
第 1回公開セミナー　2015年 5 月18日　（関口） � 187

［平成27年度］
₂ ⊖ ₅ ．第 ₁回公開セミナー（第 ₇回AR班研究会）

（a）．ポスター

事前申込不要
入場無料

市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班（市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班（ARARAR研究班）

関西大学研究所事務グループ
〒564-8680 吹田市山手町3-3-35
TEL 06-6368-1179 ／ FAX 06-6339-7721
http://www.kansai-u.ac.jp/Keiseiken/

日時: 平成27年5月18日（月）
14：00～16：30

場所 :関西大学千里山キャンパス
児島惟謙館2階第2会議室

今日、国および地方公共団体において、オープンデータへの取り組みが急速に進展しつつある。国においては、内
閣官房が2013年12月にデータカタログサイト「DATA.GO.JP」の試行版を公開し、2014年10月から本格運用に
入っている。また、地方公共団体においても、このオープンデータへの取り組みが広がり、その活用に向けてさまざ
まな工夫がなされるようになっている。2013年6月のG8サミット以降の国際的な動きも、見逃すことはできない。
ここでは、特に地方公共団体において進むオープンデータへの取り組みが、市民の自治力向上とどのように関わり、

どのような影響・効果をもたらしているか、オープンデータの先進自治体である横浜市の取り組みに注目し、その現
状と特徴、課題を学ぶとともに、関西におけるオープンデータの民間活用、市民による活用の事例などもとり上げ、
市民力向上にオープンデータが果たす役割について考える。

●コメンテーター 榊原 貴倫 NPO法人コミュニティリンク理事
松井 修視 AR研究班研究員、関西大学社会学部・教授

●司会 宮本 匠 AR研究班委嘱研究員、
兵庫県立大学 防災教育研究センター・専任講師

●講師 関口 昌幸 横浜市政策局 政策課
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（b）．報告資料

横浜におけるオープンデータの推進と活用

横浜市 政策局 政策課 政策支援センター

関口 昌幸

1

①政策立案基礎情報拠点機能
市民意識調査、将来人口推計、ＧＩＳ

②政策課題の調査・研究機能
横浜会議、市民生活白書

③政策立案支援機能
各種研究会、「調査季報」(1963～)

市民と政策課題を共有、政策の創造・協働

横浜市政策支援センター

オープンデータへの取組みは自然な流れ
2

「公共データの民間開放」（「世界最
先端IT国家創造」宣言）
 「特定のデータが、一切の著作権、
特許などの制御メカニズムの制限なし
で、全ての人が望むように利用・再掲
載できるような形で入手できるべきで
あるというアイデア」(Wikipedia)
 「開放資料」

「オープンデータ」の定義

（注）強調は講演者によるもの

3

技術的な話（だけ）では、ありません！

つまり、オープンデータとは…

みなさんの「あったらいいな」を
 役所が持っている資料（データ）と
 みなさんが持っている資料（データ）と
 ＩＣＴの力で
「かたち」にします！

アイデアソン・
ハッカソン

4

①政策立案基礎情報拠点機能
市民意識調査、将来人口推計、ＧＩＳ

②政策課題の調査・研究機能
横浜会議、市民生活白書

③政策立案支援機能
各種研究会、「調査季報」(1963～)

市民と政策課題を共有、政策の創造・協働

横浜市政策支援センター

オープンデータへの取組みは自然な流れ
5

オープンデータに関係するのは…

公共データ

民間データ

マッシュ
アップ！ 新サービス

新ビジネス

国 都道府県

市町村

民間企業・
団体

住民

専門家集団
（プロボノ）

ＮＰＯ地域
団体

ＩＴ企業
(CSR)

大学・
研究機関 民間企業・

団体

住民

ニーズ・
ウォンツ

シーズ

6
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オープンデータを推進する意義・目的

１ 透明性・信頼性の向上

２ 国民参加・官民協働の推進

★官民の協働による創意工夫を活かした公共サービスの迅速
かつ効率的な提供が可能になる、国民のニーズや価値観の
多様化へ適切な対応ができる。

３ 経済の活性化・行政の効率化

★市場における編集、加工、分析等の各段階を通じて、様々な新
ビジネスが産み出され、また既存のビジネスに付加価値が加わ
ることで経済が活性化する、行政の業務の効率化、高度化が図
られる。

（平成２４年７月ＩＴ戦略本部決定）

★政府の政策等に関して国民が十分な分析、判断が可能になる、
行政の透明性が高まり、国民からの信頼を高めることができる。

7

オープンデータを推進する基本原則
（平成２４年７月ＩＴ戦略本部決定）

１．政府自ら積極的に公共データを公開すること

２．機械判読可能で二次利用が容易な形式で
公開すること

３．営利目的、非営利目的を問わず活用を促進
すること

４．取組可能な公共データから速やかに公開等
の具体的な取組に着手し、成果を確実に蓄
積していくこと

8

自治体がオープンデータを進める際の課題

○情報がそもそもどこにあるのかわからない
→ホームページの構造が複雑でわかりにくい
→役所のどこに問い合わせていいのかわからない。

○情報が使いにくい、使っていいのかわからない、使えない
→データの公開にあたって再利用が考慮されていない、
様式が統一されていない、使用ルールが不明確、
利用規約や著作権の扱いが厳しい。

○業務を担当する部署を特定しにくい
→新しい業務には手を出さない、譲り合う、押し付け合う
セクショナリズム

○そもそも「横文字」と「ＩＴ」に拒否反応を示す職員がいる

9

「利用ルールの整備」？

10

• 「○○省ホームページ」に掲載されている個々の情
報（文字、写真、イラスト等）は著作権の対象と
なっています…

• 当ホームページの内容の全部または一部を使用する
場合は…引用・転載複製を行うことが出来ます。た
だし、「無断転載禁止」等の注記があるものについ
てはそれに従ってください。商用目的で複製する場
合は、あらかじめ○○省大臣官房総務課○○室まで
ご連絡ください。

• なお、当ホームページの内容の全部または一部につ
いて、○○省に無断で改変を行うことはできません。

某省のホームページ（抄）

（注）強調は講演者によるもの）11

• 国が著作権を有する著作物の利用…については、ク
リエイティブ・コモンズ・ライセンス…「CC-BY」
…によるものとします…

• 対象データの中に第三者が著作権その他の権利を有
している場合…利用者の責任で、当該第三者から利
用の許諾を得るものとします…

• 対象データの内容については…一切の保証をしませ
ん…損害が生じても責任を負いません。

• 対象データが、政府の他のサイトにおいても公開さ
れている場合において…利用規約が異なるときは、
本サイトの利用規約が優先するものとします。

DATA.GO.JP 利用規約（抄）

http://www.data.go.jp/terms-of-use/terms-of-use/
（注）強調は講演者によるもの

12
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「機械判読できる
データ形式」？

13

データの形式

（出典）電子行政オープンデータ実務者会議 第1回データWG 資料7（強調は講演者によるもの)14

機械判読

（出典）平成25年版情報通信白書（総務省）15

「対話による創造」を進めるための４つの視点

～超「高齢化」・人口減少社会に臨む新たな都市政策を形成する観点から～

１ 市民に必要な地域情報を、ユビキタスに提供するための仕組みづくり

多様なメディアによる情報洪水の中で、行政情報に対する
市民の認知度が相対的に低くなっている。

「回覧板」や「広報紙（紙媒体）」による情報提供は既に限界。
ICTを活用し「いつでも、どこでも、誰でも」行政情報にアクセス
できるユビキタスな情報提供システムが必要。

２ 市民の「つぶやき」を拾い上げ、市民のニーズを掘り起こす仕組みづくり

ライフスタイルの多様化や多重な困難を抱える市民層の
出現によって市民の声が行政に届きにくくなっている。

SNSを活用したビックデータ解析や個別の市民に寄り添う
広聴システムの開発によって、市民のニーズを掘り起こす
仕組みが必要。

16

３ 地域課題を市民と共有化し、客観的なデータに基づく対話によって、共創知を形成
することで、協働での解決に向けたアクションに結びつける仕組みづくり

市民のボランタリーな課題解決の取組や行政の補助金等
に依存する活動だけでは限界がある。

市民が資金や人材を広く社会から調達し、ビジネスの手法
で課題を解決していくための仕組みを創る必要がある。

４ 地域課題を市民が持続可能な形で解決し続けるための仕組みづくり

公的なサービスを、行政だけでなく、NPOや企業などの
民間主体が担うようになっている。

都市の課題を官・民が共有化し、協働で調査・研究を進め
たり、対話（ワークショップやワールドカフェ）によって、事業
を興し、政策を形成する仕組（フューチャーセンター）が必要

17

市民主導の取組み

18
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イギリスの Open Knowledge Foundation が開発し
たオープンソースプログラムをもとに開発

 Open Knowledge Foundation Japanのサポートの
下、有志の方々で立ち上げ ⇒ 約１５０都市に拡大

WHERE DOES MY MONEY GO？
～税金はどこへ行った？～

19

オープンデータの取組みを民間側から推進
（2012.12設立）

横浜オープンデータ
ソリューション発展委員会

アイデアソン・
ハッカソン

アプリ・サービス開発

イベント

20

http://data.yokohamaopendata.jp/

横浜オープンデータポータル

総務省実証実験に活用！
21

市会・市役所の取組み

22

市会（常任委員会）の取組み
 内閣官房IT総合戦略室視察
・遠藤紘一政府CIO等との
意見交換(2013.7.23)

 福井県鯖江市視察
(2013.7.30)

 日本マイクロソフト株式会
社視察(2013.8.9)

 オープンデータに関する市
の取組みと今後の方向性に
ついて当局より報告
(2013.9.20)

 オープンデータに関する市
の取組みについて当局より
報告(2014.2.19)

 国内外のオープンデータ動向
と展望、横浜の現状評価と期
待について参考人招致（庄司
昌彦氏）(2014.4.10)

23

横浜市オープンデータ推進ＰＪ

基盤整備検討
ワーキング

データの作成や提供、
運用の基準やルール作
りなどの基盤整備の課
題について検討

個別テーマ
ワーキング

オープンデータ推進ＰＪ
（事務局：政策支援センター）

オープンデータを推進するにあたってのアイデアや
指針、ガイドラインについて検討

ＩＴ化推進本部
（事務局：ＩＴ活用推進課）

ＣＩＯ：副市長
ＣＩＯ補佐監、情報施策技術委員
総務局長、 政策局長、財政局長、
市民局長、健康福祉局長、長都市整備局長、
教育長、水道局長、港南区長（区長会議議長区長）

