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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



「徳島モデル」として利活用の全国トップランナーへ

事業目的

事業概要

オープンデータ利活用促進オープンデータ整備推進

・ オープンデータを利用した
コンテスト形式のイベント
（ハッカソン等）を開催し，
スマホ向け等アプリ開発へ
の呼び水とする。

・ 徳島県オープンデータポータルサイト(Our Open Data)の

各サイトに公共データ等を一元的に集め，公開する。
データカタログ･････オープンデータ化（二次利用可能な形式

で提供）した県や市町村等の公共データ
アプリマーケット･･･オープンデータを利活用したアプリ
アイデアボックス･･･オープンデータに関するアイデア・ニーズ

(1)県民の利便性向上等を目的に，「宝の山」である県・市町村等の統計データ等の一層の有効活用を
図るため，オープンデータの整備・利活用を推進する。

(2)世界最先端デジタル国家創造宣言等，国の方針に歩調を合わせ，「ＩＣＴとくしま」の基盤づくりを行う。

県民･企業等

データ公開

県･市町村等
PDF
XLSX

CSV

事業効果

行政効率化・業務改善 透明性・信頼性の向上 県民参加・利便性の向上 （防災アプリの例）
・ オープンデータを利用した

民間サービスの活用等に
より，行政コストの削減が
できる！

・ 公共データに関して十分な
分析等が行われることにより，
行政の透明性及び信頼性が
向上する！

・ 避難場所，避難経路，
標高，医療機関情報等
を自ら調べて，地図を
作成することは困難。

・現在位置から危険度を
判定し，最適な避難場
所まで誘導してくれる
アプリを作成できる！

オープン
データを提供

『オープンデータ推進』プロジェクト概要

・ 徳島保育園マップ

・ ５３７４（ゴミナシ）

・ 徳島阿波踊り
完全ガイド

・ 徳島観光インサイト

・ TokuToku

作成例
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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(統計データ課)

協働事業の該当 なし

推進メンバー
・統計データ課 宮本課長補佐
・統計データ課 梶本主任

管理責任者

 プロジェクト: 佐光課長

ＩＣＴアーキテクチャー責任者： 電子行政推進課 山住情報セキュリティ担当室長

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 ポータルサイトシステム（OSS）の導入自治体数

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
アプリケーション数(累計)

実績

10本

12本

50本

69本

100本

101本

200本

211本

300本

(300本)

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
オープンデータ数（累計）

実績

500件

329件

600件

643件

800件

820件

900件

921件

1,000件

(1,100件)

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
自治体数（累計）
(県，市町村) 実績

-

-

1

3

5

6

7

7

10

(10)

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)

実績

-

-

1万PV

1.1万PV

2万PV

2.1万PV

3万PV

3.1万PV

3.5万PV

(3.5万PV)

※2

※2 埼玉県，鳥取県，宮崎県，桑名市，大阪市，神戸市，香川県

※1 県878件，市町村34件，その他9件

※1



実施スケジュール（平成３０年度）

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度
平成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

アイデアソン等の開催

ＩＣＴとくしま大賞

とくしま新未来データ活用推進戦略実施

徳島県データ利活用推進会議運営

新未来データ活用
推進フォーラム

※ 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」において，平成３２年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率
１００％を目標にすることを明記。

県においても同様の目標を設定しており，２４市町村のうち１１市町が取組済（徳島市，鳴門市，小松島市，阿南市，阿波市，三好市，勝浦町，
牟岐町，美波町，海陽町，東みよし町），４市町が取組開始に向けて検討中。【平成３１年２月１８日時点】

オープンデータ
リーダ育成研修

データ活用人材
育成セミナー



取組内容

行政データの棚卸し実施

オープンデータリーダ育成研修開催

徳島県データ利活用推進会議開催

利活用促進

・ICTとくしま大賞オープンデータ部門継続設置

・新未来データ活用推進フォーラム開催

・データ活用人材育成セミナー開催
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平成３０年度におけるプロジェクトの取組内容



県内でオープンデータを推進するための土壌づくり
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進捗状況と課題（Ａｓ Of 平成31年2月18日）

 市町村統計主管課長会議において,オープンデータに関する説明・協力を呼びかけ

 行政データの棚卸し実施

・各所属が保有するデータの実態を把握するとともに，

よりニーズの高いデータ公開に向けた資料とする

【オープンデータ可能なデータ数 １３５件】

 オープンデータリーダ育成研修開催（H30.12.7）

・市町村におけるオープンデータのリーダー的

人材の育成を図る

（四国総合通信局と連携して開催）

 徳島県データ利活用推進会議開催（H31.1.9）

・学識経験者等から広く意見を聴取し，データ利活用

推進等を図る



9

■ オープンデータ利活用促進

 第８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 受賞作品】

「徳島津波・避難情報検索」

徳島県が公開するオープンデータ
（指定緊急避難場所（津波）の施設情報）を
活用した作品。

徳島県内の住所や施設名を入力すると，
その場所の津波予想浸水深（最大浸水深）
と近くの津波避難場所が表示される。

進捗状況と課題（Ａｓ Of 平成31年2月18日）

オープンデータ賞
徳島津波・避難情報検索
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新未来データ活用推進フォーラム開催
（H30.10.13）

•「データ」を活用した新たな「市場創造」と「ビジネス
展開」をテーマに，データ活用の第一線で活躍される
方々による講演や事例発表，パネルディスカッション
を実施。

進捗状況と課題（Ａｓ Of 平成31年2月18日）
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 データ活用人材育成セミナー開催
（H31.2.25～26）

• データ活用の有用性の理解促進，官民データ
活用の裾野拡大，データを活用した新ビジネス
やオープンイノベーションの創出等を図るた
め，民間事業者等を対象に，データ活用方法
を学ぶワークショップを開催。

進捗状況と課題（Ａｓ Of 平成31年2月18日）
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 ３１年度の取組内容
オープンデータポータルサイト（Our Open Data）の充実

• 行政データの棚卸し結果を踏まえ，庁内データを積極的に公開し，

オープンデータの質的・量的拡大を図る。

オープンデータに取り組む市町村の支援
• Our Open Dataの機能を活かし，市町村がオープンデータに

取り組みやすい環境を整備するなど，支援を行うことにより，

広域的なデータ連携及びデータ活用を促進する。

 ３１年度予算（千円）

８７５千円（委託・保守運用費等）

平成３１年度における取組予定



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

• 県と地元企業が共同で開発したポータルサイトのシス
テムをOSSとして全国へ展開し，他の自治体において
導入

 「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/

 Code for Tokushima

http://codefortokushima.org/
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