
経済産業省とりまとめ（案） 別紙

番号 タイトル
ポイ
ント

対象データ 理由 参考情報

1
登記情報を提供して欲
しい

3 法人登記情報
現在も、登記情報提供サービスもあるが、使い勝手が悪い
うえに、高い。

OpenCorporatesは既に世界中の企業情報のオープンデータ化に取り組んでい
ます。現在の登録数は5千万件あまりで、無料で利用できます。ここに日本の商
業・法人登記情報が加われば非常に便利になります。
http://opencorporates.com/
イギリスのCompany Houseはアポイントメント情報を無料にしました。
http://companieshouse.gov.uk/toolsToHelp/proposedFeeChanges.shtml
デンマークも企業情報を含む基本的登記情報をオープンデータ化します。
http://www.scribd.com/doc/109458141/Denmark-s-Basic-Data-Register-
Road-Map
こうした国々はデータを公開することで、より一層経済活動を活性化させようと
考えています。データ公開に関する受益者負担という狭い考えにとらわれるこ
となく、大きな視点から日本政府も基本的な登記情報を無料で自由に使えるよ
うオープン化して欲しいと思います。

3
緊急車両のリアルタイ
ム位置情報

11 緊急車両のリアルタイム位置情報

東京の駅近くの車が混んでいるところで救急車が移動でき
ないでいた。
ルートをあらかじめカーナビまたはスマートフォンに通知す
ることができれば運転手は余裕を持って道をあけることがで
きる。

世界的に自動運転の研究が行われていると思うが、すぐに緊急車両の問題へ
の対応が問題となると考えられる。今のうちに整備していくべき。

4
投稿された人気の高い
アイディアを採用してく
れるのか

20
アイディアボックス意見への対応状
況

意見を投稿する以上、なんらかしらのアクションにつなげ
て、結果を報告してほしい。

We The Peopleみたいに、アイデアを募集する側にも真剣さが欲しいと思いま
す。https://petitions.whitehouse.gov/
アイディアをかたちにする為の「クラウドファンディング」が出来る仕組みが分か
りやすいです。

6 NHKの映像 10 NHKの映像
ネットで映像データベースとして公開できるのではないか。
小額でも料金払えば、過去の映像を見放題にすれば余裕
で費用をまかなえる気がします。

NHKオンデマンド、NHKアーカイブズでは放映済みの映像を、NHKクリエイティ
ブ・ライブラリーでは素材の映像を公開している。
http://www.nhk.or.jp/creative/

7
法律が制定された際の
背景データや適用事例
や問題点

16 法律検討資料

法律の背景にあるデ タとか，その法律が適用された事
例，指摘されている不備などをアノテーション（注釈付け）で
きるようなサービスがあると，法律の専門家じゃなくても理
解しやすくなる。
法に則ってどんなところに予算が使われたのかとか，そうい
う背景が注釈付けされていると，法律の効果がわかりやすく
なる。

e-Govで法律が検索・閲覧できる。

7
法律が制定された際の
背景データや適用事例
や問題点

16 判例
法律に基づいたカテゴリわけされた判例もわかると、法律の
専門家にも一般の人にも便利になる。

7
法律が制定された際の
背景データや適用事例
や問題点

16 法令 法令データの公開をもっと使いやすくしてほしい。

官報のデータが自由に使えるようになれば（国立印刷局の有料サービスで利
用できますが、使いにくいです）、指摘のような使いやすいシステムを別に作る
ことは可能。
現在の「法令データ提供システム」は、告示が掲載されていないという点でかな
り有用性を落としている
使いやすいユーザーインターフェースだとも思えない。
法令が改定された差分の情報がバージョンごとに差分が閲覧できたり、更新さ
れた場合の経緯が見れると、なぜそういった法令になったのかわかりやすい。

8

各行政機関や政党が
掲げているミッション/
目標,そこへ至るロード
マップ,進捗状況など

1
各行政機関が掲げているミッション/
目標,そこへ至るロードマップ,進捗状
況など

行政がどんなことを目指していて，どんな道筋でどんな見通
しでそれを実現しようとしているのかを公開することで，近未
来の見通しがよくなって世の中の「透明性」が上がるので
は．

8

各行政機関や政党が
掲げているミッション/
目標,そこへ至るロード
マップ,進捗状況など

1
各政党が掲げているミッション/目標,
そこへ至るロードマップ,進捗状況な
ど

政党がどんなことを目指していて，どんな道筋でどんな見通
しでそれを実現しようとしているのかを公開することで，近未
来の見通しがよくなって世の中の「透明性」が上がるので
は．



9
道路交通に関わる事象
の情報公開

15
事故や事件の発生ヶ所、位置の情
報（道路の車線まで含めた情報）
道路交通法で規定される規制情報

詳細な交通データにより、最適な選択ができるようになる。
最新情報をリアルタイムでタイムラグ無く、マシンリーダブルな形式で公開して
ほしい。

9
道路交通に関わる事象
の情報公開

15 道路占有の情報 詳細な交通データにより、最適な選択ができるようになる。

10
統計局データのAPI整
備

19 総務省統計局の統計 公開APIを出してほしい。高度なサービスを創出できる。

統計データのAPI提供については、現在、総務省が設置した「クラウドテストベッ
ドコンソーシアム（※）」において、独立行政法人統計センターが試験的に提供
していまおり、現在、統計センターにおいて、一般の方にも上記機能を提供でき
るように検討を進めているところ。

