
別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(1_北海道旭川市)

○ 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：　予定無し　）

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 （　問合せや公開請求の多い情報　）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ◯ 策定している （策定時期　　　：　　　2016/1/12　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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〕

・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

・人口統計
・避難所等の防災情報
・指定管理者制度の導入状況

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 市民生活上の重要度や，市民の関心等の観点から選定した。

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○〕

回答記入日 ○月○日 2月18日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0166-25-5490

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

○○～○○万人 30～50万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 012041

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 北海道旭川市
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(1_北海道旭川市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

◯

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ◯

○

◯

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

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 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） 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）

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 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 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

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

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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。

1-15

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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○〕

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〕

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。

個人のブログサイトにおいて，避難所マップやAED設置場所マップが公開されて
いる。

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。

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(1_北海道旭川市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

◯

○

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。

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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。

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。 ・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。

4-3

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）

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

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

その他

◯
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（具体的な内容は：　各団体毎にデータの仕様や公開方法にばらつきがあり，横断的な
データ活用が困難）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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　　　　　　　　　　　） （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　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

◯
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
）

（困難な理由は：　データの所管課により技術や知識に差がある　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

◯

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

◯
オープンデータを推進する上での情報が不足している

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(2_北海道札幌市)

○ 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：　　　　　　　　　　　） 〇 策定していない（策定する予定あり） （策定予定時期：平成28年度中　　）

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：　　　　　　　　　　　） 〇 策定していない（策定する予定あり） （策定予定時期：平成28年度中　　）

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 〇 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 〇 51～100

101～150 101～150

151～200 151～200

200～ 200～

1-8

○ 〇

○ 〇

GML、Shapefile 〇 GML、Shapefile

○ 〇

○ XML 〇 XML

〇

○ その他 （JSON　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 100万人以上

地方公共団体コード ○○○○○○ 011002

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 北海道札幌市

回答記入日 ○月○日 ３月７日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 市長政策室政策企画部企画課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 011-211-2192

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・防災　・人口　・経済　・交通　・選挙　・教育　・保険　・福祉
・環境　・ごみ　・公園　・まちづくり　・都市計画　・上下水道　・子ども

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(2_北海道札幌市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ 〇

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：　　　　　　　　　　　）

○

〇

複数回実施した 〇 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 〇 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

○

〇

○ 〇

〇

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　）

〇

○

○ 〇

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

民間企業の実行委員会において、北海道、札幌市のオープンデータを使用し、
札幌で開催されたＷ３Ｃのイベントで公開するためのアプリを開発するアイディア
ソン、ハッカソンを実施した。（作成されたＡＰは、観光案内アプリや全道の保育
所マップなど）

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。

マイクロソフト社の実証実験事業に札幌市が協力し、札幌市のオープンデータ等
を使用して、観光情報アプリ等を開発するアイディアソン、ハッカソンを実施した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

〇

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　）

○

〇

2-6

○

〇

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 〇 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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

民間企業からオープンデータの公開等の要望があった場合に、意見交換の上、
協力体制等について個別に検討している。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

〇

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

（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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：企業のニーズ調査　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

〇
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
）

（困難な理由は：行政で保有している既存データをオープンデータの形式に変換する作業
が困難　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・登録について検討中のため

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(3_北海道函館市)

○ 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：　　2016/10　　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 20～30万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 012025

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 北海道函館市

回答記入日 ○月○日 2月26日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報システム課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0138-21-3829

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〕

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。

2015/3のオープンデータ推進方針策定時に，オープンデータのホームページへ
の掲載ルールも含め，各事業部門のホームページ担当者向け説明会を開催。そ
の後，2016/1にはオープンデータ化に向けた行程表の提示とともに，具体的な
取組に係る説明会を実施。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・広報誌データ
・町名データ

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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(3_北海道函館市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した データの主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(3_北海道函館市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　）

○ ○

2-6

○ ○

4-2

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） ○ その他
（現在は時団体のサイトのメンテナンスのみ
行っている）

○ 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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・任意団体「Code for Hakodate」との意見交換を適宜行っている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・観光情報の収集および収集情報の公開について，当市では「函館市観光情報
サイト　はこぶら」にて一元的に管理しているため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(4_北海道森町)

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ～5万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 013455

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 北海道森町

回答記入日 ○月○日 2月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務課情報管理係

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 01374-7-1281

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(4_北海道森町)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （大学との共同研究により）

○

○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(4_北海道森町)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

大学研究室と共同研究の一環として、話し合い等を行っているが、定期的ではな
く、必要に応じて行っている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　文書管理整理がすべて完了しているわけではない　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(5_北海道八雲町)

○ 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 （TXT　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ～５万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 013463

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 北海道八雲町

回答記入日 ○月○日 ２月１７日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 情報政策室情報政策係

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０１３７－６２－２２２６

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・名所、公園、無料Wi-Fi設置場所、AED設置場所、投票所、避難場所、医療機
関、学校の一覧
・ゴミの分別表

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(5_北海道八雲町)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　情報政策室　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

個人が、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、最寄りの
AED設置位置を検索することができるアプリケーションを開発した。

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。

道外の会社は、自治体が公開しているオープンデータや地域情報などを検索し
閲覧することができるアプリケーションを開発した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(5_北海道八雲町)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （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   　　　　　   　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：  どの情報がオープンデータとなるかが不明　　　          　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　  　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　地元にIT関連企業がない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     ）

（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：  なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(6_北海道厚真町)

○ 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　　　：平成２５年８月）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ～5万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 015814

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 北海道厚真町

回答記入日 ○月○日 ２月２６日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務課総務人事グループ

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０１４５－２７－２３２２

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・町公式キャラクター
・観光情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(6_北海道厚真町)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　） ○ その他 （既存のホームページ　　）

○

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 （町のＰＲのため　　　）

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(6_北海道厚真町)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） ○ その他 （特になし　　　　　）

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　公開データを作成し公開する人材　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(7_宮城県石巻市)

○ 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　　　：   2015/2                　　）

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　　　：　　2015/2　　　　　　　　　）

○ 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 （　　txt　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 10～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 042021

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 宮城県石巻市

回答記入日 ○月○日 ２月２９日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 復興政策部　ＩＣＴ総合推進室

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０２２５－９５－１１１１

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〕

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。

外部有識者を招いて、石巻市の管理職、一般職を対象に、オープンデータ活用
に向けた研修活動を行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 地域課題の解消と企業活動の活性化等に寄与するため。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(7_宮城県石巻市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　ICT総合推進室
）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：地域産業及び石巻市に関心をもっているNPO法人　　　　　　　）

（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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は：現在指標はダウンロード数、作成アプリ数だ
が、具体的に効果を把握するには至っていない。）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

現時点では情報が少ないことから有益と感じられることはないが、今後情報量を
増やすことにより、官民ともに有益となることが見込まれる。

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：        2015/1      　　）

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　　　：　　2014/12　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 30～50万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 072044

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 福島県いわき市

回答記入日 ○月○日 2月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0246-22-1172

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〕

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。

四半期に１度、新規に登録が可能なデータがないか、更新が必要なデータがな
いか等、全庁的に呼びかけを行っている。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

不定期に市内ＮＰＯ団体等と意見の交換を行い、今後のオープンデータの活用
方法について検討している。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：　地元企業・団体等、地域住民　　　　　　　　　　　　　）

（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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：　地元団体等との連携強化　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （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　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　官民、民民での連携体制の基盤がない　）

（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：　地元団体等との意見交換による推進体制の検討
）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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：　未定　　　　　　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 5～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 082163

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 茨城県笠間市

回答記入日 ○月○日 2月26日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 市長公室行政経営課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０２９６－７７－１１０１

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〕

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。

オープンデータ活用についての説明及び、各課の持つオープンに出来るデータ
を募った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・防災情報（AED設置場所）
・小中学校児童数

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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

26/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(9_茨城県笠間市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：公開データを作成する人材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：データが集まらない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 検討中。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(10_栃木県宇都宮市)

○ 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：　　未定　　　　　）

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　　　：　　　　H27年　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ５０～１００万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 092011

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 栃木県宇都宮市

回答記入日 ○月○日 ２月２４日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総合政策部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０２８－６３２－２０９４

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〕

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。

各課の情報化推進担当職員を対象に，オープンデータの基本的な知識や他自
治体の活用例を踏まえながら，オープンデータの効果等の説明を行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 市民・企業等を対象としたアンケート調査等を実施し，ニーズの高い分野を中心
に推進することとしたため。

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○〕

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〕

・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

・人口等の統計情報
・避難所等の防災情報
・介護保険サービス事業者一覧等の福祉情報
・公共施設の位置情報等

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(10_栃木県宇都宮市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：情報政策課）

○

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 （様々な効果が期待できることから実施）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

本市の観光アプリを作成するにあたり，委託事業者が公共施設情報などの公開
データを加工して活用し，アプリを開発した。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(10_栃木県宇都宮市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・市内の大学，研究機関との意見交換を実施
・地元民間企業との意見交換の実施（継続中）
・商工会議所議員総会において，本市の取組について説明を行い，積極的な活
用を依頼

　

