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はじめに 

 

本マニュアルは、国土交通省国土政策局が開発した「介護福祉業務における GIS 高度活

用人材育成プログラム」の「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）(1)」の教材を使った研修を、それぞれの地方自治体が実施する際に、

自らの行政地域を対象とした教材を作成する手順を示したものです。 

本プログラムは、岐阜県岐阜市を対象として、総務省 統計局の政府統計の総合窓口ホー

ムページ「e-stat」にて無償で公開・入手可能な「小地域統計」を用いて、地域別の高齢

者分布を GIS で可視化し、国土交通省国土政策局のホームページにて無償で公開・入手可

能な「国土数値情報」の福祉施設位置を重ね合わせ・集計することにより、地域の高齢化

問題の現状把握や必要な施策について空間的に思考するための研修内容となっています。

オープンソースフリーGIS ソフトウェア Quantum GIS (1.7.4)を利用していますので、有償

の GIS ソフトウェアを導入する費用がない場合でも、研修を実施してもらうことが可能で

す。 

本マニュアルでは、本プログラムを岐阜県岐阜市でなく、自らの地方自治体の行政区域

を対象として研修を行うための地理空間情報の入手、加工、GIS ソフトウェアへのセット

アップ、GIS 操作手順を示しています。本マニュアルの手順に沿って教材を用意すること

で、費用をかけることなく、自らの行政区域の GIS を用いて高齢化率の可視化などを行い、

自らの地域の高齢化問題などを空間的に思考するための教材を作成し、研修を行うことが

できます。 

また、「GIS 高度活用人材育成プログラム」教材作成だけでなく、広く小地域統計を GIS

で活用する場合のオープンソースフリーGIS ソフトウェア Quantum GIS (1.7.4)を利用した

地理空間情報の入手、加工、GIS ソフトウェアへのセットアップ、GIS 操作手順にかかる活

用マニュアルとしても、利用することができます。さらに、有償の GIS ソフトウェアとし

て広く普及している ESRI 社の「ArcGIS」ソフトウェアに小地域統計セットアップする手順

についても示しています。 

本マニュアルが、高齢化問題を始めとする地域の諸課題を GIS ソフトウェアで可視化し、

空間的に思考・解決するための一助となれば幸いです。 
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①統計情報（高齢者人口）の取得方法 e-stat 

「政府統計の総合窓口（e-Stat）」は、総務省 統計局がこれまで各府省のホームページ

上で提供されていた統計データを一つにまとめ、利用者にとってニーズの高い提供機能を

備えた、統計データのポータルサイトです。 

e-Stat では、各府省等が登録した統計表ファイル、統計データ、公表予定、新着情報、

調査票項目情報、統計分類等の各種統計関係情報をインターネットから誰でも無償で入手

することができます。本サイトの「地図で見る統計（統計ＧＩＳ）」では、特に国勢調査の

町丁・字等別の「小地域統計結果」データとそれに対応する町丁・字等の「境界」データ

をダウンロードすることができます。GIS ソフトウェアを用いて、この 2 つを利用するこ

とにより、市町村より細かな町丁目単位の統計数値から、市町村内の高齢化率が高い地域

の分布などの地理的な分析を地図上で視覚的に行うことができます。2013年3月1日現在、

平成 12 年、17 年、22 年の町丁・字等別の「小地域統計結果」データをダウンロードする

ことができます。 

なお、本マニュアルでの操作手順・画面はパソコンの OS に WindowsXP を利用している場

合の説明となっています。 

 

最初に小地域統計を e-Stat から、ダウンロードします。 
インターネットから政府統計の総合窓口ホームページ e-stat   
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do へ接続する。 

「地図で見る統計（統計ＧＩＳ）」をクリックする。 

 

※使用するインターネットブラウザは、Internet Explorer、Firefox を使用してください。

Google Chrome 等ではうまくダウンロードできないようです。 
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「データダウンロード」をクリックする。 

 

Step1：統計調査（集計）を選択 

「平成２２年国勢調査（小地域）2010/10/01」を選択 

Step2：統計表を選択 

「年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人口」を選択 

「統計表各種データダウンロードへ」をクリックする。 
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Step3：地域選択 → 都道府県を選択 → 市区町村を選択 → 検索ボタンを押す。 

