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序.1. 都市計画 GIS 導入ガイダンスについて 

 

序.1.1. 都市計画 GIS 導入ガイダンス策定の目的 

 

現在、行政の様々な分野で情報化が進められており、これにより行政の効率化・高度化、住民サ

ービスの向上が図られている。 

都市計画行政の分野における情報化としては、早い時期から都市計画 GIS の導入が地方公共

団体で進められている。 

都市計画 GIS の導入により、都市計画に関する各種情報を電子データとして扱うことになるため、

検索、集計、分析などの都市計画行政に関わる業務の効率化・高度化が図られる。 

さらに、都市計画の図書の縦覧手続きを、紙媒体ではなく、市町村等の事務所に設置したシステ

ムのディスプレイに表示して行うことや、インターネットを利用して都市計画の情報提供を行うことなど

により、住民サービスの飛躍的な向上が図られる。 

このように、都市計画 GIS は都市計画行政において非常に有効であり、都市計画 GIS の普及が

進み、十分な利活用が図られることが、わが国全体の効率的な都市計画行政の推進にとってもきわ

めて重要であると考えられる。 

しかし、都市計画 GIS の普及は、政令指定都市など大都市では進んでいるものの、都市計画区

域を有する市町村全体で見ると未だ一割程度にとどまっている。また、都市計画 GIS を導入してい

る地方公共団体においても、十分な利活用が図られ導入の効果が十分に発揮されているとは言い

難い状況にある。 

これらの状況を生んでいる理由としては、特に都市計画 GIS の導入効果が地方公共団体の都市

計画実務担当者に十分理解されていないことが考えられる。 

これらのことから、地方公共団体における都市計画 GIS の普及を図り、高度な利活用を促進する

ことを目的として、都市計画 GIS 導入ガイダンスを策定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[参考] GIS*用語 1の定義 
〔GIS とは・・・〕 

GIS とは Geographic Information Systems の略で、日本語では「地理情報システム」と訳される。
位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分

析や迅速な判断を可能にする技術である。地図データと他の統計データ等を相互に関連づけたデータベ
ースと、それらのデータの検索や集計、入出力などを行なうソフトウェアから構成される。 

行政では地形図など公共測量成果の管理、道路や上下水道など都市施設の管理等に利用されてい
る。また、民間では商圏分析や新規顧客開拓などのエリアマーケティング、GPS*用語 50 (全地球測位シス
テム)を組み合わせたカーナビゲーションシステム等に利用されている。 
 
〔都市計画 GIS とは・・・〕 

都市計画 GIS とは、都市計画分野の利活用に供することを目的とした「地理情報システム」を指す。 
これまでは、広く都市に関わる空間データを取扱うツールとして「都市情報システム」という名称で、都市

計画情報の管理・提供ツール、あるいは都市政策の立案支援ツールとして利用され、主に都市計画行政
における業務支援ツールとしての位置づけが高かった。 

最近では、各分野共用の統合型 GIS に対して一分野独自の個別 GIS として「都市計画 GIS」という名
称が一般的となり、これまでの利用内容に加え、行政の説明責任や住民等との合意形成の必要性から、
GIS の特徴的な機能である定量化・視覚化機能がクローズアップされ、行政・住民・NPO*用語 53・事業者・
教育研究機関等を含む地域における情報コミュニケーションツールやまちづくり活動支援ツールとしても
利用されている。 
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序.1.2. 都市計画 GIS 導入ガイダンスの性格 

 

本ガイダンスは、国の都市計画 GIS 導入に関する基本的考え方を示したもので、地方公共団体

の都市計画行政の実務担当者を対象とした技術的助言である。 

本ガイダンスでは、都市計画業務を担当している行政職員が、都市計画 GIS の導入に関する検

討を行う際に参考となる技術的助言をまとめているとともに、都市計画 GIS の先進的な地方公共団

体において蓄積された知恵や工夫を紹介している。 

 

本ガイダンスの適用に際しては、各地方公共団体がそれぞれの事情や地域性を尊重しながら、検

討、判断することが求められる。 

本ガイダンスは、地方公共団体における都市計画業務を担当している行政職員が利用することを

想定しているが、各地方公共団体における都市計画 GIS への取組み状況に応じて、次のように活

用されることが考えられる。 

 

・ これから都市計画 GIS を導入しようとする地方公共団体が、都市計画 GIS を容易に理解し、

効率的に実用するための入門書として活用する。 

・ 既に都市計画 GIS を導入している地方公共団体が、より高度な利活用と情報流通を促進し、

有効的に実用するための参考書として活用する。 

 