11
財務省が把握している
国有財産情報について

7 国有財産情報
国有財産をオープンデータとして、公開していれば、マップ
表示したり、民間能力の活用にもつながる。

12
酒類の製造事業者情
報について

2 酒類の製造事業者情報

日本のお酒類に関して、正しく情報を開示することで、客観
的に正しく評価がされるようになるし、オープン化されたマシ
ンリーダブルな形でのデータであれば多言語で表記するこ
とも可能になり、海外輸出へ向けて大きく広がっていく可能
性がある。

13
財務省予算書・決算書
データベースを利用し
やすく

19 予算書・決算書
予算・決算関連情報を公開して、透明性を高めてほしい。国
際的な評価も高まる。

財政に関するデータの公開度合いは国際的な電子政府ランキングではかなり
重視されると欧州の専門家から聞いたことがあります。ぜひ、このページを使い
やすくして、諸外国にも紹介したいです。
Open Budget Indexに、残念ながら日本政府はデータ無し。90カ国以上が比較
されているところに日本が入っていないことや、一方で韓国等のアジア諸国が
評価を得ているのは、日本にとって損なことではないか。
http://internationalbudget.org/

財務省のXML財務データは、マシンリーダブルではありますが難いXMLフォー
マットになっています。　XML化するシステムはもう入っているのですから、財務
分析をしやすい項目と予算の金額が1:1対応で入っているXMLデータに変更し
てほしいです。

地方自治体や政府の予算もXBRLのような標準化された勘定科目フォーマット
で公開したり、政府予算体系の国際標準のCOFOGで標準化して出力してくれ
ると、利用が見通し易いです。

14
国会の議案・決定過程
をマシンリーダブルに

13
議案・決定過程関連資料（議員がど
の法案に賛成(反対)したのか）

国会プロセスの可視化を推し進めることは、ネット時代の政
治インフラとして必須のことだと思います。
議案等の国会内部の情報をマシンリーダブルにしていただ
ければ、国会の状況を可視化できる様々なアプリが民間で
作成される。

多くの国会議員は、メディアで取り上げられない場面でも地味に頑張っていま
す。しかし、そのような国会での活躍がなかなか有権者には伝わってきませ
ん。そもそも国会がどのように運営されているのか、ということすら、一般の人
にはなかなかわかりにくいのが現状です。
しかし、現状のような、直接の議案の内容だけはわかりづらいので、しかるべき
処理を行なって、一般の人にわかりやすく表現する工夫が必要。

17
国土地理協会の住所
データ、路線データ

14 国土地理協会の住所データ
「国土地理協会の住所データ」は丁目レベルまで住所をコー
ド化しているため、非常に使い勝手がよく住所表示の更新
にも対応しやすいが、非常に高価で使用できない。

(参考)全国町・字ファイル
http://www.kokudo.or.jp/master/price.html
(参考)特徴と提供料金
https://www.lasdec.or.jp/cms/11,515,34.html
郵便番号との関係も整理してくれるとうれしい。

19
オープンデータ地方自
治体予算に対する市民
の提言

1 地方自治体予算
地方自治体予算データを可視化することにより、学習し、理
解することができ、さらに市民が議論し、意見をだし、自身で
判断してアクションを起こすことができる。

地方自治体予算データを可視化し、より解りやすく情報公開し、学習し、理解す
るための spending.jp を公開しています。

20
雇用関連の詳細データ
を出してほしい

4
雇用関連の詳細データ（地域別や職
業別のデータ）

地域別などの詳細月次データを出すことで、雇用のミスマッ
チ解消ができる。

21
分析に使える外交資料
が欲しい

2 外交資料
正しい歴史地理認識を深めるために必要。また、データを
整備することは今後の外交や教育上も意味がある。

開されている資料の多くがPDFなどの閲覧目的のものが中心。
マシンリーダブルな資料も欲しい。
テキストマイニングなど数理的な手法を活かせるデータや、外交資料を地理情
報と関連づけたデータなどが欲しい。



22
統計局のデータが分析
向けでないのが使いに
くい。

7 総務省統計局の統計

分析用途のデータを提供してほしい。分析の際には、セル
の結合を解いて、空白セルにデータを再入力し、タイトルや
注釈など分析に不要なデータを削除しないといけない。大
量にあると大変。

DBのダンプファイルを直接的にダウンロードできると素敵です。
項目を選択するということは、目的が明確なことが前提です。ところが、データ
マイニングの観点からはデータから考えるので、大規模なデータでも原データを
直接扱いたいというのが本音です。
項目名に英語が示されている場合があるが日本語との併記になっている。
日本語版と英語版を分けて別々のデータを提供してもらえると有り難い。
英語版のがあれば海外の研究者も利用できる。
文字コードやフォントに関しても配慮して欲しい。
Shift-JIS だけでなくUTF-8 でのデータがあった方が良いし、
MSフォントでなくオープンフォントを用いて欲しい。
Unix系OSの利用者は少ないけれど、分析屋の利用者は増加傾向にある。
Windows以外の利用者への配慮を進めてもらえるとありがたい。
数値が「0」の場合、そのセルに「0」ではなくて「-」が入っています。そのままエク
セルで計算しようとして式を入れるとエラーになってしまいます。統計データの
場合、該当なし（-）と数値0（0）を書き分けるという場合もありますが、それに該
当するわけでもないので、「0」としてほしいです。

23
官公庁発行の諸証明
等の郵便請求先のデー
タベース化

4 諸証明等の郵便請求先
請求先の連絡先らをデータベース化することができればど
こに請求すればいいのかすぐにわかるし、請求先の住所等
も端末から出力できるので便利になると。

27
気象,地震,感染症など
に関するデータのAPI
整備

8
気象,地震,感染症などに関するデー
タ

データを取得できるAPIを整備することにより，多くの有益な
アプリケーションが開発されそうな気がします．現状の公開
方法は，外部組織のアプリで利活用されることを想定してい
ないようですので

