いた演習の様子

 

平成 23年度立命館大学実施（防災） 

モバイル端末を用いた演習の様子 

 

平成 24年度立命館大学実施（介護・福祉） 

グループディスカッションの様子 

 

平成 25年度島根県実施（防災） 

演習成果発表の様子 

 

平成 25年度稲城市実施（介護・福祉） 
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2.3 本手引きで想定する主な読者 

 本手引きは、地方公共団体において、本研修プログラムを活用した研修や勉強会の開催を考え

るすべての地方公共団体の職員の方、あるいは地方公共団体の研修企画を担当される各種団体の

方に活用いただくことを想定しています。 

具体的には、庁内において GISの活用促進や職員の GIS活用能力を高めることを目指す都道府

県及び市町村の情報管理部門や研修企画担当の職員の方、個別の業務分野において GIS の活用を

推進したい防災や介護・福祉等の原課の職員の方々を対象としています。 

 

2.4 本手引きの構成 

 本手引きは、研修の企画→準備→運営・研修後の対応という一連の流れに沿って、それぞれに

おけるポイント、対応事項と工夫、取組事例や参考情報を整理しています。 

なお、手引きの中で紹介する取組事例は、本研修プログラムの開発過程において、立命館大学、

岐阜県、島根県、稲城市にて試行した際の実際の流れ、各実施主体にて発生した課題や解決方策

等をもとに作成しています。 

＜研修の流れと本手引きの構成＞ 

研修の位置づけと庁
内体制を整える(3.1)

カリキュラムを組み立てる(3.3)

講師等を決める(3.4)

会場を確保する
(4.3）

演習環境を用意する
(4.4）

研修を開催する(5.1)

研修後のフォローを行う(5.2)

教材等を整え
講義に備える

研修の企画
（3章）

研修の準備
（4章）

研修の運営及び
研修後のフォロー

（5章）

研修環境を整える

研修の目標を立てる
(3.2)

教材等を編集・作成
する(4.1)

講義の準備をする
(4.2)

受講者を
募集する

(4.5)

 

※地方公共団体職員のみで研修の企画・運営を行うことが難しい場合は、カリキュラム設計（3.3）や

教材等の編集・作成（4.1）などにおいて、外部専門家の協力を得ながら実施する方法もあります。 
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3． 研修の企画 

3.1 研修の位置づけと庁内体制を整える 

＜ポイント＞ 

 本研修プログラムは、主に、地方公共団体で行われる能力開発研修、ICT 研修、自主勉強会

などでの活用を想定しています。 

 GISに関わる組織は多岐にわたるため、関連組織と連携しながら進めることが重要です。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 地方公共団体で行う研修は、大きく分けると階層別の研修と専門分野の研修とがあり、専門

分野の研修には、実務研修、能力開発研修、ICT 研修などがあります。また、正式な研修の

ほかに、庁内勉強会（自主勉強会）もあります。本研修プログラムは、このうち、能力開発

研修や ICT 研修、あるいは自主勉強会で活用されることを主に想定しています。 

 能力開発研修や ICT 研修の場合は、主に庁内の研修部門、情報部門または研修内容に関連の

深い部門が主催します。これらの研修は通常、例年実施している場合が多いため、当該研修

であらかじめ設定されている目標との関係の整理が必要です。また、前年度に研修計画の庁

内申請が必要な場合は、そのスケジュールを踏まえた対応が必要となります。 

 自主勉強会の場合は、所管課（地理空間情報所管／活用部門（防災部門や福祉部門等））や情

報部門が主催します。業務と位置づけて行う場合は、組織の上長の承認が必要になることが

あります。この際、庁内の ICT 推進委員会等の情報関連委員会の承認がとれると、研修環境

の整備や受講者募集にあたり有効です。業務外の活動として行う場合は、業務時間外での活

動が条件となり、参加が任意となるため受講者募集に工夫が必要となります。 

 GIS に関わる組織は、情報部門、所管課（地理空間情報所管／活用部門）、個人情報関連部門

など様々です。研修の実施にあたっては、それぞれと連携し、業務課題や人材育成ニーズの

検討、研修で利用する情報環境や演習データの整備方法などを詰めることが必要です。 

 特に自主勉強会の場合は、連携対象や受講対象に情報部門や研修部門の職員を含め、それら

の職員に GIS 研修の有効性を理解してもらうことで、継続的な研修実施につなげることも有

効です。 

 

＜地方公共団体で行う研修等の種類＞ 

階層別研修
地
方
公
共
団
体
の
研
修
等
の
種
類

専門研修

自主勉強会

派遣研修

実務研修

能力開発研修

ICT／OA研修

本研修プログラムの
主な活用対象
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＜取組事例紹介：試行における研修の位置づけ＞ 

実施主体 

研
修
分
野 

研
修
種
類 

実施形態及び 
定員 

連携組織と連携内容等 

島根県 
（用地対策課） 

防
災 

能
力
開
発
研
修 

県及び県内市町
村職員を対象
に、島根県統合
型GISを所管す
る用地対策課が
例年実施してき
たGISの活用促
進研修として実
施 
（定員 18 名） 

■島根県危機管理課 
 防災業務の実態等を提示 

 
■松江市防災部門 
 教材開発にあたり市町村における防災業務

の実態や課題を提示 
 演習内容が業務に合致しているかの確認 
 演習で用いるデータ（浸水域データ）の提示 

 
■島根県中山間地域研究センター 
 GIS の活用に詳しい立場から、演習教材への

助言及び当日の運営（演習）を支援 

岐阜県 
（情報管理課） 

防
災 

能
力
開
発
研
修 

県及び県内市町
村職員を中心に
全国の地方公共
団体職員を対象
に実施 
（定員 40 名） 

■岐阜県防災課 
 教材開発にあたり防災業務の課題を提示 
 
■岐阜県市町村振興協会市町村研修センター 
 市町村職員への受講者募集、研修アンケート

の実施 

稲城市 
（福祉部） 

介
護
・
福
祉 

自
主
勉
強
会 

市町村内部で地
理空間情報所管
／活用部門が自
主研究グループ
を組織し、同部
門職員を対象に
実施 
（定員 10 名） 

 福祉部職員が中心となり実施 
 受講対象に情報部門を含め、庁内の GIS 環

境整備への展開を意図 
 有志の勉強会のため、業務時間外（18 時～）

に、庁外の研修施設で実施 
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3.2 研修の目標を立てる 

＜ポイント＞ 

 地理空間情報の活用の目的は、各地方公共団体の行政上の課題、庁内での地理空間情報の活

用の現状、地理空間情報を活用できる人材の状況等により様々です。研修目標はこれらを十

分に検討して設定することが重要です。 

 研修目標は、主な受講対象層を具体的に想定することで、より具体的に設定できます。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 まず、受講者が地理空間情報の活用を通じてどのような業務を行えるようになりたいかを具

体的に検討し、それを研修の目標として設定します。研修の目標は、それぞれの地方公共団

体が抱える行政上の課題、庁内での地理空間情報の活用状況、地理空間情報を活用できる人

材の状況等により異なるため、これらの状況を踏まえて設定することが重要です。 

 研修の主な受講対象層を具体的に想定し、彼らの抱える業務上の課題、地理空間情報の活用

による当該課題の解決の方法、職場における地理空間情報の活用の現状、地理空間情報に関

する知識・スキル等を踏まえることで、研修目標をより具体化することができます。 

 GIS 活用の効果は、計画策定への活用など、業務に直接的に役立つことのほかに、地図に表

示することで自らの業務課題に対する理解を深めることにも役立ちます。 

 

＜取組事例紹介：試行における研修目標等＞ 

実施主体 目標 業務上の課題 主な受講対象 

島根県 
（用地対策課） 

業務での島根県統合型
GIS の活用促進 

個別業務の改善・高度化
に資する島根県統合型
GIS の活用が十分にでき
ていなかった 

県及び県内市町村の防災
部門、福祉部門等の職員 

稲城市 
（福祉部） 

地理空間情報を用いた地
域分析を踏まえた政策検
討、計画策定能力の向上
（高齢者や関連施設の分
布等を踏まえた介護保険
事業計画の立案等） 

データは紙地図や表計算
ソフトによる管理で、わ
かりやすい可視化、デー
タの効率的管理、時間的
な変化の把握などが十分
にできていなかった 

市福祉部（生活福祉課、
高齢福祉課、子育て支援
課等）、情報管理課の職員 

立命館大学 

地方公共団体内で、関係
者間の連携を図り、効率
的な GIS の導入・運用の
推進や、施策の立案・評
価にあたり地理空間情報
の活用できる能力の向上 

施策の立案・評価に役立
つ地理空間情報が庁内に
あるにもかかわらず、そ
の活用の意義や方法が理
解されていなかった 

全国の都道府県及び市町
村におけるGISを活用し
た政策・対策立案に携わ
る職員（道路、都市計画、
上下水、固定資産、介護、
福祉、育児、教育、環境
部門等） 
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＜参考：GIS活用の効果＞ 

