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【研究・技術ノート】

１．はじめに
　行政における当初の GIS（地理情報システム）は，
道路管理，上下水道管理，都市計画など特定の部署
で特定の用途に利用する個別型 GISであった．こ
れらの大量の地図図面を扱う部門では，図面を電子
化して GISで扱うことにより，多大な業務の効率
化が図られている．
　しかし，自治体予算の効率的な運用のためには，

個別型 GISにおける二重投資を排して，多くの業
務で共同利用できるシステムや基図データが必要で
ある（田中ほか，1995）という議論から，統合型
GISが提案され，市町村に導入されつつある（日本
測量協会，2002）．
　統合型 GISは，役所内の情報ネットワークを通
じて，多くの部門が使う基図データを一元的に整備・
管理し，共同利用するものである．その目的は，地
図に関する二重投資の排除，業務効率化，部門間の
情報共有化により，行政サービスの高度化を実現す
ることである（総務省自治行政局地域情報政策室，
2004）．
　このような状況の中で，地理空間情報活用推進基
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本法が成立した．今後，地方自治体では（1）行政
運営の効率化や機能の高度化のための地理情報シス
テムの利用拡大，（2）これによる公共分野でのサー
ビスの多様化や質の向上に取り組んでいかなければ
ならない．
　しかし，情報政策研究会（2006）が実施した 2005

年 4月時点の統合型 GIS導入状況の調査によると，
全国の 2418市町村のうち，統合型 GISを既に導入
済みの市町村は 297市町村（12.3％），導入検討中
の市町村は 702市町村（29.0％）である．また，導
入について未検討の市町村は，1249市町村（51.6％）
であり，市町村への統合型 GISの導入は進んでい
るとは言い難い．
　その理由の１つとして，統合型 GISは導入・運用 

に高額な財政投資が必要である（渡邉，2003）にも
かかわらず，その利用が従来の個別型 GISの利用
部門である固定資産税部門，地籍部門，農林政部門，
道路部門，都市計画部門，上下水道部門などの大量
の図面を扱う図面管理部門に限定されており，それ
以外の住民登録，環境，医療・福祉，清掃，商工・
観光，教育部門などの多くの非図面管理部門で活用
されていないことがあげられる．これらの部門で
は，大量の図面を用いて日常業務を行っていないた
め，GISの導入意欲に乏しく，GIS操作知識の習得
や GIS導入費用の確保などの問題から，これまで
GISを利用することは困難であった．
　しかし，インターネットブラウザを利用したイン
ターフェイスの単純なWebGISによる統合型 GISが
普及しつつある現在，市町村が基図データを共有化
した統合型 GISを整備した場合に，非図面管理部門
で統合型 GISを利用するための問題点は解決されつ
つある．
　統合型 GIS導入・運用マニュアル（総務省自治
行政局地域情報政策室，2004）では，統合型 GIS

の普及・拡大のために新たな地図利用業務への展開
として，福祉，環境，教育，観光などの住民に身近
な分野での統合型 GIS利用を進めることを目指し
ている．
　例えば，統合型 GISの先進自治体である千葉県
浦安市では，非図面管理部門も含めた 18部門で

統合型 GISが利用されている（情報政策研究会，
2006）．浦安市では，情報政策課が共用空間データ
ベースを整備し，庁内の調整役として，GIS整備・
利用を統括している．このため，住民記録データの
部署横断的な共用空間データベース活用による国勢
調査事務の効率化 （醍醐，2006）など非図面管理部
門も含めた全庁的な活用が行われている．
　さらに統合型 GISの新たな利用方法として，イ
ンターネットを介したWebGISの住民利用が進み
つつある．その 1つは，公共施設関連情報，法規制
関連情報，安心情報などの行政情報の地図による提
供である（大月，2007）．また，大阪府豊中市では，
民間も含めた幼稚園保育所マップや介護事業者マッ
プなども提供している（久宿，2002）．その定量的
な効果については，千葉県市川市の道路台帳図の情
報提供が，訪問者の総移動距離を縮減したことから，
その便益が明らかにされている （大場ほか，2002）．
　さらに，WebGISを用いた住民と行政の双方向
の意見交換も行われつつある．千葉県浦安市では
WebGISで地図を提示して，都市計画マスタープラ
ン素案への意見募集がなされている（醍醐 2002）．
千葉県市川市での道路整備への意見募集の運用実
験からは，地図があることによるわかりやすさや
意思の疎通の確かさが明らかにされている（大場，
2005）．
　しかし，このような利用を進めていくためには福
祉や教育など住民に身近な非図面管理部門を含めた
全庁的な統合型 GIS利用がなされていることが前
提となる．これまで自治体での GIS利用について
の既往研究では，田中ほか（1995）が，自治体 GIS