利活用に関する課題に
ついて検討

（個別課題検討委員会として設置）
リーダー： 政策局長
政策局 担当理事、政策課担当課長
総務局 ＩＴ活用推進部長、ＩＴ活用推進課長

しごと改革推進部長、
しごと改革推進課長

市民局 広報相談サービス部長、広報課長、
市民情報室長、市民情報室担当課長

文化観光局 横浜魅力づくり室長、企画課長
経済局 成長戦略推進部長、経済企画課長、

新産業振興課環境・ＩＴ担当課長
中央図書館長、企画運営課長
港南区 副区長、総務課長
（副区長会議議長区）

（注）メンバーは2013年度時点のもの

ＣＩＯの統括の下、政策部局を中心とした
庁内横断体制を構築

24
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企業との連携

日本マイクロソフト(株)様との連携協定
（2013.7)
横浜ウーマンビジネスフェスタ2013
「女性の視点×オープンデータでアイデア
の種を育てよう！」

横浜サイエンスフロンティア高校でのアプ
リ作成講座

25

総務省実証実験に参画

「自治体情報流通連携基盤」の実証実験
に協力（2013.9～2014.3）
旧東海道街歩き（2013.11）

左近山団地・ダイヤモンド
パーク防災街歩き（2013.12）
http://opendata.mods.jp/sakonyama/

オープンデータ・アプリコンテスト（2014.2）
（主催：総務省・オープンデータ流通推進コンソーシアム）

26

オープンデータによる「都市・経済の活性化」
－多様な文化・芸術、賑わいと創造性に満ち、創造的な産業・観光など

活力あふれる都市を創る
旧東海道アイデアソン、ハッカーソン、ＡＲ街歩き

情報のマッシュアップ

横浜オープン
データポータル

市民からの
データ提供

コンサルから
のデータ提供

行政からの
データ提供

協働のアプリ開発 街歩きによる検証

ＮＰＯやエンジニア、研究者
行政職員によるアイデアソン、
ハッカーソンの実施

既存の文化・観光イベント
とのコラボによるアプリの
検証

オープンデータによる「安心・安全」
－自助・共助を担う地域コミュニティの再生・活性化により

環境と防災力が際立った都市を創る

オープンデータを活用したコミュニティ・ゲーミフィケーションの展開

さこ

ツール・手法の開発 実証実験の実施 全市展開

大学、企業、行政、
専門家の共創に
よる防災減災アプリ
及びゲーミフィケー
ション手法の開発

特定地域（コミュニティ）
を対象にした住民参加
によるアプリ及び手法
の実証実験

実証実験の結果を
踏まえたアプリ及び
手法のパッケージ化
による全市展開

これまでの成果

29

東海道中ぶらり旅 by チームよこはま

旧東海道の宿場町の
名所旧跡を訪ねる街
歩きをサポート

名所・旧跡等の情報
は横浜市のデータを
活用

関係自治体が連携し
他の旧宿場町への拡
大も
（目標は５３次！）

経産省・総務省ユースケースコンテスト優秀賞受賞(2014.2.7)
30
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かなざわ育なび．ｎｅｔ
(2013.8.1 運用開始)

LODチャレンジ2013
審査員特別賞受賞(2014.3.7)

乳幼児健診、救急医療機関、
保育所入所情報、おでかけスポット・・・

31

横浜市オープンデータの推進に
関する指針 (2014.3 策定)

基本的な考え方
意義・基本原則・推進体制等

具体的な取組の方向性
• WebサイトをOD化の基盤として再整備
• Webサイト上の公開情報は原則OD化
• 既存データはニーズの高いものを可能な
ものから順次対応

• 二次利用の条件は原則CC BY
（参照）http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/seisaku/opendata/

32

今後の取組み

33

今年度の取組み

職員の啓発（研修）
統計データ・GISデータ等のOD化
市Webサイトの再構築・OD対応
市内中小企業のOD活用促進
市民・企業との共創による新たな活用
事例の創出（オープンデータ・デスク）
他の自治体との連携 …などなど

34

オープンイノベーション
プラットフォーム

地域課題の解決

例: LocalGood

ｲﾉﾍﾞｰﾀｰ（人材）
育成

例:ユースアイデア
ソン、ハッカソン

横浜経済の活性化

例: 横浜信金と
のプロジェクト

csv等データ

新Webサイト
横 浜 地 域 力

ポ ー タ ル サ イ ト （ 仮 ）

横浜市の現状や課題、

調査研究（暮らしやす

さ・意識調査等）など

を分析・解説し、庁内

における政策立案や情

報分析の支援や政策提

案、市民との課題の共

有を図る。

政策に関するデータの

カタログ（ポータル）

としても機能

情報連携基盤等
(data.go.jp、神奈川
データカタログ(構
想中など)

オープンデータ

の活用

オープンデータ

の活用

現行 Webサイト

暫定版データカタログ
暫定版地域力サイト

統計ポータルサイト掲載
統計情報
各種掲載データ

②/③

GIS（地理情報）データ

②

横浜市におけるオープンデータ推進の今後
①オープンデータの提供・活用に向け、新Webサイトオープン時にあるべき主要なオープンデータの整理
②市データカタログの作成
③オープンデータ等を活用した情報分析による課題・ニーズの提示や庁内における政策立案・情報分析の支援、政策提案、市民
との課題の共有のための情報ポータルサイト((仮称)横浜地域力ポータルサイト)の作成

④民間による推進の動きとの連携

④

市データカタログ

オープンデータデスク企業など民間主体
提 案

35

市Webサイトの再構築

36
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37

コミュニティ経済を実現するための多様な主体によるプラットフォーム

ＩＣＴの活用により本市の政策課題をわかりやすく提示し、民間と行政が
オープンデータに基づき、アクションを興すためのプラットフォームを構築

します。（中期計画素案2014～2017 創造～横浜の未来を切り拓くうえで不可欠な３つのポイントより）

市場経済にシェアリング・エコノミー（共有経済）の概念や政策を、コミュニ
ティ活動に市場経済の原理を導入することで生み出される汽水域としての「コ
ミュニティ経済」を拡大することで地域の課題を解決

課題解決のエンジンとなる「コミュニティ経済」

市場経済 コミュニティ活動

「地域コミュニティ」

「テーマコミュニティ」

「コミュニティカフェ」

「ワーカーズコレクティブ」

「地産地消と農的空間」

「中間的就労」

コミュニティ経済

シェアする
経済の拡大

地域活動への市
場経済の原理の
導入

「オープンデータ」

「オープンリソース」

「オープンイノベーション」

38

地域を支え、事業を興す
女性

地域に良き富を生み出す
横浜型地域貢献企業

ケア・サービスを担う
多様な民間主体

シェアする経済を担う
社会起業家とプロボノ

担い手の育成

拠点の形成

仕組みの創出

マッチングの充実

地域活動を担う元気な
高齢者

横浜におけるコミュニティ経済の方向性、期待される効果

コミュニティ経済の構造

リソース

カネ

サービス 情報

市場経済になじまない
層の就労・雇用創出

住民相互による地域課題の
解決とセーフティネット形成

既存の社会（関係）資本の
有効活用

「コミュニティ経済」の主体 活性化の方向性

39

LOCALGOOD YOKOHAMA

地域の社会的課題やＮＰＯ法人などの支援団
体の取組みを可視化し、市民参加を促すこと
で新しい公共の仕組みをつくるウェブプラッ
トフォーム
NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラボが
アクセンチュア（株）の協力を得て構築
本市のオープンデータを活用

http://yokohama.localgood.jp/
40

41 42



第 1回公開セミナー　2015年 5 月18日　（関口） � 195

43 44

45 46

47 48
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49 50

51

○障害者の社会参加を実現するコミュニティガーデン「みんなの庭」

クラウドファンディングにチャレンジする３つのプロジェクトの意義

○高校生の職業体験プログラム 「バイターン」

○高齢女性による「ニットカフェ」運営プロジェクト

・障害者の就労を通じた社会参加
⇒横浜郊外の第6次産業振興に貢献

・「障害者」と「健常者」との交流の場づくり
⇒地域社会のバリアフリーな居場所づくり

・困難を抱える若者の早期自立支援
⇒人生前半の社会保障システムの拡充

・地元企業・事業者の人材確保・育成
⇒地域における人、モノ、カネ、サービスの循環

・高齢者の就労を通じた社会参加
⇒横浜郊外の新しい「ものづくり」の創発

・高齢者と障害者、子ども・若者との交流の場づくり
⇒健康長寿社会の実現

52

53 54
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55

横浜オープンデータデスク
（政策支援センター）

横浜経済活性化に向けたオープンイノベーション

新たな製品・（公的）サービス・システムの開発・流通

事業者・企業

人的リソース、資金
など経営資源の提供
及び投資

専門家集団
CODE FOR kanagawa
横浜オープンデータ

ソリューション発展委員会

専門的な技術や知見の
提供及び投資

ＣＳＲ、ＣＳＶ、将来投資

大学・専門学校・研究機関
研究・調査及びインフラの提供

オープンイノベーション プラットフォーム

民間企業・事業者

提案

コーディネート・コンサルテーション

大学・研究機関
ＮＰＯ

提案

行政・議会

公的データ及び人的資源の提供

56
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（c）．記録

関西大学経済・政治研究所平成27年度第 1回公開セミナー
「市民自治力向上と市民によるオープンデータの活用を考える」

講師：関口昌幸 氏（横浜市政策局政策課）
コメンテーター： 榊原貴倫 氏（NPO法人コミュニティリンク理事） 

松井修視 氏（AR研究班研究員、関西大学社会学部・教授）
司会：宮本匠氏（ AR研究班委嘱研究員、 

兵庫県立大学防災教育研究センター・専任講師）
日時：平成27年 5 月18日㈪　14：00～16：30
会場：関西大学千里山キャンパス　児島惟謙館 2階 第 2会議室

司会者：皆さんこんにちは。本日は関西大学経済・政治研究所の第 1回公開セミナーにおいで

いただき本当にありがとうございます。本日は「市民自治力向上と市民によるオープンデータ

の活用を考える」というテーマで横浜市政策局の政策課の関口さんに講師としてお越しいただ

きお話いただきたいと思います。

　はじめに、「市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班」という研究班がこの研究所の

中にございます。本日のセミナーはこの研究班で企画いたしました。関口さんからのお話をい

ただく前に、この研究班の代表をしております草郷から一言ご挨拶をいたします。

草郷氏：皆さんどうもこんにちは。この研究班は昨年度から開始され、今年度が 2年目になり、

初回の研究会です。昨年度はここでも、あるいは、梅田の駅近くでも研究会を開催させていた

だきました。開催のテーマはさまざまです。震災後の地域づくりでは、現場において社会的な

支援をするというテーマで掘り下げてきております。行政に関して言えば、幸せと市民社会を

テーマにして、市民の手による幸せな世界や地域社会をつくるというテーマも掘り下げて参り

ました。実は、昨年度から、市民自治力をつけるときに、今一番重要な課題である生活現場と

その地方自治体の取り組みとを組み合わせた研究会を開催したいと思っておりました。そうし

て、今日、オープンデータの日本の中でも一番先端の取り組みをされている関口さんをお招き

して開催できることになりました。この研究会では、常々「大事にしたい」という思いから行

ってきていることがあります。それは発表内容を「こういう研究成果でした」とその成果の結

果を受け止める場とするではなく、「これからこういう形で伸ばしていきたい」という視点で、

現在進行形の取り組みを紹介いただいて、その活動がより発展していくとことを目指せるよう

に、意見を出し合うことを意図しております。今日ご発表いただく関口さん、コメンテーター
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としてお越しいただいた榊原さん、研究班の松井からのコメントという形で題材を提供させて

