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ービス創出に向けた要件を整理し、その対応方法などを明示することにより、全国規模での展開も

期待されているところである。 
以上の観点から、本事業では、小規模自治体におけるオープンデータ化の手法を確立するた

め、自治体の抱える課題ごとに対応したオープンデータ化の促進・啓発活動を実践するとともに、

民間事業者との連携、地域ニーズに即した事業創出への展開に係る実証及び調査研究を行っ

た。 
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2. 事業実施内容 
小規模自治体におけるオープンデータ化の手法を確立するため、静岡県 4 市 1 町（御前崎

市、掛川市、菊川市、袋井市、森町）、福岡県行橋市、埼玉県戸田市、愛知県 5 市（安城市、刈谷

市、高浜市、知立市、碧南市）を対象として、自治体の抱える課題ごとに対応したオープンデータ

化の推進・啓発活動を実践するとともに、民間事業者との連携、地域ニーズに即した事業創出へ

の展開に係る実証及び調査研究を行った。 
本事業の全体像を、下記に示す。 

図表 2 本事業の全体像 

 

具体的な実施内容については、以降に述べる。 
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2.1.1. 静岡県 4 市 1 町の取り組み 

I. 取り組み概要 
i. 取り組みの背景 
「１．はじめに」で記載した通り、官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）では、

自治体による自治体官民データ活用推進計画の策定は、飽くまで「努力義務」となっている。地方

では、労働人口の減少・少子高齢化の進行によって、行政の担い手不足が顕在化してきた地域な

どもあり、自治体ごとに取り組み状況は様々である。 
また、産業界から行政保有データのオープン化を望む声がある事は、既に記載した通りである

が、小規模自治体周辺ではデータを活用する産業や事業者が少なく、小規模自治体が単独でデ

ータのオープン化を行ったとしても、生活圏が小さく、サービスを展開していく事は難しいという側

面もあった。 
そのような状況を鑑み、複数の小規模自治体によって、同一のデータをオープン化し、かつ、面

的展開する事で、地域ニーズに即した事業創出への展開に係る調査・検証（以下、本事業）を行う

事となった。小規模自治体におけるデータのオープン化は、その地域に住む人々にとってメリット

のある新たなサービスへと繋がっていく必要がある。これは、需要創出に繋がるだけでなく、自治体

としても目に見える成果となり、今後のオープンデータ化を推進していく為のモチベーションにも繋

がる。そのような事から、産業界のニーズに即したデータの優先順位を上げ、オープン化していく

事が求められる為、民間事業者とも連携し、本事業を行う事となった。 
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ii. 対象地域の選定 
同一データによる面的展開の検証を行う為には、隣接している自治体間において、デジタル化

されている同一データが存在しなくてはならない。そのような条件を備えた地域として、静岡県にあ

る御前崎市・掛川市・菊川市・袋井市・森町（五十音順）が、本事業を行う対象地域として選定され

た。同地域において、同一データの面的展開に関する連携協議、合意形成、データ提供に向けた

課題の整理を行う。 
図表 4 静岡県 4 市 1 町 
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iii. 対象データの選定 
静岡県での対象地域において、面的に展開可能な同一データを調査したところ、静岡県内にお

いて年間約 1,000 件の開示請求がある道路台帳のオープンデータ化を試みる事となった。 
道路台帳のデジタル化率が全国平均で 40%程度と言われる中において、対象地域のデジタル

化が進展しており、菊川市では一部デジタル化が完了していないものの、その他の御前崎市・掛

川市・袋井市・森町ではデジタル化が完了しており、面的展開を行う為の条件が揃っている。 
また、道路台帳は、自動運転用 3 次元地図への利用に期待が大きい。その理由として、道路を

センシングできる車両は限られており、都市部からの整備が進んでおり、公共交通機関が不足する

地域では、まだ進んでいない。そこで、道路台帳を利用出来れば、道路形状データが得られること

から、3D 地図のベースを構築することが可能となり、道路センシングを補完的に利用し、自動運転

用の地図を作成することが期待出来るからである。 
他にも、中央分離帯・車線・路面の傾斜といった道路の現況情報オープン化、工事・イベントな

どによる通行止め・片側交互走行などの道路占有許可情報のオープン化、現在官民別々に管理

している地下埋設物情報の集約など、道路台帳のオープンデータ化によって、期待される事は多

い。 
（道路台帳のオープンデータ化によって期待されるもの） 

・ 行政問い合わせの削減 

・ 道路占有許可申請の電子化 

・ 地下埋設物情報を集約する官民連携モデルの構築 

・ 自動運転などを実現する為のベースマップ作成 

・ 道路付帯物情報の一元管理 

このような事から、本事業においては、道路台帳のオープンデータ化を調査した。 

図表 5 道路台帳データ利活用のイメージ① 
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図表 6 道路台帳データ利活用のイメージ② 

 

図表 7 道路台帳データ利活用のイメージ③ 

 

提供：静岡県交通基盤部 建設⽀援局 建設技術企画課 

  



10 

iv. 調査・検証の実施方法 
本事業において、民間ニーズの高い道路台帳データを中心に道路関連情報を用い、オープン

データとして公開するにあたっての技術的・制度的な課題を整理し、その解決策を検討した。 
また、行政区域を越えて、隣接する複数の自治体から面的に公開された同一データのオープン

データ化を推進する事で、地域課題の解決や経済の活性化などに寄与する方策を検討すると同

時に、その活用基盤の整備に向けた調査・検証も行った。 
本事業の調査・検証の実施方法として、 

・ 静岡県 4 市 1 町オープンデータ検討部会 

・ 事業者懇談会（官民対話） 

・ アイデアソン 

・ 職員向け研修 

を実施した。 

全体的なスケジュールを、図表 8 に示す。 

図表 8 静岡県 4 市 1 町における本事業のスケジュール 

 

 

以降、各実施方法について、詳述していく。 
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II. オープンデータ検討部会 
i. 結果の概要 
本事業において、オープンデータ検討部会を 3 回開催した。 

第 1 回検討部会では、これまでも見てきたような本事業の背景・概要などが確認され、道路台帳

及び道路付帯物情報の記載内容も確認された。また、各自治体より本事業において、複数自治体

と連携する事や事業者ニーズを確認出来る事の意義・期待感が述べられた。道路台帳を中心とし

た同一データのオープン化を進めていく事への合意形成が為されたが、各自治体のデータ管理

状況や道路台帳をオープンデータ化する事に対する法的要件など、調査を要する部分がある事

が分かった。意見交換では、単に道路台帳をオープン化するだけでなく、道路占有許可申請など

の電子化も合わせて検討してみてはどうかとの提案があった。 

第 2 回検討部会では、事業者懇談会の結果及び第 1 回検討部会で調査を求められた項目に

ついて、報告が為された。報告によると、事業者懇談会では道路関連情報として多種多様なニー

ズが存在する事が確認された。但し、リアルタイムデータについては更なる検討が必要であろうとの

結果であった。次に、データ管理状況について、各自治体における道路台帳のデジタル化は概ね

完了している事が確認されたが、縮尺が異なる為に精度の違いがある事が分かった。また、道路付

帯物情報については、自治体によって、かなりバラツキがある状況である事も確認された。最後に、

法的要件については、第 1 回検討部会にて内閣官房 IT 総合戦略室より道路台帳のオープンデ

ータ化は問題ない事が示されている事は報告されていたが、測量法・個人情報保護法においても

一定の配慮を行えば問題なく使用出来る事が報告され、道路台帳をオープンデータとして公開し

ている先行事例も示された。先行事例を参考にしながら、データ形式・ライセンスの統一が必要で

ある事が確認された。尚、道路台帳の接合に関しては、各自治体とも技術的に問題なければ問題

ない事を確認するに至った。 

第 3 回検討部会では、実際の接合部などについて議論が及んだ。接合の際には、縮尺・測位

基準点など確認も必要であるが、それらを念頭に実際に接合可能かどうかを試す為に、接合する

場所が確認した。ライセンスにおいては、自治体ごとにバラつきはあるが、CCBY2.1 もしくは

CCBY4.0 であった為、上位互換が容易であり、運用上問題ない事が確認された。道路付帯物情

報については、自治体ごとの保有情報も異なる為、アイデアソンなどを通して、民間ニーズを抽出

して、どの情報をオープン化していくのかを引き続き検討する事となった。道路台帳データの連携

に際して、期待される効果や運用フローの案も示されたが、データ語彙の統一が必要であり、共通

語彙基盤についても検討が必要である。 
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ii. アクションプラン（案） 
隣接する自治体から民間ニーズのあるデータを無償・有償問わず提供することによって、地域課

題の解決、官民連携による業務効率の向上、新サービス創出を目指す事を目的として、アクション

プラン（案）を策定した。 
全体プランとして、道路台帳を中心に実装を進め、併せて、その他のデータについてのニーズを

聴き取りながら提供範囲を拡大していく流れとなる。来年度以降、利活用の推進・業務効率の向

上・ニーズの発掘・他地域への展開として、4 つに区分した。 
まず、2019 年度の利活用の推進では、隣接する複数に亘る箇所の道路台帳を接合かどうかの

検証を行う。各自治体で API を作るのか、データを提供するという他の形式をとるのかを議論する

必要性はあるが、一先ず、具体的な接合検証を実施してみる。また複数企業が利用検証として、

実際出てきたデータの使用が出来るのかを確認する。2020 年度になると、利活用の推進では、道

路台帳データの整備を自治体の方でも進め、API との実装も進めて頂き、2021 年からデータ提

供の開始という案になる。 
次に、2019 年度の業務効率の向上は、電子申請の検討ということで、道路占用許可・埋設物調

査などの電子申請を具体的に検討してみる。2020 年度に電子申請システムの構築及び実装検

証、2021 年度から運営開始という流れである。運用開始後、1 年程度でエコシステムが出来る事

が想定される 
三点目、ニーズの発掘については、アイデアソン・ハッカソンの定期的な開催とし、2019 年度・

2020 年度に明記した。また、他地域への展開として、今年度は、メディアでも 80 数ヵ所取り上げら

れた事もあり、既に他の自治体でも話題になっているが、来年度以降は、ワークショップの開催・自

治体フェア・G 空間 EXPO に出展するなどし、横展開を図っていく事を検討する。 
このような内容でアクションプラン（案）が提出された。参加委員及び自治体の間で異議なく、合

意した。 
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図表 9 静岡県 4 市 1 町 アクションプラン（案） 
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v. 検討部会詳細 
① 第 1 回検討部会 

第 1 回検討部会では、本事業の概要及びスケジュールが説明され、本検討部会の他に、事業

者懇談会・職員向け研修・アイデアソンを実施する事が確認された。また、行政界を超えて、隣接

する複数の自治体において同一データのオープンデータ化を推進することで、地域の課題解決・

経済活性化などに寄与する方策を考える為に、道路台帳を中心に、道路に関連するデータ（道路

付帯物情報など）が議論されていく事が確認され、静岡県 4 市 1 町における本事業の検討部会の

位置付けを、参加者が共有する事が出来た。 
本検討部会を進めていくにあたり、まず、道路台帳の記載事項を確認しておく必要があり、委員

より説明がなされた。また、道路関連情報として、道路付帯物についても、紹介があった。 
内容は、以下の通りである。 

 

■道路台帳の内容 

北川委員より、道路台帳の記載事項などについて説明がなされた。 
まずは、日本の道路の総延長が確認（図表 12）され、関係自治体の事務所に道路台帳の整備

が定められている市町村道が約 85％を占める事から、小規模自治体による道路台帳のオープン

データ化は大きな意味合いを持つ事が提示された。 

図表 12 日本の道路の総延長 

 

 

また、道路の範囲であるが、舗装部分だけでなく、法面などの道路敷を含めた図表 13 の範囲

が道路となる。 
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図表 13 道路の範囲 

 

 

図表 13 の範囲において、道路台帳では、道路法施工規則 1第 4 条 2-3 「図面記載事項」に

定められる以下の事項について、記載をしなければならない。 平面図に当てはめると、図表 14
のようになる。 

図表 14 道路台帳記載事項 

 

 

                                            
 
1 道路法施行規則 

http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327M50004000025_20180401_430M

60000800037&openerCode=1 
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図表 15 道路台帳平面図 

 

 
これらの道路台帳記載事項について、内閣官房 IT 総合戦略室はオープンデータとして公開可

能であるとしている。2 
 
道路台帳の検討課題としては、 

・ 各種法令など（測量法の 43 条と 44 条など）との整理 

・ 権利関係の整理 

・ 公開フォーマットの標準化（どのファイルフォーマットが適切かなど） 

・ 市場ニーズがある項目の洗い出し 

・ 各自治体におけるデータ項目の標準化 

が想定されるので、一つ一つクリアしていきたいと、道路台帳記載内容の説明が締め括られた。 

 

■道路付帯物情報 

桑園委員より民間保有の道路付帯物情報の紹介があった。 

民間事業者側でも、地図の作成にあたり、徒歩調査や車両調査を行い、信号や道路標識など

の多くの情報を蓄積しているが、未保有のものもある。例えば、電柱、マンホール、街灯、防犯カメ

ラ、カーブミラー、ガードレール、スクールゾーンなどが未保有の道路付帯情報であるとの事であっ

                                            
 
2 オープンデータとしての公開に際し制度上の支障がある案件への対応 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kwg/dai2/siryou3.pdf 
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た。これらの未保有道路付帯物情報のデータがあれば実現可能な利活用の事例として、以下の三

つが紹介された。 

・ 街灯情報利用 

商店街街路灯、防犯灯、街路照明灯などの情報を利用した明るい道を優先案内する夜間の

女性向け歩行者用ナビなどへの利用が可能。 

・ カーブミラー利用 

目視による確認が出来なく見通しが悪いと判断された個所に設置されておりナビにてドライバ

ーへの注意喚起や表示などに利用が可能。 

・ スクールゾーン利用 

ドライバーに対し児童への安全を守るために車両通行禁止時間帯のスクールゾーン内への

侵入注意喚起や回避ルートなどに利用可能。 

 

■意見交換 

 道路関連事業者からの情報提供を中心に、情報共有が図られた後に、各自治体から意見を伺う

形となった。自治体側からの発言として、 

・ オープンデータを出したが、何に使われているのか分からない。 

・ 水道管など、現場感覚でリスクのありそうなものをオープンデータ化するのは怖い。 

というマイナスの発言もあったが、 

・ 複数自治体で連携する事で庁内を説得しやすい。 

・ 民間事業者が参加している事で、きちんとニーズに対応したデータ公開が出来る。 

と前向きな意見が大勢を占めた。その後、民間委員から改めて同一データが共通フォーマットで公

開される事の重要性や道路台帳が自動運転などで利用する地図のベースマップに利用出来ると

いうニーズ、地下埋設物の一元管理にも利用出来るというニーズが伝えられた。 

また、次回までに、道路に関係するデータにおいて、他にもニーズがないか調査する事、参加

自治体のデータ管理の状況などを整理し、オープンデータ化に向けての課題を整理する事、道路

台帳に関する法的な要件を調査し、課題などを整理する事となった。 
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② 第 2 回検討部会 

第 2 回の検討部会では、最初に第 1 回の意見交換において調査が必要であるとされた事項に

ついての報告を行った。 

■道路に関係するデータに対するその他のニーズ 

第 2 回静岡県 4 市 1 町オープンデータ検討部会開催の前に、事業者懇談会（官民対話）が開

催された。（詳細は後述。）道路に関係するデータにおいて、他にもニーズがないかを調査すると

いう話になっていたこともあり、この事業者懇談会で抽出出来た内容が紹介された。事業者懇談会

では、道路関連情報だけでなく、防災関連情報もテーマとしていたが、防災関連情報・道路関連

情報、双方ともに広範囲にわたってニーズが存在することが確認され、そのニーズは静的な情報

だけでなく、災害時のリアルタイム情報のような動的な情報へのニーズが大きい事も分かった。リア

ルタイム情報については、ルールに検討が必要部分もあり、これからの課題となっている。 

 

図表 16 事業者懇談会を踏まえた検討のポイント 

 

 

■参加自治体のデータ管理状況 

次に、本検討部会に参加している自治体のデータ管理状況などについて、北川委員より報告が

なされた。詳細は、図表 17 の通りであるが、菊川市が一部のみとなっている以外、他の自治体で

は道路台帳の電子化が実施されている。帳票および平面図は、道路法で定められている内容を基

本に、自治体ごとに仕様を定め整備している。平面図は、DXF や Shapefile の形式となっており、

GIS で利用できるようになっている。道路台帳の公開方法については、現状、紙にての提供する事

となっており、問い合わせに来た事業者に窓口閲覧して頂くという形を取っている。街路灯や防犯
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灯などの道路台帳以外の情報は、アナログの状態で管理されているものが多く、自治体が全て把

握していない情報もある。 

 

図表 17 静岡県 4 市 1 町のデータ管理状況 

 

 

道路台帳に関連する業務として、前回の検討部会で道路占有許可申請業務を電子化する事で

効果が高いとの意見があった事から、道路占有許可申請業務についてもヒアリングが行った。自治

体規模やイベントなどの影響もあるが、年間数百～千数百件の申請があり、対面対応が多い事か

ら手間がかかるとの回答であった。よって、道路占有許可申請を電子化出来れば、事務負担を軽

減などの業務改善が期待出来る。 

 



22 

図表 18 道路占有許可申請について 

 

 

■オープンデータ化に向けての法的要件の整理 

最後に、オープンデータ化に向けての課題を整理する事、道路台帳に関する法的な要件を調

査し、課題などを整理についての報告があった。経済産業省のグレーゾーン解消制度 3を利用し、

（一社）社会基盤情報流通推進協議会が照会を行い、回答を得ている。照会事項としては、「測量

法」における公共測量成果の複製承認について、二次的複製（一次複製は承認を得て作成）を行

い、ビジネスを実施する者が「複製しようとする者」に該当するかどうか。回答としては、複製しようと

する者に該当し、現行法令における「公共測量成果」の二次的複製の取扱いについて、複製の場

合と同様に、所要の承認手続きを経ることで二次的複製が可能となっており、今回の道路台帳に

ついても所定の手続きを踏まえれば、基本的に使えるとの回答であった。 

配慮する事項としては、平成 22 年 9 月に内閣官房が公開した「地理空間情報の活用における

個人情報の取扱いに関するガイドライン」4において、特定の個人を識別することができる情報が含

まれる場合は、削除などの対応が必要となるとされている。 

                                            
 
3 経済産業省：グレーンゾーン解消制度 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-

kaitakuseidosuishin/index.html 
4地理空間情報の活用における個人情報の取扱いに関するガイドライン 

http://www.gsi.go.jp/common/000055897.pdf 
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また、道路台帳のオープンデータ事例として、図表 19 のように二件の事例が確認された。静岡

