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立地性と発展の可能性に満ちたまちです。

羅

また、本年 2 月には JR 長浦駅が明るく開放的
な駅舎にリニューアルされ、JR 袖ケ浦駅では海

針

側土地区画整理事業が順調に進み、10 月には駅
南北をつなぐ自由通路と新駅舎がオープンし、将
来の発展を見据えたまちづくりがいよいよ花開く

盤

袖ケ浦市長

針

時を迎えようとしています。
一方、本市は、長期にわたる景気低迷による歳
入減に加え、少子高齢化の急速な進展など目まぐ

出

口

清

るしく変化する社会情勢に対応するため、効率的
な自治体経営という視点に立ち、平成 25 年度に
「持続可能な財政構造確立のための集中的な取組

自ら考え、何事にも積極的に

み」を策定し、職員一人ひとりが、しっかりとこ
の状況を自覚し、将来に向けたまちづくりを着実
に進めるための財政基盤づくりに取り組んでいま
す。

袖ケ浦市は、東京湾アクアライン高速バスで羽

今後、地方分権がさらに進展する中で、各地域

田空港から 22 分、袖ケ浦 IC の他、館山道、圏

のまちづくりは、市民とともに自己決定、自己責

央道の IC に囲まれ、臨海部にはエネルギーや石

任の下に行う必要があります。行政に携わる職員

油化学などの産業が集積し、JR 内房線沿線を中

の皆さんには市民とまちづくりの課題を共有し、

心に区画整理による住宅地が広がり、内陸部には

市民の参画と協働の芽を育みながら、前例にとら

豊かな緑と整備が行き届いた農地が広がる優れた

われない、柔軟な発想のもと、自ら考え行動する
能 力 を 身 に つ け、
何事にも積極的に
取り組んでいただ
きたいと思います。
本市においても、
発展の可能性を現
実のものとするた
め、 私 と 職 員 が 一
丸となり着実に協
働のまちづくりを
進めてまいりたい
と考えています。

袖ケ浦公園
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特集『ビッグデータとオープンデータの利活用』
最近、自治体の間でビッグデータやオープンデータを活用した、様々な取り組みが行われるよう
になってきました。
データ活用により大きな成果を上げる自治体もある一方、情報の分析にとどまり、効果が上がら
ない可能性や、個人情報や著作権に絡む問題もあるといわれています。
そこで今回は特集として、専門家の方にビックデータとオープンデータの違い、データを利活用
する際の課題や留意点についてご執筆いただきます。
また、先進事例として各自治体の導入のきっかけや手順、留意点、効果、課題についてもご紹介
します。

PART 1 「オープンデータとはなにか

−「自由な利用」を活性化させるために」

国際大学 GLOCOM

主任研究員・講師

庄司

昌彦（しょうじ

まさひこ）

情報社会学、電子行政、地域情報化、社会ネットワーク、社会イノベーション等
を研究。内閣官房 IT 戦略本部「電子行政に関するタスクフォース」、総務省「行政
機関等が保有するパーソナルデータに関する研究会」構成員等を歴任。一般社団法
人オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン（OKFJ）代表理事、一般社
団法人インターネットユーザー協会（MIAU）理事も務めている。

PART 2 「オープンデータの利活用戦略」
千葉市総務局次長（CIO 補佐監） 三木

浩平（みき

こうへい）

PART 3 「流山市におけるオープンデータの活用」
流山市総合政策部行政改革推進課

PART 4 「カーナビデータを活用した埼玉県の交通安全対策

～ホンダの持つビッグデータによる危険箇所の解消～」
埼玉県県土整備部道路政策課
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PART

1

オープンデータとはなにか
－「自由な利用」を活性化させるために
国際大学 GLOCOM

主任研究員・講師

庄司

昌彦

オープンデータ活用が始動

平成 25 年 7 月、英国・北アイルランドで開催された G8 サミット（主要 8 か国首脳会議）で「オープンデー

タ憲章」が合意された。この憲章によって日本を含むサミット参加国は、オープンデータが「大きな可能性
をもった未開発の資源」であることに合意し、それぞれ行動計画を作成し、「（公表できない合理的な理由の
あるものを除く）全ての政府データを原則として公表する」等の原則を履行していくこととなった。
政府はこのサミットに先立って策定した IT 戦略「世界最先端 IT 国家創造宣言」（閣議決定）と、「電子行
政オープンデータ推進のためのロードマップ」に従い、政府全体のオープンデータ対応を進めている。今年
10 月からは政府全体のオープンデータを検索することができるデータカタログサイト「DATA.GO.JP」を正
式稼働している。
地方に目を向けると、「データシティ」を標榜し次々と新たな施策を打ち出している福井県鯖江市や、地
元の会津大学と連携している福島県会津若松市、市役所と議会がともに取組んでいる流山市など、さまざま
な自治体が市民や地元企業との緊密な連携の下、社会課題解決や新ビジネスの創出に向けた先駆的な取組み
を進めている。また、横浜市や千葉市、福岡市、大阪市、金沢市、福井市、静岡県、青森県、岐阜県、徳島
県などもそれぞれ独自の施策を進めている。

自由に使えるデータ

オープンデータとは何か。端的に表現すれば「自由に使えるデータ」であるⅰ。したがってオープンデー

タ活用とは、
「自由に使えるデータ」の社会的流通を増やし、質を高め、活用を促して、政府活動・社会生活・
経済活動にさまざまな効果を生み出そうとすることである。
ここでいう「自由」には、「法的な自由」と「技術的な自由」がある。そのうち「法的な自由」について
は誤解が多い。この「法的な自由」とは、データを「公開すること」ではなく「オープンなライセンスにす
ること」、つまり利用条件を広く開かれたものにすることを意味する。なお中国語（台湾）ではオープンデー
タを「開放資料」と表記する。「見せる」という意味の「公開」ではなく「自由に使ってよい」という意味
を持つ「開放」と訳したのは非常に適切であるので、
「オープンデータ＝開放資料」と理解するとよいだろう。
企業がビジネス面の効果を狙ってデータを社会に提供することもできるし、ウィキペディアのように個人
が趣味やさまざまな動機でオープンデータを作ることもできる。しかしオープンデータといえば、行政機関
の持つデータが主な対象となることが多い。それは、行政機関が業務で作成するデータはそもそも税金で作
られたものであり、その中には公共財としてもっと有効活用すべきものが含まれているからである。
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これまでも行政機関のデータは膨大に「公開」されてきたが、「開放」は進んでいなかった。通常、行政
機関のウェブサイトは、すべてのページの最下部に「All Rights Reserved」と表記し、掲載情報の著作権を
主張している。これでは、データや文書等の引用はできても、まるごと全て利用したり、自由な改変や商用
利用をしたりすることができない。統計データや避難所の情報など、積極的に利用されることが望ましい情
報についても、余計な制約を課してしまっている。
またそうしたデータの利用者に氏名等の登録を求めたり報告を求めたりするなど、使いにくくしている例
もある。オープンデータ政策とは、このように利用しにくかったデータの利用条件を緩和し「自由に使える
データ」を増やすことに意義がある。これまで公開していなかったデータを新たに公開することも重要だが、
それよりも自由に使えるようにすることこそが本質なのである。
もちろん、利用条件の緩和だけでは不十分だ。行政機関のデータはネット上に公開されていても探しにく
く、形式や語彙が揃っていなかったりして使い勝手が悪い。また異なるデータ間の関連づけをしたリンク
ト・オープン・データ形式にしたり、プログラムの要求に応じてデータを提供する仕様（API: Application
Programming Interface）ⅱ が提供されていたりする方が IT 開発者にとっては優しい。こうした技術的利便
性の向上もデータ活用の促進につながる。
また、政府の外郭団体などを通じて一部の団体等に対してのみ公共データが提供され、関連業界の企業に
データを販売することがその団体等のビジネスとしてきた分野も数多く存在する。そうした分野で参入障壁
を下げ、分野の壁などを越えてより多くの人々が創造的なデータ利用を試せるようにすることも求められる。
行政機関でオープンデータ化の対象となるのは、統計情報や地理空間情報（地図等）はもちろん、気象や
交通、健康関連のデータや、各機関の予算や調達情報など、あらゆるものだ。ここには数値も文書も画像も、
ビッグデータもスモールデータも含まれる。そして、機密情報や個人情報など、そもそも公開できない情報
は対象とはならない。

図：オープンデータは公開可能かつ自由に使えるデータを増やすことである
出典：筆者作成

ビッグデータとオープンデータ

オープンデータと並んで話題になることが多い「ビッグデータ」とは、文字通り大きなデータのことであ

る。3 つの V（Volume：量、Variety：種類、Velocity：更新頻度）が「典型的なデータベースソフトウェア
が把握し、蓄積し、運用し、分析できる能力を超えたサイズのデータ」ⅲ などと定義される。ソーシャルメディ
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ア上の発言や電子商取引サービスの購買履歴をはじめ、センサーデータなど多種多様なデータが各所で蓄積
され、またそれらを扱う技術が進展したことにより、どのような活用ができるのか、注目が集まっている。
したがって行政によるビッグデータの活用といえば、公共機関が限定的に利用していた（あるいは未活用
だった）ビッグデータを行政内部で活用し新たな価値を生み出すことや、民間企業が保有しているビッグデー
タを活用するよう官民連携をすることなどが想定される。前者はレセプトデータを分析して国民健康保険の
運営を効率化することなどが典型例であり、後者はカーナビデータや人の移動に関するデータなどを分析し
て交通施策や観光施策に活かすことなどが典型例である。
つまり行政におけるビッグデータ活用とは、データを誰もが自由に使えるデータ（＝オープンデータ）に
するかどうかとは次元の異なる話題である。ビッグデータをオープンにせず、行政内部や限られた条件の下
で活用することもできる。逆に、ビッグデータを自由に使えるデータとして開放し、民間の創造的な利用を
促すことも可能だ。