 

 

Step4：データダウンロード 

 

 

 

 

 

 

KEY_CODE CITYNAMENAME 人口 高齢者人口

212010010 岐阜市 上茶屋町 94 44

212010020 岐阜市 下茶屋町 70 32

212010030 岐阜市 木挽町 91 38

212010040 岐阜市 山口町 46 20

212010050 岐阜市 益屋町 59 26

212010060 岐阜市 大仏町 60 30

○統計データ 

平成22年国勢調査 

小地域統計の 

表の情報 

・小地域統計結果 
・定義書 

と 

○境界データ 

地図の情報 
町丁字境界 

の情報が 

ダウンロードできる。

 表の情報 
小地域統計

地図の情報 
町丁字境界 

ここでは 

岐阜県岐阜市を 

選択しています。 

 

それぞれで必要な市

町村を選択します。 

複数の市町村を選択

することもできます。
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○境界データ 

世界測地系平面直角座標系・Shape 形式のデータ 

（ここでは岐阜市 A002005212010XYSWC21201.zip)と 

定義書 A002005212010.pdf をダウンロードする。 

 

○統計データ 

年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人口 

・データ(岐阜市(143KB))を選んで、tblT000573C13211.zip ファイル 

・定義書(T000573.pdf) をダウンロードする 

 

世界測地系平面直

角座標系・Shape形

式のデータ、定義書

（ここでは岐阜市)

を選んで 

ダウンロード 

属性（統計） 

小地域統計結果 
 
◆統計データ 

岐阜県岐阜市 

を選んで、 

zipファイルを 

ダウンロードする 
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②施設位置情報（福祉施設）の取得方法 国土数値情報 

国土数値情報は、国土交通省国土政策局が行政区域、鉄道、道路、河川、地価公示、土

地利用メッシュ、公共施設など、国土に関する様々な情報を整備、数値化したデータです。

国土交通省国土政策局の「国土数値情報ダウンロードサービス」ホームページより無償で

ダウンロードして GIS で利用することができます。 

「1 日間プログラム_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、GIS

で地域別の高齢者の分布を GIS で可視化し、既存の福祉施設の位置を重ね合わせ・集計す

ることにより、地域の高齢者に関する特性を把握します。その福祉施設位置に関する地理

空間情報に国土数値情報を利用します。 

 

国土交通省国土政策局 GIS ホームページ  

国土数値情報ダウンロードサービス http://nlftp.mlit.go.jp/に接続する。 

「国土数値情報ダウンロードサービスへ」をクリックする。 
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国土数値情報ダウンロードサービスページが表示されるので、 

施設－福祉施設（点）を選択する 

 

 

 

 

 

 

国土

骨格 行政区域（面） 海岸線（線） 湖沼（面）
河川（線、点） 鉄道（線） 鉄道時系列（線、点）
空港（面、点） 空港時系列（面、点） 港湾（点、線）
高速道路時系列（線、
点）

バスルート（線）

道路密度・道路延長メッ
シュ

流域メッシュ

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） 福祉施設（点）
都市公園（点）

宿泊容量メッシュ
産業

統計

交通流動量 パーソント
リップ発生・集中量（面、
線）

交通流動量 パーソント
リップOD量（面、線）

交通流動量 駅別乗降数
（面、線）

交通流動量 貨物・旅客
地域流動量（面、線）

港湾間流通量・海上経路
（線）

空港間流通量（線）

●　メッシュデータ

●　ベクトルデータ

●　メッシュデータ

●　ベクトルデータ

施設

●　ベクトルデータ

JPGIS2.1(GML)準拠及びSHAPE形式 

データのダウンロードサービスへ 

を選択 

施設－福祉施設（点）を選択する 
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データのダウンロード（2.各データ詳細）ページが表示されるので、 

内容を確認してページの下の方へ。 

 
 

 

 

 

ダウンロードしたい

都道府県をチェック

し、選択ボタンを押

す 

(ここでは岐阜県を

選択しています) 
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データのダウンロード（3.ファイルの選択） 