気象庁の各種統計データ http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html
防災科学技術研究所の強震モニタのデータ
http://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/
国立感染症研究所の感染症データ http://www.nih.go.jp/niid/ja/flu-m/3140-
influ-top.html
といったデータを取得できるAPIを整備することにより，多くの有益なアプリケー
ションが開発されそうな気がします．

30
生物多様性関係情報、
環境アセスメント情報

3
生物多様性関係情報、環境アセスメ
ント情報

生物多様性に関わるリアルな情報は、縦割り、横割り、さま
ざまな形で散在しています。

（必要性）
データを集約して、情報にしてみないと、一体どうなっている
のやらわかりません。判断もできない。この結果、精神論ば
かりが叫ばれるばかりで、少しも保全が進まない。すでに保
有している情報やデータを切にをオープンして頂きたい。

例
　・国土交通省（河川）
　・農林水産省（森林）
　・環境省（希少生物、国立公園、公害情報　等）
　・県（県の河川、自然公園、県のレッドリスト、環境アセスメント、県有林　等）
　・市（市の河川、講演、環境アセスメント、NGO/NPO活動、市有地　等）
　・区（区の管理地域、公園、・・・・・）

32

政治資金収支報告書
はスキャン画像ではなく
数値データとして公開
を

8 政治資金収支報告書
画像ではなく数値データとして公開し、国民やメディア、研究
者等が容易に分析等できる

総務省のウェブサイトに「政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告
書」というページがあります。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/seijishikin/
ここでデジタルデータとして作成されたものがスキャン画像として公開されてい
ることに疑問を感じます。画像ではなく数値データとして公開し、国民やメディ
ア、研究者等が容易に分析等できるようにすべきではないでしょうか。
そもそも収支報告書の多くは、総務省が配布している収支報告書作成ソフトで
作成されていると見られます。
「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」は、平成20年度に2件、平成22
年度に116件しか利用されておらず、政府有数の「使われないシステム」となっ
ています。
しかも政治資金規正法には収支報告書等のオンライン提出の努力義務が規定
（19条の15）されているのですから、政党や政治団体等はオンライン提出化を
進め、使い易いオープンデータの作成に協力して欲しい

33
選挙の投票結果・開票
結果データを全国統一
様式で公開してほしい

13 選挙の投票結果・開票結果データ

投票率はどのような要因で決まってくるのかを見てみようと
思いました。
各選挙区ごとの投票結果（投票率など）と開票結果（誰が何
票とったか）のデータを各都道府県選挙管理委員会のＨＰ
から入手しました。しかし、その様式がばらばらでHTMLあり
エクセルファイルありPDFありで、さらにフォーマットや掲載
してある事項も異なっており、結局データは手打ちするしか
なく、非常に手間がかかりました。

今、ＨＰに掲載しているものはそのままでもよいので、別に様式を統一したｃｓｖ
ファイルをおいていただければ十分だと思います。そして、それを誰かが集約し
て別のより使いやすいフォーマットに変換してデータ集約サイトで公開できるよ
うに、各都道府県選挙管理委員会のＨＰにライセンスを記載していただくようお
願いします。



35
クレーム、注意喚起情
報はどうですか?国民満
足度向上利用

5

１．全国各地にある消費者苦情セン
ター、消費者センターのどの情報
２．公共広告機構に寄せられるク
レーム情報
３．海外渡航注意喚起、国内情勢、
海外情勢
４．警察・交番等に寄せられる内、製
品やサービスなどにかかわるクレー
ム情報

消費者保護の観点から、情報の公開が望まれる。
消費者や公共広告クレームの情報をにより、事故になる以
前の傾向が読み取れる。

＜背景＞
１．普段、インターネットでいつも役立つ情報は一般レビューです。当事者の売
り込みは当然信用できません。
２．消費者は常に弱い立場です。なにか不満におもっても、泣きに寝入りしてい
るのがほとんどです。
＜オープンデータ化候補＞
■公共データでその中でもすぐにリアルタイムで知りたい情報はクレーム関連
です。
１．全国各地にある消費者苦情センター、消費者センターのどの情報の随時公
開
２．公共広告機構に寄せられるクレーム情報
３．海外渡航注意喚起、国内情勢、海外情勢
４．警察・交番等に寄せられる内、製品やサービスなどにかかわるクレーム情
報
ほかにもまだあるかもしれません。詐欺などの手口

36
都道府県/市区町村/
町丁目の識別コードと
ポリゴンのオープン化

10 行政区画情報

行政区画情報は多岐にわたるデータの基盤となる情報で
す。
総務省所管の財団法人国土地理協会が町丁目コードに相
当する「町・字コード」を有償で販売していますが、このコー
ド体系をオープン化できませんか？

36
都道府県/市区町村/
町丁目の識別コードと
ポリゴンのオープン化

10 都行政区画のポリゴン情報

行政区画のポリゴン情報は市町村（国土地理院の電子数
値情報など）、町丁目（総務省 e-Stat の国勢調査 町丁・字
等別境界データなど）としてすでに整備されたものがあるの
ですが、それぞれ独自のライセンスが設定されており不便
です。オープンライセンスでの公開を希望します。

38
電柱タグと住所の紐付
けデータの公開(位置
情報)

6 電柱タグと住所の紐付けデータ
このデータをオープンに広く使えると、システムの連携によ
り精度が上がり、位置情報サービスの新たな利用も促進さ
れる

電柱、街灯には識別用にタグがついている。現在は業者の利用に閉じている
が、位置情報サービスの識別子として活用できると思われる。

39
全国各都道府県、消防
が把握する、水防情報
の一元化

5 水防情報

小さい地域で情報が統合され、10分単位でもよいのでオー
プン化されたら様々な民間コンテンツができ防災に役立つ。
公共側の開発コストも減りよいのではないでしょうか？