三つの目的

オープンデータ政策の目的は何だろうか。政府が 2012 年に定めた「電子行政オープンデータ戦略」は、１）

透明性・信頼性の向上、２）国民参加・官民協働の推進、３）経済の活性化・行政の効率化の 3 つを挙げている。
１）は政治分野で民主主義の質を高めること、２）は行政分野で社会課題に社会全体で取組むこと、３）は
経済分野で新たな価値を生み出したりコストを下げたりすること、と言い換えられる。
透明性を目的としたオープンデータの意義とはなんだろうか。一般に、政策課題の設定、対処方針の立案、
法律・条例案の作成、予算の確保、施策の実施、評価という一連のプロセスはほとんど行政機関が主導して
いる。行政が関連業界や専門家等と密接に協力し舵取りすることが効率的で効果的なこともある。しかし情
報は権力の源泉であり、行政と主権者である住民の間で情報の非対称性が大きければ、住民が行政の活動を
適切に評価したりコントロールしたりすることが難しくなる。さらに、これから人口や税収が減少する中、
社会課題の複雑化やこれまでの制度の疲労・形骸化が進み、行政だけでは課題解決が困難になっている面も
ある。そのため、行政の活動や社会の実態をできるだけ住民と共有していくことが求められる。行政や政治
家にとっては自分たちの行動が批判される可能性があるため、透明性志向のオープンデータ化は避けられが
ちだが、説明責任を果たし、民主主義の質を向上させるうえでは重要である。
つぎに、官民協働のためのオープンデータとはどういうことだろうか。その背景には、「オープンガバメ
ント」の思想がある。これは、政府の機能や情報を改めて社会に開き、情報通信技術の特徴を活かして多く
の人々や企業の参加と協力を得て社会課題に取り組むものだ。米国オバマ大統領は、「透明性・参加・協働」
の三つをオープンガバメントの原則として示してきた。政府活動や社会状況の「透明性」を高めると人々の
「参加」を呼び込み、それが成熟すると官民協力が本格的な「協働」へ進むのだろう。東日本大震災からの
復興では、さまざまな自発的な社会活動が行政を補完してきたが、これはオープンデータ活用でも同様であ
る。さまざまな民間活動と協働する行政のあり方は、政府だけではすべての課題に対処しきれない時代の参
加民主主義のあり方を示唆している。実際には、まだまだ政府と社会組織の協力がぎこちない例もあるが、
社会課題解決において、政府、企業、消費者・国民、NPO などの多様な利害関係者が対等な立場で議論し、
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学び合い、納得しながら解決策を見出していくマルチステークホルダー・プロセスという手法ⅳが浸透し始
めているように、時間や手間をかけながらでも粘り強くオープンマインドで「協働」を進めていくことが必
要である。データの共有は、小さな政府を志向せざるを得ない中で民間の力を活用する「大きな社会」を実
現するための有効な手段である。
3 つ目の目的は経済効果である。政府はオープンデータ活用が柱の一つである「世界最先端 IT 国家創造
宣言」を成長戦略の一部に位置づけ、経済効果への期待を強調している。行政機関によるデータ開放の先駆
的かつ最大の成功例は、米国政府による GPS データの民生利用化であろう。これは年間 900 億ドル（9 兆
円）規模の位置情報サービス市場を生み出したとされておりⅴ、第二、第三の GPS が期待されている。オー
プンデータ活用が地域経済に与える効果については、Vickery（2011）ⅵ が EU27 か国における経済波及効
果を年間 2000 億ユーロ（27 兆円以上）と算出し、それに基づいて高木（2012）ⅶ が日本における経済波
及効果を年間で最大 5.5 兆円と試算している。またマッキンゼー・グローバル・インスティテュート（2013）
は世界全体で毎年最大 5.4 兆ドル（540 兆円）という巨大な経済効果を推計しており、期待値は高まるばか
りである。一方、米国ニューヨーク大学の Gov Lab は、オープンデータ活用企業の 500 社リストを作成し、
企業の分析を行っている。業種別の分類では「データ／技術」が最も多いが、それに「金融と投資」「ビジ
ネス・法律サービス」「ガバナンス」が続く。つまり情報システムやアプリ等を開発するいわゆる「IT 企業」
以外に、データを分析し価値ある情報を生み出して提供する「情報サービス企業」が多い。

いくつかの課題

オープンデータの活用を進めるために、克服すべき課題もある。以下では最新の課題を２つ挙げたい。
まず懸念として論じられるのが、オープンデータ化によって個人情報が広く知れ渡るのではないかという

類のものだ。しかしこれはたいてい誤解である。オープンデータは「公開可能」な情報をより自由に使える
ようにしようという話であって、第三者提供が認められないような個人情報を新たに提供し始めようという
話ではない。ただし、他のデータとの掛け合わせによって個人が特定されたり、プライバシーが明らかにさ
れたりする可能性（モザイク効果）は存在する。たとえば地域の人口データやある属性の人々のデータを数
百メートル四方のメッシュ形式のオープンデータとして提供すれば地域の特性を知る上で便利であるが、人
口が少ない地域で住宅地図と重ねたりすれば、個人や世帯が特定されることがあり得る。そこで現在、政府
はパーソナルデータ活用に向けた検討を進めており、個人情報保護法の改正を予定している。ここでもパー
ソナルデータを自由に使えるオープンデータにしようという話は出ていない。政府の「パーソナルデータ大
綱」によると、個人を識別できるが特定が困難なデータ（個人特定性低減データ）の取り扱いについては、
本人同意を取得するか、個人の特定をせず、データ流通でも一定のルールの下で活用させるという方針であ
る。オープンデータの問題ではないが、データ活用への不安を減らすための取り組みは進んでいる。
政府や地方自治体がオープンデータの活用を進めるために、「アイディアソン」や「ハッカソン」を開催
するようになってきている。アイディアソン（Ideathon）とは、人々が集まりアプリケーションやサービス
開発のアイディアを出し合い、対話を通じて具体的な案にまとめ上げるイベントである。マラソンを走りき
るように「アイディアを出しきる」ことから 2 つの語を組み合わせている。ハッカソン（Hackathon）はプ
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ログラミング（ハック）を行い、限られた時間の中で試作品を「作りきる」イベントである。これらのイベ
ントには、
「データへのニーズが明らかになる」、
「多様な参加者との対話や作業を通じて各自が発見を得る」、
「地域社会の現状や課題などについての学習機会となる」、「後につながる人的ネットワーキングができる」、
などの効果がある。しかし、このようなイベントだけでは現実の社会課題を解決できないのではないか、消
費者向けの分かり易いものが多く、大きなビジネスが生まれそうにない、等の批判がある。つまりこの手法
は、生まれたアイディアや試作品を実用できる行政サービスやビジネスに磨き上げるところで課題を抱えて
いる。
したがって「アイディアソン・ハッカソンの後」の展開を考えていく必要があり、そのアイディアの一つ
が「マーケソン」だ。これはマーケティングとマラソンを合わせた筆者の造語で、ハッカソンで生み出され
たアプリケーションやサービスの有効性を検討し、使い勝手の改善をしたり、普及のための方策を考えたり
するイベントである。オープンデータを提供し、アイディアソン・ハッカソンをすれば、自動的にビジネス
が生まれるわけではない。データを活用してビジネス機会や社会課題を発見・分析し、サービス等に具体化
し、事業化し、さらにそこから新たなデータを生み出すことで社会に還元するという、一連のサイクルを回
していくことが必要だ。マーケソンだけでそのサイクルが回るわけではないが、現在課題となっている「事
業化」段階を前進させる一助となるだろう。

ⅰ

詳細は世界的な推進団体であるオープン・ナレッジの「オープンの定義」を参照。要約するとオープン

データとは『自由に使えて再利用もでき、かつ誰でも再配布できるようなデータのことである。従うべきは
せいぜい「作者のクレジットを残す」あるいは「同じ条件で配布する」程度である』。
http://opendefinition.org/od/japanese/
ⅱ

総務省（統計）や気象庁（防災情報）、環境省（大気汚染物質）、復興庁（復旧・復興支援制度）による

API 提供が行われており、政府データカタログサイトも提供予定である。
ⅲ

McKinsey Global Institute “Big data：The next frontier for innovation, competition, and productivity”

ⅳ

佐藤正弘（2010），
「新時代のマルチステークホルダー・プロセスとソーシャル・イノベーション」『季

刊 政策・経営研究』，2010 vol.3 を参照。
ⅴ

JETRO/IPA「米国オープンデータの動向調査」、2013 年 3 月、
http://www.ipa.go.jp/files/000033718.pdf

ⅵ

Vickery, G. (2011) “Review of Recent Studies on PSI Re-use and Related Market Developments,”
<http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf//document.cfm?doc_id=1093>

