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自己紹介 20代～30代半ば

年月日所属 主な業務 出来事

1971年 4月大臣官房調査課 日本経済の将来予測
ドルショック・米中接
近（8月）、日中国交
回復（72年9月）

1973年 5月重工業局鉄鋼業務課
7月基礎産業局鉄鋼業務課 鋼材値上凍結と解除 石油ショック（10月）

1974年 9月経済企画庁経済協力一課 南米訪問
ベトナム戦争終結
（75年4月）

1976年 4月資源エネルギー庁総務課 省エネルギー法策定
1978年 7月機械情報産業局車両課

1979年 6月産業政策局商政課 第2次石油ショック
1980年 9月通商政策局経済協力課 臨調対応 第2次臨調
1983年 2月大臣官房企画室

1983年10月資源エネルギー庁石油企画官 イランのタンカー攻撃対応
1984年11月関東通商産業局総務課長
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自己紹介 30代終わりから50代始め

年月日所属 主な業務 出来事
1986年 4月日本貿易振興会シドニーセンター APEC創設に奔走

1989年 9月通商政策局南アジア東欧課長 APEC閣僚初会議（11月）
ベルリンの壁崩壊
（11月）

1991年 6月資エ庁原子力産業課長 六ヶ所村、旧ソ連の崩壊対策
旧ソ連の崩壊（12
月）

1992年 6月基礎産業局鉄鋼業務課長 鉄鋼多国間交渉、AD対策
ウルグアイラウンド
妥結（93年12月）

1994年 6月大臣官房企画室長 行政体制の研究

1995年 1月通商政策局総務課長 WTO発足
日米自動車交渉妥
結（6月）

1996年 8月大臣官房審議官 中国、台湾WTO加盟交渉
1997年 7月資源エネルギー庁公益事業部長 電力の小売部分自由化

1999年 9月総務審議官 国会担当窓口
2000年 6月貿易局長 安全保障貿易対応

2001年 1月経済産業省貿易経済協力局長 中国農産物セーフガード
2001年 7月退官
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退官後から現在まで
（教育研究）
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2002年4月 京都大学大学院法学系研究科
客員教授 国際貿易制度

2005年2月 東京大学法学政治学研究科
COEPS特任教授 行政におけるICTと制度の変容

2005年初夏 ハーバード大学ケネディスクール
National Center for Digital Government客員研究員

2006年4月
～

立命館アジア太平洋大学客員
教授 電子政府と行政改革（英語）

2008年6月 東京大学公共政策大学院特任
教授 行政ICTマネジメント オープンガバメント

2013年4月
～

東京大学公共政策大学院客員
教授

デジタル社会の行政 組織・社会のエンタープライ
ズアーキテクチャ オープンガバナンス

科学と法律

自然科学

• 自然現象の解
明

• 応用としてのエ
ンジニアンリン
グ

社会科学

• 社会現象の解
明

• 応用としての政
策科学

法律

• 社会の価値の
ルール記述

• 公権力（権利の
制限可能）の行
使

使うロジック手法は共通（共通言語は論理学数学かも）

現
象

対

同



政策のルーツ

自然災害と防災

• 東日本大震災（23年3月）

• 平成26年8月豪雨

• 御嶽山噴火（26年9月）

• 鬼怒川決壊（27年9月）

• 熊本地震（28年4月）

国際関係と外交

• 平和な国際関係

• 戦争の回避

• 国際間ルール

hirokazu_okumura 7

治安維持 警察 消防

教育

食料とエネルギー

健康維持 環境維持

市場と政府の設計
https://danieljmitchell.wordpress.com/2016/07/19/free-markets-and-small-government-vs-redistributionism-and-state-planning/
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政府の介入根拠

市場の失敗（官僚でできる）

1. 外部経済・外部不経済
– 公害 公害対策規制

2. 規模の経済
– 送電線 独禁法特例法

3. 公共財
– 国防，警察、消防，道路ｰ原則無料（税）

4. 情報の非対称性
– 医薬品

所得再分配（政治家の判断必
要）

– 人の運や才能による経済生活の差の是正
（憲法の最低生活の保障）

政府の失敗

• 効率的な資源の移動を阻害する人
為的な市場介入による失敗

• 日本の官僚機構には市場の失敗
がない場合には，原則として市場
に中心的な役割を果たさせるべき
だ」という認識も，官僚の役割は，
市場の失敗対･策と政府の失敗の
除去だ」という認識もない。

• 政策形成にも，組織的な社会科学
の訓練を経た官僚が不可欠。

• 政治家の役割 所得再分配、不確
実性への対処、優先順位付け、官
僚機構の監視、激変緩和
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原典：八田達夫著『ミクロ経済学expressway』東洋経済、2013年

企画立案
関係者との

調整
法律案策定

内閣法制局
との折衝

国会審議・
成立

施行 改正

予算案
策定

省内折
衝

財務省
折衝

成立・施
行

改訂

行政過程のPDCAサイクル

機構定員
案策定

省内折衝
総務省折

衝
成立・施

行
改訂

科学分析
データ

収集・分析

利害調整
関係団体
政治家

関係省庁

法的整合性
予算的合理性
制度的合理性

民主主義的
合意形成過程

行政サービス
実行の

効率と効果
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これからの社会
• 個と個（人もモノも）が極めて容易につながる そこから何かが生まれる

• クローズドからオープン デモクラシーも進化

• 生産も限界費用がミニマムになる

• ＧＤＰから新たな幸福指標に

• 協働コモンズ社会の到来 共有社会 大資本を必要とする経済が縮小？ どう生活する？

• 公共サービスは行政への集中から協働による分散に向かう

• 行政はこれらを支えるプラットフォームになる

11

日本から世界に！

デジタル社会のアーキテクチャ
Function & Connectivity Oriented Architecture(FCOA)

• 人もモノも機能を持っている
• 機能=情報処理
• 機能が極めて高度化する
• ここにAIが参戦

• それが縦横無尽につながる
• <Power of Digital Society>

– Automation
– Simulation
– Connectivity
– Storability

12
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Harvard Business Review #newpower
Towards “maker culture”

クローズドからオープンへ
• 行政の歴史的転換期

– 君主の時代⇒民主の時代
– オープンな議会（立法）とクローズドな行政（執行）

– ⇒市民が関与する行政
– （参考）公開性の根源（大竹弘二）

• ミクロの要求とマクロの破綻
– 負担は少なく恩恵は多く

• 地域コミュニティの崩壊と再生
– 生活・仕事・家庭・コミュニティ

14

• デモクラシー２．０の到来

– みんなで創る社会

– 行政は自動販売機からプラットフォームへ

– 市民にも責任
• 主権の行使の手段の拡大

• 執行への参加

• デジタル社会の恩恵

（情報空間）

– 人のつながりの制約開放

（理性空間）

– データにもとづく科学的政策



市民側から行政の変遷を見る
1. ウェーバー官僚制（20世紀前後）

– 規則に従って公平かつ客観的に処理をする機械 (Bureaucratic 
Machine)