に必要とされる機能を整理しているが，その対象分
野は図面管理部門に限定されている．また，横山・
樗木（1997）は自治体の地理情報整備のあり方につ
いて考察しているが，その対象は図面管理部門の
みであり，非図面管理部門を対象とした自治体 GIS

利用を調査・考察した事例は未だない．
　このため，青木 （2006）では，統合型 GISの導入
を進めていくために検討すべき，もう 1つの側面と
して，全庁的な GIS利用の推進が重要であるとい
う観点から，非図面管理部門への GISニーズ調査
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を実施した．その結果，多くの非図面管理部門で，
世帯訪問や現地確認などのために紙ベースの住宅地
図を利用した住所位置確認作業が行われていた．ま
た，計画策定を目的とした業務地図作成への高い
ニーズが存在していた．しかし，非図面管理部門に
おける統合型 GISの具体的運用例は少なく，その
整理が統合型 GIS普及のために必要とされていた．
　そこで本研究では，非図面管理部門の清掃部門の
業務情報を統合型 GISにて活用するための方法を
具体的な業務の場面を通して考察する．そして，市
町村に統合型 GISが整備された場合に，非図面管
理部門で実際に活用するためには何が必要なのかを
明らかにする．第 2章では，清掃部門での日常業務
における地図の使用状況と統合型 GISへのニーズ
について，詳細なヒアリング調査を実施する．そし
て，第 3章では，清掃部門の業務情報のデジタル地
図化を実施して，日常業務の効率化や計画策定業務
への具体的運用例を示す．第 4章では，清掃部門で
の事例から，非図面管理部門での統合型 GIS利用
推進のための問題点と具体的方策について考察す
る．

２．清掃部門へのヒアリング調査
２．１．ヒアリング調査対象
　ヒアリング調査の対象は，京都府宇治市役所環境
政策室ごみ減量推進課である．宇治市は京都府南東
部に位置し，市域面積 67.55km2を有しており，京
都や大阪の衛星都市として，2005年の国勢調査で
は，人口 189,591人を有している．
　宇治市の GIS導入状況は，全国的な市町村の GIS

利用動向と同じように 1990年代に個別型 GISが固
定資産税，道路管理，建築確認申請，水道，消防，
統計の 6部門に導入され，その後に統合型 GISが
導入された．
　宇治市では，2004年度より市役所内の各課から
代表者が参加して，庁内における GISの利用促進
について議論する GIS利用促進検討委員会を設置・
運営して，GISの普及と人材育成を図っている（宇
治市役所 GIS利用促進検討会，2006）．
　その検討委員会の意見を踏まえて，2005年 7月

より住宅地図と都市計画図を基図とした庁内イント
ラネットでの統合型WebGISが，全庁的に稼動し
ている．現在の共有空間データは，住宅地図，都市
計画図，航空写真と地番検索のための固定資産税地
番データである．また，総務省の地域情報化モデル
事業交付金による eタウン・うじにより，行政情報
や市民団体などの市民活動情報のインターネット
WebGISによる情報提供を行っている．
　宇治市では図面管理部門を中心として構築した
統合型 GISの今後の全庁的な利活用の問題（地図
情報システムによる市町村土地情報整備研究会，
1997）に直面しており，自治体における統合型 GIS