GIS の活用により、「業務効率化」「業務高度化」「コスト削減」などの様々な効果が期待できま

す。これらは、「庁内各課の業務改善」「庁内各課間の情報共有」「市民への情報発信」などを通じ

て実現します。研修目標の設定には、このような GIS 活用効果を念頭に置き、想定する受講者の

業務上の課題を踏まえ、できるだけ具体的に設定することが有効です。 

 

分類 効果 内容（例） 

業
務
効
率
化 

庁内各課の
業務改善 

検索時間の短縮 窓口・電話での問合せ対応など 

登録時間の短縮 申請・届出案件の登録・処理など 

地図作成・更新時間の
短縮 

紙地図への色塗りや情報記入の手間が電子化するこ
とで容易・迅速に 

業務プロセス改善 電子化による業務フローの簡略化 

庁内各課間
の情報共有 

他課管理情報の確認
時間の短縮 

他課で管理している地図等の確認・活用のための時
間の短縮 

複数課の合議・調整等
の時間短縮 

複数課の確認・承認が必要な案件の合議のための時
間の短縮 

市民への情
報発信 

問合せ対応時間の削
減 

行政情報を発信することにより、市民・企業等から
の窓口・電話等での問合せ対応時間等が削減 

業
務
高
度
化 

庁内各課の
業務改善 

空間上での検討 情報を可視化し、空間的な条件を設定して情報を集
計・分析することにより、課題検討・計画立案など
を高度化 

経年変化の把握 
 

多時点の情報を重ねたり並べて比較対照することに
より変化を的確に把握 

庁内各課間
の情報共有 

多分野の情報を活用
した総合的な検討 

地域課題に関連する多分野の情報を空間上で集計・
分析することにより、課題検討・計画立案などを高
度化 

市民への情
報発信 

市民・企業等の利便性
の向上 

GIS を活用して行政情報を発信することにより、市
民生活・企業活動等の利便性が向上 

官民協働に
よるまちづ
くり 

GIS を媒体とした地
域情報の共有・蓄積 
 

地域に関する情報を、GIS を媒体として行政と住
民・企業等とが共有することにより、官民協働のま
ちづくりを推進 
 

コ
ス
ト
削
減 

庁内各課の
業務改善 

地図・台帳等の保管場
所の削減 

地図ケース・台帳ファイル等の保管場所の縮小 
 

地図作成・更新費用の
削減 

電子化することで定期的な地図更新が容易・安価に 
 

庁内各課間
の情報共有 

地図作成・更新にかか
る重複投資の排除 

同様の地図・航空写真等を個別各課で調達していた
ものを、全庁で調達・共用することにより重複投資
を排除 
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3.3 カリキュラムを組み立てる 

＜ポイント＞ 

 研修目標や開催可能な時間枠の制約などを踏まえ、本研修プログラムをベースにカリキュラ

ムを作成します。 

 演習で実施する利用機器や GISソフトを検討します。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 活用素材となる本研修プログラムは、各分野の専門家によって、必要と考えられる内容を豊

富に盛り込まれた内容となっています。地方公共団体が主体となり実施する場合は、それぞ

れで設定した研修目標との整合性や、受講者が参加可能な時間内での実施可能性、受講者の

GIS や ICT リテラシーの水準などを踏まえ、カリキュラムを編集することが必要です。 

 本研修プログラムでは、実際に GISソフトやデータを用いた演習が特徴となっています。研

修計画の作成にあたっては、利用する GIS ソフトやデータの選定を、同じく研修目標や時間

枠の制約及び受講者の GIS や ICT リテラシーの水準を踏まえて行うことが必要です。 

 利用可能な PC やインターネットの接続環境がない場合や、有償の GISソフトを利用する場

合は、別途、予算の確保が必要になるため、演習環境の選定にあたっては予算面の制約もあ

わせて考えることが重要です。GIS ソフトについては、無償のものがありますので、その利

用を選択肢に含め検討することが有効です。 

 

＜参考：無償または比較的低コストで入手できる GISの種類（例）＞ 

名称 種類 概要 

MANDARA フリー 
教育目的で開発されてきたが、統計情報の処理・地図化が簡易にで
きる。また、Shape 形式のデータや KMZ 形式のデータなどに互換
性があり、個人の利用として有用である。 

カシミール３D フリー 
地図ブラウザを基本に、国土地理院の数値地図などを活用して展望
図などの作成などによく使われるフリーソフト。 

ArcExplore フリー 
GIS ベンダー（Esri 社）による無償ソフトで、GIS データの表示用
ソフトとして開発されたものである。GIS とはどのようなものかを
知るための、入門用として有用である。 

QGIS フリー 
高度な機能を持つフリーソフトで、操作方法も複雑なため、既にあ
る程度 GISの知識を持つ人向け。現在大学など研究機関が中心にな
って普及が図られている。 

地図太郎 
比較的 
低コスト 

GIS ベンダー（東京カート社）による低コストソフトで、重ね合わ
せ表示や GPS データの利用など基本的な機能を備える。他ソフト
とのデータの互換性もあり、現場で取得した位置情報付き写真やな
どのデータの整理などに活用している例が見られる。 

※出所：地方公共団体向け地理空間情報に関する Web ガイドブック「無償・低コストで GIS を導入
する方法知りたい」（一部修正） 
【URL】http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/gis/gis/webguide/index.htm
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＜取組事例紹介:試行における編集内容＞ 

■事例①：島根県（用地対策課） 

・防災業務における GIS 高度活用促進プログラム（1 日間プログラム）を編集 

【URL】http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000047.html 

【編集方針／編集内容】 

 参加対象となる市町村の職員が日帰りで参加できること、及び例年実施してきた研修時間を

踏まえて最初に研修時間（10 時～16 時）を定め、その中で時間配分を検討した 

 GPS 付携帯電話で撮影した被災状況等を島根県統合型 GIS に表示する演習（「GIS を活用し

た災害情報の共有・可視化による災害対応業務の高度化に向けた演習」）を重視し、その時

間を十分に確保した上で、その他の科目は残りの時間で配分した 

 「防災分野における GIS活用方策」における活用事例は受講者の興味をひくと考え、できる

だけ活用事例を扱った 

 

【試行カリキュラム】※標準プログラムは参考資料 p.Ⅰ 

授業名 時間 概要 

オリエンテー
ション 

10:00-10:15 本研修プログラムを適用 

防災分野にお
ける GIS 活用
方策 

10:15-10:30 本研修プログラムを適用 

GISを活用した
災害情報の共
有・可視化によ
る災害対応業
務の高度化に
向けた演習 

10:30-10:40 
【統合型 GIS の概要・機能説明】  
統合型 GISの概要・機能説明を行う 

10:40-11:20 

【演習内容・操作説明】 

・演習のシナリオと操作説明を行う 

・本研修プログラムを参考にシナリオ設定等は新規に作成 

11:25-12:00 

【発災後の GPS 機能を利用した被災情報の収集（事前準備）】 

・各班で住民からの情報をもとに被災箇所及び避難経路の選

定 

・位置情報付写真の撮影方法を確認 

13:00-14:15 

【発災後の GPS 機能を利用した被災情報の収集（現地演習）】 

浸水による被災状況の確認のため、現地（県庁周辺）の被災

箇所の撮影 

14:15-14:55 
【統合型 GIS を利用した被災箇所の情報集約・共有】 

位置情報付写真を利用して GISに情報を登録、共有 

グループディ

スカッション 
14:55-15:25 防災における改善点、GIS の活用等について意見交換 

まとめ 15:25-16:00 
意見交換した内容について各班発表 

専門家による講評・まとめ 
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■事例②：稲城市（福祉部） 

・介護・福祉業務における GIS高度活用促進プログラム（1日間プログラム）を編集 

【URL】http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000045.html  

 