ダウンロードするファイル（ここでは岐阜県福祉施設）P14-11_21_GML.zip をチェックし、

選択ボタンを押す。 

 

国土数値情報に関するアンケート調査に回答し、利用規約に同意する。 
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データのダウンロード（5.ダウンロード） 

ダウンロードボタンを押してダウンロードする。 
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③QuantumGIS1.7.4 のインストール 

本実習ではフリーオープンソース GIS である QuantumGIS1.7.4 を使用します。 

FOSS4G(Free and Open Source Software for Geospatial)と呼ばれるソフトウェアの一つ

でソースコードが開示されていて、無料で利用できます。 

オープンソースであるため、ソフトウェアを自由に入手、改良、再配布することができま

す。 

インストーラは次の URL からダウンロードできます。 

http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe 

QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe をマイドキュメントなどにダウンロードする。 

 

QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe をダブルクリックし、インストーラを起動する。

「セキュリティの警告」ウインドウが開くので、実行(R)を押してインストールを実行する。

 

「Quantum GIS(1.7.4)セットアップ」ウインドウが開くので、「OK」を押して、インストー

ルを続行する。 
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「Quantum GIS Wroclaw(1.7.4)セットアップウィザード」ウインドウが開くので、「次へ(N)」

を押して、インストールを続行する。 

 

 

「ライセンス契約書」ウインドウが開くので、内容を確認し「同意する(A)」を押して、イ

ンストールを続行する。 

 

 

 

「インストール先選択」ウインドウが開くので、初期設定されている「C:\Program 

Files\Quantam GIS Wroclaw」フォルダでよければ、「次へ(N)」を押して、インストールを

続行する。 

（※Quantam GIS はインストールに 491.2MB の空き容量を必要とします。C ドライブの空

き容量が少ない場合や C ドライブへのインストールが禁止されている場合などは、「参照

(R)」ボタンを押して、任意の場所にインストールします。） 
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インストールコンポーネントは Quantam GIS だけにして、「インストール」を押して、イン

ストールを続行する。 

Quantum GIS Wroclaw(1.7.4)がインストールされます。 

パソコンのデスクトップ上に Quantum GIS Wroclaw(1.7.4)へのショートカットが作成され

ます。 

 

 



－介護・福祉業務における GIS 高度活用人材育成プログラム－ 

 16

④ダウンロードしたデータのセットアップ（QuantumGIS 編） 

ダウンロードしたファイル 

１．A002005212010XYSWC21201.zip 

(平成 22 年国勢調査小地域統計 岐阜市町丁字 境界データ・Shape 形式) 

２．tblT000573C21201.zip 

(平成 22 年国勢調査小地域統計 岐阜市町丁字 年齢別（５歳階級、４区分）、男女別

人口データ） 

３．P14-11_21_GML.zip 

(国土数値情報 岐阜県 福祉施設データ・Shape 形式） 

を圧縮解凍ソフトウェアで解凍する。 

 

入手先 解凍前ダウンロードファイル 解凍後ファイル
１．A002005212010XYSWC21201.zip h22ka21201.dbf

h22ka21201.prj
h22ka21201.shp
h22ka21201.shx

２．tblT000573C21201.zip
年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人
口データ）
３．P14-11_21_GML.zip P14-11-21.xml

P14_21.dbf
P14_21.shp
P14_21.shx

(境界データ・Shape形式)

(境界データ・Shape形式)

tblT000573C21201.txt

政府統計の総合窓口
（e-Stat）

平成22年国勢調査小地
域統計 岐阜市町丁字

国土数値情報
ダウンロードサービス
岐阜県 福祉施設データ

 

使用するパソコンの Cドライブに「GISjinzai」というフォルダを作成する。 

ダウンロードしたファイルを C:\ GISjinzai にコピーする。 
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デスクトップ上の Quantum GIS (1.7.4)のショートカットから Quantum GIS を起動する。 

 

メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックする。 

 

「ベクタレイヤの追加」ウィンドウが開くので、「ブラウズ」を押す。 

 