ⅶ

高木聡一郎（2012）「電子行政イノベーション④ オープンデータの市場規模に迫る」『行政＆情報シス

テム』48(5).
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オープンデータの利活用戦略
千葉市総務局次長（CIO 補佐監） 三木

浩平

「オープンデータ」というキーワードは、昨年（平成 25 年）急速に全国の自治体に広がった。各地で県
や地域の経済団体が有識者を招いたセミナーを開催したり、大学や NPO が「アイデアソン」、
「ハッカソン」
というイベントを開催した。また、自治体では、福井県鯖江市や横浜市金沢区、静岡県等がホームページで
データを公開する動きがみられ、それらを活用したアプリも登場している。一方で、「何を目的にした活動
かよく分からない」、「実際にそれがビジネスになったのか？」という懐疑的な声も聞かれる。そこで、自治
体の立場からデータ利活用の目的と活用方法について考察したい。

１．データ利活用の目的

下図（図表１）に行政機関の持つデータ（情報）の利活用について関心分野の変遷を整理した。伝統的な

データ活用は、「～白書」に代表されるような社会統計であり、また行政の持つ様々な情報を外部に提供す
るのは「情報公開」という概念であった。多くの情報は、利用者が「知識」として得ることを公開目的とし
ており、利用者としては研究者やオンブズマン等が想定された。また、情報の流通や二次利用については消
極的で、提供場所は「行政機関施設内での閲覧」、提供媒体は「書面」というものも多く見られた。
＜図表１：データ利活用の目的・分野＞

出典：筆者作成

その状況が「オープンデータ」の隆盛により、大きく変化した。先ず、活用の目的・分野が設定されるよ
うになった。早くから「産業振興」が注目され、続いて「街づくり」や「観光」についても関心が高まった。
「外向き」の目的が設定された結果、行政機関は情報の流通や二次利用について積極姿勢に転じた。つまり、
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産業振興を図るためにはデータを企業に活用してもらわなければならず、そのためには「より利用価値のあるデー
タ」を「機械判読可能」な形式で、インターネットにより「アクセスしやすく」公開するという状況となった。

２．公共分野のデータ

「オープンデータは宝の山」−積極姿勢に転じた行政機関のセールストークである。それでは、行政機関はど

のようなデータを保有しているのだろうか。下図（図表２）に国・自治体を含めて行政機関に存在するデータを例
示した。左右の軸は、データ開示の難易度を示しており、
「クローズド」に近いものはプライバシーや著作権等の
理由により公開が難しい。上下の軸はデータ量を示しており、
「ビッグ」に近いものはボリュームが多い。
＜図表２：公共分野のデータ例＞

出典：筆者作成

図中左上「Ａ」の象限は、オープンデータが急速に進展しており、毎日のようにこれらデータを使ったア
プリが登場している。例えば、緯度・経度情報を伴った避難所の情報が公開され、それがインターネットの
地図上に表示されたり、AR1 技術によりスマートフォンのモニター上に表示されたりする。情報の開示を妨
げる制約が少ない上、データ量が少ないためダウンロード可能なファイルとして簡単にホームページに掲載
できることなど、データの公開に親和性が高い。一方で、面白いアプリや便利なアプリは登場したものの、
「そ
れがビジネスとして成立しているか」という指摘もされている。
図中左下「Ｂ」の象限は、センサー等による自然環境の計測データが多い。近年においては多くの計測機
器が設置され、リアルタイムでデータが収集されていることから、データ保有量が格段に増えている。これ
らのデータは、国やその外郭機関、そして都道府県等広域行政を司る機関が多く保有している。ただし、企
業にとって利用価値の高いデータは、従前から有償にて提供され、データを保有する機関の重要な収入源と
なっているケースも多く、無償提供への抵抗もある。
図中右下「Ｃ」の象限は、データ量は大きいものの、個人情報の中でも特に機微な情報ばかりであり、プ
ライバシーの観点から、そのままの形での開示は極めて困難である。また、これらのデータは主に公共サー

Augmented Reality（拡張現実）
。現実空間に仮想的に情報を付加することにより、人の目から見た現実情報を補完する。
例えば、カメラを通してみた景色に建造物の名称などが付記されて見える。
1

クリエイティブ房総

第 88 号

9

特

集 「ビッグデータとオープンデータの利活用」

ビスのフロントである市区町村が多く保有している。情報の匿名化により個人情報取り扱いの制約を回避す
る試みがされているが、現状、技術面の課題よりも心理面での抵抗が強い。保有機関外への情報開示につい
ては、社会的な合意形成が待たれる。

３．データ利活用のステップ

データの利活用に向けては、いくつかの段階が存在する。下図（図表３）に「オープンデータ」における

データの利活用のステップと、各ステップにおける主な検討要素を整理した。
＜図表３：データ利活用のステップ＞

出典：筆者作成

オープンデータでは、情報の二次利用が重要であることから、出発点は情報の「データ化（機械判読が可能）」
である。センサー情報のように情報の発生時点でデータ化されているものもあれば、人間によるデータ入力、
又は書面で存在する情報のデータ化もある。その際、情報取得手段やデータ形式を整理しておかないと、後
の共有化や利活用のステップで障害になる場合がある。例えば、著作権をクリアしていない情報や一般的で
ないデータ形式は柔軟な二次利用を妨げる大きな要因である。
「共有化」のステップは、どのように利用者のアクセスが良い形でデータを提供するかが重要なポイント
となる。インターネットでの提供は必須であり、データを 1 箇所に集めたデータカタログ（ポータルサイト）
や、分類・検索機能は利便性を高める。また、個人情報保護や著作権など他者との共有にむけたルールの整
理・明示も不可欠といえる。
「利活用」は、サービスの実現であり、スマートフォンのアプリやインターネットのサイトなど利用者が
利用できるサービスとして具現化する。ここで重要なのはビジネスモデルである。どのような収入によりサー
ビス運営コストを賄うのか検討しないと、せっかく作成されたソフトやアプリも維持されないことになる。
ハッカソンで作成されたアプリが、イベントの後メンテナンスされていないという話をよく聞く。

４．データ利活用の方向性

データ利活用の方向性は、データの性質にともなう利用条件により可能性が異なる。下図（図表４）は、

前述の「公共分野のデータ例（図表２）」の量・開示による整理に対応した活用の方向性である。
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＜図表４：データ利活用の方向性＞

出典：筆者作成

「Ａ」象限のデータからは、NPO や自治体が住民と協働し街づくりに活用する「市民協働型事業」を創出
できる可能性がある。例えば、著名なソフト「Fix My Street」は、街の課題を住民同士、又は住民と自治体
が共有したうえで、アクションをとるきっかけとなる。そこには、①フリーウェアなど廉価なソフト、②誰
でも使えるシンプルな機能、③データ入力はボランティア（課題を見つけた住民）など廉価な維持コストな
どの特徴がある。市民協働型事業は、最低限の収入さえ確保できれば、維持できる仕組みといえる。
「Ｂ」象限のデータからは、民間企業が主体となり公共データを利用した「情報応用ビジネス」を創出で
きる可能性がある。例えば、国土地理院の地図は、多くの企業が様々な用途に加工し、利用者に販売している。
そこには、①全国向けサービスとするため全国データ、②用途向けに利用しやすいインターフェイス、③差
別化するための付加的なデータなどの特徴がある。特に③は、複数の公開データ（フリーデータ）を組み合
わせただけでは差別化にならず、自己による情報収集やデータ化が不可欠である。それには相応の投資を伴
うため、ベンチャーが容易にビジネス化できない要因となっている。
「Ｃ」象限のデータは、行政機関が事業の高度化を図るため内部で活用する「課題抑制型事業」に繋がる
可能性がある。例えば、医療費支出を削減するために健康診断結果から疾病リスクの高い予備軍を抽出して、
予防活動を促す予防医療の取組みなどが模索されている。これは、ビッグデータの活用であるが、利用主体
は行政機関自身であり、利用結果としてのサービスを住民が享受する。行政機関が事業主体であるが、民間
企業はデータ処理やサービス提供の受託者として関与できる可能性もある。そこには、①健康や教育、雇用
促進など公益的な分野、②秘匿性の高い個人データ、③巨大な公共歳出へのコスト削減といった特徴がある。
５．持続可能なオープンデータ
盛り上がったオープンデータを、一過性のブームに終わらせないためには、しっかりとした利活用の戦略
を設定することが重要である。行政機関は、闇雲にデータカタログを増やすだけではなく、利活用を想定す
る企業や個人としっかり意見交換しながら、「望まれるデータ」を公開すべきである。また、アプリを開発
する方々も、アプリを作ることのみに注力するのではなく、どのようにすればそれが維持・持続できるしく
みになるのか考えてみてはどうだろうか。オープンデータの要諦は、データの二次利用である。データのみ
でなく、そこから作成されたアプリも 2 回、3 回と継続的に利用されることを願う。
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流山市におけるオープンデータの活用
流山市総合政策部行政改革推進課
花火見に

コトコトコトコト

ゆっくりと

インターネット上のサービス「流山百歌」を開くと、流山

の文化遺産や神社仏閣、名所旧跡といった観光名所にま
つわる様々な俳句を楽しむことができます。右の俳句もそ
の中のひとつ。大正時代から続く市内のローカル鉄道「流
鉄流山線」をテーマに投稿されたオリジナルの作品です。
流山百歌は、昨年開催された流山市 WEB アプリコンテ
ストにおいて最優秀賞を受賞したアプリケーションです。
流山市が開発したものではありません。市内の名所一覧「流
山 100 か所めぐり」のデータを基に、コンテストの応募者
によって開発されています。流山 100 か所めぐりの各ス
ポットの解説を確認できると共に、自由な俳句を投稿して
他の利用者と共有できるという楽しいアプリです。