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は： 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 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：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：地場企業や地域市民がオープンデータを具体的にどのように
　　　　　　　　　　　　　　　活用するのかが想定しにくい）

（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：地場企業，大学等へのヒアリング）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 すでに他の団体が観光情報を集約しているサイト（日本観光協会の全国観光情
報サイト，実績多数あり）に情報提供しており，重複するため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(11_栃木県小山市)

○ 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 （　　　入札結果　　　　　　　　）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　2014/11　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 10～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 092088

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 栃木県小山市

回答記入日 ○月○日 ２月２３日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部ＩＴ推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０２８５－２２－９３４３

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〕

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。

その分野の担当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
行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・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。

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○〕

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〕

・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

・生活・暮らし・環境　　　・教育・文化
・福祉・健康　　　　　　　 ・施設情報
・こども・子育て支援      ・イベント・観光情報
・仕事・産業・交通　　　  ・行政情報
・安心・安全・防災

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF

31/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(11_栃木県小山市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

市内の教育機関へオープンデータを活用して何かできないか意見を募った。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は：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 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：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：2015/2）

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

（国が定める５つの重点分野（白書、防災・
減災情報、地理空間情報、人の移動に関す
る情報、予算・決算・調達情報）に限らず、
オープンデータ化することで行政経営の効
率化やデータの利用促進につながる情報）

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：2016/3）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 100万人以上

地方公共団体コード ○○○○○○ 111007

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 埼玉県さいたま市

回答記入日 ○月○日 2月22日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 市民局市民生活部ＩＣＴ政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 048-829-1048

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〕

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。

不定期（今年度は２回）に、オープンデータの作成をテーマとして、位置情報デー
タを所管する課を対象に、ＰＣ実機を用いてオープンデータ（CSV形式の位置情
報ファイル）を作成し、市オープンデータポータルに登録させる研修を実施した。
これ以外に、データ活用研修として、市全庁全課を対象に、オープンデータの基
礎と効果的な活用法及び事例等の解説を行う研修を３月に実施する予定。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・第四次さいたま市情報化計画さいたま市情報化アクション・プラン2015におい
て、情報化施策２－１「行政情報の集約と公開(オープンデータ）」に定めるとお
り。

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○〕

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〕

・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

・避難所等の防災情報
・住民基本台帳による人口情報
・各種公共施設の位置情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

民間の地図ポータルサイト（ナビタイム）で検索できる「避難場所」に、本市を含む
各自治体が公開するオープンデータが利用されている

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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・ハッカソンを市民団体と協働して開催し
た結果、高齢者のくらしを応援し、地域経済の活性化を図るためのアイデアや空
き家対策のアイデアがアイディアソン・ハッカソン参加者から提案され、それらに
ついて参加者の手によってアプリ開発作業が進められている。

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。

依然としてオープンデータの充実や庁内の啓発に注力している段階であり、実感
できる効果は上がっていない。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・市民レベルでのオープンデータ活用を促進する事業を提案した市民団体に対し
助成金（さいたまマッチングファンド助成金）を交付し、その事業を支援するととも
に当該の団体と複数回意見交換を行っている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：データを的確に分析できる人材）

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

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

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：オープンデータ化促進の動機づけが弱く、市保有データのオープンデー
タ化が進まない）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：オープンデータとして公開されている情報が限られており、それら
をビジネスに活用しようとする機運が乏しい）

（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：地場のＩＴ関連企業団体によるアプリコンテストの開
催支援）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

とくに実感していない

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：2014/11         　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 １０～２０万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 112241

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 埼玉県戸田市

回答記入日 ○月○日 ２月２５日

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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報統計課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０４８－２２９－３２７８

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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

38/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(13_埼玉県戸田市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・内容等について、庁内で協議中のため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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：　平成28年度中　）

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　　　：　平成２７年１月　　　　）

○ 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 （　JSON　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 5～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 112330

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 埼玉県北本市

回答記入日 ○月○日 2月23日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総合政策部政策推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 048-594-5514

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〕

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。

オープンデータ開始時に全職員向けの研修を行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・避難所等の防災情報
・観光スポット等の観光情報
・予算内容等の行政情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ ○

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：秘書広報課）

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

ホームページリニューアル時にリニューアル業者がオープンデータを活用した観
光（観光スポットデータ）、防災（AED、避難所データ）アプリを開発した。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

ホームページにデータを公開すると、自動でオープンデータポータルサイトへ
オープンデータとして公開され、観光・防災アプリに反映するので、アプリにかか
る事務手間がなくなった。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(14_埼玉県北本市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ ○

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

参考：北本市オープンデータポータルサイト
http://www.city.kitamoto.saitama.jp/opendata/index.html 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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　公開データを作成する人材　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ）
（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 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：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：地元にIT関連企業が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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：　他団体との連携　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(15_千葉県千葉市)

○ 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　　　：2014/12         　　）

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 （本市ホームページで公開しているデータ）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：2014/12　　　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 50～100万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 121002

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 千葉県千葉市

回答記入日 ○月○日 2月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務局情報経営部業務改革推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 043-245-5797

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〕

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。

H25：外部有識者を招いた全職員を対象とした研修会を開催
H26：ホームページ作成担当者を対象としたオープンデータに関する研修会を開
催
H27：デリバリー研修の一環として、庁内各課からの要望に応じ、オープンデータ
に関する研修会を開催

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・データ形式やニーズによることなく、オープンデータ化が可能なものから順次
オープンデータ化を進めていくというスモールスタートの考え方から、オープン
データ化が最も容易なものとして、当該データが適当であると考えられるため。

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○〕

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〕

・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

特定の分野に偏らず、幅広い分野においてデータ公開を行っている。

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(15_千葉県千葉市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ ○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

地元住民が、オープンデータとして公開しているごみの収集日データ等を活用
し、５３７４．ｊｐ千葉市版を開発した。

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。

ＩＴ企業が、避難場所等の位置情報データを活用し、ＡＲ技術を活用し、最寄りの
避難所まで誘導を行うアプリを開発した。

市内の任意団体が、市内で開催されているお祭り情報を活用し、市内でいつ・ど
こで・どのようなお祭りが開かれているのか簡単に確認できるアプリケーションを
開発した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

市民生活の利便性の向上に資するアプリが市民等により開発され、市民サービ
スの向上に貢献している。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(15_千葉県千葉市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・市産業振興財団と連携し、市内ベンチャー企業等を対象としたオープンデータ
活用セミナーを開催。その際に、参加者と懇談する形での意見交換を行ってい
る。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：匿名化技術）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：国内における明確なビジネス化成功事例がない ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

同じような登録型プラットフォームが複数あり、（国・県それぞれで同じようなプ
ラットフォームを持っているなど）それぞれが独立してデータベースを構築してい
ることから、各プラットフォームにおいて最新の情報を提供するためには、自治体
が同じ情報をそれぞれのデータベースに登録必要があり、非常に不効率な状況
となっている。
そのため、登録に係る労力や必要性等の問題から、優先して更新すべきプラット
フォームを決定し、それのみ更新している状況であり、そのような無駄な仕組み
が多い状況であることを改めて理解できた。

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。 公共クラウドが各自治体においてデータ更新等がなされれば、そのデータを活用
したいと思っている民間企業があることがヒアリング等を通じて理解できた。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(16_千葉県木更津市)

○ 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　　　： 2015/3         　　）

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） 〇 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 〇 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

○

○ 〇

GML、Shapefile GML、Shapefile

○

○ XML XML

〇

○ その他 （JSON　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 １０～２０万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 122068

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 千葉県木更津市

回答記入日 ○月○日 ２月１８日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０４３８－２３－８０７４

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〕

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。

半年に一回、外部有識者を招いて、各部庶務担当課長を対象に、オープンデー
タ活用に向けた研修を行っている。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・避難場所
・一時避難場所
・公衆無線ＬＡＮ設置場所
・保育園一覧

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(16_千葉県木更津市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

〇

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：情報政策課　　　　）

○

〇

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） 〇 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 〇 ない

○

〇

○ 〇

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　）

〇

○

〇

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(16_千葉県木更津市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

〇

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　）

○

〇

2-6

○

〇

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

〇

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

〇
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   　　　　　　） （不足している人材は：公開データを作成する人材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

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

○
オープンデータを推進する上での情報が不足している

〇
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：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　活用事例、推進方法等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している

〇
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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：オープンデータ推進活動（例：アイデアソン等）　　　   　　）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(17_千葉県柏市)

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ３０～５０万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 122173

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 千葉県柏市

回答記入日 ○月○日 ２月１６日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０４－７１６７－１１５３

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

統計情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　）

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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）

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）

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 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 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

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

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-5

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○〕

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）

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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

千葉県内商業団体との意見交換を行った。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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
）

（不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業
）

（誰のニーズが不明か：　利用者のニーズを把握していない。
）

（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 ）

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

○
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情報が不足している

（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
）

（必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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　　　  ）

（困難な理由は：ＣＳＶ以外のデータ形式への変換及び公開については効率的な手法を研
究しなければならない。　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：
）

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：
）

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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）

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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　： 2014/4           　　）

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） ○

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 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 東京都中央区

担当部課 ○○部○○課 企画部情報システム課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 03-3297-0211