普及の課題を検討する上で適当であると考えること
ができる．

２．２．ヒアリング調査結果
　宇治市の清掃部門に対するヒアリング調査は，
GIS利用促進検討委員会活動の一環として，（a）業
務での地図の利用状況，（b）業務へのGISニーズ，（c） 
WebGISの住民利用へのニーズの 3つの視点から実
施した（表 1）．
　調査項目（a），（b）については，2005年 7月 17日
に 40歳代の係長級職員 1名を対象とした第 1回目
の調査を行った．その結果を受けて，2005年 12月
20日に第2回目の調査を実施した．対象はごみ減量・
再資源化推進事業やごみ収集車配置計画を作成して
いる係職員全 3名である．第 2回目の調査では，さ
らに詳細な現場のニーズを聞き取り，ごみ集積地点
情報のデジタル地図化とその活用方法や 1人当たり
ごみ排出量の具体的な作成方法についての意見交換
を実施した．
　さらに，調査項目（c）については，同じ職員 3名
に対して，2008年 4月 28日に実施した．3名の内
訳は，40歳代の係長級職員 1名と 20～ 30歳代の
一般職員 2名である．また，ヒアリング調査時以外
にも，市役所職員から構成されている GIS利用促
進検討委員会が日常的な GIS利用援助を行った．
　まず，（a-1）日常業務での地図の利用の有無につ
いて質問した．大量の図面を用いて日常業務を行っ
ていない清掃部門であるが，日常的な住所・ごみ集
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積地点の位置確認業務のためにごみ集積地点をプ
ロットした紙媒体の 1/1,500縮尺の市販住宅地図を
使っていた．さらにごみ収集区域策定計画のために
1/10,000縮尺の都市計画図を使用していた．
　清掃部門の担当者は，都市計画図にごみ集積地点
をプロットして，ごみ収集車の収集に要する走行距
離や収集面積を考慮しながら，ごみ収集車が１回の
収集で担当するごみ集積地点を決定する．そして，
地図上にそのルートとごみ集積地点を色分け処理し
て，ごみ収集区域策定計画に用いている．
　次に，業務情報の GISでの利用可能性を探るた
め，（a-2）業務台帳のデジタル化の有無について質
問した．清掃部門ではごみ収集車が 1回に収集した
重量をデジタル記録したごみ排出量台帳を作成して
いる．宇治市は，近隣市町村と共同で一部事務組合
を設立してごみ処理を行っており，各市町村の一部
事務組合への分担金は，それぞれの年間ごみ総排出
量から算出されている．そのため，ごみ収集車はご
みを収集後に焼却処理場へ運び込む段階で，その収
集重量を計測している．
　近年，宇治市が属する一部事務組合では，デジタ
ル計量器を導入したため，収集重量はデジタルデー
タとして記録・保存され，電子的に集計することが

可能となった．これにより年間ごみ総排出量を算出
するための業務が効率化されている．しかし，デジ
タル化された小地域単位の重量データは，季節や月
別に集計されることや地図化して使われることはな
く，年間ごみ総排出量を集計するためだけに使われ
ているという現状であった．
　次に業務への GISニーズとして，GISの住所検索
機能や地図化機能について説明しながら，（b-1）業
務地図や業務台帳をデジタル化して，GISにて活用
してみたい情報の有無について質問した．清掃部門
では日常業務において，住民から自宅の最寄りのご
み集積地点がどこにあるのかという問い合わせに回
答することが多いとのことであった．電話応対する
職員は住民の住所地番を聞いて，ごみ集積地点をプ
ロットした住宅地図から，その場所を探して最寄り
のごみ集積場の位置を答えている．宇治市では住居
表示方式を行っていないため，住所地番の並びに一
貫性がない．また，住宅地図はすべての住所地番が
表示されていない．そのため，電話でのやり取りの
中で住所地番から住宅地図を用いて，その位置を確
認する作業は，非常に労力を要するものとなってい
る．
　宇治市では統合型WebGISによるデータ共有化
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表 1　清掃部門へのヒアリング結果