各県がもつ雨量計、水位系、潮位系など、川の断面図、河床と居住区の高低
差、消防がもつ危険情報。全国統一が必要なのは、各県ごとにコンテンツが違
うこと。

41
救急病院の場所と担当
曜日を公開してほしい

4 救急病院の場所と担当曜日
救急車で搬送する必要はないが、夜間など、病院に連れて
いきたい時、最寄りの救急病院がすぐに知りたい事があり
ます。

東京都だと、自宅近くで現在診療している病院・医院を検索できます。
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/
他県にはあまりなさそうですね。
東京都のシステムに便乗する形で他県でも運用してほしいところです。

44
企業の納税額などを公
開

3 企業などの納税額、離職率など
情報を公開することで良い会社か問題のある会社か見分け
ることができる。

45
あらゆる警報手段で節
電要請を

1 電力逼迫情報 節電を効果的に実施するために必要。

「現在、電力が逼迫しています。この一時間は節電をしてください。エアコン、電
灯、エレベータの停止をお願いします」というような警報を地域住民全体に向
け、
地震、津波警報のように、Jアラートや防災無線、テレビ・ラジオの緊急速報、携
帯電話の緊急地震速報など、あらゆる警報通信手段を用いて通知してほしい。

46
電気以外の資源エネル
ギー情報の利活用

1
プロパンや灯油の利用状況と気象データをあわせてソー
ラーや風力と組み合せることで、場面場面での有効な資源
の使い方ができる等の検討ができる。

使用している資源や世帯数、費用も調査されており需要予測には使われてい
るようで
http://www.enecho.meti.go.jp/info/statistics/toyugasu/gaiyo.htm#gaiyo01
節電.go.jpみたいにならないかなぁ。
http://setsuden.go.jp/
節電.GO.JPは、見える化することで周りの意識が高まり、節電のためのアイ
ディアやグッズが広がったと思います。

50
緊急通報を早く民間コ
ンテンツに!

4 J-ALERTの情報
J-ALERTの整備をしているが、各自治体への整備で、そこ
からがどうやって市民に通知するかがない。
防災無線のほかの様々な手段も検討が必要。



54

省庁横断的・自治体横
断的なデータカタログ
や共通ボキャブラリの
整備

7 データカタログ
データを活用するためには、データのありかを一元的に提
供する省庁横断的・自治体横断的なデータカタログが必
要。

Open DATA METI（http://datameti.go.jp/）を発展させ，縦割行政の枠を超え，
経産省だけでなく行政のオープンデータ全てを網羅したカタログにならないで
しょうか．米国のData.govではhttp://explore.data.gov/ からデータセットを検索
できるようですね．

54

省庁横断的・自治体横
断的なデータカタログ
や共通ボキャブラリの
整備

7 共通ボキャブラリ
データを活用するためには、データ項目の内容を正確に表
すボキャブラリの整備が必要。

http://vocab.data.gov/ のように，行政データで共通に使えるボキャブラリを整
備する必要もありそうです．

55
官報のデータをもう少し
コンピュータにやさしい
形で公開してほしい

7 官報のデータ
官報の中身はあまりコンピュータ処理に向いていない。構造
化して全面公開してほしい。

官報のデータをもう少しコンピュータに優しい形で公開してほしい。官報のデー
タは公開されている。お金を払えば過去のデータも取得できる。
http://kanpou.npb.go.jp/search/introduce.html
しかし、官報の中身はあまりコンピュータ処理に向いていない。
たとえば、一つのお知らせを、二つの&lt;p&gt;タグで囲っていて、記事を一件一
件分類して処理したいときも人間が、この文章は、関係あるから一まとめにする
等の処理が必要だ。

官報制度を改革し、過去分も含めインターネット無料配信を基本とする | 国民
の声アイディアボックス
http://koe.openlabs.go.jp/ja/idea/00781/
IT本部でも、無料化に関しては検討すべしとされていました
情報通信技術利活用のための規制・制度改革に関する専門調査会報告書
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kaikaku/hokokusho.pdf
情報通信技術利活用のための規制・制度改革に係る対処方針
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pdf/110803_taisyo.pdf

57
道路の「段差」に関する
情報

7 道路の「段差」に関する情報
高齢者や子育て世代向けに道路の段差の情報を提供して
ほしい。

国土交通省が、「ICTを活用した歩行者の移動支援の推進」として以下の事業
を推進しています。一応、バリアフリーのデータを作成してます。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/soukou/seisakutokatsu_soukou_tk_000023.h
tml
それらの成果は、http://www.hokoukukan.jp/
にまとめられています。しかし、ユーザが手軽にバリアフリーマップを収集でき
るようなツールが提供されているわけではないので、更新や新しい場所の追加
ができないのが残念です。
ちなみに、現在公開されているのは、東京都で港区、品川区、台東区、千代田
区、大阪府で新大阪地区、北浜・淀屋橋・難波地区、愛知県で名古屋市でし
た。

58

地方自治体の議会を書
面にて行いその過程を
オープンデータとして公
開する議事運営方式

3 議事内容

審議の主要過程を書面化してデータをオープンに公開す
る。
質の高い予算実体審議ができ、無駄な議会を運営しなく
て、市民に役立つ予算を作れると思います。

地方自治体(横浜市)の定例議会の市議と市長のやり取りを見て、市議会の
オープンデータ化により実質審議中心の議会運営に変えていくアイデアです。
1.市議質問と市長答弁のやり取りは事前に書面にて行う。2.書面にて、市議は
市長の答弁を受けてそれぞれの施策に対する具体案を提示し、それに対して
市長も具体案で答える。3.さらに書面にて、市議は市長ともに市民にはできな
い事業の科目内訳とその金額を根拠を示めして具体的な予算案として提示す
る。4.これらの過程はオープンデータ化し、パブリックコメントを受け、煮詰まった
ら予算案を市議、市長が参加した議会で審議する。