– 硬い岩盤のように存在
– 記録と専門性、公平性客観性の意義

2. New Public Management（80年代～）
– お客さんとして扱ってくれるコンビニエンスストア
– 自動販売機 (Vending Machine)
– 個々のパフォーマンスを求める
– 効率性を求める意義
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3. Digital Era Governance（兆候）

– 市民が公共的なサービスを提案
（政策提案）したり実行する環境を
提供してくれる舞台装置

– Government as a Platform (GAAP)
– 政府部内と社会の双方で

– 「物事をオープンにし共有すること、
それが衆知を集め物事を一層よく
する」思想が浸透すれば◎

– Holism（部分単純集合＜全体論）
の意義

デモクラシーも２．０？



官僚制モデルの変遷とデモクラシー
官僚制モデル 発達時期 デモクラシーの状況

ウェーバー官僚制 1890-
1920

普通選挙の推進（代議民主政）
（財産制限廃止、女性参政権）

Deliberative Democracy
Participatory Democracy

Digital Democracy

New Public 
Management

1980-
2000

Digital Era Governance 2000-
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Majority Vote（多数決） Deliberation（熟議）

Delegation
（代表）

Liberal Democracy Liberal deliberative Democracy

Participation（参加） Radical, participatory Democracy Participatory deliberative Democracy

Donatella della Porta, “Can Democracy Saved?”, 2013, Polity

デモクラシー democracy
（民主主義、民主政、民主制）

• the belief in freedom and equality between people, 
or

• a  system of government based on this belief, in 
which  power is either held by 
elected representatives or directly by the 
people themselves
– Cambridge Dictionaries Online

• fair and equal treatment of everyone in an 
organization, etc., and their right to take part in 
making decisions
– Oxford Learner's dictionaries
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日本の普通選挙に至る歴史
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デモクラシー２．０のプロセス
• 市民が課題発見
• ↓↑
• 行政が関連データ公表 オープンデータ
• ↓
• 市民が対策検討・提案 アイデアの出し合い
• ↓
• 行政・議会が対策決定 これまでの政治過程

＜行政はプラットフォームとして機能＞
⇒スマホのプラットフォームを考える android や iOS

20



Open Policy Making
英国の新しい政策形成への取組

21

ethnography, data science and prototyping
The policy profession is shifting from being hierarchical and closed to being networked and open. Policy Lab stages occasions and 
spaces in which people from inside and outside of government are able to participate in new ways in the activity of policy making.

Participation



3つのオープン

3つのオープン（開始順）

• オープンガバメント（プラットフォーム型行政）2009年 主語：行政

• ⇒オープンデータ、市民参加、市民協働のプラットフォームとなる行政
※オバマの初仕事

• オープンデータ 2009年、2013年、2016年 主語：行政

• ⇒機械判読性と二次利用可能性を備えたデータ公開
※エンジニアたちが推進した機械判読形式での公開とオープンソース化

• オープンガバナンス 2016年 主語:市民と行政

• ⇒自立型市民とプラットフォーム型行政の共演

24



オープンガバナンス

• 市民が主体的に社会課題に取り組む

• 行政がそれを支えるプラットフォームになる

• デジタル技術を上手に使う

• データが基礎になる

2018/12/18 hirokazuokumura//bettergovernment.jp 25

オープンガバナンスの市民参加 V2

行政

専門家市民

26

・アイデアの発案者
としての市民

・アイデアの受け手
としての市民

＋
・アイデアの実行者

としての市民

・アイデア発案・実現サポート専門家
（CIVIC TEC,分野専門家）

・データ提供、知識提供、場の提供
によるプラットフォーム機能

・アイデアのけん引役の市民



（参考）社会起業家の市民参加 V1

行政

専門家市民
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・アイデアの受け手
としての市民

・分野専門家主体
・アイデア発案・実現

・知識や資源提供

・受け身の市民

行政とオープンガバナンスと市民参加
段階 関係者 A:伝統行政 B:政策ラボ C:オープンガバナンス

政策提案型 提案実施型
データ データ 公開データ 公開データ

企画

行政 ● ● プラットフォームとして関与
PPP・NPO・企業 △（場合による） △（場合による） △（場合による）

市民 ×
△

デザイン思考の観察対象
（co-design）

●
デザイン思考の観察対象

（co-design）

実施

行政 ● ● ● △（場合による）

PPP・NPO・企業 ●か△か×
（場合による）

●か△か×
（場合による）

●か△か×
（場合による）

市民 × ×ないし△ ×ないし△ ●

備考 ●＝主体
△＝サポート

よくいわれる自助・共助・公助は
実施主体のみによる分類であって本表の分類とは異なる 28



政策ラボ各種 政策作りにデザイン思考を導入

29

政策ラボ名 国 概要

•Mind Lab デンマーク
2002年設立 世界で最も古いラボの一つ。
三省で設立。中立の場の提供。市民・企業との接点。
18－20人のスタッフ。 デザイン思考中心。

•Policy Lab 英国
2014年設立。
行政改革の一環で内閣に設置。
デザイン・データ・デジタルの組み合わせ。

•The Lab@OPM 米国
2012年設立。
農務省食糧栄養局などと連携。
中立の場の提供。

オープンガバナンスの背景

自立型市民とプラットフォーム型行政の協働による
公共サービスのオープンな展開

1. 外国のオープンガバメント／オープンデータ
2. 日本のオープンデータ
3. 日本の市民と行政の関係変化の兆し
4. 民主主義が危うい

2018/12/18 hirokazuokumura//bettergovernment.jp 30



オープンガバナンスの背景1 –
外国のオープンガバメント・オープンデータ
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オバマ政権が始めた
オープンガバメント（2009年）

• オープンガバメント三原則表明
＜デジタル時代の政府＞ 大統領署名の覚書

1. 政府は透明になる→公共知基盤形成⇒オープンデータ
• 情報は国民の財産（国民と情報の共有）

• コンピュータ分析可能な生データ

2. 国民が政策決定に参加する→市民参加型民主主義
• 政策決定への国民参加

• 知識の広範な収集

• 〔国民⇔国民〕 ⇔ 行政

3. 国民と協働する→官も民も公共サービスの担い手
• 省庁間 中央/地方 政府/国民の組織の壁を越えた協働
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米国オープンデータポリシー(2013)

●公的機関 - 「開放性を前提」を採用する」ことを求める

●アクセス可能 - 便利で、変更可能で、検索可能で、機械で読み取
り可能で、差別的でない

●明快な記述 - 消費者がその限界と可能性を理解できるように、完
全に文書化されている

●再利用可能 - オープンライセンスのもとで使用制限なしで公開

●完全 - 可能な限り細かいレベルの粒度を持つ形式で公開

●タイムリー - できるだけ迅速に利用可能

●リリース後の管理 - ユーザーを支援するべく連絡先明確化

2018/12/18 hirokazuokumura//bettergovernment.jp 33

オープンデータ

オープンデシジョン オープンサービス

オープン
ガバメント

透明 協働

参加

Vision Paper: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/vision-public-services