統合型GISへの要望事例 要望者

a-1 業務での地図の利用の有無 - -

a-2 業務台帳のデジタル化の有無 - -

b-1
ごみ集積地点情報のデジタル化による
位置照会業務への活用

係長級職員，
ごみ収集車配置計画
業務担当職員

1人当たりごみ排出量の算出・地図化

1人当たりごみ排出量と小地域統計の
人口属性との比較

c-1
WebGISで市民へ情報提供したい
情報の有無

ごみ集積地点情報のWebGISによる
位置情報提供

係長級職員，
ごみ収集車配置計画
業務担当職員

c-2
WebGISで市民から意見聴取したい
情報の有無

ごみ収集回数・ごみ分別区分数への
市内各地域別の意見聴取

係長級職員

係長級職員，
ごみ減量・再資源化
業務担当職員

ヒアリング調査項目

b-2

(c)インターネット
WebGISへの
ニーズ

(a)業務での
地図の利用状況

(b)業務での
GISニーズ

業務地図や業務台帳をデジタル化
して，GIS にて活用してみたい情報の
有無

業務情報と統計情報との重ね合わせ
により，分析してみたい情報の有無
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の一環として，固定資産税部門の土地地番ポイント
データを活用した，精度の高い住所検索システムを
運用している．そのため，住宅地図では表示されて
いない住所地番についても統合型WebGISから検
索可能である．しかし，ごみ集積地点情報を統合型
GISで活用するためのデジタル地図化手法の知識不
足から，現場職員はこれらの情報を統合型 GISで
活用できるとは考えていなかった．
　そこで，ごみの資源分別回収事業 GISを構築し
ている相模原市の例（江成 1998）を紹介し，GISで
の活用により，ごみ集積地点の検索時間が 30秒程
度となり，住民サービスの向上につながっている事
例を紹介したところ，ごみ集積地点データを統合型
GISで活用したいとの意見が寄せられた．
　次に（b-2）業務情報と統計情報の GISによる重
ね合わせにより分析してみたい情報の有無を質問し
た．ヒアリング時に，小地域統計を GISで地図化
した活用例として，2000年国勢調査小地域結果一
覧表とそれにより作成した宇治市高齢化率コロプレ
スマップ図を提示した．その結果，現場職員には国
勢調査の町丁目単位での年齢別人口，世帯構成，職
業，住宅面積などの詳細な項目が集計されたデータ
が存在し，かつ利用できることは全く知られていな
いことがわかった．
　さらに，町丁目単位の統計が存在しても，清掃部
門のごみ集積地点とは，空間単位が違うため使えな
いのではないかという考えをもっていた．そのため，
ボロノイ分割による点面変換手法や面積按分による
近似的な統計値の算出方法について説明し，人口な
どの統計データを必要な圏域別に集計し，業務台帳
情報と比較するようなデータの重ね合わせ・集計手
法について，具体的に説明した．
　ごみ収集区域ごとの人口算出が可能であるという
説明を受けて現場の職員から，ごみ収集区域単位の
1人当たりごみ排出量を算出して，その分布を確認
してみたいとの要望があった．また，国勢調査の詳
細な結果と比較することができることから，どのよ
うな人口属性の地域で 1人当たりごみ排出量が多い
のかを探って，ごみ減量化政策に役立てたいとの意
向が寄せられた．

　最後にインターネットを介したWebGISを活用し
て，地図情報の提供や意見交換などを実施している
先進自治体の例を提示して，（c-1）WebGISで住民
へ情報提供したい情報の有無について質問した．清
掃部門の現場担当者はインターネットWebGISで
ある eタウン・うじの存在については認知していた
が，そこに自部門の情報を載せて情報提供できると
は考えていなかった．しかし，ごみ集積地点データ
を作成・運用することで情報提供できることを知り，
WebGISでの情報提供を実施したいとの意見が寄せ
られた．それにより，ごみ集積地点照会業務の省力
化につながるであろうとのことであった．
　また，（c-2）WebGISで住民から意見交換したい
情報の有無について質問した．WebGISによる住民
との意見交換については，その概念自体が知られて
いなかった．しかし，先進自治体の活用例から，以
下のような意見が寄せられた．清掃部門では現在，
市内のごみ収集回数やごみ分別区分数について，見
直しを検討中である．近年，行政では政策・制度等
を決定する際に住民の意見を聞いて，それを考慮し
ながら最終決定を行うパブリックコメント手続を実
施することが多い．そのため，ごみ収集回数やごみ
分別区分数について，WebGISで市内の各地域別の
意見を聞いて，見直し業務に役立てたいとの期待が
寄せられた．

