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開催概要
〇地理空間情報活用人材育成イベントとは

総務省では、2018年より地理空間情報（G空間情報）を地域課題の解決や地域経済の活
性化に活用できる人材の裾野拡大に向けて、ハッカソンやハンズオン講習会を開催してきました。
本年は、総務省委託事業「令和４年度 地域情報化に向けた派遣型アドバイザー活用策の展
開に係る調査研究等の請負」の一環として実施され、APPLIC GIS-WGでは、本イベントの企
画～実施を支援しました。

〇目的
本イベントは、これまで主に民間向けであったプログラムを、自治体職員向けに特化、自治体にお
けるSDGsの取り組み状況を可視化するツールとしての「地理空間情報（G空間）」及び「GIS
（地理情報システム）」に着目し、自治体職員自らがデータの可視化による課題発見と解決の
ためのコミュニケーション手法を体得することを目的として実施しました。

〇対象者
・自治体職員（所属部署は不問）
・G空間やGISは初心者だが興味があり
是非活用してみたい職員
・危機管理、災害対策やEBPMによる
政策立案・地域活性化・オープンデータ
関連施策などに携わる職員
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開催概要
〇スケジュール

本イベントは、全2日間のプログラムとして実施しました。
DAY1（ハンズオンセミナー：講義中心のオンラインセミナー）
開催日時：2022年8月19日（金） 9:30～17:00
参加者数：当日参加者38名（定員30名に対し44名の申し込み）

DAY2（プロトタイプ作成イベント：GISを使った課題解決手法のオンライン演習）
開催日時：2022年10月12日（水） 9:30～17:00
参加者数：当日参加者32名

〇周知・広報について
・総務省による調査・照会（一斉調査）システム
による自治体関係部署への通知
・各総合通信局からの周知
・APPLICホームーページによる周知
・APPLIC通信（メール）による周知
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開催概要
〇参加者概要

参加いただいた自治体を以下に示します。（※DAY1・DAY2のいづれかに参加）
北海道（1名） ：安平町
東北（3名） ：秋田県庁 岩手県北上市 宮城県白石市
関東（9名） ：千葉県千葉市、我孫子市、銚子市 群馬県庁

東京都庁、台東区、青梅市、調布市 栃木県野木町
信越（1名） ：長野県長野市
北陸（1名） ：富山県高岡市
東海（6名） ：岐阜県坂祝町 愛知県名古屋市、東海市 静岡県静岡市、掛川市

三重県桑名市
近畿（2名） ：大阪府守口市 和歌山県かつらぎ町
中国（9名） ：広島県庁 広島市 山口県庁
四国（2名） ：徳島県庁 徳島県美波町
九州（6名） ：福岡県春日市、久山町 大分県庁 宮崎県庁 熊本県長洲町

長崎県佐世保市
合計：34団体 40名

多くの団体・職員様にご参加いただきました。関係の皆様ありがとうございました。



DAY1 ハンズオンセミナー
GIS×SDGs：Geospatial Program For Local Government 2022

2022年8月19日（金） 9:30～17:00
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実施内容

〇DAY1：ハンズオンセミナー
【学習目標】
・自治体の課題発見における地理空間情報やオープンデータの有用性を理解する

【学習目的】
・自治体の課題検討のための観点を得る
・利用可能なデータに関する知識を得る

【学習手段】
①アドバイザーによる講演
・平本 健二 様（デジタル庁 データ戦略統括）
・関本 義秀 様（東京大学 空間情報科学研究センター・副センター長・教授）
・木原 栄治 様（内閣府 参事官（防災デジタル・物資支援担当） ）
・伊藤 文徳 様（会津若松市 企画政策部 情報統計課 情報政策グループ 主幹）
・盛田 彰宏 様（APPLIC GIS-WG  G空間利活用TFリーダ（株式会社パスコ））

②DAY2に向けたオリエンテーション
・会津若松市オープンデータ活用事例紹介
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実施内容

時間 内容 発表者

9:30 ～ 9:40 0:10 開会・ご挨拶 総務省情報流通行政局地域通信振興課
課長 折笠 史典 様

9:40 ～ 10:40 1:00 ベース・レジストリについて デジタル庁 データ戦略統括 平本 健二 様

10:40 ～ 11:40 1:00 サステナブルなデジタルスマートシティに向けて
東京大学デジタル空間社会連携研究機構
機構長
東京大学空間情報科学研究センター
教授

関本 義秀 様

11:40 ～ 13:00 1:20 休憩（80分）

13:00 ～ 13:30 0:30 デジタル技術を活用した防災対策について 内閣府 政策統括官（防災担当）付
参事官（防災デジタル・物資支援担当） 木原 栄治 様

