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自己紹介 その1
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■氏 名：鈴木 智晴（すずき ともはる）
■年 齢：６４歳
■家 族：妻と母と子犬（盲導犬の訓練生）
※子供２人は独立して、孫３人
■略 歴：
① 2019年3末にKDDI株式会社を定年退職
② 同年自治会役員
※本人不在の選挙で役員になっていた。
③ 2020年10月 耀く大野町まちづくり委員会設立
④ 2021年6月 各務原ＩＣ周辺まちづくり協議会発足
⑤ 2022年４月 各務原市ＩＣ周辺土地区画整理事業準
備委員会設立
■専 門：システム構築のプロジェクトマネジメント



自己紹介 その2
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■趣 味
❶ トライアスロン歴30年
・2016年エイジ別日本代表でオクラホマの世界戦に参加

※現在は、膝の使い過ぎによる故障でランニングができ
なくなり、自転車のみ、とくにヒルクライムが好き。
・岐阜県のトライアスロンの国体監督（４期）務める

❷スキー歴40年
全日本スキー連盟の公認指導員

❸パピーウオーカ歴3年

・盲導犬候補生の子犬を約１年間預り育成するボランティ
ア、現在３頭目



各務原市（大野町）の紹介
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■位 置：岐阜県各務原市大野町は、
東海北陸道の岐阜各務原ICがあり、
その周辺のまちで、イオンモール
各務原店があります。
■産 業：川崎重工岐阜工場や
航空自衛隊岐阜基地があり、航空
機産業、自動車産業等の輸送用
機械関連企業が多い。

■各務原市の名産品：
・貞奴ゆかりの里（和菓子）
・にんじん村（ジュース）
・かかみがはらキムチ
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事業内容（イベント概要）

❶ 日時：2021年8月8日 8：50～11：30
❷ 場所：各務原市大野町公民館
❸ 概要：町民がデザインしたTシャツを着用し、県域統合
型GISの機能を利用して、モバイル端末から町内の危険箇
所のデータ登録し、リアルタイムで情報発信を行った。
❹ 支援団体
・【補助金】各務原市社会福祉協議会
※小地域で行う夢を実現プロジェクト事業（30万円）
・【支援】各務原市情報推進課、まちづくり推進課
・【支援】岐阜県ふるさと地理情報センター



事業内容（イベント風景）

❶開始前の説明会の様
子。当日は、熱中症のリ
スク避けるため、探索時
間を１時間短縮し、ドク
ター・看護師さんに医療
班として本部に待機いた
だいた。

❷Tシャツデザインコンテスト
の市長による表彰状授与

❸各グループに分かれてひやり箇所
の探索をスタート



事業内容（ひやりMAP作成の手順）

❶参加者はそれぞれの班に分
かれ、隅々まで“ひやり箇所”
の探索を実施

❷“ひやり箇所”を探したら、携
帯にあらかじめ登録したURLに
ひやり箇所を登録します。
❸続いて、写真を登録します
❹最後に、登録内容を確認し
て「保存」を押します。

❺道路の凹みや増水箇所など

が登録されています。



事業内容 （大野町オリジナルTシャツの作成）

町民全員が同じTシャツを着てイベントに参加できるよ
うに、マスコットキャラクターを作り、Tシャツを作りまし
た。



事業内容 完成図書 （ひやりMAP）
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モバイル

データ登録

❶ モバイルにURLから直接データを登録
❷ モバイル上でマップ全体の登録状況

がリアルタイムで確認できる

システム概要（イメージ）

紙地図から

紙地図

事務局で データ登録

リアルタイム表示

❶ 受付で紙地図と筆記具を受け取る
❷ ゴール後に地図を受付に渡す



❶ 目的

防災意識を高めるきっかけづくりとして、住民参加型で楽しみながらゲーム
感覚で体験できる「ひやりMAP」事業で、県域統合型GISの機能を利用し事
業を支援することを目的とする。

❷ 概要

現地でモバイル端末を用いたデータ登録ができる県域統合型GISの機能
を利用し、情報の可視化及びリアルタイムでの情報共有を行う。また、大
野町各戸への配布を目的としたマップの作成と印刷を行う。

❸ 利用システム

・県域統合型GIS 庁内システム

・県域統合型GIS モバイル機能

❹ システム利用者

【管理者】耀く大野町まちづくり委員会 事務局

【参加者】大野町 イベント参加者

【関係者】各務原市情報システム課
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システム概要（県域統合型GIS要件①）



❺ 実施方法
①県域統合型GIS庁内システムの各務原市の領域内に、モバ
イル用のデータソース及び登録用レイヤを作成する。

②庁内システムとモバイル機能の連携設定を行う。
③アカウントを発行する
⚫各務原市（管理者用）
⚫耀く大野町まちづくり委員会事務局（管理者用）
⚫参加者（一般ユーザー用）
④イベント当日、参加者はモバイル用URL（QRコード）より参加
者IDでログインし、専用のレイヤに「危険箇所」を登録する。