３．清掃部門での統合型GIS 利用
３．１．清掃部門の業務情報のデジタル地図化
　ヒアリング調査での清掃部門の要望を受けて，現
場と意見交換しながら，業務情報のデジタル地図化
作業を実施した．最初にごみ集積地点データを作成
した．ごみ集積地点データは紙媒体のごみ集積地点
地図を見ながら，統合型 GIS上で現場職員がマウ
スでプロットすることにより作成した．作成された
ごみ集積地点ポイントは 4,722地点である．属性情
報として，収集曜日，担当号車のデータを付与した．
これによりごみ集積地点の位置を統合型 GISにて
活用できるようにした．
　この結果，統合型 GISの住所検索機能を活用し
た迅速なごみ集積地点照会が可能となった．その手

（53）141µ



－　　　 －

順は，住民から最寄りのごみ集積地点の問い合わせ
があった場合，住所地番を聞いて統合型 GISの住
所検索機能を用いて，住所位置を GIS上に表示し，
GIS上の画面から最寄りのごみ集積地点を確認し
て，その場所を案内するという手順である．これに
より，清掃部門の日常業務であるごみ集積地点照会
業務の効率化を図ることができた．さらに現在，イ
ンターネットWebGISによる，住民に対するごみ集
積地点の情報提供に向けての準備を進めつつある． 

　次に，ごみ排出量の空間的分布を地図化するため
のデータを作成した．最初に，ごみ集積地点の点デー
タを面データに変換するためにボロノイ分割手法を
利用して，近似的なごみ排出対象地域ポリゴンを作
成した（図 1）．さらに，これらを担当号車ごとに
まとめて，ごみ収集車が 1度に収集する対象地域を
示す 217区域のごみ収集区域ポリゴンデータを作成
した．217区域の平均面積は 107,826㎡である．また，
ごみ排出量台帳をデータベース化して，ごみ収集区
域ポリゴンデータに結合して，統合型 GISでごみ
収集区域ごとの年間ごみ排出量を表示できるように
した．
　さらに，ごみ収集区域を小地域統計の空間単位と
比較するために，ごみ収集区域ごとの小地域統計数
値を面積按分法により作成した．人口・世帯数の算
出に当たっては，より精度の高い数値を算出するた
めに宇治市の統計担当部門が，2000年国勢調査に
て使用した基本単位区の境界ポリゴンデータを利用
した．
　基本単位区ごとの結果が公表されている 2000年
国勢調査第 1表の男女別人口及び世帯数の数値につ
いて，ごみ収集区域を基本単位区でユニオン分割し，
基本単位区ごとに分割されたごみ収集区域が基本単
位区に含まれる面積割合により，国勢調査数値を按
分した．最後にこれらを合計して，ごみ収集区域ご
との近似的な人口，世帯数値を作成した（図 1）．
　ごみ収集区域を面積按分するのでなく，町丁目を
面積按分してごみ収集区域に合わせたのは，収集区
域単位のごみ排出量や統計数値との比較から，ご
み収集車の配置計画へ適用するためである． また，
2007年 4月現在，2005年国勢調査小地域統計結果

が集計中のため，使用することができない．そのた
め，国勢調査の調査期日である 2000年 10月 1日と
2005年 10月 1日の町丁字等別住民基本台帳の人口
及び世帯数の変動率を基本単位区ごとの 2000年国
勢調査第 1表の数値に乗じて，2007年の基本単位
区ごとの人口と世帯数を推計したものを使用した．
その結果，ごみ収集区域 217区域の平均人口は 866