流山百歌

流山 100 か所巡りのデータは、市からオープンデータ
として提供しています。オープンデータとは、人や組織が保有している情報を、単にインターネット等で公開する
ことではなく、
利活用する上で特段の制限が無く、かつ、利活用しやすい形で公開することを指します。流山市では、
約 25 種類の情報をオープンデータとして提供しており、データの自由な利活用を促すことで、新しいサービスが
生まれ、市民の利便性向上に資することを目指しています。

オープンデータのきっかけ

流山市は、オープンデータを平成 24 年 10 月に開始しました。
きっかけは、市長のトップダウンです。市長の指示は、
「オープンデータは、日本ではまだ新しい考え方だが、

これから社会に広まり非常に重要となってくる。すぐに取組を始めなさい」というものでした。市では当時から情
報公開に力を入れていたので、オープンデータについても行政のデータを積極的に公開していこうという考えが出
発点になっています。
一方、流山市議会も、市と同時にオープンデータを開始しました。市議会では、議会採決にタブレット端末を
利用するなど、議会改革を進めるツールとして IT を積極的に活用しており、オープンデータについてもこれらの
取組を積極的に進めていた議員の提案が発端となりました。
当時は、市と市議会の公式サイトのリニューアルを間近に控えていましたので、リニューアルと同時にオープン
データの特設ページを立ち上げました。特設ページは、各公式サイトのトップページから直接リンクされており、
オープンデータの一覧を掲載しています。
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オープンデータについて普段行っている取組は、データを使いやすく加工して公開することと、データの利用
条件を示すことの 2 点です。
データの利用者には、データをただ紙に印刷して読みたいという人だけでなく、パソコンや情報システム等に
自動的に読み込ませて利用したいという人も考えられます。このため、データはよく利用される Excel 形式のほか、
マシンリーダブル（情報システムや機械で読み込みやすい）形式に変換したものも併せて掲載しています。
データの利用条件に関しては、データを利用して作成したものに流山市のデータであることを表示さえすれば、
改変はもちろん、営利目的での二次利用も許可しています。データの利用条件を明確に示すことで、利活用を促
す効果も期待しています。

オープンデータ利活用のコンテストを開催

総務省「電子行政オープンデータ戦略」によると、オープンデータの取組には、公的機関の透明性確保、住

民参加の推進、経済の活性化等が期待されています。しかし、データの利用条件は非常に緩やかです。オープ
ンデータの効果を測るという側面では、市はデータの利用者に対して市の許可を得ること等を義務付けてはおら
ず、データが、誰に、どのように利活用されているのかを正確に把握することは困難です。また、昨今ではテレ
ビや新聞等において「オープンデータ」という言葉を見聞きする機会は着実に増えておりますが、オープンデー
タはいまだ社会の一般的な考え方とは言い難く、より一層広めていく必要があると考えています。
そこで、市ではオープンデータの普及をより一層促進し、その効果を把握することを目的として、オープンデー
タを活用したアプリケーションの提案を競う「アプリコンテスト」を開催しています。
コンテストでは、市のオープンデータを基に開発されたアプリを募集するプログラミング部門と、アプリの企画
アイデアを募集するアイデア部門の 2 部門に分かれています。アイデア部門では、実際のアプリを開発する必要
はありません。IT に日頃携わることの無い方や、アプリの開発経験が無い方でも、応募ができるようにしています。
昨年の第 1 回のコンテストでは、32 件の応募がありました。プログラミング部門では、最優秀賞として冒頭に
ご紹介した「流山百歌」が受賞したほか、優秀賞として「流山市ごみ分別検索」というアプリが受賞しました。

流山市ごみ分別検索
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「流山市ごみ分別検索」は、ごみをいつ、どのように捨てればよいか、という疑問を簡単に解決するアプリで
す。捨てたいごみの種類と、住んでいる地域を選択するだけで、ごみを捨てる曜日と分別方法等を瞬時に検索す
ることができるもので、コンテストではその実用性の高さが評価されました。現在では、転入者向けにお配りする
資料にもアプリのご案内を掲載して PR しています。

オープンデータを地域防災に生かす

オープンデータを地域防災活動に利用するという取組についてご紹介します。
流山市は、平成 25 年 4 月から、茨城県つくば市にある独立行政法人防災科学技術研究所と共に、オープン

データと防災に関する共同研究を実施しています。研究では、
市のハザードマップや避難所一覧等のオープンデー
タが、当研究所独自の GIS（地理情報システム）に取り込まれ、
「e コミ流山」というサービスとしてインターネッ
トに公開されています。e コミ流山を使えば、これらのデータを一つの地図上に重ねて表示することが可能です。
例えば、市内の浸水地域と避難所を表示して、浸水が発生したときにも安全に避難できる道路を確認するといっ
た使い方をすることができます。
市では、平成 25 年度から、市内の自治会等が参加する地域防災のワークショップを開催しています。ワーク
ショップは、参加者同士がお住まいの地域に起こり得る災害とその対策について検討を行うというもので、検討
を助けるツールとして e コミ流山が利用されました。オープンデータから生まれたサービスが、実際に住民から活
用されているという事例です。

住民発のオープンデータ

ここまでの取組は、市のオープ

ンデータの利活用促進という観
点から、市が主体となり進めてい
るものでした。最後にお伝えする
のは、住民が自発的にオープン
データを進めるという取組です。
今 年 8 月 9 日、本市で「マッ
ピングパーティー

集え、森の冒

険者たち」というイベントが開催
されました。 主 催 は、Code for
NAGAREYAMA という団体です。
流山市民が中心となり、IT の力
で地域の課題を解決することを目
的に活動されています。

いち の

や

市野谷の森で生き物探し

このイベントは、小学生の子どもとその保護者が、市内の森の生態系を観察するというものです。流山市には、
市野谷の森と呼ばれる 20 ヘクタールを超える広大な森があります。参加者は、森の中で昆虫や植物を見つけた
ら、スマートフォンのカメラ機能を使って写真に撮り、それらの生き物に関するオリジナルのクイズを作って発表
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しました。
スマートフォンには GPS 機能が備わっているため、写真には撮影地点の情報が自動的に保存されます。こうし
て集まったデータをインターネットの地図にマッピングし、さらにそれをオープンデータとして公開するというのが、
このイベントの目的の一つです。公共機関では無く、住民発のオープンデータといえます。

発見した生き物の写真がオープンデータへ

マッピングパーティーに参加して感じたことが 2 点あります。
まず、オープンデータというと現在は公共機関の持つデータにフォーカスされがちですが、実際にはデータは
誰でも持っており、誰もが提供者になり得るということです。
また、このイベントの中では、オープンデータという言葉はほとんど出てきませんでした。ただ、撮影した写真
が公開されて誰もが自由に使えるようになるという、オープンデータが意図する部分はしっかり参加者に周知され
ていました。オープンデータという言葉自体を知らなくても、自分たちが作ったデータを誰もが自由に利用できる
ようになる、という感覚を子どもたちが肌で理解することは、非常に価値のあることだと感じます。
以上、流山のオープンデータの取組について紹介させていただきました。このような活動を通じて、今後もオー
プンデータの普及促進、住民の利便性向上を目指して取り組んで参ります。
また、来年 1 月 10 日（土）に第 2 回アプリコンテストを開催します。オープンデータを基にした楽しい・便利
なアプリがお披露目されますので、ご興味をお持ちの方がいましたら是非お越しいただければと思います。
ご応募もお待ちしています！

流山市アプリコンテスト公式キャラ
「ながれやまぷり君」
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カーナビデータを活用した埼玉県の交通安全対策

～ホンダの持つビッグデータによる危険箇所の解消～
埼玉県県土整備部道路政策課

1

はじめに

埼玉県の道路交通状況は、朝夕の混雑時の平均走行速度が全国ワースト 4 位、24 時間の平均交通量が 4 位、
混雑度がワースト 1 位で 1、交通量の伸びに対して道路の整備がなかなか追いつかない状況となっている。
また、交通事故の状況を見ると、年々減少してきているものの、平成 25 年の年間人身事故件数は約 3 万
3 千件発生し、そのうち交通事故死者数は 180 人で全国ワースト 6 位という状況である 2。
本県では、これらの状況を解消するため、県土整備部と警察が協力して交通安全対策を進めている。

2

インターナビの概要

本田技研工業株式会社（以下、ホンダと表記）のカーナビゲーションシステム（以下、カーナビと表記）
「イ

ンターナビ 3」は、これまでの道案内を行う地図代わりの道具ではなく、通信を行うことで走行に関わるさ
まざまな情報をリアルタイムでカーナビに集め、最適な情報としてドライバーに提供している。
このデータは非常に短い間隔で記録されるため、通信によってクルマの位置、時刻のデータをホンダの管
理する情報センターへ送信しており、これら膨大なデータと独自の処理技術によってドライバーへの正確な
ルート案内を実施している。通過時間や走行速度のみならず急ブレーキ発生箇所の特定も可能である。また、
収集される情報量は、全国の VICS データの約 8 倍の約 36 万 km の区間をカバーしており、精度の高いナ
ビゲーションを実現している。