Open Government concept
オープンガバメント概念図（欧州委員会）

オープンガバナンス

12/18/2018 34hirokazuokumura@bettergovernment.jp



オープンデータ憲章（2013年G8サミット）

<公開データの特徴>
オープンデータを政府/地方自治体の標準設定にする
オープンデータを管理の前提にする
データの品質と量を改善する
タイムリーで包括的で正確な高品質なオープンデータ
誰もが利用できるようにする
無料、無制限
<公開データの目的>
ガバナンス向上のためのデータの公開
民主的なプロセスを強化する
イノベーションのためにデータを公開する
民間部門におけるデータ利用の革新、産業振興

2018/12/18 hirokazu.okumura//bettergovernment.jp 35

クローズドからオープンへ

• 行政の歴史的転換期

– 君主の時代⇒民主の時代

– オープンな議会（立法）とクローズド
な行政（執行）

– ⇒立法と行政の違い

– ⇒政治と行政と違い

– ⇒オープンな行政

• 地域コミュニティの崩壊と再生

– 生活：仕事：家庭：コミュニティ

• デモクラシー２．０の到来

– みんなで創る地域社会

– 行政はプラットフォーム化

• デジタル社会の恩恵

– つながりの制約開放

– データ、データ、データ

12/18/2018 hirokazuokumura@bettergovernment.jp 36



デモクラシーと政府

デモクラシー１．０ デモクラシー２．０

37

議会
（立法）

行政
（執行）

市民
（受益）

選挙

（選挙）

議会
（立法）

行政
（執行）

市民
（受益）

選挙

（選挙）

意思

意思

協働

データの共有hirokazuokumura@bettergovernment.jp12/18/2018

オープンガバナンス背景２
- 日本のオープンデータ
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これまでの流れ

• 2012年 「電子行政オープンデータ戦略」策定

• 2013年 主要先進国サミットで「オープンデータ憲章」策定

• 2014年 オープンデータカタログサイト本格公開

• 2015年 地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン策
定

• 2016年 官民データ活用推進基本法

• 自治体の導入 約300 第一号鯖江市
3
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

導入自治体数

石川県 2016/1/12
石川県金沢市 2013/1/24
石川県野々市市 2013/6/3
石川県内灘町 2013/11/1
石川県白山市 2014/10/1
石川県珠洲市 2014/12/8
石川県七尾市 2015/12/26
石川県能美市 2016/1/4

オープンデータの取組状況に関する内閣調査
2016年末

認知度 自治体数 ％
良く知っている 489 27%
知っているが詳細は分からない 901 51%
名前は知っている 304 17%
知らない 94 5%
計 1788 100%
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取組状況

取組状況 自治体数 %
自自治体のHPやポータルサイトで公開中 245 14%
複数自治体共同で作成したHPやポータルサイトで公開中 20 1%
都道府県のHPやポータルサイトで公開中 68 4%
公開中計 333 19%
自自治体のHPやポータルサイトで公開を計画中 148 8%
複数自治体共同で作成したHPやポータルサイトで公開を計画中 30 2%
都道府県のHPやポータルサイトで公開を計画中 55 3%
公開計画中計 233 13%
未公開（計画なし） 1219 68%
計 1785 100%
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オープンデータに取組む課題や問題点
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13%

62%

40%

26%

20%

2%

24%

20%

24%

48%

0%

3%

11%

20%

17%

2%

3%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

オープンデータを知らない

オープンデータの効果・メリット・ニーズが不明確

オープンデータにどう取組んで良いか分からない
統括する部門がない

セキュリティ・権利関係が不明瞭

オープンデータとして、出したくないデータがある

オープンデータとして出すデータと出さないデータの仕訳、判断ができない

オープンデータを開始した後の業務プロセスが不明

予算がない

オープンデータを担当する人的リソースがない

首長の理解が得られない

地方公共団体内部の合意形成が得られない

原課の理解が得られない

業務量が増加が予想されるため、導入できていない

オープンデータの利活用が進まない

他の地方公共団体と連携できない

その他

課題や問題点はない



オープンデータの分野
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72%

66%

24%

32%

24%

24%

29%

38%

59%

37%

9%

20%

15%

35%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

基礎的な統計情報（人口、産業等）

防災分野の各種情報

地理空間情報（地図・地形・地質等）

予算・決算・調達に関する情報

公共交通関連の情報（時刻表、運行状況等）

環境に関する情報（大気、水質等）

学校教育に関する情報

健康づくり、医療福祉に関する情報

公共施設の位置やサービスに関する情報

観光に関する情報

議会や各種会議の議事録

都市計画・まちづくりに関する情報

交通事故や犯罪、火災等に関する情報

子育てに関する情報

その他

都道府県・市町村官民データ活用推進計画
（手引き）

2017年10月10日
• 以下の取組を通じて官民データの利用環境の整備促進を図り、事務負担の軽減、地域課題の解

決、住民及び事業者の利便性向上等に寄与することを目的。
– 「手続における情報通信の技術の利用等に係る取組」
– 「官民データの容易な利用等に係る取組」
– 「個人番号カードの普及及び活用に係る取組」
– 「利用の機会等の格差の是正に係る取組」
– 「情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組」

• また、官民データの活用により得られた統計や業務データなどの客観的な証拠に基づき、政策や施
策の企画及び立案が行われること（EBPM：Evidence Based Policy Making）による効果、効率的な
行政の推進や全ての国民がIT 利活用やデータ利活用を意識せずその便益を享受し、真に豊かさを
実感できる社会「官民データ利活用社会」の実現も期待。

• 地方の特性や実情に合わせて、本手引で紹介した施策から必要に応じ任意に選定して取り組んで
いただける（スモールスタート）ことを期待。
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計画の策定及び推進体制

• 都道府県・市町村官民データ活用推進計画の策定に当たって
は、情報部門だけでなく、都道府県・市町村の総合計画といっ
た全体ビジョンの構築を担う企画部門や、様々な部署との協
力が必要なことから、庁内部署横断的な体制での取り組みを
推奨。

– http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20171010/todouhukenhinagata.pdf
– https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20171010/sityousonhinagata.pdf
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地方の官民データ活用推進計画に関する委員会

