
別紙1 オープンデータの取組状況に係るアンケート調査票

○ 策定・公開している （公開時期　　　： 2015/4 　　　　　） 策定・公開している （公開時期　　　：                   　　）

策定しているが公開に至っていない （公開予定時期：　　　　　　　　　　　） 策定しているが公開に至っていない （公開予定時期：　　　　　　　　　　　）

策定中である （策定予定時期：　　　　　　　　　　　） 策定中である （策定予定時期：　　　　　　　　　　　）

策定していない（策定する予定あり） （策定予定時期：　　　　　　　　　　　） 策定していない（策定する予定あり） （策定予定時期：　　　　　　　　　　　）

策定していない（策定する予定なし） 策定していない（策定する予定なし）

○ 統計・人口動態 統計・人口動態

○ 観光 観光

○ 防災・減災 防災・減災

インフラ（施設・交通等） インフラ（施設・交通等）

健康・福祉 健康・福祉

○ 教育・子育て 教育・子育て

地域産業 地域産業

○ 地図・空間 地図・空間

○ 行政（予算・決算・調達等） 行政（予算・決算・調達等）

○ その他 （本市の主要施策に関する分野） その他 （　　　　　　　　　　　）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） 策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　）

○ 策定中である （策定予定時期：　2016/4　　　　  ） 策定中である （策定予定時期：　　　　　　　　　　　）

策定していない（策定する予定あり） （策定予定時期：　　　　　　　　　　　） 策定していない（策定する予定あり） （策定予定時期：　　　　　　　　　　　）

策定していない（策定する予定なし） 策定していない（策定する予定なし）

○ 継続して（又は、複数回）行っている 継続して（又は、複数回）行っている

1回だけ行った 1回だけ行った

行っていない 行っていない

1-6

公開していない 公開していない

～10 ～10

11～50 11～50

○ 51～100 51～100

101～150 101～150

151～200 151～200

200～ 200～

1-8

○

○

GML、Shapefile GML、Shapefile

○

○ XML XML

○ その他 （JSON　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　）

回答項目

貴団体名

地方公共団体コード

回答記入日

1-2にて、いずれかの分野を選択されている場合、その分野を推
進すると定めた理由をお知らせください。
〔自由記入〕

連絡先

1-9

1-7にて、「公開していない」以外の選択肢を御回答された場合、
公開しているデータ形式のうち当てはまるものをお知らせくださ
い。
〔当てはまるもの全てに○〕

　１. オープンデータ推進に係る取組状況

1-1

オープンデータの推進に関する方針（指針）を策定・公開していま
すか。
また、策定・公開の時期をお知らせください。
〔当てはまるもの１つに○〕

1-7にて、「公開していない」以外の選択肢を御回答された場合、
公開しているデータの主な分野・領域（統計情報、観光情報、行
政情報、防災情報等）をお知らせください。
〔自由記入〕

PDF、JPG

xls、doc

CSV

RDF

1-4

オープンデータに関する庁内ルールを策定していますか。
また、策定の時期をお知らせください。
〔当てはまるもの１つに○〕

・総合計画で定める本市の主要施策に関連する分野であるため。

担当部課

人口規模

～5万人／5～10万人／10～20万人／20～30万人／30～50万人／50～100万人／100万以上
のいずれかよりお選びください

1-2

1-1にて、「策定・公開している」又は「策定している」と御回答され
た場合、重点的・積極的に推進する分野を定めていれば、その内
容をお知らせください。
〔当てはまるもの全てに○〕

1-5

オープンデータの推進に向けて、庁内での人材育成や啓蒙活動
は行っていますか。
〔当てはまるもの１つに○〕

1-5にて、「継続して行っている」又は「1回だけ行った」と御回答さ
れた場合、その具体的な内容をお知らせください。
〔自由記入〕

1-7

オープンデータ（※）として公開しているデータ数をお知らせくださ
い。
〔当てはまるもの１つに○〕

※データ形式や公開場所、二次利用のルール等は当省より特定
いたしません。貴団体におけるオープンデータの定義に当てはま
るデータ数をお知らせください（以下同様）。

回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

PDF、JPG

xls、doc

CSV

RDF

○○-○○○○-○○○○

○月○日

回答例

○○県○○市

○○～○○万人

○○○○○○

○○部○○課

半年に１回、外部有識者を招いて、推進担当課（情報政策課）の担当者を対象
に、オープンデータ活用に向けた研修活動を行っている。

・避難所等の防災情報
・観光スポット、風景等の観光情報
・予算内容等の行政情報
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別紙1 オープンデータの取組状況に係るアンケート調査票