59 そらまめ君 4 そらまめ君のデータ

2次利用しやすいフォーマットでデータ公開してもらえれば、
ガラケー向けの情報提供にとどまらずスマートフォン向けの
アプリも開発しやすい。
データの著作権は環境省と地方公共団体が保有しているよ
うですが、データの利用条件もよくわかりません。

環境省大気汚染物質広域監視システム「そらまめ君」
(http://soramame.taiki.go.jp/Index.php)



60
ゴミの回収スケジュー
ルの共有を希望

5 ゴミの回収スケジュール

ゴミのスケジュールを全国の自治体が協力して共通の
フォーマットにし、アプリなどを作成することができ、とても有
益ではないか。全国区でそのような情報があれば、引越しし
た場合などにもすぐに新しい住居のある地区のゴミ回収ス
ケジュールを確認することができる

ゴミの回収スケジュールのオープン化については、バンクーバー市（カナダ）、
鯖江市（福井県）、流山市（千葉県）等、いくつか事例がありますので、情報共
有させていただきます。
○バンクーバー市
電子行政オープンデータ実務者会議データＷＧ（第１回）資料６　坂下構成員提
出資料　P.2
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/wg/dai1/siryou6.pdf
○鯖江市
http://ja.linkdata.org/work/rdf1s351i/syusyubi.html
○流山市
http://www.city.nagareyama.chiba.jp/10763/014909.html

 スマホの鎌倉ゴミバスターズも面白い。

64
資源の需要/供給予測
データ

2 資源の需要/供給予測データ
資源の需要と供給予測のデータがあると、資源関係のビジ
ネスを立ち上げるのに事業計画を立てやすい。

人口と気候の変動に伴い、各種エネルギーや資源の消費状況が変動して行く
と思います。例えば今後日本の人口は減って行く事が想定されていますが、同
時にエネルギーや資源の消費量も減っていくのでしょうか。

同時にそれら資源の供給についてはどのような予測が立てられているのでしょ
うか？

65
公道等の気象観測情
報の公開

2 公道等の気象観測情報

国道、県道等には気温、風速などの気象情報を表示してい
る場所があり、この気象観測情報をオープンデータ化し、利
用可能となれば、アメダス観測情報を補完することが可能と
なり、農業の省力化等に寄与することが可能となる。公道以
外の公的施設、民間の工場等で観測した情報を公開するこ
とが可能となれば、より細かいメッシュでの補完が可能とな
り、農業の近代化に大きく寄与するものと考える。

国内約1,300箇所に設置されているアメダス観測所で気象観測されています
が、降水量が約17kmメッシュ（= 17km四方の正方形につき1か所）、4要素の観
測点は約20kmメッシュであることから、農業等に利用する場合、メッシュから外
れる圃場が多く、農業生産の省力化に寄与しない。
気象観測機器が高額であり、農業従事者が設置するのは困難な状況にある。

68
保育園の受入児童空き
情報をgoogleMapsに表
示させる

17 保育園の受入児童空き情報

自治体が保有している公立保育園の空き状況等を公開し
て、子供を預けたい親と、保育園のマッチング支援を図るこ
とにより、待機児童数を減少させる。また、これらの統計
データを取ることにより、地域毎の保育園の需給ニーズが
わかるため、どこの地域に保育園を新設すべきか等の、設
備投資戦略にも生かされる。

先生も偏った人員で（生徒が多いところには先生も多い＿生徒が少ないところ
には先生もすくない）苦労しなくてすむと。
新設する必要性がなくなると思います。
リアルタイムな情報じゃなければ空き情報は東京都なら比較的頻繁に出してい
るし、保育など子供の教育全般の情報交換はベネッセで昔からやっている
新規・既存保育園と保育士免許を持っているのに雇用を望む人とのマッチング
なら聞いたことがないので新規事業創出の観点からも面白い
予約も出来れば最高です。空き状況と仮予約のように事前どのぐらいの入園
者がくるか。少ない園と多い園とで、人数を調整出来る仕組み

70

官公庁(自治体)の入札
募集情報のフォーマット
標準化や取得API提供
希望

8
官公庁(自治体)の入札募集情報、落
札情報

募集情報(データ)フォーマットを標準化し、取得できるよう
APIを公開できれば、応募企業にとって非常に便利。
落札価格等も公開してくれれば、相場観がわかる。

官公庁(自治体)の入札案件の募集情報はたくさんあります。各Webサイトから
最新案件情報を収集し、サービスを提供する会社もいますが、自動収集ができ
ないようです。
類似サービス
　官公需情報ポータルサイト
　http://kankouju.go.jp/
　入札情報サービス（PPI）
　http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm

71
保健所の殺処分予定
の犬について

5 保健所の殺処分予定の犬の情報
誰でも簡単に保健所の情報を調べられることが出来れば里
親になってくれる人が増えると考えられます。



72
AEDマップの公的運用
を(さらに、スマホへの
登録普及を)

12 AED情報

AEDの場所を知るのが容易ではありません。政府が運用し
ているサイトは存在しておらず、各自治体が独自に運用して
いるもの、公共団体が運用しているもの、個人レベルで運
用されているものがあり、かつ、それらの間で情報が共有さ
れていません。

調べた限り最も多くのAEDが登録されているのは
 一般社団法人日本救急医療財団
 http://www.qqzaidan.jp/AED/aed.htm
なんですが、なんと、施設名と住所しか登録されていません。