【編集方針／編集内容】 

 有志による自主研究グループを組織し、業務外の活動として実施することとしたため、開催

時刻は業務終了後からとし、各回 2～3 時間、計 3 回の研修とした 

 月 1 回の開催として各回の間に期間を設け、復習時間を用意して知識の定着を図った 

 演習成果の発表を行う最終回の前に補講を開催し、受講者全員が演習成果をとりまとめられ

るよう事務局（勉強会の主催者である福祉部）が支援した 

 時間の制約を踏まえて「関連する法制度」を外し、「オリエンテーション」と「介護・福祉分

野における GIS活用の方法」を圧縮し、計 1時間で実施した 

 

【試行カリキュラム】※標準プログラムは参考資料 p.Ⅲ 

実施時期等 概要 

第１回 
（2013 年 11 月） 

① オリエンテーション＆介護・福祉分野における活用方策 
GIS の概念や GISの福祉分野での活用シーンを座学形式で学ぶ 
 
② 高齢福祉関係の計画策定/政策立案のための基礎分析（その 1） 
操作演習により QGIS の基本操作を学ぶ 

第２回 
（2013 年 12 月） 

③ 高齢福祉関係の計画策定/政策立案のための基礎分析（その 2） 
第 1 回の続き 
 
④ GIS演習（その 1） 
②～③で学んだ手法を使って、受講者の関心にあわせて分析テーマを設定
し、各自分析を試みる 
 ＜分析テーマ例＞ 
  ・町丁目やメッシュ単位での高齢化の動向 
  ・高齢者分布と高齢者向け施設の立地の差異分析 
  ・保育施設の立地の妥当性評価 等 

補講（2014 年 1 月） 

第３回 
（2014 年 1 月） 

⑤ GIS演習（その 2） 
各自の分析成果を発表し、政策検討・計画立案への役立て方を学ぶ 
 
⑥ 高機能な GISを活用した高度な分析方法の紹介 
高機能な GIS の活用により、より応用的な空間分析が可能となり、さら
に高度な検討ができることを座学形式等により学ぶ 
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3.4 講師等を決める 

＜ポイント＞ 

 職員のみで講師やティーチングアシスタント2を担えない場合は、外部の専門家の協力を得る

ことが有効です。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 実施主体の組織の職員のみで、講師や演習時に受講者の GISソフトの操作を支援するティー

チングアシスタントを務めることが難しい場合は、庁内の他の部門の専門家や外部の専門家

の協力を得ることが有効です。 

 外部講師の依頼先としては、地元の大学の教員、ICT や GISの専門家が所属する地方公共団

体の関連団体の職員などがあります。ティーチングアシスタントの依頼先としては、GIS や

ICT の専門家が所属する地方公共団体の関連団体の職員、地元の大学の学生などがあります。

また、GIS ベンダーと交流がある場合には、同事業者の協力を得る方法もあります。なお、

外部に依頼する場合は、依頼先の都合を踏まえた開催日の調整が必要となります。 

 他の部門や外部の協力が必要となる可能性が高いのは、演習の授業です。そのため、演習内

容の設計は、講師確保の可能性も踏まえて行う必要があります。 

 

＜取組事例：試行拠点における講師及びティーチングアシスタント＞ 

実施主体 GISソフト 講師及び TA 

島根県 
（用地対策課） 

島根県統合型
GIS（マップ
on しまね） 

■講師 
 島根県用地対策課職員 
 島根県中山間地域研究センター職員（「まとめ」を実施）* 
■ティーチングアシスタント 
 島根県中山間地域研究センター職員* 

岐阜県 
（情報管理課） 

岐阜県統合型
GIS（県域統合
型 GIS ぎふ） 

■講師 
 本研修プログラムの教材開発担当者（座学中心） 
 岐阜県情報管理課職員（演習） 
■ティーチングアシスタント 
 岐阜県建設研究センター職員 

稲城市 
（福祉部） 

QGIS 

■講師 
 稲城市福祉部職員（座学及び演習） 
 GIS コンサルタント（高機能な GIS分析方法の紹介）* 
■ティーチングアシスタント 
 稲城市福祉部職員 

*：研修の実施主体（事務局）以外の協力者 

                             
2ティーチングアシスタント：講師の指示のもと授業の補助や運用支援を行うスタッフのこと。 
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＜参考：ソーシャルネットワーキングサービス3における GIS活用支援の取り組みの活用＞ 

有志の地方公共団体職員や専門家が中心となり、ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）

を通じて地方公共団体における GISの導入・活用を支援する取組があり、こうした場を通じて、

専門家の協力依頼を相談する方法も考えられます。 

例えば、Facebook 上で組織化されている「自治体 GIS活用推進グループ」では、メンバーが投

げかけた GIS 等に関する質問に対して、知見を有する他のメンバーが助言をしたり、情報提供を

行うことで、活発な意見交換がなされています。以下は、実際に意見交換されている話題を例示

したものです。 

話題 コメント数

他の自治体では、人材育成についてどのような取り組みをされているのでしょうか？ 26

個別型GIS,統合型WEBGISどちらの導入を進めていくのがいいでしょうか？ 13

行政職員の皆さんがGISに望まれる、GISの姿ってどんなものなのでしょうか？ 8

避難所の選定はどういった基準で、誰が決定しているのか教えてください。 15

「マイナンバー」と「位置」をリンクすることは可能なのでしょうか？ 10

行政の計画立案を主業務とする部署で、GISは活用されているのでしょうか？ 17  

 

 

＜参考：地理情報システム学会（GIS学会）＞ 

GIS の専門家が参加する地理情報システム学会（GIS 学会）は、各地方ブロックに支部を設置し

ています。また、分科会活動として「自治体分科会」を設置し、地方公共団体における GIS の導

入・活用推進に向けた研究等を行っています。 

（GIS学会地方支部） 

【URL】https://www.gisa-japan.org/gisa/office.html  

（自治体分科会） 

【URL】https://www.gisa-japan.org/gisa/sig.html  

                             
3ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)：インターネット上の交流を通して社会的ネットワーク（ソーシャル

ネットワーク）を構築するサービスのこと。 

https://www.gisa-japan.org/gisa/office.html
https://www.gisa-japan.org/gisa/sig.html
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4． 研修の準備 

4.1 教材等を編集・作成する 

＜ポイント＞ 

 カリキュラムの設計と同様に、研修目標や開催可能な時間枠の制約などを踏まえ、本研修プ

ログラムをベースに教材の編集・作成をします。 

 県域統合型 GIS の活用を想定した「防災業務における GIS 高度活用促進プログラム（1 日間

プログラム）」を活用する場合は、研修を実施する主体の GIS環境にあわせた編集が必要です。 

 受講者に事前・事後のアンケートを実施する場合は、あわせてアンケート票を作成します。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 活用素材となる本研修教材は、各分野の専門家が、必要と考えられる内容を豊富に盛り込ん

だ内容となっています。地方公共団体が主体となり実施する場合は、それぞれで設定した研

修目標との整合性や、受講者が参加可能な時間内での実施可能性、受講者の GISや ICT リテ

ラシーの水準などを踏まえ、教材を編集することが必要です。 

 教材の編集・作成にあたっては、まず本研修教材の理解（読み込み）が必要となります。本

研修教材（主にパワーポイント教材）は、受講者向けの説明スライドに加え、各スライドに

はティーチングノートと呼ばれるスライド説明資料が付記されています。本研修教材の理解

にあたっては、スライドとティーチングノートの双方を読むことが重要です。また、演習科

目については、詳細な進行方法等を整理したマニュアル類を確認することが重要です（これ

らはいずれも国土交通省 HPに公開されています4）。 

 県域統合型 GISの活用を想定した「防災業務における GIS 高度活用促進プログラム（1日間

プログラム）」の演習は、岐阜県の統合型 GIS の活用を想定し作成されているため、他の都

道府県で実施する場合は、その都道府県における統合型 GISにあわせた編集が必要です。 

 とはいえ、演習の構成やシナリオは、他の GIS でも準用可能な内容となっていますので、シ

ナリオ等を参考に演習内容を編集することが可能です。また、統合型 GIS などの GIS環境が

導入されていない地方公共団体が研修を行う場合は、座学形式の科目のみを取り扱う、また

は演習のテキストを使って座学を行うといった活用も考えられます。 

 教材の編集・作成とあわせて、研修プログラムの効果や改善点を把握するための受講者アン

ケート票を作成することが研修プログラムの継続や改善につながります（受講者アンケート

票の例は巻末参考資料 p.Ⅴ参照）。 

 