回答項目 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

回答例

○

その他 （　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　）

○

オープンデータ担当部署が作成した （担当部署：　　　　　　　　　　　） オープンデータ担当部署が作成した （担当部署：　　　　　　　　　　　）

○

複数回実施した 複数回実施した

○ １回だけ実施した １回だけ実施した

実施していない（実施する予定あり） 実施していない（実施する予定あり）

実施していない（実施する予定なし） 実施していない（実施する予定なし）

○ ある ある

把握はしていないが恐らくある 把握はしていないが恐らくある

ない ない

○

○

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　）

○

○

国や属する都道府県が取り組んでいるため

周辺の団体が取り組んでいるため

首長等の上層部の意向のため

1-15

オープンデータを活用して地域課題を解決した、又はしようとして
いる事例はありますか。
〔当てはまるもの１つに○〕

変換等の作業を外部業者に委託した

1-11

1-7にて、「公開していない」以外の選択肢を御回答された場合、
オープンデータ公開に際してのデータの作成（※）方法について、
当てはまるものをお知らせください。
〔当てはまるもの全てに○〕

※ここでいう「作成」とは、データを二次利用しやすいようなデータ
形式に変換する、メタデータを作成する等の作業をいいます。

1-10

1-7にて、「公開していない」以外の選択肢を御回答された場合、
オープンデータの公開方法について、当てはまるものをお知らせ
ください。
〔当てはまるもの全てに○〕

※専用サイト（カタログ）とは、カタログシステムを導入して構築し
た、既存サイト（団体ホームページ等）とは別ドメインのサイトをい
います。

自団体で独自に専用サイト・カタログを構築している

国や属する都道府県が取り組んでいるため

周辺の団体が取り組んでいるため

首長等の上層部の意向のため

地域（市民活動、企業）の意向のため

1-12

貴団体にて、オープンデータを活用したアプリコンテスト、アイディ
アソン、ハッカソンを実施していますか。
〔当てはまるもの１つに○〕

1-13

貴団体にて、公開されたオープンデータを基に、アプリケーション
や加工データが作成された事例はありますか。
（作成者（行政、民間企業、地元住民等）は不問）
〔当てはまるもの１つに○〕