市のオープンデータの取り組みとして「シズオカ型オープンデータシステムの推進に関する指針」5

をそれぞれ策定し、「シズオカオープンデータポータルサイト」6の中において、ライセンスは

CCBY4.0 を使い、公開されている。室蘭市では、室蘭市が保有する様々なデータを公開すること

で、市民協働のまちづくり促進・産学官民連携・市民サービス向上などを目的として、「むろらんオ

ープンデータライブラリ」7を公開しており、ライセンスは CCBY2.1 となっている。 

 

図表 19 道路台帳のオープンデータ事例 

 

 

■意見交換 

これらの調査結果を踏まえた上で、各市町の道路台帳の接合の確認、データフォーマットの統

一、ライセンスの統一、道路台帳及び道路付帯物情報のオープン化に向けてという内容で意見交

換を行った。 

                                            
 
5 シズオカ型オープンデータシステムの推進 

http://www.city.shizuoka.jp/186_000001.html 
6 しずおかオープンデータポータルサイト 

http://open.city.shizuoka.jp/ 
7 むろらんオープンデータライブラリ 

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/odlib.php 
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まず、道路台帳の接合については、各自治体とも技術的に問題がなければ可能という事であっ

たが、自治体によって道路台帳の縮尺が 1000 分の 1 のところもあれば 500 分の 1 というところもあ

り、縮尺が異なることによって精度が異なるという状況になっている事が分かった。調査結果にもあ

ったように、道路付帯物情報も自治体によって登録状況・管理状況などが異なるので、検討が必要

になる。 

次に、データフォーマットについては、GeoJASON 形式、KMZ(Google 形式)、WMS/WFS(OGC

のウェブ背景図表示として標準形式)などの多様な種類のファイルがあれば有り難いとの意見もあ

ったが、基本的には Shape 形式であれば問題ないというのが事業者側の回答であった。 

ライセンスに関しては、かなり早くからオープンデータに取り組んでいた自治体では CCBY2.1 を

採用されている可能性があるが、この CCBY2.1 は出てから既に 10 年程が経過している。現在標

準化されているものは CCBY4.0 である事から、各自治体とも再度確認する事となった。 

他に出た意見として、事業者側で公開されたデータを共同利用が可能になれば、自治体の事

務処理軽減に繋がるのではないかとの事から、民間側でも事業者でも利用出来る統一のフォーマ

ットを作る事が出来れば、費用的な面や労力的な面の緩和にも繋がる可能性があるとの意見が出

された。また、道路台帳データに、民間事業者が持っているデータをどう合わせていくのかというと

ころがサービスの創出にとって非常に重要な部分であり、逆に言えば、民間事業者がどのようなデ

ータを重ね合わせたいのかというところを明確にする事で道路台帳のオープンデータ化はより進め

やすくなるのではないかという考えも示され、自治体からも民間事業者の為に基盤となる道路台帳

をオープンデータ化する必要性が述べられた。 

更に、地下埋設物情報についての意見もあった。地下埋設物情報は道路台帳よりも精度が低い

とされている。精度が低いという事は工事や建設などを行う場合に、どういったリスクがそこにあるの

か分からない為、調査費用が別途必要であり、リスクを見越して見積もりを作成される為、費用が高

くなる傾向にある。つまり、道路台帳に合わせる形で一元管理出来れば、精度の向上が期待でき、

精度の向上が工事費用の低減に繋がる可能性が期待出来る。 
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③ 第 3 回検討部会 

第 2 回検討部会において、静岡県４市１町の道路台帳の接合（面的な利用）は技術的に問題が

なければ、可能である事を確認した。そこで、図表 20 の自治体が隣接する個所での接合を検討

する事にした。 

図表 20 道路台帳接合検証個所（案） 

 

 

また、第 2 回検討部会では、今後の課題として、 

・ ４市１町の縮尺 

・ データ形式の確認 

・ 公開時ライセンスの検討 

・ 道路占用許可申請の電子化の検討 

などが挙げられた。 

本年度における本事業の検討部会は、第 3 回が最終回となる為、企画時に示された観点を再

度確認し、過去 2 回の検討部会がそれらの観点に向けて、進展しているのかの確認を行った。企

画時に示された観点とは、 

 オープンデータ政策の観点 

利用ニーズが高いデータを隣接する複数のデータから公開し、サービス創出に生かすことがで

きないか 

 地域課題解決の観点 

高齢化などにより、自動運転などの必要性が高まる中で、官民共同で課題解決する方法はない

のか 

 イノベーションの観点 



26 

面的に公開されたデータを利用し、新たな技術などが生まれないか 

という三つの観点となる。これらの観点にかかる課題がクリアされた先には、図表 21 のような未来

が実現する事も考えられる。 

 

図表 21 道路台帳エコシステムの未来像 

 

これらの観点を踏まえつつ、各委員より、以下のような提案がなされた。 
 

■道路台帳オープンデータ化による占用申請業務の効率化実証（案） 

道路台帳のオープンデータ化による道路占有許可申請について、高木委員より、業務フローの

案が示された。現在課題となっている部分は、 

 道路台帳の整備（デジタル化）状況は各自治体で区々。 

 整備が進んでいる自治体でも道路占用申請はほとんどが紙を用いた手続きであり煩雑か

つ処理に時間がかかる 

 占用申請が紙ベースなので占用物件がＤＢ化されておらず管理業務が煩雑（年度更新時

の照合など） 

と考えられるので、データに手を加えた人がきちんと更新するという事が前提にはなるが、その課

題解決の方向性として、 

 申請件数も多数あることからデジタル化された道路台帳をオープンデータとして占用申請

者と同じ位置情報を共有しつつ電子申請化することで大幅な業務効率が図れる。 

 更に、占用申請者に占用物設置工事完了後に道路台帳の更新データ提供してもらうことで

タイムリーな道路台帳更新も実現が可能となる。 
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というような事が考えられる。 

NTT グループにおいて電柱など通信設備管理用に取得している MMS 点群データやダイナミッ

クマップ基盤会社にてダイナミックマップ用に取得している MMS 点群データを活用し、道路台帳を

整備かつオープンデータ化し、それを共通基盤として占用事業者と占用申請などの業務を電子化

する。このように、ダイナミックマップ基盤株式会社でダイナミックマップ用に計測されるデータ、ま

たは NTT で電柱管理用に取得しているデータを用いて、高速道路会社などに道路台帳の整備を

実施するよう促し、道路台帳の検証を実施し、それを用いてオープンデータを作成し、占用事業者

などでそのオープンデータを使用していく事が図表 22 のように可能である。 

占用事業者は道路の占用申請時に電子申請を行うが、実際の工事が終了し、完了届をする際

に、道路を工事した部分を併せてデータを自治体側に申請することで、この道路台帳のタイムリー

な更新も可能である。 

図表 22 道路台帳活用した道路占用業務フロー（案） 

 

 

このような業務フローにおいて、道路台帳の電子データの相互流通が円滑にいくかどうか、道路

工事を行った者が基盤データを修正し、元に戻し、維持していけるのかどうか。また、道路占用の

申請業務のみならず、占用事業者側と自治体側で毎年度の更新作業なども含めて、継続的に運

用していけるものかどうかを検討してみてはどうかというものであった。 

 

■道路台帳のオープン化による活用と地下埋設物の可視化 

栄野比委員より、道路台帳のオープン化による活用と地下埋設物の可視化について、提案がな

された。 

まずは、地下埋設物状況の現状における課題が報告された。現在公益事業者が道路占用許可

申請をする場合、他の事業者の占用物件に関する情報が手元にない為、事業者相互の聞き取り
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調査・現地調査などが発生し、これに多大の労力と時間が必要となっている。こうした事から膨大な

図面や資料の作成、データの修正・追加というような作業が多く発生している事が報告された。ま

た、行政機関によって入力画面などが異なる事も業務効率を下げる一つの要因になっている事と

の事であった。 

 

図表 23 道路占有許可申請にかかる課題 

 

 

そこで、こうした情報を図表 24 のように、WEB で共有出来るという仕組みが出来上がれば、多く

の手間が解消され、コスト削減に繋がる。地下埋設物の位置情報を蓄積し、3D モデルまで持って

いければ、様々な費用対効果が出てくる事が期待される。道路工事の事前チェックがデータ上で

可能となり、作業効率は向上する。合わせて、その工事期間情報もリアルタイムで出せれば渋滞緩

和にも繋がってくるのではないか。このように可視化する事と色んなレイヤーのデータをコンビネー

ションすることで新たなサービスが出てくる事が期待出来る。 
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図表 24 道路台帳のオープン化で関連業務の効率化（案） 

 

 

■各自治体のライセンス状況 

 前回の検討部会において確認事項となっていた各自治体のライセンス状況は図表 25 の通りとな

っている。 

 

図表 25 各自治体のライセンス状況 
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■意見交換 

まず、道路台帳の接合について、絵的に結合してしまうと実は精度保持が出来ない為、全ての

座標の精度・ルールを統一化する必要があるとの指摘があった。現在の測位基準系は、

JGD20118に移行しているが、自治体によって異なる可能性もあり、確認が必要である事が分かっ

た。 
その他、検討課題について、データ形式は、経済産業省（独立行政法人情報処理推進機構）が

整備を進めている共通語彙基盤 9やしずみち info で公開された成果 10を利用してみる方向となっ

たが、それぞれの内容を確認し、検討してみる必要がある事が自治体間で共有された。ライセンス

については、CCBY2.1 から 4.0 は上位互換が容易であり、運用上の問題はないのではないかと

の発言があった。道路付帯物情報については、アイデアソンなどを通して、民間ニーズを確認しな

がら、自治体によってデータ管理状況が異なるという状況を踏まえつつ、更なる検討が必要であ

る。 
新たな課題として、データ量の問題が提起された。一括ではデータ容量が大き過ぎる為、ダウン

ロード出来ないのではないか、分割も視野に入れて検討してみる必要性があるのではないかとの

発言があった。 
  

                                            
 
8 国土地理院：「測地成果 2000」と「測地成果 2011」 

http://www.gsi.go.jp/sokuchikijun/jgd2000-2011.html 
9 独立行政法人情報処理推進機構：共通語彙基盤 

https://imi.go.jp/goi 
10 静岡市道路通行規制情報 しずみちｉｎｆｏ 

https://shizuokashi-road.appspot.com/ 
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III. 事業者懇談会（官民対話） 
検討部会だけでなく、行政が持つデータに対する民間ニーズの更なる抽出の為に、事業者懇

談会（官民対話）を開催した。 
本事業において、静岡県 4 市 1 町では道路台帳を中心とした道路関連情報のオープンデータ

化の調査・検証を行っているが、道路関連情報として考えられる道路付帯物情報は多岐にわたる

為、どのような道路付帯物情報が民間側から求められているのかが不明瞭であった。そこで民間事

業者から、道路関連情報のニーズを聞き取る機会として、本懇談会を開催するに至った次第とな

る。道路関連情報はインフラに関する情報であるが、インフラ事業者からの視点だけでなく、より多

くの視点からもニーズを抽出する為に、インフラ情報が重要となる防災面からのニーズ抽出を試み

た。 
このように、民間事業者のニーズに即したデータのオープン化を進める事で、自治体にもオープ

ンデータ化を進める動機付けとなり、よりオープンデータの利活用が進む事が期待出来る。また、

地域課題の解決やサービスの創出に繋がっていく可能性が期待される。 
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i. 結果の概要 
■道路関連情報について 

行政と民間の間には、デジタル化に対しての取り組み方に未だ大きな隔たりがあり、その障壁を

崩す為にデータを共有出来るような、ライフラインを中心とした生活圏 GIS（道路台帳のデジタル

化及びオープン化）のようなアイテムが必要である事が分かった。今回の事業者懇談会を通してみ

ても、現在静岡県 4 市 1 町で進めている道路台帳のオープンデータ化への取り組みは、官民双

方にメリットがあると考えられ、積極的に進めるべきと考えられる。例えば、道路工事であれば、道

路台帳と民間保有の MMS（Mobile Mapping System11の略）データを統合し、官民双方での道

路管理が出来れば理想的である。 
民間においても、橋梁の加重データ、バリアフリー化に対する段差データの調査、街灯などの施

設情報（道路付帯物）のデータを集積など、これらのデータセット（統一フォーマット必須）による事

業の創出が可能である事も示された。それに加えてリアルタイム性がある情報（工事情報など）を加

えるとより効果的なデータになる。 
■災害関連情報について 

民間ニーズとして、リアルタイム性の高いデータ（比較的スタティックな情報、センサーから取得

する情報）が必要ではあるが、もし、デジタル化を推進する過程でビジネスの具現化が可能であれ

ば、ネックになる部分（コスト面）は、事業者が解決できる部分が多いとの発言もあった。 
自治体としては、基本的な情報（インフラ、施設情報、人口統計）をオープンデータとして公開し

ている。しかし、ハザードマップのように既に公開している情報であっても、利用者が自分自身の居

住地とハザードマップをリンクさせるような技術の提供にまでは至っていない。個人情報保護の観

点から事業者に提供できるデータに限界があるのも事実である。また、事業者ニーズがあるリアル

タイム性が高い情報を業務に導入するには、機器への投資・人材育成が必要であり、まだまだ時

間がかかり、敷居が高いのが現実である事が確認された。 
  

                                            
 
11Mobile Mapping System とは、車両に各種の計測機器を組み合わせて搭載し、地形・地物などを移動しながら計

測を行い、3 次元データ（レーザ点群含む）を作成するもの 
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iii. グループディスカッション（詳細） 
事業者懇談会は、道路関連情報と防災関連情報の二つのテーマに分けて、実施された。まず、

防災関連情報について、インプットトークが行われ、その後、ディスカッションとなる。道路関連情報

についても、同様の流れである。 

以下、インプットトーク・ディスカッション詳細・開催概要などを示す。 

 

■インプットトーク 

 国立研究開発法人防災科学技術研究所から、災害の影響を最小化する避難ルートの最適化の

為に、道路台帳及び道路付帯物情報が利用出来るのではないかとの提案があった。 

図表 28 防災科学技術研究所提案資料より一部抜粋 

 

 

株式会社ゼンリンからは、オープンデータも用いた防災プラットフォームの構築が重要ではない

かとの提案があった。 
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図表 29 ゼンリン提案資料より一部抜粋 

 

 

株式会社エムティーアイからは、自社のアプリである３D 雨雲アプリでも利用可能であり、かつ、

新たなサービスの提供に繋がるという事例が紹介された。 

 

図表 30 エムティーアイ提案資料より一部抜粋 

 

 

 株式会社パスコからは、道路台帳の利用事例だけでなく、道路台帳の記載事項などの詳述があ

った。 
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図表 31 パスコ提案資料より一部抜粋 

 

 

NTT 空間情報株式会社からは、道路台帳をオープンデータ化した場合、道路占有申請や道路

管理業務がどのように効率化されるかが示された。 

図表 32 NTT 空間情報提案資料より一部抜粋 

 

 

 株式会社協振技建からは、道路台帳のオープン化と共に、地下埋設物情報を組み合わせる事

のメリットや期待が紹介された。 
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図表 33 協振技建提案資料より一部抜粋 

 

 

ダイナミックマップ基盤株式会社からは、道路台帳データを自動運転用のベースマップとして活

用したいとのニーズが示された。 

図表 34 ダイナミックマップ基盤提案資料より一部抜粋 

 

 

■ディスカッションまとめ 

 グループディスカッションは、三つのテーブルに分かれて行われた。各テーブルのまとめは、以

下の通りである。 
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図表 36 防災関連情報（静的情報） 

 
 

図表 37 防災関連情報（動的情報） 
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図表 38 道路関連情報（静的情報） 

 

 

図表 39 道路関連情報（動的情報） 

 

 

以下、自治体の課題及び事業者からの要望の整理である。 

■自治体の課題 

 民間ニーズの高いデータがわからない。 

・ 民間ニーズを吸い上げる仕組みが不在。 

・ 公開時のデータ形式の設定が不明。 
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 デジタル化ができていない 

・ 官民の取り組みの差（デジタル化への要求への意識差） 

・ デジタル化のための予算確保と、整備の手間。（オープンデータは、現業の付加業務。） 

 データの鮮度と精度などの品質維持をどのように考えればよいか。 

・ データの更新頻度の設定と工数（予算）の確保。 

・ 申請情報と実態との差。 

 公開したデータが正しく活用されるのかが心配。 

・ 悪用はされないか不安。 

・ 責任の範囲が不明確。 

・ 2 次利用などの使用制限の設定。 

・ 要支援者情報などの機微情報の提供。（提供先が限定される） 

 

■事業者の要望 

 データの鮮度 

・ タイムリーで定期的な公開 

 ワンストップでのデータ取得 

・ 自治体ごとの対応ではなく、オープンデータポータルのような提供法の検討 

 データの 2 次利用に関する制限緩和 

・ 商業利用上、利用制限がない形態での提供 

 加工しやすいデータ形式での公開 

・ 地図データであれば、shape、GeoJSON など 

・ フォーマットの統一の検討 

 行政界を超えた面的な提供 

・ 生活圏、幹線道路沿いなどの生活に即した単位でのデータ提供 

 官民協働での推進に対する意識付け 

・ 民間事業者にメリットがあれば、場合により、民間が整備コストを負担できる 

・ 民間保有データと行政保有データの重畳などによるデータ価値の向上 
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iv. 事業者懇談会の様子 
 

■事業者懇談会当日の様子 
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IV. アイデアソン 
オープンデータ化に伴う事業機会創出に向けて、協力自治体とともにニーズ把握と課題分析を

行いながら、事業化に際して必要な手順や対応、課題の調査・検証の一環として、静岡県 4 市 1

町において、アイデアソンを実施した。 

アイデアソンとは 「アイデア(Idea)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語であり、地域課

題を解決する為に、利用出来るデータ（オープンデータ）などについてアイデア出しを行うイベント

として、全国各地で行われている。官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）が施行

されたとは言え、オープンデータへの取り組みは自治体によって様々であり、その取り組みを進展

させるには、民間との協働が必要になる。地域を良くする為に共に考え、必要なデータを明らかに

し、自治体がこれを提供して、民間がそれを形にしていくというサイクルを継続的に実施していく事

は、自治体が無理なく、オープンデータへの取り組みを進展させていく為に効果的である。 
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ii. スケジュール 
アイデアソンの当日スケジュールは、 

① 困り事 × データ × ○○（アイデア） 

まずは、地域の困り事（課題）や地域の役に立ちそうなアイデアを発散するワークを実施した。

あまり深く考えず、付箋に思いついた事を書き出していく。 

② アイデアスケッチ作成 

アイデアを実際のビジネスに結び付けていく為に、差別化要因になる部分や足りないものなど

をブラッシュアップしていく。 

③ マネーゲームを実施 

資本家役を定め、自分のアイデアを資本家に買ってもらえるように、プレゼンテーションを実

施。資本家は、そのアイデアにいくら払いたいか？どうしたらもっといいものになるのかを考え

ながら、対応していく。 

④ チームビルド 

資本家が支払った金額の多かったアイデアをいくつか選定し、参加者は一緒にブラッシュアッ

プしたいアイデアの下に集まり、チームを形成する。 

⑤ 企画書（リーンキャンバス）にまとめる 

チームで企画書を書き上げていく。 

図表 42 アイデアソンの当日スケジュール 
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iii. 各チームのアイデア 
① Good looking 棚田 