C:\ GISjinzai\H22ka21201.shp(岐阜市の町丁目境界データ)を選択し、「開く(O)を押す。 
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「ベクタレイヤの追加」ウィンドウのソースタイプ欄で「ファイル」エンコーディングで

「Shift_JIS」を選択し、 

変換元データセット欄に C:\ GISjinzai\H22ka21201.shp が選択されているのを確認して、

「Open」を押す。 

 

岐阜市町丁目境界が表示される。 

次に、メニューから設定－プロジェクトのプロパティの追加をクリックする。 

 

「プロジェクトのプロパティ」ウィンドウが開く 

オンザフライ CRS 変換を有効にするにチェック 

※オンザフライ CRS 変換とは、異なる座標系の地理空間情報を Q-GIS が見た目、重

ねてくれる機能のことです。 

Search 欄に「2449」と入れて「Find」を押す 

座標参照系欄に表示される 

「JGD2000/Japan Plane Rectangular CS Ⅶ EPSG:2449 418」を選択し、「OK」する。 

EPSG:2449 は、世界測地系・平面直角座標系（第 7系）のことです。 
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メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックする。 

 

「ベクタレイヤの追加」ウィンドウが開くので、「ブラウズ」を押す。 
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C:\ GISjinzai\14_21.shp（福祉施設）を選択し、「開く(O)を押す。 

 

 

「座標参照系選択」ウィンドウが開いて、「レイヤ 14_21 の CRS を指定してください」と聞

いてくるので、Search 欄に「4612」と入れて Find を押す 

座標参照系欄に表示される 

「JGD2000 EPSG:4612 3465」を選択し、「OK」する。 

※EPSG: 4612 は、JGD2000 緯度経度のことです。 
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福祉施設が表示される 

 

レイヤ 14_21 を右クリックして、名前を付けて保存 

 

「福祉施設」と名前を付けて保存ボタンを押す 
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「ベクタレイヤに名前を付けて保存」ウィンドウが開くので、CRS 欄の「ブラウズ」ボタ

ンを押す。 

 

「座標参照系選択」ウィンドウが開いて、レイヤ 14_21 の CRS を指定してくださいと聞い

てくるので、 

「JGD2000/Japan Plane Rectangular CS Ⅶ EPSG:2449 418」を選択し、「OK」する。 
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「福祉施設.shp」を世界測地系・平面直角座標系（第 7系）で保存する。 

 

メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックする。 

 

C:\GISjinzai\福祉施設.shp を選択し、「Open」を押す 
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世界測地系・平面直角座標系（第 7系）に変換された福祉施設のデータが表示される 

 

 

ここで一旦、これまで作業した設定内容をプロジェクトファイルに保存しておく。 

メニューからファイル(F)－プロジェクトを名前を付けて保存(A)をクリックする。 

「QGIS のプロジェクトとして保存するファイル名を選択してください」ウィンドウが開く

ので、「21201gifu.qgs」と入力して保存する。 
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⑤テーブル結合処理（QuantumGIS 編） 

１．町丁目の境界データ「h22ka21201.shp」Shape 形式 

２．小地域統計結果「tblT000573C21201.txt」を 

両者にあるデータ項目「KEY_CODE」で 2つのデータを結合する。 

 

(x1,y1)

(x2,y2)
(x3,y3)

ポイント（点）
(x1,y1)

(x2,y2)
(x3,y3)

(x1,y1)

(x2,y2)
(x3,y3)

ポイント（点）

町丁目の境界データ
「h22ka21201.shp」

小地域統計結果
「tblT000573C21201.txt」

テーブル結合

 

5-1 CSV ファイルで保存 

C:\GISjinzai\tblT000573C21201.txt をダブルクリックするとメモ帳などのソフトウェ

アで tblT000573C21201.txt ファイルが開く。中身をみてみると、ダウンロードしたデータ

は、統計項目ごとにカンマ(,)で区切られたテキストデータであることが確認できる。 
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年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人口データの定義書(T000574.pdf)を開いて、確認し

ておく。 

 

 

ファイル(F)-名前を付けて保存(S) 