一方、個人サイトでがんばっているのが
日本全国ＡＥＤマップ　http://aedm.jp/

ですが、こちらは、登録元がボランティアなので、維持・管理に不安があります。
重要なのは、以下。
　１．AEDマップの一元管理（全国で統一的に維持・管理を行う）
　２．認知度の向上（スマホに標準登録）

建物の中にある場合も多く、利用可能時間もわかるといいですね。

73
VICS、ITSデータの
WebAPI公開希望

4 VICS、ITSデータ

VICS、ITS情報もナビH/Wメーカーが専用H/W受信で使える
状況だけではなく、通信環境も3G、LTEと高速環境が整って
きているので、これら情報をWebAPIで提供頂けると、もっ
と、ニッチな分野での活用アプリも充実するのではないで
しょうか？

ITS専用機器の情報のダウンロードonlyとは違い、モバイル機器で有れば、
データのダウンロードとアップロードもできるので、実車からリアルタイム情報の
送信を絡めて、ITS情報の精度向上にも繋がる可能性もありそうですし。

74
市町村防災行政無線
情報のWebAPI公開

4 市町村防災行政無線情報

市町村防災行政無線は、当然放送発生時が不定期なの
で、聞き逃してしまうことがある。WebAPIで提供頂けると、地
図APIマッピング、現在地GPS情報で、その地域でリアルタ
イムに発生している防災行政無線情報が簡単に閲覧でき
る。

75
消防法及び消防関係
届出情報の公開

4 消防法及び消防関係届出情報

グループホームなどへ入居の際の判断材料の一つとする。
地下街やアーケードなど、一旦火災が発生すると大惨事に
なるような施設も届出対象なので、公開するの価値は高い
と思います。

リスクを避ける為に、先ずは消防法や関連規則等に基づく届出情報を公開して
欲しい。
届出があった施設を、Yahoo!地図などで検索できるようにして、グループホーム
などへ入居の際の判断材料の一つとする。
届出情報には、用途、構造、階数、延べ面積、収容人員のほか、防火対象物
の案内図、配置図及び各階の平面図も添付書類としてあるので、それらも公開
して、ユーザー自らが安全性についての判断材料とすべき。

76
公図・不動産登記法14
条地図をWebAPIで公
開

6 公図・不動産登記法14条地図
住所検索して地図表示ができるのは便利なので、より詳細
な地図を引けるようになると良い。

77
バス停留所の位置を公
開して欲しい。

11 バス停留所の位置

国土数値情報はダウンロードしてチェックしたことがあるの
ですが、国土数値情報として整備しているので、データ精度
に問題がありました。（交差点のところにバス停があるかの
ように書かれている等）
より精度を高くするために届出データを公開して欲しい。

近所にある「国道赤池」というバス停について調べてみたところ、国土数値情報
でも各種地図サービスでも一様に「交差点の中央」を指していました。
実際のバス停は経路と方向によって違っていて、北または東に数十mずれた場
所にあります。交差点に立ってもどちらにバス停があるのかよくわからないよう
な状態です。別のバス停のほうが近かったりします。

80
電子国土基本図の即
時修正充実化

3 電子国土基本図

電子国土基本図の供用開始日公開（即時修正）を、一般都
道府県道や大型商業施設等も対象となるように範囲を拡大
して欲しい。
更には更新部分を差分データとして個別に取得できるよう
になれば、Yahoo地図やGoogleMapなどと重ね合わせること
も可能となって、より高度な地理空間情報の活用が期待で
きる。

82
行政事業レビューデー
タのXML化

3 行政事業レビューデータ

省庁ごと、分野ごとに横串でデータを集計しようとすると、
PDFから一つ一つ数字を拾うなど膨大な手間が発生してし
まう。横串で集計できるようにすれば、行政が手掛ける事業
の透明性は飛躍的に高まる。

政府は行政事業レビューの個々の案件毎にPDFで公開しているほか、Google
カスタム検索で検索可能にしている。こうした情報公開の取り組みは評価でき
る。
例えば、各案件ごとに複数のタグ（公共工事、教育事業、システム最適化etc）
を貼り付け可能にした上で、年度ごとの予算、各ベンダーの受注額、入札形式
（随意/一般）などのデータを、タグ単位、ベンダー単位、省庁単位、複数年度単
位などで横串で集計できるようにすれば、行政が手掛ける事業の透明性は飛
躍的に高まるのではないか。



83
デイサービス、ケアプラ
ザ、ボランティア活動拠
点など

3 デイサービス、ケアプラザ情報
地域やサービス提供会社によってバラバラにネットに出て
いるので情報が集めにくい

申請が必要だと思うので、公開しようと思えば出来そうな気がします。地域や
サービス提供会社によってバラバラにネットに出ているので情報が集めにくい
です。
施設により品質にバラつきがあるのが実情で、ユーザ評価を導入することによ
り、各施設の自律的な品質向上等も見込めます。
大手がやっているもの以外は情報が少なく選ぶのは苦労するのかな～と感じ
てます。
サービス自体は民間が行うにしても行政のデータリストが自治体レベルでもダ
ウンロード出来ればやりやすいですよね。予算をあまり持ってない小規模のと
ころなど、しっかりとした活動をしていても情報をWEBで出したりとか厳しいで
しょうから。

85
ネット選挙に向けた
データ公開(案)

3

候補者のデータ
当選後のトレース（掲げた政策や目
標等の振り返り、リアルタイムの状
況確認）

投票に当たっては、予め政局などを中心とした各種報道等
から投票する政党を決めていくケースが多く、候補者本人
の描く将来像や政策、過去の実績などがあまり加味されて
いないため。