3

協定の締結

平成 19 年 4 月から通算 9 回の打合せを経て、平成 19 年 12 月 4 日に「道路交通データ提供に関する協定」

を締結し、それぞれが保有するデータの有効活用が行われることになった。
ホンダは県からの「道路開通情報」や「観光情報」の提供によりカーナビユーザーのサービス向上に努め、
県はホンダからの「通過時間データ」「急ブレーキ発生箇所データ」の提供により、道路交通の安全性・利
便性の向上のための施策の実施が可能となった。

4

通過時間データの活用

通過時間データはある区間を走行するのに要した時間を

統計分析したデータであり、ある区間をどれだけの時間を
かけて走ったかが分かれば、その区間の速度が計算できる
（図 1）。
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PART

4

このデータにより、バイパス整備や交差点改良が完了した箇所の整備前後の平均走行速度を比較すること
で、どれだけ改善されたかを検証することができる。

5

急ブレーキ発生箇所データの活用

（1）急ブレーキ発生箇所データの概要

急ブレーキ発生箇所データは、①「減速開始地点の座標」、
②「車両の進行方向の方位」、③急ブレーキの強さを表す「減
速度（負の加速度）」、④「発生日時」で構成される。（図 2）
また、急ブレーキとはどの程度の減速度なのかというこ
とであるが、明確な定義はなかったため、各種資料等を参
考に「減速度 0.3G」以上とすることとした。これは、バス
などの旅客輸送において、急ブレーキを踏んだことによっ

図２ 「急ブレーキ発生箇所データ」（イメージ）

て乗客に不快感を与えるとされる強さが 0.3G とされていることなどによる。
（2）モデル地区での急ブレーキ多発箇所の対策
取組に着手するに当たり、データがどの程度収集できるのか、検討できる精度は確保されるのかなど、取
組の行方が未知数であったため、まずモデル地区を定めて検討を進めることとなった。
使用したデータは、平成 19 年 10 月 1 日から 10 月 31 日の 1 か月間に走行したデータを用いた。
次に、進め方であるが地図上に設定した一辺 50m のメッシュ内において、同一方向の急ブレーキが 5 回
以上発生した箇所を「急ブレーキ多発箇所」と定義した。
データ抽出の結果、県管理道路上で 27 箇所の急ブレーキ多発箇所の把握ができ、県庁道路関係課、朝霞
県土整備事務所、埼玉県警察本部、所轄警察署によるプロジェクトチームで現場調査と原因の特定及び対策
案の検討を実施した。
急ブレーキ多発箇所の主な発生原因は、スピードを出しやすい道路構造、見通しの悪いカーブなどであっ
た。その対策として、路面標示によるスピード抑制の注意喚起、注意看板の設置などが有効であると考え、
対策を実施することとした。
主な安全対策について、実施例を用いて紹介する。
（事例 1：街路樹の剪定）
事例 1 は、街路樹の繁茂が幹線道路へ出ようとする
車両の見通しを妨げており、安全対策前の急ブレーキ
発生回数は 8 回 / 月であったものが、街路樹の剪定に
より見通しをよくしたところ、発生回数は 3 回 / 月に
減少した（図 3）。

図３

事例１
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（事例 2：路面標示の実施）
事例 2 は、前方交差点右側に位置する大型ショッピ
ングセンターへ入るための右折車両が多い路線であり、
安全対策前の急ブレーキ発生回数は 9 回 / 月であった。
路面標示による速度抑制の注意喚起を実施したところ、
発生回数は 0 回 / 月に減少した（図 4）。
（事例 3：ポストコーンの設置）
事例 3 は、幹線道路の合流地点で安全対策前の急ブ

図４

事例２

図５

事例３

レーキ発生回数は 6 回 / 月であったものが、ポストコー
ン設置による無理な合流を回避させたところ、0 回 /
月となった（図 5）。
これらの事例のように、急ブレーキ多発箇所の安全
対策は、比較的、安価で簡易な工事により実施しており、
一例として、約 100m の路面標示を実施した箇所での
総コストは約 50 万円であった。
（3）県内全域での急ブレーキ多発箇所の対策
モデル地区での効果検証の結果、事故に繋がりかね
ない急ブレーキを未然に防ぐという事業効果が確認で
きたため、県内全域にこの取組を拡大することとした。
平成 23 年度までに 160 箇所（モデル箇所含む）で
実施した結果、対策前に比べて 1 か月間の急ブレーキ
総数が約 7 割減少（995 回→ 326 回）し、一年間の人
身事故件数が約 2 割減少（206 件→ 161 件）した（図 6）。
同じ時期の県全体での人身事故減少率は 3.7% であるの
で、大幅に減っていることがわかる。

6

図６

通学路の安全対策

このような効果が得られたことから、今までの車両同士の安全についての取組を人と車両にも応用しよう

ということで、平成 24 年度から通学路に対する取組を始めた。
約 2800km ある県管理道路のうち、歩道が未整備な約 320km の通学路に照準を当て、朝夕 2 時間ずつ
の登下校時間帯に着目してデータ分析を行った。車両の平均速度が早い箇所、急ブレーキが発生している箇
所を抽出し、対策を講じることで、未然に事故を防ごうとするものである。
平成 24 年度に 31 箇所、平成 25 年度に 53 箇所で対策を実施し（図 7）、現在、効果検証を進めている。
また、データには市町村が管理する道路も含まれているため、市町村や学校にも急ブレーキ発生箇所図を
配布している。
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図7

7

図8

SAFETY MAP

ホンダが公表する安全情報の活用

ホンダは、インターナビから収集した急ブレーキ多発地点データと交通事故情報及び地域住民などから投

稿される危険スポット情報を地図上に掲載した「SAFETY
県では、従来からのカーナビデータに加え SAFETY

MAP」を公開している 4（図 8）。

MAP に投稿される県民からの「書き込み情報」を

活用し、より一層効果的な交通安全対策を実施することを平成 25 年度から新たな取組としてスタートした。

8

情報発信

カーナビデータを活用した安全対策の取組は、新たな視点や創意工夫により生み出されたもので、データ

が収集されている全ての道路において有効な取組であると考えている。
このため、交通安全に関わる機関への説明やホームページでの PR などあらゆる機会を通じて、全国の交
通安全対策に活用されるよう積極的に情報の発信を行っている。
特に、都道府県の先進的な取組を提案、共有する場である全国知事会の先進政策バンクへ登録したとこ
ろ、平成 22 年 9 月の「第 3 回先進政策創造会議（全国知事会主催）」において『先進政策大賞』を受賞した。
評価された点としては、「少ない費用で大きな効果をあげていること」、「他の地域への普及、展開の可能性
を有していること」、「従来の行政の枠組や業務のやり方を改革するもの」というものであった。
そのほか、国土交通大学校での講義や交通安全、ITS 関連のセミナー等での講演など情報発信に努めてい
るところである。

9

最後に

カーナビデータを活用した取組はデータの仕組みをよく理解し目的に応じた抽出が必要となるため、行政

だけでは進められるものではなく、ホンダと連絡を密にし、協力をいただいてはじめて進められるものと考
えている。
今後も、蓄積された膨大なデータから車両の走行状態を過去に遡って把握できるという利点を最大限に活
用し、道路の安全性向上のための有効なツールとして引き続き工夫を重ね活用していきたい。

脚注

1
3

平成 22 年度道路交通センサス
http://www.honda.co.jp/internavi/

2
4

埼玉県警察本部資料
http://safetymap.jp/
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我孫子市
パパの子育てを応援する冊子

『パパのタネ』

～ enjoy パパ応援プロジェクト事業 ～

保育課
１

事業の概要及び冊子発行までの背景

本事業は、平成 23 年 4 月からスタートし、今年

3 月で丸 3 年が過ぎました。

子育てのヒントが満載の冊子
「パパのタネ」

“ 単なる How to 本にしな

い ” をコンセプトに「パパのタ
ネ」作りをスタートしました。
「パパのタネ」の “ タネ ” と
は、新米パパ自身がこれか
ら子どもと共に成長し、素敵
なパパになれるタネであると
いうことと、パパ達が子育てに困った時に解決の花
を咲かせてくれる子育てのヒントのこと。
そんなタネ（子育てのヒント）が盛りだくさんのこ
の冊子は、単に知識や技術習得の記事だけでなく、