この地域にしかない奇跡の 1 枚を撮影する為に、定点カメラで撮影を行う。定点となる場所は、

コンテストとして、複数個所で撮影を行い、それぞれの場所で撮影された写真をデータ化して販売

する。 

図表 43 Good looking 棚田 
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② みんなに優しいスマートシティー 

オープンデータや防犯カメラの画像データなどを利用して、ビッグデータ解析（AI）による犯罪予

測をする。防犯に繋げられれば、子育てしやすい街として、人が集まる街に出来る。 

 

図表 44 みんなに優しいスマートシティー 
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③ フッピーの侵略 

袋井市のキャラクターであるフッピーをイメージキャラクターに使う。道路に補修が必要な個所が

あれば、アプリを通して連絡してもらう事で、フッピーが補修しに行くというイメージで補修個所の情

報収集を行う。実際に自治体では人件費コストの削減に繋がり、補修しなければならない個所を素

早く確認する事が出来るというメリットがある。 

 

図表 45 フッピーの侵略 
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④ まちペディア 

観光客の滞在期間が短いので、マンホールや下水道などのちょっとこだわりのある場所を外国

語で海外に発信し、外国人観光客の誘致を狙う。昔の地元写真を利用すれば、写真のデータ保

存にも繋がり、地域版 Wikipedia を作成する事が出来る。子どもや孫に情報を繋いでいく。 

 

図表 46 まちペディア 
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iv. アイデアソンの様子 
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v. 優勝チーム及び総評 
優勝は、「フッピーの侵略」チームが選ばれた。 

今回のアイデアソンでは、浮かんだアイデアをビジネスに結び付けるという視点が強く、ただ楽し

そうというだけでなく、顧客層の設定、初期投資資金、回転資金、差別化要因などを考え、実施ビ

ジネスを立ち上げていくような形で進められた 

アイデアソンには、25 人が参加し、自治体や事業者だけでなく、大学生の参加もあった。このよ

うに幅広い年齢層が、地域の課題を共に考える機会というのは、頻繁にあるものではなく、参加し

た自治体職員からも、新しい気付きと視点を頂いたという感想が得られた。ハッカソン 13というエン

ジニア要素の強いイベントではなく、アイデアを出し合うアイデアソンであれば参加へのハードルも

低い。課題を解決していく為に、自治体と市民が協働する場として、このような取り組みはもっと広く

知られるべきであろうし、継続的に開催される事が期待される。 

本事業の一環として、今回アイデアソンを開催したが、道路補修に繋げるアイデアや町の名所を

落とし込む地図をして、道路台帳の利用が検討されたのは収穫であった。 

 

  

                                            
 
13 ハック（hack）＋マラソン（marathon）からの造語で、ソフトウエア開発者が、一定期間集中的にプログ

ラムの開発やサービスの考案などの共同作業を行い、その技能やアイデアを競う催し。 
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V. 職員向け研修 
小規模自治体職員の自発的な活動を促すため、オープンデータの基礎的情報や推進時の考

慮事項などに関する研修を、静岡県 4 市 1 町それぞれの自治体にて職員向け研修を実施した。

職員向け研修は、オープンデータ化によって期待できる「地域活性化」「業務の軽減」といった自治

体職員に対してメリットとなる事例などを中心に、小規模自治体からの自発的な行動を促す事が目

的であり、多種多様な原課の職員が出席する事が期待された。 
 
i. 研修結果の概要 
職員向け研修の概要は、図表 47 の通りである。 

職員向け研修では、基礎的情報である国全体のオープンデータ利活用の背景（官民データ活

用推進基本法）に始まり、オープンデータを推進していく事で行政の透明化や地域活性化に結び

付いていくという話が続いた。また、推進時の考慮事項として、オープンデータが地域の活性化に

結び付いていく為には、住民と協働する事が必要であり、課題解決の為に利用する方法などが説

明された。 

全体的には、CivicTech からの視点を通して、専門的になり過ぎず、データ利活用の事例紹介

を交えながら行われた為、自治体職員にとっても、身近な事例に落とし込まれている上に、自分自

身の業務軽減にも繋がる事が確認出来るようなものであった。研修終了後、自治体職員にもヒアリ

ングしてみたが、評判も良く、オープンデータについて理解出来たという反響を得る事が出来た。 

研修の一環として、実際の業務上でどのような利活用が出来るのかを議論する時間も設けられ

た。グループディスカッション形式で行われたのであるが、積極的な意見交換がなされ、すぐに対

応可能なデータも多くある事が確認された。隣の課に必要としていたデータが存在している事を初

めて知ったというように、データの存在自体がなかなか共有出来ておらず、このような機会がなけれ

ば分からなかったという声もあり、データ共有の重要性も確認出来たようである。 
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ii. 研修内容 

図表 47 静岡県 4 市 1 町職員向け研修 研修内容 
講師 市川博之氏 

Code for Japan14 コンサルタント、一般社団法人シビックテック・ラボ 15 代表理

事、東京造形大学 非常勤講師 

研修プログラム  国全体のオープンデータ利活用の背景 

 官民データ活用推進基本法までの流れ 

 官民データ活用基本計画 概要 

 官民データ活用基本計画 総論 

 世界最先端デジタル国家創造宣言 

 デジタル技術を徹底的に活用した行政サービス改革の断行 

 内閣官房推奨の１４のデータセット 

 事例紹介 

 オープンデータ活用の背景 

 データを知ること、まずはそこから 

 オープンデータとは 

 オープンガバナンス 

 シビックテック - 市民側の活動 

 シビックテックとオープンガバナンス 

 オープンデータ交渉時に問題になる事項 

 オープンデータの取り組み方 

 有用データなのか不明な場合 

 優先順を考える 

 自分たちで考えるスキルを身につける 

 まずは、自分も使ってみること 

 事例紹介 

 グループディスカッション 

 

  

                                            
 
14 Code for Japan 

https://www.code4japan.org/ 
15 一般社団法人シビックテック・ラボ 

https://civictech-lab.jp/ 
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開催場所 森町町民生活センター 2 階 会議室 

参加者 森町役場より合計 29 名（以下、内訳） 

総務課 4 名、防災課 1 名、企画財政課 2 名、税務課 1 名、住民生活課 2 名、保健

福祉課 4 名、産業課 2 名、建設課 3 名、定住推進課 1 名、上下水道課 4 名、会計

課 1 名、学校教育課 3 名、社会教育課 1 名 
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VI. まとめ 
これまで見てきたように、静岡県 4 市 1 町の取り組みでは、道路占有許可申請のデジタル化が

一つの目標として検討されている。それには、以下のような理由がある。 
• 保守業務効率化 
道路台帳を基盤として、民間側が保有している占有物情報を重畳する事で、自治体と民間の情報

共有を図る事が可能になる。それが出来れば、道路占用物のデータのやり取りを行うだけで、道路

占用申請業務及び許可の回答が可能になる事が期待される。 
• 地下埋設物の可視化によるコスト削減 
これまで紙ベースで行われていた道路占有許可申請を電子化する事が出来れば、地下埋設デー

タの位置情報を蓄積し、可視化・共有化していく事も可能である。そのような状況を実現出来れ

ば、占有許可申請までに発生していた事業者相互の聞き取り調査や現地調査などの工程がなくな

り、民間側のコスト削減及び業務効率化にも繋がる。 
このような道路許可申請のデジタル化に伴うメリットを最大限に実現していく為には、道路法第三

十四条 16にある事前調整のデジタル化も併せて行う方が良いとの指摘があった。つまり、道路占

有許可を申請した時期が競合した場合、結局事前調整などに時間が掛かってしまうというのであ

る。道路占有許可申請の先行事例である大阪 GIS 官民協議会 17の取り組みを参考にすると、や

はり、事前協議も併せて電子化されており、この部分がなければ、占有事業者側の利便性を十分

に向上させるシステムにはならなかったであろうとの意見を伺う事が出来た。 
道路占有許可申請による官民双方の保守業務効率化やコスト削減を実現する為には、以下に

整理したデータに関する課題を解決していくだけでなく、事前調整業務に関する電子化も併せて

検討していかなければならない。 
  

                                            
 
16 道路法 第三十四条 道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする

場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認

めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは

他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条

件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関

する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。 

https://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=327AC1000000180_20180930_430AC0

000000006&openerCode=1#273 
17 大阪 GIS官民協議会 https://www.gisnet.jp/portal/ 





59 

2.1.2. 愛知県 5 市の取り組み 

I. 取り組み概要 
i. 取り組みの背景 
既に述べてきた通り、官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）では、自治体によ

る自治体官民データ活用推進計画の策定は、飽くまで「努力義務」となっている。地方では、労働

人口の減少・少子高齢化の進行によって、行政の担い手不足が顕在化してきた地域などもあり、自

治体ごとに取り組み状況は様々である。 

また、産業界から行政保有データのオープン化を望む声がある事は、既に記載した通りである

が、小規模自治体周辺ではデータを活用する産業や事業者が少なく、小規模自治体が単独でデ

ータのオープン化を行ったとしても、生活圏が小さく、サービスを展開していく事は難しいという側

面もあった。 

そのような状況を鑑み、複数の小規模自治体によって、同一のデータをオープン化し、かつ、面

的展開する事で、地域ニーズに即した事業創出への展開に係る調査・検証（以下、本事業）を行う

事となった。小規模自治体におけるデータのオープン化は、その地域に住む人々にとってメリット

のある新たなサービスへと繋がっていく必要がある。これは、需要創出に繋がるだけでなく、自治体

としても目に見える成果となり、今後のオープンデータ化を推進していく為のモチベーションにも繋

がる。そのような事から、産業界のニーズに即したデータの優先順位を上げ、オープン化していく

事が求められる為、民間事業者とも連携し、本事業を行う事となった。 
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ii. 対象地域の選定 
 隣接する小規模自治体で、同一データによる面的展開に前向きな地域として、中小規模自治体

の多い愛知県碧海地区にある 5 市（安城市、刈谷市、高浜市、知立市、碧南市（五十音順））が候

補地としてあがった。 

 碧海地区は、隣接する尾三地区（尾張旭市・瀬戸市・東郷町・豊明市・長久手市・日進市・みよし

市（五十音順））との広域連携の実現が期待される状況でもあり、事前ヒアリングでも民間ニーズに

基づいた同一データによる面的展開に前向きな地域でもあった。尾三地区では、「７市町連携オー

プンデータ推進に関する基本事項」18が名古屋大学大学院情報学研究科の安田・遠藤研究室な

どの協力・助言の下に合意されたが、データ活用の検討には至っていないという段階でもある。 

そこで、民間ニーズに基づいて、オープンデータを推進していく事で、西三河地区の広域連携

による事業可能性検証の環境整備が期待出来る。 

そのような観点から、安城市・刈谷市・高浜市・知立市・碧南市の 5 市を本事業の調査対象地域

とした。 

 

図表 50 愛知県碧海地区と尾三地区 

 

  

                                            
 
18 ７市町連携オープンデータ推進に関する基本事項 

http://www.city.nisshin.lg.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/021/997/7od_kihon.pdf 
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iii. 対象データの選定 
まず、尾三地区の「オープンデータ検討会の活動のまとめ」19を参考に、碧海地区 5 市のオープ

ンデータの公開状況を確認してみたところ、避難所以外に 5 市全てが公開しているオープンデー

タがない状況であり、すぐに同一データの公開が出来る状態ではなかった。 

各自治体にヒアリングしてみたところ、民間ニーズに即したデータのオープン化を行いたいが、

民間ニーズが分からないとの事であった為、まずは、どのデータを一斉に公開するかを決める作業

が必要である事が分かった。よって、データの選定にあたり、民間事業者との意見交換の場を設

け、その後公開していくデータを検討していく事となった。 

  

                                            
 
19 オープンデータ検討会の活動のまとめ 

https://www.city.nagakute.lg.jp/jyouhou/toukei/opendata/documents/kentoukai_matome.pdf 
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図表 51 碧海地区 5 市のオープンデータ公開状況 
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II. オープンデータ連携ワークショップ 
ここまで見てきたように、碧海地区は尾三地区との広域連携を念頭に置き、民間ニーズに即した

データのオープン化を行う方向性となり、オープンデータ連携ワークショップを開催した。また、今

後オープンデータを用いた連携を進めていくとなると、各自治体担当職員間にて、オープンデータ

に対する情報共有が必要である事から、オープンデータ研修も行う事となった。 

 

i. 結果の概要 
オープンデータ連携ワークショップには、有識者 2 名、事業者 11 名、尾三地区自治体より 8

名、愛知県より 2 名の参加があり、オープンデータ研修及び官民対話が実施された。 
まずは、オープンデータについて、基本的な知識の振り返りから、情報を共有化するという目的

で、オープンデータ研修が名古屋大学の浦田真由講師から行われた。官民データ活用推進基本

法が施行された事に始まり、データ連携が目指す社会として Society5.0 がある事に触れ、オープ

ンデータとはどのようなものであるかを説明した。特に時間を割いたのは、市民利用を見据えたニ

ーズ調査が必要性であり、どのような形でデータを公開していくのかを考える事が強調された。ま

た、データを公開しただけでは地域課題は解決されないという事から、データを実際に利用する市

民と協働して、必要な情報は何かを考え、地域全体での利活用に結び付ける事が重要であると説

かれた。また、既に地域連携が進んでいる尾三地区での取り組みやオープンデータの地域 ICT
利活用の推進などの具体例が紹介された。 

引き続き、官民対話が実施された。自治体も事業者も前のめりになる事が多いところ、本オープ

ンデータ連携ワークショップにおける官民対話では、非常に地に足の着いた議論であった。 
民間ニーズとしては、避難所データの話も多かったが、所謂移動弱者に配慮した避難所データ

を作成して欲しい、水位データなどリアルタイムに取得出来るものも提供出来るようにして欲しいと

いうような話があった。自治体内の状況も民間事業者に共有され、共に課題解決を目指す形で議

論が進められた。 
最後に、名古屋大学の遠藤守准教授から碧海地区と尾三地区だけでなく、そこに知多地区を加

えた広域連携への期待が述べられた。碧海地区が中心になれれば、尾三地区と知多地区を繋ぐ

事も可能になる。 
後日ではあるが、今回参加頂いたあいち電子自治体推進協議会が名古屋で開催した「第 1 回

NPO と行政のテーマ別意見交換会」 20 へ碧海地区の自治体が参加し、コミュニティバスの運行

情報などのオープンデータ連携を碧海地区中心に行う方向で検討が進められることとなった。ま

た、浦田真由講師の尽力もあり、日進市で開催された尾三地区でのオープンデータ推進会議へ碧

海地区の各自治体が参加する事となり、尾三地区との連携の為、引き続き意見交換を行う事となっ

た。 

                                            
 
20愛知県：第 1 回ＮＰＯと行政のテーマ別意見交換会 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/syakaikatsudo/ikenkoukankai2018.html 
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iii. オープンデータ研修（職員向け研修） 
オープンデータ研修は、名古屋大学の浦田真由講師によって実施された。内容は以下のように

なっている。 

1,741 ある自治体のうち、オープンデータへの取り組みが始まっている自治体は 316（2018 年 9

月時点）と、約 18％程度に過ぎない事が報告された。その原因となっているのは、オープンデータ

による効果・ニーズが不明確であるという事であった。 

 また、政府が自治体のオープンデータを進める先には、Society5.0 の実現という目指す未来があ

る。 

図表 54  Society5.021 

 

 

政府によるオープンデータの推進は、2016 年 5 月に IT 総合戦略本部が決定した「【オープン

データ 2.0】 官民一体となったデータ流通の促進」22から始まり、2016 年 12 月 14 日に公布・施行

された「官民データ活用推進基本法」23、2017 年 5 月には IT 総合戦略本部・官民データ活用推

進戦略会議が決定した「オープンデータ基本指針」24があり、2017 年 5 月には「世界最先端 IT 国

家創造宣言・官民データ 活用推進基本計画」25が閣議決定された。 

                                            
 
21 www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/opendata2/data_sokushin.pdf 
22 www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/opendata2/data_sokushin.pdf 
23 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20171010/kanmindetakihonhou.pdf 
24 www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20170530/kihonsisin.pdf 
25 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180615/siryou1.pdf 
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オープンデータとは、政府や独立行政法人、自治体などが保有する公共データが、国民や企業

などから利活用されやすいように機械判読に適した形で、二次利用可能なルールの下で公開され

ること、また、そのように公開されたデータであり、誰もが、いかなる目的でも、自由に使用・編集・共

有できるデータであるという基本知識から紹介された。 
愛知県におけるオープンデータ推進として、あいちオープンデータ共同化推進事業の活動が紹

介された。平成 30 年度共通課題研究会オープンデータグループ会において、バスの時刻表情

報・バス停情報（地域公共交通）を利用し、バス情報の Google Maps での配信検討することが決

定され、標準的なバスフォーマットの作成を学ぶ勉強会が複数回実施された事が紹介された。 
自治体オープンデータ推進の実践では、防災の観点から市民利用を見据えたニーズ調査の重

要性が強調された。また、AI スピーカーを利用した事例が紹介され、自治体職員の業務削減に繋

がる事が伝えられた。 
最後に、尾三地区の取り組み状況が紹介され、広域連携で ICT 利活用を推進していくことを検

討しており、今後、IoT などの技術とも絡める事で、地域全体でのデータ利活用が促進されていく

可能性と期待が示された。 

図表 55 オープンデータ研修の概要 

 

  

講師 浦田真由講師 

名古屋大学 大学院情報学研究科／情報学部 人間・社会情報学専攻 

総務省地域情報化アドバイザー 

研修プログラム  Society 5.0 とオープンデータ 

 愛知県におけるオープンデータ推進 

 オープンデータを活用した事例紹介 

 自治体オープンデータ推進の実践 

 尾三地区 7 市町の取り組み 
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■インプットトーク 

 グループディスカッションに先立ち、参加事業者から各社の取り組みやオープンデータの利活用

事例が紹介された。 

 

 まずは、会場を用意頂いた株式会社デンソーより、これまでオープンデータを利用して作成した

アプリの事例が示された。 

 

図表 56 デンソー提供資料より一部抜粋 

 

 

NEC ソリューションイノベータ株式会社は、オープンデータを推進していく方向性と、これまでに

作成したオープンデータの利活用の事例が示された。 
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図表 57 NEC ソリューションイノベータ提供資料より一部抜粋 

 

 

株式会社エムティーアイからは、自社の３D 雨雲アプリにオープンデータを用いれば、どのような

新しいサービスが提供出来るかが示された。 
 

図表 58 エムティーアイ提供資料より一部抜粋 
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日本土地評価システム株式会社からは、航空写真、地番図を基に AI を活用した画像診断によ