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

○○～○○万人 10～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 131024

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○〕

その他（情報化推進にかかる方針として「開かれた区政実現開」を謳っている。特に領域
を決めていない。）

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〕

・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。

回答記入日 ○月○日 ２月16日

　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

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）。

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〕

・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

所管が個別に公開しており、数は把握していない。

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○〕

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〕

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。

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

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 （　　　　　　　　　　　） ○

○

○

○

○

変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

その他（既存ページの関係情報の中に掲載している。専用ページはない。）

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○〕

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〕

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。

変換等の作業を外部業者に委託した

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 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た活動は予定していない

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。

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。

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。

地域課題の解決を目的としていない 地域課題の解決を目的としていない

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。

1-15

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○〕

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 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

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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

その他（本区が掲げる情報化推進にかかる方針の一つにある「開かれた区政の実現」が
それに当たると考え、方針として位置づけ、研究している段階である。）

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

現場の意向のため

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

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 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）
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整備されていな
い。）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

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。

その他（情報関連部署と広報関連部署が連携して研究を進めている。）

2-5

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○〕

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） 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）

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

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

東京オープンデータデイなどへの参加などを通して意見交換を行った。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

（必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：効果が見えないことから、全庁的なオーソライズが困難である。）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：　　2014/11　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 50～100万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 131199

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 東京都板橋区

回答記入日 ○月○日 2月17日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 政策経営部IT推進課（項目４のみ、産業経済部産業振興課）

連絡先 ○○-○○○○-○○○○
政策経営部IT推進課　　03-3579-2041
産業経済部産業振興課　03-3579-2172

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〕

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。

指針策定後に、全庁へ文書にて依頼

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・避難所等の防災情報
・区立施設の位置情報
・区民意識意向調査結果
・人口や行財政等の統計情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(19_東京都板橋区)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

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

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：　データ加工を所管課に依頼しているので、各課の負担が増す。　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　民間や個人で活用に至っているのか、把握する術がかない。
）

（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：　なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・登録すべき情報を検討中

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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。

特になし
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(20_東京都八王子市)

○ 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：予定なし）

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　　　：2014/6　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 50～100万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 132012

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 東京都八王子市

回答記入日 ○月○日 2月22日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 行財政改革部情報管理課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 042-620-7444

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〕

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。

オープンデータの推進に関するガイドライン策定時に、庁内職員のオープンデー
タへの理解を深めるため、本市職員による説明会を実施した。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・オープンデータの推進に関するガイドラインの中で、市ホームページに掲載し、
公開しているデータについては原則オープンデータ化の対象としているため。

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○〕

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〕

・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

・行政情報を統計八王子、人口、まちづくり、インフラ、防犯、交通、教育、子育
て、市政（組織・議会等）、経済、環境、保健衛生、福祉の13分野に分類して公開
している。

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(20_東京都八王子市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：行財政改革部情報管理課）

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

地元のIT企業が、オープンデータとして公開している小児科医院、授乳室の位置データ及び休
日診療情報データを活用し、小児科医院検索アプリを開発した。また、同企業が、本市の予算説
明書等のデータを活用し、市民が納めた税金がどのような目的で使用されているのかを可視化
したアプリを開発した。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

市内IT企業がオープンデータを活用した小児科・授乳室検索アプリを開発し、小
児科・授乳室の位置がスマートフォンから検索可能になり、子どもを持つ方の利
便性が高まった。

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。

官民が連携してオープンデータを利活用し、事業を推進する所管課があり、協働
の機運が高まった。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(20_東京都八王子市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・定期的に地元のIT企業の定例会に出席し、オープンデータのみならず本市の
情報政策全般について意見交換を行っている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （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）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：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

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

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：利活用しやすい形式へのデータ変換するためには、知識や時間の面で
職員負担が大きい。）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：活用したいと思わせるデータを公開していない　　　　　　　　　）

（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：住民等がオープンデータを活用して作成したアプリ
を市ホームページで紹介するための基準を策定し、活用例を周知できるようになった。）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

観光アプリの開発に際し、観光情報の統一的なデータベースとして活用された。

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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。

・本市が観光アプリの開発を業者に委託した際に、観光データの引用については
公共クラウドのAPIサービスを利用するよう仕様書に記載した。
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(21_東京都日野市)

○ 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　　　：   2015/5         　　）

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
（市民・事業者等からの利用ニーズや問合
せが多い情報、地域課題を解決するために
必要となる情報）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 10～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 132128

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 東京都日野市

回答記入日 ○月○日 2月22日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報システム課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 042-585-1111

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・人口等の統計情報
・ミニバスタクシーの路線図、バス停、タクシー乗降場所、投票区域、投票所、市
役所等施設、小中学校、保育園幼稚園、児童館学童クラブ、子ども家庭支援セ
ンター、交流センター、AED設置場所、避難所、避難場所の地図情報
・予算内容等の行政情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(21_東京都日野市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　情報システム課　　　）

○ ○

○

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
（　オープンデータイベントの地域拠点になっ
たため　　）

○ ○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(21_東京都日野市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） ○ その他 （地域戦略室）

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・地元大学の授業において、具体的なデータの要望を収集した。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　公開に意欲的な職員、公開データを作成する人材　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：　地域住民、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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：　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

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

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：　データが集まらない、データ管理の体制が不十分）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　データ公開に消極的な部署が多い　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　オープンデータを活用する地域住民、企業が少ない、データが古
い　）

（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：　アイデアソン等のオープンデータイベントの実施　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

なし

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(22_神奈川県横浜市)

　１. オープンデータ推進に係る取組状況

○ 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　　　：    2014／3               　　）

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：　　未定　　　）

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 （　ＪＳＯＮ　　）

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

○○～○○万人 100万以上

地方公共団体コード ○○○○○○ 141003

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県横浜市

回答記入日 ○月○日 ２月１６日

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○〕

1-2

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○〕

担当部課 ○○部○○課 政策局政策部政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 045-671-2066

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〕

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。

オープンデータに関する国内外の動向や活用事例などに関する講演、取り組ん
でいく上での課題などについてのグループ討議など

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）。

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〕

・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

統計情報、施設情報など

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〕

・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。 指針では、統計情報、国で定めている5分野（白書、防災・減災情報、地理空間
情報、人の移動に関する情報、予算・決算・調達情報）および本市の主要施策に
関する情報としています

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○〕

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○〕

1-9

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(22_神奈川県横浜市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　） ○ その他 （　専用サイト（カタログ）を構築中　　）

○

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

○ ○

　2. オープンデータ推進の経緯・位置付け・体制等

○ ○

○

○ ○

その他 （　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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○〕

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〕

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。

変換等の作業を外部業者に委託した

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 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た活動は予定していない

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。

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。

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。

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。

各部署で持つデータの把握や整理、また、有効活用するためのデータの標準化
など、自部署以外も含めた業務におけるデータ活用を意識するようになってきて
いる

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。

地域課題の解決を目的としていない 地域課題の解決を目的としていない

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。

民間が運営する地域課題解決型の地域ＩＣＴプラットフォームを活用した、地域課
題の投稿やデータに基づく課題の可視化、地域課題解決のためのクラウドファン
ディングなど

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。

1-15

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○〕

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 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

以前から情報公開に積極的であったため 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

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 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 情報化の個別計画に位置付けられている

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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

現場の意向のため 現場の意向のため

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 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） 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(22_神奈川県横浜市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　）

○ ○

2-6

　3. オープンデータ推進における課題

　4. 公共クラウドの観光情報

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

オープンデータデスクを26年6月に開設し、民間企業などからのオープンデータ
の利用や提案などを受け付けており、協働でプロジェクトを行うケースもある

3-1

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

○

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：　企業等の利用者　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　活用事例が少なく活用方法や効果のイメージが持ちにくい　　　）

（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：　民間企業との協働プロジェクトとして、データ公開
から具体的な活用場面までを想定した実証実験を実施　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（具体的な内容は：　　特に地理的情報において精度を確保するために確認や他部署の
データなどとの調整が必要となること　　　　 ）

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。 ・公共クラウドの活用方法、利用頻度が不明瞭なため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：2014/10             ）

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
（市民ニーズの高い分野、市の主要施策に
関する分野全般のため、特に重点としてい
ない）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：2014/10　　　　　　）

○ 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 （　txt　　　　　　　）

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

○○～○○万人 100万人以上

地方公共団体コード ○○○○○○ 141305

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県川崎市

回答記入日 ○月○日 平成２８年２月１６日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務局情報管理部ＩＣＴ推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０４４－２００－２０７９

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〕

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。

H25年度に外部の有識者を招いて、全庁の職員向け研修会を２回開催した。ま
た、H26年度はガイドラインの策定にあたり、検討会を組織し、策定後に庁内にガ
イドラインを周知した。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・避難所等の防災情報
・人口統計情報
・市政だより等

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：ＩＣＴ推進課　　　）

○ ○

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

スマートフォン向けの情報発信アプリを開発し、そこで発信された行政情報等を
オープンデータとして分析・活用することで、地域課題の解決や地域の魅力発信
に結びつけることを想定している。