地元のアプリ開発事業者が、オープンデータとして公開しているAED設置データ
を活用し、AED検索アプリを開発した。

既存のホームページに専用ページを設置している

変換等の作業を外部業者に委託した

主管課で可能な範囲で作成した

作成はせず、保有データをそのまま公開した

自団体で独自に専用サイト（カタログ）を構築している

外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

専用サイト・カタログの機能（データ形式変換、作成等）を用いて作成した

既存のホームページに専用ページを設置している

作成はせず、保有データをそのまま公開した

データの主管課で可能な範囲で作成した

外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

サイト・カタログの機能（データ形式変換、作成等）を用いて作成した

現場の意向のため

以前から情報公開に積極的であったため

事例はないが、地域課題の解決を目的とした活動を予定している

地域課題の解決を目的とした活動は予定していない

地域課題の解決を目的としていない

具体的な成果はまだ出ていないが、地域課題の解決を目的とした事例がある

　2. オープンデータ推進の経緯・位置付け・体制等

2-1

オープンデータ推進のきっかけをお知らせください。
〔当てはまるもの全てに○〕

2-3

オープンデータについて全庁的な推進体制は構築されています
か。
〔当てはまるもの１つに○〕

複数の部署から構成される全庁的な推進体制が整備されている

特定の部署の中に推進体制が整備されている（全庁的な推進体制は検討中である）

特定の部署の中に推進体制が整備されている（全庁的な推進体制は検討していない）

現場の意向のため

以前から情報公開に積極的であったため

地域（市民活動、企業）の意向のため

総合計画等の全庁的な計画に位置付けられている

情報化の個別計画に位置付けられている

現時点では明確な位置付けはないが、今後策定する総合計画等の全庁的な計画で位置
付ける予定である

現時点では明確な位置付けはないが、今後策定する行政情報化の個別計画で位置付ける
予定である

1-16

1-15にて、「地域課題の解決に貢献している事例がある」又は
「具体的な成果はまだ出ていないが、地域課題の解決を目的とし
た事例がある」と御回答された場合、その具体的な内容（どのよう
なデータやアプリケーションを用い、どのような成果を生み出した
か等）をお知らせください。
〔最大３つまで自由記入〕

オープンデータを活用した職業検索・マッチングアプリを開発し、高齢者や障害者
の雇用創出に貢献した。

オープンデータを用いたアイディアソン・ハッカソンを積極的に開催することで、域
外からの企業誘致（ITベンチャー企業等）を達成した。

1-17

1-16のほか、オープンデータへの取組に際して、貴団体の業務
において有益となった（感じた）ことがあれば、その具体的な内容
（業務の高度化・効率化等）をお知らせください。
〔最大３つまで自由記入〕

庁内の他の部署が保有する情報が明らかになり、部署間の情報交換や業務連
携が活発化した。

オープンデータとして情報公開することで、市民から情報公開部門への問合せが
少なくなり、業務負荷が軽減した。

1-14

1-13にて、「ある」と御回答された場合、その具体的な内容（誰
が、どのデータを用い、どのような経緯で開発したか等）をお知ら
ください。
〔最大３つまで自由記入〕

自治体主導のハッカソンを開催した結果、地元の大学生がオープンデータとして
公開している統計情報等を用いて、地域の高齢化マップを作成した。

事例はないが、地域課題の解決を目的とした活動を予定している

地域課題の解決を目的とした活動は予定していない

地域課題の解決を目的としていない

地域課題の解決に貢献している事例がある 地域課題の解決に貢献している事例がある

具体的な成果はまだ出ていないが、地域課題の解決を目的とした事例がある

2-2

貴団体におけるオープンデータ推進の位置付けについて、当て
はまるものをお知らせください。
〔当てはまるもの１つに○〕

総合計画等の全庁的な計画に位置付けられている

情報化の個別計画に位置付けられている

現時点では明確な位置付けはないが、今後策定する総合計画等の全庁的な計画で位置
付ける予定である

現時点では明確な位置付けはないが、今後策定する行政情報化の個別計画で位置付ける
予定である

特に位置付けておらず、今後も予定はない 特に位置付けておらず、今後も予定はない

複数の部署から構成される全庁的な推進体制が整備されている

特定の部署の中に推進体制が整備されている（全庁的な推進体制は検討中である）

特定の部署の中に推進体制が整備されている（全庁的な推進体制は検討していない）
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別紙1 オープンデータの取組状況に係るアンケート調査票

回答項目 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

回答例

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　）

○

2-6

○

4-2

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　　）

○ ある ある

把握はしていないが恐らくある 把握はしていないが恐らくある

ない ない

4-5

アンケートは以上です。御協力いただきありがとうございました。

自団体の観光情報を登録していない

その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

自団体の観光情報の登録・公開を行っている

自団体の観光情報を登録しているが、公開はしていない

自団体の観光情報を登録していない

その他

中心となってオープンデータを推進している部署をお知らせくださ
い。
〔当てはまるもの１つに○〕

広報関連部署

定期的に意見交換を実施している（要望収集の窓口やツールを整備している場合も含む）

実施したことはあるが、定期的に実施しているわけではない

実施していないが、計画している

実施しておらず、今後の予定もない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

オープンデータの作成・公開作業が困難である

（困難な理由は：　データごとに著作権を確認する必要がある、データが集まらない　　  ）

○

○

○

オープンデータの公開から活用に至らない

4-4

4-1で「自団体の観光情報の登録・公開を行っていると」御回答さ
れた場合、当該情報を活用して、アプリケーションや加工データ
が開発された事例はありますか。
（作成者（行政、民間企業、地元住民等）は不問）
〔当てはまるもの１つに○〕