る現況地目調査の手法などが紹介された。 
 

図表 59 日本土地評価システム ホームページより 
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 自治体の Web サイトは見づらい・必要な情報が見つけづらい 

 民間の Web サイトのほうが良く使われるのは、使いやすいから 

 役所の組織ベースで作られていることが多く、必要な情報にたどり着くのが大変 

 住民視点で、やりたいことベースで整理されていると良い 

 民間サイドでは、RSS で出してくれればそれをクロールして使える 

 Web サイトが検索できればと思う 
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vi. オープンデータ連携ワークショップの様子 
■オープンデータ研修・グループディスカッションの様子 
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2.1.3. 福岡県行橋市の取り組み 

I. 取り組み概要 
i. 背景（調査対象地域及び調査対象データの選定） 
官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）では、自治体による自治体官民データ

活用推進計画の策定は、飽くまで「努力義務」となっている。また、小規模自治体におけるデータ

のオープン化は、その地域に住む人々にとってメリットのある新たなサービスへと繋がっていく必要

がある。これは、需要創出に繋がるだけでなく、自治体としても目に見える成果となり、今後のオー

プンデータ化を推進していく為のモチベーションにも繋がる事が期待される。 

そのような中、平成 29 年度事業において、オープンデータのサービス化の検討を進めている事

が確認出来た行橋市は、市長の号令の下、教育の ICT 活用に取り組んでおり、２０１９年度までに

市内全小中学校にタブレット、無線 LAN 環境などを導入する予定で、基礎学力を向上させる為の

環境整備に注力している。その中で、全国の小学 6 年生・中学 3 年生を対象に全国で実施されて

いる｢全国学力・学習状況調査結果及びアンケート調査｣データを利用した教育サービスの創出を

検討している。 

今回、行橋市との調整を行う中で、「全国学力・学習状況調査結果及びアンケート調査」データ

の一部をサンプルデータとして利用する事が可能となった。また、行橋市が保有するデータのオー

プンデータ化は進んでおらず、担当課も決まっていない状況であった為、今回の実証を期に、体

制整備を検討する事となった。 

図表 62 行橋市の教育オープンデータの利用概要図 

 

 

教育委員会への同意を元に、全国学力・学習状況調査の成績及びアンケート調査の個票デー

タを取得し、非識別化することによって、データ分析を基に精緻化し、カリキュラムや教育アプリケ

ーションなどの活用が可能か検証する。 
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ii. 全国学力・学習状況調査の概要 
全国学力・学習状況調査は、 

 義務教育の機会均などとその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習

状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る 

 学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善などに役立てる 

 そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する 

ことを目的として、調査が行われている。調査の内容は、 

 教科に関する調査（国語、算数・数学） 

 主として「知識」に関する問題 

 主として「活用」に関する問題 

 生活習慣や学校環境に関する質問紙調査 

 児童生徒に対する調査 

 学校に対する調査 

となっている。尚、調査の内容として、平成 24 年度、平成 27 年度、平成 30 年度調査では理科も

追加して実施された 26。 

図表 63 全国学力・学習状況調査 個票のイメージ 27 

 

 

                                            
 
26 全国学力・学習状況調査の概要 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/zenkoku/1344101.htm 
27 平成 31 年度全国学力・学習状況調査 

http://www.mext.go.jp/a menu/shotou/gakuryoku-

chousa/zenkoku/__icsFiles/afieldfile/2018/12/14/1411707_2.pdf 
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図表 64 生活習慣や学習環境などに関する質問紙調査の概要 
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iii. 調査・検証の実施方法 
悉皆性のあるデータとして教育関連データとして、全国学力・学習状況調査の結果及びアンケ

ート調査の結果に分野を絞り込み、当該データを非識別加工の上、オープンデータとして提供す

ることにより、事業化の可能性検証を実施するとともに、民間ニーズを考慮した、オープンデータへ

の一連のプロセスを実施することにより、小規模自治体における共通する課題などに関する情報を

整理する。また、特定データのオープンデータ化のプロセスを通じて、行政上の手続きや制約に関

する課題整理し、事業化に向けた計画を策定する。 

悉皆性のあるデータの事業化の可能性検証に平行して、小規模自治体からの自発的な行動を

促す啓蒙活動として、職員向け研修を実施する。研修のコンテンツとして、オープンデータの基

礎、及び、業務軽減に繋がる事例紹介などを中心に行う。 

全体的なスケジュールは図表 65 の通りである。 

図表 65 行橋市における本事業のスケジュール 

 
 

本事業の調査・検証の実施方法として、 

・ 行橋市と民間事業者を交えた作業部会 

・ 職員向け研修 

・ アイデアソン、ハッカソン 

を実施する。以降、各実施方法について、詳述していく。 
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II. オープンデータ作業部会 
i. 結果の概要 
本事業において、作業部会は 3 回開催された。 

第 1 回作業部会では、行橋市教育委員会が保有する全国学力・学習状況調査の個票データ

は、利活用法に関する課題はあるが、利用価値の高い貴重なデータではある事は確認され、当該

データに加えて、行政や民間が保有する他のデータとの連携により、新たな利用価値や発見が予

測される事への期待感が合意された。とは言え、仮説検証に加えて、因果関係などの検証を加え

ることにより、必要なデータ有無を確認することが必要であり、また、データボリュームと外観識別性

などの観点から、匿名化についての具体的な検討に加えて、教育委員会に対して丁寧に説明す

る必要がある事も確認された。 

第 2 回作業部会では、全国学力・学習状況調査データは、教育指導的な観点から「現場の教

員の振り返り」への利活用、事業化の観点から「教育に熱心ではない層へのアプローチ」への利活

用、行橋市の観点から「地域の学習能力の底上げ」への利活用への期待が示された。地域の学習

能力の底上げとは、最低点を上げる事で平均点を上げていくという話であった。また、今後の検討

課題として、オープン化の動きは進む事が考えられる事から、どの範囲で開示するのか、どのような

形式で開示するのか、手続き論としてプロセスをどうするのかを考えるのと同時に、並行して関係者

及び一般市民の理解を得る為の地道な啓蒙活動を進める必要がある事が確認された。 

学力テストの結果で優劣をつける事は本当に正しいのだろうかという問題提起があり、行橋市の地

域の学習能力の底上げを目的に据えて考えれば、学力テストの結果は重要ではあるが、一つのピ

ースに過ぎない事が確認された。 

第 3 回作業部会では、非識別加工を行うプロセスの中で、データの品質担保をしなければなら

ない事が確認されたが、どの程度の品質を維持するのかという点については、まだ検討が必要だ

ろうとの合意に至った。また、申請時に目的を提示しなくてはならないのはハードルが高いという意

見もあった。 

全国学力・学習状況調査データを用いて実現出来るであろう将来像についても議論が交わされ

た。そうした議論の中で、地域全体の学習能力の底上げを目的に据えて考えれば、学力テストの

結果は重要ではあるが、一つのピースに過ぎない事が確認された。また、児童・生徒が勉強に興

味が沸かないというのは、興味が沸く環境が出来ていないという事が問題なのではないかとの問題

提起があり、児童・生徒に勉強が必要と思わせる夢や目標を如何に持たせるかというような動機付

けが大切になってくるという事で意見が一致した。体験学習や地域活動を通して、様々な事に興味

が向かえば、勉強に対する意欲向上や動機付けに繋がる事が期待された。また、こうした活動では

置き去りにされるような児童・生徒を作らないという視点も重要である事も指摘された。 

このような流れを継続していく為には、行橋市内での人材育成が必要になるのと同時に、地域内

で協働してくれるリーダーとなるような人材の発掘も重要になる。これまでの議論にもあったように、

一般市民への啓蒙活動の重要性を考えると、地域のリーダー発掘と啓蒙活動を兼ねたようなミー

ティング活動が行橋市としても必要になるのではないかとの提案もなされた。 
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ii. アクションプラン(案) 
全国学力・学習状況調査データを利用し、地域の教育の底上げや、新たなサービスに役立つサ

ービスを創出するというのが目的である。今後の全体プランについて、最終的には分厚いものにな

るが、アウトラインを合意形成する必要があり、利活用の推進・行橋市からの提供準備・ニーズの発

掘・他地域への発信と大きく分けて整理する。 

2019 年度の利活用の推進について、3 か年全市データの解析の検討し、併用するデータの種

類などの調査も行う。利活用方法の検討という事で、アプリケーションなどの実装検証をしてみる必

要がある。2020 年度は電子データの整備をし、データの提供方法を定める必要がある。 

行橋市からの提供準備として、2019 年度は行橋市の条例であるとか内規というものを変えていく

為に調査をする必要がある。2020 年度は条例・内規・個人情報保護審査会などの整備を行う必要

がある。 

ニーズの発掘は、今年度実施されたワークショップのように、こうした動きを継続し、地域への発

信を続けると同時に、他地域へ発信する機会も検討してみる。2020 年度までに上記の内容を実施

し、2021 年度からデータ提供開始。データ提供時の検討事項として、利用目的をどのように限定

するか（行橋市側で利用目的を提示するか、申請内容によって都度判断するか）を検討する必要

がある。また、提供対象は市内（又は県内事業者）に限定するのか否かも考えなくてはならない。デ

ータ形式について、個人が特定される情報は削除する必要があり、どこまで削除するのかという議

論も必要である。 

このようなアクションプラン（案）に対して、庁内の人材育成の視点を追加した方がいいのではな

いかとの意見が出された。 
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図表 66 行橋市 アクションプラン（案） 

 

 

以下、各作業部会の詳細及び委員、開催概要となる。 
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iii. 作業部会詳細 
① 第 1 回作業部会 

行橋市における本事業の調査検証として、分野を絞り込んだ悉皆性のあるデータのオープンデ

ータ化として、行橋市教育委員会が保有する「全国学力・学習状況調査結果の個票データ」のオ

ープンデータに関する課題の整理を検討し、その他分野のオープンデータの可能性に関しての検

討と整理する。また、オープンデータを活用した事業可能性を検証する為に、アイデアソンなどを

実施し、利用ニーズを把握し事業化の可能性について検討する事が確認された。 

一方で、調査の個票データは個人情報である。その為、データ提供を行う方法としては、以下の

方法が考えられる。 

① 個票のまま利用する 

② 非識別加工情報として利用する 

しかし、①個票のまま利用するという方法においては、個人情報保護条例利用目的の変更を伴

う為、調査対象（児童・生徒・保護者）に目的を通知する必要があり、第三者へ提供する事につい

ての同意も得る必要がある。②非識別加工情報として利用するという方法では、個人が分からない

状況に加工した状態で提供する為、本人の同意は不要 28となる。とは言え、行橋市として、非識別

加工情報の取扱いを条例に定め、取扱いを明示する必要がある。 

 

■全国学力・学習状況調査データの現状について 

伊藤委員より、全国学力・学習状況調査データの近年の動向について報告頂いた。 

全国学力・学習状況調査開始から 10 年以上が経過している。そうした中、蓄積されたデータを

用いた、更なる分析の充実を求める声が高まっている。平成 29 年 3 月、文部科学省はガイドライ

ン「全国学力・学習状況調査個票データ等の貸与・公表について」29 を公開し、平成 30 年度中よ

り、研究者へデータを公開する予定である事が発表された。一方、個票データは児童生徒や学校

の学力情報を含んでおり、公開にあたり十分に匿名化処理し、学校や個人が特定されないよう留

意が必要である。そこで、貸与・公表するデータを個票データ・匿名データ・パブリックユースデー

タ（疑似データ）のその提供先の用途に応じて、3 つに分けられた。 

 

                                            
 
28 https://www.ppc.go.jp/personal/tokumeikakouInfo/ 
29 

http://www.mext.go.jp/b menu/shingi/chousa/shotou/138/shiryo/ icsFiles/afieldfile/2018/05/22/1405360 08 1

.pdf 
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図表 67 個票データ・匿名データ・疑似データの関係 

 

 

図表 68 匿名データとは 
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図表 69 疑似データとは 

 

 

このようにデータ公開を行う為には、匿名性の担保が必要な一方、学会誌の論文に使える精度

を残さなければならない為、相当議論になった。匿名化の研究者からははっきりと外観識別性をな

くし、地域性の推定も出来ない程度まで匿名化を行わなければならないと指摘があった一方で、教

育の研究者からは個票データに近い状態のものでないと研究にならないのではないかとの指摘が

あった。 

今回は、行橋市という人口 7 万人程度の自治体で、全国学力・学習状況調査の個票データを

活用しようという取り組みではあるが、外観識別性という観点からは、遠くから見たら見えない外観

識別性も、地域の人から見た時には全く違う外観識別性を感じる事がある為、個人情報への十分

な配慮が必要になるとの報告であった。 

 

■意見交換 

個人情報への十分な配慮が必要であるという難しさはあるものの、本事業は取り組む価値が十

分にあり、児童・生徒の学力情報がオープン化される事で、教材の開発や改良への活用が期待出

来るのではないかとの提案があり、参加委員一同、異議なしとの事であった。 

行橋市からは、今回、全国学力・学習状況調査の個票データを活用するという事で、事前に文

部科学省と福岡県教育委員会に確認したところ、各教育委員会に渡したデータであり、使用に関

しては、それぞれの自治体の判断によるとの回答を得たとの報告があった。但し、個人情報には十

分に配慮するようにとの事であった。また、福岡県の HP では全国・県・地域の平均値が公表され

ており、地域によっては、小学校は非公開、中学校は公開と、その対応は様々である事が確認され

たが、既に報道されている事もあり、学校や個人ではなく、どこの地域が良かった、悪かったという

ような事は既知の情報となっている。地域によっては、学校数が少ないことにより、学校が特定され

てしまう事もあるとの報告がなされた。 
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各委員からは、全国学力・学習状況調査の個票データを単独で分析するだけでなく、行橋市が

他に持っているオープン化出来そうなデータとうまく組み合わせながら、分析をしていくというのが

効果的ではないかとの意見が出された。また、学力の底上げがものすごく重要との意見も出たが、

地域全体の教育力の底上げの為に利活用するのか、学校の教育力向上の為に利活用するのか、

教育熱心な家庭ではなく教育に無関心な家庭への啓蒙などに利活用するのかというように、何を

狙いにするのかはまだ検討が必要ではないかとの意見があった。 

  



87 

② 第 2 回作業部会 

まず、事務局より全国学力・学習状況調査の個票サンプルデータを単独で用いた分析結果が

報告された。 

 

■サンプルデータを用いた分析 

行橋市から提供されたサンプルデータであるが、データ数が 29 レコードであり、分析結果そのも

のの信頼性は相当に低い事に留意して欲しいとのことであった。分析方法としては、テスト部分の

点数とアンケート調査の間に、何かしらの相関関係がないかを確認したものである。分析方法は以

下の通りである。 

(ア) 正答率から相関係数の高いアンケート項目を抽出する方法 

国語・算数（数学）の各科目などの正答率を 20％ごとに区切り、階層化を行う。その上で、各科

目などの基準の各階層において相関係数の高いアンケート項目を抽出する。正答率からアンケー

トを抽出しているので、科目ごとに抽出されるアンケート項目は、各科目などの基準の各階層によ

って異なる。 

(イ) アンケート項目の固定① 

総正答率（国語＋算数の合計）と相関係数の高いアンケート項目を抽出し、ここで抽出されたア

ンケート項目を固定する。その上で、各科目・各評価の基準を正答率に応じて、20％ごとに階層化

し、アンケート項目の変化を見る。つまり、同じアンケート項目に対して、正答率が変化するとどのよ

うにアンケートへの回答が変化するのかを見る方法となる。 

(ウ) アンケート項目の固定② 

正答率に対して、関係があると考えられる生活習慣や性格的傾向を問うアンケート項目を抜粋。

（ex.塾に行っている、行っていない。授業で分からないところがあった場合の対処方法など。）アン

ケート項目を抜粋した後に、正答率の相関係数を見ながら、妥当と考えられる仮説を立てられるか

どうかを判定していく。（ex.塾に行っている人は正答率がいいのか悪いのかなど。）つまり、因果関

係が成立しそうなアンケート項目を限定して、相関関係を見ていく方法となる。 

(エ) アンケート項目同士の相関 

例えば、授業に積極的に参加する人にはどのような共通点があるのかという関係性を探す。この

分析手法においては、正答率は考慮しない。 

 

本サンプルを用い、上記の分析方法を行った場合の結果例は以下の通りである。 

まず、（ウ）の方法を利用すると、図表 70 のように、「授業で分からなかったことがあったら、どうす

る事が多いですか？」とのアンケート調査に対して、最も成績が優秀な層では「家の人に尋ねる」と

いう回答が最も多く、それ以外の層では「授業が終わってから先生に尋ねる」という回答が最も多い

というような事が分かる。 
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図表 70 授業で分からないことがあったら、どうする事が多いですか？ 

 

 

また、（エ）の方法を用いた場合、本サンプルを用いた結果としては、 

・ 授業では、学級やグループの中で自分たちで課題を立ててその解決に向けて情報を集

め、話し合いながら整理して、発表するなどの学習活動に取り組んでいたと思う。 

・ 授業で扱うノートには、学習の目標（めあて・ねらい）とまとめを書いていたと思う。 

という二つのアンケート項目に対して、「毎日、同じくらいの時刻に寝ている。」というアンケート項目

に相関がある事が確認された。 

 

図表 71 学習態度と生活習慣 

 

 

こうした分析に対して、各委員からは、教育機関の中で指導要領への活用、教材開発、食育に

関わる分析への展開が期待された。一方で、サンプルデータ数の少なさから評価しづらいとの意

見もあった。データ量が少ないとの指摘に対し、行橋市からは、最終的に 6,000 人程度の児童・生

徒の中で、必要な数のデータ数を出していきたいとの意見が出された。文部科学省のガイドライン

では、個人情報に十分に配慮した上で、学術的な利活用であれば問題ないという事になってい
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る。また、地方自治体の場合は、地方自治体の判断によるということも確認出来たので、庁内の調

整を進めているところであるとの事であった。 

今回の 29 レコードのみ分析ではなく、全国学力・学習状況調査を経年で分析した他の自治体

の事例が紹介された。その結果、学校の指導力や教員の指導力が一目瞭然に出てしまうという話

であった。しかし、全国学力・学習状況調査のそもそもの趣旨を勘案すると、公立学校の教員の人

気投票のような意味合いで、教員の成績表のように公開することは絶対にしてはならないとの意見

が出された。 

 

■意見交換 

分析したデータの価値は、教育指導的な視点から言えば、現場教員の自らの振り返りに活用し

てもらう為に利用出来る可能性があるといった意見もあった。事業化という観点から言えば、全国学

力・学習状況調査の結果に含まれる教育に感心の無い層に関するデータがあれば、大変使いや

すいという意見もあった。行橋市からは、地域全体の学習能力の底上げを実現したいという目的が

明確になった。 

検討すべき事として、オープン化について地道な庁内啓蒙が必要ではないかという意見が述べ

られた。理解が十分に浸透していなくてもオープン化の動きは進んでいく状況にある。データ提供

という意味で、「オープン」とは全てを開示してしまうということではなく、どの範囲に、どのように開示

するか、行政側で判断する事が出来る事を庁内関係者のみならず、一般市民にも出来る限り、理

解して頂く必要があるだろうという事で意見が一致した。 
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③ 第 3 回作業部会 