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。

オープンデータ化できる可能性のある公開情報を調査する課程で、庁内で保有
する情報を掌握することができた。これにより個別の情報の公開の有益性でな
く、複数の情報を組み合わせた場合の有益性も含めて、検討することが可能と
なった。

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。

地域課題解決の取組等、各業務へ効果を与えるためには、データのみでなく、地
域のコミュニティやそこに関連する人・課題の認識など、様々な要素が関連する
ため、それぞれの認識と対応を行うことが重要であると改めて認識することがで
きた。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

現時点では、オープンデータの取組を行うことによって利活用に直接繋がる（業
務の高度化や効率化を図れる）ことはなく、具体的な取組を通じて一部をオープ
ンデータ化させる取組を行っている。

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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

68/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(23_神奈川県川崎市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・行政情報のオープンデータ化に関する要望
・イベント開催やデータ活用に関して

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（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。データ所管部署がオープ
ンデータの意義・効果を感じられていないため取組が進まない。　　　  ）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：自治体で公開形式及び体裁が異なるため、横断的な利用が難しい）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・入力に必要となる情報の収集が困難である。
・それぞれの情報の所管部署の特定が困難である。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：　2014/3  　　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 50～100万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 141500

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県相模原市

回答記入日 ○月○日 2月24日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画財政局企画部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 042-769-8212

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〕

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。

年に１回、各課に配置されている情報化推進担当者へ向けて行われる研修の中
でオープンデータについて周知などを行っている。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・広報紙データ
・統計情報
・公共施設の所在地情報
・避難所等の防災情報
・航空機騒音統計

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF

70/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(24_神奈川県相模原市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　　情報政策課　　　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

一般社団法人オープンコーポレイツジャパン運営の「マイ広報紙」に公開してい
る広報紙データが活用されている。

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。

オープンデータとして公開している避難所情報が、NAVITIMEの避難所情報検索
アプリに活用されている。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

県央10市町村で構成されるさがみオープンデータ推進研究会にてオープンデー
タの広域的な利活用についての研究を行い、県央地区の地域活性化に繋げるこ
とを目的としたイベント（アイデアソン）を実施した。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(24_神奈川県相模原市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　アイデアソン、市民アンケート　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　地元にCode forのようなオープンデータ推進団体がない）

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・観光情報は現在のところ、市としてオープンデータ化していないため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(25_神奈川県横須賀市)

○ 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　　　：2015/2         　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 30～50万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 142018

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県横須賀市

回答記入日 ○月○日 2月22日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 政策推進部政策推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 046-822-8173

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 人の命に直結するため緊急度が高く、他都市（三浦半島4市1町）との連携も取り
やすいため。

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○〕

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〕

・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

広域避難地、震災時避難所
AED設置情報
公共施設情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(25_神奈川県横須賀市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(25_神奈川県横須賀市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

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

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(26_神奈川県鎌倉市)

○ 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：　平成28年３月　）

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　　　：　平成26年９月　）

○ 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

回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

鎌倉市

10～20万人

142042

経営企画部政策創造課

０４６７－２３－３０００（内線２７９２）

３月７日

外部有識者を招いた研修を庁内に開き実施するとともに、機会に応じデータの公
開について庁内周知を図っている。

PDF、JPG

xls、doc

CSV

RDF

○○-○○○○-○○○○

○月○日

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

・人口統計
・予算内容等の行政情報
・避難所・トイレ等市施設を中心とした施設情報

76/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(26_神奈川県鎌倉市)

回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

回答項目

○

○

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：　経営企画部政策創造課　）

○ ○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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）

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

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。

市が共催として実施したアイデアソンにより、市民との協働により新たなデータが
作成されたとともに、市民活動団体と所管課のつながりができた。

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。

庁内データの洗い出し・確認を行う予定である。

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

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

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

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○〕

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。

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(26_神奈川県鎌倉市)

回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

回答項目

○

○

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。

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。

把握していない。

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。

4-3

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）

（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：　データの不十分さ、活用しづらさ（データのレベル）　　　　　　）

（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

企画関連部署

情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署

（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〕

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

・市民団体が主催するイベントに共催として関わるなど、機会を活用することとし
ている。

○

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：　市民・事業者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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 ）

○

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：　　　　　活用事例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　3. オープンデータ推進における課題

2-5

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：　データについての知見が高い人材、庁内調整を行う人材
）

○
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：　　活用を促進するためのカタログサイト構築　   　　　　　　 ）

○
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：　　継続的なメンテナンスへの課題意識が高く、取組に抵抗感が在る
）

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   　　　　　　）

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(27_神奈川県茅ヶ崎市)

○ 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　　　：　　2014/10　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 20～30万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 142077

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県茅ヶ崎市

回答記入日 ○月○日 2月24日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画部情報推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0467-82-1111（内線2715）

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・人口等の統計情報
・避難所等の防災情報
・投票所、ポスター掲示場等の選挙情報
・公共施設白書等の公共施設情報
・ごみ収集カレンダー等のごみ出し情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(27_神奈川県茅ヶ崎市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　企画部情報推進課　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

自治体主導のアプリコンテストを開催した結果、参加者が本市のオープンデータ
ライブラリ上に公開している防災情報等を用いて、災害対策用のアプリを作成し
た。
■アプリコンテスト関連ページ（茅ヶ崎市ホームページ）
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/jyohosuishin/1015802.html

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。

地元のアプリ開発者（個人）からごみ出し情報をオープンデータ化してほしいとい
う要望があり、オープンデータとして公開した結果、ごみ出しアプリを作成した。

民間企業が本市のオープンデータライブラリ上に公開している防災情報や選挙
情報を使用し、避難所や投票所を地図上に表示するアプリを作成した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(27_神奈川県茅ヶ崎市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

ホームページの問い合わせホームから本市のオープンデータライブラリ上に公
開しているデータを利用したとの連絡があり、その後のメールのやり取りの中で
要望をヒアリングし、オープンデータライブラリ上に反映した。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　）
（不足している人材は：　専任でない職員2名で担当しているため、オープンデータの推進
が滞ることがある　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：　どのようなデータにニーズがあるのかが不明　　　　　）

（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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は：　オープンデータにより、明確な成果を得るこ
とができた事例の横展開　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （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　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：　データ保有課が主体的にデータを提供することはなく、オープンデータ
担当課がデータを指定し、オープンデータ化できないか交渉をしなければデータが集まら
ない　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　地元にIT関連企業や、アプリ開発者が少ない　）

（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：　近隣自治体とのデータ連携ができないか検討中
）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：　2015/2           　）

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　　　：　2015/2　　　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ５～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 142085

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県逗子市

回答記入日 ○月○日 2016年２月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 046-873-1111（内線351）

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・オープンデータ化が特に有効な分野であると考えているため。

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○〕

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〕

・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

・市内避難所情報
・市公共施設等AED設置状況
・市内公共施設情報
・人口統計（町丁字別人口、年齢別人口）

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　情報政策課　　　　　　　　　　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は： 情報政策課　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は： 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 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：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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： 地元にIT関連企業が少ない
）

（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： 広報の強化
）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・有効性に疑問があるため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　： 2015/3 　　　　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ～５万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 142107

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県三浦市

回答記入日 ○月○日 ２月２３日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 市民部統計情報課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 046-882-1111（内線225）

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 三浦半島を構成する4市1町（横須賀市、葉山町、鎌倉市、逗子市、三浦市）の枠
組みの中で検討し定めた。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(29_神奈川県三浦市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・効果が不明なうえ、運用の負荷がかかる。
・情報政策担当としては、積極的に進める意思がない。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(30_神奈川県大和市)

○ 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 （ＨＴＭＬ　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 20～30万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 142131

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県大和市

回答記入日 ○月○日 2月24日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 政策部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０４６－２６０－５３６３

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〕

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。

新採用職員研修や各課における所属の情報化の推進、指導、助言等の役割を
担う担当職員向けの研修の際に、オープンデータの活用について説明を行って
いる。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・地点情報データ
・資源・ごみ関連情報データ
・広報誌データ

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(30_神奈川県大和市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：情報政策課）

○

複数回実施した ○ 複数回実施した※周辺自治体等と共同で実
施

○ 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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

一般社団法人オープン･コーポレイツ･ジャパンが、オープンデータとして公開して
いる広報誌データを活用し、「マイ広報誌」というインターネットサービスを提供し
ている。

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。

民間事業者が、オープンデータとして公開している地点情報を活用し、地域情報
提供アプリを開発した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

周辺自治体や企業、教育機関などと連携しながら、オープンデータの推進を目的
としたイベントなどを開催し、情報交換を行っている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

（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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は：他団体の事例、アイデアソン、ハッカソンの開
催）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：オープンデータによるニーズ等が不明確　）

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(31_神奈川県綾瀬市)

○ 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　　　：　2015年1月　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 5～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 142182

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 神奈川県綾瀬市

回答記入日 ○月○日 ２月２３日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 経営企画部文書情報課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0467-70-5639

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

統計情報、施設位置情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(31_神奈川県綾瀬市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　当課(文書情報課)　　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