13:30 ～ 14:30 1:00 会津若松市におけるGIS・地理空間情報の活用
～住基空間情報を活用した行政課題解決への挑戦～

会津若松市 企画政策部 情報統計課
情報政策グループ 主幹（DX担当） 伊藤 文徳 様

14:30 ～ 15:00 0:30 APPLIC GISワーキング活動のご紹介
自治体業務を高度化する地名辞典（住所辞書）

APPLIC GISワーキンググループ
G空間及びGIS利活用TFリーダ 盛田 彰宏 様

15:00 ～ 15:15 0:15 休憩（15分）

15:15 ～ 17:00 1:45
DAY2へのオリエンテーション
・チーム編成及び参加者自己紹介 等
・会津若松市オープンデータをもとに事例紹介

GPFLG 2022事務局

〇 当日スケジュール
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当日状況 ～ 講演 ～
デジタル庁 平本様講演 東京大学 関本様講演

内閣府（防災担当）木原様 会津若松市 伊藤様
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DAY1 アンケート結果
【総評】
参加者の属性に近い会津若松市
伊藤様の講演が最も印象に残って
いる結果となった。

また、デジタル庁平本様の講演につ
いても、最新の動向把握という観
点から印象に残るとする回答が多く
あった。

国の動向と実際の自治体事例とい
う組み合わせは、参加者である自
治体職員が最も情報収集したい
内容であること推測できる。
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DAY1 アンケート結果
〇印象に残ったことについての自由回答（抜粋）

・ベースレジストリの考え方や課題をわかりやすく教えていただき、最近の色々な政策の根
源がやっと理解できた気がします。

・データの活用が進んでおり、素晴らしいと思った。GISデータを根拠に使用することで、裏
付けのある効率的な業務が行われている。

・防災対策のデジタル化は急務と感じており、大切な分野だと思います。

・当市では、GISの活用が庁内にまだ普及しておらず、各課で所管するデータを公開するに
とどまっていました。しかし、会津若松市様では、複数のデータを組み合わせて新しい視点
を作っていることがわかりました。ぜひ参考にさせていただきたいと思います。

・現在、水道施設や下水道施設の台帳システムとしてGISシステムを使用しており、今後
は災害時などの防災面でも活用していきたいと思っておりますので、防災システムや会津
若松市さんの取り組み内容におけるGISシステムの運用方法がとても印象に残りました。
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DAY1 アンケート結果
【総評】
参加者の94％（31人）
が満足していると回答。

感想の自由回答においても
講演内容に満足していると
いう回答が多かった。
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DAY1 アンケート結果
〇DAY1全体についての感想（抜粋）

・あまりGISに特化した研修を受ける機会がないなかで、大変有意義な内容であったため。

・地理空間情報の活用について背景から具体的な事例まで総括的に理解することができ
たから。

・GISは幅が広く自力で勉強するのは難しいと考えます。こういった講義が聞けて、また事
例の紹介があることでイメージがしやすくなりました。

・GISについて学ぶ機会がなかったので、本日のような研修に参加してＧＩＳの利活用
方法などを事例やシステム等を交えて学べたからです。独学や資料を読むだけの勉強より
身についたような気がします。

・GISだけでなくGISを軸としたベースレジストリやオープンデータなどの考え方から、具体的
な政策課題、地域課題の検討のためのデータ分析まで一本道になっており解りやすかっ
た。



DAY2 プロトタイプ作成イベント
GIS×SDGs：Geospatial Program For Local Government 2022

2022年10月12日（水） 9:30～17:00
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実施内容

〇DAY2：プロトタイプ作成イベント
【学習目標】
・地理空間情報やオープンデータをGIS上で用いることで、自ら自治体の課題を発見し、
解決策を検討できるようになる

【学習目的】
・汎用GISの基本的操作
・課題発見と解決のためのコミュニケーション手法を体得するや概念を覚える

【学習手段】
５～６名程度のチームを編成しワークショップ形式で学習を進める
①オンライン講習
・ローカルSDGs指標の確認
②オンライン演習
・GIS操作によるローカルSDGs指標の分析
③オンラインワークショップ
・アイデア発想法を交えた解決策の検討
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実施内容
〇当日スケジュール