 第 2 回作業部会を受けて、非識別加工について、事務局から説明がなされた。 

■非識別加工 

非識別加工情報とは、個人情報を加工して得られる、特定の個人を識別することができず、か

つ、元の個人情報を復元することができないものであり、民間でいうところの匿名加工情報に相当

するものである。 

図表 72 非識別加工情報 

 

 

その作成にあたっては、個人情報保護委員会規則第 11 条第 1 号～5 号で定める基準に従う。

この基準に従って、全国学力・学習状況調査の個票データを確認すると、図表 73 のような処理が

必要になると考えられる。 

図表 73 全国学力・学習状況調査データの非識別加工方法（案） 

 

 

また、企業が事業目的として非識別加工情報の活用を望む場合、規定の諸手続きに従って提

案を行い、審査を受ける事になる。非識別加工情報の取り扱いを条例（個人情報の不正な提供等
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に関する罰則や関連する内規等など。）に定め、個人情報ファイル簿を公開する。これを受けて、

利用したい企業は利用目的、利用期間、提供を求めるデータ形式などの申請を行い、申請を受け

付けた自治体は審査（提供を求めるデータ形式が加工基準に則していることなど。）をし、個人情

報保護審査会に諮る。その後、契約の締結、企業から自治体にデータ作成料が納付され、データ

の提供、個人情報ファイル簿の明記などの管理となる。尚、このデータ提供は期間を区切る事か

ら、提供を受けた事業者の事業期間終了の廃棄連絡の受理する必要がある。 

図表 74 非識別加工情報の提供フロー 

 

 

図表 75 にある行橋市の個人情報保護に関連する条例に、必要な事項を追記しなければならな

い。 

 



92 

図表 75 見直し・確認を要すると思われる条例 

 

 

非識別加工については、いくつかの検討事項の提案や質問などがあった。 

まず、非識別加工を行うプロセスの中で品質担保をしなければならない。例えば、正答率をどの

程度の誤差範囲で非識別化されたデータであるなどの情報を明確にし、企業側が求める水準の

誤差範囲であるとかをクリア出来るのかどうかが問題である。トップコーティングなどの加工を行った

際に、データとしての正確性が失われた瞬間、そのデータの利用価値は失われてしまう。その線引

きをどうするのか、その線引きで使えるデータになるのかどうかという議論をしなくてはならないとい

う意見が出された。 

また、申請時点で何に利用するのかを提出しなくてはならないという点から、データをもらった後

に何が出来るのかを考える形になると思われる為、最初に目的ありきでは、ハードルが高い印象を

受けるとの声もあった。 

 

■意見交換（将来のイメージ像を見据えながら） 

データ利用の効果として、塾でもなく、通信講座でもないような新しい学習ツールが作られること

が期待される。そうしたツールが児童・生徒の勉強を促し、保護者を啓発するようなものであれば、

地域全体の学力底上げに繋がっていくような事が起きる事を期待する。 

こういう事が浸透していくと、地域の図書館で勉強する子が集まるなどして利用される事で地域

施設の活性化し、地域のコミュニティの活力も向上し、地域のビジネスが生まれ、人材が輩出され

ていくという将来像を描く事も可能である。 
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そして、この行橋モデルが他の地域にも波及すれば、他地域でも同じことが起きていくのではな

いだろうか。 

図表 76 行橋モデル（案） 

 

 

将来のイメージ像については、意見交換が活発に行われた。 

学力テストの結果で優劣をつける事は本当に正しいのだろうかという問題提起があり、行橋市の

地域の学習能力の底上げを目的に据えて考えれば、学力テストの結果は重要ではあるが、一つの

ピースに過ぎない事が確認された。 

また、勉強に興味が沸かないというのは、興味が沸く環境が出来ていないという事が問題なので

はないかとの意見が続いた。地域社会があって、学力の底上げに繋がっていくという形が望ましい

のではないかという声が続き、児童・生徒に勉強が必要と思わせる夢や目標を如何に持たせるかと

いうような動機付けが大切になってくるという事で意見が一致した。体験学習や地域活動を通し

て、様々な事に興味が向かえば、勉強に対する意欲向上や動機付けに繋がる事が期待された。ま

た、こうした活動では置き去りにされるような児童・生徒を作らないという視点も重要である事も指摘

された。 

こうした流れを継続していく為には、行橋市庁内での人材育成が必要になるのと同時に、地域

内で協働してくれるリーダーとなるような人材の発掘も重要になる。これまでの議論にもあったよう

に、一般市民への啓蒙活動の重要性を考えると、地域のリーダー発掘と啓蒙活動を兼ねたようなミ

ーティング活動が行橋市としても必要になるのではないかとの提案もなされた。 
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III. 職員向け研修及びワークショップ 
i. 背景 
小規模自治体からの自発的な行動を促す啓蒙活動として、オープンデータの基礎、及び、業務

軽減に繋がる事例紹介などを中心に、職員向け研修を実施した。 

行橋市は、オープンデータによるサービス化の検討が進んでいる自治体ではあるが、まだ庁内

において、温度差がある事から、オープンデータ研修を行う事となった。研修内容について行橋市

と協議した結果、平成 29 年の九州北部豪雨や平成 30 年の西日本豪雨の災害対応をした経験も

あり、かつ、災害対応時の連携強化の重要性が部署を越えて共有されており、連携強化に向けた

議論も進んでいる状況にあるとの事から、防災・減災をテーマとして中堅職員を対象に研修が行う

事となった。 

 

以下、開催概要、当日プログラム、研修内容と記載する。 
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iii. 研修及びワークショップの内容 
最初に、九州大学の谷口助教授より、オープンデータの背景（官民データ活用推進基本法）に

始まり、オープンデータの目的や効果、データ公開の流れについて、講義があった。情報量が多

い内容であったが、簡潔にまとめられており、また、行橋市職員にとって、身近に感じられる事例の

紹介もあった。 

図表 83 研修内容 

 

 

■インプットトーク 

ワークショップに向けて、九州大学の三谷教授及び民間事業者より、オープンデータ利活用の

事例やニーズの紹介という形でのインプットトークが行われた。 

 

三谷教授からは、風水害・土砂災害などの災害とはどのようなものかという話に続き、防災・減災

へ繋げるサイクルにおいて、情報の活用が重要である事などが話された。 
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図表 84 三谷教授提供資料より一部抜粋 

 
 

ESRI ジャパン株式会社からは、一般社団法人 G-motty の活動が紹介され、GIS を用いた災害

対応基盤について説明があった。 

 

図表 85  ESRI ジャパン提供資料より一部抜粋 
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株式会社エムティーアイからは、自社アプリの３D 雨雲ウォッチの紹介と、オープンデータを利用

した場合のサービス内容が紹介された。 

 

図表 86 エムティーアイ提供資料より一部抜粋 

 

 

■職員向けワークショップ 

インプットトーク及び研修の内容を踏まえ、地域防災計画を用いたグループディスカッションが行

われた。6 グループに分かれ、地域防災計画の「第ＩＩＩ編 一般災害応急対策計画 第 2 章災害応

急対策活動」30 に記載された内容をピックアップし、どのような事が課題で、その課題に対し、どの

ようなデータがあれば効率的に対応出来るかが議論された。 

積極的な意見交換が行われ、自由な前提で出されたアイデアを整理していくと、すぐに対応可

能なデータも多く、各課が持っているデータが共有された事は収穫であった。（避難所の位置、仮

設住宅、河川水位、ゴミの仮置き場、行橋市の備蓄状況など） 

 各グループの議論内容を以下に示す。 

 

                                            
 
30 行橋市地域防災計画 

http://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/doc/2013102500277/ 
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応急・仮設住宅  発電機などの備蓄物リストと避難地区単位の人数情報を

突き合わせ、必要なものが必要なだけ揃っているのかを

確認 

 防災・気象情報の一元管理 

 河川・ダムの水位データや潮位などのデータをリアルタ

イムに発信 

 氾濫個所に合わせたハザードマップの提供 
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IV. アイデアソン・ハッカソン 
i. 背景 
アイデアソンとは 「アイデア(Idea)」と「マラソン(Marathon)」を組み合わせた造語であり、地域課

題を解決する為に、利用出来るデータ（オープンデータ）などについてアイデア出しを行うイベント

であり、ハッカソンとは「ハック（hack）」と「マラソン（marathon）」を組み合わせた造語であり、ソフトウ

エア開発者が、一定期間集中的にプログラムの開発やサービスの考案などの共同作業を行い、そ

の技能やアイデアを競うイベントである。アイデアソン・ハッカソン共に、全国各地で行われており、

オープンデータへの取り組みを進展させる為に、貢献している。 

行橋市では、過去に開催実績がないという事であった。そこで、行橋市が保有するデータを活

用し、行橋市の課題解決（教育・防災など）につながる取り組み及び事業可能性などについて明ら

かにする事を目的として、アイデアソン・ハッカソンを開催する事になった。特に、教育分野におい

ては、悉皆性の高いデータとして「全国学力・学習状況調査」の個票データを対象とし、民間による

利活用を推進するために整備すべきことなどを含めて明らかにする事を試みる。 

とは言え、全国学力・学習状況調査データが、一般的なアイデアソン・ハッカソンで使用された

事例は少ない事、行橋市ではこれまでアイデアソン・ハッカソンの開催実績がない事を考慮し、テ

ーマを特に教育に限定するようにはせず、行橋市に住む一般の方々へのオープンデータの啓蒙

に重点を置いていく事にした。 

 

一般参加者向けの募集ページは図表 88 の通りである。 
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図表 88 行橋市アイデアソン・ハッカソン参加者募集ページ 31 

 

  

                                            
 
31 行橋市アイデアソン・ハッカソン 

https://www.civic-tech.org/ 
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v. 行橋市提供データ 
 アイデアソンを通して、地域の課題解決の為、4 つのチームが上記のように結成された。それぞ

れのチームのアイデアを形にする際に必要となるデータを上記のように確認された。これを受け

て、行橋市より以下のデータが示された。 

 

図表 93 行橋市提供データ① 
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図表 94 行橋市提供データ② 
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viii. 発表の様子 
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ix. アイデアソン・ハッカソンの総評 
行橋市において、アイデアソン・ハッカソンの開催は初めての事であり、住民の認知度の低い中

で、一般参加を呼び掛ける広報で苦戦を強いられたが、Code for Kyushu や Code for saga の協

力もあり、無事開催の運びとなった。 

集まった住民の方々からは、行橋市に今度建設される図書館の利活用に関するアイデア、河川

が多い行橋市には橋も多いので、その橋を観光資源に利活用出来ないだろうかというアイデア、行

橋市にある飲食店をその希少性からリスト化して活用するというアイデアなどが寄せられた。今回、

テーマが、データ活用によるまちの活性化であった為、まちづくりに関する情報の見える化がメイン

となり、教育データを活用したアイデアが立ち上がらなかった。 

 ハッカソンでは、アイデアソンで結成された 4 チームのうち 3 チームが参加。最優秀賞の行橋飲

食店レッドリストチームが作成したアプリケーションは、行橋市市内に存在する飲食店のレア度をア

プリケーション上の地図に表示するものであった。レア度の重み付けの方法として、チェーン店であ

るかどうか、店舗数がいくつあるのか、同業種の店舗数などを利用したものであり、今回はデータが

なかったが店主の年齢や創業年などの情報も加えて、希少性の高い飲食店をリストアップし、支援

していこうというものである。アイデアとしては、他の産業にも転用出来る可能性がある事から、今回

地域の産業を支える作品として、最優秀賞に選定された。 

また、ハッカソンでは、全国学力・学習状況調査の個票データ（ダミーデータ）を用いたアプリケ

ーションを作成するとの事で、作業部会の細井委員も参加した。 
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V. 事業可能性検証 
細井委員の議論を追ってみる。 

まず、外部環境を確認してみる。経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」32によると、学

習塾の売上高及び受講生数は右肩上がりという状況が続いており、市場は拡大している。 

 

図表 97 学習塾 売上高と受講生数の推移 

 

 

ところが、図表 97 が示す通り、学習塾の売上高と受講生数の間には強い関係性が認められる。

（相関係数：0.944、決定係数：0.891）この事から、既存のビジネスモデルでは、現在進む少子化の

影響により受講者数が頭打ちとなれば、売上高にも歯止めがかかってしまう可能性が高い。学習

塾の受講者は、一般的に 18 歳以下である事から、18 歳以下の人口の推移 33を確認してみると、

こちらは学習塾の売上高や受講生数とは真逆の動きとなっている。 

 

                                            
 
32 経済産業省：特定サービス産業動態統計調査 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabizi/index.html 
33 総務省：人口推 

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/index.html 





120 

非認知能力 35と言われるものを定量化する事への期待がある。先行研究として、独立行政法人経

済産業研究所のディスカッションペーパーとして、西村和雄・平田純一・八木匡・浦坂純子「基本的

なモラルと社会的成功」（REITI Discussion Paper Series,14-J-011）36というものがある。本ディスカ

ッションペーパーでは、労働市場の評価に大きな影響を与えると考えられる躾として、「うそをつい

てはいけない」「他人に親切にする」「ルールを守る」「勉強をする」の 4 つを「4 つの基本的なモラ

ル」として定義し、更に詳細な調査を行っている。下図にある「年代階層別の躾の有無別平均所

得」の通り、4 つの躾を全て受けていない人の平均所得と全て受けた人の平均所得の差額は、30

代では 75 万円、40 代では 77 万円、50 代に至ると 151 万円もの大きな差額が生じる結果になっ

たと報告されている。 

 

図表 100 年齢階層別 ４つの躾の有無別平均所得 

 

 

また、前述の論文では、Bhatt and Ogaki（2012）を引用し、親の躾が子供の勤勉性にどのように

影響を与えているかが実証的に分析してされていると紹介されていることからも、躾（つまり、生活

習慣などの見直し）が、勤勉性などの非認知能力に影響を与え、将来の所得増に繋がっている可

能性が高いと考えられる。学習塾などの教育事業者から、こうした非認知能力の改善という新しい

切り口に注目が集まっており、その活用方法が検討されている。 

                                            
 
35 非認知能力にはまだ明確な定義は存在しないが、一般的には IQ などのように数値化出来ない協調性・コミュニ

ケーション能力・勤勉性などを言う事が多い。 
36 独立行政法人経済産業研究所：西村和雄・平田純一・八木匡・浦坂純子「基本的なモラルと社会的成功」

（REITI Discussion Paper Series,14-J-011） 

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/14j011.pdf 
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教育現場においては、全国学力・学習状況調査の結果を活用する方法として、文部科学省より

学校・学級の学習上の課題を明らかにし、学校における授業改善・充実の為に、S-P 表の活用が

進められている。37 S-P 表とは、「全国学力・学習状況調査の結果を，学校や学級単位で，縦と横

がそれぞれ児童生徒（S：Student）と設問（P：Problem）の正答数の多い順に並べ替えた表の中に，

Ｓ曲線（青）とＰ曲線（赤）を書き入れたものであり，これを活用することにより，平均正答率だけでは

把握できない，学校や学級全体の課題の傾向や，個々の児童生徒が理解していない可能性が高

い設問を見つけ出すことができる。」38と文部科学省から説明されている。ところが、この S-P 表で

は、全国学力・学習状況調査のアンケート調査が使用されていない。先程見たように非認知能力

への働きかけから学力向上へ繋げる事が出来るのであれば、アンケート調査を活用する事で、学

習指導と生活指導の結び付きを明らかに出来れば、生活指導から学力向上へのアプローチ、逆に

学習指導から生活習慣改善へのアプローチというように、相互に業務が関連し、連携が可能になる

事からも、教員の業務削減に繋がる可能性もある。 

 

地域の学習能力の向上では、保護者の協力が不可欠となる。また、これまで見てきたように、体

験学習などを通した児童・生徒が勉強をしたくなるような動機付けを行う場所や機会として、地域住

民の協力も不可欠である。全国学力・学習状況調査データに基づいた非認知能力向上の為の方

法論を、保護者から行われる躾や地域の方々から提供される体験学習の場などにおいて実践して

いく事で、勉強そのものをするように促す必要もなく、学力が向上していく事が期待される。 

 

このような視点を踏まえつつ、まず、ベースとなる全国学力・学習状況調査におけるテスト結果と

アンケート調査結果を用いた相関分析などを行い、成績と生活習慣の関連性から、どのような生活

習慣モデルが学力向上に繋がるかを検証する必要がある。分析方法は、第 2 回作業部会で示さ

れた通りであるが、その結果を可視化する事で、よりその関係性を掴みやすくなる。 

 

                                            
 
37 学校/学級別解答状況整理表（S-P 表）の活用方法について 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/1409618.htm 
38 学校/学級別解答状況整理表（S-P 表）の活用方法について 

http://www.mext.go.jp/component/a menu/education/micro detail/ icsFiles/afieldfile/2018/09/28/1409621 1.p

df 
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図表 101 成績とアンケート調査の可視化（案） 

 

 

図表 101 では、●（青）ノードが各生徒、●（赤）ノードがアンケート調査項目を表しているのだ

が、このように成績とアンケート調査項目を可視化する事で、どのような項目が成績優秀者に共通

しているのかなど、様々な関連性が見えてくる。 

 

例えば、このような関連性をアプリで活用する事を検討してみると、 

導入部分①：自己発見アプリ（無料） 

自己の生活習慣を他者（成績上位者）と比べることにより、改善点の自己発見を促す。 

導入部分②：不得意箇所発見アプリ（無料） 

科目試験の正誤の元に誤解答の設問に対して、難易度を下げた追加の設問を出題する仕組

みを作る。さらに誤解答であった場合は、さらに難易度を下げた設問を出題する。これにより

理解度がどこで止まっているかを確認することが出来るようにする。 

課金部分：個別学習アプリ（有料） 

誤解答に対してのみ、1 回 15 分程度の短時間ワンポイント・レッスンの提供を行う。事前に不

得意箇所を発見している事からも、指導時間を短くする事が可能となり、安価な学習アプリとし

て提供可能。 

というようなものが考えられる。 

 

作業部会でも確認された全国学力・学習状況調査データの価値として期待されたものは、 

① 教育指導的な観点から「現場の教員の振り返り」への利活用 

② 事業化の観点から「教育に熱心ではない層へのアプローチ」への利活用 

③ 行橋市の観点から「地域の学習能力の底上げ」 
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というものであった。上記のようなアプリは、 