【会長】 國領 二郎 慶應義塾大学総合政策学部教授
【委員（五十音順）】
• 伊藤 元規 ITbook 株式会社代表取締役社長
• 杉山 隆通 静岡県経営管理部情報統計局情報政策課長
• 田中 照敏 高松市総務局 情報政策課ICT 推進室長
• 中村 敦哉 札幌市まちづくり政策局政策企画部ICT 戦略推進担当課長
• 林 令子 徳島県政策創造部統計データ課長
• 百武 芳和 多久市情報課長
• 宮崎 郁 横浜市政策局政策課データ活用推進等担当課長
• 村山 一郎 箱根町企画観光部企画課長
• 安井 秀行 NPO 団体アスコエ代表
• 山澤 浩幸 三条市総務部情報管理課長
• 吉本 明平 一般財団法人全国地域情報化推進協会企画部担当部長
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オープンデータの課題

行政
• 外部からのやらされ

感がある！

• 現在でも忙しい！

• 街のエンジニアのた
めにやるの？

• 一部の人は熱心だが
広がりがない！

市民
• オープンデータだけで

は使えない！

• エンジニアの話で
しょ？

• 専門知識がいりそ
う？？

エンジニア
• ビジネスチャンスがある

の？
• 市場は小さいし行政が

アプリを買ってくれれば
よいが、、。

• 財政難でそれも色よい
返事がない、。

2018/12/18 hirokazuokumura//bettergovernment.jp 47

オープンデータからオープンガバナンスへ
Data-Design-Digital Driven地域コミュニティづくり

行政
• 仕事にオープンデー

タを使ってみる

↓

• 施策の改善に役立つ
ことを知る

↓

• 同時に人の行動を知
る(design)

市民
• 地域課題を自分ごと

にする

↓

• データになじめるよう
になる

↓

• UXの解決策もわいて
くる(design)

TEC人材
• もっと市民に近づ
く

↓

• データの翻訳者に
なる

↓

• 同時に人の行動を
知る(design)

2018/12/18 hirokazuokumura//bettergovernment.jp 48



オープンガバナンスの背景3:
日本の行政と市民の関係の変化の兆し

2018/12/18 hirokazuokumura//bettergovernment.jp 49

3つの変化の兆し

• 地方自治体レベルで市民参加・協働の推進
– 住民自治基本条例、市民参加条例、市民協働条例、市民主体条例

など

• 阪神淡路大震災以降の災害対策やNPOの成長による公共
サービスの担い手の拡大
– 自助・共助・公助

• 「国・行政のあり方に関する懇談会」（内閣官房行政改革推進
本部事務局）2014年
– 民主党政権時代の「新しい公共」

2018/12/18 hirokazuokumura//bettergovernment.jp 50



希望の17か条

1 国にしか担えない領域は何か（あれかこれかの優先順位）
2 担うべき新たな役割
3 「組むこと」で課題解決
4 「永遠のβ版」的発想を導入
5 開かれたパブリック
6 オープンかつ科学的に政策をデザイン
7 霞ヶ関にチェンジメーカーを増やそう
8 加わらない・加われない人々
9 一人ひとりがリスクを自覚
10 行政が考える機会を奪っていないか
11 人とつながり「重なる」こと（「ドーナツ型」の発想）
12 社会課題の解決に参加
13 家族の枠を超えた支え合いの加速
14 社会の要請と自分たちがやりたいことを重ねる
15 システムやデザインの工夫で社会課題を解決
16 １００年後の未来を一緒に話そう
17 自立した参加型の社会

51

市民行政関係の課題

52

行政 エンジニア 市民
• 条例は作ったが？
• 協働のための協働に

なっていないか？
• オープンデータと同じ

で全国的な広がりは
どうか？

• 関与することは少な
い？

• 一部のNPO活動で
普通の市民は無関
係？



市民行政関係からもオープンガバナンスへ
Data-Design-Digital Driven地域コミュニティづくり
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行政 エンジニア 市民
• データ提供に力を入

れる
• 市民と協働して行政

サービスを改善する
• 市民でできることは行

政がサポート役にとど
める

• もっと公共圏改革に
技術を使う

• ユーザー目線を主体
にして進める

• データを見ながらの科
学的アプローチを身に
つける

• 市民でできることは市
民がやる

オープンガバナンスの背景4:
民主主義の前途？崩壊？危機？

2018/12/18 hirokazuokumura//bettergovernment.jp 54



民主主義が危うい

• 兆候１ 英国のBRXIT 国民投票に限界

• 兆候２ トランプ政権など（トランプの個性が問題ではない）

• 兆候３ フランスの大規模デモ

• 兆候４ 中国の台頭

• 経済格差に不満鬱積 格差問題 貧困問題 など

• →民主主義は機能不全に

• →自分で統治してみる

1.デザイン思考のD ✓人間の観察と共感
2.データ分析のD ✓事実の確認と発見
3.デジタル社会のD ✓21世紀のインフラ
4.デモクラシーのＤ ✓危機を乗り越える

４Dで築く未来
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デモクラシーの将来を築く



チャレンジ！
オープンガバナンス
（COG）の神髄
2018年12月
東京大学公共政策大学院
奥村 裕一

永遠のベータ版

COG2018で検索

・COG総合賞
・アイデア 賞
・連携体制賞
・LINE学生賞

・最終公開審査対
象のフォローアップ

・1年後
・２年後

2018/12/18 Presented by COG Founder H. OKUMURA 58



市民も変わる、行政も変わる
オープンガバナンス！！

• 市民も変わる （Engaged citizen）
地域の課題の解決に自分の問題として取り組む市民が増えていきます

• 学生も変わる（Next citizen）
市民参加型社会を担う未来の市民に自分を磨く学生が増えていきます

• 行政も変わる （Open government）
オープンデータを進め知識と経験を活かして市民参加型社会のプラット
フォームとなります

59

市民／学生 行政に
変わる機会を提供するCOG

◦市民 → 地域のことは他人任せの自分を変える機会
◦生活の仕方を改革 WLSB

◦学生 → 社会に出て地域との係わりを維持する機会

◦行政 → 「市民と共に」を組織文化として拡げる機会
◦上から目線からCOプロ意識に改革

2018/12/18 hirokazuokumura // opengovernance 60



オープンガバナンスのプレイヤー

行政

専門家市民

・アイデアの発案者
としての市民

・アイデアの受け手
としての市民

＋
・アイデアの実行者

としての市民

・アイデア発案・実現サポート専門家
（TEC,分野専門家など必要に応じ）

・データ提供、知識提供、場の提供
によるプラットフォーム機能

・アイデアのけん引役としての市民

2018/12/18 61

1.デザイン思考のD ✓人間の観察と共感
2.データ分析のD ✓事実の確認と発見
3.デジタル社会のD ✓21世紀のインフラ

１と２は必須 ３は任意

アイデアに磨きをかける３D

62

COGのツール



アイデアづくりから応募までの作業の要点

ストーリーに仕上げる
アイデア・理由・実現プロセス

実現性チェック
資金・体制・制度UT COG Hirokazu OKUMURA
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事実の確認発見