＜取組事例紹介：試行における教材の主な編集内容＞ 

実施主体 分野 教材の主な編集内容 

島根県 
（用地対策
課） 

防災 
 受講者募集時にGIS利用状況を聞いたところ、利用者が少なかったため、

GIS の専門用語の説明を追記 
 屋外での演習があるため、外出時に各班で持参する地図や点検表を作成 

稲城市 
（福祉部） 

介護・福祉 
 GIS 初心者の受講者向けに、「オリエンテーション」で GIS ソフトの基
本構成や重ね合わせの概念をわかりやすく紹介するスライドを追加 
（参考：稲城市における追加スライド例参照） 

                             
4 【URL】http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000040.html 
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＜参考：スライドとティーチングノート（例）＞ 

スライド 左スライドのティーチングノート 

  
◆このページのポイント 

GIS とは何かについて説明する。 

GIS の歴史は、コンピュータの発達に合わせて 1960 年代

から活発に研究が進められてきたが、その考え方は、紙地

図として古くから行われてきたものである。福祉分野での

利用例として、英国でコレラの流行を抑えた Snow による

コレラマップが有名であるので、まず初めに紹介し、関心

を持ってもらう。 

 

◆説明手順 

Snow は、コレラの患者の分布図（黒い点）を作成し、関

係ある情報として、飲み水として利用している井戸の場所

を表す地図を作成した。彼は、井戸の位置と患者の関係を

地図上から読み取り、コレラ患者が特定の井戸の水を飲む

ことで拡がったことを知り、この地図を利用して、住民に

井戸水を飲むことを禁止した。左下の写真は、現在もその

井戸が残されていることを示したもの。 

 

◆受講者への確認事項 

医療・保健・介護分野と今日のテーマの GIS が関係深いこ

とを確認する。 
 

 

＜参考：演習科目のマニュアル類（例：QGIS操作マニュアル）＞ 

 
（操作項目ごとに手順を詳述） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（画面を表示しながら具体的な操作を記載） 
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＜参考：稲城市における追加スライド例＞ 

① 「GISの基本構成」の紹介 

GIS を操作したことがない初学者が多いため、GIS の基本構成を説明するスライドを追加した。 

オリエンテーショ ン

4

介護・福祉業務におけるGIS 高度活用人材育成プログラム

GIS（地理情報システム）の基本構成

 メニュー
GIS上で利用できるさまざまな機能
を表示（通常のソフトウェアと同様）。

 レイヤー
GIS上で利用する複数の地図の重
ね合わせ状況を表示。

 地図
点・線・面等の図形により構成。背景
地図や主題図を表示。

 属性情報
地図上の各図形（点・線・面）に関わ
るデータを表示。

メニュー

レイ
ヤー

地図

属性情報

ID 名前 属性１ 属性２ 属性３ ・・・

００１ ○

００２ ×

００３ □

図形のID番号に対応 台帳・統計（エクセルやデータベース）の情報

 

② 「重ね合わせの概念」の紹介 

1) 2) 

3) 4) 

5)  

GIS で地図を互いに重ね合わせ、空間

検索を行う過程を説明するにあたり、

地図ではない概念を使って説明するた

めのスライドを追加した。 
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4.2 講義の準備をする 

＜ポイント＞ 

 講義形式の場合は、テキストとティーチングノートを十分に読み込み、実際の受講者を想像

しながら、必要な補足情報について配慮することが重要です。 

 演習の場合は、予行演習や外出ルートの検討を行うことが必要となります。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 講義形式の授業の場合、講師はテキストとティーチングノートを十分に読み込み、時間配分

に留意しながら、当日の講義のシミュレーション（想定や予行演習）をします。その際、受

講者の業務上の課題、GIS の活用状況や ICT リテラシーなどを思い浮かべ、必要な補足情報

について配慮することも重要です。 

 GIS ソフトを用いた机上演習（「GISを活用した災害情報の共有・可視化による災害対応業務

の高度化に向けた演習」「GIS による災害予防・事前対策演習」「高齢福祉関係の計画策定/

政策立案のための基礎分析」）の場合は、実際に GIS ソフトを操作して、進行上問題が生じ

ないか、事前に予行演習を実施することが望ましいです。 

 モバイル端末や GPS 付携帯電話を持参して屋外で行う演習（「GISを活用した災害情報の共

有・可視化による災害対応業務の高度化に向けた演習」「戸別訪問業務の高度化・効率化」）

では、事前の外出ルートの検討や外出の所要時間の確認も必要になります。 

 

＜取組事例紹介：試行における講義準備＞ 

実施主体 研修分野 講義準備の内容 

島根県 
（用地対策課） 

防災 

 地図や電話帳などを用いて外出ルートを検討し、事前に実際
にまわってみて所要時間を確認した 

 教材の読み込み、演習準備、防災関係課へのヒアリングなど
を含め、準備に計 1週間程度をあてた 

稲城市 
（福祉部） 

介護福祉 

 講師役 3 名で担当講義を分担し、各回の前に打ち合わせを
持ち、当日の進め方を確認した 

 講師役 3 名は、もともとは GISに精通していなかったため、
外部の GIS 専門家から講義の進め方に関する事前説明を受
け、さらに演習操作習得のため、各自が 10～１５時間を講
義の準備にあてた 

 GIS に詳しくない受講者が大半であったため、用語の定義を
補足すべく、別途、手持ちのメモを用意した 

＜参考：GIS関連用語集（例）＞ 

■ 「GIS ポータルサイト 用語集」（地理空間情報活用推進会議） 

【URL】http://www.gis.go.jp/glossary/index.html  

■「地方公共団体における地理空間情報活用の手引き（庁内共用編）」（国土交通省） 

【URL】http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000040.html  

■「地理情報標準の解説 付録 地理情報標準専門用語集 Ver.2」（国土地理院） 

【URL】http://www.gsi.go.jp/GIS/stdind/jsgi_yogo_keyword.html  

■「GIS ひろばーGIS 学習（GIS 用語集）」（JACIC） 

【URL】http://www.gis.jacic.or.jp/gis/gakushu/yougo/j_a.html  

http://www.gis.go.jp/glossary/index.html
http://www.gsi.go.jp/GIS/stdind/jsgi_yogo_keyword.html
http://www.gis.jacic.or.jp/gis/gakushu/yougo/j_a.html
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4.3 会場を確保する 

＜ポイント＞ 

 研修会場は、受講者のアクセスしやすさ、演習で用いる PCやインターネット環境の有無など

を踏まえて選定します。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 研修会場は、受講者のアクセスのしやすさを踏まえて選定します。都道府県が都道府県内の

市町村職員を対象に実施する場合は、遠方からの参加者が少なからず含まれる可能性がある

ため、都道府県庁やターミナル駅付近の研修施設を活用するなどの工夫が必要です。 

 自主勉強会の場合、業務外利用であるとの理由から庁内の会議室が使えない場合も考えられ

ます。その場合は、外部の研修施設の確保が必要となります。 

 演習の実施にあたっては、PC やインターネット環境が必要となります。これらが備わって

いない会場の場合は、PC の持ち込みや調達、インターネット環境（ハブによる LAN ケーブ

ルの配線、無線（wifi）環境）の構築が必要になります。 

 演習でモバイル端末を用いたフィールドワークを実施する場合は、会場周辺で対象となる建

物・エリアがあるか、受講者がフィールドワークを行っても住民に迷惑がかからないかにつ

いての確認も必要です。 

 このほか、スライドを投影するスクリーンや、受講者分の PC の電源が確保できることを確

認しておくことも必要です。また、PC とテキストとを置ける机上スペースの確保や、グル

ープワーク／ディスカッションを行う場合は、机の可動性を確認しておくことも必要です。 

 

＜取組事例：試行拠点における会場確保＞ 

実施主体 会場 特徴 

島根県 
（用地対策課） 

島根県庁会議室 
及び県庁周辺 

 座学及び操作演習を会議室で行い、演習のフィールドワ
ークは県庁周辺で実施 

稲城市 
（福祉部） 

稲城市地域振興
プラザ会議室 

 市役所に隣接する市の会議室を利用（有償） 
 インターネット環境が備わってないため、wifi 環境を構

築 

 