これまで、男性（父親）に子育ての楽しさを実感

市内在住のパパ達に表紙やページ内のイラスト、写

してもらい、子育てへの積極的参加を促すとともに、

真モデル、俺流子育て必殺技の紹介などのページ作

男性（父親）のネットワークが市内に広がることを

りに協力をいただき、読者が同じ目線で共感しなが

願い、子育てに役立つ講習会や、親子遊び、父親

ら、意識を向上できるような内容に仕上げました。

同士の交流、情報紙による育児情報の発信など、
様々な取り組みを進めてきました。

最終ページでは “ 我孫子市子育て首脳サミット”
と題した企画で市長や子ども部長をはじめ、子ども

公共施設や子育て支援施設で定期的に開催する

関係部署の男性幹部職員が自らの子育てを語った

親子遊びには、年々参加する父親達が確実に増え、

座談会を収録。
「限られた時間でも父親としてでき

父親だけでなく母親も子どもも笑顔になる事業の浸

ることから始めよう」と先輩パパから後輩パパへ

透を実感しています。

エールを送っています。

年 3 回 発 行 する

「パパのタネ」は、保育課、子育て支援センター
（情

啓発（情報）紙「あ

報コーナー・広場）などで配布。市ホームページか

びこでパパを楽しも

らもダウンロードできます。

う！」も好 評で、発

また、市ホームページには「パパのタネ」スピンオ

行を楽しみにしてい

フ企画 “ 我孫子市子育てサミット完全版 ” も掲載。

る男性（父親）が増

こちらも必見です。

えています。
このように活動が盛んになる一方で、
「子どもと関

「パパのタネ」を通して、より広く、より多くの父
親への啓発になればと思います。

わりたいが仕事が忙しくて関われない！」
「イベント

そして、今後も子育てに自信のないパパや、子ど

に参加したいが仕事で参加できない！」という思い

もと接する時間が作りづらいパパにも、肩の力を抜

の男性（父親）が多いこともわかりました。そこで、

いてパパを楽しめるように、より良い親子関係を作

一人でも多くの男性
（父親）に子育て力の向上を促せ、

る可能性を伝えるため、本事業をいっそう広めてい

興味関心を膨らませていただけるよう、男性（父親）

きたいと思います。

目線の冊子を作成することとしました。

【 問い合わせ 】
保育課（子育て支援センター）☎ 04—7185—1915
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県内情報
また、10 月 1 日号では、
「佐原の大祭秋祭り」に合

香取市

AR 技術を活用し
“ 動く” 広報紙を読者のもとへ
秘書広報課
ここ最近、AR 動画付きの情報誌やマップ、ポス

ターなどを見かけるようになりました。専用アプリを

インストールしたスマートフォンやタブレットを印刷
物の指定された位置にかざすと、名所案内やお店の
PR などの関連動画が再生される、といったものが
多いでしょうか。

ほかにも、実際の風景に端末を向けて 3D 画像

を表示させるなど、AR の活用方法はさまざま。利
用は、日に日に広がっているという印象です。

1 「広報かとり」表紙で動画配信

香取市では今年 5 月から、紙面のリニューアルに

併せ、広報紙で AR 動画の配信を始めました。AR
の導入は、編集及び印刷製本業務を業者委託するた
め実施したプロポーザルがきっかけでした。まだ県

内広報紙での導入例がなく、ウェブサイトなどで先

わせ佐原囃子に焦点をあてた記事を掲載し、その

中で実際に佐原囃子数曲を聴いていただけるよう、
中ページにも動画を付けました。

2

課題と展望

AR の採用は読者、特に若年層へのアプローチを

意識しました。広報紙には若い世代にも読んで欲し
い大事な情報が載っています。動画が広報紙を開く
きっかけになれば、そして、新聞折り込みによる配

布部数が減少する中で、いつでも、どこでも、まち

の情報を入手できる電子版への誘導になればとの思
いで制作しています。

導入して半年、課題もあります。1 日号は表紙写

真と動画をワンセットで用意するため、縦写真をカ
メラで撮りながら間でビデオカメラも回すといった一

人取材もあります。広報担当は広聴など他業務との

兼務で 3 人いますが、制作にたずさわる数年間で、
写真撮影や原稿作成、編集などの技術に加え、動

画制作の技術も磨かないとなりません。AR コンテ
ンツを増やすには、それだけ準備が必要です。今

後に向けて市民など庁外の人材との連携も検討して
います。

また、AR アプリは多数あるため、他市の広報紙

進事例を検索し、
「これが自分たちの作る広報紙で

などの AR 動画を見ようとすると、今はそれぞれ指

「広報かとり」は現在、タブロイド判で月 2 回発

う状況がほとんどです。市の他課で AR 付き制作物

も出来るんだ」と新たな展開に期待が膨らみました。
行しています。1 日号は表紙がカラーの 12 ページ、
15 日号は 2 色刷りの 8 ページが基本です。AR は
まず、毎月 1 日号の表紙に、写真と関連した動画を

定のアプリをダウンロードしなければならないとい
をつくった場合も、制作会社の違いで同じようなこ
とが起こります。

とはいえ、AR 技術の活用にはまだまだ可能性が

付加することにしました。初回は 12 年に 1 度の香

あります。これからも、文字や写真だけでは伝わら

佐原水生植物園での「あやめ祭り」や国の重要無

ことに取り組んでいきたいと思います。そして、紙

取神宮式年神幸祭、その後は、東洋一を誇る水郷

形民俗文化財「佐原の大祭夏祭り」などを取り上げ
てきました。

実は、紙媒体から見る AR 動画は、再生時間が

30 秒から 40 秒と CM 程度の短いものです。その

動画再生画面は、電子ブック版「広報かとり」への
入口にもなっており、電子版では同じ内容を 5 分程
の長いバージョンで紹介するという 2 本立てにして
います。

ない、表現しきれない情報を AR で多角的に伝える

面の写真を動かしてみせるだけでなく、担当者も汗
をかき、媒体としてさらに進化する――そんなパワ

フルに “ 動く ” 広報紙を読者に届けていければと考
えています。

【 問い合わせ 】

秘書広報課広報広聴班

☎ 0478—50—1204
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地域情報
栄町

「住み続けたいまち」
「住んでみたいまち」として
選ばれるために
企画政策課
【定住・移住の促進に向けた体制づくり】

栄町では、素晴らしい住環境が整っている一方、

バブル経済崩壊後の住宅需要の鈍化、進学や就職
を機に転出する若者世代が増加するなど人口減少

が続き、平成７年国勢調査では、25,615 人まで増

加算金として２人目から 10 万円を交付しています。

※子ども加算金については、アパート等の貸家でも
転入者であれば該当します。

加した人口が、平成 22 年国勢調査では 22,580 人

②赤ちゃん子育て支援金制度

雇用対策など庁内横断的な施策の連携により、若

の親と子供がいつまでも栄町に住み続けたいと思え

ながる取り組みを進めています。

として第２子の出産には 10 万円、第３子の出産に

移住施策を専任で担当する「不動産定住班」を設

円ずつ加算）を支給しています。

まで減少しています。そのため、住宅・福祉・教育・

少子化対策の一環として、子供を産んでからもそ

者世代の定住・移住の促進や人口減少の抑制につ

るまちづくりを進めるため、赤ちゃん子育て支援金

このような中、本年４月から企画政策課内に定住・

は 20 万円、第４子の出産には 30 万円（以降 10 万

置しました。

【不動産定住班の取り組み】

不動産定住班で取り組んでいることは、町の魅力

や各種定住促進制度を紹介したパンフレットと定
住・移住の啓発物資として作成したボックスティッ

シュを持って、町外の不動産業者へ栄町のＰＲ営業
活動を実施しています。また、町内外の大手企業
や総合病院などにも出向き、従業員が栄町に移住し

てもらえるよう、栄町のＰＲ営業マンとして日々、奔
走しています。

【具体的な定住・移住への取り組み】
①定住・移住促進奨励金制度

栄町に戸建て住宅を新築、または購入した方に、

10 万円の奨励金を交付しています。

また、町外から転入された方には、定住促進記

念として、栄町産の新米コシヒカリ１俵をプレゼント

しています。さらに、本年４月からは、町外から中
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③住宅リフォーム補助金制度

住宅の居住性を良好にし、長く栄町に住んでいた

だくため、町内に住居を所有する方や転入により新

たに住居を購入した方がリフォーム工事を行う場合

に工事費の 1/10
（上限額 10 万円）
を補助しています。

【今後の取り組み】

これら奨励金等の制度につきましては、栄町への

定住・移住のためのきっかけづくりであることから、
今後は、制度拡充の検討を進めるとともに、栄町

の魅力や各種制度に関するＰＲ活動を継続しつつ、
健康・福祉や教育分野など施策の充実を図り、
「住

み続けたいまち」
「住んでみたいまち」として選ばれ、
定住人口の増加につながるよう取り組んでいきたい
と考えています。
【 問い合わせ 】
企画政策課

☎ 0476—33—7701

県外情報
京都府舞鶴市

「ポストでお得に、情報ゲット !!」
観光まちづくり室観光商業課
舞鶴市は京都の北部、日本海に面する港町で、

城下町として栄えた西地区と、旧海軍舞鶴鎮守府の
開庁に伴い発展した東地区という2 つの大きな魅力
を持ったまちです。

関ヶ原の戦いの前哨戦となった田辺城ろう城戦に

を使って QR コードを読み取ると、ポストの位置情

報を活用して、周辺の “ 観光情報 ”、“ 地域情報 ”、“ お
店情報 ” 等を閲覧することができます。

日本語を含む 6 ヶ国語に対応していることから、

近年、クルーズ客船の寄港地として増加している海

外からの観光客に対しても効果的な情報提供が可
能になりました。

本サービスでは、情報発信のほか、スタンプラリー

やクーポン券の発行など工夫次第で、活用方法はひ
ろがります。

今年の夏は、舞鶴若狭自動車道の開通にあわせ、

て名高い戦国武将・細川幽斉の城下町として発展し

対象の 5 つのポストをめぐり、限定の艦船画像をダ

れたさまざまな赤れんが建造物が、今も数多く残り、

「“ まいづる ” まち歩きキャンペーン」を実施し、好

た西地区と、明治以降、海軍施設を中心に建造さ
当時のハイカラを感じさせる海軍ゆかりのまちなみ
が続く東地区の魅力をより多くの方に知っていただ

ウンロードするとオリジナルグッズをプレゼントする
評を得ています。

プロモーションは「ネタと鮮度」の両方の組み合

き、
「舞鶴ファン」になっていただくために積極的な

わせが重要です。全国初の実施ということで、多く

平成 25 年からは、メディアへの露出を戦略的に

組みが完成していたことで、効果的な事業を展開す

PR 事業を実施しております。

進める「観光パブリシティ事業」にも取り組み、交

流人口 300 万人 ( 平成 30 年度目標 ) を目指したプ
ロモーション事業を実施しています。

このような中、㈱メディアシークと日本郵便㈱が

新たに手がける「QR コード付き郵便ポストを情報

発信拠点としたスマートフォン向け地域情報サービ
ス」について、全国で初めて本市で実施することと

のメディアに取材いただき、高速道路の開通前に仕

ることができました。今後とも「旬」を見逃さない

戦略的なプロモーションを続けていきたいと考えて
います。

【 問い合わせ 】舞鶴市観光まちづくり室観光商業課
☎ 0773—66—1024

なりました。

本サービスは利用者が郵便ポストに掲示された

QR コードにスマートフォンをかざし、
「アイコニット」

郵便ポストに
それぞれ異なる
QR コード付
ステッカーを掲示
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明治学院大学法学部