応募

根底の課題抽出

解決アイデアの考案

テスト

人間観察と共感

思
考

論
理
思
考

・困ったら戻る

（観察記述 厚いデータ）

（データ分析 薄いデータ）

使

効果確認

アイデアづくりプロセス

応募仕上げプロセス

データで理由を語る

求めているアイデア
社会的活動の提案≧これを支えるアプリの提案

アイデアタイプ 社会的活動の提案 アプリの提案
A ○ -
B ○ △
C ○ ○
D △ ○
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COG2018 の 3 STEP

STEP1（夏の陣） STEP2（秋の陣） STEP3（冬の陣）
自治体からの課題募集
（2018年6月～8月）

市民／学生の解決アイデア
募集（2018年9月～12月）

審査と改善アドバイス
（2019年1月～4月）

自治体（担当部署）のイニ
シアティブまたは地域住民
からの希望を契機に課題を
決定
自治体はデータと知識を提
供するプラットフォーム

アイデアに磨きをかける３D
デザイン思考、
データ分析、
デジタル社会、
2種類のデータを使いこなす
作業の流れをつかむ

応募アイデアと連携体制の
最終公開審査（3月10日）
総合賞
アイデア賞
連携体制賞
LINE学生賞

終了後にアドバイス
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UT COG

COG2018の実施体制

主催 東京大学公共政策大学院「情報通信技術と行政」研究
プログラム（PadIT）

共催 東京大学ソーシャルICTグローバル・クリエイティブ
リーダー育成プログラム（GCL）

CSRパートナー LINE株式会社
連携 ハーバード・アッシュセンター
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COG審査委員名簿
• 城山英明 東京大学公共政策大学院・大学院法学政治学研究科教授 （委員長）
• 宇野重規 東京大学社会科学研究所教授
• 大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科教授
• 川島宏一 筑波大学システム情報系社会工学域教授
• 国谷裕子 元ＮＨＫクローズアップ現代キャスター
• 坂井修一 東京大学大学院学情報理工学系研究科教授
• 庄司昌彦 国際大学GLOCOM准教授
• 関本義秀 東京大学生産技術研究所人間・社会系部門 准教授
• 林 千晶 ＭＩＴメディアラボ所長補佐
• 渡辺美智子 慶応大学大学院健康マネジメント研究科教授（専門：統計科学）

• 運営コーディネーター：奥村裕一（東京大学公共政策大学院客員教授）
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COG2018の応募
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札幌市 ICTを活用した札幌都心部のまちづくり（地上と地下の回遊性向上、エリアの枠に捉われない
回遊環境等の視点）

室蘭市 室蘭に新たな観光客を呼び込むためのアイデア
市内施設や市有地などの新たな活用のアイデア
室蘭を自分たちがもっと良くするアイデア

八戸市 八戸市の魅力を伝えるプロモーションについて
八戸まちなか広場「マチニワ」を活用した、八戸市中心市街地の活性化について
公共交通で豊かなまちづくり

仙台市 超高齢化社会を見据えたコミュニティの持続性確保
南陽市 心のバリアフリーとバリアフリー観光の推進～南陽市は空もバリアフリー～
会津若松市 車輌走行データの活用

地域農業の持続的な発展（調整中）
水戸市 統計データを活用し，市民との地域課題の共有と新たな施策立案を目指す

COG2018エントリー自治体の提示課題
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茂原市 地域コミュニティの活性化～自治会のリ・デザイン～
流山市 街の魅力を語れる人を増やしたい
文京区 『文京区に住んでいてよかった』と実感していただける区民サービス向上へのアイデア
品川区 区民が地域づくりに参画しやすいしくみを作りたい！～東京2020オリンピック・パラリンピック競技

大会をトリガーに～
中野区 政策の見える化
多摩市 公開された各種財政データを活用して、市民が自分事として行財政状況を把握できる環境整備

市民・行政・民間が連携した市民自治の仕組みの構築
横浜市 シビックプライドの醸成
金沢区 朝夷奈切通しを題材とした、歴史的背景を持つ歩行空間の総合的な魅力向上について
川崎市宮
前区

次世代までの安心につながるまちづくり～日常的な困りごとを解消し、将来の不安も軽減する取組
～

鎌倉市 「働くまち鎌倉」「住みたい・住み続けたいまち鎌倉」を実現する
就労等を通じた、シニア世代のセカンドライフ充実について
朝夷奈切通しを題材とした、歴史的背景を持つ歩行空間の総合的な魅力向上について（金沢区
と共同）

COG2018エントリー自治体の提示課題
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金沢市 金沢湯涌江戸村の活性化
鯖江市 市民の健康増進

商店街の活性化
障がい者に寄り添うオープンデータ活用

越前市 地域の多様な人とつながりながら若者が地域の活性化にチャレンジする
裾野市 「あるもの磨き」で裾野を磨く！ 裾野を磨いて、困りごとを解決！
菊川市 農用地の有効活用と次世代イノベーターの育成
大津市 潜在保育士を含む保育士確保と就労の継続
近江八幡
市 地域活動や市政に参画する仕組づくり
草津市 地域の人々が、訪問者の視点で、訪れて歩いて巡りたくなる街並みを考えるためのアイデア

革新的な保育士等確保策のアイデア
京都市 地域産農作物の消費拡大
大阪市 ICTを活用して、子育て層を地域コミュニティとつなげたい

COG2018エントリー自治体の提示課題
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豊中市 多様な主体が交流し、つながりが生まれるような「場づくり」
地域社会における人と人の「つながりの見える化」
地域社会に対する分かりやすく効果的な「情報発信」

加古川市 加古川の”ぐうっと”（GOOD）な魅力を届けたい ～子育て世代に選ばれるまちを目指して～
日本初の純国産デュラム小麦「セトデュール」を使った地域振興

三田市 兵庫県三田市を舞台とした定住人口・交流人口・関係人口の増加戦略
倉敷市 災害対応力の強化

デジタル観光振興
宇部市 「第四次宇部市総合計画 後期実行計画」の5つのまちづくりのテーマ（地域課題）の実現につ

ながる地域課題解決のアイデア
高松市 『 ～持続的に成長し続ける都市～ スマートシティたかまつ 』の実現にむけて
八幡浜市 世界マーマレード大会を契機とした農産物（柑橘等）の６次産業化推進

道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」を拠点としたまちの回遊性・活性化の創出
北九州市 若者と女性が共に活躍できるまちづくり
玉名市 合併によって周辺部になった施設（公共空間）を復活させるアイデア
日南市 五感を楽しませる日南市生活文化・産業体験メニューの編集と充実

ＳＮＳの口コミ効果を活用したアプローチの展開

COG2018エントリー自治体の提示課題
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COGを楽しむ
COGを広げる