＜参考：研修会場等の様子＞ 

演習風景（教室） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

演習風景（屋外）  ディスカッション風景 
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4.4 演習環境を用意する（PC、GIS ソフト、演習データの調達・設定） 

＜ポイント＞ 

 一般の講義スタイルの研修に比べ、本研修では実際に GIS ソフトを用いた演習を行います。

そのため、PCや GIS ソフトの調達・設定が必要となります。 

 同じく演習では分析用のデータを用いるため、その用意も必要です。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 PC は、研修会場に用意されている場合、受講者の業務用 PC を持ち込む場合、外部から調

達（レンタル／リース）する場合がありますが、それぞれメリット、デメリットがあるため、

比較の上、決定します。 

 GIS ソフトや業務用データの活用が庁内の情報管理ルールに抵触する可能性がある場合は、

事前に情報部門に相談し、個別に申請手続きを行うことが必要となります。この手続きを円

滑に行うためにも、研修の企画段階で情報部門の職員を巻き込むことが有効となります。 

 有償の GISソフトを用いる場合、コスト低減策として、ライセンスを取得している大学と連

携して行う、あるいは G空間事業者（GIS ベンダー）とのタイアップで実施するなどの工夫

が考えられます。 

 GIS ソフトのインストールは、受講者の人数分を行う必要があるため、半日程度時間を見て

おくことが必要です。 

 県域統合型 GISを用いる場合は、受講者の一斉アクセスにサーバーが耐えられるかどうかの

確認作業も必要です。 

 また、演習で用いるデータの用意が必要です。データは HP で公開されているものから、演

習時にダウンロードして受講者自身で用意できる教材となっていますが、うまくダウンロー

ドできない、あるいは会場にインターネットへの接続環境を整えられない場合に備え、事前

に受講者の PC に保存しておくと安心です。 

 演習環境の用意は、ICT 環境の整備に関する事項を多く含むため、研修部門や所管課が中心

となって行う場合は、情報部門と相談しながら進めることが重要です。 

 

＜業務用 PCと外部調達 PC のメリット／デメリット＞ 

利用する PC メリット デメリット 

業務用 PC 

 調達コストがかからない 
 業務用データを活用し、現実に即

した演習ができる 
 研修終了後も継続的に利用できる 

 GIS ソフトのインストールが情報
管理ルールの制約を受ける可能性 

 研修会場に持ち込めないデスクト
ップ PC 等の利用者がいる可能性 

外部調達 PC 

 GIS ソフトを自由にインストール
できる 

 自宅に持ち帰り自由に予習／復習
ができる 

 レンタル／リース費用がかかる 
 業務用データの活用が情報管理ル

ールの制約を受ける可能性 
 保管場所が必要になる 
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＜取組事例：試行拠点における PCの調達・設定方法＞ 

実施主体 GISソフト PCの調達と設定方法 

島根県 
（用地対策課） 

島根県統
合型 GIS
（マップ
on しま
ね） 

■PC の調達 
 情報部門が保有する代替機を研修利用を目的に借りた 
 各班 4名とし、全員が操作できるよう PC は 2 名に 1 台配置 
■GISソフトのインストール 
 島根県統合型 GIS のためインストール不要 

稲城市 
（福祉部） 

QGIS 

■PC の調達 
 外部からの調達（レンタル） 
 できるだけ操作してもらえるよう PC は各 1台配置 
■GISソフトのインストール（※） 
 受講者及び講師分（計 13 台）の PC にインストール 

※QGIS のインストール方法は、「高齢福祉関係の計画策定／政策立案のための基礎分析(1)小地域統計
活用マニュアル」に記載されています。 

 

 

＜参考：主な地理空間情報の収集方法＞ 

地理空間情報については国土交通省を中心に多くの情報を公開しています。政府としてもオープ

ンデータ推進の流れの中で、各種情報を公開しています。庁内にあるデータの活用に加え、これ

らのデータを積極的に活用することが有効です。 

種類 概要 入手方法 

国土数値情報 
（国土交通省） 

 国土・都市・インフラ等、様々なデータが整備
され、公開されている 

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

基盤地図情報 
（国土地理院） 

 背景図等でも活用可能な地図が公開されてい
る 

http://www.gsi.
go.jp/kiban/inde
x.html  

政府統計の総合窓口
（e-stat） 

 町丁・字やメッシュ等ミクロな統計データが公
開されている 

 当該サイト内で可視化する機能も有している 

http://www.e-st
at.go.jp/SG1/es
tat/eStatTopPor
tal.do  

データカタログサイト
試行版（内閣官房） 

 各府省の保有データをオープンデータとして
利用できる場をつくり、データの提供側・利用
側双方にオープンデータのイメージをわかり
やすく示すことを目的としている 

 予算・決算・調達情報、白書、防災・減災情報
等ともに、地理空間情報、人の移動に関する情
報が提供されている（試行版：2014.3 現在） 

http://www.dat
a.go.jp/data/gro
up  

※e-stat や国土数値情報を用いたデータの収集方法は、「高齢福祉関係の計画策定／政策立案の
ための基礎分析(1)小地域統計活用マニュアル」に記載されています。 

 

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/
http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html
http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html
http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do
http://www.data.go.jp/data/group
http://www.data.go.jp/data/group
http://www.data.go.jp/data/group
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＜参考：必要な研修環境（防災業務における GIS高度活用促進プログラム）＞ 

項目名 研修実施に係る必要条件 

会場 ・ インターネットに接続できること（演習時に使用） 

※ 可動式の机が望ましい（グループワーク時に作業しやすいため） 

・ （「GIS による災害予防・事前対策のための現状把握演習」の場合）研修会場近くでフィールド

ワークを行えること 

機材等 ＜全科目共通＞ 

・ 講師プレゼンテーション用パソコン 

・ スクリーン、プロジェクター、マイク（講師用、受講者用） 

演習Ａ（「GIS による災害予防・事前対策のための現状把握演習」） 

・ 受講者用パソコン×受講者人数分 

※ 受講者 1 人に対して 1 台が望ましい 

※ Microsoft 社 Windows XP, Windows Vista, Windows7 または windows8 が望ましい 

・ 携帯電話×受講者人数分 

※ 受講者持参のものを利用 

・ Microsoft 社 Windows Excel（またはその他のデータ編集用ソフト） 

・ セミナー保険×受講者人数分（教室外でのフィールドワークに伴う怪我や機材の破損等） 

※本科目は岐阜県統合型 GIS を用いた演習です。その他の自治体で実施する場合は、本科目の目標や

流れを参考に、各自治体で整備されている統合型 GIS に基づき実施することが考えられます。 

演習Ｂ（「GIS による災害予防・事前対策のための事前対策演習」） 

・ 受講者用パソコン5×受講者人数分 

※ 受講者 1 人に対して 1 台が望ましいが、場合によっては 2 人で 1 台も可能 

※ Microsoft 社 Windows XP, Windows Vista, Windows7 または windows8 が望ましい 

・ ESRI 社 ArcGISver.10（Arc View 及び Network Analyst）6×受講者人数分 

・ 対象地域の固有の GIS データ（ベースマップや主題データ等） 

・ Microsoft 社 Windows Power Point（またはその他発表用ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ用ｿﾌﾄ） 

・ Microsoft 社 Windows Excel（またはその他のデータ編集用ソフト） 

「ディスカッション」 

・ 付箋紙（ポストイット大判サイズ／イエロー・ピンクそれぞれ各グループに 50 枚程度） 

・ ペン：ラッションペン（各人１本） 

・ 油性マジック：複数色が入ったもの（各班に１セット） 

・ セロハンテープ（成果物を留めるため） 

・ 模造紙：A0 サイズを１班 5 枚程度 

 

 

 

                             
5 ソフトウェア「ArcGIS」の動作環境は以下のウェブサイトから確認してください。 
【URL】http://www.esrij.com/products/arcgis/desktop/arcgis-for-desktop/environments/10_1/  
6 Arc View 及び Network Analyst の詳細については、ESRI社のウェブサイトから確認してください。 
【URL】http://www.esrij.com/products/arcgis/  
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＜参考：必要な研修環境（介護・福祉業務における GIS高度活用促進プログラム）＞ 