人，平均世帯数は 306世帯となった．

３．２．1人当たり可燃ごみ重量の地図化
　宇治市のごみ収集制度は 2007年 4月現在，家庭
系ごみの収集有料化を実施しておらず，家庭系ごみ
の分別区分数は 8種類である．2005年度の宇治市
のごみ総収集量は 44,013トンであり，そのうち家
庭系可燃ごみが 29,820トン（70.96％）を占めてい
る（宇治市環境政策室，2006）．また，全国的にみ
ても 2004年度のごみ総排出量 5,058万トンのうち，
家庭系可燃ごみが 3,133万トン（61.94％）を占めて
いる（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃
棄物対策課，2006）．このため，本稿ではごみにお
いて最も高い割合を占める家庭系可燃ごみにかかる
業務情報を統合型 GISで地図化して活用する方法
を検討した．
　地図化対象地域は，宇治市が直営で可燃ごみを収
集している宇治市市街化区域 22.12km2である（図
2）．宇治市では家庭系可燃ごみは週 2回収集となっ
ている．月・火曜日で週 1回目分を収集し，木・金
曜日で週 2回目分を収集する．週 1回目分と週 2回
目分ではごみ収集車の収集区域が異なり，ごみ排出
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図 1　ごみ収集区域ごとの統計数値の作成
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要因の比較が難しいことから，本稿では 2005年に
おける週 1回目分の可燃ごみ年間排出量を地図化の
対象とした．週 1回目分の可燃ごみ年間排出量は
15,958トンであり，年間排出量の54％を占めている．
　ごみ収集車は宇治市役所から出発し，可燃ごみを
収集して焼却処理場へ運び込む段階でその重量を計
測する．1回のごみ収集区域は，走行距離や収集面
積を統一するために焼却処理場から遠い地域と焼却
処理場に近い地域の 2地域からなる飛び地地域を 1

収集区域としている（図 2）．飛び地間の平均距離
は 1,860mである．
　ごみ収集区域ごとの 1人当たり可燃ごみ重量を地
図化すると図 2のようになった． 1人当たり可燃ご
み重量は，年間可燃ごみ重量をごみ収集区域単位の
近似人口で除して作成した．この図から 1人当たり
可燃ごみ重量の分布を概観し，その原因を清掃部門
の職員と共に考察した．国道，都道府県道が交差す
る結節地点付近や鉄道駅周辺の交通の便がよい地域
で 1人当たり可燃ごみ重量が多い．これらの地域は

駅前商店街や道路沿いの小売業や飲食店が多く存在
することから，その影響であろうとの意見が寄せら
れた．
　事業活動により生じるごみは事業者の責任で処理
しなければならないが，家庭系ごみへ事業系ごみが
混入して排出される問題（天野ほか，2002）が指摘
されている．特に卸売・小売業・飲食店から生じる
ごみは，紙類を中心とした包装ごみや調理上で生じ
る厨芥や残飯など家庭系ごみと組成が似ているた
め，家庭系ごみに混入されやすい（波江，2004）．
　宇治市においても，店舗併用住宅などの個人営業
小規模店舗からのごみは，家庭系ごみとして分別排
出されていないことが多い現状であり，今後，事業
系ごみの混入についてさらに詳細な調査を実施し
て，ごみ減量政策に役立てたいとの意見が寄せられ
た．また，この地図を提示して，インターネット
WebGISによるごみ減量化対策のための住民との意
見交換を行いたいとの意見が寄せられた．
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図 2　宇治市のごみ収集区域別 1人当たり可燃ごみ重量分布図
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４．非図面管理部門での具体的方策
　本稿では，統合型 GISが整備された市町村の非
図面管理部門である清掃部門へのヒアリング調査か
ら，清掃部門の業務情報を統合型 GISにて活用す
るための方法を具体的な業務の場面を通して考察
し，清掃部門で統合型 GIS利用を進める重要性と
統合型 GIS利用を阻害していた要因を明らかにし
た．その結果から，非図面管理部門全般で統合型
GIS利用を進めていくための具体的方策は，以下の
ように考察できる（表 2）．
　（1）清掃部門の職員には，GISの空間的表示・集
計などの機能は十分に理解されていなかった．特に
デジタル地図化手法の知識不足から，小地域単位の
ごみ排出量のような非常に精度の高い地理情報が存
在し，統合型GISが整備されているにもかかわらず，
紙図面の情報をデジタル地図化して，統合型 GIS

で利用しようという発想に至っていなかった．非図
面管理部門で統合型 GIS利用を進めていくために
は，GIS整備・利用を統括する部門や GIS利用促
進検討委員会のような組織が，非図面管理部門への
GIS利用の意識づけを行い，未活用データを掘り起
こして GIS利用をコーディネートしていくことが
必要である．
　（2）計画策定のための統合型 GIS利用を阻害し

ていた原因は，デジタル地図化手法の知識不足だけ
でなく，町丁・字等単位の小地域統計の存在や業務
上の空間単位と小地域統計の空間単位とを合わせる
ことができることやその手法に対する知識不足で
あった．そのため，ごみ排出量データを基に小地域
統計と比較して，市内の各地域単位にその要因を分
析するという発想に至っていなかった．統合型 GIS