一般の方がAED設置場所の情報を用いて、AED設置場所のルート検索ができる
アプリを開発されました。
ナレッジコネクターに掲載されているのを確認し、認知いたしました。
http://idea.linkdata.org/contact

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(31_神奈川県綾瀬市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　データを作成、管理する人材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：　住民、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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・情報の精査、整理について協議中のため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(32_新潟県新潟市)

○ 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　　　：     2014/12   　　）

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 （　特に重点分野は定めていない　　）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：　　 2014/12　　　）

○ 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 （　PNG、KML　　）

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

○○～○○万人 50～100万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 151009

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 新潟県新潟市

回答記入日 ○月○日 2月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部IT推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０２５－２２６－２４７１

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〕

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。

2015年秋に「オープンデータ公開候補調査説明会（兼、勉強会）」、2016年初めに
「オープンデータ作り方勉強会」を、全所属を対象に実施。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 本市では「市公式HPで公開しているデータ情報は積極的にオープンデータ化を
目指す」とはしているものの、その分野を限定していない。

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○〕

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〕

・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

統計情報、環境情報、健康医療情報、福祉情報、政策の内容・理由・手続に関す
る情報、社会課題の解決に資する情報、地理情報、画像情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG　　　　※PDFは公開していない

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(32_新潟県新潟市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

NPO法人にいがたデジタルコンテンツ推進協議会主催の「にいがたデジコングラ
ンプリ」参加者が、出品作品として、地理情報を活用した「避難所マップ」アプリを
開発。

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。

新潟中心商店街協同組合が、街なか情報発信を主目的としたポータルアプリを
開発。このコンテンツの１つとして、地理情報を活用。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

アイデアソン・ハッカソンの開催がきっかけで、参加者有志により「Code for
Niigata」が発足、地域課題の解決を目的とする活動が新たに生まれた。

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。

業務の高度化・効率化を考える良いきっかけとなった。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(32_新潟県新潟市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

○ ○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） ○ その他 （　統計関連部署　　）

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

民間企業・業界団体の担当者を招き、本市オープンデータに対する意見・要望を
聴いたり、業界における最新動向についての意見交換をしたりしている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：データ利用者全般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：積極的な活用事例の収集・公開・共有　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：作成マニュアルは配布しているものの、各主管課のITスキルが追い付か
ず、結果として品質の低いデータが出来上がる（作り直しとなる）ケースも多い　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（具体的な内容は：各主管課が通常業務と両立できる「持続可能な取組」を構築しなけれ
ばならない ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 登録用のデータを新規に作成する必要があり、またデータ項目が多岐に渡り、業
務主管課の通常業務に支障をきたす。また、登録したことによる具体的な効果が
本市として見えてこない。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：       平成26年12月）

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 （重点推進分野を定めていない）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：　平成26年12月 ）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 5～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 15102

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 新潟県十日町市

回答記入日 ○月○日 ２月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部総務課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 025-757-3196

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・避難所、医療施設等の防災情報
・雪まつり、大地の芸術祭の作品位置等の観光情報
・人口台帳等の統計情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：総務課　　　）

○ ○

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

一般の方が、オープンデータとして公開している大地の芸術祭作品位置情報及
び作品情報を利用して、地図上で作品を確認できるアプリを開発した。

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。

一般の方が、オープンデータとして公開しているＡＥＤの位置情報を利用して現
在地から指定のＡＥＤ設置場所までの距離表示及び経路案内ができるアプリを
開発した。

一般の方が、オープンデータとして公開している公園の位置情報を利用して現在
地から指定の公園までの距離表示及び経路案内ができるアプリを開発した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：公開データを選定、収集、作成、広報活動を行う人材）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：　オープンデータを利用する人（個人・法人等）全て）

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

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：情報の需要が不明瞭）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：　要員が不足している）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：現時点では、オープンデータ導入による市のメリットが感じられない ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・市独自に開設したオープンデータサイト上にて公開しているため必要性を感じ
ない。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ～5万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 152111

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 新潟県見附市

回答記入日 ○月○日 2月23日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務課情報管理係

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0258-62-1700

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・人口、教育施設、避難所等の行政情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

○

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：　企画調整課　　　　　　　　　）

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：利活用事例、必要データの提示（国から））

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

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：　データの準備に手間がかかる　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 不明

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(35_富山県高岡市)

○ 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：予定なし　　　　　　）

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 （定めていない　　　　　　　　　　　）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：2015/7　　　　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 10～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 162027

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 富山県高岡市

回答記入日 ○月○日 2月18日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 経営企画部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0766-20-1238

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〕

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。

・オープンデータに取り組むにあたっての全庁説明会
・データ公開前の注意事項、今後の流れについての全庁説明会

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・避難所マップ等の防災情報
・人口、統計情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：情報政策課　　　　　　）

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

地元のIT団体が、オープンデータとして公開している施設情報を活用し、保育園・
幼稚園・認定こども園マップと公衆Wi-Fiスポットのマップを作成した。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・市公式ホームページを通じ、民間団体等からメールによる要望や問い合わせを
受けている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　）
（不足している人材は：　公開データを作成する人材
）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・観光情報を掲載するサイトが複数あり、全てに対応することは人的にも困難な
ため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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：未定　　　　　　　　）

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　　　：2013/9　　　　　　）

○ 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 （ｔｘｔ　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 20～30万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 182010

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 福井県福井市

回答記入日 ○月○日 平成28年2月23日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 都市戦略部情報課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0776-20-5671

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〕

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。

平成24年度から25年度にかけて、関係所属の所属長及び担当者を招き、オープ
ンデータ推進に向けた会議を全6回行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・避難所等の防災情報
・人口統計情報
・避難所情報などを含む公共施設の情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：情報課　　　　　　　　　　　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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ごみ分別データ
を活用し、ごみ分別・収集日通知アプリを開発した。

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。

地元の大学生が、オープンデータとして公開している避難所データを活用し、避
難所の場所を示すアプリを開発した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(36_福井県福井市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ） （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 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：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：どのようなデータを公開すれば活用されるのかわからない　　　　）

（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：公開するデータの数を増やす　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 公開につき、庁内で検討中である。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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。

108/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(37_福井県鯖江市)

○ 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：　　 2016/08　　　　）

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：　　　2016/08　　　）

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 （Linked RDF）

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

○○～○○万人 5～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 182079

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 福井県鯖江市

回答記入日 ○月○日 2月18日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 政策経営部情報統計課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0778-53-2213

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〕

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。

職員への、市のオープンデータの取組の紹介や、普段の業務の課題を解決する
ような新しいデータはないかなどのテーマを設けたワークショップの実施。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・「鯖江市まち・ひと・しごと創生総合戦略」内、基本目標「若者が住みたくなるま
ちの創造」の中で、オープンデータとITで都会的サービスが享受できるまちを目
指しているため。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ ○

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：情報統計課）

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

地元のCode For Sabaeが消火栓の設置場所、施設情報、トイレの位置情報、ご
みの分別情報などのオープンデータを用いてアプリを１２０種類以上開発してい
る。

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。

鯖江市の取り組みが、福井県内17市町合同のオープンデータへの公開へ繋が
り、そのデータを基に、地元のアプリ開発業者が施設情報やゴミのアプリを開発
した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

コミュニティバスの位置情報を用いたバスアプリでバスの遅れが可視化され利用
増加につながっている。

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。

雪で消火栓が埋もれ、消火活動が遅れた新聞報道を受け、消火栓の位置情報
を公開、地域、消防団での消火詮の除雪活動につながっている。

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。

オープンデータへの先進的な取組がメディアで取り上げられることで、県内外か
ら多くの人が鯖江市に注目をして頂けるようになり、Code for Japanのコーポレー
トフェローシップ事業（民間企業の方が自治体へ派遣されてくる）への参加など、
新たな取組へと繋がった。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・facebookの公開グループ「オープンデータ活用！」にて、情報共有・意見交換を
している。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

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

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・自団体のデータカタログサイトと重複するため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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：　　未定　　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ～５万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 184420

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 福井県美浜町

回答記入日 ○月○日 3月1日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0770-32-6700

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〕

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。

庁内情報化会議の中でオープンデータへの研修及び全所属課へアンケートを実
施した。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・公開するにあたり基本的な情報であるため。

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○〕

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〕

・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

・観公情報
・ごみ情報
・人口情報
・避難所情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

オープンデータ公開については、県と県内１７市町共同で実施しており、県が
データを取りまとめ、事業者とアプリを開発した。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

（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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：　地域住民へのアンケート　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：職員のオープンデータへの意識が低い　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・観公所管課への周知不足。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：2015/2 　　　　　）

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　　　：　2015/2　　　　  ）

○ 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 （txt　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 5～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 202070

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 長野県須坂市

回答記入日 ○月○日 ２月22日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部政策推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 026-248-9017

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〕

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。

・随時、公開データやアプリケーションを庁内グループウェア掲示板において紹
介している。
・外部有識者を招いて、職員研修会を１回行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・市統計書、行政区別人口、高齢化率等の統計情報
・避難所、AED設置場所等の防災情報
・歴史、図書館、市役所業務、市民バス等の行政情報
・動物園の観光情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

