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グリーンマッププロファイル

世界中の人々とあなたの制作したグリーンマップのプロファイルを共有しましょう。あなたのマップを報道関係者や資金提供者を含めて世界の人々にどのように紹介していきたいのかをゆっくり時間をかけて考えて下さい。

このRTF文書はグリーンマッププロファイルの登録をオフラインで下書きするためのものです。オンラインでコピーペーストできます。チームメンバー、同僚、ディレクターと相談しながら進めて行って下さい。詳細説明を要する項目にはRTFが適してますが、非常に短い記入項目およびドロップダウンメニューからの選択項目は RTFからコピーペーストするよりもオンラインで直接タイプした方が時間を節約できます。すべてに番号を記してあるので、あなたの都合に合わせてRTFを有効にご利用下さい。

世界中のユーザーと情報を共有していくため、すべてを英文で記入して下さい。下記のセクション Hで 日本語での概要を記入できます。何卒ご理解の程よろしくお願い致します。

コピーペーストする際にすべてのマークやアクセント記号を適切にオンラインで表示するために、必ず拡張子.RTFで保存してください。万が一コピーペーストする上で問題が生じた場合はGMSまでこのフォームをEメール(greenhouse@greenmap.org)して下さい。その際はドロップメニューから選択した項目も打ち込んでおいて下さい。

注）グリーンハウスは“グリーンマップの庭を世界中のマップメーカーと共に耕していく”という意味を含んでいます。グリーンハウスはあくまでもグリーンマップメーカーでの名称であり公共ではこの名称を使用していません。

内容をプレヴューでご覧になれますが、Submit  (「登録」)ボタンをクリックしない限り保存されませんので、終了しだい必ず“登録”ボタンをクリックして下さい。

保存したプロファイルは後から編集可能です。

青色で記載されたテキストはオンラインでは表示されません。
* = 必須記入項目

グリーンマッププロファイル
あなたのグリーンマップをサイト上で公表するにはこちらのフォームを使用して下さい。マップそれぞれにプロファイルを用意し、マップに関する情報を可能な限り記載するように心がけて下さい。情報のいくつかは登録されたマップメーカーのみが彼らのマップメイキングの手助けに閲覧できます。

このフォームを完了するには約３０分から1時間かかると予想されますので、万が一の場合に備えて Submit (“登録”)ボタン をこまめにクリックするよう心がけて下さい。“プレヴュー”をクリックするとマップが表示されますが、“登録”ボタンをクリックしない限り保存されません。

RFTを使用しオフラインで下書きをしたい場合は必ずオフラインのフォームをダウンロードしデスクトップに保存して下さい。すべての下書きが終了した時点でコピーペーストを行うようにしましょう。

あなたのマッププロファイルの情報は Submit (“登録”)ボタン をクリックしたすぐ後にサイト上で表示されます。随時編集可能ですので、プロジェクトの進展に伴う新しい情報はこまめに更新するようにして下さい。このウェブサイトを常に新鮮な情報を交換するためのハブとして 世界中のマップメーカーと共にこのウェブサイトを作り上げていきましょう。

グリーンマップのタイトル: *

カテゴリー
マップのテーマ：* 
ドロップメニューから選択して下さい。:
-- -文化 – エコツアーリズム- エネルギーと気候- フード- モビリティー - グリーンリビング - 自然- 地方- 水源- ユース- （ユース）大学 – (ユース)学校外- 荒廃 – その他

複数の項目に当てはまる場合は
ウインドウズユーザーの方は[CTRL]を押さえたままにして下さい。
マックユーザーの方は [APPLE] を押さえたままにして下さい。

あなたのマップはそのテーマを選択した際にスクリーン上に表示されます。RTFフォームで登録作業をされる場合はあなたのマップのテーマを指し示して下さい。

場所
場所：
緯度：
経度：

緯度、経度を自分で記入する場合はこちらで行って下さい。空白の場合はあなたの供給した情報から自動的に計算します。

オンラインで登録する際にグーグルマップにて詳細の説明があります。RTFを使用する方にはGMSがサポート致します。

A.マップの情報
1. マップの簡単な紹介: *
マップの紹介を1行程度で記載して下さい。この項目に記載される紹介文はサイトユーザーが初めに見るあなたのマップに関する情報ですので要点を短くまとめて下さい。