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

　4. 公共クラウドの観光情報

4-1

昨年3月に当省にて公共クラウドの共用を開始し、各地方公共団
体からの観光情報の収集及び収集した情報の公開を行っており
ます。
当該情報について、貴団体の対応状況をお知らせください。
〔当てはまるもの全てに○〕

オープンデータを推進する上での人材が不足している

（不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

オープンデータの作成・公開作業が困難である

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

3-1

オープンデータを推進する上での情報が不足している

○

オープンデータを推進する上での予算が不足している

（必要な情報は何か：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での人材が不足している

（不足している人材は：　公開データを作成する人材、広報活動を行う人材   　　　　　　）

4-1にて、「観光情報を登録しているが、公開はしていない」又は
「観光情報を登録していない」と御回答された場合、その具体的
な理由（登録はしているが公開をしていない理由、登録していな
い理由）をお知らせください。
〔自由記入〕

・登録した情報の外部公開の是非について、庁内で協議中のため。

実施したことはあるが、定期的に実施しているわけではない

実施していないが、計画している

実施しておらず、今後の予定もない

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

（誰のニーズが不明か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自団体の観光情報の登録・公開を行っている

自団体の観光情報を登録しているが、公開はしていない

オープンデータを推進する上での主な課題をお知らせください。
また、選択された課題について、具体的な内容をお知らせくださ
い。
〔当てはまるもの全てに○〕

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

（効果を把握するために考えられる方法は：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ）

オープンデータを推進する上での情報が不足している

（必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　3. オープンデータ推進における課題

2-5

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

オープンデータの推進等に関して、民間企業や市民団体との意
見交換（要望を収集するような取組も含む）は行っていますか。
〔当てはまるもの１つに○〕

2-5にて、「実施している」又は「実施したことはある」と御回答され
た場合、その具体的な内容をお知らください。
〔自由記入〕

企画関連部署

情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署

（認識している要因は：　地元にIT関連企業が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （認識している要因は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（現在の（又は予定している）対策は：　イベントの実施、広報の強化　　　　　　　　　　　 ） （現在の（又は予定している）対策は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

2-4

・定期的に民間企業や市民団体を交えたワークショップを行い、地域課題に必要
となるデータを挙げてもらっている。
・その他市民からの要望を収集するため、ホームページ上に目安箱を設置してい
る。

企画関連部署

情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署

定期的に意見交換を実施している（意見収集の窓口やツールを整備している場合も含む）

広報関連部署
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4-1にて、「観光情報の登録・公開を行っている」又は「観光情報
を登録しているが、公開はしていない」と御回答された場合、公共
クラウドと自団体のサイト（専用カタログ・ホームページ等）の間
で、どのように観光情報の登録の管理を行っているのか、その内
容をお知らせください。
〔当てはまるもの１つに○〕

公共クラウドにて一元的に登録・管理している（自団体のサイトでは登録・管理していない）

主に公共クラウドにて登録・管理し、APIを活用して自団体のサイトに自動連携させている

自団体のサイトと公共クラウドで二重登録・管理をしている（自動連携は行っていない）

主に自団体のサイトにて登録・管理し、APIを活用して公共クラウドに自動連携させている

公共クラウドにて一元的に登録・管理している（自団体のサイトでは登録・管理していない）

主に公共クラウドにて登録・管理し、APIを活用して自団体のサイトに自動連携させている

主に自団体のサイトにて登録・管理し、APIを活用して公共クラウドに自動連携させている

自団体のサイトと公共クラウドで二重登録・管理をしている（自動連携は行っていない）

4-6

公共クラウドへの観光情報の登録に際して、貴団体の業務にお
いて有益となった（感じた）ことがあれば、その具体的な内容をお
知らせください。
〔最大３つまで自由記入〕

庁内にて保有する観光情報が明らかになり、他部署で観光情報を活用した施策
検討に活用できた。

庁内でオープンデータを推進する意義やイメージが浸透した。

4-3にて、「ある」と御回答された場合、その具体的な内容（誰が、
どのデータを用い、どのようなアプリケーションを開発したか等）を
お知らせください。
〔自由記入〕

・地図情報アプリの事業者が、観光スポットの情報を既存のアプリケーションに追
加した。
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