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だれでもテレビ局！？  
動画配信プラットフォーム「ふわっち」 

by jig.jp



神山まるごと高専設立準備委員会 技術教育統括ディレクター 
（校長予定は、福井高専の先輩！）

楽しく学ぶ、テクノロジー



めがね会館 → すぐそばに新社屋建築中 
広いイベントスペースができますよ！



1994年 福井高専入学
2000年 はじめての創業
2001年 はじめての社長
2003年 もういちど社長 ← jig.jp
2018年 はじめての会長
2022年 20年目に突入！



1997年 

福井高専在学中に開発
地理情報システム
(Java + ブラウザ)

各地の自治体などへ
販売



おねだんイチゴー（1,500円～） 

プログラミングでジャムセッション！

こどもパソコン IchigoJam
イチゴジャム



2004.10.1 
世界初モバイルアプリ版 
ブラウザ販売開始

スマホ時代の 
ブラウザを求めて 
W3Cへ加盟 

オープンデータに 
出会う



web発明者＆W3C創始者 
ティム・バーナーズ＝リー氏

jig.jp （W3Cメンバー） 
福野泰介 （2010-10） 2010-12 鯖江市長にオープンデータ提案

オープンデータとの出会い 鯖江市長への提案

→日本初のオープンデータ都市鯖江市 
→一日一創スタート 
→日本初の全市町オープンデータ対応福井県 
→ オープンデータ伝道師



https://fukuno.jig.jp/2012/#sabae

2012年 
鯖江のアプリ 
100公開



オープンデータ伝道師
政府CIO任命（2016～）



オープンデータを使った 
コロナ対策ダッシュボードアプリ



経済産業大臣賞 

情報化促進貢献 
個人等表彰



お世話になった大人たち



創っていいんだよと言ってくれた、発明クラブの人
個性的だと褒めてくれた、お絵かき教室の先生

ファミリーベーシックを見せてくれた、友達のお母さん
ベストなパソコンを紹介してくれた、トップカメラの店員

少年少女に活躍の機会を作ってくれた、ベーマガ編集長 大橋さん
やさしいオープンソース文化を作ってくれた、MSX-FAN編集部の人

MSXを作ってくれた、西和彦さん
福井高専を教えてくれた、明道中学校の杉本先生

ややこしい学生を放置してくれた、福井高専長水さん
研究でプログラミングする機会をくれた、福井高専岡本さん
本格アプリ開発する機会と住処をくれた、アルバイト先の社長
起業するきっかけをくれた、サーフボードの田嶋社長

IchigoJamの教科書を書いてくれた、福井高専蘆田さん
見守ってくれた、両親



小3の頃、ロボットを作りたくて、はじめての「はんだづけ」



福井市 
少年少女発明クラブ



MSX

MSXのようなものを現代に 
→IchigoJam



IchigoJamを使った作品、NHK会長賞、経済産業大臣賞、受賞！

https://fukuno.jig.jp/3506



全都道府県に存在、全204クラブある「少年少女発明クラブ」検索アプリ

https://fukuno.jig.jp/3505



倍返しだ！



コンピューターすごい 
プログラミング楽しい

ロボコンやプロコンに 
挑戦しながら続ける

自分で学べるレベル 
プロと同環境

コンピューターヤバイ！から始める、高度デジタル人材育成

学校 地域ICTクラブ 自立



地域の大人・学生のサポートが必要

コンピューターすごい 
プログラミング楽しい

ロボコンやプロコンに 
挑戦しながら続ける

自分で学べるレベル 
プロと同環境

学校 地域ICTクラブ 自立



総務省事業「地域ICTクラブ」
学校外でも子供たちが 

プログラミングに慣れ親しむことができるように、 
地域で児童生徒と地域住民が一体となって、 

地域課題解決等をテーマに 
プログラミング等のICT活用スキルを学び合う活動

2018年からスタート、現在50クラブ 
福井県こどもプログラミング協議会も地域ICTクラブ



鯖江市全12小学校、小4総合2コマでプログラミング体験→プログラミング クラブ活動 
教えるのは、NPOで経営する地域のIT学びの場「Hana道場」で学んだ大人たち

https://fukuno.jig.jp/2428

むき出しのコンピューター 
IchigoJamを使った 

本質に触れる体験型授業

https://youtu.be/kqXaLuM1J_o
100円のCPU 
秒間5000万回 
計算するよ

うわー、ヤバ！



これがコンピューター！ 

おねだん、100円！



100円のコンピューター 
1秒間に何回計算できるでしょう？

画像、LPC1114 秋月電子

CPU



1秒に5000万回
画像、LPC1114 秋月電子

CPU



IchigoJam iPhone 13 Pro 京 富岳

5000万回 15兆回 1京回 100京回

IchigoJam 
何台分？→ 30万台分 2億台分 200億台分

1500円 13万円 1100億円 1100億円

(C)RIKENCC BY IchigoJam (C)Apple (C)RIKEN



クラウド（レンタルコンピューター） 
1時間いくらから借りられるでしょう？



1時間 0.5円
1GHz RAM512MB クラスの場合（富岳レンタルはもっと高いよ）



福井県庁との共同事業 
高校プログラミング授業(情報I) 
基礎から応用までの10時間講座



鯖江にIT学びの場「Hana道場」

福井県鯖江市「Hana道場」 Hana Open Innovation Dojo 
様々な企業からの支援を受け、地域活性化をモデル化して、他地域へノウハウ提供

地域のDX相談 
↓ 

 IoT火災報知器 
誕生

夕方は子供向け 
中学生の部活代わり 

地域のプロコンやロボコンなどコンテストを目指す 
（身近なライバルと会える地方大会） 

無料自習 or 有償教室

昼間は大人向け



総務省地域ICTクラブの企業版 
こどもプログラミング実業団 

（会社の遊休資産、土日の会議室を活用）

越前がにロボコン（今年6回目を予定） 
地域ICTクラブ事業(2018)後も地域に根ざして継続、カニ解禁に合わせて開催 

→ 石川県、富山県でもカニロボコン開催 （ルールはオープンデータ、システムはオープンソース）

2021-11-07(日) 開催 
https://kani-robocon.com/ 

地域企業が支えるこどもへの応援に熱が入る！



石川県 金沢市 
加能ガニロボットコンテスト



富山県 魚津市 
紅ズワイガニロボコン



IchigoJam で基本を学んだこどもたちへの新企画！ 
中高校生のためのサイバーセキュリティ入門＆コンテスト（優勝者は世界大会へ）

全米6万人の高校生が参加する 
サイバーセキュリティコンテスト 

AFA主催CyberPatriotの日本版主催決定 
↓ 

全国の地域ICTクラブに参加呼びかけ

CyberSakura 
presented by NORTHROP GRUMMAN 

https://cybersakura.jp/



https://tokyo-oss-party.com/

年令問わず、誰でも参加できるオープンソースで 
こどもシビックテック！

東京都



地域で取り組む、デジタルツインづくり
オープンデータ x オープンソース x こどもシビックテック



無料です！ https://fukuno.jig.jp/3503



総合的な学習の時間

クラブ活動、IT遊具

地域ICTクラブ

地域の 
高度デジタル人材

学校→地域→高度デジタル人材

地域全体で取り組もう

全員体験＠学校

プログラミングは友達

地域で支えるクラブチーム

自ら育つ高度デジタル人材