2. このグリーンマップについて: 
誰が、何を、どこで、いつ、なぜ、どのように

どうのようにしてこのグリーンマップが制作されたか、制作した市町村または地域の説明、マップの特徴やデザインおよび中心テーマ、チーム、ユーザー、スケジュールなどを２から４段落にまとめて下さい。マップ制作に関するプロセスや出版した後に与えた影響などの説明も含んで下さい。（引用を使うと効果的です。）世界の読者を常に考えて書くようにして下さい。
下記にリンクを記入する項目がありますが、こちらに直接リンクをはる場合はこのタグを使用して下さい。
<a href="http://www.yourwebsite.com">your link text</a> 

3. マップの規模: 
ドロップメニューから選択して下さい:
-- -全国--地域—全市−地区・近隣地区−小地域−屋内−更新版−アンブレラ・プロジェクト−パイロット・マップ−ワークショップ・マップ−その他

ユーザーが“マップの規模”を選択すると、あなたのマップが画面に出ます。

複数選択の場合
ウインドウズ利用者−ＣＴＲＬキーを押したままにする。
ＭＡＣ利用者−アップルキーを押したままにする。

これをＲＴＦフォーマットで登録するのであれば、マップの規模をどうするか指示してください。

4. マップの規模（その他）:
あなたのマップの規模が上記のリストに該当しない場合はこちらに記入して下さい。

5. 出版のステイタス: *
ドロップメニューから選択して下さい：
未出版- 出版済
このグリーンマップは出版されましたか？　 サイトユーザーが出版済マップを検索するときにあなたのマッブが表示されので、これを常に入力しておいてください。GMSで出版済のマップの数を数えるにもこの情報が必要です。マップがオンライン掲載もしくは配布用にプリントされた場合に、マップが出版されたとみなされます。ポスターや壁画マップなども完成をもって発表したとみなされます。

6. プロジェクトを開始した日
ドロップメニューから選択して下さい：
月: * 年: *

7. ターゲット／出版した正確な日
ドロップメニューから選択して下さい：
月: * 年: *

8. マップの使用言語:
複数の言語に翻訳されている場合はコンマで区切って下さい。
注）下記のセクション“H.日本語での概要”にて 日本語での概要を記載できます。

9. このマップについてのウェブサイト:
このマップに関するウェブサイトがある場合はこちらに記入して下さい。

B. 出版に関する情報

1. プロジェクトのサムネイル画像
マップメイキングチームもしくはマップの拡大図やこのプロジェクトのロゴなどを添付して下さい。この画像はたて縦もしくは横100pix四方以上の画像は自動的に100pixにリサイズされます。この画像はあなたのマップのサマリーと共に表示されます。例　あなたの国のすべてのマッププロジェクトのリストなど。　JPG,PNG, GIFで２MB以下に保存して下さい。それ以上のサイズは自動的にリサイズされますが更新する際に時間がかかります。

このフォームをEメールで送る場合はすべてのファイル名を項目に記入し、ファイルを添付して送信して下さい。

2. メインのマップ画像
メインで表示されるマップの画像を添付して下さい。この画像が縦もしくは横３００pix四方以上の画像の場合には自動的に３００pixにリサイズされます。 JPG,PNG, GIFで２MB以下に保存して下さい。マップの表紙や、あなたのマップを表すのに最適の箇所を使用することをお薦めします。

3.メディア：
ドロップメニューから選択して下さい：
-- - Print-PDF-Interactive- Exhibit/Display/Kiosk-Other 
- 印刷- PDF –双方向通信 – 展示会・ディスプレイ・キオスク – その他

複数の項目を選択する場合は
ウインドウズ利用者−ＣＴＲＬキーを押したままにする。
ＭＡＣ利用者−アップルキーを押したままにする。

4. 出版されたマップのサイズ：
マップのサイズを記載して下さい　(例 21cm x 30cm, 8.3 inches x 11.8 inches)。マップを閉じた状態、開いた状態の両方を記入して下さい。

5. 出版されたマップの数／ダウンロードされた推定数／マップ利用者
１行程度の単な説明を記入して下さい。

6. 印刷の種類：
ドロップメニューから選択して下さい：
-- - ベジタブルベースのインク- リサイクルペーパー- グリーンプリンター- セルフメイラー – その他 - 書物、雑誌、新聞