項目名 研修実施に係る必要条件 

会場 ・ インターネットに接続できること（演習時に使用） 

※ 可動式の机が望ましい（グループワーク時に作業しやすいため） 

・ （「操作演習①個別訪問業務の高度化・効率化」の場合）研修会場近くでフィールドワークを行え

ること 

機材等 ＜全科目共通＞ 

・ 講師プレゼンテーション用パソコン 

・ スクリーン、プロジェクター、マイク（講師用、受講者用） 

操作演習①（「個別訪問業務の高度化・効率化」） 

・ 受講者用パソコン×受講者人数分 

※ 受講者 1 人に対して 1 台が望ましい 

※ Microsoft 社 Windows XP, Windows Vista, Windows7 または windows8 が望ましい 

・ Apple 社 iPad×受講者グループ分（各チーム数名程度） 

・ 「訪問業務支援ツール」と同等の機能を有するシステム 

※ 必要な機能はテキスト中に整理されています 

・ 周辺地域の住宅地図 

※ 5 名程度または全体に 1 冊程度 

・ Microsoft 社 Windows Excel（またはその他のデータ編集用ソフト） 

・ セミナー保険×受講者人数分（教室外でのフィールドワークに伴う怪我や機材の破損等） 

操作演習②（「高齢福祉関係の計画策定/政策立案のための基礎分析」） 

・ 受講者用パソコン×受講者人数分（※は同上） 

・ QGISver1.7.47 

・ Microsoft 社 Windows Excel（またはその他のデータ編集用ソフト） 

演習③～⑤（「高齢福祉関係の計画策定/政策立案のための基礎分析」「高齢者向け災害対策の検討」

「GIS チーム演習」） 

・ 受講者用パソコン8×受講者人数分 

※ 受講者 1 人に対して 1 台が望ましいが、場合によっては 2 人で 1 台も可能 

・ ESRI 社 ArcGISver.10（Arc View 及び Network Analyst）9×受講者人数分 

・ 対象地域の固有の GIS データ（ベースマップや主題データ等） 

・ Microsoft 社 Windows Power Point（またはその他の発表用のプレゼンテーション用ソフト） 

・ Microsoft 社 Windows Excel（またはその他のデータ編集用ソフト） 

「介護・福祉分野における GIS 活用推進に向けて」 

・ 防災業務における GIS 高度活用促進プログラム「ディスカッション」と同様 

※操作演習②「高齢福祉関係の計画策定/政策立案のための基礎分析」は、無料の GIS ソフト（Q GIS）
を利用するため、各自治体で研修環境を整備する際に、GIS ソフトの調達費用の負担を考慮する必
要がありません。 

                             
7 ソフトウェア「QGIS」は以下からダウンロードできます。 
【URL】http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe  
8 ソフトウェア「ArcGIS」の動作環境は以下のウェブサイトから確認してください。 
【URL】http://www.esrij.com/products/arcgis/desktop/arcgis-for-desktop/environments/10_1/  
9 Arc View 及び Network Analyst の詳細は、ESRI社のウェブサイトから確認してください。 
【URL】http://www.esrij.com/products/arcgis/  

http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe
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4.5 受講者を募集する 

＜ポイント＞ 

 開催案内（研修のチラシ）を作成し、受講対象に配布・回覧します。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 都道府県が研修の実施主体となり都道府県内の市町村の職員を対象に行う場合は、市町村の

担当部署の連絡先を有する、研修テーマに関連する都道府県の所管部署（防災部門、福祉部

門）経由で募集を行うことが有効です。 

 市町村内部で実施する場合は、所管課（防災部門、福祉部門）から直接、職員に案内をしま

す。 

 募集時にあわせて研修への期待やこれまでのGISの利用経験などをあわせて確認することで、

教材の修正点や、授業実施上の留意点などを抽出することができます。また、演習の班分け

の際に、受講者の GIS の利用経験を踏まえ、各班に GIS利用経験者を含めることで、班によ

り演習の進捗に大きな差が生じることを防ぎ、受講者同士で教えあえる環境を用意すること

ができます。 

＜取組事例：試行における受講者募集方法＞ 

実施主体 研修分野 受講者募集の方法等 

島根県 
（用地対策課） 

防災 

 市町村には GIS 担当課にメールで関連部署への転送を依頼 
 県庁内は職員向けポータルサイトに掲載 
 申込受付は県の電子申請システムを通じて実施 
 各班に GIS 利用経験者を 1 名は配置し、班により演習の進

捗に大きな差が生じないように配慮 

稲城市 
（福祉部） 

介護福祉 

 福祉部内の職員に講師役 3 名が個別に声がけ 
 声がけをした職員の業務内容に応じて、どういったことがで

きるのかを具体的に説明することで、声をかけられた職員が
興味を持ちやすいように工夫 
（例：子育て支援を担当する職員には、「保育所の最適配置
などを検討することができる」といった GIS の活用イメー
ジを伝える 等） 

 庁内の掲示板に掲載 

＜参考：GISへの興味を喚起させる資料「自治体職員が注目のツール！GISを使おう！！」＞ 

 

国土交通省では、GIS についてほとんど知識がない地方公

共団体職員向けに、GIS の業務への有効性を伝えるための

パンフレットを作成しています。受講者募集時には、こう

いったパンフレットをあわせて配布することも有効です。 

パンフレットは、本手引きと同様、以下からダウンロード

することができます。 

 

【URL】 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk

1_000040.html 
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＜取組事例紹介：稲城市の開催案内＞ 

平成 25年 9月 25日 

福祉分野における地理情報システム（GIS）活用勉強会のお誘い 

  

本勉強会は、GIS（地理情報システム）の活用方法について、パソコンを使い、演習形式で学

ぶものです。 

 GISは、公共施設一覧表から短時間でパソコンの地図上に施設の場所を表示したり、これを使

って施設までの最短距離の経路の検索ができたり、バス停の分布図等の異なる地図を重ねたりと

いった様々な機能をもっています。今回は、GISソフト（無料ソフト）をパソコンにダウンロー

ドし、実際に触ってみることで、業務効率化の道具としての使い方を学びます。 

例えば福祉分野では、災害時用援護者リスト、保育園児の通園先と住所地のマッピング、介護

保険事業計画における地域分析、ひとり暮らし高齢者の地域分布などへの活用もできます。 

 初心者の方を対象にしていますので、興味のある方は、奮ってご参加ください。 
 

＜目的＞ 

 GIS（地理情報システム）の活用法について演習形式を中心に学び、主に福祉分野の政策立案、計画

策定等に役立てる。 
 
＜開催日程・場所＞ 

 日程：全３回 ①11/11（月）、②12/11（水）、③1/15（水）  

時間：18 時～20 時（30 分程度の延長の可能性あり） 

 場所：地域振興プラザ（予定） ※会議室は都度連絡します。 

＜プログラムの特徴＞ 

・自宅等ですぐに利用可能な無料ソフト（QGIS）の利用方法を習得できます。 

・演習では個人の関心テーマにあわせて地域分析を行うことができます。 

 
＜参加者の募集について＞ 

・定員 10 名 

・基本的に、3 回とも参加できること。参加費無料です。 

※なお、本勉強会は、主に福祉分野の政策立案や計画策定等において役立つ空間的な地域分析能力

の習得を目指し、演習形式の講座も交えながら GIS を活用した分析手法や操作手順を学ぶものです。 

 

＜申し込み先・問い合わせ先＞ 

  （仮）稲城市ＧＩＳ研究会 高齢福祉課 介護保険係 ●●（内線×××） 

高齢福祉係 ●●（内線×××） 
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5． 研修の運営及び研修後のフォロー 

5.1 研修を開催する 

＜ポイント＞ 

 受講者が講義についてこられているか、適宜、確認しながら進めることが重要です。 

 屋外での演習の場合、時間内に会場に戻れるよう、時間配分に留意するように伝言すること

や、各班にティーチングアシスタントを配置することも有効です。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 カリキュラムに沿って、研修を実施します。授業は受講者の理解度を確認しながら進めるこ