いただくわけですけれども、その材料とするコメントを踏まえて、皆さんからぜひ積極的に声

を出していただきたいと思います。そうすることで、この研究会の中でテーマとしているオー

プンデータ、市民力、それをどう活かしてより良い社会を作るのかということにつながる提案

等を皆さんの力で作り上げていきたいと思っています。今年度も研究会活動を行っていきたい

と思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

司会者：ありがとうございます。それでは早速関口さんの話に参りたいと思うのですが、その

前に進め方をお伝えしたいと思います。最初に関口さんから 1時間ほどお話をいただいて、そ

の後コメンテーター役の榊原さん、松井さんにそれぞれ15分ほどコメントをしていただきます。

その後、一度10分ほど休憩をとりたいと思っています。休憩を終えてから今度は会場の皆様に

も質問やコメントなどを積極的にいろいろいただきながら意見交換ができればと思っておりま

す。それでは関口さん、よろしくお願いします。

関口氏：皆さんどうもこんにちは。横浜市の政策局政策課の関口と申します。よろしくお願い

いたします。横浜市がどんな思想や考え方でオープンデータに取り組み始めて、市民の方々と

どういう協働によって地域の課題を解決しようとし、経済を活性化していこうとしているのか

を、本日のテーマである市民自治ということを意識しながらお話をさせていただければと思い

ます。

　私は、普段、横浜市の政策局の政策課の政策支援センターというところで働いています。政

策局政策課までは組織機構として位置づけられており、例えば、ホームページなどで見ていた

だくと「何々課」まで出ていますが、政策支援センターは非常にファジーな組織です。前の副

市長が非常にこうした調査や研究に思い入れのある方で、行政の市役所の中のある部屋を市民

の方や職員、大学研究者、企業の方々に解放し、そこに来た人たちといろいろな世間話やおし

ゃべりをしながら横浜市の政策について考えていく、今で言うフューチャーセンターのような

対話の場としてできたのが政策支援センターです。扉に政策支援センターという看板がかかっ

ているのですけれども、扉はいつも誰でも入れるよう開け放しています。企業の方、市民の方、

NPOの方を含め、日に 3 件か 4 件打ち合わせや話し合いを行っています。役所的な打ち合わ

せというよりは対話、いろいろ議論をしたり、「こんなことやっていこうよね」という話を 9

時から 5時くらいまで行っています。その後 5時から夜の10時とか11時くらいまで実務を行う

ため、私は24時間働く自治体職員と自分で言っています。そういう意味ではやりがいがあり、

仕事は充実しているけれどもなかなかハードな職場です。

　そうした市民の方々との対話の中で 3つ行っていることがあります。ひとつはGISといって
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市民調査や人口推計、いわゆる地図情報システムのようなものを運営し、市民の方々がどんな

課題を持ち、どんなニーズを持っているのかを調査研究しています。さらに、横浜市の将来の

都市の姿がどうなっていくのかということをしっかり社会科学的に推計していきましょうとい

うこと。もうひとつはそうした結果を市民生活白書や調査季報という政策情報誌に編集するこ

とを通じて、市民の皆様や庁内の各部署に対して教育を図っています。さらに横浜市ならでは

の「横浜会議」という、大学研究機関の方や企業の皆様方、NPOの方々と横浜市の政策課題

について一緒に研究調査をしたり議論したりするような場や仕組みを持っています。通常のお

役所の組織とは違った、どちらかと言うと大学研究機関とコミュニティカフェの機能の両方を

持った仕事を行っています。そういう点ではこのオープンデータの取り組みは、私達政策支援

センターが横浜市役所の中で担うことも自然な流れではないかと考えています。

　オープンデータの話をしていきたいと思います。この中で「オープンデータ」と聞いたこと

がある人はどのぐらいいらっしゃいますか。やはり半分くらいでしょうか。ではオープンデー

タとはどんなものなのかをお話していきたいと思います。オープンデータは 4年前の民主党の

野田内閣が「ITでオープンガバメントをやっていく」と宣言したことで始まりました。つまり、

「データを公開しながら民間の方々と共有して活用していくような社会を作っていく」と宣言

したわけです。その後すぐに総務省がオープンデータ流通コンソーシアムという、民間と行政

と研究者の方々が一緒になってオープンデータの活用を考えるコンソーシアムを作り、その中

でオープンデータの検討が始まりましたが、その当時はどこの自治体もまだ本気ではなかった

のです。自治体の職員は国の動向を結構シビアに見極めるわけです。時の内閣が宣言し、官民

協働のコンソーシアムで検討が始まったぐらいでは重い腰を上げない。ところが横浜市は全国

の自治体の中でもいち早くそのオープンデータ流通コンソーシアムに参加しました。いわば先

物買いですね。（笑）その年に自民党政権が誕生し、安倍首相が世界最先端のIT国家創造宣言

というのを翌年するのです。その中で、オープンデータ、ビッグデータはまさにその IT国家

の 1 丁目 1 番地だということで、「公共データを民間開放していくんだ」ということを高らか

に謳うのです。こうした形で国がオープンデータを本格的に進めようという動きになってきた

ため、各自治体も「これは本気で取り組み始めなきゃいけないよね」という形になってきまし

た。

　オープンデータについては、「特定のデータを、一切の著作権、特許などの制御メカニズム

の制限なしで、全ての人が望むように利用・再掲載できるような形で入手できるべきであると

いうアイデア」とWikipediaが定義しています。まさにこの通りで、やはり情報公開と分けて

考えておかなければいけないと思います。情報公開というのは、民間からの申請に従って、行

政が保有する情報をどこまで出せるのか、出せないのかを個人情報などを視点にして議論する
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思想や政策。オープンデータは、行政が積極的に情報を開放して行くことで民間がどうすれば

情報を有効に利活用できるようになるのかということを議論し考える思想や政策ということで、

情報公開とオープンデータは大きく異なると捉えています。

　またともするとオープンデータは行政が情報をどのような形で提供するかという技術的な話

に終始してしまうのですけれども、オープンデータの本来の意義は、役所が持っているデータ

と市民の方々、民間が持っているデータを融合させてそれを ICTの力で具体的な形にしてい

くことにあります。それによって地域の課題解決に役立てたり、経済の活性化に役立てるよう

に、データを活用して例えばアプリを開発たりビジネスを起こしていくのがオープンデータの

本来の目的です。そして最終的に市民に見える形で成果を出していこう。それによって、新た

なサービスや事業を生みだしていこうという話なのです。

　実際にオープンデータを推進する意義や目的が国によってどう位置付けられているのかを、

もう一度しっかり振り返ってみたいと。これは平成24年 7 月、野田政権の時に IT戦略本部が

最初に謳った意義目的なのですけれども、今でも生きています。これは今でも自民党政権で引

き継いで生きている。けれども、 3つあると言われています。ひとつは「信頼性・透明性の向

上」。オープンデータによって行政の透明性が高まり、国民からの信頼を高めていくことがで

きる。これは情報公開と同じような趣旨目的だと思います。 2点目が「国民参加・協働の推進」。

データを共有化することによって、課題や情報を共有化しながら市民の方々がより参加できる、

行政と協働できるような土壌を作っていこうと言われています。 3点目は特に自民党政権にな

ってから非常に強く言われている部分です。すなわち行政の情報公開や情報共有については、

これまでもオープンガバメントの文脈の中で言われてきたことです。ところがオープンデータ

の大きな特徴というのはデータを使った経済の活性化を打ち出していることです。これはこの

議論の中でビッグデータという話が出てきて、そのエビデンスに基づく行政を行うことによっ

て経済を活性化していこうと。今、国が謳っている地方創生もやはり基本的にはオープンデー

タ、ビッグデータ解析をしながら地域の課題や資源を分析して経済を活性化することを大きな

柱にしていますので、そういう点ではやはりこのオープンデータという言葉ができたことによ

って、データと経済の活性化を結びつける政策手法が日本の国において初めて始まったという

ことは、記憶していてもいいのではないかと思います。

　オープンデータを推進する基本原則は 4つあります。これも民主党政権の時に宣言され、私

達も基本的に引き継いでいます。 1 点目は「政府自ら積極的に公共データを公開すること」、

これは国や自治体が積極的にデータを公開していきましょうということです。

　 2 点目がこれは非常に重要なのですけれども、「機械判読可能な、二次利用が容易な形で公



202

開していきましょう」ということが言われています。これは非常に新しい発想なのです。これ

まで例えばホームページ等で行政が情報を公開する時には、人の目で見て見やすい、デザイン

が、わかりやすくて見やすくて、人の目につくようなデザインで情報を公開することを2000年

代の始めくらいから意識して進めてきました。このオープンデータというものは人の目で見た

だけではなくて、機械が判読可能な形で二次利用できるような形で公開していきましょうと。

機械判読可能というのが非常にポイントになっていて、これが後でお話するように、アイデア

ソンやハッカソンを通じたアプリ開発等に結びついていきます。これがいわゆる2010年代にな

ってICTの技術革新によってみんながスマホを持つようになった時代に対応する考え方です。

　 3点目も重要なポイントです。営利目的、非営利目的を問わず活用促進する。これは行政職

員は感覚的によくわかると思うのですけれども、これまで行政情報のデータは民間の営利企業

に対してはおいそれと出してはいけないのだという、何となく不文律があったと思うのです。

非営利で、例えば大学研究機関の方々が申請をしていただければ、その時には出しましょうと。

ただ、その時にも非常に手続が大変で、先ほど草郷先生もおっしゃっていましたけれども、申

請するのが大変で、データの返却が遅れたりすると何かブラックリストに載ったり、データを

出すにあたって厳しい掟があったのです。これを「営利目的だろうと何だろうととにかく出し

ましょう」と国が謳ったのは、実は大変革命的なことなのです。なかなかこれがまだまだ役所

の中では伝わっていかないのですけれども、そういったことを国が謳ったというのは革命的な

ところです。

　さらに 4 点目、これも実はすごく大事なところです。「取り組み可能な公共データから速や

かに公開をしていきましょう」と。「具体的な取り組みに着手して成果を確実に蓄積していく」。

行政はこれまでは仮にオープンデータを進めようとしても、例えば「個人情報の問題をどうす

るのだ」とか、「どんなデータを出していくのだ」とか、「どんな手続きやどんな仕組みをとっ

ていけばいいのだ」ということを議論しているだけで 3 年、 4 年かかってしまう恐れがある。

そこで「できるところはやって実績を作って、その実績によって一般的なシステムを作ってい

けばいいよね」ということを国が謳ったことは画期的だと思います。国が本気でオープンデー

タを進めようとしていることは、こういうところにも現れているのではないかと思います。

　次に自治体がオープンデータを進める際の課題ですが、まず情報がそもそもどこにあるのか

わからないということです。「ホームページの構造が複雑でわかりにくい」とか、「役所のどこ

に問い合わせていいのかわからない」といった話は、市民の方がいつも感じていらっしゃるこ

とではないでしょうか。

　あとはやはり「情報が使いにくい、しかも使っていいのかどうかもわからない」ということ

です。データの公開にあたって、今の行政のホームページは再利用がある部分で考慮されてい
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ないのです。実際にALL RIGHT RESERVED何とかと書いてあって、要は「このページの版