候補者のデータを横並びで比較したサイトが必要であると考えます。
具体的には、各自治体や選挙区に合わせたサイトの開設・公開、当面は紙媒
体の配布も実施を行うなど。

86
海の水深データの公開
方法、形式について

4 電子海図
電子海図に含まれる水深等のデータを、一般にも使い易い
データの形式での公開を要望します。

海の水深データとして日本の近海の約500ｍ間隔のデータ等が公開されていま
すが、レジャー寄りの用途も含め電子海図に含まれる水深等のデータを、一般
にも使い易いデータの形式での公開を要望します。

87

日本沿岸全域海底地
形データ(水深、等深
線、地名)並びに海図の
無償公開

3
日本沿岸全域海底地形データ(水
深、等深線、地名)並びに海図

電子国土等で公開されている陸上地形データ同様に公共
性や有用性が非常に高く、これまで国により集積されたもの
であることからも無償公開されるべき

89
文字コードと外字の公
開

26 データで使用する文字コード

国や自治体が作っているデータに関しては、使用している
文字コードとそれに付随する外字を、全て公開することを原
則とすべき。一般に公開することで、文字コードと外字の「寄
せ」をおこなうことが可能になり、データの公開のみならず
データの交換が促進されます。

将来的に全ての外字は交換可能な形に移行させることが望ましいと考えます。
そのためには、まず現在の仕様を可能なかぎり公開することが必要です。自分
が抱え込んでしまったら、外字は永久に外字のままです。

91
住基文字コードの仕様
公開

14 住基文字コードの仕様

行政のシステムは、相互運用性のない独自の文字コードを
使っており、ベンダーロックインを助長しています。
マイナンバー導入にあたって、相互互換性がない住基文字
コードの問題を残したままシステムを構築するような対応で
はなく、中長期的視点に立ち、国際標準に沿ったユニコード
を使ったオープン・システムを構築していくことが望まれま
す。
そのためには、住基文字の仕様の公開が求められます。

マイナンバーは住民基本台帳に登録されている最新の4情報（氏名・生年月
日・性別・住所）と関連付けられ、国民や住民一人一人に付与されます。住民
基本台帳ネットワークは国際標準に沿っていない独自の文字コード（住基文字
コード）を使用しており、国際標準化されたOSを搭載したコンピュータで文字が
正しく表示されない（文字化けになる）、被災した自治体の住民に関するデータ
を他の自治体のシステムに送付できずに自治体間の相互支援が行えない、宛
名印刷は独特の住基文字コードを備えた一部の業者にしか発注できない、と
いった問題が生じています。
マイナンバー導入にあたって、全国規模でのシステム変更が必要となり、多額
の税金が投入される見通しですが、異なるシステムにおいて相互互換性がな
い住基文字コードの問題を残したままシステムを構築するような場当たり的な
対応ではなく、中長期的視点に立ち、国際標準に沿ったユニコードを使った
オープン・システムを構築していくことが望まれます。そのためには、まずはじめ
に住基文字の仕様の公開が求められます。
IPAmj明朝が頑張っているのは認めますが、どんな対応表であっても、それを
総務省が「authentification」してくれない限り、何の役にも立たないと思います。

93
JANコードの利用を無
料にできないか?

2 JANコード

コードを利用する際には費用がかかるため、商品マスタを
自前で作っていたり、商品マスタを作るための費用がかさみ
小規模業者や個人開発者が流通システムを作りづらい現
状があります。

日本の共通商品コードであるJANコードは登録は無料ですが、コードを利用す
る際には費用がかかります。
JANコードの利用が無料になる、また無料で利用できるようにするためのせ策
が取れれば、ここが改善できるのではないでしょうか。



95
交通事故発生状況の
マップ化

3 交通事故発生状況

時間軸を限定した閲覧をすることで交通事故多発地帯を避
けたナビゲーションもできるし、あるときを境に事故が増えた
り減ったりしたときの原因や事故対策効果が可視化される。
転居を考える際の指標にもなる。

データでは出ていませんが、各都道府県警で情報を出しているみたいです。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/jikomap/jikomap.htm
http://www.police.pref.osaka.jp/03kotsu/kensu/map/index.html
日本損害保険協会も情報を集めて公開しています。
http://www.sonpo.or.jp/protection/kousaten/kousatenmap23/
各県警のサイトを集めたリンク集もあるみたいです。
統計は沢山作られているのに、時間帯に注目した統計もなければ、ナビゲー
ションを考慮した統計もなさそうです。データはあるのに活用できていない雰囲
気を感じました。

97
ハローワークの求人情
報データを公開して欲
しい

4
求人情報（地域毎の詳細情報）
助成金求人情報

情報が公開されれば希望する条件に合致する求人をプッ
シュ通知するアプリも作成可能となり、迅速なマッチングが
出来て企業と就職希望者の双方にメリットがある。

助成金求人情報のような期限がついているものもわかるようになっていると良
い。
インターネットでも検索できるサービスが提供されています。
https://www.hellowork.go.jp/
データのダウンロードはできないようですね。

都道府県に設置された労働局が様々な情報を提供しています。こちらからも有
用な情報が取れると思います。
 地域ごととか詳細な状況を出してほしいです。設計の仕事がどの地域にたくさ
んあって、給与がどのくらいかとわかれば、すごく便利だと思います。

98
観光のためのオープン
データ

2 地域ごとのイベント情報 地域の観光を促進するため。
全イベントをキャッチすることは難しいだろうが、自治体が後援しているものは
データを集められると思われるので実現できないだろうか。