注）セルフメイラー –マップの裏表紙に住所を記載できるようになっており、 便箋を必要としないものを指す。

複数の項目を選択する場合は
ウインドウズ利用者−ＣＴＲＬキーを押したままにする。
ＭＡＣ利用者−アップルキーを押したままにする。

7. エディションの数:
エディションの種類の簡単な説明を記入して下さい。

8. マップ上で取り扱ったサイトの数:
大体の数で構いません。

9. 使用したグリーンマップアイコンの数:
大体の数で構いません。

10. ローカルアイコンを制作しましたか？：
Yes - No

11. ローカルアイコンの画像
あなたの制作したローカルアイコンを添付して下さい（数は問いません）。この画像が縦もしくは横４００pix四方以上の画像であれば、自動的に４００pixにリサイズされます。 JPG,PNG, GIFで２MB以下に保存して下さい。今画像が用意できない方はできた時点で更新して下さい。

C. マップの入手方法
1. あなたのマップの入手方法:
ドロップメニューから選択して下さい：
-- - 印刷されたマップを買う- デジタルのみ- 地元でピックアップする- GreenMap.orgのストアで- 在庫切れ

複数の項目を選択する場合は
ウインドウズ利用者−ＣＴＲＬキーを押したままにする。
ＭＡＣ利用者−アップルキーを押したままにする。

2. ダウンロード可能なグリーンマップ：
サイトユーザーがダウンロードできるように、あなたのマップのPDFをアップロードできます。PDFファイルは2MB以下になるようにして下さい。もし圧縮方法がわからない場合はGMSまでお問い合わせ下さい。

3. オンライン版のグリーンマップへのリンク：
あなたのマップがオンラインでダウンロード可能な場合はそのリンクへと直接繋がるURLを記入して下さい。ユーザーがクリックした場合に自動的に別のウィンドウで開きます。

4. マップの入手方法についての詳細：
マップのオンラインでのダウンロード可能なリンクまたはマップの購入の詳細などをこちらに記載して下さい。

5. マップの値段:
送料も含んだマップの値段を記入して下さい。無料の場合は“無料”と記入して下さい。必要であれば、通貨も記載して下さい。

D. 結果と影響：
グリーンマップを制作したことでどのような影響を関わる人々や環境に与えたかなどを詳しく書いて下さい。この情報は他のマップメーカーにとってとても有益ですので、できるだけ、詳しく書い下さい。

1. 賞や報酬:
賞や報酬に関する出来事をすべて記載して下さい。
例　市長がマップの完成セレモニーに訪れた、XXX展示会に出展された、XXXからのマップのオーダーがあったなど。

2. メディアや報道:
このマップについてどういった記事が書かれましたか？　今までにこのマップが取り扱われたメディアを記載して下さい。オンライン。本、雑誌、テレビ、ラジオなどがメディアに含まれます。

3. 地域社会に及ぼした影響: 
知識社会や政策決定者やマップの中の地点、マップメーカーにどのような影響を及ぼしましたか？ マップメイキングのプロセスで予期していなかった反響などがありましたか？　触発されたようなこと、予想もしないようなことがありましたか。次のステップへ向けて影響を受けたことを書いて下さい。この情報は基金出資者やプレスや地域開発者にとってとても大切な情報となります。一段落でまとめて下さい。

4. マップメーカーがそのプロセスで得たスキルや経験:
マップメーカーがそのプロセスによってどういった経験やスキルなどを得ましたか？　

5. グリーンマップに関連したプロジェクト:
プロダクトやプロジェクトやその他のグリーンマップに関連した事柄（ゲーム、本、シラバス、展示会、ツアー、ビデオ、植林、コミュニティーガーデン、養魚池、エコセンターなど）をグリーンマップの延長として制作しましたか？ ダウンロードかできるもの、またはオンラインで記述したものであれば、下記リンクに追加できます。

6. グリーンマップに関連したプロジェクトへのリンク：
他のグリーンマップに関連したプロジェクトのリンク先を記入して下さい。
例:ウェブサイト、Youtubeでのビデオ、パワーポイントプレゼンテーション、PDFなど

7. グリーンマップに関連したプロジェクトへのリンク:
他のリンクがあればこちらに記入して下さい。

8. 他のグリーンマップ・プロジェクトの支援:
他のグリーンマッププロジェクトへのアドバイスや手助けをしましたか？　
例　あなたのマップがユースマップを作るきっかけを与えた、など

