
－11－－10－

ニーズ調査アンケート集計結果果
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ニーズ調査アンケート集計結果

①オープンデータを知っていますか？
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知 ている知っている

知らなかった

言葉は聞いたことがある 回答数：353
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－13－－12－

ニーズ調査アンケート集計結果
アンケート結果による「その他希望の公開データ」

・海面情報
・子ども用トイレのある場所
・医療関係

・ガソリンスタンド
・駐車場
・おいしい人気の店 ・医療関係

・公園の設備、遊具案内
・選挙のやり方
・保育園の空き情報

・おいしい人気の店
・予約情報
・店の定休日、営業時間
・コンビニの場所 保育園の空き情報

・婚活パーティー
・現状で良い
・公園

コンビニの場所
・自動販売機の設置場所
・地震速報
・心霊、開運スポットの位置情報、概要 公園

・税金の使い道
・病院（当番）
・各種気象データ

心霊、開運スポットの位置情報、概要
・近くの病院情報
・医療関係（市民として）
・授乳施設の情報（観光客として） 各種気象デ タ授乳施設 情報（観光客 ）
・図書館の本貸出し状況、新刊情報
・工事（道路）情報
・各種気象データ

24

ニーズ調査アンケート集計結果
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－13－－12－

オープンデータニーズ 総務省データ

総務省「平成２６年版 情報通信白書」の概要より
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ニーズ調査アンケート集計結果
アンケート結果による「その他希望の公開データ」

位置情報に関連付けられるもの

・海面情報
・子ども用トイレのある場所
・医療関係

・ガソリンスタンド
・駐車場
・おいしい人気の店 ・医療関係

・公園の設備、遊具案内
・選挙のやり方
・保育園の空き情報

・おいしい人気の店
・予約情報
・店の定休日、営業時間
・コンビニの場所 保育園の空き情報

・婚活パーティー
・現状で良い
・公園

コンビニの場所
・自動販売機の設置場所
・地震速報
・心霊、開運スポットの位置情報、概要 公園

・税金の使い道
・病院（当番）
・各種気象データ

心霊、開運スポットの位置情報、概要
・近くの病院情報
・医療関係（市民として）
・授乳施設の情報（観光客として） 各種気象デ タ授乳施設 情報（観光客 ）
・図書館の本貸出し状況、新刊情報
・工事（道路）情報
・各種気象データ
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－15－－14－

■新居浜市が自治体としてオープンデータを取り組むにあたっての課題

一般的な話として
・データは「生もの」であって、常に最新状態を保持する必要があるため、維持
管理・メンテナンスの業務が増える。

・公開したデータの悪用や改ざんがあった場合の心配等があって、データを保有
している各担当課（原課）が難色を示す場合が多いと聞いている。

新居浜市のオープンデータ化が実現したのは、
成 年度 ホ ペ ジ を 定 おり 仕様書 はオ プ・平成２６年度にホームページのリニューアルを予定しており、仕様書にはオープン

データ化を見越して計画していた。

公開したデ タは公開したデータは、
・避難所データ（更新がほとんどない固定データ）
・人口統計データ（担当課は総合政策課であるが、定期的に情報政策課で住民
基本台帳デ タから作成）基本台帳データから作成）

まずはできるところから開始することが大切
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自治体オープンデータガイドライン
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－15－－14－

組織的な取り組 展開

自治体のオープンデータへの取り組みについての課題

組織的な取り組みへの展開
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自治体のオープンデータへの取り組みについての課題
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－17－－16－

業務プ 検討

自治体のオープンデータへの取り組みについての課題

業務プロセスの検討 （オープンデータを業務レベルで取り組む場合の課題）
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技術的手法 選択

自治体のオープンデータへの取り組みについての課題

技術的手法の選択
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－17－－16－

オ プ デ タ 利活用促進

自治体のオープンデータへの取り組みについての課題

オープンデータの利活用促進
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オ プ デ タ 利活用促進

自治体のオープンデータへの取り組みについての課題

オープンデータの利活用促進
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－19－－18－

これまでの情報公開との違いと影響これまでの情報公開との違いと影響

オ プンデ タ推進に対する考え方・オープンデータ推進に対する考え方
・オープンガバメント実現の前提
・行政 地域住民 民間組織の意識改革行政，地域住民，民間組織の意識改革