権のデータに関しては行政がすべて権利を持っていますよ」と書いてあるのですけれども、デ

ータに関して使っていいのかどうかも書いていないため、見るだけはいいけど活用できないの

かと誰でも思ってしまいます。そういう意味ではなかなか今の状態では使いづらいのです。

　これはまた違うメタレベルの話なのですけれども、オープンデータを推進する時に業務を担

当する部署が非常に特定しにくいのです。IT部門なのか、私達のような政策部門なのか、は

たまた広報部門なのかということで、行政の文化として新しい業務にはなかなか手を出しませ

ん。譲り合う、押し付け合う。そういう意味ではオープンデータという新しい分野を、行政と

してどこの部署がどう取り組むかということを決めるだけでも、もめる。またそもそも「横文

字」と「IT」に拒否反応を示す職員の方が結構いらっしゃいます。例えば国が子育て支援 3

法を変えましょう、介護保険を変えていきましょう、となった時に、介護や子育て部署を担当

している方々は死にもの狂いでその制度改正に対応するわけです。議会も庁内も国が新しい政

策を打ち出す場合、福祉や子育ての分野であれば、「絶対これはやらなければいけない」と多

くを動員し、庁内的にオーソライズされた形でやっていくのです。しかし「オープンデータ」

となると、「何だ、それは？」となってしまいます。国が介護保険法の改正や子育て 3法と同様、

これはやっていかなければいけないと言っているにもかかわらず、横文字が付いた途端にいき

なり思考麻痺に陥ってしまい、「誰がやるの？」と押し付け合いになるのです。さらに「IT」

が絡むと、ご高齢の意思決定の権限を持った幹部職員の方々が途端に「何だ、それは？」とい

う話になって、思考停止になってしまう。これは、実は自治体がオープンデータを進める際の

非常に大きな課題ではないかと思います。

　もう少し今日の市民自治の話に則した形で今の話をもう一回振り返ってみたいと思います。

横浜市では今度の新しい中期計画でもオープンデータと「対話による創造」と、「対話によって、

その多様な主体と一体になって市政を進めていきますよ」ということを謳っています。なぜ横

浜市はその中でオープンデータを非常に重要な施策として取り組もうとしているのかについて

お話をしていきたいと思います。

　一つは、全国で今、大阪府、関西圏の自治体はもっと深刻だと思うのですが、やはり横浜の

ような首都圏と都市でも超高齢化と人口減少が進みつつあるということがあります。横浜は

370万人の市民がいて、全国の自治体の中では最も人口が多い基礎自治体です。そこの中でも、

人口減少と高齢化がやはり進みつつある。市域全体では今人口の増減がトントンですが、東京

に近い北部エリアはまだ人口は伸びているのですけれども、東京より遠くなる南西部エリアが

人口減少と急速な高齢化が進みつつあります。横浜市全体では「まぁ東京圏だから、元気だか

らいいじゃん」ということで地方創生などでも国は目もくれてくれないのですけれども、実は
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市域を見ると、例えば大阪の千里ニュータウンのような団地が横浜市にはたくさんあるわけで

す。そうしたところでは急速な人口減少と高齢化が進んでいて、例えば高齢化率が40%を超え、

この10年の人口減少率が20％近い団地群も多く、超高齢化と人口減少が横浜市にとって大きな

問題になってきています。こうした中でやはり我々も人口が増え続けて税収が伸び続けていた

ような成長拡大期の政策のあり方を転換していかなければならない。そのためには、企業や市

民の皆様方と対話を進めていきながら一緒になって課題を解決していくような仕組みを作って

いかなければならない。しかしそれには行政として大きな課題がある。 1つは、市民の方々に

必要な地域情報を、いつでもどこでも誰にでもすぐにお届けできるような仕組みが作られてい

ないということです。特にここ20年間、ICTが発達することによってものすごい勢いで情報が

溢れかえっています。そんな中で行政情報に対して市民の認知度が非常に低くなってきていま

す。これがもう明確です。例えばそれぞれ自治体の広報紙があると思うのですけれども、大阪

市さんには広報紙はありますか？月に一度くらいたぶん発行している、『市政大阪』とか、ど

うですか？

Ａ氏：24区それぞれが毎月広報紙を。

関口氏：発行していますよね。たぶんどこの自治体もそうなのですけれども、横浜市は18区あ

って18区それぞれ広報紙を発行しているのです。私達は市民意識調査を行っているとお話した

のですけれども、広報紙を本当にみんな読まなくなってきているのです。14、 5 年前に調査を

とった時には、だいたい 7割くらいの市民の方々が毎月広報紙を読んでいました。それで広報

紙から行政の情報を得ていたという市民が多かった。ところがここ 2、 3年、こういった集ま

りの場で市民の方々と私が対話をする中で聞きますと、広報紙を毎月読んでらっしゃる方とい

うのは、ご高齢の方、若い方に限らず、今は10人のうち 3人くらいです。 3割くらいになって

しまったのです。若い方、例えば20代から30代の方に横浜市が広報紙を出しているのを知って

いますかと聞くと、10人のうち 7 人が「知らない」と言うのです。それで、「では情報はどこ

からとるのですか」と言った時に、「インターネットからとる」。ところが例えば横浜市もサイ

トを持っていますが、インターネットからとる時に、みんな「自分の知りたい情報がどこにあ

るかわからない」と言うのです。私達はこのオープンデータを始めるにあたって、自分たちの

情報発信体制を徹底的に洗ってみて「それは確かにそうだ」と思いました。ところでみなさん、

横浜市のホームページはどのくらいページ数があるかご存知でしょうか。

Ｂ氏：事前に資料を見てしまったので。ものすごい数でしたね。10何万。
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関口氏：そうです。合わせて14万ページあるのです。そのうちの10万ページは全くタグ付けさ

れていないページです。つまり20年前に発信されたイベントの情報等が全部そこに載ってしま

っているわけです。古い情報が全部、ごみ箱のように集まって横浜市のホームページに出てい

るのです。 4万ページしか生きたページがないわけです。そういう意味では、各部署がそれぞ

れ勝手に情報をあげていて、誰もそれを消すことも全然していないので、情報のごみ箱になっ

てカオス状態になってしまっているのです。これでは探しようがありません。しかもあげたら

あげっぱなしなのです。しかもホームページをどのような市民層が見ていて、その人たちが提

供される情報に対してどんなニーズを持っているかについては調査していませんから、個々の

市民の必要に応じて「届ける、配信する」という発想ではない。「とりあえず義務としてホー

ムページに掲載しておきました。それでいいよね」ということでは、これだけいろいろなメデ

ィアのいろいろな情報が発進されている時代に、横浜市の情報は市民に届かない。では我々は

どう考えればいいのか。オープンデータの基本的発想は、行政がまずまずデータを民間がかつ

ようしやすい形式にしてデータベースに保存する。そのデータベースに民間のいろいろな方々

がそれぞれに目的にあわせてアクセスし、編集加工して、様々な市民層に届けてもらうという

発想です。例えば、シングルマザーの方々がいらっしゃいました。ニートの若者がいます。通

常シングルマザーの方々はすごく忙しいのです。例えば「今後横浜市はシングルマザーの方々

の支援をするために、こんなセミナーをやります」、「こんな施策をやります」、「こんな補助制

度をやります」、という情報をシングルマザーの方々に届けようと思った時に、今言ったよう

に行政だけの情報発信ではとても届きません。といった時に、例えば民間のNPOでシングル

マザーを支援していらっしゃるコミュニティの方々が行政のオープンデータを活用してSNS

等でそうした行政の情報を当事者の方々と共有化してもらうような体制を作っていただく。こ

れならば届きます。ニートの若者しかりです。ニートの若者支援の団体の方々が行政のオープ

ンデータを活用して、そのNPOなりに若者たちに届くようなコミュニティを作って届ける。

オープンデータとはそういう発想なのです。行政だけでは届かないものを、民間のいろいろな

NPOさんや企業さんと一緒になって、きめ細かい形で多様な当事者たちに届けていく。その

基盤になるデータベースをオープンデータで作ろうよ、というのが我々横浜市の方向性です。

　同時に、届けるだけでなく、聞かなければいけないのです。特に超高齢化と軌を一にして横

浜市は単身化がものすごく進んでいます。平成10年に実施した国勢調査では家族世帯構成とし

ては、核家族よりも単身世帯の方が多くなりました。そのためいろいろなところで地域や家族

と縁を持たない方が増えてきています。さらに生活保護で多重に困難を抱えていて精神疾患を

病んでいるとか、社会的に非常に弱い立場で困窮している市民が増えてきているのです。行政

は当然市民からの提案制度や広聴制度を持っていますから、声の大きい方、積極的に行政にア

プローチをするようなアクティブ・マイノリティの方の声は届く仕組みが以前からある。しか
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し行政から非常に見えにくく、その方々も行政の存在を意識しづらい中で、社会の底の方で困

難を抱えながらうずくまっている方々の声をすくいあげる仕組みがなくなってきています。そ

ういう地縁や血縁を持たない方々に対してSNSを活用したビッグデータの解析や、個別の市

民に寄り添うような広聴システムを開発していこうとしています。オープンデータを活用し、

そうした広聴システムを開発することによって、多様化する、しかも困難を抱える市民の方々

のつぶやきを拾い上げて行政に反映していくような仕組みを作っていくことも、やはり我々が

オープンデータを進めていくひとつの目的になります。

　その上で、地域課題を市民と共有化し、客観的なデータに基づく対話によって、共に協働で

の解決に向けたアクションを結びつける仕組みづくりを掲げています。特に横浜市は1980年代

以来、市民参加や市民協働を持続して行っています。我々の世代は特にある程度税金があって

ふんだんに事業をやれる時代に若い頃育ったもので、例えば公園をひとつ作るのにもいろいろ

な人たちの意見を聞きましょうとワークショップなどをよく行っていたのです。ところが、例

えば「市民参加で色々なこのまちづくりについて意見を聞きました」というワークショップで、

グループに分かれて模造紙を中に置き、市民の皆さんにポストイットを貼っていただく。僕ら

もいやというほどやったのですけれども、ワークショップなどに参加された市民の方々で、そ

の場では盛り上がったりするのですけれども、その模造紙は「結局どうなっちゃったの？」と

不思議に思う方はいませんか。ここで告白すると、だいたい職場に持って帰るのですけれども、

大抵倉庫に眠ったままで、大掃除の日に知らないうちに片づけられていたみたいな。これがこ

れまでの参加のあり方だったのです。やはりアーカイブを作っていないのです。それはちゃん

と市民の方が話されたことを政策や事業に反映していく仕組みを持っていないのと、もうひと

つはやはりそれがたぶんデータに基づいての議論ではないからだと思います。「横浜市はこん

な課題を持っています。この課題にはこんなデータがあってこんなことを皆さんと共有化でき

る」ということではないので、市民から出されている提案にリアリティがないのです。リアリ

ティがないから行政としても「まぁ、これはひとつのイベントだったよね」という形になって

しまうのです。しかしこれからはそうではないと。やはりデータに基づいてしっかり課題を出

して、それを共有化した上でちゃんと議論をして、対話したものについてはしっかり政策や事

業に反映してく、そういう仕組みを創って行く必要がある。ということで、まずデータに基づ

いて課題を「見える化」して共有化した上で、話されたことはしっかり事業・施策に反映して

いく。そういう仕組みを作っていくためにオープンデータというのは大事だ、というのが 3点

目です。

　その上で、今お話したように対話によって出た地域の課題を市民の方々が持続可能な形で解

決し続けるための仕組みが大事だということです。先ほど言いましたようにやはり人口減少、

高齢化ですから、例えば行政の補助金や委託だけではなかなか市民の課題が解決できなくなっ
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てきています。市民自らが資金や人材を ICTを活用して集め、いわゆるコミュニティビジネ