○

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：政策推進課　　　　　　）

○

○

○

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 （有識者からの提案　　　）

○

○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

オープンデータ担当部署の職員が、各データ公開に併せ、活用方法を周知する
ためアプリを作成している。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

行政区別の人口や高齢化率、市民バスのバス停情報等のデータ公開及びアプ
リケーション化により、各部署に有益な情報が共有可能となった。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・有識者、地元企業及び市職員で構成するオープンデータ推進会議を定期的に
開催している。
・市民提案型オープンデータの取組みとして、市保有情報のオープンデータ化等
の希望を申請することができる。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（誰のニーズが不明か：　地域住民、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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は：　他団体の事例
）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(40_長野県塩尻市)

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 5～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 202151

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 長野県塩尻市

回答記入日 ○月○日 2月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画政策部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0263-52-0659

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・ごみ収集カレンダー
・統計情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　情報政策課　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

職員が作成した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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。

120/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(41_静岡県)

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 100万人以上

地方公共団体コード ○○○○○○ 220001

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 静岡県

回答記入日 ○月○日 平成28年３月７日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画広報部情報統計局情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 054-221-2360

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〕

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。

各部局から構成される高度情報化推進本部において、オープンデータの取組を
推進している。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

公共施設、観光・見どころ情報、防災、統計、その他

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ ○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

高専生が「道路照明灯」のオープンデータを利用して、夜間も明るい道路がどれ
かを紹介するサイトを作成した。

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。

個人が、県の「富士山ビューポイント」のオープンデータを利用して、富士山の撮
影スポットまでの道案内をするアプリを作成した。

民間企業が、「リアルタイム河川情報」及び「水位観測所」のオープンデータを作
成した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

各種高齢者施設の位置と情報を見える化するマップを作成し、市（湖西市）の案
内窓口（地域包括支援センター）で、高齢者に対し、各種高齢者施設の位置や連
絡先をワンストップで提供することが可能となった。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(41_静岡県)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・民産学官から構成されるしずおかオープンデータ推進協議会において、セミ
ナー、勉強会、イベント等を都度開催している。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：オープンデータの利活用に向けた取組を専門に行う人材）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：オープンデータが企業活動に結びつきにくい。）

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・観光情報の発信は、県観光協会で運用する観光ホームページで行っているた
め。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(42_静岡県静岡市)

○ 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　　　：   2015/4       　　）

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 （すべての分野）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：　2015/4　　　　　）

○ 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 （JSOＮ）

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

○○～○○万人 50～100万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 221007

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 静岡県静岡市

回答記入日 ○月○日 ２月１７日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務局情報管理課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０５４－２２１－１３４１

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〕

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。

・全職員に対してe-ラーニング研修を実施（H26年度）
・各課配属の情報化担当職員に対して、外部有識者による研修を実施（H26年
度）
・各課配属の情報化担当職員に対して、推進担当課による研修を実施（H26～現
在）

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

行政が保有している情報のうち、個人情報等により公開する事が妥当でない情
報を除くすべての分野

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ ○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

地元個人や事業者が、ＡＥＤデータや避難所を活用して、ＡＥＤや避難所の検索
サイトの構築や事業者がサービス提供する地域情報提供アプリに当該機能を組
み込んでいる。

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。

オープンストリートマップ活動団体がオープンデータ化した航空写真を基にオー
プンストリートマップ上にタイル画像として配信している。

GIS事業者が本市オープンデータの一部について、機械判読しやすい形式に加
工し、当該事業者が作成しているオープンデータサイトに掲載している。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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、交通規制情報提供ＧＩＳデータ及び民間データ（車データ）をコラ
ボレーションして活用したアイデアソン・ハッカソンを開催し、市民の生活向上に
資するアプリや機能の開発を行っている。

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。

情報部門のみならず、情報公開担当部門や市民協働担当部門、データ保有課
が自らの事業にオープンデータを活用しようとする動きが出始めた。
※データ所管課主催のアイデアソン・ハッカソンが開催された。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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

125/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(42_静岡県静岡市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・産学官民で構成される「しずおかオープンデータ推進協議会」の幹事会にて地
域課題解決手法等について意見交換を行っている。
・市内の情報通信関連企業で構成されるＮＰＯ法人静岡情報産業協会の委員会
にてオープンデータを活用した事業創出や事業展開について意見交換を行って
いる。
・オープンデータページにてオープンデータ要望を受け付けている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：保有データをそのまま提供しているが、質の高いデータとして提供すると
なると加工が必要になり、データ保有課の事務負担が大きい　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している

○
オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）
（不足している予算は：オープンデータを活用した各事業（地域課題解決・産業創出等）経
費 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：地元IT関連事業者のオープンデータ活用ビジネスのノウハウ不
足）

（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：コンテストの開催）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 公共クラウドに登録する必要性を感じないため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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 （ごみ分別日及び分別方法）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：平成27年3月）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 10～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 222127

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 静岡県焼津市

回答記入日 ○月○日 2016/03/03

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 054-623-4791

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〕

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。

静岡県のオープンデータ担当職員による講演会を開催した

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 防災に関しては、津波避難タワーの位置情報を公開するため
ごみに関しては、5374アプリの利活用を推進するため

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○〕

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〕

・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

防災（津波避難タワーの位置情報）
ごみ（5374アプリ基礎データ　日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語）

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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。

129/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(44_静岡県御前崎市)

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ～５万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 222232

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 静岡県御前崎市

回答記入日 ○月○日 2月17日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部総務課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0537-85-1132

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・投票所一覧、避難所一覧、人口統計、公共施設一覧他

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

○

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：総務課）

○ ○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

ナビタイムジャパン社が、避難所一覧データを総合ナビゲーションサービスＮＡＶ
ITIMEに掲載しました。

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。

ＥＳＲＩジャパン社が、消火栓一覧データ他を地域情報を探すアプリG-
mottyMobileに掲載しました。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

（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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：他団体の事例　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：公開データの鮮度を保つこと。　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 商工観光部門で検討中。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：　2014/3　　　　  ）

○ 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 （HTML、TXT、MP3）

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

○○～○○万人 100万以上

地方公共団体コード ○○○○○○ 231002

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 愛知県名古屋市

回答記入日 ○月○日 2月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務局情報化推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 052-972-2261

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〕

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。

オープンデータの取り組みを開始するにあたり、各局の担当者を対象に、オープ
ンデータの概念と、庁内の指針について説明した。その後、イントラネットに掲載
することで、庁内に向けた啓蒙を行っている。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

統計、環境、選挙、地下鉄・市バス

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （市議会からの意向）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

一般社団法人オープン・コーポレイツ・ジャパンが運営する「マイ広報紙」に、広
報なごやのオープンデータが掲載されている。

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。

地元の大学の研究室が、イベントと地下鉄・市バスのオープンデータを活用し
て、まち歩きに使えるアプリ「歩こう！ガイド」を開発した。

アプリ開発コンテスト「NEXT COMMUNICATION AWARD 2015」にて、地下鉄の
オープンデータを活用して、地下鉄駅間の徒歩ルートを表示するアプリ「なごや
健康のりかえ」を開発し、グランプリを獲得した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

地域連携事業で協働している大学の研究室と、オープンデータに関する意見交
換会を実施したことがある。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　）
（不足している人材は：　機械判読性の高いデータを作成する人材、広報活動を行う人材
）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は：　他団体の事例、地域住民等へのヒアリング
）

○
オープンデータを推進する上での情報が不足している 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：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　オープンデータを出している部署に偏りがある　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・登録した情報の外部公開の是非について、検討が必要なため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：   2014/11     　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 30～50万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 232017

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 愛知県豊橋市

回答記入日 ○月○日 ２月２９日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報企画課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0532－51－2080

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・統計情報
・施設情報
・イベント情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：データ所管課　　　　　）

○ ○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

地元のアプリ開発事業者が、オフラインでもGPSデータで避難所まで誘導してく
れるアプリを開発した。

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。

地元のアプリ開発事業者が、ツイッターのつぶやきを拾い、駐車場の空き状況を
教えてくれるアプリを開発した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は：　アンケートやヒアリング
）

○
オープンデータを推進する上での情報が不足している 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：　活用事例、他団体の指針、技術的動向・手法　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：データが集まらない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
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○ 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：　未定　　　　　　　）

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：　未定　　　　　　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 5～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 232297

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 愛知県豊明市

回答記入日 ○月○日 ２月１６日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 行政経営部企画政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0562-92-1395

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・人口統計情報
・施設位置情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　企画政策課　）

○ ○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：オープンデータを専門に取り組む人材　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　技術的動向・手法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 データの入力項目について、その必要性および入力方法がわからない

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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：　未定　　　　　　　　）

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　　　：2015.3　　　　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ２０～３０万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 242012

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 三重県津市

回答記入日 ○月○日 ２月２３日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報企画課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 059-229-3118

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：情報企画課　　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

IT事業を営む地域住民が、ごみ分別表のデータを活用し、ごみの分別区分を簡
単に調べられるサイトを作成した。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：上記課題が複合的に絡んでいると思われる　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 現在、検討中のため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　： 2015/1        　　）

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 （取組み可能なデータから速やかに公開）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 100万人以上