准教授

山本

未来

行政不服審査法の改正について
行政不服申立てとは、行政処分に対して国民がその見直しを求め、行政庁に不服を申し立てることで、簡易迅
速な手続により、国民の権利利益の救済を図ろうとするものです。行政不服申立ては、訴訟よりは身近な救済制
度といえますが、他方で、公平性、迅速性については改善の必要性が指摘されてきました。そのため、行政不服
申立て制度の一般法である行政不服審査法について、昭和 37 年の制定以来初めて大幅な改正が行われました。
改正法は、公布の日（平成 26 年 6 月 13 日）から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日から
施行することとされています。したがいまして、今後 2 年以内に各自治体でも改正法に即した体制を整え、条例
を制定するなど準備が必要になります。そこで、今回は、新しい不服申立て制度の中でも特に自治体の組織体制
に関連のある改正点について触れていきたいと思います。
①

審査請求への一元化

行政不服申立てを処分庁にする異議申立て手続は廃止され、審査庁への審査請求に一元化されます。処分庁
より審査庁への不服申立てのほうがより客観性が確保されることから、審査請求に一元化することにより、すべ
ての行政不服審査に一定水準の手続保障を実現できるようになるとされています（なお、処分庁に上級行政庁が
ない場合には、当該処分庁が審査庁になります）。
ただし、税金関係など不服申立てが大量にされる処分等については、
「再調査の請求」が導入されます。再調
査の請求とは、処分庁に、簡易な手続で事実関係の再調査することにより処分の見直しを求めるものです。再調
査の請求は異議申立てと同じようにも思えますが、再調査の請求を認める場合には個別法で限定的に規定される
とともに、不服申立人が審査請求と再調査の請求のどちらを選択してもよいとする自由選択主義を採用した点が、
従来の異議申立てとは異なります。また、再調査請求についての決定を経た後に審査請求をすることもできます。
なお、再審査請求に関する規定も維持されたため、法律で特別に規定されている場合には、審査請求の裁決に
不服がある者は再審査請求もできます。
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新法・法改正の解説

②

審理員
審理においては、職員のうち処分に関与しない者を審理員とし、両者の主張を公正に審理します。そして、審

理員は、審理手続を終結したときは、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、審査庁に提出します。現
行法には審査請求の審理を行う者についての規定がなく、処分関係者が審理を行うこともありうるため、公平性
に欠ける面がありました。そこで、改正法では、審査庁に所属する職員で処分に関与していない者の中から、審
理手続を行う者を指名することになりました。
具体的には、例えば法務を所管する組織の長や外部人材を非常勤職員として審理員に指名することが考えられ
ます。ただし、組織内部からの指名については、審理員の職権行使の独立性の保障や降任等の不利益取り扱い
の禁止に関する規定が改正法にはおかれていないため、公正性や中立性の確保が課題となります。また、外部
からの登用は財政負担や適切な人材の確保といった問題が伴います。そのため、各自治体での審理員の指名に
ついては、慎重な判断が必要となるでしょう。
③

第三者機関

審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、一定の場合を除き、行政不服審査会といった有識者から成
る第三者機関に諮問し、答申を受けた上で裁決を行います。このような仕組みは、第三者の視点で審査庁の判
断の妥当性をチェックすることにより、裁決の公正性の向上を図るためのものです。
ただし、審査請求人が希望しない場合や第三者機関が不要と認めた場合等には諮問を不要とし、迅速な裁決
を希望する国民にも配慮する形になっています。これは、公正性と簡易・迅速性の両立のためにとられた措置で
あるといえます。
国では、行政不服審査会が設けられますが、地方公共団体も同様の第三者機関を置かなければなりません。
ただし、申立て件数が少ないことが想定されるのであれば、事件ごとに第三者機関を設置することもできますし、
他の団体との共同設置や他団体への委託といった方法をとることもできます。また、既存の情報公開審査会や個
人情報保護審査会等と統合して設置することも可能です。いずれの措置を採るにせよ、地方公共団体の第三者機
関の組織及び運営に関してはそれを条例で定め（共同設置の場合は規約）、体制整備を行わなければなりません。
④

事務体制の整備

これまでは異議申立てについては当該処分を
行った部署が対応し、審査請求についても関係
事務を担当する部署が事案ごとに対応していた自
治体も多いことと思われます。しかしながら、改
正法の下では、審査請求に関する一連の事務処
理を特定の部署で行う体制が必要になるかと思わ
れますので、その組織整備も求められることにな
ります。
国では審査会に事務局を置き、専門の事項を
調査する専門委員を置くことができるとしていま
す。しかしながら、自治体ではそれだけの余裕が
ない場合も多いことかと思いますので、限られた
人的・財政的リソースの中で、公正性・中立性と
簡易・迅速性の両立を可能とする新体制の構築に
早期に取り組む必要があるでしょう。
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伊藤綜合法律事務所

弁護士

伊藤

義文

固定資産課税台帳に登録された不動産の価格と固定資産評価基準による評価額、及び「適正な時価」との関係
（最高裁判所平成 24 年 ( 行ヒ ) 第 79 号固定資産評価審査決定取消請求事件
平成 25 年 7 月 12 日第二小法廷判決・民集 67 巻 6 号 1255 頁・破棄差戻し）

Ａは資産税担当係長、Ｂは同係員
（事案の概要）

ＸとＳは、Ｘを登記名義人として、区分所有建物と敷地権（以下、敷地権の目的たる土地を「本件土地」と

いう。）を共有している。本件土地は、周辺地域と比較して、建ぺい率が３分の１に、容積率が５分の２に制
限されていた。Ｙ市長は、本件土地について、基準年度にあたる平成２１年度に価格を決定して、これを土地
台帳に登録した。

これに対し、Ｘが、本件土地の建ぺい率及び容積率の制限を適切に考慮していないとして審査の申出をし

た。

（Ｂ）固定資産税の課税標準となる固定資産台帳登録価格（以下「登録価格」
という。）は、３年ごとに基準年度があって、その都度、基本的に固定資
産評価基準（以下「評価基準」という。）に基づいて評価替えをして、基
準年度の１月１日の価格を登録することになるのでしたよね。
（Ａ）原則としてそういうことになるね。そして、このときの「価格」は、
「適正な時価」をいうものとされている（地方税法 341 条 5 号）。さらに、
ここにいう「適正な時価」とは、「正常な条件の下に成立する当該不動産の取引価格、すなわち、客観的
な交換価値をいう」とされている（最高裁平成 15 年 6 月 26 日第一小法廷判決・民集 57 巻 6 号 723 頁）。
（Ｂ）「登録価格」と「固定資産評価基準によって算定された価格」（以下「評価額」という。）との関係は
なんとなく分かるのですが、これらと「適正な時価」との関係は、どのようになるのでしょうか。
（Ａ）これまで、この三つの価格の関係については、判例の集積があり、他の２つの価格との関係で、どの
ような場合に登録価格が違法とされるのかについての判断がなされてきている。そして、今回の事案に基
づく判決は、これらを整理して一元化したものと考えることができる。具体的には以下のようになる。
①

