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オープンデータとオープンガバメント 

画像の出典：DPADM/UMU 
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自治体サイトの著作権表記例 

http://www.pref.miyagi.jp/site_riyou.htm#02 

掲載されたデータを自由に利用す
る場合には確認が必要 

オープンデータとオープンガバメント 
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オープンデータとオープンガバメント 

東日本大震災直後 

政府・自治体のサイトに掲載 

されたデータを二次利用する 

には、個々に許可を求める 

必要があった。 
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オープンデータとオープンガバメント 

OKの回答は 
9/30 

県 市町村 問合せ（初回） OK 回答日 

青森県   2011/3/21     

  八戸市 2011/3/24     

岩手県   2011/3/17 ○ 2011/3/25 

宮城県   2011/3/21 ○ 2011/3/21 

  塩竈市 2011/3/24     

  気仙沼市 2011/3/24     

  東松島市 2011/3/24 ○ 2011/3/25 

  遠田郡涌谷町 2011/3/24 ○ 2011/3/30 

  亘理町 2011/3/26 ○ 2011/3/28 

  仙台市 2011/4/6 ○ 2011/4/8 

  岩沼市 2011/3/24     

  多賀城市 2011/3/24     

  角田市 2011/3/24     

  登米市 2011/3/24     

  大崎市 2011/3/24     

  山元町 2011/3/24     

  美里町 2011/3/24     

  松島町       

  七ヶ浜町       

  利府町       

  加美町       

山形県   2011/3/21 ○ 2011/3/22 

福島県   2011/3/21     

  郡山市 2011/3/26 ○ 2011/3/28 

  福島市 2011/3/26     

  二本松市 2011/3/26     

茨城県   2011/3/21 ○ 2011/3/21 

  水戸市 2011/3/27     

新潟県   2011/3/21     

千葉県   2011/3/21     

2011/3震災後の避難所情報利用可否問合せ結果 
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情報の非対称性 

情報量のスケール感 
 
自治体：自治会（町内会）：市民 
＝１００：１：０．０１ 
 
（※個人の感想です） 
 
情報の非対称性は権力を生みやすい 
 
 →Ｇ８などでオープンデータが取り上げられるのは 
  こちらの観点が多い 
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オープンデータとオープンガバメント 

オープンデータは手段のひとつ 
 
その目的は： 
 
１．透明性の確保 
 
２．市民参画 
 
（オープンガバメント） 
 
３．経済効果 
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千葉市での事例 

1．家庭ごみ手数料徴収（有料化）を導入する理由 
 

http://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/yuryouka.html#reason 

老朽化したごみ処
理場をH28年には
廃止したい 
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千葉市での事例 

2．家庭ごみ手数料徴収（有料化）とは 
制度 

 

 ごみを出す量に応じて、ごみ処理費用の一部を負担していただく仕組みです。 
 ごみ処理費用の一部が含まれた指定袋を購入することで、手数料の納付になります。 

 
導入によるメリット・デメリット 

 

 ＜メリット＞ 
家庭ごみ排出量の削減 

焼却ごみ削減による最終処分場の延命化 
ごみの排出抑制とリサイクルの推進 

排出量に応じ手数料を徴収することによるごみ処理費用負担の公平性の確保 
3R(ごみの発生抑制、再使用、再生利用）の推進に向けた市民意識の向上 

焼却ごみ削減目標達成による、市税の効率的な活用 

 
 ＜デメリット＞ 

手数料を支払うことによる市民負担の増加 

http://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/yuryouka.html#yuryouka 
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千葉市での事例 
2．家庭ごみ手数料徴収（有料化）とは 
他の市町村の実施状況 （平成24年10月現在） 

 

  全国の市町村  1,069市町村／1,742市町村 （61.4％） 
 

  政令市          8市   ／  20市   （40.0％） 
 

         ※札幌市、仙台市、新潟市、京都市、岡山市、北九州市、福岡市、熊本市で実施 

 
  県内の市町村     35市町村／  54市町村 （64.8％） 

 
    ※銚子市、館山市、木更津市、茂原市、旭市、八千代市、鴨川市、富津市、袖ケ浦市、 

 
     勝浦市、東金市、匝瑳市、南房総市、山武市、いすみ市、香取市、大網白里市、 

 