「 名 前 を 付 け て 保 存 」 ウ ィ ン ド ウ が 表 示 さ れ る の で 、 フ ァ イ ル 名 (N) に

「tblT000573C21201.csv」を入力して、C:\GISjinzai フォルダに「CSV(カンマ区切り)の

tblT000573C21201.csv として保存する。 
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5-2 CSVT ファイルの作成 

QuantumGIS でテーブル結合をする際には、 

結合する小地域統計結果 CSV ファイル「tblT000573C21201.csv」と 

同名の CSVT ファイルに結合後のテーブル属性の定義を書いておくとその属性でテーブル

結合してくれる。 

そうでないとすべて文字型にて結合されてしまう。 

文字型となってしまうと数値として認識されないので、この後行う高齢化率の計算など数

値処理ができないので、注意する必要がある！ 

 

今回は、tblT000573C21201.csv なので、→tblT000573C21201.csvt ファイルを作成する 

 

以下の文字列をクリップボードにコピーする。 

******************************************************************************** 

以下文字列始まり 

integer(10),integer(10),string,string,string,integer(10),integer(10),integer(10)

,integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer

(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),int

eger(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10)

,integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer

(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),int

eger(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10)

,integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer

(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),int

eger(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10),integer(10) 

文字列終わり 

******************************************************************************** 

 

メモ帳を起動して、 

メニューから編集(E)－貼り付け(p)をクリックする。 

 

 

メニューからファイル(F)－名前を付けて保存(A)をクリックする。 

C:\GISjinzai フォルダに 

ファイル名(N)に「tblT000573C21201.csvt」を入力して保存する。 
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「integer(10)」とは、１０桁の数値型、「string」とは、文字列型のことを示している。 

小地域統計結果 CSV ファイル「tblT000573C21201.csv」の定義は以下のとおりである 

KEY_CODE integer(10) T000573021 男の総数、年齢「 integer(10)
HYOSYO integer(10) T000573022 男０～４歳 integer(10)
CITYNAME string T000573023 男５～９歳 integer(10)
NAME string T000573024 男１０～１４歳 integer(10)
HTKSYORI string T000573025 男１５～１９歳 integer(10)
HTKSAKI integer(10) T000573026 男２０～２４歳 integer(10)
GASSAN integer(10) T000573027 男２５～２９歳 integer(10)
T000573001 総数、年齢「不詳」含む integer(10) T000573028 男３０～３４歳 integer(10)
T000573002 総数０～４歳 integer(10) T000573029 男３５～３９歳 integer(10)
T000573003 総数５～９歳 integer(10) T000573030 男４０～４４歳 integer(10)
T000573004 総数１０～１４歳 integer(10) T000573031 男４５～４９歳 integer(10)
T000573005 総数１５～１９歳 integer(10) T000573032 男５０～５４歳 integer(10)
T000573006 総数２０～２４歳 integer(10) T000573033 男５５～５９歳 integer(10)
T000573007 総数２５～２９歳 integer(10) T000573034 男６０～６４歳 integer(10)
T000573008 総数３０～３４歳 integer(10) T000573035 男６５～６９歳 integer(10)
T000573009 総数３５～３９歳 integer(10) T000573036 男７０～７４歳 integer(10)
T000573010 総数４０～４４歳 integer(10) T000573037 男１５歳未満 integer(10)
T000573011 総数４５～４９歳 integer(10) T000573038 男１５～６４歳 integer(10)
T000573012 総数５０～５４歳 integer(10) T000573039 男６５歳以上 integer(10)
T000573013 総数５５～５９歳 integer(10) T000573040 男７５歳以上 integer(10)
T000573014 総数６０～６４歳 integer(10) T000573041 女の総数、年齢「 integer(10)
T000573015 総数６５～６９歳 integer(10) T000573042 女０～４歳 integer(10)
T000573016 総数７０～７４歳 integer(10) T000573043 女５～９歳 integer(10)
T000573017 総数１５歳未満 integer(10) T000573044 女１０～１４歳 integer(10)
T000573018 総数１５～６４歳 integer(10) T000573045 女１５～１９歳 integer(10)
T000573019 総数６５歳以上 integer(10) T000573046 女２０～２４歳 integer(10)
T000573020 総数７５歳以上 integer(10) T000573047 女２５～２９歳 integer(10)