時間 時間 区分 タイトル 主な内容

9:30 ～ 10:00 30分解説＆グループワーク オリエンテーションとチームビル
ディング

本ワークの目的を共有した後、チームメンバー同士
の自己紹介を行います

10:00 ～ 10:45 45分解説＆グループワーク SDGs指標と地図 SDGs指標と地図の関係について学んだ後、チーム
で政策課題とするテーマを決定します

10:45 ～ 10:55 10分（休憩）

10:55 ～ 11:45 50分解説＆個人演習 GISの3つの機能（表現・
分析・集計）

GISの3つの機能（表現・分析・集計）について、
実際にGISを操作しながら学びます

11:45 ～ 12:00 15分解説＆個人演習 課題と仮説の設定 政策課題としたテーマについて、仮説の設定

12:00 ～ 13:00 60分（休憩）

13:00 ～ 14:05 65分解説＆個人演習 仮説検証のための主題図
作成

仮説検証を行うための主題図を作成し、予想との
相違や、より詳細に知りたいことを書きだします

14:05 ～ 14:15 10分（休憩）

14:15 ～ 15:05 50分解説＆個人演習 仮説補強のための情報収
集と展開

Webページの情報やストリートビューなどを基に、仮
設をさらに磨いていきます

15:05 ～ 15:15 10分（休憩）

15:15 ～ 16:45 90分解説＆グループワーク 解決のための施策検討 解決のための方針を幾つか示した後、比較検討を
行いながら適切な施策について議論します

16:45 ～ 17:00 15分解説 講評・クロージング サポーターより講評を行った後、全体の総括を行い
ます
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使用したソフトウェア等

https://local-sdgs.jp/

自治体のSDGs達成状況を
相対スコアで比較できるWebサイト

https://miro.com/https://www.arcgis.com/index.html

Webブラウザで使える
GISアプリケーション

Webブラウザで使える
オンラインホワイトボード

〇使用ツールについて
・オンライン会議システムはZoomを使用しました
・演習用のツールは以下の3つです
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当日状況
開始 01 オリエンテーションとチームビルディング

02 SDGs指標と地図 03 GISの3つの機能（表現・分析・集計）
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当日状況
04 課題と仮説の設定 05 仮説検証のための主題図作成

06 仮説補強のための情報収集と展開 07 解決のための施策検討
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当日状況 ～ 各チーム発表 ～
A班 公園（気軽に憩いの場に行けるようにするには） B班 小学校中学校（児童生徒が少しでも楽に通学できるようにするには）

C班 公園と介護施設 D班 高齢者と投票所（投票率を向上させるには）
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当日状況 ～ 各チーム発表 ～
E班 公園（気軽に憩いの場に行けるようにするには） FG班 避難所・避難場所（災害時に少しでも早くたどり着けるには）

総評（会津若松市 伊藤様）・エンディング 【使用したGISデータ】
・会津若松市オープンデータ
・会津若松市様の庁内データである地名辞典
（住所辞書）を特別に借用し、ダミーの人口
データを付与して、リアルな検討が行えるようにし
ました。
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DAY2 アンケート結果

【総評】
本イベントの大きな目的である「GISの操作方法を学ぶことができた」とする回答が最も多く、同様
に「利用可能な地理空間情報に関する知識を得ることができた」との回答も多くあり、地理空間情
報人材育成としての目的は達成できた。

〇DAY2の研修の内容について当てはまるものを回答（複数回答）

6

8

9

10

19

3
4 1
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DAY2 アンケート結果

【総評】
DAY2全体の内容については、9割の方が「満足している」との回答であり、本イベントの対象者と
した自治体職員（GISに不慣れな方等）に十分満足いただける内容であった。また、他の職員に
も勧めたいと考える方も9割以上となった。

〇DAY2の研修の満足度ほか

n=24 n=24
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DAY2 アンケート結果
〇本イベントの成果を今後どのような活動に役立てたい･役立ちそうと考えますか（抜粋）

・庁内のGIS活用研修の内容検討等の参考としたい。

・今後の業務全般に使用出来そう。

・自治体内の施設や設備情報と地理空間の情報を組み合わせ、説明資料作成に用いた
り、そもそもの課題発見に役立てたい。

・まずは、対外的な説明資料にＧＩＳを活用したいと思います。

・GISを活用した政策立案など

・災害と文化財地図をつなげて，施策をおこないたい

・景観推進業務をしているため、若い世代が景観に興味を持たない課題を分析・解消した
い。

・GISのデータをどんどん施策に取り入れたい
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まとめ
〇地理空間情報活用人材育成イベントの効果
・SDGsのみならず、様々な地域分析をGISを使って行えることへの気づき
・自治体内におけるGISに対するハードルを下げ、GIS利用者の裾野を拡大
・具体的かつ実践的なGIS講習の継続的な必要性

〇イベント運営上の苦労や反省点
・フルオンラインで実施する場合のツール・ネットワークの問題
・GISの操作に関する事前研修
・参加者間の情報共有手法

〇イベント継続に向けた取り組み
・APPLIC GIS-WGでは、様々な機会で本イベント成果の報告を実施し要望の収集
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