◦ COG community in the world

デザイン思考とデータ分析

時間があれば説明します

2018/12/18

hirokazuokumura // opengovernance 74



デザイン思考の基盤
◦１．共感（人間観察）
◦２．将来の姿（仮説）
◦３．ループバック（繰り返し）
◦４．市民とともに、、する（CO-）

75

市民の不満
⇒夢

市民の夢の
実現⇒構想

ITで何がサ
ポートできる

制度で何を支
える

ユーザー目線で通す 専門家はサポート役
まずはユーザー目線で構想

着実な夢から出発する
供給者目線で実現チェック
良い夢なら制約にも挑戦

自治体のポジション

Thin Data
Thick Data

プロジェクト化
アイデア

hirokazuokumura // opengovernance2018/12/18 76



データ活用の基盤
◦１．データ収集（既存か新規か）
◦２．データ共有（誰と？条件？）
◦３．データ裏付けロジカル思考
◦４．マシン活用～分析と可視化

77

データ活用
2つの道

課題の分析に使う アプリの入力に使う
統計や報告書などから
事実を知る

地図に落としたり分析
結果を見える化する

市民も取り組む エンジニア中心

UT COG Hirokazu OKUMURA 78



デザイン思考の期待！！
◦応用社会科学への道を探る

◦デザインの用語から卒業する

データ分析の期待！！
◦事実を確認しつつ考える習慣をつける

◦普通の人がデータになじむ

◦もっと使いやすい道具が欲しい



地域課題にデザイン思考とデータ分析で迫る

デザイン思考
1. 共感（人間観察）
2. 厚いデータ
3. 将来の姿の仮説
4. 繰り返し検証
5. みんなで、、する（CO-）
6. 未来志向の行動科学

データ分析
1. データ収集（既存か新規か）
2. 薄いデータ
3. データ共有（誰と？条件？）
4. 実態把握
5. データ裏付け論理思考
6. マシン活用～分析と可視化

2018/12/18 © Hirokazu Okumura @ bettergovernment.jp 81
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• 理由１を支える

• 理由２を支える

データ

• 理由１

• 理由２

• 以上を総合して

ロジック • このアイデアが
いいんだ！

アイデア

アイデア（５点表記） ・ 誰が
・ 何を ・ どこで
・ いつ ・ どのように

アイデアを支えるロジック

それを支える厚薄のデータ

・なぜ？

論理思考のエッセンス
アイデアをほかの人に説明するときのストーリー



•資金
•人
•デジタル技術

データ

•理由１
•理由２
•以上を総合して

ロジック
• 公助、共助、互助、

自助はどれでいく
• お金、人、デジタル

の調達はこうする
• 持続可能性を示す

実現性

・なぜ？

実現性を支えるロジック

それを支えるデータ 実現計画（５点表記）・ 誰が
・ お金を ・ 人を
・ デジタル技術を ・ 持続可能性

UT COG Hirokazu OKUMURA

論理思考のエッセンス
実現性チェック

３Dのマネジメント



３Dマネジメント（作りかけ）
フェ
ーズ

プロセス 内容（補足含む） ロジック デザイン思考
（厚いデー
タ）

データ分析
（薄いデー
タ）

デジタル

課
題
分
析

①課題の確認 課題を特定する（ざっくり現状把握）②と交互 ○ △（概略）
②原因の仮説形成 課題の原因の仮説形成（文献調査も） △ ○ △（概略）
③必要データ確認 仮説検証に必要なデータの詳細列挙とそのありか △ △（時に） ○（詳細）
④分析手法検討 統計的手法の選択 見える化手法の選択 △ ○ ○
⑤データ分析と仮説
ロジックの準備

実際の統計的処理 見える化の具体化
相関と因果の確認 ○ ○ ○ ○

⑥仮説ロジックの構
築とその確認 ④の結果と①の仮説が一致するかどうか ○ ○

政
策評

価
⑦アイデア案検討 アイデアの形成 一部ではEBPMの利用も ○ ○ △（時に） ○
⑧アイデアロジックの
構築 ⑥のアイデアに至るロジックとそれを支えるデータ確認 ○ ○ ○

⑨アイデア効果指標 政策効果を測る（アウトプット・アウトカム 時間軸） ○ ○
備考１：a.①∼⑤、⑥～⑧のループバックあり b.課題分析のデータをアイデアつくり評価で利用することもある

備考２：データアカデミーのプロセスを参照しつつ奥村加筆修正

COGの応募と受賞の実績



COG2017結果
応募いただいたチームの資料は了解を得て
COGのウェブサイトに原則公開しています
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自転車でつながる
人・街・自然・文化！

～ chariP naViと共創コミュニティデザイン ～

京の歴史と街並みをつたえ隊
発表者

黄 瑞穂 （京都市民・ITエンジニア）

藤本 有璃子（UXエンジニア）

井上 卓也 （京都市役所）

大坪 恒樹 （京都市フェロー）

COG2017総合賞



多目的トイレ一発検索作成協議会
宇部市総合政策部ＩＣＴ推進課

多目的トイレ一発検索作成協議会
宇部市総合政策部ＩＣＴ推進課

平成３０年３月４日平成３０年３月４日

協働による
多目的トイレ一発検索アプリ開発

協働による
多目的トイレ一発検索アプリ開発

COG2017アイデア賞

DATE CAREERが
学生と企業との架け橋となり、
学生のキャリア形成における
新たなプラットフォームをつくる

DATE CAREER
COG2017連携体制賞



地域と「つながる」、
除雪プロジェクト

自治体名：会津若松市

チーム名：STEM Leaders with Hanyu
小林茂樹 佐藤優希 佐藤凱彦

土橋風馬 羽入達也
91

COG2017 ACN学生賞
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地域順 チーム名 アイデア名 属性

仙台市（連携） DATECAREER DATECAREERが学生と企業の“架け橋”となり、学生のキャリア形成における新
たなプラットホームをつくる（連携体制賞） 混成

会津若松市（学生）STEM Leaders with Hanyu 地域と「つながる」、除雪プロジェクト（ACN学生賞） 学生

中野区（米国） ストリートデザイン研究機構×明治
大学大学院

地域特性に合わせたデータの見える化で、虚弱者の早期発見とケアの実現（ハー
バード・イノベーション賞） 混成

横浜市 ゴミンティア ゴミ拾いコミュニティからはじまる地域づくり 混成

鎌倉市 minamoto （公開） 宿坊を通してシニア世代の高齢者の雇用拡大
～KAMAKURAを世界基準の観光都市へ～ 混成

金沢市 OPEN KANAZAWA Ver.1 NPOなどユニークな人材と市内の文化施設等のピンポイント活用！
アプリを活用した人材＆施設登録型一時預かり学童保育事業 市民

牧之原市 CLIP 対話により行動を起こす力をつける地域リーダー育成プロジェクト 混成

大津市 水宝山（水草は宝の山） 琵琶湖の水草有効利用の社会的仕組みを市民の力でつくりあげる 市民

京都市（総合） 京の歴史と街並みをつたえ隊 自転車でつながる人・街・自然・文化! ～ chariP naViと共創コミュニティデザ
イン ～（オープンガバナンス総合賞） 市民