① 現場の職員の振り返り部分として、不得意箇所を児童・生徒と教員が共有出来れば、理解出

来ていなかった原因を探る時間を削減し、その原因を取り除く事に注力出来るようになる為、

児童・生徒・教員ともにストレスを軽減し、時間の短縮も実現する事が出来る。また、不得意箇

所の発見アプリで複数の児童・生徒が同じ個所で躓く場合は、学校側としても注力すべき個

所が明確になり、学力向上に繋がる直接的な施策を採用しやすい。 

② 教育に熱心でない層へのアプロ―チとしては、アプリの形式を採る事で、費用を安価が安価

に抑えられ、かつ、不得意箇所発見アプリまでを無料にしておく事で、経済的に学習塾などに

通わせる事が難しい家庭でも導入しやすい。また、不得意箇所を発見してから、個別学習ア

プリへの導入である為、指導時間の短縮が可能であり、教育に熱心でない層にとっても、手に

取りやすいものになる。更に、児童・生徒が自分自身の生活を見直す事で、学力向上に資す

る生活習慣の改善を促す事になれば、学力という教育に熱心ではない層でも、利用価値を見

出す事が出来る。 

③ 地域の学習能力の底上げは、平均点ではなく、最低点を引き上げたいという事であった事か

らも、不得意箇所の原因を明らかにし、学習状況に合わせた設問で反復学習する事で学力

の底上げにも繋がる。 

というような形で、作業部会での議論にも対応していく事が可能であろう。 

 

以上のように、全国学力・学習状況調査のテストの結果やアンケート調査結果から相関分析を行

い、そこから導き出される生活習慣モデルも活用する事で、学校・家庭・地域、それぞれの視点か

ら求められる部分にアプローチする事が可能になると考えられる。 
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VI. まとめ 
ここまでの検証内容を整理する。 

まず、オープンデータ化の観点から見ると、以下の点を克服しなければ、全国学力・楽手状況調

査データ及びアンケート調査データのオープンデータ化は困難である。 

1. 庁内・地域の理解 

現時点において、庁内や地域への理解が十分とは言えず、啓蒙活動を通し、理解が十分に得ら

れたと言える状況に至らなければ、無用なトラブルを生じる恐れがある。特に児童・生徒数が少な

い学校や地域では個人が特定されてしまう可能性があるなどの懸念があり、そうした懸念を払拭出

来るような条件を整えなければならない。 

2. 条例整備 

行橋市では、多くの個人情報に関連した条例が制定されているが、全国学力・学習状況調査で

取得された個人情報を非識別加工情報として扱う為に適切な内容となっていない。 

各条例において、追加、修正すべき点を挙げる。 

 行橋市個人情報保護条例・施行規則等 

 非識別加工情報の定義 

 個人情報ファイル簿の公表 

 非識別加工情報の利用に関する公募 

 個人情報ファイル簿を確認した民間事業者の提案 

 提案に基づく審査（審査会による調査、審議等を含む） 

 提案のあった民間事業者との利用契約の締結 

 加工に要した手数料の算定 

 非識別加工情報の提供 

 行橋市情報公開条例・施行規則等 

 変更は必須ではないが、非識別加工情報の運用ルールを情報公開条例で定めること

も考えられる。 

 行橋市情報公開・個人情報保護審査会条例・施行規則等 

 提案に基づく審査を審査会による調査で実施する 

 市長（行橋市教育委員会）が保有する個人情報の保護に関する規則及び市長（行橋市教

育委員会）が保有する情報の公開等に関する規則 

 個人情報保護条例・施行規則に準ずる 

 行橋市立小・中学校個人情報取扱規程 

 個人情報保護条例・施行規則に準ずる 

3. 手続き 

 利用目的を明示して申請するという方式が議論されたが、データ内容が詳細に分からない状況

で利用目的を定める事は、非常に難しいという意見が多数であった。よって、利用しやすい手続き

方法を構築しなくてはならない。 
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4. データ品質 

 非識別加工を行う際に、データの品質がきちんと担保されるのかどうかが明確ではなく、品質が

担保されない場合にはその利用価値が大きく毀損される。 

 

 次に、データ利用の観点から見る。以下のように利用シーンによってはデータ利活用が可能であ

ると考えられる。 

① 教育現場 

 庁内において、全国学力・学習状況調査データとアンケート調査データを分析し、可視化する事

で、教育現場での活用が期待出来る。SP 表のように苦手分野の振り返りを行うだけでなく、児童・

生徒の個性や性格に応じた指導方法の実現が期待出来る。 

② 新規事業創出 

 オープンデータ化が難しい以上、新規事業創出は困難であると言わざるを得ない。但し、教育現

場で活用出来る可視化ツールやアプリケーションの開発に限定すれば、新規事業創出の可能性

はある。 

③ 地域の学習能力の底上げ 

 作業部会において、学力向上の為には動機付けが必要であり、動機付けの為に体験学習など

の有用性が示された。実際に体験学習などを実施するにあたっては、どのような内容のものが学力

向上に資するものになるのか、多くの児童・生徒に興味を持ってもらう事が出来るのかというような

事を検討しなくてはらない。こうした検討を行う際に、全国学力・学習状況調査データ及びアンケー

ト調査を利用する事で、より学力向上という目的に合致した体験学習などの実施が可能になる事が

期待出来る。 

 

 以上のように、全国学力・学習状況調査データ及びアンケート調査データについて、現時点での

オープンデータ化は困難と言わざるを得ない。しかし、庁内に限定すれば、活用可能な領域が存

在する事が示唆される。よって、今後、そうした領域において全国学力・学習状況調査データ及び

アンケート調査データの利活用の検討が進む事が期待される。 
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2.2. 事業化が望まれる先行自治体の追跡調査の実施 

2.2.1. 実施概要 

我が国におけるオープンデータの取組みの本格化は、2012 年に高度情報通信ネットワーク社

会推進戦略本部（以下、IT 戦略本部）によって「電子行政オープンデータ戦略」が策定されたこと

に端を発し、2013 年 6 月 14 日には、「世界最先端 IT 国家創造宣言」が閣議決定され、政府一丸

となって公共データの活用のための環境整備を推進してきた。また、同年 10 月 29 日には各府省

情報化統括責任者（CIO）連絡会議名義において、「日本のオープンデータ憲章アクションプラン」

を決定した。政府による方針が明示されたことで、自治体でもデータカタログサイトの開設が始まる

きっかけとなった。2016 年 5 月 20 日には、「世界最先端 IT 国家創造宣言」の改定と合わせ、

「【オープンデータ 2.0】官民一体となったデータ流通の促進」を発表している。翌 2017 年に「世界

最先端 IT 国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」として制定されるに至り、この基本計画

の中で、「平成 32 年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率 100％を目標に推進」 39す

ることが明示されている 。このように、オープンデータの活用に対する機運が高まっている一方

で、オープンデータ対応に苦心している自治体も見受けられ、2018 年 9 月に実施された、内閣官

房 IT 総合戦略室による全自治体調査においては、市区町村単位でのオープンデータ取組率は

約 20％に留まっていることが報告されている 40。 

そこで、地方行政におけるオープンデータの取り組みの実情と推進拡大における課題点を、オ

ープンデータ推進において先行していると目されている自治体の現状から整理することで、今後取

り組みを推進しようとしている自治体に参考となるように取りまとめた。 

調査の手順を以下に示す。 

図表 102 調査の手順 

 

以降、それぞれの項目について、具体的な実施内容を述べる。 

  

                                            
 
39 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室：世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital_sengen_honbun_2018.pdf 
40 内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室：地方のオープンデータの取組状況について

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/opendata_wg_dai6/odwg_siryou3-1.pdf 
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図表 107 ヒアリングシート 
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IV. 調査結果 
自治体へのアンケート調査、及びヒアリングの調査結果を示す。 

 

●自治体におけるオープンデータ推進状況（アンケート調査より） 

 

図表 108 オープンデータの推進 公開状況について 

 

 

今回、ご協力いただいた自治体のうち、67％において、オープンデータの推進方針を、ホームペ

ージなどを用いて公開しているとの回答を得た。また、公開している自治体（18 自治体）において

は、全ての自治体が「オープンデータの取組みの目的」を明示しているとの回答を得た。 
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図表 109 オープンデータに対するニーズの把握状況 

 

 

オープンデータ推進に関する、事業者や住民のニーズについては、27 自治体の過半数の 15

自治体で、把握のための調査を実施しているとの回答を得た。具体的には、多くの自治体がアンケ

ートやヒアリングなどの手法を用いているが、一部では、Web フォームでの受付や SNS を用いた把

握など、よりコンタクトのしやすい方法を模索していることが伺える。 
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図表 110 公開しているデータジャンルと重点ジャンル 

 

 

回答のあった全自治体で、防災関連データを公開している。防災関連データについては、重点

として取り上げた自治体も多かった。これは、昨今の地震や浸水被害といった気象災害の増加に

起因していると考えられる。ハザードマップなどの公開を含め、自治体は住民の防災意識啓発の

取組みを日々行う中で、オープンデータの活用も併せて進展することが期待される。 

また、その他ジャンルのデータ公開も満遍なく実施されている回答状況であったが、「都市計画・

土地利用」については、やや公開自治体が少なくなっている。「その他」と回答した自治体は 11 自

治体あり、その内容は、「財政、税金」、「暮らし、子育て」、「文化・スポーツ」、「気象情報」、「被災

情報」、「広報、議会関連」と多岐に渡る。 
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図表 111 データの公開方法 

 

 

27 自治体のうち、自治体独自のホームページなどで公開しているのは 7 割以上に上る。一方

で、県の総合サイトなど、外部サイトを利用した公開は 3 割強（10 自治体）となっている。現在では

各自治体のホームページ整備も進んでいるが、自治体の規模により、ホームページの整備・更新

状況には差が見受けられる。今後、全自治体がオープンデータに積極的に取り組んでいくために

は、公開環境と言う面での支援も必要となる可能性がある。 

 

図表 112 オープンデータの閲覧数とダウンロード傾向 

 

 

データの閲覧数については約 4 割の自治体で、データのダウンロード数については、約 5 割の

自治体で把握されていない。また、閲覧数、ダウンロード数それぞれ、「増加」と回答している自治

体が 2 割強ずつ存在しているものの、同数程度以上に「横ばい」と回答している自治体が存在す

る。今後、事業者や住民によるオープンデータの利活用を促進するためには、まず傾向を正確に

把握し、ニーズに応えられる体制を整える必要があると考えられる。 
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図表 113 今後のデータ公開の方針 

 

 

回答頂けた自治体は全体的に、今後の公開データ拡充を検討している自治体が多いという結

果になっている。一方で、少数ではあるが、「現状維持」や「精査の上で削減」を予定している自治

体も存在した。この結果に関しては、オープンデータの取組みがまだ黎明期であることを示してい

ると共に、前頁に記述した、“傾向の把握”が行き届いていないことも一因として考えられる。 

今後、オープンデータの取組みが成長期・成熟期と進展するにつれて、公開データの見直しな

どが発生するものと考えられる。 

 

図表 114 オープンデータ推進担当部署の現状 
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今回、各自治体におけるオープンデータ推進主管部署へのアンケートを実施したが、部署の実

態として、「他業務を兼任している」部門が大多数である実態が分かった。オープンデータ推進を

主業務としている自治体は比較的大規模であることが見受けられ、中小規模の自治体において

は、職員一人あたりの業務兼任率が高まっていると推測される結果となった。 

 

図表 115 オープンデータに関する教育状況（担当職員向け） 

 

 

外部セミナーへの派遣や他自治体の視察、外部との意見交換などによる担当職員教育を実施

している自治体が多く、教育が進みつつある現状を示している一方で、職員個人に任せているとし

た自治体も存在する。オープンデータ伝道師などを中心に研修などに積極的に取り組んでいく必

要があると考えられる。 
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図表 116 オープンデータに関する教育状況（全庁職員向け） 

 

 

全庁向けの教育においては、外部講師による講習会の開催が最多回答となった。一方で、特に

教育を実施していないとの回答は、担当職員向けよりも多く、3 割弱に上る。データ公開に至るまで

にはデータ所管部門の協力が不可欠であり、オープンデータの取組みに対する職員理解を醸成

するためには、全庁向けの教育も積極的に取り組んでいく必要があると考えられる。 
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図表 117 住民向け啓発活動 

 

 

住民向けのオープンデータ推進に関する啓発活動は、広報紙や市のホームページなどを活用

した情報公開がメインとなっている現状が見受けられる。近年、住民参加型の施策として、アイデア

ソンやハッカソンを実施する自治体も多々見られ、より住民を巻き込んだ取組みを模索する自治体

が増加していることを示している。 

一方で、住民向けの活動を特に実施していない自治体も 3 割弱存在している。オープンデータ

の取り組みを始めたばかりであるなど、今後の運用・推進体制を模索している自治体も少なからず

存在する結果と言える。 
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●今後のオープンデータ推進に関わる課題（ヒアリング調査より） 

図表 118 事業者や住民からニーズとして寄せられた声 

 

 

この結果を見ると、主に公開されるデータコンテンツとしての拡充についての要望が多いことが

分かる。特に、住民からの要望では、イベントや文化財といった、自身の興味に関する情報を具体

的に要望していると考えられる。 

一方で、具体的なニーズは特に無いと回答した自治体も一定数存在し、4 割弱の自治体では具

体的な事業者ニーズはない、との回答となっている。 

また、ニーズを把握する手段を講じていないため、現時点では特に把握できていないとの自治

体も 1 件存在したが、今後把握手段の検討予定としての回答となっている。 

 

図表 119 オープンデータ開始年度 
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オープンデータ公開を開始した時期は、各自治体様々であった。その他については、データ主

管部署が独自に開設したという回答であった。その中でも、2014 年度、もしくは 2016 年度から開

始した自治体が多いが、この 2 年度については、前年度にそれぞれ以下の動きがあり、それに追

従する形で公開に踏み切ったものと想定される。 

・ ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会の設立（2013 年 4 月） 

・ 地方公共団体オープンデータ推進ガイドラインの公開（2016 年 2 月） 

このことから、政府などによる指針の周知、また先進的な他自治体の取り組みが、後発の自治体

の活動を推進するために不可欠であると言える。 

 

図表 120 現在公開しているデータ形式（複数回答可） 

 

 

公開しているデータジャンルとして、統計データを回答した自治体が大多数であったように、csv

ファイルと xls（xlsx 含む）ファイルを公開している自治体が多い（共に 8 割強）。また、pdf ファイルも

6 割以上の自治体で公開しているとの回答となった。（但し、本調査においては、データフォーマッ

トは設問に含んでおらず、各自治体が保有するデータフォーマットは統一されていないことが想定

される。政府事業により、推奨データセットに対するオープンデータフォーマット標準例としてデー

タ項目を提示されているが、各自治体の対応状況は改めて調査が必要である。） 

なお、事業者などによるサービス開発の際にオープンデータを利活用する際には、フォーマット

の統一された、面的なデータが必要となることから、近隣自治体で共通のフォーマットを検討するな

どの活動が、今後のデータ利活用を進展する上で必要であると考えられる。 
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図表 121 庁内の関連部門数 

 

 

オープンデータを推進する上で関連する部門は、各データを主管する原局原課をはじめ多岐に

亘り、25 部門以上との回答も 2 自治体より得ている。また、その他として分類しているが、庁内の全

部門が関係するとの回答も見受けられ、全庁一体となって取り組む姿勢を打ち出している自治体

が増えていると推察される。 

 

図表 122 オープンデータを推進する為に解決すべき課題の重要度 
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各自治体において、これまでオープンデータの取組みを推進してきた中で、「ヒト（人材やスキル

など）」、「ジカン（業務負荷など）」、「カネ（予算割当てなど）」の観点で、どのような順番で課題を感

じたかを調査した。この回答に際し、「ヒト」に関する課題を第一に取り上げる自治体が圧倒的多数

であり、理由として、「オープンデータに対する理解を得られにくい」と言う点が挙げられた。 

一方で、「カネ」に関する課題については、「限られた予算内で、できる範囲のことを進める」とい

う声が多く、重要視されていないことが明らかとなった。 

以下、「ヒト、ジカン、カネ」の観点別に、具体的な課題についての内容を示す。 

 

図表 123 ヒト（人材やスキルなど）に関する課題 

 

 

ヒトに関する課題としては、職員の理解を課題として挙げる自治体が多い。更に、職員理解が進

んでいないことにも起因するが、取り組みを推進する業務が、担当職員にのみ紐づいてしまってお

り、人事異動が発生した際の後任育成についても課題として挙げられている。 

また、担当者が専任である自治体は少ないことから、自身の他業務を含め業務過多に陥ってい

る現状も散見される。 
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図表 124 ジカン（業務負荷など）に関する課題 

 

 

先の課題と重複するが、原局原課でのデータ加工などに対して、通常業務とのバランスを課題

視する自治体が多い。また、データ加工以外にも、職員の理解の醸成やデータ公開に向けた調整

において時間を要するとの回答が見受けられる。 

一方で、この課題に対しては、特になしとの回答が半数程度であり、ヒトの課題に比べると優先

度は低く捉えている自治体が多いようである。 

また、ある自治体からは、「オープンデータ化のスキームを以下に通常業務に組み込むかを検

討している」との回答も挙がっており、効率化に向けた動きも今後期待されるところである。 

 

図表 125 カネ（予算割当てなど）に関する課題 
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この課題に対しては、予算確保の困難さを挙げる自治体が大多数であった。「公開の仕組みを

構築する予算が十分に確保できない」という回答が最多であったが、これは、「オープンデータ化を

進めた先で、どのようにデータ活用を促進していくべきか」までを明確に定義できていないことがで

きていないため、予算化が難しいと言う現状を示しているのではないかと考えられる。 

今後、オープンデータ利活用の出口検討が進展することが期待されるが、その中で事業者や住

民のニーズをどのように把握していくかが重要であると言える。 

 

図表 126 今後公開を予定しているデータ 

 

 

今後公開を予定しているデータについては、「政府推奨データセットを当面の方針としている」と

の回答が複数自治体より挙がった。また、データセット名の記載はなかったものの、「Shape ファイ

ルの公開を検討している」と回答した自治体もあった。 

具体例として挙がった項目からは、主に住民向けサービスやアプリケーション開発の進展を自治

体が期待しているものと推察される。 
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図表 127 今後実施したい取り組み 

 

 

今後の推進施策として、明確に取組み内容を設定している自治体が回答の 7 割程度となった。

（17 自治体中、11 自治体） 

主な施策としては、「職員教育の強化」に対する回答が多く見られ、まずは教育を通じて「ヒトに

関する課題」を解決することに重点を置いていることが想定される。 

その他、公開データセットの拡充については、前問の公開予定と合わせ、観光関連のデータや

画像データの拡充という回答があった他、公開するデータ形式の拡充を検討したいとの回答もあっ

た。利活用促進についての検討と合わせて、より活用しやすい・されやすいデータ公開を模索する

意図と期待される。 
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V. 総括 
本調査の結果より、基礎自治体におけるオープンデータの取組みの現状と推進に際して直面し

ている課題を整理すると以下の通りである。 

 