なお、本ガイダンスは、都市計画制度の改正があった場合や、技術革新・普及状況等により記載

内容の妥当性が認められないと判断された場合には、適宜改訂を行うこととする。 

 

序.1.3. 都市計画 GIS 導入ガイダンスの構成 

 

本ガイダンスは、主に都市計画 GIS 導入に関する次の三つの事項から構成されている。 

 

①都市計画 GIS は、どのような場面で活用するのが望ましいか（目的と効果） 

1) 都市計画手続きなど行政事務の効率化 

2) 都市計画検討等における現状の把握、分析、評価など行政事務の高度化 

3) 都市計画情報の公開、提供など住民等に対する行政サービスの向上 

②都市計画 GIS の導入に際して、どのようなことに留意する必要があるか（留意事項） 

 

2) 他分野及び他組織と連携した都市計画 GIS の導入方策等 

③都市計画 GIS データは、どのような仕様で作成するべきか（共通仕様） 

1) 都市計画 GIS データに関する共通仕様（案） 

 

本ガイダンスの全体構成は、次頁に示す。 
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■ 都市計画 GIS 導入ガイダンスの全体構成 

 

別  冊 

本  編 
第1章 都市計画GISを取り巻く状況 
都市計画GISを導入する必要性とは何か、導入の背景や契機を確認するため、都市計画GISを取り巻く周辺状況を

解説している。 

電子自治体と統合型 GIS に関する動き 
都市計画 GIS の普及状況 
都市計画行政における都市計画 GIS の位置づけ 

第2章 都市計画GISの概要 
都市計画GISとは具体的に何か、幅広く容易に理解し、導入検討を進めることを支援するため、都市計画GISに関す

る基本的な事項を解説している。 

都市計画 GIS の機能   都市計画 GIS のシステム構成 
都市計画 GIS 導入コスト  都市計画 GIS 導入までの流れ 

第4章 都市計画GIS導入に際しての留意事項 
都市計画GISを導入する際に、どのようなことに留意する必要があるか、3つの主要課題に対する留意事項を

明示している。 

都市計画基図の更新に際しての留意事項 
他分野及び他組織と連携した GIS 導入に際しての留意事項 
都市計画 GIS データの共通仕様に関する留意事項 

第3章 都市計画GIS導入の目的と効果 
都市計画GISはどのような場面で活用するのが望ましいか、7つの活用場面に着目し、都市計画GIS導入の目

的と活用することによる効果を明示している。 

GIS 導入による都市計画業務の効率化･高度化の全体像 
都市計画 GIS を利活用する場面 

第5章 都市計画GISデータの共通仕様化 
都市計画GISデータは、どのような仕様で作成するべきか、3つの都市計画GISデータに関する共通仕様を明

示している。 

共通仕様化の背景と必要性 
共通仕様化の考え方 
共通仕様（案）の構成 
都市計画 GIS データ共通仕様（案） 
都市計画 GIS データ共通仕様（案）の利用方法 

別添CD-ROM 

・都市計画GISデータ製品仕様書（案）

など 

別表1 地物一覧 
本共通仕様（案）の適用の対象となる地物の一覧 

別表2 地物定義表 
対象とする地物の内容とGISデータの構造に関す

る共通の取り決めを定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[参考] 記述事項の解説 

●本文：国の技術的助言としての内容を記している。 
●解説：本文の各項目の補足説明を記している。 
●参考：本文の記述内容に関連する事項や、参考となる統計等について記している。 
●試算：本文の記述内容に関連する事項のコスト試算を行い、結果を記している。 
●事例：都市計画 GIS に関する先進的な地方公共団体等における導入事例を記している。また、

新技術等を利用した先駆的な取り組み事例を記している。 
●用語：IT 用語など技術的な専門用語の解説を巻末に記している。また、本文中で最初に出てく

る用語の箇所に「○○*用語○○」と対応番号を記している。 
 
●別冊／都市計画 GIS データの共通仕様（案）： 

地物*用語 11一覧及び地物定義表を別表として、本冊子とは別にとりまとめている。 
●別添 CD－ROM／都市計画 GIS データ製品仕様書（案）： 

地理情報標準に準ずる製品仕様書（案）の雛型として、別冊に添付している。 
 
注）本ガイダンスに掲載した事例の詳細を紹介するために、できる限り最新のホームページアドレス（平成

17 年 3 月現在）を記している。 
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序.1.4. 都市計画 GIS 導入ガイダンスのポイント 