     野田市、君津市 
 

     栄町、神崎町、多古町、東庄町、横芝光町、九十九里町、芝山町、一宮町、睦沢町、 
 

     白子町、長柄町、長南町、大多喜町、鋸南町、御宿町、長生村で実施 

http://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/yuryouka.html#yuryouka 
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千葉市での事例 

http://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/yuryouka.html#kettei 
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ありがちな反応 

https://www.flickr.com/photos/90461913@N00/5922642192/  Ding Yuin Shan / CC BY 

聞いてない 
何それ、おいしいの 
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ありがちな反応 

 https://www.flickr.com/photos/gamutless/15845154815/ Nick Lee / CC BY 

モンスター×× 

https://www.flickr.com/photos/90461913@N00/5922642192/
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ありがちな反応 

 https://www.flickr.com/photos/61056899@N06/5751301741/  winnifredxoxo / CC BY 

こっちでしょ 

https://www.flickr.com/photos/90461913@N00/5922642192/
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ありがちな反応 

 https://www.flickr.com/photos/deansouglass/2342585298/ Dean Souglass / CC BY 

…。 
 
(賛成) 

https://www.flickr.com/photos/90461913@N00/5922642192/


市町村 

18 

思うに、、市民参画には 
「魔法の杖」や「銀の弾丸」は無い 
 
行政側のデータ公開（透明性） 
 
 
市民側の地域への関心（市民参画） 
 
自立した市民として、自分に直接関わる利害と社会全体に 
関わる利害をどうバランスさせるか、多様な意見に耳を傾け 
「データ」に基づき視野を広げること 
 

町内会 

家庭 

都道府県 
国 

一
対 



19 

目次 

１．オープンデータとオープンガバメント 

２．市民参画を考える事例 

３．オープンガバメントは新しい？ 

４．オープンガバメントの重要資源 

５．シビックテック事例 

 



20 

オープンガバメントは新しい？ 

普請（ふしん、あまねくこう） 
：みんなに呼びかけて何かをやろうとするもの 
 
古来、近所の道路整備や家の建築など、 
身近な共同体の相互扶助として行われてきた 
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%AE%E8%AB%8B 
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オープンガバメントは新しい？ 

＜道普請＞ 富山県立山町 ２０１０年４月 

出典「道普請（みちぶしん）」って何？？？」http://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/blog/3996/212 
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オープンガバメントは新しい？ 

ご隠居：江戸時代には定年が無く、自分で決めていた。 
早ければ４０代で家督を譲り、趣味や社会貢献に勤しむ 
存在。 
 
起業 
下級武士による地場産業創出（朝顔、金魚、提灯、傘張り、ｅｔｃ） 
佐原菊塢 趣味と実益の梅園→向島百花園 
 
専門的な事業 
伊能忠敬『大日本沿海輿地全図』 
 
教育 
寺子屋のお師匠さん 

出典「江戸時代のくらしとご隠居パワー」 http://ci.nii.ac.jp/naid/110006155153 
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オープンガバメントは新しい？ 

 
 
情けは他人の為ならず 
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オープンガバメントは新しい？ 

 
 
情けは他人の為ならず 
 
  巡りめぐって己が為 
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オープンガバメントの重要資源 

１．オープンデータ 
＜法的にオープン＞ 
・二次利用、商用利用などに制限をかけない自由な 
利用を促進するライセンス（利用許諾）であること 
 
＜技術的にオープン＞ 
・コンピュータが処理しやすい形態であること 
 ×：画像やPDFからの数値・文字抽出は難しい 
 ○：CSVファイルであればExcelで分析したりDBに 
 取り込んで処理しやすい 
・できる限り生データで 
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オープンガバメントの重要資源 

２．ＩＴ 
・Government 2.0 
 次世代行政システムのプラットフォーム 
 基幹系と情報系の連携 
 
・ＩＴネイティブワーカー／デジタルネイティブ 
 市民として社会参画のためにＩＴを活用できる。 
 例えば市民目線での視覚化、分かりやすさを 
 エクセルを使って表現できる。 
 ブログ記事を書ける。 
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オープンガバメントの重要資源 

３．人 
・企業人、家庭人、趣味人といった面と併せて 
自立した市民としての行政への関わり 
 
・世代や立場に応じた参加の仕方があるはず 
 
・何らかの事情で社会との関わりを失いかけている 
方にとっては社会とのつながりを取り戻すきっかけにも 
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事例00(かなざわ育なび.net：子育てサービス検索) 

http://kirakana.city.yokohama.lg.jp/kosodate/ 

匿名を保ったまま、自分にあった情
報を得るための「パーソナライズ」 
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事例00(かなざわ育なび.net：子育てサービス検索) 

http://kirakana.city.yokohama.lg.jp/kosodate/ 

自分（の子ども）が対象の情報だけ
が表示される 
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事例00(かなざわ育なび.net：子育てサービス検索) 