地方公共団体コード ○○○○○○ 271004

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 大阪府大阪市

回答記入日 ○月○日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務局行政部総務課ICT戦略グループ

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 06-6208-7825

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〕

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。

年間数回、外部有識者を招いて、企画関係担当者等を対象に、オープンデータ
の基礎から活用事例等についての研修を実施。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・地図情報
・防災・保安・安全情報
・保健福祉情報
・統計情報
・各種調査情報
・区政情報
・環境情報
・選挙情報
・その他情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

自治体主導のハッカソンを開催した結果、ホームページのRSSを利用した情報発
信アプリが開発された

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。

自治体主導のハッカソンを開催した結果、最寄りの駅や駐輪場などを検索し、現
在力のナビゲーションを可能とするアプリが開発された

自治体主導のハッカソンを開催した結果、警察署等と犯罪発生地点を地図上に
重ね合わせ、ビジュアライズ化したサイトが開発された

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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アソン・ハッカソンを積極的に開催することで、地
域におけるコミュニティにアプリ開発ができる若者が参加するようになった

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：機械判読可能なデータ形式で公開するための作業負荷が大きい）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 観光情報の２次利用にかかる情報発信元への承諾が必要であるため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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。

147/184



別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(50_大阪府岸和田市)

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 10～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 272027

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 大阪府岸和田市

回答記入日 ○月○日 ２月１６日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画調整部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０７２－４２３－９５１４

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　広報不足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・情報の外部公開の是非について、先進都市の事例も踏まえながら庁内で協
議・検討中のため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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：平成28年度中　）

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：　　平成28年度中）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 30～50万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 272108

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 大阪府枚方市

回答記入日 ○月○日 2月26日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０７２－８４１－１２９６

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〕

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。

推進担当課（情報推進課）がオープンデータ検討部会を定期的に開催し、庁内
全体に推進、利活用の促進を行っている。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・防災情報
・観光情報
・私立図書館所在地等の施設情報
・性別年齢別人口等の人口統計情報
・公共施設白書等の行政情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

○

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 （本市における事業方針に合致するため）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

市民がCode for Kanazawaで開発された5374に、枚方市オープンデータ（ごみ収
集情報 ）を適用した枚方市版5374を作成

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。

市民が"統計情報"  を元に、2015年4月枚方市議会議員選挙結果を可視化

自治体主導のハッカソンを開催した結果、参加者がオープンデータを使用した
様々なアプリケーションを作成

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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アソン・ハッカソンを開催することで、地域課題を
解決するアイデアやアプリ・サービスなどが創出された。

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。

地域の方と連携して、アイデアソン・ハッカソンを開催したことにより、市民協働に
よるまちづくりに貢献できた。

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。

統計情報のオープンデータを公開したことで、選挙結果の可視化が行われた。

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。

様々なデータをオープンデータとして公開することで、市民がアプリ・サービスを
を作成し、地域課題の解決が図られた。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　）

○ ○

2-6

○

○

4-2

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） ○ その他 （自団体のサイトでも公開を予定している）

○ 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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・アイデアソン・ハッカソンの開催や、ホームページ上に市民からの要望を収集す
るためのアンケートフォームを用意している。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　オープンデータを利活用できる人材　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （誰のニーズが不明か：　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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：企業向けのアイデアソン・ハッカソンの開催）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （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　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している

○
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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：一般層でのオープンデータの認知度が低い　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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 （　　　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 10万～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 272141

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 大阪府富田林市

回答記入日 ○月○日 2月25日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 市長公室政策推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0721-25-1000

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・地形図、航空写真

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

オープンストリートマップの作成で活用された。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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○〕

（回答）
推進体制は整備していない

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） ○ その他 （　なし　　　　　　　　　　　　）

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　オープンデータ化を推進及び作成する人材　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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：なし　　　　　　　　　　　）

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　　　：2015/3　　　　　　　　　　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 30～50万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 292010

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 奈良県奈良市

回答記入日 ○月○日 2月19日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0742-34-4722

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〕

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。

外部有識者を招いて全職員を対象に、オープンデータの基礎を学ぶ研修を行っ
た。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

統計情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

民間団体が、オープンデータとして公開している避難所位置データを活用し、避
難所マップを開発した。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

1-14のとおり

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している

○
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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

国が主導して行ったことにより、市が単独で進めるよりも原課（観光部署）が迅速
に動くこととなった。

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　： 2015/3       　　）

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
（市民等から問合せが多い情報、主要施策
関連情報）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 5万人～10万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 302031

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 和歌山県橋本市

回答記入日 ○月○日 2月25日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画部企画経営室

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0736-33-1576

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〕

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。

平成26年度に、1回、データ保有担当課の係長級を対象に、オープンデータ活用
に向けた研修活動を行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン、オープンデータ地方公共団体最
初の手引書及びオープンデータ取組ガイド等政府等資料を参考に、オープン
データとして公開可能かつ公開されることが地方自治体の課題解決につながる
との関連から選定。

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○〕

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〕

・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

統計情報、観光情報、文化財情報、AED情報、ゴミ関連情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

○

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：企画経営室　　）

○ ○

○

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
（地方公共団体情報システム機構より、調査
研究事業参加の依頼があったため。
）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

外部有識者が、既存のゴミ出しアプリに橋本市データを取り込み、橋本市版のゴ
ミ出しアプリを公開した。

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。

外部有識者が、既存の市税用途確認アプリに橋本市データを取り込み、橋本市
版の市税用途確認アプリを公開した。

社会基盤情報流通推進協議会と東京大学空間情報科学研究センターによる
アーバンデータチャレンジの地域拠点として、アイデア部門に橋本市長特別賞を
設け、選定の結果、子育て応援にかかるアイデア2件を橋本市長特別賞として表
彰した。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

地元への愛着の増進、地域の偉人の啓発等によりふるさとに関する知識を深め
ることによるUターンを目的とした、ウィキペディアタウンを実施した。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （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   　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）
（誰のニーズが不明か：　ニーズが本当にあるのかも含めて、地域住民、地場企業
、市内部）

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

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（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
）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　地元にIT関連企業が少ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

庁内の一部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。

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：2015/10          　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 20～30万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 342025

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 広島県呉市

回答記入日 ○月○日 2月17日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画部情報統計課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0823-25-3589

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 全国的な公開状況を確認して，横断的なアプリ開発が容易だと考えたから。

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○〕

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〕

・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

・避難所，AED等の防災情報
・人口等の統計情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：情報統計課）

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○ ○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・中国総合通信局が開催している地域オープンデータ推進会議で大学等の有識
者が出席し，意見交換を行った。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

（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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：アイデアソンを行う）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・呉市でオープンデータの取り組みを開始していたため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　：2015/4）

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
（情報開示請求や問い合わせの多い市民ニーズ
が高い情報、市業務の改善・課題解決に広く活
用できる情報、人の移動に関する情報）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 １０～２０万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 352021

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 山口県宇部市

回答記入日 ○月○日 ２月１９日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総合政策部ＩＣＴ推進課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ ０８３６－３４－８１１８

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〕

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。

庁内各課に対し、オープンデータに関する研修を実施した。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・国がオープンデータ推進のためのロードマップとして、重点分野に示す項目で
あるため

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○〕

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〕

・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

・公共施設、教育施設等の施設情報
・彫刻、文化財等の地域観光資源情報
・避難場所等の防災情報
・人口、国政調査等の統計情報
・バリアフリー、夜間診療当番等の福祉情報

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

地元のアプリ開発事業者が、宇部市が公開しているデータ数種類（位置情報あ
り）を活用し、検索・ルート案内を行うアプリを開発した。

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。

地元の大学が、大学院生の授業を通じて、宇部市が公開してる「赤ちゃんの駅」
データを活用し、赤ちゃんの駅の検索・ルート案内を行うアプリを開発した。

コンテストを実施した際、応募作品として５つのアプリが公開された。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

コンテストのアイデア応募作品の内の一つである「多目的トイレ検索」について、
教育機関や民間企業と協力してアプリ化へ取り組もうとしている。

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。

目に見えた効果は測定できていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・オープンデータの活用について、高等教育機関、民間企業、市民団体等との意
見交換、情報交換を不定期に実施している。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：電子化されている情報が少ない　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：明確な効果が直ぐには見えない　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 －

4-3

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）

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

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。

具体的効果はない

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　： 2015/3　　   　　）

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 （特に定めていない　　　　　　　　　）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （公開時期　　　： 2015/3　　   　　）

○ 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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 10～20万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 382051

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 愛媛県新居浜市

回答記入日 ○月○日 平成28年2月26日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画部 秘書広報課、情報政策課、経済部 運輸観光課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 0897-65-1234（代表）、0897-65-1214（情報政策課）

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

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○〕

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〕

・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

・人口統計
・避難所情報
・広報誌（市政だより）最新号

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　秘書広報課、情報政策課）

○ ○

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 （ホームページリニューアルに合わせて公開）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(57_愛媛県新居浜市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） ○ その他
（情報関連部署が作成したデータを広報関
連部署がホームページに掲載している
）

