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プロジェクトの位置づけと目標
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重点戦略 “利便性の高い行政サービスの提供”

を実現するもの

プロジェクトの目標 (KGI)

県民にとって行政サービスの利便性向上を実感できる

オープンデータポータルサイトの運用

（平成３０年度までの目標）

県民から見た利便性

二次利用可能なデータが集約されたポータルサイト

オープンデータに関するアプリケーション・アイデアの一覧



『オープンデータ推進』プロジェクト概要
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プロジェクト推進体制図
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プロジェクトリーダー
新久保 渡(統計戦略課)

協働事業の該当 なし

推進メンバー
・統計戦略課 久保課長補佐
・統計戦略課 阿部係長
・統計戦略課 新居主事

管理責任者

 プロジェクト: 佐藤課長

ＩＣＴアーキテクチャー責任者： 情報システム課 山住専門幹

システム開発・運用
徳島県オープンデータポータルサイト構築事業委託業務共同体

・テック情報株式会社
・株式会社ウェブチップス



プロジェクトの成果の評価指標

利便性
 二次利用可能なデータ収集，継続的な推進

 オープンデータの一覧のみならず，アプリケーション・アイデアの一覧

継続性
 社会的な要請，国が積極的に推進

横展開
 OSSの公開による全国展開

総合評価
 アクセス数

 以上全てを考慮しオンリーワン／ナンバーワンを達成
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(注*: 専門調査会による設定)

*

KPI

①

②

-

③

④



ＫＰＩ

① オープンデータ数

② アプリケーション数

③ OSSによるオープンデータシステム採用自治体数

④ 平均アクセス数
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

設定
アプリケーション (本)

実績
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設定
自治体数
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-

1

(3)
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平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

設定
平均アクセス数(件/月)
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-

-

1万

(1万)

2万 3万 3.5万

(参考: 静岡県ポータルサイト PV数平均 2.8万PV)



実施スケジュール

平成26年度
平成27年度

２８年度 ２９年度 ３０年度

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

整備推進

利活用促進
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ポータルサイト本格運用

ＩＣＴとくしま大賞

県内市町村等へ展開

ポータル

サイト構築

【アーバンデータチャレンジ2015】

社会基盤情報流通推進協議会が主催しているデータ活用コンテストで，サステナブルな形で多くの自治体が広くデ
ータを流通・公開することや，ビジネスレベルで多くの民間企業等が参画するという状況を作り出すことを目的として
いる。

アイデアソン
の開催

まちなか探検
隊 in 徳島※

アイデアソン
等の開催

ＩＣＴとくしま
大賞

徳島県オープンデータ推進指針運用

徳島県オープンデータ利活用推進会議運営

※アーバンデータチャレンジ2015の活動の一環として実施

アイデアソン
等の開催



平成２７年度におけるプロジェクトの取組内容

取組内容
オープンデータポータルサイト(Our Open Data)

本格運用開始

徳島県オープンデータ利活用推進会議設置

徳島県オープンデータ推進指針策定

利活用促進
・阿波おどりアイデアソンの開催（Code for  Tokushimaと連携）

・ ＩＣＴとくしま大賞オープンデータ部門継続設置

・まちなか探検隊 in 徳島（とくしまＩＣＴバザール Vol.1）の実施
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進捗状況と課題（Ａｓ Of H28年2月17日）
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 オープンデータを公開する「データカタログ」
 アプリを登録できる「アプリマーケット」
 アイデア・ニーズを投稿できる「アイデアボックス」

■徳島県オープンデータポータルサイト(Our Open     

Data)の本格運用開始(H27.4.27)，OSS化



進捗状況と課題（Ａｓ Of H28年2月17日）

県内でオープンデータを推進するための土壌づくり

 OSS交流サロン，オープンデータ推進セミナー等に

おいてオープンデータに関する説明・協力を呼びかけ

 希望市町村職員に対してOur Open Data

管理IDの配付を開始

 徳島県オープンデータ利活用推進会議設置（H27.10.15）

• 学識経験者等から広く意見を聴取し，オープン

データの利活用推進等を図る

• 第１回会議開催（H27.10.30）

 徳島県オープンデータ推進指針策定（H27.11.10）

• 本県が取り組むオープンデータの推進に関する

基本的な考え方や方向性について明記
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平成27年度第1回 OSS交流サロン

平成27年度第1回徳島県オープン
データ利活用推進会議



進捗状況と課題（Ａｓ Of H28年2月17日）
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■オープンデータ利活用促進

 もっと阿波おどりを楽しめるアプリを考えるアイデアソン
（H27.5.23）

• Code for Tokushimaと連携して開催

• 当イベントのアイデアを基に，Code for Tokushimaが
有名連の位置情報を発信する「連レーダー」を開発
し，実証実験



進捗状況と課題（Ａｓ Of H28年2月17日）
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 第5回ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞
オープンデータ部門継続設置

•昨年度に引き続き，「オープンデータ」を
活用したアプリ作品を募集

オープンデータ賞
徳島阿波踊り完全ガイド

【徳島阿波踊り完全ガイド】
阿波踊りの紹介及び徳島県の観光をＰＲするととも
に，施設情報をマップ上に可視化させるなど，オープ
ンデータを効果的に活用したホームページ

・宿泊施設などの施設情報（オープンデータ）を
地図上に表示させる「お役立ちマップ」

・各地の阿波踊りの日程が一覧できる「開催日程」

・阿波踊りの歴史，踊り方，連などを紹介した
「阿波踊りとは」

・県内の観光地やおすすめ観光プランを地域別に
まとめた「観光プラン」 などを掲載



進捗状況と課題（Ａｓ Of H28年2月17日）
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 まちなか探検隊 in 徳島（H27.11.8）

• ゲームの要素を取り入れた独自アプリ等を
活用し，参加者に楽しみながらオープン
データ作りを体験してもらう街歩きイベント
を実施

 課題

 職員の意識改革（オープンデータ化への理解と気運醸成）

 市町村や民間の公的団体等との連携

AED，ポスト等

得られた情報を
オープンデータ化！



平成２８年度における取組予定

 ２８年度の取組予定
オープンデータポータルサイト(Our Open Data)の充実

• 庁内各課における行政データのオープンデータ化を促進し，オー
プンデータポータルサイトのさらなる充実を図る。

• 市町村との連携強化により，県内全体におけるオープンデータの
取組を推進する。

利活用事業
• SNSの活用や各種団体と連携したイベントを開催することにより，
オープンデータの認知度向上及び利活用促進を図る。

 ２８年度予算（千円）

８９７千円（保守・運用費等）
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案件種別

 「vs東京」案件として （ □該当あり・ ☑該当なし）

 「オンリーワン」案件として （ ☑該当あり・□該当なし）

該当ありの場合の理由

• 県がクラウドを活用し，市町村・県民のオープンデータ
を登録できる仕組みを構築

 「ナンバーワン」案件として （□該当あり・ ☑該当なし）
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参考情報URL等

 徳島県オープンデータポータルサイト(Our Open Data)

http://ouropendata.jp/

 「地域の課題解決力を全国に拡げよう！～第2期・10の地域
拠点＆支援拠点が新たに参戦～」 (アーバンデータチャレン
ジ2015キックオフ・イベント, 6月22日) 

http://i.csis.u-tokyo.ac.jp/news/20150622/

 Code for Tokushima

http://codefortokushima.org/
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