スやソーシャルビジネスの手法で課題を解決していくような仕組みを作っていかなくてはなり

ません。そうしないと、行政とお付き合いされている方はよくご存知だと思うのですけれども、

3年経つと行政の担当者が変わってしまうとか、補助金が急に打ち切られてしまったりして「今

までせっかくやってきたのがどうなってしまうのだ、水の泡じゃないか」といった話はよくあ

ると思うのです。、それでは困るので自分たちで企画した事業に対して市民がお金や人材を集

めて持続可能な形でやれるような仕組みを作ろうと。行政は直接お金を出したり直接委託した

りするのではなく、そのためのプラットフォームを作るのだと。市民の人たちがお金や人材を

集められるプラットフォームを作っていこうという発想や仕組みを導入して行こうという事で

す。オープンデータからオープンガバメント、そしてオープンイノベーションと僕らが言って

いるまさにそのプラットフォームづくりを今やっているところです。やはりオープンデータの

話は今お話したように横浜市にとってはこれからの行財政運営を根本的に変えていく可能性を

持っている施策なのです。単なる「データを公開しよう」というだけではなくて、そこから行

政改革に変わっていきますし、新しい地域まちづくりとか社会づくりへの道筋の第一歩なので

す。

　そもそもこのオープンデータの仕組みは、実は横浜の場合、行政が仕掛けたというよりも市

民主導で始まった取り組みです。実際に我々が、今お話しましたオープンデータ流通コンソー

シアムに入り始めた時に、今日の榊原さんのような形で、横浜にもやはり同じような地域情報

化に取り組んでいるNPOさんがいらっしゃいました。そうしたNPOが地域のエンジニアの方々

や市民団体を集めて「オープンデータを民間から進めていこう」と、「横浜オープンデータソ

リューション発展委員会」というものを立ち上げて下さったのです。その時に、アイデアソン・

ハッカソンという、みんなで地域課題について話し合い、その出てきたアイデアを、具体的に

オープンデータを活用したアプリにしようと。アプリを活用しながらイベントを行い、アプリ

の効果を検証しながら、さらにアイデアソン・ハッカソンを進め、さらなるアプリを開発して

いくという一連のオープンデータを活用した流れを民間主導でやってくれているのです。ここ

で行政が全然関わらずに民間主導によって、「行政はデータだけ出してください」と。「データ

だけちゃんと出せば自分たちがこういうことをやりますよ」という取り組みを始めていただき、

それで「横浜オープンデータポータル」というオープンデータ用のポータルサイトも民間が立

ち上げてくださったのです。今、行政がデータカタログを立ち上げていますが、我々行政がデ

ータカタログを立ち上げる前に民間の側が「オープンデータポータル」というデータカタログ

を立ち上げていただいたということです。
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　この民間の動きに呼応するように動いたのが横浜市の場合、市議会でした。「オープンデー

タを党派を超えて進めていくんだ」ということで、市会の常任委員会で内閣官房 IT総合戦略

室へ視察に行き、先ほどオープンデータの 4 原則を出した政府のCIOと意見交換をしたり、

今オープンデータが最も進んでいると言われている福井県の鯖江市さんなどを市会で見に行っ

たり、日本マイクロソフト株式会社へ視察に行ったり、常任委員会で「今年度のテーマはオー

プンデータだ」ということで、行政に絶えず進捗状況の報告を求めながら、参考人まで呼んで

「今後のオープンデータどうするんだ」ということを徹底的に議会主導で行ったのです。これ

がやはり効きました。私は自治体が新しい政策を展開する際に議会主導で進めるべきだと思っ

ています。行政が行政主導で新しい施策を展開すると本来の議会制民主主義のあり方と異なる

行政独裁に陥りかねない。議会が民間団体の声を受け、政策を提言し、積極的に行政に働きか

けるという形が、本来の民主主義のあり方だと思うのです。そういったことを横浜市議会が進

めて下さったので横浜市役所も副市長をCIOとした IT化推進本部のもとに、私どもの政策局

長をプロジェクトリーダーとして、全局一致でオープンデータを進めようという庁内プロジェ

クトを立ち上げることができました。

　オープンデータ推進プロジェクトではいろいろなことを行ってきました。例えば幾つか例を

挙げると、横浜は実は東海道が結構通っていて、そこに非常に歴史的な江戸時代の遺産がある

のです。そういう東海道のまちおこしのアイデアソン、ハッカソンをやってみようじゃないか

ということをやらせていただきました。これはどういうことをやったかというと、東海道エリ

アには鶴見区とか神奈川区、保土ヶ谷区とか戸塚区などがあるのですが、行政からそれを貫く

ようなまちづくりの基本的なデータを提供しました。また、コンサルタントに今まで委託して

きていろいろなまちづくりの報告書は作らせてもらっているので、同時にコンサルタントに委

託したデータも、コンサルタントの自主的な意思によってオープンデータ化してもらい、デジ

タルデータとしてデータポータルに入れました。それから市民の方々がみんな古い写真とかを

持っているのです。当時の東海道の絵葉書とか写真を持っていますから、市民の方々にもデー

タを提供していただきました。その上でデータポータルで行政の持っているデータと、民間の

コンサルタントの持っているデータと市民の方々の昔の写真とか絵を一度マッシュアップして、

そのデータに基づいてアイデアソンやハッカソンを行ったのです。その地域の歴史に詳しい郷

土史家の方とか地元の商店街の方々と、実際にアプリを作るエンジニアの方々やNPOの方と

研究者、大学の東京都市大学、亡くなられてしまったのですけれども上野先生という方がすご

く熱心で、そういう研究者の方が一緒になってアイデアソンをやってアプリを開発しました。

例えばARの技術を使ってアプリを開発しました。それはどういうことかというと、これを見

ていただければわかる通り、そこの現場に行きスマホをかざすと、市民の方から提供していた
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だいたその当時の絵葉書が写るのです。今の場所を見ながら昔の場所を参照するようなアプリ

を開発して、実際にこういう東海道の宿場町、こういう商店街で、江戸時代からやっているお

蕎麦屋さんのおじさんがこのアプリを使って当時の町についてアプリを見ながら語って下さる

というようなイベントを行いました。そうするとやはり町の人たちは嬉しいわけです。自分た

ちが提供した写真や絵葉書がこんなアプリになって、それを使って自分たちの町について学生

さんたちや若い市民の人たちに語る。異世代交流になりますし、地域の活性化になる、という

ようなイベントをやらせていただいたのです。区役所も行政も地元の方もエンジニアの方も一

体になってこういうイベントを行いました。

　また、例えば、防災・減災もやはり横浜にとってすごく大きなテーマです。これは超高齢化

が、非常に人口減少が進んでいる左近山という団地で行ったのですが、要はオープンデータを

使って防災・減災の訓練と、防災・減災情報のマップを作ろうという実証実験をやらせていた

だいたのです。なかなかこういう団地ですと町内会や自治会の方々は高齢化しているのではな

いでしょうか。高齢化していて防災訓練となってもなかなか若い人たちが出てこない、ファミ

リー世代が出てこないということがありました。その団地のすぐ横に不動産会社が住宅を開発

していましたので、そこの若い世代、ファミリー世代が住んでいる新しい戸建て住宅と高齢化

が進む団地の住民が交流するためのイベントを行いました。防災・減災をゲーミフィケーショ

ン、ゲームの手法で子どもたちと一緒になって、危険な場所とか備蓄庫とか、防災・減災に関

する重要な箇所を街歩きしながらゲームの手法でやるようなアプリを一緒に開発して、そこで

得た情報をさらにホームページに取り込んで、そこでSNSを使って新旧の住民の対話が起こ

るようなイベントを仕掛けさせていただきました。これもやはり大学研究機関や不動産会社さ

んや地元の町内会・自治会の方々と一緒になって、この時は子ども向けのゲーム形式で防災訓

練をやらせていただいて、その結果などもちゃんと実際に反映されて残るという仕組みを作っ

たので非常に好評でした。こうした防災・減災の取り組みにもオープンデータを活用していま

す。この時に使ったデータが「eコミマップ」といって、横浜市が提供している防災・減災マ

ップなのですけれども、これに住民の人たちが持っている防災・減災情報を落とし込んでもら

うようなゲームをやったということで、やはり横浜市の基盤となるようなデータを活用するこ

とで、民間企業の方々や自治会の方々と一緒になって新しい防災・減災の仕組みづくりをした

ということです。

　また金沢区という区がオープンデータを活用し、お子さんの年齢や住んでいるところに合わ

せた情報を届けられる「育なび .net」という仕組みを実際に開発したりと、まずオープンデー

タを活用したモデル事例を創ろうと多様な民間主体と連携してアクチュアルに活動を進めてき
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ました。一方でやはりオープンデータを庁内で進めていくためには個々の職員が共通の理解に

立てる指針が必要ではないかということで、オープンデータ推進というものを策定しています。

　今、私達が取り組もうとしていることは、先ほど横浜市のホームページが14万ページあって、

そのうち10万ページは死んでいるというお話をさせていただいたのですけれども、ホームペー

ジそのものを抜本的に変えていこうということを 3年間行い、今年度が完成の年です。これま

で各所属がバラバラに出していた情報を、いわゆるデータベースに一度入れてもらって、その

データをどう編集し、どう発信するかは広報課の方でしっかり統括する発想に立つデータマネ

ジメント型の新しいウェブサイトを今年度中に構築する予定です。同時に、市の方でその中か

らオープンデータとして活用できるような形で、他のデータなどとも合わせて届けるような本

格的なデータカタログを構築しています。新たに構築される本市のウエブサイト（データベー

ス）から同期でデータを取り出して、それをオープンデータとして開放することによって、民

間の方々にそのデータを活用してもらうという仕組みを今作っているところです。これと併せ

て「横浜地域力ポータルサイト」というものを構築しようとしています。これは単にデータカ

タログだけを構築しても市民からみれば「単にデータが並んでいるだけじゃん」という話にな

ってしまうので、我々としては横浜市の課題がどんなところにあって、それがどんな裏付けを

持っている課題なのかということと、それに向けて解決するためにはどんなデータが揃ってい

るのかをしっかりわかりやすくするような、データバンクというよりは、イシューバンク、課

題バンクとしての地域力ポータルサイトを作って、そこからいろいろな民間のプラットフォー

ムと連携しながら地域課題を解決していったり、地域を活性化していこうというような仕組み

も今年度中に作る予定です。さらに我々は昨年の12月に発表した中期計画で ICTの活用によ

り本市の政策課題をわかりやすく提示し、民間と行政がオープンデータに基づいてアクション

を起こすためのプラットフォームを構築しようということを謳いました。

　さらに、この中期計画で謳った ICTを活用したプラットフォームのモデルとしてLOCAL 

GOOD YOKOHAMAというものを民間との協働・共創によって構築しました。このLOCAL 

GOOD YOKOHAMAは、市民の方々の声を集めて、それを「見える化」して、市民の方々と

共有化しながら対話によってその課題を共有化したうえで、市民の方々が持続可能な形で課題

解決の取り組みができるようなプラットフォームを民間企業と地域のNPO法人と共に立ち上げ、

運営しています。行政として費用は出さず、オープンデータということでデータを供給するだ

けで今動かしているのが、LOCAL GOOD YOKOHAMAという ICTプラットフォームです。

それではどのようにこうして課題集めや課題の「見える化」、参加の仕組みをこの ICTプラッ

トフォームで展開しているのかというと、例えば「この辺ゴミが多くて汚いな」とか「空き家
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が多いな」とか、いろいろな市民の人たちが課題に気が付いたとすると、スマホでそのアプリ

