
政策創造部統計データ課

『オープンデータ推進』プロジェクト
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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

   （令和２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

オープンデータ整備推進

・ ICT（愛して）とくしま大賞に
　おいてオープンデータ部門
　を設ける等，利活用を促進し，
　スマホ向けアプリ等の開発
　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）

・ 徳島観光インサイト
 

・ 徳島津波・避難情報
　検索
 

・ 波に乗れ！徳島サー
　フィンサイト「阿波波」

作成例
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オープンデータ利活用促進 



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
  阿部主任（統計データ課）　　　　

協働事業の該当　なし

推進メンバー
・宮本課長補佐（統計データ課）
・梶本主任（統計データ課）

　

管理責任者
　

プロジェクト: 綿貫課長（統計データ課）

　ＩＣＴアーキテクチャー責任者：　スマート県庁推進課　佐光業務改革・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

オープンデータに取り組む市町村の拡大

継続性
社会的な要請，国が積極的に推進

総合評価
データ活用の取組強化
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(注*: 専門調査会による設定)

*
KPI
①

②
　

③

-

　

-



ＫＰＩ

① オープンデータ数

② アプリケーション数

③オープンデータ取組市町村数
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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 令和元年度 令和2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

350本

(350本)

400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 令和元年度 令和2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

1,189件

1,200件

(1,250件)

1,400件

※1 県1,134件，市町村45件，その他10件

※1

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 令和元年度 令和2年度

　　　　　　　　　　　　　設定
取組市町村数(累計)

実績

-
 
-

-

-

-

-

-

-

-

15

20

(20)

24（全て）

※2

※2

※2

※2 (　　)内は実績見込み



実施スケジュール（令和元年度）

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

令和元年度
令和

２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

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

※　「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，令和２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１９市町が取組済（徳島市，鳴門市，小松島市，阿南市，吉野川市，阿波市，美馬市，
三好市，勝浦町，石井町，那賀町，牟岐町，美波町，海陽町，北島町，板野町，上板町，つるぎ町，東みよし町）。【令和２年２月２０日時点】

オープンデータポータルサイトの充実

オープンデータに取り組む市町村の支援

ICTとくしま大賞



取組内容

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・実施を呼びかけ
　

行政データ棚卸しのフォローアップ実施

オープンデータに関する市町村の支援

徳島大学での講義「統計データからみる徳島県」

徳島県データ利活用推進会議開催

利活用促進

　　・ICT（愛して）とくしま大賞オープンデータ部門の継続実施　
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令和元年度におけるプロジェクトの取組
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進捗状況と課題（As Of 令和2年2月20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・実施を呼びかけ

行政データ棚卸しのフォローアップ実施
　　 ・　平成３０年度に実施した行政データの棚卸し結果を踏まえ，オープンデータ化

　　　未対応のもの等について，各所管課にデータの公開を依頼し，オープンデータの

　　　質的・量的拡大を図った。

　　　※オープンデータ可能なデータ数１３５件，うち公開済み６５件（R2.2.20現在）
 

オープンデータに関する市町村の支援
　　 ・　オープンデータに取り組んでいない町村に

　　　対し県職員が現地に赴き個別に助言する

　　　等の支援を行った。 
　　 ・その結果，新たに４町（北島町，板野町，上板町

　　　石井町）がオープンデータの取組を開始した。

 　　※オープンデータ取組済の自治体　計１９市町 オープンデータ取組済の自治体の状況
（黄色：取組済）

オープンデータを推進するための土壌づくり



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 令和2年2月20日）

徳島大学講座「統計データからみる徳島県」

　　・　徳島大学講座「統計データからみる徳島県」（全16回）の第12回に

　　　おいて，「徳島県の公共データ（オープンデータ）の利活用」について

　　　講義を行った。

　　・　約１３０名の学生を対象に，官民データ活用推進基本計画，

　　　オープンデータ及びその利活用事例について説明し，理解を得た。

徳島県データ利活用推進会議　（R2.2.13）
　　・　徳島県が実施するデータ利活用施策に関して，学識経験者等から

　　　広く意見を聴取し，データ利活用推進を図った。



オープンデータ利活用促進
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進捗状況と課題（As Of 令和2年2月20日）

ＩＣＴ（愛して）とくしま大賞オープンデータ部門の継続実施
• 昨年度に引き続き，「オープンデータ」を活用したアプリ等の作品を募集
　

【第９回ICT（愛して）とくしま大賞

  オープンデータ賞　受賞作品】

　波に乗れ！徳島サーフィンサイト

  「阿波波」
　

指定緊急避難場所（津波）施設情報

のオープンデータを活用した作品。

徳島県内のサーフスポットや

専門ショップをまとめたＷＥＢサイト。
　

オープンデータポータルサイトシステム（ＯＳＳ）導入自治体数
　　・県と地元企業が共同で開発したオープンデータポータルサイトのシステムを

　　　OSSとして全国へ展開し，埼玉県や神戸市など，他の１１の自治体において

　　  導入実績がある。

オープンデータ賞
波に乗れ！徳島サーフィンサイト「阿波波」



令和２年度における取組予定

令和２年度の取組内容
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オープンデータポータルサイト（Our Open Data）の改修
　・　オープンデータ利用者の利便性向上を図るため，データのグラフ表示
　　機能や位置情報など複数の情報の地図上への表示機能、サイトの最新
　　データを外部から利用できるAPI機能などを追加する。
 

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。
 

オープンデータに関する市町村の支援
　・　オープンデータに取り組んでいない町村への個別訪問による助言や，
　　Our Open Dataの機能を活かして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。

令和２年度予算（千円）

４，２１６千円（ポータルサイト改修，委託・保守運用費等）



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）

「ナンバーワン」案件として         （□該当あり・ ☑該当なし）

12

該当ありの場合の理由

• 県と地元企業が共同で開発したオープンデータポ
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10以上の導入実績がある。



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)　　
https://ouropendata.jp/

Code for Tokushima
    http://codefortokushima.org/
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