T000573048 女３０～３４歳 integer(10)
T000573049 女３５～３９歳 integer(10)
T000573050 女４０～４４歳 integer(10)
T000573051 女４５～４９歳 integer(10)
T000573052 女５０～５４歳 integer(10)
T000573053 女５５～５９歳 integer(10)
T000573054 女６０～６４歳 integer(10)
T000573055 女６５～６９歳 integer(10)
T000573056 女７０～７４歳 integer(10)
T000573057 女１５歳未満 integer(10)
T000573058 女１５～６４歳 integer(10)
T000573059 女６５歳以上 integer(10)
T000573060 女７５歳以上 integer(10)
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5-3 テーブル結合処理 

メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックし、「ブラウズ」をクリック 

「OGR のサポートするベクタレイヤを開く」画面で、ファイルの種類を「カンマ区切りフ

ァイル」にして、C:\GISjinzai フォルダの tblT000573C21201.csv を開く 

 
 
tblT000573C21201.csv が追加される 
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H22ka21201.shp を右クリックして、プロパティ(P)を選択する。 

 
「レイヤプロパティ」ウィンドウが開くので、「結合」タブを選択し、「＋」ボタンを押す。 
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「ベクタ結合の追加」ウィンドウが開くので、 

「レイヤを結合する」欄に tblT000573C21201 

「フィールドを結合する」欄に KEY_CODE 

「ターゲットフィールド」欄に KEY_CODE 

を選択し、「OK」ボタンを押す。 

 
平成 22 年国勢調査境界データ定義書

(A002005212010.pdf)を開いて、KEY_CODE

フィールドの定義を確認しておく。 

 
 
 
 
「レイヤプロパティ」ウィンドウに結合条件が表示されるので、「OK」ボタンを押す。 
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H22ka21201.shp を右クリックして、「属性テーブルを開く」を選択する。 

 
H22ka21201.shpの属性テーブルの右側に小地域統計結果(tblT000055C26104.csv)が追加さ

れている。 
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結合した小地域統計結果データを含んだ新たな shp ファイルを保存する。 

H22ka21201.shp を右クリックして、「名前を付けて保存」 

 
「ベクタレイヤに名前を付けて保存」ウインドウが表示されるので、 

「ブラウズ」ボタンを押して、C:\GISjinzai フォルダに「H22 岐阜市」と名前を入力して、

「OK」ボタンを押して保存する。 
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メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックする。 

 

C:/GISjinzai/H22 岐阜市.shp を追加する。 

 
C:/GISjinzai/H22 岐阜市.shp が追加される。 
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⑥属性の編集（QuantumGIS 編） 

6-1「高齢化率」を計算 

次に属性を編集して、高齢化率を計算します 

H22 岐阜市.shp を右クリックして、「属性テーブルを開く。 

「属性テーブル」ウィンドウが開く 

 

ウィンドウ下側の「編集モードの変更」ボタンをクリックして、属性の編集を開始する。 

 
 
 
 
「フィールド計算機のオープン」ボタンをクリックする。 

「フィールド計算機」ウィンドウが開くので、 

出力フィールド名に、「koureika」を入力 

出力フィールドタイプに、小数点付き数値(real)を選択し、 

出力フィールド幅 10、精度 5を入力し、 

フィールド計算式欄に、「T000573019 / T000573001」を入力 

OK を押す。 

 

T000573019＝「総数６５歳以上人口」 

T000573001＝「人口総数、年齢「不詳」含む」なので 

T000573019 / T000573001 で 65 歳以上人口比率＝高齢化率が計算できる 

編集モードの変更 フィールド計算機のオープン 
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フィールド計算式に、「T000573019 / T000573001」を入力して OK を押す。 

属性テーブルの一番右端に“koureika”フィールドが作成され、高齢化率が計算される。 
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6-2「1 k ㎡辺り 65 歳以上人口」を計算 

次に「1 k ㎡辺り 65 歳以上人口」を計算します 

「フィールド計算機のオープン」ボタンをクリックする。 

 