から投稿できる仕組みを作り、Google Earth上に全部市民の声を表示できるようにしたのです。

同時に、地域にどんな活動をやっている人たちがいるのかということを見せる、「見える化」

します。課題と活動をインターネット上でマッチングするような仕組みを作り、先ほど言った

ようなデータがたまってくると、SNSで地域固有の優先度の高い課題を抽出できるよう解析

を始めています。また、課題を「見える化」するためにローカルグッドでは、数字で出された

だけでは、イメージしづらい、見えづらいところ、例えば「単身化がこんなに進んでいますよ」

というデータを、分かりやすい形でビジュアライズして見せる機能も持っています。例えばデ

ータをインターネットにあげて、デザイナーやエンジニア、専門学校生や大学生と一緒になっ

て作品を作っていく「データビジュアライズソン」というイベントを行ったり、大学や専門学

校の授業としてこうした活動をやってもらっています。またLOCAL GOOD CAFEと言って

いるのですけれども、地域でソーシャルビジネスを行おうとしている方たちや、町内会・自治

会長さんと地域ごとの対話の場も設けています。そこで課題解決のためのプロジェクトを立ち

上げる。そしてプロジェクト化した課題に関してはクラウドファンディングの手法を使って、

市民から広く資金を調達します。みんなの共感を得られたプロジェクトについては、お金が集

まりプロジェクトを実行できるという仕組みです。さらにお金が集まったら、実際に活動経過

報告をインターネット上で共有しながらそれぞれのプロジェクトを進めていきます。

　例えばどんなプロジェクトが成立したかというと、障害者の方々が働いている通所施設があ

るのですが、そこは横浜の郊外部で、結構農地のあるところで、社会福祉施設の庭や敷地で小

麦畑を作ったり、野菜を作ったり園芸を行ったりしながら、いわゆる農を通じて障害者の就労

の場を作ろうとしている団体なのです。障害者がそこで焼いたパンを売ったり、地産地消とい

うことでイタリア料理のレストランをしたり、当然通所施設やお店自体はその法人が行政の補

助金をもらって運営しているのです。そこの敷地の一角にしっかり木を植えて、施設の専用の

土地ではなく、市民の人たちみんなが関わって、要は交流しながら障害者の人たちと一緒にな

って畑をしたり、パンを焼いたりするための赴任地としての居場所を作ろう。そういうコミュ

ニティガーデンを作ろうというプロジェクトです。そのクラウドファンディングの仕組みを使

ってコミュニティガーデンの植栽などの木を集めて、これは達成したのです。今はコミュニテ

ィガーデンができて、本当にいい形で地域の人たちと障害者の人たちの交流の場になりながら、

そこでいろいろな形でボランティア活動なども始まっているというようなプロジェクトがあり

ます。

　それから高校生の職業についてのプロジェクトです。困難を抱える高校生が関西圏も非常に

増えてきていると思うのですけれども、生活保護世帯や外国籍の子たちが多く通う高校があっ

て、そこの子たちはやはり卒業しても無業だったり、中退が多いのです。この子たちは生活困
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窮家庭なので、バイトはしなければ生きていけないのですが、そのバイトが、例えばコンビニ

のバイトのような形で、将来のキャリア形成に結びつかないのです。その子たちを地元の企業

と結びつけようとしたのです。そこで学校の中に居場所を作りました。学校の図書館を家庭的

な居場所にして、そこに集まってきた高校生と話をしながら、地元の企業に、「バイターン」

と言っているのですけれども、職業訓練を兼ねたバイトをやってもらって、できればそこの企

業で雇ってもらえるような仕組みを作ろうということに関して、そこの人件費をクラウドファ

ンディングで募り成立しました。これは実は、行政が若干補助金を出していたのが補助金を打

ち切られてしまった事業なのです。これで補助金が打ち切られてもうなくなってしまうのかと、

高校側や高校生や地元の企業が「どうしよう」と言った時に、LOCAL GOODとクラウドファ

ンディングを導入することによって持続させた、まさに市民の力で持続させている事業で、こ

れによって本当に救われた高校生がたくさんいるのです。こういったことも12月に成立して今

いろいろな形で始まって動いているということです。

　高齢女性によるニットカフェ、これはどういうことかというと、やはり横浜も呼び寄せの高

齢者がすごく増えてきていて、家の中で引きこもりがちな高齢の女性たちがいるのです。こう

いう方々は例えば編み物やミシンの技術は大変持っていますから、そういう方々が今まで趣味

でやっていたりしたのですけれども、コミュニティカフェのような、そういう方々が集まって

できる空間を作りましょうと。さらに、そうした方々が、障害を抱えている方々とか子育て世

代と触れ合いながら、インターネットを通じて実際にニット製品を売れるようにしていきまし

ょうと。そうすれば高齢者のちょっとしたお小遣いになるし、場合によっては、うまく拡大す

れば障害を抱えている子たちの就労の場にもなるし、お母さん方のちょっとしたお小遣いにな

るのです。多様な人たちが一緒になってニット製品を作っていく仕組みを作るということで、

JJさんとかデザイナーさんらにも関わってもらって、そういった会社を立ち上げる資金を一

部このクラウドファンディングで募りました。これも成立して、今会社が立ち上がってその製

品が流通し始めているというような形になっています。

　このようななかなかこれまで行政単独ではできなかったこと、もしくは行政でできなかった

こと、行政が打ち切ってしまったことをもう一度復活させたり、新しく成立されるような、市

民主導で行うための仕組みとしてLOCAL GOODが活用され始めているのです。

　もしよければどんなサイトなのか見ていただくとイメージが湧くかと思います。皆さん、

「LOCAL GOOD」で後で引いていただけると幸甚です。

　今ちょうど行っているのが、「ダブルケア」というプロジェクトなのです。これはどういう

プロジェクトかというと、今、女性の未婚・晩婚化がすごく進んでいます。30代後半とか40代

で出産する方が多いということになると、育児をしながら親の介護が同時進行となる方が横浜

などでも非常に増えているのです。育児に関しての支援というのは、保育所や子育て支援拠点
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みたいなところが相談を受けています。介護は横浜では地域の場合、地域ケアプラザで行って

います。例えば子育てでしたらその子育て支援拠点に相談でき、介護はケアプラザに相談でき

るのですが、両方同時進行だと、それはそれで悩みが非常に複雑なのです。複雑で、しかもそ

の上働いていたりシングルマザーだったりすると非常に厳しい状況になってきています。特に

そうした介護や子育ては女性がほとんど担ってしまいます。特にやはり長女です。長女が担う

ような仕組みになってしまっているので、そうしたダブルケア状態の女性の支援ができるよう

な新たな仕組みを作ろうというテーマでクラウドファンディングを行っています。それが

LOCAL GOODの今一番メインのクラウドファンディングで、それを実施するにあたって、フ

ューチャーセッションや地域の居場所での議論を重ねながらクラウドファンディングをやって

いくという形で進めているところです。私の話はこれで終わります。どうもご清聴ありがとう

ございました。

司会者：関口さん、ありがとうございました。データを出すということがその後、連鎖反応の

ように生んでいくものだということに本当にびっくりしながらお話を拝聴いたしました。それ

では今度はNPO法人コミュニティリンクの榊原さんからまずはコメントをいただきたいと思

います。

榊原氏：NPO法人コミュニティリンクの榊原と申します。関口さんの話を受けてコメントを

しようと思い、実はそれほど資料を作ってきていなくてどうコメントしようかと思っています。

私どもNPO法人コミュニティリンクは 2 年ほど前からオープンデータに関しては県の委託事

業の方で、兵庫県のオープンガバメントとオープンデータの取り組み、また兵庫県内にある先

進的な事業を推進していらっしゃる市長の方への支援という形で参加しております。もう 1点、

私個人でも、宝塚市のまちづくり協議会で広報委員長を 6年間務めております。 7年目に突入

してしまって、定款上では「そろそろ替わった方がいいんじゃないの」という状況なのですが、

広報委員長をやっている私が実は最年少で、もう一つ上がもう50代で、平均年齢は70をもちろ

ん超えているという状況の中で、広報紙をWordで作っております。結局そのWordで広報紙

のデザインを作ったりしていくとどうしてもまだそれを引き継いでできる方が入ってこないと

いうのが課題の現状です。見られました。LOCAL GOOD、こちらですね。

関口氏：もしよければダブルケアの方を。これが今お話したダブルケアです。実際にクラウド

ファンディングにチャレンジしているプロジェクトオーナーの思いのようなものを語ってもら

いながら、「今これくらい集まっていますよ」と金額を表示して、やはりネットでお金を寄付

することに抵抗があるご高齢の方が多いじゃないですか。そういう方々に対しては地域ごとに
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小さい集会をたくさん行い、そこで募金箱を持って集めて、そうしたお金をここに入れるよう

な形にしているということなので、結構アナログとデジタルです。

榊原氏：個人的な興味本位で質問があります。行政が投資に関してPR的に動くことは結構難

しいのではないかと思うのですけれども、その辺はどういうふうな庁内解釈で進めていらっし

ゃるのでしょうか。

関口氏：さすがですね。それがすごく難しくて、僕らも大っぴらに「このプロジェクトにお金

を出して下さい」とは言わないのです。言えないので、ひとつは今言ったように、ここの「LOCAL 

GOODにデータを出しています」、「協力はしています」と。運営自体に協力して、データを

出すことで協力はしていますれども、このプロジェクトに関しては、要はお金を下さいとは言

えないのです。ただ一方で、私たちは先ほど言った横浜会議という場を持っていますので、ダ

ブルケアをテーマにしたフューチャーセッションを行っています。これを行っている地域で子

育てと介護を両方支援しているNPOの方々や大学の先生を集めて、今度またフューチャーセ

ッションを 6 月 2 日にやるのですけれども、そこの場にNPOの方々に募金箱を置いていただ

きます。そこのフューチャーセッションの中でダブルケアについて議論した人で、「ご賛同す

る人は募金箱にお金を入れて下さい」とか、「インターネット上で寄付して下さい」とこの方

たちに言ってもらうのです。その人たちがアピールできる場をさりげなく作って、そこで彼女

たちにアピールしてもらう。土俵づくりをやっているのです。ただ、僕ら自身は直接ここにお

金を投資して下さいとは絶対に言えないので、そういう場づくりをすることによって支援して

いる、協力しているという感じでしょうか。

榊原氏：答えにくい質問にありがとうございました。

関口氏：なかなか微妙なところなのですけれども、でもそういったところでしょうか。

榊原氏：話を聞きながら、ひとつだけこういうものを書きました。僕が今日このコメンテータ

ーとして呼ばれた時に、最初に頂いた題名から、今日関口さんの話を聞かせてもらって、題名

を僕なりの感覚で書き直しました。「市民自治力を向上するモチベーションを上げるために、

どのように行政にオープンデータを届け、調達させ、住民サービスを向上するか」。これは実

はコミュニティリンクが最近行き着いてきた方向性になるのですけれども、最初にいただいて

いる題名ですと、一か所のフィルターのかかった眼鏡で見た一部を切り取った課題の調査なの

かという気がしたのです。僕ら住民側として、市民側として活動している時に、継続していく
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ためにはどうしたらいいかということを結構考えるのです。先ほど言ったようにリタイアされ