99 公営住宅に関するデー 2 公営住宅の空き状況や条件など 空き状況や条件などを知りたいです

100 食に関するデータ 1
食材の安全性について、バリアフ
リーな外食施設、特産品の宣伝など

食材の安全性について、バリアフリーな外食施設、特産品
の宣伝など

101 交通 1 バリアフリーな交通の施設など バリアフリーな交通の施設などについて知りたい

102 医療に関するデータ 2
病院の情報（住所、診察時間など）、
感染症の発生状況

病院の情報（住所、診察時間など）、感染症の発生状況の
地図化など

103 教育に関するデータ 2
学校ごとのデータ（進学率、進学塾
の率など）、科学研究費、保育所の
空き状況など

学校ごとのデータ（進学率、進学塾の率など）、科学研究
費、保育所の空き状況など

104 種々の公共データ 3
広報紙、治安のマップ、ごみ、公園、
公衆トイレの状況（バリアフリー、設
備、清潔さ）など

紙だけの広報をデジタルでも提供する、治安のマップ、ご
み、公園、公衆トイレの状況（バリアフリー、設備、清潔さ）な
ど

109
広域避難場所への誘
導アプリ

2 全国の広域避難場所のデータ

公開されていればGPSを利用して、現在地から広域避難場
所へのルートを示すことができる。
地震、津波、洪水など災害によって避難場所は変わること
になるので災害によってルート選択ができると良い。
避難関係の施設を統一したフォーマットで公開してほしい。

旅行先の災害時にも利用できるので便利だと思いますし
普段の防災訓練時にも活用して
啓蒙活動を行なうことも重要だと感じます

110
サプライチェーン監視ア
プリ

2 普段からの流通量に関してデータ
サプライチェーンが切れた場合、何所にどれだけ何が足り
なくなるかを分析するため。

おおまかな流通量を把握するためのデータに関して公開して頂きたい

111 帰宅難民者予測 2 人の規模や移動データ
普段からの移動している人の規模が見えていれば災害時
にどれだけの人が足止めとなるか予測することが可能では
ないか。

ホテルの満室状況、避難所での最大収容人数、悪天候の場合、地下街や商店
街など屋根があるところで収容が必要か、各駅の移動している人の規模など、
人の動きだけに絞って事態を予測することができるのではないか

114
公共インフラの整備状
況を一元的に提供

4
公共インフラ（ライフラインや公共施
設・官公署など）の整備状況

地域の住民の生活に直結する情報を、場所（位置情報）と
紐づけて提供できるようになると良い。
災害時にライフラインの復旧状況や公共サービスの提供状
況を周知・把握するのにも、役立てられる。

例えば、上・下水道や都市ガスの有無、その地域が所属する学区や警察署・税
務署など、地域の住民の生活に直結する情報を、場所（位置情報）と紐づけて
提供できるようになると良いと思います。
災害時にライフライン（電気、ガス、水道、電話）の復旧状況や公共サービスの
提供状況を周知・把握するのにも、役立てられるのではないでしょうか？

115
自動車の車歴について
(安心・安全・業界の活
性化)

2

国土交通省が持っている、自動車の
登録情報、軽自動車の届出情報と、
民間で持っている修理・点検情報、
他省庁などが持っている事故、盗難
情報など

今後ネットオークションなど個人間での売買が増える可能性
があり、この場合品質の担保が難しくなる。
中古車販売市場の活性化につながり、それが新車販売市
場活性化への引き金になるのではないか。
それ以外にも、自動車のアフターマーケットに多くのメリット
を生む。



117
行政機関の講演資料
の公開

2 講演資料 講演資料がどこかにまとまっていたら便利。
政府の人が良く講演会でパワーポイントを使って講演をしていますが、このよう
な資料がどこかにまとまっていたら便利ではないでしょうか。もともと公開の場
で話しているので、公開しても問題ないと思います。

120
原発等エネルギー関連
データなど

1

　・国家的なエネルギーに関する決
算書（金）
　・全国的な発電量と利用量の受払
（物）
　・放射線による影響があるともくさ
れる医療人数（例えばガン関係）
　・正常・異常生物の概算数（概算根
拠付き）

近年データが無くて想定をベースにするしか判断材料が無
かった物について、データの公開蓄積を行なっていく。

例えば次の様なもの。
　・国家的なエネルギーに関する決算書（金）
　・全国的な発電量と利用量の受払（物）
　・放射線による影響があるともくされる医療人数（例えばガン関係）
　・正常・異常生物の概算数（概算根拠付き）

121
統計データ公開を
Linked Dataで

4 総務省統計局の統計

Linked Dataであれば、データの所在案内や必要データの抽
出が容易になる。地図データなど他のデータとの組み合わ
せも比較的簡単にできます。また、国際標準に沿った形式
のデータであれば、それを便利に活用できるアプリが次々と
登場してくると思われる。

Linked DataはWebを利用してデータの公開・共有を行う新しい技術で、オープン
ガバメントの手段としても注目されはじめています。統計Linked Dataはその統
計データ版で、W3Cによってその国際標準（The RDF Data Cube Vocabulary）
の策定が進行しており、英国政府(data.gov.uk)やEurostat(EU統計局)はそれを
使ったデータ提供を既にはじめています。

122 公共情報コモンズ 1 公共情報コモンズ
公共情報コモンズの情報を公開することで防災に役立てら
れる。

公共情報コモンズは良い取り組みだと思われるが、
・登録された自治体のデータしか出てこない
・登録料や使用にあたっての費用が不明&rarr;無料で使えるようにして欲しい
・誰でも使えるわけではなく個人での使用は難しい
という点が改善されると良い

125
規制改革の要望と回
答ってどこかにまとまっ
ているんですか

1 規制改革の要望と回答
規制改革の要望はビジネスチャンスとか埋まっている。
CSVとか分析可能な形で出してくれると使えるのでは。
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