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：公開データを作成する人材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （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：　他団体の事例、地場企業へのヒアリング ） （効果を把握するために考えられる方法は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：全庁的な議論が進んでいないため。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(58_高知県南国市)

○ 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：３月　　　　　　　　）

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：　2016/4　　　　　）

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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 ～５万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 392049

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 高知県南国市

回答記入日 ○月○日 2月29日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 088-880-6585

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〕

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。

地域情報化アドバイザー事業を利用して職員研修を随時行っている（26年2月全
職員を対象にオープンデータの意義について研修、27年度は情報政策課職員に
対し、オープンデータの進め方について研修を行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 2次活用が見込まれる分野を優先。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○ ○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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公開することで行政の透明性が向上する。

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。

オープンデータの取り組みを行うにあたり、庁内の情報共有を同時に行っている
ことで、庁内の部署間での情報共有が進んだ。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

産学官民の異業種団体内で、オープンデータについての意見交換を随時行って
いる。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　オープンデータを推進するための人材　　　　　　　　　　　　　）

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

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

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　オープンデータ実施のための具体的な手法　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である 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
）

（困難な理由は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している 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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他

○
その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：公開したデータの更新　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　ＩＴ企業が営利事業として取り組まない　　　　　　　　　　　　　）

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 観光部門の職員が不足しているため、登録作業に人員を割けない。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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：予定なし　　　　　　）

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 （HP等で既に公開しているデータ）

1-3

策定している （策定時期　　　：　　　　　　　　　　　） ○ 策定している （策定時期　　　：　2015/3　　　　　）

○ 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 （　GIF　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 50～100万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 401005

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 福岡県北九州市

回答記入日 ○月○日 2月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務企画局情報政策部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 093-582-2144

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〕

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。

活用事例の報告を庁内向けに行った。その際、オープンデータの推進向けた啓
蒙活動（周知）を行った。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 ・既に公開の検討がなされたデータであり、ライセンスの検討を行えばよく、OD化
の負荷が低いと思われるため。

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○〕

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〕

・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

・統計情報
・パンフレット
・医療機関名簿

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

公開しているパンフレット等のデータを活用し、民間業者が電子書籍化した。（当
該業者の運営するサイトで公開された。）

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

通常パンフレット等の電子書籍化は、契約などの事務作業及び予算を必要とす
るが、オープンデータ化することで、そのようなことなしに電子書籍化された。

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

その他 （　　　　　　　　　　　　　　） その他 （　　　　　　　　　　　　　）

○ ○

2-6

○

〇

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・ホームページ上に市民等からの要望を受け付けられるよう受付フォームを用意
している。
・定期的なものではないが、商工会議所の協力のもと、加盟企業に対するアン
ケートを実施した。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　） （不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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

（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 ） （効果を把握するために考えられる方法は：他都市事例、市民・企業へのアンケート等　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （必要な情報は何か：　活用事例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：　データ所管課の理解　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない

○

オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　活用可能性の高いデータが不明　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。 ・効果や情報の維持管理方法を含め、検討中のため。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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○ 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　　　： 平成26年4月）

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

○ その他 （防犯　　　　　　　　　　　）

1-3

策定している
（策定時期
：
）

○ 策定している （策定時期　　　：平成26年4月　）

○ 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

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

○○～○○万人 100万以上

地方公共団体コード ○○○○○○ 401307

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 福岡県福岡市

回答記入日 ○月○日 平成28年2月16日

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 総務企画局ICT戦略室ICT戦略課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 092-711-4105

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。

ホームページへのアクセス状況等から市民の情報ニーズを把握したり，産業界
のオープンデータのニーズ調査を整理したりすることで高ニーズデータを４分野
を明示した。

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○〕

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〕

・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

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ その他
（JSON
） ○ その他 （　html　　　　　　　　　　　）

○ ○

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：　ICT戦略課　　）

○

○

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 （　　　　　　　　　　　）

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○〕

RDF RDF

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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

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

作成はせず、保有データをそのまま公開した
作成はせず、保有データをそのまま公開した　（ホームページに公開しているデータのURL
にリンク）

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○〕

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〕

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。

アイデアコンテストで市長賞を受賞したアイデアを活かし，総務省実証実験として
企業の協力により，市内の防犯情報をリアルタイムで通知し身近な防犯情報を
知ることで，防犯意識を高めるアプリを提供している。

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。

市外のIT企業が，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・提供している。

市民や市内の企業が，PM2.5のリアルタイムデータや，施設の位置情報のデータ
を活用しアプリを開発・提供している。

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○〕

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

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

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

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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○ ○

○

○

○

○

その他
（
）

その他 （　　　　　　　　　　　　　）

○

○

2-6

○

○

4-2

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

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

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）

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）

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 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 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

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

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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）

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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

・産官学連携の研究会等でワークショップやシンポジウム，交流会，データソン等
のイベントを実施し，企業や一般市民，市民団体，研究者等との交流の場を設
け，ニーズの把握に努めている。
・ホームページやオープンデータサイトで常時要望等を受け付けている。
・民間企業等のヒアリング等を積極的に受け，情報収集に努めている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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 オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している 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   　　　　　　）

（不足している人材は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（誰のニーズが不明か：　地域住民、地場企業
）

（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：　他団体の
事例、地場企業へのヒアリング ）

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

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　）

（必要な情報は何か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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　　　  ）

（困難な理由は：データの整形，事務量の増加，費用対効果　　　　　　　　　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：
）

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：
）

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

その他
（
） ○ その他 （データを登録した課の判断に任せている）

○ 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。

4-3

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）

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

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。

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）

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）

4-4

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○〕

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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○ 策定・公開している （公開時期　　　： 2015/4 　　　　　） 〇 策定・公開している （公開時期　　　：     2015/6      　　）

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 〇 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 〇 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） 〇 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 〇 行っていない

1-6

公開していない 公開していない

～10 〇 ～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 （　　　　　　　　　　　　）

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

○○～○○万人 １０～２０万人

地方公共団体コード ○○○○○○ 472085

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

貴団体名 ○○県○○市 沖縄県浦添市

回答記入日 ○月○日 2016/2/26

　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○〕

担当部課 ○○部○○課 企画部情報政策課

連絡先 ○○-○○○○-○○○○ 098-876-1234

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〕

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。

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）。

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○〕

1-2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〕

・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。 本市ではデータ公開をCSV形式をメインに考えており、位置情報（緯度・経度）な
らCSV形式の公開が容易なため。まずは位置情報の公開から進めている。

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○〕

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〕

・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

・避難所等の防災情報
・AED設置場所の施設情報（公共施設のみ）

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○〕

PDF、JPG PDF、JPG

xls、doc xls、doc

CSV CSV

RDF RDF
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回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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：　　情報政策課　　）

○

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 （　　　　　　　　　　　）

○

○

○

○

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 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 外部のサイト・カタログ（公共クラウド等）を利用している

既存のホームページに専用ページを設置している 既存のホームページに専用ページを設置している

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。

変換等の作業を外部業者に委託した 変換等の作業を外部業者に委託した

データの主管課で可能な範囲で作成した 主管課で可能な範囲で作成した

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 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

作成はせず、保有データをそのまま公開した 作成はせず、保有データをそのまま公開した

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○〕

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〕

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。

本市職員がオープンデータとして公開しているゴミだし情報を活用し、アプリを作
成した。（5384.ｊｐ）

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。

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○〕

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 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

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 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 地域課題の解決を目的としていない

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。

現場の意向のため 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 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 地域（市民活動、企業）の意向のため

　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○〕 国や属する都道府県が取り組んでいるため 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 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 首長等の上層部の意向のため

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

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 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） 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）

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 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 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

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
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別紙3　オープンデータの取組状況に係るアンケート結果（団体個別編）
(61_沖縄県浦添市)

回答項目 回答例 回答欄
※左記の回答例を参考にご記入ください。

○

○

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。

2-4

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○〕

企画関連部署 企画関連部署

情報関連部署 情報関連部署

地域振興・地域経済関連部署 地域振興・地域経済関連部署

広報関連部署 広報関連部署

2-5

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○〕

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） 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）

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 実施しておらず、今後の予定もない

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〕

・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。

オープンデータの活用を推進している団体と定期的に情報交換を行っている。

　3. オープンデータ推進における課題

3-1

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

○

オープンデータの利活用におけるニーズや効果が不明

○
オープンデータを推進する上での人材が不足している

○
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   　　　　　　） （不足している人材は：　　公開データを作成する人材　　　　）

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

（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 ）
（効果を把握するために考えられる方法は：　　他団体の事例、code for　○○等団体との
意見交換　　　　　）

○
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情報が不足している

（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　　　　　　　　　　　） （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　　　）

○
オープンデータの作成・公開作業が困難である

○
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
）

（困難な理由は：　データが集まらない　　　）

オープンデータを推進する上での予算が不足している オープンデータを推進する上での予算が不足している

（不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ） （不足している予算は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 ）

その他 その他

（具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） （具体的な内容は：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

○

オープンデータの公開から活用に至らない オープンデータの公開から活用に至らない

（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：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　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○〕

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 自団体の観光情報を登録していない

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。

4-3

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）

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

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。

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） 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）

4-4

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○〕

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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