9. 願望リスト:
このグリーンマップをより良くするためには何が必要ですか？　例　ボランティア、パートナー、サポート、配布、オフィススペース、設備など

E. プレス用資料
1. プレスに関する資料:
高解像度の画像やインタヴューなど、プレスリリースやビデオなどプレスに関する資料があれば添付して下さい。

2. プレスリリース
プレスリリースをアップロードして下さい。
拡張子.PDF, .DOC, .RTFに限る

3. 高解像度の画像
印刷用にできれば300dpiで保存して下さい。ファイルは2MB以下に収まるようにして下さい。

F. その他のマップに関する情報
1.どのようにこのマップは制作されましたか？*
ドロップメニューから選択して下さい：
-- -民間 -  ワークショップ　–中心となる団体 – クラス内 – その他

複数選択の場合は
ウインドウズユーザーの方は[CTRL]を押したままにする。
マックユーザーの方は [APPLE] を押したままにする。

2. 詳細の説明:
１ないし２行以内で上記の回答の詳細を記載して下さい。

3. 参加者: *
ドロップメニューから選択して下さい：
-- -子供- 青少年 –学生 –シニア –近隣の人々 – 地域住民(全年齢層) - 同僚 –スタッフ –大学 - 政府関連- 関係者 – ボランティア – 非営利団体 – その他

複数選択の場合は
ウインドウズユーザーの方は[CTRL]を押したままにする。
マックユーザーの方は [APPLE] を押したままにする。

4. 参加者の詳細:
１または２行程度で記載して下さい。

5. 有給スタッフまたはコンサルタントの数：

6. マップメイキングのプロセスに関わった人の数:

7. 60歳以上の数:

8. 18歳以下の数:

9. このマップに関しての雇用創出:
何人がこのマップ制作のために新たに雇用されましたか？　その人たちは有給か、無給か、フルタイムか、パートタイムであるかも記入して下さい。

10. 重要人物:
アドバイザー、パートナー、サポーター、１ないし２行で記載して下さい。
リンクに加える際は、下記のhtml tagを使って下さい。
  <a href="http://www.yourwebsite.com">your link text</a> 

11. 面白い発見:
マップを創るプロセスに於いて面白い発見、エピソードなどがあれば１ないし２行で記載して下さい。

12. 引用:
マップメイキングに関わった人（プレスも含む）の記憶に残る発言の引用を１ないし２行で記載して下さい。

13. GreenMap.org内でのこのマップについてのリンク:
GreenMap.org内でこのマップについての他の場所に記載があればそのページのリンクを記入して下さい。

14. 使用したソフトウェア:
ドロップメニューから選択して下さい：
-- - ArcGIS - Google Map - Open GIS - Other GIS - Design (Illustrator, etc.) - Other - None

複数選択の場合は
ウインドウズユーザーの方は[CTRL]を押したままにする。
マックユーザーの方は [APPLE] を押したままにする。

15. その他のソフトウェア:
上記の項目以外のソフトウェアを使用しましたか？

16. なぜそのソフトウェアを使用したのですか？
１ないし２行で記載して下さい。

17. 使用したハードウェア:
ドロップメニューから選択して下さい：
-- -コンピューター – デジタルカメラ - GPS – スキャナー – プリンター – 自転車 – バイク- 携帯電話 - PDA

複数選択の場合は
ウインドウズユーザーの方は[CTRL]を押したままにする。
マックユーザーの方は [APPLE] を押したままにする。

18. その他のハードウェア:
１から２行で記載して下さい。

19. ベースマップ:
どこでこのマップに使用したベースマップを取得しましたか？

20. マップのプロジェクション:
ドロップメニューから選択して下さい：
-- -行政からの配布 - Universal Transverse Mercator (UTM) – フラー – その他
もしわかるなら、どのプロジェクションを使いましたか。

21.その他のプロジェクション:
その他に該当する場合は、プロジェクション名を記入して下さい。

G. 他のマップメーカーへの情報
この項目に記載された情報はマップメーカーのみに公開されます。新規のマップメーカーのためにあなたの気付いた点をできるだけ多く記載して下さい。

1. 長所と短所:
このマップの長所、短所、意外な点は何ですか？

2. 基金要請に関して
どのようにしてこのプロジェクトの基金を獲得ましたか？　誰が主要な支援者ですか？この情報は新規のマップメーカーにとってとても有益な情報となります。

3. マップメイキングに要したコスト：
正確なコストがわかる場合はそれぞれのマップに要したコストの詳細（印刷代、配布代、人件費など）を記載して下さい。

4. マップメーカーへの助言:
新規のマップメーカーへなにかアドバイスがありますか。

H. 母国語での概要
1. 母国語での概要
母国語でのグリーンマッププロジェクトの概要を記載して下さい。

プレヴューで確認はできますが、Submit (“登録”) ボタンをクリックしない限り保存されませんので忘れずに 登録”をクリックして終了して下さい。

いつでも編集は可能です。

ご協力 ありがとうございました。