とが重要です。そのため、受講者の表情を見ながら、適宜、理解度を確認する質問をおりま

ぜながら進めると効果的です。 

 GIS ソフトを用いた机上演習（「GISを活用した災害情報の共有・可視化による災害対応業務

の高度化に向けた演習」「GIS による災害予防・事前対策演習」「高齢福祉関係の計画策定/

政策立案のための基礎分析」）では、講師から PC の画面が確認できないため、受講者の進捗

度合いを把握しながら進めることが難しい場合があります。その場合は、操作のステップご

とに受講者に確認をとったり、受講者の PC 画面が見える教室後方にティーチングアシスタ

ント等を配置し、操作に躓きがあれば、ティーチングアシスタントを通して講師に知らせた

りするなどの方法が効果的です。 

 モバイル端末や GPS 付携帯電話を持参して屋外で行う演習（「GISを活用した災害情報の共

有・可視化による災害対応業務の高度化に向けた演習」「戸別訪問業務の高度化・効率化」）

では、道に迷ったり、時間内に会場に戻れないことがないように、各班で時間管理に留意す

るように伝えたり、各班にティーチングアシスタントを配置して時間管理を行ったり、なに

かあったときの連絡先を伝えておくなどの工夫が有効です。 

 PC を用いた演習を行った場合は、研修終了後に受講者の PC にインストールされた GIS ソ

フトのアンインストールやデータの削除を必要に応じ行うことが必要です。 
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5.2 研修後のフォローを行う 

＜ポイント＞ 

 研修後の受講者アンケート等を踏まえ、研修プログラムの効果や改善点を整理し、研修の有

効性のアピールや研修プログラムの改善に役立てることが重要です。 

 研修を継続的に実施していくために、研修担当者の異動に備え、実施上の留意点等を記録し

ておくことも重要です。 

 

＜対応事項と工夫＞ 

 研修終了時に実施する受講者アンケートや受講者へのヒアリングの結果を踏まえ、研修プロ

グラムの評価を行い、次回に向けた改善点と改善方法を明らかにすることが重要です。 

 また、研修の効果を整理することで、研修の有効性を上司に説明し継続的な研修実施につな

げることや、次回の受講者募集時にアピール材料として活用することが可能になります。 

 地方公共団体では、数年おきに職員の異動が生じることが通常です。講師役の職員が異動し

た後に別の職員が講師を務められるように、研修の準備、実施上の留意点などを記録として

残し、引継ぎ時に活用できるようにしておくことが有効です。 

 研修の成果が業務で活かされているかどうか、可能であれば、研修終了後、一定期間経った

時点で受講者に GIS の活用状況や研修に対する評価を確認できると理想的です。 

 



 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
 

 

資料１：研修プログラムの構成（カリキュラム） 

資料 2：受講者アンケート票イメージ（稲城市の例） 
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資料１：研修プログラムの構成（カリキュラム） 

■防災業務における GIS高度活用促進プログラム（1日間プログラム） 

時間 科目 概要 

9：30－ 

9：50 

オリエンテーション 

(20 分) 

本プログラムの概要・構成を説明する。 
・本プログラムの主旨・目的・目標の説明 
・情報共有及び空間的思考の必要性 
・プログラムの構成・内容の説明      等 

9：50－ 

10：20 

防災業務における GIS

活用に関する法制度上

の課題（災害時援護者

情報の個人情報保護

等）（30 分） 

国における GISに関する取組みを紹介する。特に防
災分野におけるGISを活用に関連する法制度につい
て紹介する。 

10：20－ 

11：00 

防災分野における GIS

活用方策（40 分） 

防災分野（特に予防・事前・応急対策）における基
本的な業務事項、地理空間情報・GIS の活用方針、
活用ケース等について、先進事例等を通じて学ぶ。 
・防災分野における GIS活用の基本的考え方 
・組織・体制と情報伝達・共有のあり方 
・防災分野における GIS活用の実態・課題 
・先進活用事例                     等 

11：00－

12：00 

GIS を活用した災害情

報の共有・可視化によ

る災害対応業務の高度

化に向けた演習 

(1.0ｈ) 

岐阜県統合型 GIS を利用して、ソフトウェアの基本
操作説明を行った上で、災害予防をテーマとしたケ
ーススタディを行う。特定の地域を対象とし、比較
的多く発生する豪雨災害を想定し、実際の地理空間
情報を活用した予防・事前・応急対策にかかわる現
状把握・空間分析等の演習を行い、各行政部門が連
携する際に、地理空間情報プラットフォームの有効
性を理解する。 
 

【県域統合型 GIS の概要・基本操作・演習の説明】 

13：00－ 

16：30 

GIS を活用した災害情

報の共有・可視化によ

る災害対応業務の高度

化に向けた演習 

(3.5ｈ) 

【演習 1：避難勧告等発令までの情報収集・可視化】 
【演習 2：災害発生時の情報共有・対応状況可視化】 

【演習 3：災害履歴の蓄積・住民への情報提供】 

16：30－ 

18：00 

ディスカッション 

(1.5ｈ) 

現状把握・空間分析を踏まえ、今後、自らの地域等
での災害への予防・事前・応急対策として実施すべ
き事項について企画・立案するためのディスカッシ
ョンを、演習成果に対する検討を含めて行う。 
・テーマ提示 
・グループディスカッション 
・発表・講評 
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■防災業務における GIS高度活用促進プログラム（2日間プログラム） 

日時 科目 概要 

1 日目 

10：00－ 

10：30 

オリエンテーション

(0.5ｈ) 

本プログラムの概要・構成を説明する。 
・本プログラムの主旨・目的・目標の説明 
・情報共有及び空間的思考の必要性 

・プログラムの構成・内容の説明      等 

1 日目 

10：30－ 

11：00 

防災業務における GIS

活用に関する法制度

上の課題（災害時援護

者情報の個人情報保

護等）(0.5ｈ) 

国における GISに関する取組みを紹介する。特に防

災分野における GISを活用に関連する法制度（個人

情報保護、二次利用に関するガイドライン等）につ

いて紹介する。 

1 日目 

11：00－ 

12：30 

防災分野における GIS

活用方策(1.5ｈ) 

防災分野（特に予防・事前・応急対策）における基
本的な業務事項、地理空間情報・GIS の活用方針、
活用ケース等について、先進事例等を通じて学ぶ。 
・防災分野における GIS活用の基本的考え方 
・組織・体制と情報伝達・共有のあり方 
・防災分野における GIS活用の実態・課題 

・先進活用事例                     等 

1 日目 

13：30－ 

17：30 

GIS による災害予防・

事前対策演習(4.0ｈ) 

GIS を活用した対策立案プロセスを学ぶ。その上で、
GIS ソフトウェアの基本操作の説明を行い、特定の
地域を対象とし、実際の地理空間情報を活用して、
災害の予防・事前・応急対策にかかわる演習を行う。 
【GISを活用した対策立案プロセス】 
【対象地域の説明】 
【演習１：被害想定地域の人口・世帯数の推計】 
【演習２：被害想定地域の被害状況の把握】 

【演習３：避難所の収容人員の評価】 

2 日目 

9：30－ 

12：00 

GIS による災害予防・

事前対策演習(2.5ｈ) 

1 日目午後に引き続き、演習を進める。 
 
【演習３:避難所の収容人員の評価】 
【演習４：災害時避難者の避難所までの最短ルート
検索】 

【グループワークの課題提示】 

2 日目 

13：00－ 

15：30 

GIS による災害予防・

事前対策演習(2.5ｈ) 
【グループワーク】 

2 日目 

15：30－ 

16：30 

グループディスカッ

ション 

(1.0ｈ) 

現状把握・空間分析を踏まえ、今後、自らの地域等
での災害への予防・事前・応急対策として実施すべ
き事項について企画・立案するためのディスカッシ
ョンを行う。 
・テーマ提示 
・グループディスカッション 
・発表・講評 

2 日目 

16：30－ 

17：00 

ラップアップ(0.5ｈ) 
全体を振り返り、本プログラムで得た知識・ノウハ
ウの確認や、本プログラムの評価及び今後の取り組
みのあり方について議論・確認する。 
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■介護福祉業務における GIS高度活用促進プログラム（1日間プログラム） 

時間 科目 概 要 

9：30－ 

11：15 

GIS の概念 

(1.75ｈ) 

■オリエンテーション 

本プログラムの趣旨、目的を説明した上で、地理空間情報

及びその活用の必要性や、プログラムの構成・内容を紹介

する。 

■介護・福祉分野における GIS活用の方法 

介護・福祉分野における GIS の高度活用の方法・課題・

事例等を学ぶ。 

■関連する法制度等 

国における GIS に関する取組みの紹介、介護・福祉分野

における GIS 活用において知っておくべき法制度につい

て紹介する。 

11：15－ 

14：45 

戸別訪問業務の高

度化・効率化 

(2.5ｈ) 