 

本ガイダンスのポイントは、次のとおりである。 

 

①都市計画 GIS は、どのような場面で活用するのが望ましいか（目的と効果） 

社会全体の情報化を背景に、積極的な都市計画 GIS の利活用を促進するため、「都市計画

GIS は、どのような場面で活用するのが望ましいか」その目的と効果を明らかにしている。 

特に、地方公共団体の都市計画担当が庁内財政担当に対し、予算措置根拠を明確に提示で

きるよう、参考として都市計画 GIS 導入による様々な効果を具体的かつ定量的に明示してい

る。 

〔参照〕⇒「第 3 章 都市計画 GIS 導入の目的と効果」 

 

1) 都市計画手続きなど行政事務の効率化 

都市計画 GIS は、資料のペーパーレス化や作業時間の短縮化が期待できることから、膨

大な図書をやり取りする都市計画手続きに活用することが効率的である。行政手続きのオ

ンライン化に対応して、都市計画の図書（法 14 条 1）は、GIS により電磁的記録で作成・

保管することが可能であるとしている。また、都市計画の案の縦覧（法 17 条 1）及び都市

計画の縦覧（法 20 条 2）についても、市町村等の事務所に設置したシステムのディスプレ

イに表示する方法で行うことが可能であるなどとしている。 

〔参照〕⇒「第 1 章  1.3. 都市計画行政における都市計画 GIS の位置づけ」 

〔参照〕⇒「第 3 章  3.2.2. 都市計画決定情報の管理」 

 

2) 都市計画検討等における現状の把握、分析、評価など行政事務の高度化 

都市計画 GIS は、情報の定量化・対比・視覚化が可能であることから、都市計画検討や

事業実施において科学的な根拠に基づき現状を把握・分析・評価する手段として有効であ

る。このことから、行政事務において都市計画 GIS を高度に利活用することが可能である

としている。 

〔参照〕⇒「第 3 章  3.2.4. 都市計画検討に関する各種分析」 

〔参照〕⇒「第 3 章  3.2.7. 事業分野における活用」 

 

3) 都市計画情報の公開、提供など住民等に対する行政サービスの向上 

都市計画 GIS は、必要な情報を的確に提供できることから、住民等に対し積極的に都市

計画情報を公開、提供する手段として有効である。特に、近年、一般社会への普及が目覚

しいインターネットを利用した GIS は、時間的・空間的制約が無くなることから、住民等

が気軽に利用できる手段として有用である。これらのことから、行政サービスにおいて都

市計画 GIS を積極的に利活用することが可能であるとしている。 

〔参照〕⇒「第 3 章  3.2.6. 都市計画決定情報の公開・提供」 
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②都市計画 GIS の導入に際して、どのようなことに留意する必要があるか（留意事項） 

都市計画 GIS を普及する上での課題に対する解決策として、「都市計画 GIS の導入に際し

て、どのようなことに留意する必要があるか」その留意事項を明らかにしている。 

〔参照〕⇒「第 4 章 都市計画 GIS 導入に際しての留意事項」 

 

 

 

 

 

 

 

2) 他分野及び他組織と連携した都市計画 GIS の導入方策等 

都市計画 GIS データの整備・更新に係るコストを低減し、他分野及び他組織との適正な

情報共有を図るため、統合型 GIS など庁内や地域における空間情報の共用化に係わる方策、

先進的な取組み事例等を整理している。 

〔参照〕⇒「第 4 章  4.2. 他分野及び他組織と連携した GIS 導入に際しての留意事項」 

 

③都市計画 GIS データは、どのような仕様で作成するべきか（共通仕様） 

1) 都市計画 GIS データに関する共通仕様（案） 

多様な都市計画 GIS データ相互の交換を可能とするため、「都市計画 GIS データは、ど

のような仕様で作成するべきか」その共通仕様を地理情報標準に基づく「都市計画 GIS デ

ータ共通仕様（案）」として提示している。（本ガイダンスの別添として、「都市計画 GIS

データ共通仕様（案）」に即する「都市計画 GIS データ製品仕様書（案）」を提示している。） 

〔参照〕⇒「第 4 章  4.3. 都市計画 GIS データの共通仕様に関する留意事項」 

〔参照〕⇒「第 5 章 都市計画 GIS データの共通仕様化」 

〔参照〕⇒ 別冊「別表 1．地物一覧」「別表 2．地物定義表」、別添 CD-ROM 

 