⑤モバイル登録以外の危険情報は、後日 耀く大野町まちづ
くり委員会がモバイルから登録する。あわせて委員会は、
登録された情報に関し個人情報保護及びプライバシー保
護の観点から不適切な情報の編集または削除を行う。
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システム概要（県域統合型GIS 要件②）



⑥参加者のアカウントは、イベント日以外編集不可とし、閲覧
のみとする。
⑦システム利用期間終了後は、アカウントを削除する。
⑧県域統合型GISによるマップの一般公開は行わない。（ただ
し事業の成果として委員会にて各戸に「ひやりＭＡＰ」の紙図
配布を予定している。センターは、マップの紙図用の画像出力
のみ実施）

⑨システムの設定及び操作方法の説明については（公財）岐
阜県建設研究センターがサポートを行う。
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システム概要（県域統合型GIS 要件③）



モバイル

県域統合型GIS
庁内システム

・LGWAN環境のため外部からの接続はできません。

・一部のレイヤはモバイル端末と連携することができ、モバ
イルからの情報は庁内システム内にリアルタイムで登録さ
れます。

庁内システムは自治体職員以外は利用できません。

データ登録

・設定済みのモバイルサイトより、庁内シ
ステムのマップに現地から直接データ登
録ができます。

・モバイル上でマップ全体の登録状況が
リアルタイムで確認できます。

機能 各務原市
耀く大野町まちづくり委員会

事務局 参加者

イベント時 閲覧・編集 〇 〇 〇

通常時
閲覧 〇 〇 〇

編集 〇 〇 ✕

モバイル利用管理一覧表

システム概要（システム間の連携イメージ）
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【必要な設定】
モバイル用のデータソースの設定
「ひやりMAP」用のレイヤ設定（「Mobile」データソース内）

Mobile

データソースを追
加

大野町ヒヤリ箇所

モバイル登録用レ
イヤを追加

システム概要（各務原市庁内システム（モバイル））
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❶Ｔシャツ作成

今回のイベントで住民が一番喜んだのはTシャツを作っ
たことでした。 大野町のマスコットキャラの応募は50点
を超え（実は採用者に３万円の商品券を進呈）ました。

各務原市長もコンテストの表彰式ではこのＴシャツを着て
いただくなど、イベントは全員おそろいのTシャツを着たこ
とで一体感が生まれた。

❷ひやりＭＡＰ作成

実は、MＡＰ作成のために写真もコメントも全部作り直し
ました。例えば「カーブミラーの位置がおかしい」などの
写真とコメントがかみ合っていなかったり、写真も解像度
不足していたためです。

さらに、楽しさが伝わるようにデザイナーも入れました。

成果（工夫したところ）



❶継続的な実施できなかった

この事業は１年を通じてひやり箇所を住民が点検して、
自主防災組織のPDCAを回すことが目的でしたが、自治
会や住民の機運が盛り上がらず、この10月8日一日だけ
のイベントに終わったことです。

❷SDGｓを意識していたのに

SDGｓとしてＴシャツはエシカルな製品にこだわり、SDGｓ
の「住み続けらるまちづくり」を伝えたかったのですが、あ
まり浸透しませんでした。

もう少し強い意識付けを行う手法を工夫する必要があっ
たように感じます。

成果（できなかったこと）
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令和3年度は、ヒヤリ箇所をGISに登録し、MAPを作ると
ころまでを事業としました。

今後、例えば、高齢でゴミ出しが不便になった人が、ゴミ
の位置をGＩＳに登録することにより、市の指定事業者、
シルバー人材センターやＮＰＯが回収するなど地域が抱
える課題を解決できる共通のプラットホームとして要配
慮者の支援システム（マッチングＡＰ）を作っていきたいと
思います。

これからの展望



❶自治会の役割って何だろう？

自治会は自助と共助の防災組織！

❷行政に期待すること

地元の情報や思いを現場を訪問して吸い上げて欲しい。

これからの展望（言いたいこと）

自治会（A）

行政という木

自主防災は住民
と行政で成り立つ

自治会（B）



耀く大野町まちづくり委員会

事務局 鈴木智晴

info@oonocho.org

https://www.oonocho.org/

ご清聴ありがとうございました。
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大野町の歴史とぶらりMＡＰ（ひやりMAPの裏面）



■大野町の歴史に思いを巡らしながら、街を散策する
ゲームMAPです。

大野町は歴史的の古く、江戸時代は、織田信長や徳川
家康に仕えた旗本坪内家の支配下にありました。

このMAPを作成に当たり、大野町の公民館に保存された
寛文七年（1667年）に記された『大野邑原記』と言う古文
書を調べるため各務原市の歴史民俗資料館の学芸員
にも協力いただきました。

「ぶらりMＡＰ」の説明