京都市 チームBicycle City Kyoto！ 安全で環境にやさしいまち京都をめざしてBicycle City Kyoto! プロジェクト 学生

大阪市 Re:FURO OSAKA Re:FURO OSAKAプロジェクト 混成

宇部市 和 咲良 「地域の高齢者の協力で創る」食事もできる放課後寺子屋 市民

宇部市（アイデア） 多目的トイレ一発検索作成協議会 協働による多目的トイレ一発検索アプリ開発（アイデア賞） 混成

COG2017 最終公開審査の13チーム
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地域 チーム名 アイデア名 属性

水戸市 「水戸市データサロン」 統計データ活用ワークショップによる、市民協働体制への基
礎作り 市民

文京区 理想の町会のREデザイン！ 新住民と旧住民の交流を促進し、FACE to FACEの関係
へ 混成

横浜市 サンキュー・ローズプロジェクト 市民のシビックプライドの醸成 混成

近江八幡市 オープンストリートマップを用い
た世界でひとつの安土地図 JR安土駅前の魅力づくり 市民

京都市 開運！machiya鑑定団 空き家など，既存の建築資源を活用した「安心安全で持
続可能なまちづくり」 市民

京都市 『ANSHiN』システム オープンデータと自転車をはじめとした観光資源の融合によ
る持続可能な観光・交通を目指して 学生

枚方市 シビプラ醸成加速プログラム マーケティングに基づいた、シティプロモーションやブランディ
ングの推進 市民

宇部市
通学児童の見守りを通じた世
代間交流の実現と表彰制度
の確立

地域計画の推進につながるアイデア 混成

COG2017 ミニプレゼン
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COG2017 ポスター展
地域 チーム名 アイデア名 属性
室蘭市 生徒と先生と地域を支える青年たち オール室蘭が本気で作り上げた新名産 混成
室蘭市 VR列車チーム VR忍者列車 学生
室蘭市 うずらのたまご いぶりジオ４DX 学生
室蘭市 さっちゃんず 楽しく健康！室蘭シーニック！ 市民
八戸市 ＨＣ２２ 観光客増加民泊プロジェクト 学生

中野区 Code for 中野 中野区の今を残そう！ 地域への思いを世界へ発信
地域文化のデータ作成をきっかけとしたシビックプライド醸成のしくみづくり 市民

宮前区 こがも会 井戸端会議（多世代型ワークショップ）で『人生下り坂から人生これからへ』
～誰もが安心できる空気感のある街、宮前区～ 市民

鎌倉市 幼児を子育て中のお母さんチーム お母さん達が、子育てをしながら、再び働きやすい街・鎌倉の実現 市民
鎌倉市 鎌倉一生の会 アクティブシニアによる事業創発・「鎌倉コモンズ」プロジェクト 市民
鎌倉市 チーム佐藤 地域経済活性化のためのICOによるデジタルクーポンによるインバウンド観光客誘致事業 市民
越前市 ながら運動普及推進隊 スマホアプリで楽しく！お得に！歩こう 市民
裾野市 育英サテライト2.0 裾野サテライトPJ 市民
草津市 Code for Kusatsuスイーツ部 くさつ景観百選から始めるオープンガバナンス～みんなで創ろうプラットフォーム～ 市民
大阪市 京橋地域活性化機構 空き家活用で安心・安全なまちづくり、地域コミュニティを活性化！ 市民
枚方市 「Hirakata Urban City」 レインボープロジェクト 「Hirakata Urban City」 オンライン・コミュニティ都市２０万人！ 混成

枚方市 関西イクメン＆ワーキングマム ワーク・ライフバランスの実現が出来る街・シェアリング・エコノミーサービスによる「ライフデザインサ
ポートシステム」 市民

三田市 Code for Kobe 地域自主組織の構築による日常的な共助の実現 市民
宇部市 えはららぼ Ubestagramer 混成
宇部市 HKT７ (Higashi Kiwa support Team 7) Road “TO” Success   (TO: Transportation-Optimisation) 学生
松山市 Code for DOGO 要支援者から考える減災 市民
八幡浜市 チームｏｔｔｏ会 ようこそ『まちの学校』へ ～生徒数１００万人獲得プロジェクト～ 市民



地域 チーム名 アイデア名 属性
室蘭市 チームプラザ Iburi Auction Train 学生
室蘭市 屯田兵 PSO（Promote Stopover System） 学生
室蘭市 ムロぴょんズ ムロぴょん列車 学生
室蘭市 味わい TTS(Tapas Train System) 学生
室蘭市 チームセカンド いぶりフォトラリー 学生
室蘭市 チーム鍋 アイヌ列車 学生
八戸市 はちやふるproject. はちやふる 学生
八戸市 B6（びーしっくす） はちのへ ばすりっく 学生
八戸市 バスLive バスLive～バスとともに生きる～ 学生
八戸市 はちすご！制作委員会 はちすご！ 学生
八戸市 面白い恋人 バスの利用率を増やそう 学生
横浜市 横浜スイミー 街と人、人と人を動画で繋ぐ「横浜スイミー」 市民
横浜市 関東学院大学・経済学部・中泉ゼミナール 区対抗で行う特産品のコンペティション 混成
横浜市 Solomo 自治体と住民をインタラクティブに繋ぐオンラインプラットフォーム 学生
京都市 京大チーム 「観光客の分散化」に向けたおすすめの観光ルートの提案 学生
枚方市 Life shift in 枚方 人生100年を生き抜くMy型LifeStyleひらかた 市民
八幡浜市 八幡浜活性化プロジェクト Ｄｏ Ｉｔ Ｙｏｕｒｓｅｌｆ

～環境にやさしい街をわたしたちの手でつくろう～ 学生

それぞれのアイデアは参加いただいたすべてのみなさまの汗の結晶であり、様々なヒントや気づきが含まれていて大変勇気付けられました。
COG事務局としては、全ての案件に愛着がわいております。

コンテストの性格上賞を絞らざるを得ないのですが、オープンガバナンスはみなさまの継続的な実践で進んでいきます。地域の課題解決に
向けてさらにみなさまのご努力をお願いしたいと思います。この機会をとらえてそれぞれの地域で、また、今回ご応募のなかった地域でも、より
多くの仲間とともにオープンガバナンスに取り組んでいただけたらと思います。

今回のコンテストを通じてみなさまと出来ましたご縁はこれからも大切に続けていけるようにしたいと思っております。
2018年3月4日 チャレンジ！！オープンガバナンス（COG）2017事務局
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COG2017 その他

COG2016結果
応募いただいたチームの資料は了解を得て
原則COGのウェブサイトに公開しています
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地域とつながる
「子育て」＆「里親制度」