④その他 

これから都市計画 GIS を導入しようとする地方公共団体が、都市計画 GIS を容易に理解

し、円滑に導入することを支援するため、都市計画 GIS の機能、構成、導入コスト・手順等

に関する基本的な事項を解説している。また、地方公共団体において都市計画 GIS を利活用

する上での創意工夫の一助とするため、先進的な導入事例や先駆的な取組み事例を多数紹介

している。 

〔参照〕⇒「第 2 章 都市計画 GIS の概要」 
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序.1.5. 都市計画 GIS の導入推進に関する検討会 

 

本ガイダンスを取りまとめるにあたり、学識経験者等からなる「都市計画 GIS の導入推進に関する

検討会（座長：岡部篤行東京大学大学院教授）」を設置し、「GIS は都市計画のどのような分野への

活用が推奨されるのか」、また、「GIS の導入において、どのような点に留意する必要があるのか」と

いう視点に基づき、必要な検討を行っている。 

 

①検討事項 

・ 都市計画における GIS の現状と課題 

・ 都市計画における GIS の活用 

・ GIS 導入に関わる留意事項 

・ 「都市計画 GIS 導入ガイダンス」の取りまとめ 

 

②検討期間 

平成 16 年 2 月（第 1 回）～平成 16 年 12 月（第 6 回） 

 

③検討体制 

座 長   

 岡部 篤行 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻科教授  

委 員   

 柴崎 亮介 東京大学空間情報科学研究センター教授  

 寺木 彰浩 独立行政法人建築研究所住宅都市研究グループ主任研究員  

 江橋 英治 国土技術政策総合研究所都市研究部都市施設研究室室長 * 第 2 回まで 

 笠原 勤 国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室室長  

 梛野 良明 国土交通省都市・地域整備局都市計画課企画専門官  

 佐藤 研一 国土交通省都市・地域整備局都市計画課企画専門官 * 第 3 回より 

 ［前任］加藤 永 国土交通省都市・地域整備局都市計画課企画専門官 * 第 2 回まで 

 神田 昌幸 国土交通省都市・地域整備局都市計画課企画専門官  

 林 俊行 国土交通省都市・地域整備局都市計画課企画調整官  

 澤井 俊 国土交通省都市・地域整備局都市計画課課長補佐 * 第 5 回より 

 ［前任］益田 浩 国土交通省都市・地域整備局都市計画課課長補佐 * 第 4 回まで 

 東 智徳 国土交通省関東地方整備局建政部都市整備課長  

    

 榎本 雅人 東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課課長 * 第 3 回より 

 ［前任］仙波 貞夫 東京都都市計画局総務部都市計画課副参事 * 第 2 回まで 

 小林 正幸 横浜市都市計画局都市計画課課長 * 第 3 回より 

 ［前任］手塚 文雄 横浜市都市計画局都市計画課次長兼課長 * 第 2 回まで 

 高井 厳 広島市都市計画局計画調整課都市計画担当課長 * 第 3 回より 
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 ［前任］向井 隆一 広島市都市計画局計画調整課都市計画担当課長 * 第 2 回まで 

 柳田 泰光 横須賀市都市部都市計画課課長 * 第 3 回より 

 ［前任］勝島 忠秋 横須賀市都市部都市計画課参事 * 第 2 回まで 

 小西 康弘 寝屋川市まち政策部都市計画室室長  

    

 佐藤 潤 国土交通省国土地理院企画部測量指導課課長 * 第 5 回より 

 鈴木 徹 財団法人日本測量調査技術協会専務理事 * 第 5 回より 

 
オブザーバー  

 深山 英房 株式会社パスコ常務取締役 

 太田 守重 国際航業株式会社技術センター太田研究室室長 

   

事 務 局  

 山川 修 国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室課長補佐 * 第 3 回より 

 ［前任］荒川 辰雄 国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室課長補佐 * 第 2 回まで 

 酒井 博之 国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室係長 * 第 3 回より 

 ［前任］藤原 博明 国土交通省都市・地域整備局都市計画課都市交通調査室係長 * 第 2 回まで 

 西 建吾 財団法人都市計画協会専務理事  

 西尾 満 財団法人都市計画協会  

 笹川 正 株式会社パスコ GIS 総合研究所所長  

 五関 利幸 株式会社パスコシステム・コンサル事業部都市情報部都市計画グループリーダー 

    

 

 