不動産の基準年度に係る賦課期日における登録価格が、同日におけるこの土地の客観的な交換価値
（適正な時価）を上回れば、その登録価格は違法になる。

②

登録価格が評価額を上回る場合には、その不動産の適正な時価を上回るかどうかにかかわらず、登録
価格は違法となる。

③

評価対象の不動産に適用される評価基準の定める評価方法が、適正な時価を算定する方法として一般
的な合理性を有するものであり、かつ、当該土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格が評
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価額を上回るものでない場合には、その登録価格は、その評価方法によっては適正な時価を適切に
算定することのできない「特別の事情」の存しない限り、同期日における当該土地の客観的な交換
価値としての適正な時価を上回るものではないと推認するのが相当である。
したがって、課税庁としては、まず上記②によって違法と判断されないために、評価基準に則って、評価
額を上回ることのないように対象固定資産の価格を決定して登録価格とし、さらに、このときに用いられ
た評価基準における評価方法が、適正な時価の算定方法として一般的な合理性を有することを立証するこ
とになる。このような処理をすれば、判決にいう「特別の事情」がない限り、当該固定資産の登録価格が
違法として取り消されることはなくなる。
（Ｂ）では、判決にいう「特別の事情」を具体的に認めた判決はあるのですか。
（Ａ）最高裁判所の判例では今のところ見当たらないようだ。下級審では、宅地効用がなく、道路開設等に
莫大な費用を要し、周辺土地を含んでの宅地化も著しく困難な土地（広島高等裁判所平成 16 年 2 月 13 日・
公式判例集未搭載）に関する判例がある。いまだに事例が少ないことから、今後の判例の集積を待つほか
ないだろう。
（Ｂ）「特別の事情」と評価基準上の宅地についての所要の補正（評価基準第１章第３節２( 二 ) ５）や、家
屋の場合の需給事情による減点補正（評価基準第２章第２節六）との関係はどのようになるのでしょうか。
（Ａ）この点は判決の補足意見にもあるのだけれど、「特別の事情」の有無が争われる場合は、基本的には評
価基準上の所要の補正の要否の問題となる場合が多いとされている。評価基準には網羅されない事情、あ
るいは評価基準上の補正によっては評価し切れない事情が存在する場合に初めて「特別の事情」が問題と
なると考えてよいだろう。
（Ｂ）そもそも「適正な時価」というのは、どのように定まるのでしょうか。
（ Ａ）実は「適正な時価」について、先ほど述べた「正常な条件下における取引価格、すなわち客観的交換価値」
とする以上の具体的な定義は、判例上はなされていないのが実情だ。もっとも、例えば、評価基準によらず、
いわゆる収益還元法によって求められた価格は「適正な時価」とする根拠はないとした判例（最高裁昭和
18 年 7 月 7 日第二小法廷判決・集民 220 号 621 頁）、当事者の提出した不動産鑑定士による鑑定価格が、
再調達価格及び残価率を適切とする根拠がないとして原判決を破棄した判例（平成 15 年 7 月 18 日集民
210 号 283 頁）など、「適正な時価」であることを否定する要素を示した判例はいくつか存在する。
（Ｂ）納税者が不動産鑑定士による鑑定書を持参して、鑑定価格が登録価格よりも安いのだから、登録価格
は違法であるとの主張をしてきた場合には、どのように対応したらいいのでしょうか。
（Ａ）不動産鑑定士も、不動産鑑定基準に従って「適正な価格」を求める責務を負っている。もっとも、そ
の具体的な評価方法は評価基準と異なる部分も多く、特に家屋について鑑定価格と評価額との間に差異が
生じることがある。まずは、鑑定書がどのような過程で不動産の価格を導き出しているのかを検証するこ
とになる。そして、その過程が合理的であれば、次に、鑑定評価の中で「特別の
事情」を認定できるかどうか、認定できる場合にはどの程度考慮するかを判断す
ることになる。基準のない中での算定なので実務上は非常にやりにくいと思われ
る。自庁での解決が望ましくはあるが、場合によっては裁判所の利用（取消訴訟
を起こしてもらう。）を考えてもいいかもしれない。
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写真で見る

太平洋上空から旭市を望む

ひとが輝き

旭市

海とみどりがつくる
健康都市 “ 旭 ”

旭市は、千葉県の北東部に位置し、千葉市から 50km 圏、また都心
から 80km 圏にあります。南部は美しい弓状の九十九里浜に面し、北
部には干潟八万石といわれる房総半島屈指の穀倉地帯となだらかな丘
陵地帯である北総台地が広がっています。中央部を東西に、JR 総武本
線と国道 126 号が通り、その周辺は市街地として発展しています。産
業では、施設園芸、畜産、稲作、露地野菜などが盛んな農業をはじめ、
水産業、商業、工業など、バランス良く成長しています。
平成 17 年 7 月 1 日、旭市・海上町・飯岡町・干潟町が合併して誕生
した旭市は面積 129.91㎢、人口 68,000 人の東総地域の中核都市とし
て発展し続けています。

市の花

ツバキ

市の木

クロマツ

旭市イメージアップキャラクター
「あさピー」
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季節を彩る

旭市袋公園桜まつり

４月上旬

旭市の春を告げる恒例のイベン
ト。池の周囲には、約 500 本の桜
が咲き誇り、池上には約 80 匹のこ
いのぼりが春風を受けて元気に泳
ぎます。

海水浴場オープン

７月中旬

矢指ケ浦海水浴場と飯岡海水浴場は、たくさんの

あさひ風物詩

あさひ砂の彫刻美術展

７月中旬

矢指ケ浦海水浴場で開催されます。広々とした砂浜に大
小さまざまな砂の彫刻が出現。イベント開催日には、花火

若者やファミリーでにぎわいます。

サマーフェスタ
や さし が うら

in 矢指ケ浦

７月中旬

矢指ケ浦海水浴場で開
催される真夏のイベント。
スイカ輪投げ、ディスクゴ
ルフ、宝さがしなどの催し
が繰り広げられます。

や砂像のライトアップによる光と音の演出で、幻想的な世
界をつくり出します。

旭市いいおかＹＯＵ・遊
フェスティバル

７月下旬

飯岡海岸で開催。花火、芸
能大会､ ビーチバレーボール
大会、宝さがしなどでにぎわ
います。

旭市七夕市民まつり

８月６日・７日

中央商店街を中心に華やかな七夕飾りが施され
みこし、お囃子、踊りなどのパレードが行われます。
市内外から 10 万人を超える人が訪れる真夏の一大
イベントです。

秋の産業まつり

11 月中旬

多くの人でにぎわう秋の産業まつり。農産物や各種特産品の販売
のほか、楽しいイベントが繰り広げられます。

〒 289-2595 旭市ニの 1920 TEL0479-62-1212 ㈹
ホームページ http://www.city.asahi.lg.jp/
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旭市飯岡しおさいマラソン大会

２月上旬

九十九里海岸に面したコースを走るマラソン大会。２km・
３km・５km・10km・ハーフなどがあり、県内外から多くの
ランナーが参加し、健脚を競い合います。

これから実施する研修で、皆さんにもっと知っていただきたい４課程について、ご紹介します。

問題解決能力向上研修

プレゼンテーション研修

合理的かつ論理的な考え方を修得し、自治体

業務等における問題発見・解決能力の向上を図
ります。
期 間
対象者
内

容

平成 27 年 1 月 20 日（火）
・21 日（水）
すべての職員
問題解決と業務の革新
問題解決のプロセスと発見
問題状況の分析
解決案と実行計画書の作成

講師（予定）（株）アリエールマネジメント
ソリューションズ
代表取締役 矢代 隆嗣 氏

カウンセリング研修
監督者として、職員が抱える悩みや心の問題

を事前に察知するための知識を学び、実際に悩
んでいる職員への対応について事例を活用し実
践による修得を図ります。
期

間

平成 27 年 1 月 28 日（水）
・29 日（木）

内

容

個の内面の問題解決のための

対象者

係長級以上の職員

カウンセリングマインドとスキルとは
ミニ模擬カウンセリング、事例研究
医師によるカウンセリング

講師（予定）

・（株）パトス

・医療法人社団
院長

山内

公務員に求められる説明責任を果たすため

に、分かりやすく的確な説明をする能力の向上
を図ります。
期

直人 氏

平成 27 年 1 月 27 日（火）
・28 日（水）

対象者

すべての職員

内

プレゼンテーション力向上の意義と

容

効果

プレゼンテーション実習・発表
講師 ( 予定） ( 株 ) パトス

専任講師

法制実務（応用）研修【第２次】
法制執務に関する知識を身につけ、条例・規

則等の立案と適正な法令の執行能力を修得しま
す。
期

間

対象者

平成 27 年 1 月 15 日（木）
・16 日（金）
法制実務（基礎）研修を受講した
職員又はそれと同等の知識を有する職員

内

容

法令とは、一部改正の手法
一部改正条例の起案

専任講師

爽風会心の風クリニック千葉

間

一部改正条例の検討
講師（予定）（株）ぎょうせい

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

今号は「ビッグデータとオープンデータの利活用」をテーマに特集を組み、専門家や積極的に取
組まれている団体の方々にご寄稿していただきました。
また、地域情報では、県内外の自治体から、さまざまな施策について解説していただきました。
今後も、市町村職員の方々が知りたいこと、役に立つ記事を掲載していきたいと考えております。
最後に、ご執筆いただいた皆さまには、ご多忙のところご寄稿いただきましたこと、また、編集
に際してご協力を賜りましたことに、心からお礼申し上げます。

今号の表紙
（袖ケ浦市）

◆ 袖ケ浦駅（JR東日本内房線）◆
なら は

袖ケ浦駅は、大正元年8月に楢葉駅として開業し、昭和49年3月

袖ケ浦駅に改称されました。

現在、駅の南北を結ぶ自由通路の整備に合わせ駅舎の橋上化工事

が進められており、10月には駅の海側で進められている区画整理
事業のまち開きに合わせて、新駅舎の一部供用が開始されました。

今回の整備により、駅南北の分断が解消され、交流が図られると

ともに、バリアフリー化された誰もが使いやすい駅へと生まれ変わ
ります。

本年10月19日には、2回目の開催となる『ちばアクアラインマ

ラソン2014』が開催され、ハーフマラソンに参加した多くのラン
ナーの皆さんに最寄駅として新駅舎を利用していただきました。
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