「フィールド計算機」ウィンドウが開くので、 

出力フィールド名に、「kourei_km2」出力フィールドタイプに、小数点付き数値(real)を選

択し、 

出力フィールド幅 10、精度 5を入力し、 

フィールド計算式欄に、「T000573019 / AREA」を入力して OK を押す。 

T000573019＝総数６５歳以上人口 

AREA＝面積(㎡) なので 

T000573019 / (AREA  / 1000000)＝ 1 k ㎡辺り 65 歳以上人口が計算できる 
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「編集モードの変更」ボタンをクリックする。 

 
 
 
 
レイヤーの変更を保存しますか？「Save」を押して、属性データを保存する。 

 

 
 

編集モードの変更 
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6-3 町丁字名を表示する 
町丁字名を表示します 

H22 岐阜市.shp を右クリックして、「プロパティ(P)」を選択する。 

 

「レイヤプロパティ」ウィンドウが開くので、「ラベル」タブを選択する。 

「ラベルを表示」をチェックする。 

「ラベルが含まれているフィールド」で“MOJI”を選択 

「フォントサイズ」は 3を入力し、「OK」する。 
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岐阜市の小地域統計の町丁目ラベルが表示される 

 
 
最後にプロジェクトファイルを上書き保存しておきます。 

メニューからファイル(F)－プロジェクトを保存(S)をクリックして、 

「21201gifu.qgs」に上書き保存しておきます。 
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⑦ダウンロードしたデータのセットアップ（ArcGIS 編） 

ダウンロードしたファイル 

１．A002005212010XYSWC21201.zip 

(平成 22 年国勢調査小地域統計 岐阜市町丁字 境界データ・Shape 形式) 

２．tblT000573C21201.zip 

(平成 22 年国勢調査小地域統計 岐阜市町丁字 年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人口デ

ータ） 

３．P14-11_21_GML.zip 

(国土数値情報 岐阜県 福祉施設データ・Shape 形式） 

を圧縮解凍ソフトウェアで解凍する。 

 

入手先 解凍前ダウンロードファイル 解凍後ファイル
１．A002005212010XYSWC21201.zip h22ka21201.dbf

h22ka21201.prj
h22ka21201.shp
h22ka21201.shx

２．tblT000573C21201.zip
年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人
口データ）
３．P14-11_21_GML.zip P14-11-21.xml

P14_21.dbf
P14_21.shp
P14_21.shx

(境界データ・Shape形式)

(境界データ・Shape形式)

tblT000573C21201.txt

政府統計の総合窓口
（e-Stat）

平成22年国勢調査小地
域統計 岐阜市町丁字

国土数値情報
ダウンロードサービス
岐阜県 福祉施設データ

 

使用するパソコンの Cドライブに「GISjinzai」というフォルダを作成する。 

ダウンロードしたファイルを C:\ GISjinzai にコピーする。 
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ArcGIS の起動：［スタート］→［すべてのプログラム］→［ArcGIS］→［ArcMap 10］ 

「はじめに」ウィンドウが開くので、新規マップ-空のマップを選択-OK する。 

 

データの追加ボタンを押して、C:\GISjinzai の h22ka26104.shp を追加する。 

※ここでは h22ka26104（京都市中京区）の町丁目を利用した場合を例示しています。 
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ダウンロードした h22ka26104（京都市中京区）の町丁目が追加される。 

 

h22ka26104 を右クリック - 属性テーブルを開く 

「テーブル」ウインドウが開き、h22ka26104 の属性が確認できる。 

「テーブル」の一番右端に KEY_CODE 列があるのを確認しておく。 
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H17ka26104 で右クリック  

– 属性の結合とリレート(J) – 結合(J)を選択 

 

結合ウィンドウで 

テーブルの属性を結合 を選択 

1.KEY_CODE 

2.tblT000055C26104.txt 

3.KEY_CODE を選択 

結合オプション 一致するレコードのみを保持 

OK を押す 
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tblT000055C26104.txt のデータが 

H17ka26104 の図形情報に結合される。 

 

 

 

 