日常的に扱っている各種台帳（要介護認定者等）や関連す
る地域資源の情報を地図上に表示し、対象者や地域資源の
分布を視覚的に把握する方法を、実際に GIS を操作しな
がら学ぶ。 
その後、訪問計画の策定→訪問実施→訪問結果の記録・報
告といった一連の訪問業務を高度化・効率化する方法を、
実際にモバイル端末を用いて体験し、その有効性を理解す
る。 

14：45－ 

16：45 

高齢福祉関係の計

画策定/政策立案

のための基礎分析

（地域カルテの作

成と活用）(2.0ｈ) 

介護保険事業計画などの福祉関連の計画策定や政策検討
に必要となる基礎データの収集・分析にあたり、GIS が効
果的なツールであることを、実際に GIS を操作しながら
学ぶ。 
フリーの GIS ソフトを用いて、参加者による操作や講師
による実演を通じて以下を学ぶ。 
・統計データの取得方法 
・地域別の高齢者／要介護者の分布の可視化（地図上に
よる表示）方法 

・既存の介護施設・介護サービス事業者の地図上への表
示方法 

・地域別の高齢者/要介護者、施設数やサービス事業者
数等の集計方法 

16：45－ 

17：30 

介護・福祉分野に

おける GIS 活用推

進に向けて 

(0.75ｈ) 

各種演習を受けて、各自治体における GIS 活用の可能性
と課題を議論する。 
その上で、今後、各自治体において GIS の活用を推進し
ていくための方策について検討する。 

17：30－ 

18：00 

ラップアップ 

(0.5ｈ) 

研修で得た知見・経験を参加者同士で共有し、研修全体の
振り返りを行う。 
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■介護福祉業務における GIS高度活用促進プログラム（2日間プログラム） 

日 時 プログラム 概 要 

1 日目 

10：00－ 

10：30 

オリエンテーショ

ン(0.5ｈ) 

本プログラムの趣旨、目的を説明した上で、地理空間情報

及びその活用の必要性や、プログラムの構成・内容を紹介

する。 

1 日目 

10：30－ 

11：30 

介護・福祉分野に

おける GIS 活用の

方法(1.0ｈ) 

介護・福祉分野における GIS の高度活用の方法・課題・

事例等を学ぶ。 

1 日目 

11：30－ 

12：00 

関連する法制度等 

(0.5ｈ) 

国における GIS に関する取組みの紹介、介護・福祉分野

における GIS 活用において知っておくべき法制度につい

て紹介する。 

1 日目 

13：00－ 

16：00 

戸別訪問業務の高

度化・効率化 

(3.0ｈ) 

日常的に扱っている各種台帳（要介護認定者等）や関連す

る地域資源の情報を地図上に表示し、対象者や地域資源の

分布を視覚的に把握する方法を、実際に GIS を操作しな

がら学ぶ。 

その後、訪問計画の策定→訪問実施→訪問結果の記録・報

告といった一連の訪問業務を高度化・効率化する方法を、

実際にモバイル端末を用いて体験し、その有効性を理解す

る。 

1 日目 

16：00－ 

17：30 

高齢福祉関係の計

画策定/政策立案

のための基礎分析

（地域カルテの作

成と活用）(4.5ｈ) 

介護保険事業計画などの介護・福祉関連の計画策定や政策

検討に必要となる基礎データの収集・分析にあたり、GIS

が効果的なツールであることを、実際に GIS を操作しな

がら学ぶ。 

GIS ソフトを用いて、参加者による操作や講師による実演

を通じて以下を学ぶ。 

・統計データの取得方法 

・地域別の高齢者／要介護者の分布の可視化（地図上によ

る表示）方法 

・既存の介護施設・介護サービス事業者の地図上への表示

方法 

・地域別の高齢者/要介護者、施設数やサービス事業者数

等の集計方法 

2 日目 

9：30－ 

12：30 

2 日目 

13：45－ 

15：15 

高齢者向け災害対

策の検討(1.5ｈ) 

災害時要援護者対策において GIS が有効なツールである

ことを、以下に関する講師の実演を通じて学ぶ。 

 

・災害時要援護者の分布の確認 

・災害時要援護者の避難ルートの作成 

・避難所の収容人数の推計と過不足の試算 

2 日目 

15：15－ 

15：45 

 

介護・福祉分野に

おける GIS 活用の

可能性検討  

(0.5ｈ) 

各種演習を受けて、各自治体における GIS 活用の可能性

と課題を議論する。 

2 日目 

16：00－ 

17：30 

GIS 導入のための

体制づくり 

（1.5ｈ） 

今後、各自治体において GIS の活用を推進していくため

の方策について検討する。 

2 日目 

17：30－ 

18：00 

ラップアップ 

(0.5ｈ) 

研修で得た知見・経験を参加者同士で共有し、研修全体の

振り返りを行う。 
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資料 2：受講者アンケート票イメージ（稲城市の例） 

 

稲城市 GIS勉強会  受講生アンケート 

 

課  係  

 

【ご説明】 

 このアンケートは、皆様の率直なご意見を活かし、本プログラムの改善などに役立てるものです。大変貴重な
情報となりますので、できる限り具体的にご記入ください。 

 

問1 勉強会全体の満足度はいかがですか？ 

 

1. 非常に満足 2. やや満足 3. やや不満 4. 非常に不満 

 

問2 勉強会を通じて、以下の(1)～(5)のそれぞれに対してどのように感じましたか？ 

 
1.とても 
そう思う 

2.やや 
そう思う 

3.あまり 
思わない 

4.全く 
思わない 

(1)授業の内容が理解できた 1 2 3 4 

(2)教材（配布資料）の難易度はちょうどよかった 1 2 3 4 

(3)教材（配布資料）の情報量はちょうどよかった 1 2 3 4 

(4)授業を進めるスピードはちょうどよかった 1 2 3 4 

(5)授業に積極的に取り組めた 1 2 3 4 

 

問3 勉強会を振り返って、特に印象に残った、役に立った（あるいは改善すればもっとよくなると考えられる）内

容や出来事を自由かつ出来る限り具体的に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

この勉強会では以下を学習目標（このプログラムを通じて習得して欲しいこと）として掲げていました。 

地方公共団体の福祉業務における GIS 活用のあり方、具体的な活用方法等について学習し、また、介護保険

事業計画策定及び高齢者向け災害対策検討における GIS の活用、その他福祉政策の検討に向けた GIS を使

った分析手法を学び、実践的な知見・スキルの獲得を図る。 

 

問4 GIS 高度活用人材の育成にあたり、本プログラムの学習目標は適切だと思いますか？そう思われた理由

とともにお答えください。 
 

1. とてもそう思う 2. ややそう思う 3. あまり思わない 4. 全く思わない 
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【そう思われた理由】 

 

 

 

 

 

問5 実際のプログラムの中身は、学習目標に沿ったものでしたか？そう思われた理由とともにお答えくださ

い。 

 

1. とてもそう思う 2. ややそう思う 3. あまり思わない 4. 全く思わない 

 

【そう思われた理由（どのあたりが沿っていましたか？（あるいは沿っていませんでしたか？））】 

 

 

 

 

 

問6 このプログラム全体を通じて、以下の(1)～(7)のそれぞれに対してどのように感じましたか？ 

 

 
1.とても 
そう思う 

2.やや 
そう思う 

3.あまり 
思わない 

4.全く 
思わない 

(1)全体として必要な授業がカバーされていた 1 2 3 4 

(2)授業間の連続性が確保されていた 1 2 3 4 

(3)教育手法（座学、演習、補講、成果発表等）は適
切に採用されていた 

1 2 3 4 

(4)勉強会の規模（人数）は適切であった 1 2 3 4 

(5)開催日数・時間数は適切であった 1 2 3 4 

(6)開催時間帯は適切であった 1 2 3 4 

(7)演習環境（パソコン、インターネット等）は十分で

あった 
1 2 3 4 

 

問7 今回の研修成果を今後の業務にどのように活用したいと思いますか？具体的にご記入ください。 
 

 

 

 

 

 

問8 貴自治体内における GIS に対する理解を深めるために、今回の研修成果をどのように庁内で広めること

が可能と考えられますか？具体的にご記入ください。 
 

 

 

 

 

アンケートは以上です。ありがとうございました。
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