【オープンデータの取り組みの現状について】 

 オープンデータ推進にあたり、方針や目的を明示している自治体は 7 割弱であり、積極的に

公開している、重点的に取り組んでいるデータジャンルは、防災関連情報を挙げる自治体が

多数を占めている。 

 直近 1 年間での閲覧数／ダウンロード数は 2 割強の自治体で増加傾向にあるが、傾向を把

握できていない自治体が、それぞれ 4 割程度に上る。 

 今後は公開ジャンル、データセット共に拡充したいという意向が大多数ではあるが、一部自治

体では、見直しの上で精査を図るフェーズに入っている。 

 推進に際しての主管部署を各自治体設置しているが、専任組織・専任職員である自治体は 1

割弱に留まる。 

 担当職員に対する教育は、外部セミナーへの派遣などを含め、取り組まれている自治体が多

いが、１割程度の自治体では、職員個人に任せているという実態が明らかになった。 

 主管部門以外の職員に対する教育・啓発活動としては、外部講師による講習会や、担当職員

による部門横断の勉強会などを実施している自治体もあるが、25％程度の自治体において

は、特に取り組んでいない。 

 住民向けの広報・啓発活動については、広報紙などを活用した情報公開を行っている自治体

が 6 割に上った一方で、25％程度の自治体が、特に施策を講じていないとの結果になった。

ただし、アイデアソンやハッカソンなどの住民参加型施策への取組みも進展しており、今後、

他の自治体においても展開されることが望まれる。 

 

【今後の推進における課題】 

 取組み推進における課題は「ヒト」に関する課題が重要視されており、原課の理解を深める必

要がある。これは、「ジカン」に関する課題感の解決にも繋がる。 

 「カネ」に関する課題の重要度を高くなく、できる範囲で進めるという取組み方が求められる。 

 今後の取組みをより一層加速させるためには、データセットなどの拡充や職員教育によるオー

プンデータへの意識改革も大事であるが、ニーズをきちんと把握して利活用を促進することが

重要である。 

 

【自治体規模による主な課題の違い】 

中小規模自治体では、主管部門の業務兼任が目立ち、専任組織・専任職員の確保が難しいこ

とが分かる。そのため、専任組織化するなど、検討を十分に行える体制を整備する、もしくは、兼任

でも十分に検討にあたれるように、さらなる業務効率化を図る、などの解決施策が望まれる。 
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一方で、大規模自治体になると、専任組織を設けている自治体もある程度見受けられるものの、

部署数や職員数の多さに起因する、データ公開までの調整の難しさが主な課題として挙げられ

た。従って、前述した通り、全庁職員向けの教育などを強化し、庁内全体でオープンデータに取り

組んでいくという意識の醸成が望まれる。 

 

＜中小規模自治体＞ 

 推進主管としての専任組織化の必要性 

 検討からデータ加工・公開の実作業までの工数確保 

 データ公開方法や仕組みの構築 

 

＜大規模自治体＞ 

 データ公開までの調整プロセスの簡略化 

 

【課題解決に向けて】 

今回の調査対象とした自治体のように、既に一定の取組みを実施している自治体においては、

これまでの取組みおよび今後の計画を着実に継続・実行していくことが求められる。 

一方で、これからオープンデータを推進していこうという自治体に対しては、今回の調査を通じて

明らかになった課題の対策を事前に検討すると共に、以下のような支援を強化していくことで、スム

ーズに推進できる環境を、政府取組みなどを交え整えることが期待される。 

更に、データ公開以降のデータ利活用を促進するためにも、内閣官房情報通信技術（IT）総合

戦略室 42より報告されているような、活用事例の表彰など、活性化に向けた方策の検討と実施が期

待される。 

 

  

                                            
 
42 https://cio.go.jp/opendata100 
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2.3. 官民対話の実施 

2.3.1. 実施概要 

官民データ活用推進基本法（平成 28 年法律第 103 号）においては、都道府県には官民データ

活用の推進に関する基本的な計画の策定義務が定められたが、自治体においては、あくまで「努

力義務」となっており、自治体によってその取り組み状況は様々である。具体的な取り組みの例とし

て、埼玉県戸田市は、江戸時代から江戸の近郊地域として栄え、現在では市民は若いファミリー層

が多く、子育て世帯に大事な子供の教育環境が充実している都市であるが、更なる魅力ある街づ

くりの取り組みの一つとして、市の暮らしに関する情報（人口密度、世帯人員、公共交通機関の利

用状況、教員数など）をオープンデータ化している。 

図表 128 戸田市のオープンデータサイト 43 

 

 

                                            
 
43 https://www.city.toda.saitama.jp/site/opendata/ 
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また、市が保有するデータのうち、他にも民間ニーズがあるデータを把握し、積極的に公開する

ために、平成 29 年度の経済産業省事業では、戸田市内で地域課題を共に考え、共に解決してい

くための活動を行っている Code for TODA と連携し、地域の課題、課題を解決する手法、解決に

利用できるデータなどについて、アイデア出しを行うイベント（アイデアソン）を実施するなど、オー

プンデータ活動の機運を高めている。このように、自治体におけるオープンデータの取り組みを可

能な限り負担なく実施していくためには、官民協働により、地域をよりよくするために必要なこと共に

考えて、民間ニーズがあるデータを自治体に伝えるとともに、提供されたデータを用いて民間が形

にするサイクルを継続的に実施することが効果的な手法の一つである。 

以上の観点から、異業種・世代間交流の促進を取り入れて、更なるオープンデータ活動の機運

を高めるために、平成 29 年度に戸田市で実施したアイデアソンで創出されたアイデア、及び新た

な地域課題などの解決を実現するためのアプリケーションを作成し、地域に展開するための官民

協働の場を設定した。  

図表 129 実施の手順 

 

 

以降、それぞれの項目について、具体的な実施内容を述べる。 

  





155 

図表 132  e-Toda オープンデータ・ハッカソンのチラシ 

 

また、戸田市と調整し、本イベントで使用するデータとして、以下を提供頂いた。 

図表 133 戸田市提供データ一覧 
· 市役所・支所 [CSV 形式／3KB] 

· 健康・障害・福祉施設 [CSV 形式／3KB] 

· 教育関連施設 [CSV 形式／14KB] 
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· 消防 [CSV 形式／2KB] 

· 文化・スポーツ施設・公園 [CSV 形式／3KB] 

· 公園(いいとだパーク) [CSV 形式／29KB] 

· 子育て関連施設 [CSV 形式／6KB] 

· 公民館等 [CSV 形式／4KB] 

· 避難所基本情報[CSV 形式／7KB] 

· いいとだスポット[CSV 形式／5KB] 

· その他公共施設[CSV 形式／6KB] 

· Toco バス[CSV 形式／8KB] 

· 避難所基本情報定義書[Excel 形式／39KB] 
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i. 個人課題出しワーク 
個人で身の回りの関心毎と、必要なデータから、どのようなサービスができるかのアイデア出しを

行った。 

 

図表 136 個人課題出しワークシート 
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ii. 個人アイデアの作成 
上記の個人課題出しワークを基に、具体的な課題解決のアイデアをアイデアシートに書き出し

た。 

 

図表 137 アイデアシート 
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iii. 個人アイデアの評価 
上記で作成したアイデアシートをテーブルに並べ、参加者が各テーブルを回り、共感できるアイ

デアに対して、一人当たり上限 5 つまでで☆印を記入した。 

 

 

iv. ハッカソンで開発するアイデアの決定と開発に向けての精査 
 上記で☆印が多かった 5 つのアイデアについて、ハッカソンで開発することと決定し、参加者が 5

チームに分かれて、それぞれのアイデアについて深掘りするための議論を行った。 
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v. アイデアソン成果 

図表 138 アイデア①：街のうつりかわりマップ 
【チーム名】 

チーム MOTOSOKO 

 

【アイデア概要】 

過去から現在に至るまでの公共施設

（学校、図書館、公園など）の写真をジ

オコーディングして、旧版地図に重畳・

可視化することで、戸田市の魅力の再

認識/新たな発見に繋げるアプリケー

ション。 
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図表 139 アイデア②：toco バスなび 
【チーム名】 

バスチーム 

 

【概要】 

戸田市内を走る巡回バス（toco バ

ス）の利用を促進するために、停留

所情報、時刻表（GTFS 形式）、施設

（病院、スーパーなど）を活用して、

最適な経路探索機能やバスの待ち

時間を可視化するアプリケーション。 
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図表 140 アイデア③：興味でつながる共同体 
【チーム名】 

地域コミュニティ 2.0 

 

【概要】 

市民の様々な関心毎/興味など

を共有し、従来のような住んでい

る地域ではなく、共通の興味を持

つ者同士が交流できるコミュニテ

ィ創出を支援するアプリケーショ

ン。 
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図表 141 アイデア④：やさしい社会 
【チーム名】 
チーム安心、安全 
 
【概要】 
市内の気象情報、人の流れ、公

共施設などをジオコーディング

して街の様子を可視化するとと

もに、音声やチャットボットなどを

活用して、誰でも簡単に必要な

情報を得ることができるアプリケ

ーション。 
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iii. ハッカソン成果 

図表 145 【追加アイデア】：リアルタイム災害対策アプリ 
【チーム名】 

チーム disaster 

 

【概要】 

被災時に、避難所で必要となる

避難物資と、避難物資などを提

供する側のマッチングを行うこと

ができるアプリケーション。 
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図表 149 グラフィックレコード① 

 

図表 150 グラフィックレコード② 

 

  



169 

IV. 総括 
戸田市の取り組みは、「民間ニーズがあるデータを行政に伝え、提供されたデータを用いて民間

が形にするサイクルを確立することで、具体的な活動を促す」ことであり、そのために、多様なステ

ークホルダーが協働する場として、戸田市の課題を共有するアイデアソン、及び課題解決のため

のアプリケーションを制作するハッカソンを実施した。 

e-Toda オープンデータ・ハッカソン 3 日間の開催を通じて、延べ 90 名以上の参加があり、特徴

的であったのは、自治体や市民のみならず、市外からの参加、SE・プログラマーなどのエンジニア

も多数参加したことで、異業種交流・世代間交流が生まれ、短期間で創出されたアイデアを精緻化

することができた。また、アイデアの具体化にあたっては、戸田市から、参加者からの要望が高かっ

たデータ（バスの時刻表など）について、開発のし易さの観点から、機械判読可能な形式（GTFS

形式 45など）で提供いただくことで、短期間での開発を行うことができた。このことは、「官民の多様

なステークホルダーが協働して地域の課題解決に取り組む（ニーズを共有にする、データを出し合

う、共に創造する）ことが重要であるとともに、継続的に実施することで具体化できることを示してい

る。そのためには、自治体、地域コミュニティ（Code for TODA など）、業種・世代を超えた市民など

の連携が効果的な手法の一つである」ことが明らかになったと言える。 

  

                                            
 
45 General Transit Feed Specification：公共交通機関の時刻表と地理的情報に関するオープンフォー

マット。 
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2.4. 自治体 DX 推進会議 2019 の実施 

2.4.1. 実施概要 

I. 背景 
経済産業省では、行政手続きにおける大量の書類作成、複雑な手続きや長い待ち時間が国

民・事業者にとって大きな負担となっている状況を踏まえ、デジタル化を進める事で、ユーザーフレ

ンドリーな行政サービスを実現する事を目指し、「行政からの生産性革命」の実現を目指すデジタ

ル・トランスフォーメーション（DX）を推進している。このような取り組みは国だけでなく自治体の協力

が必要であり、社会課題の解決に資するデジタル技術を有する企業・団体との連携も必要であり、

広く社会で共有していかなければ前に進まない。そのような事から、企業・団体・政府・自治体職員

の交流を通じたコミュニティ創出を図る為のイベントとして「DX Days 2019」が企画された。 

「自治体 DX 推進会議 2019」は、「DX Days 2019」の一環として位置付けられており、本事業

で関わった自治体・事業者・学識者が、今年度行った検討内容について、課題や成果を共有する

機会として期待された。 
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II. デジタルトランスフォーメーション 
一般的に DX は、2004 年、スウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が提唱した

「IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念であると言われて

いる。46 

また、DX は、GovTech47の中核をなすものでもあり、ユーザーフレンドリーな公的サービスの創

出のみならず、担い手の減少が懸念される地方自治体での行政業務効率化を実現し、行政サー

ビスを量的・質的に確保すると共に、自治体とそこに住む住民や企業が共に考え、共に解決してい

くという官民協働の幅を広げ、サービスが創出されていく事も期待されている。 

  

                                            
 
46 Eric Stolterman, Anna Croon Fors. “Information Technology and The Good Life”. Umeo University. 

http://www8.informatik.umu.se/~acroon/Publikationer%20Anna/Stolterman.pdf 
47 政府(Government)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた言葉。公的サービスをテクノロジーの力でより良い

ものにしようとする事。 
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14:30 - 14:35 

主催者挨拶 

経済産業省商務情報政策局 審議官（IT 戦略担当） 

吉田 博史 

14:35 - 14:55 

基調講演：デジタルトランスフォーメーションについて 

内閣官房政府 CIO 上席補佐官 兼 経済産業省 CIO 補佐官 

平本 健二  

14:55 - 15:00 

事業報告：オープンデータ事業報告 

一般財団法人日本情報経済社会推進協会 

松谷 豊 

15:00 - 15:15 

表彰式：e-Toda オープンデータハッカソン表彰 

「地域コミュニティ 2.0」 受賞及び報告 

「toco バス地域情報なび」 受賞及び報告 

総評： 

戸田市役所 総務部次長兼情報政策統計課長 

（総務省地域情報化アドバイザー） 

大山 水帆 

15:15 - 15:30 休憩 

15:30 – 15:50 

講演１：オープンデータ推進の面的展開と事業機会の創出 

     名古屋大学 大学院情報研究科 准教授 

     遠藤 守 

15:50 – 16:10 

講演２：英進館での事例紹介 

     英進館ホールディングス株式会社 代表取締役社長 

     筒井 俊英 

16:10 - 16:30 

第 1 部ワークショップ成果報告 

モデレーター：一般財団法人日本情報経済社会推進協会 常勤理事 

坂下 哲也 

登壇者：10 名（ファシリテータ 5 名、グループ代表 5 名） 

16:30 - 16:35 

総評：自治体 DX 推進会議報告 

内閣官房政府 CIO 上席補佐官 兼 経済産業省 CIO 補佐官  

平本 健二  
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2.4.2. 第 1 部 自治体ワークショップ 

自治体ＤＸ推進会議は 2 部構成となっており、第 1 部では参加者を自治体職員に限定し、「電

子申請」「人材確保」「子育て・福祉」「インフラ」「ＭａａＳ」というテーマにおいて、自治体がＤＸを進

める為の課題と取り組みの方向性の整理を行うとともに、今年度の検討や成果の共有も行った。 

経済産業省では、ＤＸへの取り組み方針として、「これまでの、文書や手続きの単なる電子化か

ら脱却。IT・デジタルの徹底活用で、手続きを圧倒的に簡単・便利にし、国民と行政、双方の生産

性を抜本的に向上します。また、データを活用し、よりニーズに最適化した政策を実現」48という事

が謳われている。 

今回の自治体ワークショップにおけるテーマ設定もこうした方向性に沿うものとなっている。「文

書や手続きの単なる電子化からの脱却」として電子申請、「ＩＴ・デジタルの徹底活用」が出来る人

材を求めるとして人材確保、「国民と行政、双方の生産性を抜本的に向上」していく分野として子育

て・福祉・インフラ・ＭａａＳというテーマ設定である。 

このように、5 つのテーマにグループ分けを行い、各グループに第三者的な視点から議論を広

げて頂く役割としてファシリテーターを配置して、ワークショップを実施した。 

以下、参加者一覧及び、各グループの検討内容となる。 

  

                                            
 
48 http://www.meti.go.jp/policy/digital_transformation/index.html 
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福岡県行橋市 

北海道室蘭市 
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i. 「電子申請」検討グループ 
予算や人材に限りがある現在の状況において、デジタルの力で業務フローを最適化し、サービ

スの向上に繋げられるかという事が話し合われた。議論が進むにつれ、利用者サービスの視点に

重点を置いた議論となった。 

利用者の視点から見ると、役所自体が不便さを生んでいる。そのような状況を改善していく為に

は、まずは、BPR（Business Process Re-engineering）から始めましょうという結論に至った。つまり、

スマホなどの端末（デバイス）によって役所に出向かなくてもよいシステムに変えていく事で利便性

の向上を図る。申請に対しての許可アラートの他に、児童手当や補助が受けられるというような通

知を住民に積極的に発信していきたいとの事であった。 

図表 154 「電子申請」検討グループの検討課題及び結論 
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「電子申請」検討グループ発表の様子 
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ii. 「人材確保」検討グループ 
そもそもＩＴなどの専門知識を持つ職員が足りていないという意見が参加者より発せられ、人材育

成や研修の充実に関する議論が為された。また、各職員の知見やノウハウが引き継がれていない

など、業務の属人化に関する悩みも共有された。 

結論としては、ICT に対する苦手意識が依然として高い事から、外部及び内部において教育な

どを充実させ、ICT のメリットについて啓蒙活動を実施していかなくてはならない。庁内では、SE 出

身の人材を採用すると共に、庁内スペシャリスト制度を導入することにより、SE がなすべきことも進

めて行きたいし、ICT の本格的な導入の為に、積極的に協力してくれる職員に対してインセンティ

ブ制を導入し、士気を高める効果も狙うという事も考えられる。また、外部との連携として、企業者大

学の有識者との交流により、技術の向上も図る事も重要であるとの事であった。 

図表 155 「人材確保」検討グループの検討課題及び結論 
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「人材確保」検討グループ発表の様子 
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iii. 「子育て・福祉」検討グループ 
子育て・福祉の分野においても、「年金窓口の対応を担う人員が足りていない」とか、「生活に欠

かせない手続きが多いのに窓口の混雑が解消されない」といった声が上がり、人材不足に陥って

いる現状が述べられていた。また、地域に目を向けると、都市への人口流出による自然人口減が

止まらず、世帯消滅による空き家及び空き施設が増加しており、流出していない層を見てみると高

齢層が増大し、若年層が急激に減少していることから公立学校の統廃合、高齢者向け施設の空き

がないことが継続して続いている。これに関連して、共働き家庭が増えていることによって、預けら

れる施設も年々減少傾向にあるとの認識が共有された。また、平成 29 年度より国と自治体の情報

連携がスタートした「マイナポータル子育て OSS」49の認知度が低い。 

このような事から、ＩＣＴの基礎として「マイナポータル子育て OSS」を広める活動を行いつつ、ス

マートシティ（老人が役所に行かなくても、音声認識や役所からのリモートコントロールによって年

金を含む諸手続きが完了出来る）及びコンパクトシティ（オープンデータを進めることによって、広

域化ではなく、街集中化を狙う）を目指して行くのが理想ではないかと考えているとの事であった。 

図表 156 「子育て・福祉」検討グループの検討課題及び結論 

 