ポイント： 
●オープンデータ（文章ではなく機械処理しやすい 
データ） 
●利用者に合わせた情報提供（パーソナライズ） 
 
ビジネスモデル： 
●経緯：区役所担当者の問題意識＋市民団体 
●運営：区役所 
●収入：自治体予算 
●ソースコード：オープンソース 
●データ：オープンデータ 
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事例01(Aunt Bertha：行政サービス検索) 

https://www.auntbertha.com/ 

郵便番号を入れるだけ 

78704：テキサス州オースティン 

https://www.auntbertha.com/
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事例01(Aunt Bertha：行政サービス検索) 

https://www.auntbertha.com/ 

702件の支援プログラム 

上のアイコンでカテゴリを選ぶ 

https://www.auntbertha.com/
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事例01(Aunt Bertha：行政サービス検索) 

郵便番号を入れるだけ 

78704：テキサス州オースティン 

https://www.auntbertha.com/ 

https://www.auntbertha.com/
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事例01(Aunt Bertha：行政サービス検索) 

ポイント： 
●オープンデータ（文章ではなく機械処理しやすい 
データ） 
●利用者視点でのUI 
 
ビジネスモデル： 
●経緯：開発者の母の病気 
●運営：Aunt Bertha という企業 
●収入：自治体などサービス提供者向けのサービス 
カスタマイズ、分析レポートなど 
●ソースコード：非公開 
●データ：オープンデータ＋クローズドデータ 
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事例02(TextMyBus：バス運行状況通知) 

http://textmybus.com/ 

50464番に自分の位置を

メッセージ送信するだけで
、そこに向かっているバス
の運行状況が送られてく
る 

@ Michigan & John C Lodge（バス停名） 
37 Michigan Westbound: （路線名） 
28 min（次のバス到着までの予測時間）, 
68min（その次のバス到着までの予測時間） 
 

 

現在地、交差点名など 

http://textmybus.com/
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ポイント： 
●オープンデータ（リアルタイムバス運行データのAPI） 
●テキストによるシンプル操作、シーンに応じた機能提供 
 
ビジネスモデル： 
●経緯：デトロイト市で2011年のフェローが開発 
●運営：（デトロイト市のみ） 
●収入： US Economic Development Administrationの 
Strong Citiesなどのファンドを獲得 
●ソースコード：非公開 
●データ：オープンデータ 

事例02(TextMyBus：バス運行状況通知) 



39 http://www.schoolcuts.org/ 

事例03(SchoolCuts：学校統廃合) 

学校の統廃合情報を整理、視覚化
することで、保護者がその影響を
正確に知ることができる。 
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事例03(SchoolCuts：学校統廃合) 

地理空間的な状況や統計的な数
値を視覚化。 



41 http://www.schoolcuts.org/ 

事例03(SchoolCuts：学校統廃合) 

近隣校との比較。 



42 

ポイント： 
●オープンデータ（pdfを含めデータ化した） 
●透明性、客観的な議論のベース、インフォームドな 
意思決定、数値化・視覚化 
●市民(課題保有者)と市民ハッカーの出会い 
 
ビジネスモデル： 
●経緯：イベントで市民ハッカーが開発。 
●運営：ボランタリー組織(複数組織の連携) 
●収入：？ 
●ソースコード：公開 
●データ：オープンデータ 

http://www.smartchicagocollaborative.org/on-the-launch-of-expunge-io/ 

事例03(SchoolCuts：学校統廃合) 



43 http://www.expunge.io/ 

事例04(Expunge.io：補導歴削除判定アプリ) 

過去の補導歴を削除できるかどう
か検索できる。 
削除可能であれば相談先を案内。 

http://www.expunge.io/


44 

ポイント： 
●オープンデータ（法令、手続きなど） 
●課題領域の専門家と市民ハッカーの出会い 
 
ビジネスモデル： 
●経緯：CivicSummerイベントの成果を元に 
市民ハッカーが開発。 
●運営：Smart Chicago(現在イリノイ版のみ) 
●収入：？ 
●ソースコード：公開 
●データ：オープンデータ 

事例04(Expunge.io：補導歴削除判定アプリ) 

http://www.smartchicagocollaborative.org/on-the-launch-of-expunge-io/ 
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あなたも世界を変えられます 

Enjoy Open Data ! 
 
ご清聴 
ありがとうございました 
 

 

ご注意：本資料にはCC0を適用しておりますが、一部それ以外の利用ライセンスの画像等を 

含む場合があります。その場合は個々の利用ライセンスに従ってご利用ください。 

 

 