・行政サービスに対する考え方
・人口減少により生じる予算圧縮⇒業務縮小
・住民，民間企業との協働
直接投資から間接投資に直接投資から間接投資に

・知的財産権に対する考え方知的財産権に対する考え方
・行政の財産から公共財に
悪用に対する対策
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自治体 オ プ デ タ化 ズ

自治体のオープンデータへの取り組みについての課題

自治体のオープンデータ化フェーズ

自治体がオープンデータを実施する場合に想定されるオープンデータ化のフェーズ
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－19－－18－

段階 公開の状態 デ タ形式 参考） i k d O

「オープンデータの５つの段階（出典：★ ）」と、データ形式

段階 公開の状態 データ形式
例

参考）Linked Open Data 5star

1段階 オープンライセンスの元、データを公開 PDF、JPG OL – Open License
（計算機により参照できる（可読））

人が理解
するための
公開文書

（編集不（計算機により参照できる（可読））

2段階 1段階に加え、コンピュータで処理可能なデー
タで公開

xls、doc RE – Readable 
(Human & Machine)

（編集不
可）

公開文書
( )

（コンピュータでデータが編集可能）

3段階 2段階に加え、オープンに利⽤できるフォーマッ
デ

XML、CSV OF – Open Format
プ

公開文書
（編集可）

トでデータ公開 （アプリケーションに依存しない形式）

4段階 Web標準（RDF等）のフォーマットでデータ
公開

RDF、XML URI – Universal Resource 
Id tifi

機械判読
可能な公開 Identifier

（リソースのユニーク化、Webリンク）

5段階 4段階が外部連携可能な状態でデ タを LoD RDF LD Linked Data

可能な
公開データ

5段階 4段階が外部連携可能な状態でデータを
公開

LoD、RDF
スキーマ

LD – Linked Data
（データ間の融合情報が規定。検索可能）

オ プンデ タの５つの段階
出典：★ Open Dataのサイト（http://5stardata.info/）およびTim Berners-Lee⽒のLinked Dataに関する提⾔ページ
（http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html）を参考に作成。

オープンデータの５つの段階

オ プンデ タの５段階ステ ジ（公開のレベル）

☆ 2次利用可能なルールの適用（PDF）

オープンデータの５段階ステージ（公開のレベル）

☆☆ 特殊フォーマット（Excelなど特定のソフトウェア）
☆☆☆ 汎用フォーマット（CSV）
☆☆☆☆ ネット透過型（JSON，URI形式）
☆☆☆☆☆ 統合・複合型（オンラインデータの組み合わせ）☆☆☆☆☆ 統合・複合型（オンラインデ タの組み合わせ）
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－21－－20－

公共データだけでなく、地域の情報を共有するための取り組み

既に普及しているオープンデータ活用サイトの例

公共デ タだけでなく、地域の情報を共有するための取り組み
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LinkData
既に普及しているオープンデータ活用サイトの例

LinkData

LinkData.orgはデータ・アプリ・アイデアの作成と公開を支援するプラットフォーム。
「テーブルデータの変換と公開をサポートする LinkData」

http://linkdata.org/

「テーブルデータの変換と公開をサポートする LinkData」,
「アプリケーションの作成と公開をサポートする App.LinkData」,
「アイデアを公開してつなげることをサポートする Idea.LinkData」,
「地域資源の情報の共有とコミュニティ育成をサポートする CityData」「地域資源の情報の共有とコミュニティ育成をサポ トする CityData」
の4つのwebサイトを提供
LinkData.orgでは日本版DATA.GOVなどの行政系一次オープンデータの流通基盤が整
備されたことを受け、 一次オープンデータからさらに付加価値の高い二次加工データを創備されたことを受け、 次オ プンデ タからさらに付加価値の高い二次加工デ タを創
造する市民（データクリエータ）を支援して、 行政の人材不足をデータ編纂の面から市民
が補えるようにすることを目指している。 39