 

                                            
 
49 マイナポータル 

https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form 
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「子育て・福祉」検討グループ発表の様子 
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iv. 「インフラ」検討グループ 
まず、インフラの老朽化具合をオープンデータとして共有し、修繕に活かすアイデアが挙げられ

たが、既に取り組んだ経験のある他の参加者から、人口減少が進む中で、道路などのインフラその

ものの要不要が顕著になっており、そもそもデータ収集をどうすべきかという壁にぶつかったという

苦い経験談も共有された。勿論、工事業者の減少や維持管理にあたる自治体職員の人員確保の

難しさも共有されていた。 

そこで、道路に関しては、全てデジタル化を目指し、オープン化を進める。本格的な AI 及び

ICT を導入することによって、個人の趣向に応じたナビ案内を実施する。地方の近隣自治体が連

携して、技術のノウハウを共有するために交流を深め、個々で行っていた調達、整備、技術ノウハ

ウを共同で行い、将来的には、AI などを活用して、道路の整備などの無人化及び機械化を目指し

たいとの事であった。 

図表 157 「インフラ」検討グループの検討課題及び結論 
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「インフラ」検討グループ発表の様子 
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v. 「ＭａａＳ」検討グループ 
地方では、少子高齢化が進み、バスやタクシーなどの交通機関の確保が難しいところも顕在化

してきている。そのような環境の中で、どのように移動手段を確保していくのかという事が検討され

た。そのような意味でも、これから一番課題と期待が大きい分野である事が共有された。 

議論の結論として、「スマホ（端末機器）一つでどこへでも行け、自動的に支払いが済んでしまっ

ている状態」を目指したい。その為には、現在蓄積されている多様なデータを棚卸ししながら、整

理し、要・不要の区分けを施し、一元化する。既存のインフラがスマホを一つで移動が可能になる

ように人の流通が活発になり、物流も含め経済効果が見込める。また、人の流れが可視化される事

により、データを収集しやすくなるという未来を描いた結論であった。 

図表 158 「ＭａａＳ」検討グループの検討課題及び結論 
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「ＭａａＳ」検討グループ発表の様子 
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II. 自治体ＤＸ 行動プラン 
ここまで見てきたように、自治体職員で行ったワークショップにおいて、参加者にある程度のＤＸ

に関する項目を提示し、共感出来る項目に投票（複数回答可）をしてもらった結果をまとめたもの

が、「自治体ＤＸ 行動プラン」である。これは午後に行われた第 2 部の中で発表された。 

尚、投票の結果、得票数の多い 6 項目を選定した上で議論が行われたが、得票数が最低であ

った 3、6 番も追加されている。最低得点の項目を入れた理由は、これまで様々な改革を支援して

きたファシリテーター達による「次のステージに進むには、ここが重要」という強い思いを反映したも

のとなっている。 

図表 159 自治体ＤＸ 行動プラン 
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2.4.3. 第 2 部 自治体ＤＸ推進会議 

I. 会議内容 
第 2 部として行われた自治体ＤＸ推進会議には、90 名の来場者があった。内訳は、自治体職員

が 32 名、ファシリテーター5 名、講演者 3 名、一般来場者が 50 名となっている。 

まず、経済産業省商務情報政策局審議官の吉田博史より開会の御挨拶があった。 

次に、内閣官房政府 CIO 上席補佐官兼経済産業省 CIO 補佐官の平本健二氏から、デジタル

トランスフォーメーションについての基調講演が行われた。行政手続き自体をデジタル化し、申請

情報をデータとして集めることから取り掛かり、データ交換プラットフォーム（API）を構築していく事

が述べられた。それを法人インフォメーションと連結し、オープンデータに可能なものを識別。その

データを「中小企業支援プラットフォーム」に反映し、中小企業と結ぶ「法人共通認証基盤」を通じ

て機動的支援を行っていく事が述べられた。 

一般財団法人日本情報経済社会推進協会の松谷豊からは、今年度実施された静岡県 4 市 1

町の取り組み、愛知県碧海地区の取り組み、福岡県行橋市の取り組み、埼玉県戸田市の取り組み

が紹介され、埼玉県戸田市で行われた取り組みの人である-Toda オープンデータ・ハッカソンの表

彰式が行われた。最優秀賞「市民が育てる taco バス地域情報なび」（バスチーム）と優秀賞「興味

でつながる共同体」（地域コミュニティ 2.0 チーム）が壇上で表彰されるとともに、それぞれデモや報

告が行われた。 

「オープンデータ推進の面的展開と事業機会の創出」と題して、名古屋大学大学院情報学研究

科准教授の遠藤守から講演がなされた。政府が展望する日本の未来予想図として、 

① Society 5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経

済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society） 

② IoT（Internet of Things：モノのインターネット） 

全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出

すことで、課題や困難を克服 

③ AI（Artificial Intelligence） 

必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢

化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服 

④ 社会の変革（イノベーション）≒オープンデータ 

これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一

人一人が快適で活躍できる社会となる 

という 4 つの未来を目指す事が掲げている事を紹介した。 

その取り組みの一環として、静岡 4 市 1 町のオープンデータ検討部会及びアイデアソン・ハッカ

ソンの実施及び検討部会、愛知県碧海地区における自治体職員を対象にワークショップが実施さ

れ、2020 年は道路台帳の整備を行い、API の実装を視野に作業を進めていく予定である事を述
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べた。現在実施していない地区でのアイデアソン・ハッカソンも実施し、官民協働での地域の活動

を広げていきたいと語った。 

 続いて、「２０１９自治体ＤＸ推進会議～英進館での事例紹介～」と題して、教育へのオープンデ

ータ活用について、英進館ホールディングス株式会社 代表取締役社長筒井俊英氏から講演が

行われた。英進館では AI を活用した受験者平均点や合格ボーダー点数の予測が行われており、

従来作業人員 25 名・試験当日の作業時間約 2 時間必要であったものが、機械学習の結果、作業

人員 1 名・試験当日の作業時間約 10 分まで大幅に縮減する事に成功したとの事であった。その

事から、AI を生徒に適した指導方法や教材の紹介などに活用し、教師には人にしかできない業務

の時間確保に繋げる事で、教師本来の業務に専念出来る環境作りが可能になったという。（図表

156 参照） 

図表 160 英進館での AI 活用事例 

 

 

また、学習塾には、主に教育に熱心な家庭の児童・生徒が通う為、そうした家庭の情報やデータ

は集計されているが、地域の学力向上の為には、教育に熱心な家庭以外の児童・生徒へのアプロ

ーチが必要とされる。ところが、現状では、教育に熱心な家庭以外の児童・生徒の情報やデータを

調査する方法が限られており、地域の学力向上の為にも訴求のしようがない。全国学力・学習状況

調査データがオープンデータ化されれば、教育に熱心な家庭以外の児童・生徒をアプローチし、

地域の学力向上や新たな需要の創造に繋げる事が出来るとの期待が述べられた。 
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図表 161 学習塾にとってのオープンデータの魅力① 

 
 

図表 162 学習塾にとってのオープンデータの魅力② 

 
 

  午前中に行われた自治体ワークショップの検討内容や「自治体 DX 行動プラン」が発表され

た。（詳細は、IV.自治体ワークショップ参照） 
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 最後に、総評として、平本健二氏から、GovTech50についての言及がなされた。GovTech とは、市

民及び事業者の利便性を高めるテクノロジー、及びそれを用いた活動であり、シンガポールでは

政府のデジタルラボ名が GovTech である事が紹介された。このような取り組みをモデルケースと

し、日本においても、今までの改善による積み重ねではなく、テクノロジーの進歩に合わせた変化

が必要になっている現状が示された。その上で、 GovTech を推進していく際の障壁として、 

① マインドセット 

現状維持に満足している人が大半で、自身の任期中に改革を起こしたくなく、可能であれば先送り

にしたいと考えている事。 

② 法・規制 

デジタル化を進めようとするときに、旧態依然のものであり、現状の行為に対してのミスマッチ及び

乖離が拡大している事。そして、この乖離を埋める為には、相当な時間と労力が掛かり、大きな負

担が発生する事。 

③ インフラ 

法や規制同様に適応する API がなく、それに対象となる市場も育ってきていない事。 

などが述べられた。そして、午前中に行われた自治体ワークショップを振り返り、「自治体 DX 行動

プラン」に対する期待が示された。 

  

                                            
 
50 政府（Government）とテクノロジー（Technology）を組み合わせた造語 
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II. 来場者アンケート 
先に記載した通り、第 2 部として行われた自治体ＤＸ推進会議には、90 名 の来場者があった。

内訳は、自治体職員が 32 名、ファシリテーター5 名、講演者 3 名、一般来場者が 50 名となってい

る。 

この中の 57 名がアンケートに回答しており、その集計結果は以下の通りとなっている。尚、回答

は複数回答可となっている。 

  

図表 163 来場者アンケート 1 
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参加目的を聞いた質問では、「オープンデータの取り組みに関する情報収集」を目的に来場さ

れた方が、46 名と最多であり、次いで、「デジタルトランスフォーメーション（DX）に関する情報収

集」が 39 名となった。 

図表 164 来場者アンケート 2 

 

 

講演・表彰・報告などへの満足度を聞いた質問では、事業報告及び e-TODA オープンデータ

ハッカソン表彰式の満足度が若干低いものの、総じて高い評価を得たと言える。 
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図表 165 来場者アンケート 3-1 

 

 

デジタルトランスフォーメーションの認知度を聞いた質問では、おおよその内容は知っているとい

う人が過半数を占めていた。 
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図表 166 来場者アンケート 3-2 

 

 

デジタルトランスフォーメーションへの取り組みは、取り組みがある・今後取り組んでいきたいとの

回答を合計すると、86％が取り組みに対して前向きであり、今後を期待させる結果となった。 
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図表 167 来場者アンケート 4 

 

 

午前中に自治体ワークショップが開催されていた事もあるが、オープンデータへの取り組みへの

関心の高さも考慮すると、自治体のオープンデータへの取り組み意欲の高さが感じられる結果であ

る。 
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2.4.4. まとめ 

ワークショップでは、今年度 DX に取り組んできた自治体間で意見交換がなされた。それぞれの

自治体が取り組んできた内容やその時直面した課題を共有していく中で、連帯感が醸成されてい

ったという過程を見過ごしてはならない。自治体が DX を推進していく為には、庁内における理解と

協力が不可欠となってくるが、理解が進まないと、担当者が庁内で孤立してしまう事も少なくない。

そういう経験を持つ各自治体の担当者が共通体験を話し合い、解決策を共有していく事で、大き

な力になる。単なる情報共有だけではなく、情報や経験の相互理解を進める自治体 DX 推進会議

のような取り組みは今後も継続されていくべきであろう。 

一方で、今回の自治体 DX 推進会議に対するアンケート結果を見ると、DX に対して一定以上

の知識を持つ自治体参加者が多いという結果であった。全国を見渡すと、DX への取り組みを行っ

ている自治体はまだまだ少数であり、政府が目指す Society5.0 実現の為には、新たに取り組みを

開始していく自治体が増えていかなければならない。ところが、全都道府県及び市区町村（1,788

団体）を対象に内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室が行ったオープンデータの取組状況に関

するアンケート 51によると、「オープンデータの公開・活用・普及に向けて取り組んだことがない」と

回答した自治体が 75.8％と前回調査よりは減少したものの、進んでいるとは言えない状況にある。

こうした自治体が DX への取り組みを始める為には、更なるサポートの充実も検討されなくてはなら

ない。また、同アンケート調査では、「オープンデータの効果・メリット・ニーズが不明確」という回答

が 58.6％最も多く、「オープンデータにどう取組んで良いか分からない」という回答も 37.9％と多

い。このような状況を解消していく為にはアイデアソンなどの官民連携が有用であるが、アイデアソ

ンの実施方法が分からない、もしくはアイデアソンというものを知らないという可能性が高いと考えら

れる。以上のような状況を鑑みると、既に DX を一定程度知っており、取り組んでいるという自治体

だけでなく、実施方法が分からない、かつ、効果・メリット・ニーズが不明瞭と感じている自治体をサ

ポートする必要性が求められている。 

自治体 DX 推進会議は、情報発信及び社会課題の解決に資するデジタル技術を有する企業・

団体と政府・自治体職員の交流を通じたコミュニティ創出を図るためのイベント「DX Days 2019」52

の一環として行われた。「コミュニティ創出を図る」という点を考えれば、 

• 既に取り組んでいる自治体間の連携 

• これから取り組んでいく自治体のサポートと連携 

という二つの観点を持つ事で、DX を推進していく自治体の拠り所の一つになっていく事が期待さ

れる。 

 

  

                                            
 
51 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/data_ryutsuseibi/opendata_wg_dai7/odwg_siryou
2-3.pdf 
52 https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212005/20181212005.html 
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3. 終わりに 
3.1. 全体総括 

本事業では、「小規模自治体におけるオープンデータ化の手法を確立する」ことを目的として、

自治体の抱える課題ごとに対応したオープンデータ化の促進・啓発活動を実践するとともに、民間

事業者との連携、地域ニーズに即した事業創出への展開に係る実証及び調査研究を行った。 
本事業の全体の取り組みを通じて、小規模自治体におけるオープンデータを推進するためのプ

ロセスを取り纏めた。オープンデータプロセスとして、4 つのプロセスを定義した。 
 

図表 168 オープンデータプロセス 

 

まずは、「庁内の理解者を作る」ことが重要であり、オープンデータに対する理解を醸成する必

要がある。今回の事業では、オープンデータについての職員研修を通じて実施した。公開されて

いる資料等を利用して庁内で実施することも可能あり、オープンデータ伝道師・地域情報化アドバ

イザーの支援を受けて実施することも有効である。 

次に、「地域の仲間とコミュニケーション」することである。今回の事業では、アイデアソンの実施

を通じて、地域のコミュニティとの連携や地域住民の参加による地域課題の解決が議論された。 

また、「解決策を探る」ことにより、具体的かつ効果的な実施方法を実践する。アイデアソンで出

されたアイデアを、ハッカソンを通じて具体化を図るなどの活動を起こすことが重要である。 

アイデアソンを通じてデータのニーズを把握し、ハッカソンを行うことでデータ提供しただけで終

わらずに、データが活用されるところまでを可視化することができる。 

このプロセスを繰り返し実践していくことで、オープンデータ化の好循環が生まれ、継続的にオ

ープンデータに対する取り組みを実施していく環境が整っていくことが期待できる。 
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3.1.1. 静岡県 4 市 1 町の取り組み 

 静岡県 4 市 1 町では、「隣接する複数自治体において、同一データのオープンデータ化による

面的展開と事業機会創出」することを目標として、オープンデータ検討部会の開催、事業者懇談

会（官民対話）、アイデアソン、職員向け研修を実施した。 

 隣接する複数の自治体で、共通の目標を持ってオープンデータ化を推進することに合意したこと

により、オープンデータに対する各自治体の取り組みを加速することが出来た。また、職員向け研

修を各自治体において実施したことにより、庁内でのオープンデータに対する理解がより深まり、

事業実施前よりもオープンデータ推進に対して協力を得られるようになった。 

 今回の取り組みでは、オープンデータ検討部会、事業者懇談会（官民対話）を通じて、官民協働

事業を前提としてのオープンデータ推進は、民間のニーズを把握し、それに応じたオープンデータ

を適切に推進できることが可能となることが明らかとなった。 

このような取り組みは、事例が少なく様々な展開が期待される。民間・学術機関との連携可能性

を模索し、行政・民間各々の得意なところを活かし補うことで、小規模自治体においてもオープン

データ推進が期待できる。 

静岡県 4 市 1 町の取り組みを通じて、道路台帳、道路付帯物情報をオープンデータ化は民間

からのニーズも高く、道路占有許可等の電子申請と併せて実現することにより、官民双方において

メリットが享受できる可能性があることが分かった。今後は、オープンデータ推進と行政効率化の取

り組みを実証実験等により効果検証し、静岡県 4 市 1 町では継続的な活動として定着させるととも

に、小規模自治体連携の事例として横展開していくことが期待される。 

 

3.1.2. 愛知県 5 市の取り組み 

愛知県 5 市は、これから本格的にオープンデータに取り組んでいく地域であり、これまで隣接す

る地域としてオープンデータに関する取り組みは行われていなかった地域である。しかし、愛知県

5 市に新設する地域では尾三地区オープンデータ推進会議、東三河オープンデータ、知多半島

と地域連携によるオープンデータの取り組みが既に実施されている地域である。本事業では、オー

プンデータ連携ワークショップを開催し、事業者ニーズに対する自治体のオープンデータ推進の

課題と方策を議論した。 

本取り組み及びフォローアップを通じて、愛知県 5 市と尾三地区オープンデータ推進会議が相

互に連携し、広域連携によるオープンデータ化の実現可能性を高めることに繋がった。今後は、愛

知県における広域連携型オープンデータ推進の可能性を高めるため、自治体連携の枠組みを広

げる取り組みを支援するとともに、広域連携型のオープンデータの効果検証等を行っていくことが

期待される。 

 

3.1.3. 福岡県行橋市の取り組み 

 福岡県行橋市では、市内の教育水準の底上げを実現するために、分野を絞り込んだ悉皆性のあ

るデータ（全国学力・学習状況調査の個票データ等）の公開・活用に関する環境整備を実施した。
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オープンデータ作業部会を通じて、全国学力・学習状況調査の個票データ等を非識別加工情報

として公開するにあたっての課題の整理し、事業可能性検証により上記データを活用したアプリの

試作と事業可能性の検証を実施した。 

 今後の取り組みとして、自治体 DX 推進の観点から、自治体内における教育データを活用した事

業の実践を通じて、データを活用した実証検証等を行うことで、データ活用の有効性を関係機関

からの理解を得ていくことが重要と考えられる。また、並行して非識別加工情報のルール整備を推

進することで、全国学力・学習状況調査の個票データ等を非識別加工情報として提供することを可

能にするというプロセスを踏む必要があるのではないか。 

 

3.1.4. オープンデータ化の全国展開 

自治体 DX 推進会議を通じて、オープンデータをはじめとした自治体 DX 推進について、自治

体の関心が高い事が明らかとなった。全国の自治体における問題意識の拾い上げと、自治体 DX

の浸透について推進していく必要がある。 

 

3.2. 今後の展望 

 サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解

決を両立する、人間中心の社会である Society5.0 に向けて、自治体 DX を推進し、行政による更

なるデータの利活用を進める必要がある。 

中央省庁においても EBPM（Evidence-Based Policy Making）などが議論されているが、実際に

どのようなデータをどのようにエビデンスとして使っていけばよいのか難しい。先進的な自治体にお

いても、実証実験を通じて、どのようにデータを使うことが出来るかを試行錯誤している。 

本事業で対象とした小規模自治体においても、その行政内におけるデータ利活用の試行から、

データ活用に慣れていき、そこから官民オープンデータへと繋がる仕組みを作っていくことが望ま

れる。 

 