の計画策定への利用のためには，小地域統計の統合
型 GIS利用をコーディネートすることも必要であ
る．
　本稿では小地域統計の適用例として，小地域単位
の 1人当たりごみ排出量を地図化した．市町村の現
場職員は長年にわたり地域行政に携わる中で地域を
詳細に把握しているので，業務情報を地図化するこ
とにより，その要因を考察することが可能である
と考えられる．そのため，市町村職員は統合型 GIS

により，日常的に業務情報を地図化し，市内の空間
分布を把握しておくことが政策立案のために有効で
ある．その上で日常業務を遂行する中でこそ，さら
なる要因の発見や問題解決のための政策案が生まれ
てくるのであろう．
　（3） 清掃部門では，GISの利用意識に乏しいこと
から，インターネットWebGISによる住民への情
報提供ができるとは考えておらず，双方向で意見交

表 2　非図面管理部門での統合型GIS 利用を阻害している要因と具体的方策

非図面管理部門で統合型GIS
利用を阻害している要因

GIS利用意識の欠如 GIS利用の意識づけ
新たな地図利用業務
への展開

GIS機能の知識不足 業務情報の地図化補助

デジタル地図化手法の知識不足 地番データを利用した住所検索

未活用データ掘り起こし

地番データを利用したアドレスマッチング

小地域統計の知識不足 GISでの小地域統計利用の動機づけ

業務情報と小地域統計との重ね合わせ

日常的な小地域統計を活用した
業務情報の地図化

日常業務の省力化

住民サービスの向上

情報公開の推進

政策策定過程への住民との意見交換 住民との協働の推進

公共分野での
サービスの
多様化や
質の向上

行政運営の
効率化や
機能の高度化

電子化された業務地理情報の
未活用

住民によるインターネットWebGIS
の利用不足

住民への行政地理情報の提供

(2) GISでの小地域統計
利用のコーディネート

(3) WebGIS住民利用の
コーディネート

GISでの小地域統計利用手法の
知識不足

GIS利用促進部門(組織)による非図面管理部門への
統合型GIS利用のための具体的方策

(1) GIS利用の
コーディネート

非図面管理部門での
統合型GIS利用による効果

日常業務の効率化

政策立案・計画策定
業務の高度化
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換をすることについては，その概念自体が知られ
ていなかった．しかし，現場にはインターネット
WebGISでの住民への情報提供や意見交換ニーズが
存在している．このような利用をコーディネートす
ることで活発となるインターネットWebGIS利用
は，住民からの情報提供ニーズを高めることとなり，
非図面管理部門での統合型 GISデータ整備意識を
向上させることとなろう．この結果，統合型 GIS

は行政の情報公開や住民との協働を推進するための
ベースインフラとして，地方自治体に必須のものと
なると考えられる．
　図面管理部門で GISによる業務の効率化が図ら
れてきた一方で，非図面管理部門では日常的に大量
の図面を扱っていないため，これまで GISを活用
しようという職員の意識や GIS導入のための予算
は存在しえなかった．しかし，全庁的に利用可能な
統合型 GISが導入されることによって，非図面管
理部門においても GIS利用が可能な状況が生まれ
つつある．そこで GISに馴染みのない非図面管理
部門でも GIS利用をコーディネートすることによ
り，全庁的に統合型 GISを有効に活用できるよう
になる．その結果，全庁的な部門間の情報共有化に
よる行政サービスの高度化が実現される．ここに市
町村への統合型 GIS導入のもう１つの意義がある．
　今後は清掃部門でのインターネットWebGISによ
るごみ集積地点の情報提供やごみ減量化対策のため
の住民との意見交換を実施していく必要がある．さ
らに清掃部門以外の非図面管理部門を対象として，
統合型GISで利用可能な業務情報の存在やインター
ネットWebGISによる市民利用の具体的適用例を
示し，全庁的な利用を活発化させていくことが求
められる．このような実際の業務情報を統合型 GIS

にて運用していく具体的事例を積み重ねていくこと
によって，統合型 GISは非図面管理部門も含めた
行政の実務にさらに貢献することが可能となるであ
ろう．
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