た方と僕が平均70歳でもう 6年やっていると、「結局わしら高齢者は何のためにおるんかいな」

とか、PTAと一緒に餅つき大会をした時に、結局餅つきのノウハウなど、ほとんど若い人た

ちが日々しないことのデータベースだけになっていて、「面倒くさいことだけをやってあげて

喜ばれるような存在にならないと、わしら本当に姥捨て山に捨てられる」のような感覚でいら

っしゃる方の方が実は多いのです。逆に若い方は本当に共働きで、先ほど言ったように例えば

子育てしている最中まで働ける環境を用意してくれようとしてくれているけど、子育てしてい

るお母さんは本当は働きたくもなくて、すごくいろいろな不満を言いたいのですが、働いてい

かなければいけない現状も結構あると話すこともあるのです。核家族化が進んでもちろん子ど

もを預ける先もそれすら仕事にしているということで、自治だとか自分のところの子育てだと

か、そのライフバリューを上げるところも、お金を払うという文化が出来上がってしまってい

て、それを逆戻りさせるのは非常に難しいだろうと思われます。ただ、その中で必要な自治が

出てきているのも確かで、それに取り組んでもらうためのモチベーションとは何だろうと考え

た時に、最初に我々がNPOを始めた時にはやはりそれをマネタイズして、仕事として取り組

めるのがいいのではないかと単純に動いたのです。しかし結果的に言うとマネタイズすること

が非常に難しい分野だと思います。逆にマネタイズしてその先に何があるのかを考えると、結

果自分たちがすごく過ごしやすい町になるのです。もちろん税金が安くなるという単純なこと

でもいいと思いますし、普段お金をかけていたものが、「いや、住民サービスとして提供される」

でもいいと思うのです。この「自分たちがやったことが結果自分たちに返ってくる」というサ

イクルを、できるだけ早く小さいところから高回転で回せると、非常に継続的な、そしてより

大きくなっていくようなものができてくるのではないかと思っています。それを「見える化」

するとか、体験してもらうとか、実際そうであるということを立証しやすいのが ITの分野な

のではないかと思います。

　ただ、オープンデータに関して言うと、実は行政が出すというよりは、まず出す側一人一人

の市民個人だと思うのです。その個人がどこまでオープンデータとして行政に預けられるかと

いうところでできることが大きく変わってくるのではないかと思っています。これまではもち

ろんそういうふうに公開を前提でお渡ししていないデータの方がほとんどですので、ほとんど

の行政は出せない状態にあるのですけれども、例えば普通の民間企業でも帝国データバンクさ

んだとか、商工リサーチなどに出した情報をお金で買っているという変な状況があるのですけ

れども、僕はオープンデータが行き着くと、あの会社を全部つぶせるのではないかと思ってい

るのです。今後行政が例えば地域の調査をするというところで、調査費を今まで払っていたも

のに関しては納品形態をオープンデータでしてくださいというスイッチを入れるだけで、大き

く変わってくるのではないかと思っています。もちろんそこに調査内容として「オープンデー
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タですよ」という形で市民から預かってきてもらえば、今までやっていることと大して変わら

ない状況でオープンデータが非常に発生してきます。実は地域で単位自治体や民生、各々が情

報を非常に用意しているのです。この部分がオープンで調達されると、マネタイズができる可

能性があって、地域の自治に対してのガソリンがちゃんといくのです。もちろん有償無償なの

で、今とりまとめているような組織、もちろん我々NPOもそうですし、中間支援組織のよう

な組織もあると思います。この辺が輪番でやっていて何も面白くなかったところのモチベーシ

ョンにつながると面白いのではないかと思っていたりします。

　これは去年の11月くらいに書いたまま、実はまだ更新ができていないのですけれども、今言

ったような話は、例えば本当に町の自治会活動とかに参加していない人にとっては「何言って

るんだろう？」みたいなところもありますし、例えば一個人として行政の窓口で自分のところ

の住民サービスについてだとか、組織間の会話だとかをしたことない人は「なんでそんな回り

くどいことを言うの？」と考えることもあると思います。オープンデータひとつとるにしても、

立ち位置によって全然感覚が違うのです。その辺の感覚のタガを外すというのは非常に難しい

ので、その他の、水澄ましのように情報を集約してくっつけていくという能力はやはり必要に

なってくると思います。

　我々には、実はCode for～（例えばCode for Japan, Code for Kobeなど）という活動があ

ります。こちらはオープンデータがもし整備されていくと、そういったオープンデータを利用

して例えば行政のサービスをより効率的に回したり、住民サービスに届くところの ITの利活

用をより円滑に進めるというようなことができる。それをシビックテックベンチャーとして新

しいビジネスのポイントとしてできるのではないかということを行っています。話が違う領域

に行くのですけれども、地方創生の中で、実はCode for～をやっていると田舎に行くほどエ

ンジニア層というのがいません。いない理由は簡単で、IT企業はほぼ都会にしかないのです。

エンジニア自体はまだ日本全国に2000万人いるかいないかの中で、実際に結構ブラック企業と

呼ばれるような職種なのですけれども、全部ひとつのところに寄らないと大きな開発ができな

いというのが現状です。日本人自体の人件費が高く、海外のエンジニアの方が安いのです。そ

うなってくると地方で 2、 3人がコチョコチョやっていても、全然儲からないうえに人が育た

ないのです。それは非常に問題で、では例えば本当にオープンデータに田舎が取り組んで意味

があるのかというと、今のままだと全くないのです。変な話、今関口さんのお話を聞いたので

すけれども、自治体から言うと関口さんの町が日本一高級車なのです。逆に言うと、どこかの

村だとか単位に行くと、そもそも行政の中の人が ITもわからないし、データをデータとして

持っていません。紙で持っているとか、人に依存しているものの方がはるかに多いのです。担

当者がメモ書きで持っている程度とか、そういうレベルになるので、実は意味がないのです。

ただ、地方創生の中でもそうなのですけれど、ITは「どこでも誰でもいつでもできる仕事」
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という触れ込みで「どんどん田舎でやればいいじゃん」みたいな意味があります。あれは実際

は、結局そうではないところがあるので、やはりその部分をどう育てていくかということが大

事で、ここは本当に官民協働の領域だと思います。例えば自分の町のITビジネスに関しては、

自分の町がやる。自分の町にいるエンジニアで作る。そして、その部分の教育を東京の大手ベ

ンダーと組ませるというようなプロポーザルがもしできるとすると、そういった高度な人材を

自分の地域で育てて自分達で使う、資源を生み出すということができるので、少しその辺の座

組みを何かしらやってみたいというところがシビックテックベンチャーの位置づけになります。

司会者：ありがとうございます。では松井さん。

松井氏：関西大学の松井と申します。コメンテーターということなのですけれども、できれば

関口さんに質問という形で少し話をさせていただきたいと思います。

　私自身オープンデータに興味を持ちましたのは比較的最近で、まだオープンデータの現状を

よく知らないという状況がございます。もともと私の専門は「情報法」といいまして、情報公

開なども含めた情報の自由がテーマです。情報公開とオープンデータと、どう違うのかをお話

していただいたのですけれども、もう少し私が知りたいといいますか、関口さんにお聞きした

いということで今から話をさせていただきます。

　オープンデータを推進する意義、目的ということで、基本的には透明性や信頼性向上があり、

それから国民参加、官民協働の推進、 3番目に経済の活性化や行政の効率化があるということ

ですが、もともと前者の二つは従来のオープンガバメントの方から来たひとつの考え方だとい

う説明がありました。今やこういうオープンデータを私達が普通に活用するという社会になり

つつあるわけですけれども、そもそもオープンガバメント、それから電子政府、あるいは電子

民主主義など、要するにオープンデータが背景とするそういう思想的なもの、基本的な考え方

のようなものとの関連をもう少し話をしていただければと思います。これが 1点目です。

　それから、例えばニューヨークの場合ですと、これは通常どこでも通用する考え方ですが、

内部のデータの積極的な活用。要するに庁内でデータをとにかくまず積極的に活用するという

ことがひとつ。さらに外部への積極的な提供。この組み合わせに依ることによって地域全体と

してのデータの活用ということをニューヨーク市あたりは言っているわけですけれども、外に

出すことがオープンデータですが、やはり内部での活用をしっかりと考えていくということが

前提にあるのではないでしょうか。ただ僕は自分の専門から考えますと、やはり個人情報とい

ったものもあるし、目的外のいろいろな利用があって、それぞれ各部署が持っているものが一

定の目的に基づいて集めているわけですから、それとの関連をどうするかという話が出てくる

はずです。しかも、個人情報保護法が改正されようとしていて、より活用しやすい方向へ向か
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ってもいますので、その辺の考え方というものについて少しコメントいただければと思います。

　それから 3点目ですが、私達の研究班のテーマが「市民自治力向上と市民によるオープンデ

ータの活用を考える」ということで、オープンデータを使って市民自治力をつけよう、あるい

は向上させようということなのですが、横浜市の場合はもう既に市民の自治力があって、例え

ば「横浜オープンデータソリューション発展委員会」の方から先に動きが出てきて、横浜市と

一緒にあるいは市議会が動くということなので、どうしてそのようなソリューション発展委員

会ができたのか、その辺の背景をお聞きしたいと思います。さらに、オープンガバメントと言

う時に、基本的にはそれは行政だけではなくて、横浜市は市議会の方でも結構動きがあったと

いうことですが、市議会そのものがオープンデータをどうしているのかという話に加えて、オ

ープンデータの場合は行政それから立法、司法と、全体を含めてオープンガバメントというこ

とになりますよね。いろいろな委員会でそういう話をされたということですけれども、そうい

った例えば立法府、地方の議会あたりでオープンデータへの取り組みが、別にあり得るのかど

うか、その辺も聞きたいと思いました。

　そもそもどのようなデータがポータルサイトにあるかをやはり聞きたいですね。それをどう

利用しているのか。LOCAL GOOD、この話はあるのですが、通常私達市民が自治体のポータ

ルサイトに入って、一覧を見て、クリックして、そのデータを具体的に、例えばどういうもの

を使ってどのようなアプリケーションを作ったりしているのか、その辺を具体的に聞きたいと

思います。

　それからもうひとつはG 8 を中心にオープンデータ憲章をつくるという世界的な動きがあり

ましたが、このことに関連して何か関口さんがご存知であればお聞きしたいと思います。たく

さん質問してしまいましたけれども、よろしくお願いします。

関口氏：非常に多岐に亘る、特にどれも重要な質問だと思うので、それぞれお答えしていきた

いと思います。最初のご質問というのが、いわゆるオープンガバメントが先行してあった。そ

うだと思うのです。オープンデータになってどう変わってきているのかという非常に重要なお

話だと思うのですけれども、オープンガバメント、電子政府の話は出てきたのが2000年くらい

で、そこの中でやはり情報公開を制度としたり、同時にその中でどこの自治体もホームページ

を持つようになりました。これは見逃してはいけないことだと思うのです。それは大きな成果

だと思っています。90年代の後半ですと、ホームページを持っている自治体の方が珍しかった

のではないかと思います。今は逆にない自治体はないという形で、そういう点ではいわゆる

ICTの推進によってデータは当たり前のようになるべく電子化して公開するものなのだという

ことは広がっていったと思っています。ただ、その時はあくまでもオープンガバメントと言っ

たとしても行政主導だったと思うのです。その当時のオープンガバメントは行政主導で、どう
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行政が持っているデータを ICTを使って公開していくかということで、それを活用して市民