ママからファミサポへ、ファミサポから里親へ

発表者
齋藤 直巨（里親）

COG2016総合賞

「子育てにやさしいまちの空気」
をつくる！

市民による市民・行政・企業
三方ハッピープロジェクト

COG2016アイデア賞



もっと知りたい地域のこと ～協働で進める地域の情報発信のあり方～

Code for Niigata ＋ 新潟大学・大串ゼミ/新潟市

「チャレンジ！！オープンガバナンス2016」最終公開審査

於 東京大学 武田ホール

Mar. 12th, 2017

COG2016連携体制賞

COG2016 ACN学生賞



COG2016 最終公開審査の13チーム

101

地域順 チーム名 アイデア名 属性

室蘭市 U-18 おもてなし室蘭（ACN学生賞） 旅人と地元民の心をつなぐ「おもてなしサロン」へようこそ 学生

松戸市 AAI 「演劇」と「リフレクション」で自分と相手を理解する 市民

東京都中野区
チャレンジ中野！Grow Happy Family＆
Community （オープンガバナンス総合賞）

地域とつながる「子育て」＆「里親制度」~ママからファミサポへ、ファミサ
ポから里親へ~

市民

神奈川県
FerriSat (Ferris Security equipment 
Application Toothbrush)

目指せ犯罪ゼロ！住みやすい街 緑園都市―緑園の犯罪被害０を目指
し、市民の力で安心安全なまちづくりを目指すー

混成

神奈川県 Singular Perturbations
「数理的犯罪予測を用いた警察・自治体向けパトロール経路提案システ
ム」

市民

横浜市 花のいずみ野沿線組
相鉄いずみ野線沿線におけるシビックプライドの醸成とシティプロモー
ション（仮称）

混成

川崎市宮前区
みやまえ子育て応援だん（アイデア賞＋ハー
バード・イノベーション賞）

「子育てにやさしいまちの空気」をつくる！～市民による市民・行政・企業
三方ハッピープロジェクト～

市民

新潟市
Code for Niigata ＋ 新潟大学・大串ゼミ
（連携体制賞）

もっと知りたい地域のこと～協働で進める地域の情報発信のあり方～ 混成

牧之原市 カタハマ・エージェント アクションリサーチによる片浜小学校利活用の実現 混成

近江八幡市 立命館大学＋近江八幡商工会議所
近江八幡「世界の中心で学ぶ～子供たちの夏休み寺子屋教室」プロジェ
クト

混成

神戸市 震災タイムスリップウォーク
震災非経験世代による語り継ぎ教育の導入と震災関連アーカイブの再
構築

混成

生駒市 NAIST-UBI ParmoSense Developers ParmoSense : 観光客の「楽しい」をシェアするプラットフォーム 学生

福岡市
中村学園大学流通科学部 浅岡14B（3
年）・15B（2年）ゼミ

唐人町商店街（福岡市）の活性化案： 2つのStageによる取り組み 学生

地域 チーム名 アイデア名 属性
会津若松市 ウォーキングカフェ会津 ＩＣＴとコミュニティづくりによるウォーキング習慣化実証事業 混成
東京都中野区 特定非営利活動法人 ストリート

デザイン研究機構 特産品ゲットだぜ！買い物イベントから始まる介護予防!! 混成

横浜市 アンブレラ関内＠横浜チーム アプリ「Everyone Enjoy Sports in My Hometown」～
自分のまちで誰でもスポーツを楽しむためのアプリ～ 市民

鎌倉市 鎌倉一生の会 鎌倉の日常と非日常の融合 混成
川崎市宮前区 オープン川崎/Code for 

Kawasaki 公園を活用したコミュニティづくりとその情報発信と情報共有 市民

大阪市東住吉区 e-sumiなでしこ 「持続可能な未来」をコミュニケーションでつなぐ ～環境と教育
で育つまちに向けて～ 市民

宇部市 山口大学医学部 がん検診受診率向上のための情報提供の工夫 学生
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地域 チーム名 アイデア名 属性
室蘭市 MJK 地方都市における空家抑制システムの構築 学生
会津若松市 UoAWT Refca(レシピ紹介アプリケーション) 学生
水戸市 Code for Ibaraki サッカークラブの駐車場問題から始め育てる、市民・クラブ・行政がフラットに話し合い形

にしていく地域コミュニティ醸成の試み 市民
茂原市 シビックテックもばら おもてなしをココロが生まれる場所づくり 混成
流山市 Code for NAGAREYAMA 流山オープンデータラボ 市民
中野区 CoderDojo 中野 子供の自発的な学びを支える地域のしくみづくり 市民
中野区 まざるテラス まざるテラス――「まざる」を軸にした新しい地域交流の場 市民
神奈川県 関東学院大学経済学部中泉ゼミナール2年Aチーム 若者の自主防犯活動参加のモチベーション促進にポケモンGOを導入 学生
横浜市金沢区 関東学院大学経済学部中泉ゼミナール2年Bチーム 八景島シーパラダイスとの提携し、スマホアプリなどによるスタンプラリーの実施 学生
川崎市宮前区 学校と地域をつなぐ地域教育コーディネーター「風の泉」 子どもの成長はみんながうれしいプロジェクト ―かけ算九九暗唱から始めるまちづくりー 市民
鯖江市 学生団体with 体験型生ごみ分別教室 学生
掛川市 逃走中ｉｎ掛川推進連絡協議会 逃走中ｉｎ掛川 市民
裾野市 SUSONO NIGHT MUSEUM SUSONO NIGHT MUSEUM 学生
裾野市 すそのんGo! すそのんGo! 混成
近江八幡市 滋賀人 近江八幡チャプター 近江八幡クラウド市民会 混成
草津市 SB5 (Suggestion before 5 seconds) くさつ防災インターネット 学生
草津市 くさつLab♥ 市民参画型地図基盤 ～みんなで守る草津の人～ 混成
草津市 逃げ先１３万 逃げるは恥だが役に立つ！１３万人総活躍アプリ 市民
大阪市 関西大学安田ゼミ+市民連合チーム 大阪市市民活動ポータルサイトのSNS化による市民・団体・企業のマッチング向上 混成
三田市 Code for Kobe ウェブによる市民からの震災情報の発信 市民
三田市 サンダーブラザーズ 三田まちなかラウンジで三田を学生の都に 学生
三田市 三田丸 武庫川ひろばはもりだくさんだ！～自然・憩い・食～ 学生
宇部市 宇部市環境衛生連合会 市民一人ひとりによる「生ごみの水切り」でごみを減らそう！ 市民
宇部市 田村 亮弥 災害時の非常発信と災害シミュレーションゲーム 学生
宇部市 ＴＥＡＭ 西岐波 ＩＣＴを使った災害対応システム 市民
松山市 Code for DOGO 笑顔かわす、オープンデータ学びの場の創出 混成
日南市 Project X 俺の遊び場 学生
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