の方々が課題解決に取り組むということまでには至っていなかった、そこ止まりだったと思う

のです。ということはやはり私は先ほどのLOCAL GOODをお見せした通り、今のオープン

データの広がりは、逆に市民の人たちが行政のデータさえ出してもらえれば、実質上具体的に

課題解決ができるような時代になってきたのです。

　その時にやはりひとつ重要なエポックメイキングになったのが東日本大震災だと思っていま

す。クラウドファンディングもソーシャルメディアもビッグデータ解析もやはり東日本大震災

に対する復興支援の中で生まれてきたものだと思うのです。ちょうどここの阪神大震災の後に

NPOが立ち上がってきたのと同じように、東日本大震災の後にこうしたソーシャルビジネス

やソーシャルメディアを中心にした新しいオープンデータを活用したオープンガバメントの動

きが起こってきているのではないかと思います。

　それともう一つは、2000年はじめと今の違いで言うと、やはり経済ということが非常に大き

なキーワードになっていると思います。それは先ほど私もお話させていただいた通り、政府も

やはり経済活性化のひとつとしてオープンデータ、ビッグデータということを言っているとい

うところで、経済が立ってくる。ただこれはある部分で非常に危険で、逆に言うと今オープン

データよりビッグデータの方が先行して言われるようになってきています。だんだんオープン

データという言葉が消えつつあるというのは、要はデータというのは経済活性化のための端な

のだということに全部割り切れてしまうと、本来のオープンガバメントの側面が消えていって

しまうのではないかと思うのです。ということで、そこはやはり自治体としては市民主導の地

域課題解決と経済面活性化はやはり両輪なのだということを言い続けなければいけない、それ

がたぶん新しいオープンガバメントなのだろうというのがひとつ思うところです。

　もうひとつはニューヨークの例。私も特にブルームバーグのニューヨーク市政は非常に研究

しています。おっしゃった通りで本来ならば行政内部でのデータ活用、つまりデータに基づく

行政の推進があるべきだったのだと思うのですけれど、横浜の場合はそこがいびつで、逆にオ

ープンデータから入りました。つまり外の人たちに向けて「データを活用してください」と出

すところから始めようというところで、内部でのデータ活用とか、データに基づく行政の検証

というものは実は今までほとんど行われていなかったのです。しかし今年度からりオープンデ

ータにあわせてデータサイエンスを本格的に行政に導入しようということで、市内の大学研究

機関とあわせて、特に医療や福祉政策のビッグデータ解析をしながら健康長寿社会をどう作っ

ていけばいいのかといった施策を、データサイエンスに基づいて組み立てていこうというプロ

ジェクトを進めます。例えば今どこの自治体も健康長寿社会などとやっているのですけれども、

横浜市も例えばウォーキングポイントを行ったりしているのです。つまり、オムロンと組んで

市民に万歩計を渡して、歩け歩け運動をやるわけです。どれだけ歩いたかということで、ポイ
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ントがたまる。ポイントがたまると景品がもらえるというシステムなのですけれども、それで

健康長寿社会を作りましょうと言っているのです。「そんなバカな話はない」と、「歩け歩けの

万歩計を渡して健康になるんだったら苦労しねえよ」と、そう思わないですか。しかもそんな

万歩計を渡すのにすごく多大な税金がかかっているわけです。それはないだろうと。健康長寿

社会を作るのだったら、まずどんな生活行動が健康に結びつくのかということをしっかり考え

なければいけないわけで、その時に僕らはいろいろ研究調査したのですけれども、やはり食生

活と運動とソーシャルアクションなのです。どんな人たちがどんな食生活と運動とソーシャル

アクションをしていれば健康長寿なのかという、これもデータがほしいのです。データをとる

時に、私たちが今考えているのは、例えばそういったデータは今ひとつのブームで、健康保健

組合と組んでカルテか何かを集めてカルテ分析をすれば健康長寿社会のデータがとれるのでは

ないかと言われていますけれども、そんな訳ないだろうと思うのです。つまりその方は病気に

なった方のデータばかりですよね。健康な方のデータではないのです。健康な方のデータをど

うとるかというのが実は健康長寿社会に非常に大きなポイントで、私は市民データバンクのよ

うなものを作ってはどうかと言っています。横浜市には介護予防施設、ケアプラザという包括

的な支援センターがあって、そこが高齢者の方々のいろいろな居場所になっていたり、ケアを

やったりしているのですが、そこに来る高齢者の人たちに対して横浜市の次世代のためにデー

タを提供して下さいということを訴えて、さらにそのデータを登録してもらえれば、いざその

方が倒れられた時に、そのデータに基づいて適切な医療とか支援ができるような仕組みを作ろ

うじゃないかということを言っています。シビックプライド、つまり横浜市民として健康長寿

社会を一緒に作っていくのだということで、あなたのデータを提供してください、提供し続け

て下さい、そういうみんなのデータを集めてビッグデータ解析をして、食生活等、特に運動と

ソーシャルアクションのようなものをそこで合算してどんなライフスタイルであれば健康長寿

なのかというモデルを一緒に作っていきましょうという呼びかけをすればできるのではないで

しょうか。データバンク構想をいくつかの大学とケアプラと組んでやり始めようと思っていて、

たぶんそうしたことをやっていく中で、ニューヨークのブルームバーグがまさにそこの医療福

祉のビッグデータ解析によって非常に医療福祉者を削減しましたけれども、我々は逆に市民と

一緒になってしっかりとしたビッグデータを作り上げていくことによって、新しい健康長寿社

会を作っていくことができればいいかなと思っているというところです。

　 3点目ですが、市民自治の向上ということで、横浜の場合はもともと2000年くらいからICT

をやっていたNPOさんがとても活発に活動していて、そういう意味では非常に横浜は本当に

市民自治・市民協働の土壌があるところなのです。だから、榊原さんがおっしゃった通り、そ

ういう意味では日本で一番恵まれている自治体だと思います。本当に恵まれています。そうい

う意味では市民協働とか市民自治とか、こういったオープンガバメント系の仕事をしている行
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政職員がこんなに楽で楽しい自治体はないです。隣の職員と語るよりも市民と語った方が高度

な話ができるわけです。それぞれの専門的な市民がたくさんいますし、この人はもしかしたら、

例えば政治家にしたら本当にヒラリー・クリントンのようになるのではないかというような人

がたくさんいるわけです。本当に冗談抜きにして。そういう政治力や自治力を持った人たちと

の対話によって僕らは若い頃から鍛えられています。たぶんそういった市民力では横浜は本当

にすごいと思っているので、そういう意味では行政職員は非常にその人たちに助けられてやら

せていただいていると実感しています。だから大胆な政策を打てるのです。これだけ大胆な政

策、さっき言った市民データバンクも他の自治体ではちょっと考えられないでしょう。そんな

ことに市民がシビックプライドを持って協力している。でも横浜だったらあり得るのです。僕

はあり得ると思うので、やれるのだろうなと思っているのですけれど。ご高齢で、横浜で一人

になって、「じゃあそれ一緒にやりませんか」ということを言えばやってくれそうな人が本当

に何人も思い浮かぶのです。これがやはり横浜の市民力なのだろうなと思います。

　最後のどんなデータを出しているかということで言うと、ひとつはまだ今の段階ではアイデ

アソンとかハッカソンみたいなイベントを仕掛けないと、いくらデータカタログを整備しても

民間企業の方々や市民の方々がアプリに活用していただけるような状態では全くないです。だ

から、イベントと一緒にデータを出していいます。例えば具体的に言うと、先ほど少しお話し

た中期計画、昨年12月に作成したのですけれども、 9月くらいから、市民の方々と一緒にデー

タをオープンデータ化したのです。中期計画にのっているデータや内容をデータカタログでオ

ープンデータにしたのです。それは画期的だったと思うのですが、ただそれだけではなく、そ

のデータを活用して、高校生や大学生や専門学校生に呼びかけて、横浜の課題を解決するため

のコンテストをやります。アイデアソン、併せてハッカソンをやりますということで、「ユー

スアイデアソン・ハッカソン」というものを、中期計画の策定プロセスに合わせて、高校生、

大学生、専門学校生と一緒にずっと取り組んでいったのです。この 2月くらいにアプリを開発

してもらって、それを発表しました。高校生や専門学校生に横浜の課題を解決するためのアプ

リを開発してもらったのです。僕らとしては総合計画への市民参加、例えばパブリックコメン

トとか、高校生なんかに作文を書いてもらって、未来の横浜について語ってもらおうとかとい

う話をよくやるのですが、「じゃあ高校生が書いてくれた作文がどんなふうに中期計画に反映

したんだ」というと、「作文を読んだだけだろう」と思うわけです。そういう見せかけ参加は、

僕は大嫌いなので、どうせやるのだったらちゃんとアプリを作ってもらおう、それでいいアプ

リに関してはちゃんと活用できるようにしようということで、例えば選挙の投票率をアップす

るようなアプリを高校 1年生のチームが作ってくれたりするわけです。それがすごくいいとい

うことで、今度 5月に公表してホームページからダウンロードできるようにするのです。統一

地方選に間に合わなかったのが残念というか、実は間に合っていたのですけれどもいろいろ政
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治的な事由で公開できなかったのが残念でした。ちゃんと形にしてもらおうと。形にしたもの

に関しては横浜市としても責任を持ってちゃんとプロモーションをしていく。今まだオープン

データは本当に始まったばかりですから、単に公開しっぱなしにするのではなく、そうした利

活用モデルを一緒に作っていった上で、こんなデータを活用すればこんなこともやれるのだよ

ということを示し続けます。あと 2、 3年は示し続けながらデータを作りためていって、特に

来年度、先ほど言ったようにホームページを抜本的に変えて、新しいデータバンクのシステム

を作りますから、そこで本格的に策を展開してければと思っているところです。

松井氏：例えばそのポータルサイトに施設情報とか、駐輪場がどこにあるかとか、トイレがど

こにあるかとか、あるいはシカゴの例だと犯罪情報です。どこでどういう犯罪が起こっている

かをマップにしていく。それから町の道路の清掃のスケジュールをオープンにしていくとか、

そういうものがありますよね。例えばその駐輪場とか、そういう公共施設がここにあってとい

う情報がオープンデータとしては出てくると思うのですが、そういうものは具体的にどういう

使い方がされているのでしょうか。元から施設情報はありますけれども、オープンデータとし

てこういう機械判読可能な形で出てくる情報を、具体的にどのような使い方をしているのでし

ょうか。

関口氏：例えば、これはまだ完成していないのですけれども、横浜市では都心でベイバイクと

いうものをやっているのです。都心はやはり貸自転車でやろうと。例えばそういう施設情報と

ベイバイクの情報というのは、行政が出しているのですけれども、ベイバイクを促進するため

のアプリはなかったのです。それを他のいろいろな民間の情報と合わせて専門学校生が開発し

てくれて、いい線までいっているのですが、まだ一応公開できる状態ではありません。先ほど

話したように基本的な施設情報をGISで僕らは提供しています。GISで提供したり、いわゆる

オープンな形で機械判読可能な形で出していけば、他の民間の情報とマッシュアップして実際

に使えるアプリを開発してくれるような技術を持った若者たちは非常に増えてきています。ご

高齢の方でもすごい人がいて、70過ぎて自分たちのアプリを開発して、ハッカソンで優勝して

しまうような方がいらっしゃるわけです。60代70代の方でも今は ICTに精通した方々が増え

てきていますので、そういうご高齢の方のシルバーパワーでアプリを開発するということもで

きます。横浜市は基盤的なデータさえ出せば、それをうまく活用していただける層の方々はや

はりとても広がってきている、増えてきていると思いますし、僕らがそんなに考えなくても、

その人たちがいろいろ発想で、民間のデータとマッシュアップしてやってもらえるような、ア

イデアソン、ハッカソンのような機会さえ作れば広がっていくのだろうと考えています。

　ただ、くどいようですけれども、「データカタログを作りました。そこにデータをアップし
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たから皆さん使って下さいね」というだけではたぶん誰も使わないです。やはりどういうふう

に使って、その成果がどういうふうになるのだということを見せ続けないと、それは使われな

いということです。潜在的なそういった使いの担い手も増えてこないと思います。

司会者：ありがとうございました。それでは少し時間を過ぎましたけれども、ここで 1度休憩

を挟みたいと思います。 4時再開としたいと思いますので、よろしくお願いします。

  以　上　


