
水戸市のオープンデータへの取組みと

今後の展望

水戸市 市長公室 情報政策課

水戸市マスコットキャラクター「みとちゃん」水戸市マスコットキャラクター「みとちゃん」水戸市マスコットキャラクター「みとちゃん」水戸市マスコットキャラクター「みとちゃん」



水戸市

本日の説明について

１ 水戸市の紹介

２ 水戸市のオープンデータへの取組み
３ 取組みで見えてきた課題等
４ 今後の取組みと展望



水戸市

１ 水戸市の紹介

少し宣伝です！



１ 水戸市の紹介 水戸市

水戸市は･･･どこでしょう？

ここですよ！

人口：270,953人

世帯数：118,322世帯

（H27.9.1）

面積：217.43㎢

市制施行：明治２２年

おおよそ
100km



１ 水戸市の御紹介 水戸市

偕楽園

弘道館
水戸芸術館



１ 水戸市の紹介 水戸市

食べ物もおいしいです！

ほかにも
いろいろ



１ 水戸市の紹介 水戸市

今年のニュース

弘道館･･･
厳格に学問にはげむ場所

偕楽園･･･
領民とともに楽しむ場所

一張一弛（いっちょういっし）



１ 水戸市の紹介 水戸市

ちょっと早いのですが･･･水戸といえば



水戸市

２ 水戸市のオープンデータへの
取組み

オープンデータ？言葉の意味も分からずスタートです。



２ 水戸市のオープンデータへの取組み 水戸市

〇 アーバンデータチャレンジのシンポジウムへ参加
平成25年６月
「地域のお悩み聞かせて下さい～

アーバンデータチャレンジ2013東京キックオフイベント」

〇 コード・フォー・ジャパン自治体勉強会への参加
平成26年２月

〇 全所属向けオープンデータ研修会の開催
公共イノベーション代表取締役の川島宏一氏による
（平成26年３月）

地域課題の解決に役に立つ？？
手探りで始めてみました･･･



２ 水戸市のオープンデータへの取組み 水戸市

オープンデータで地域課題解決

水戸市第６次総合計画の

重点プロジェクトに活用できないか

この２つをターゲットに



【こんなことに利用できないか】
商業施設等の新たな誘致，
中心市街地の活性化，
起業支援，
まちなか居住の促進など

水戸市

～水戸の自然、歴史、文化の魅力を生かした～～水戸の自然、歴史、文化の魅力を生かした～～水戸の自然、歴史、文化の魅力を生かした～～水戸の自然、歴史、文化の魅力を生かした～
観光観光観光観光集客力アッププロジェクト集客力アッププロジェクト集客力アッププロジェクト集客力アッププロジェクト

～人が集い、地域経済の活性化をリードする～～人が集い、地域経済の活性化をリードする～～人が集い、地域経済の活性化をリードする～～人が集い、地域経済の活性化をリードする～
まちまちまちまちなかにぎわい・活力創造プロジェクトなかにぎわい・活力創造プロジェクトなかにぎわい・活力創造プロジェクトなかにぎわい・活力創造プロジェクト

【こんなことに利用できないか】
既存の観光資源（偕楽園，弘道館，
千波湖等）の魅力アップ，
水戸芸術館を中心とした
文化の拠点づくり，観光PRなど

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



水戸市

でも・・・ノウハウが無い！
そんな時に･･･

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



水戸市

アーバンデータチャレンジ（UDC）が開催との情報！

UDCとは･･･
一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会と東京大学空間情報科学
研究センター「次世代社会基盤情報」寄附研究部門が，全国11の自治

体・地域とともに，オープンデータの推進による持続的な社会発展の可
能性についてさまざまな研究等を行っております。

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



水戸市

アーバンデータチャレンジが開催される！
「水戸市も参加させていただきたい」

･･･と御相談させていただきました。

ありがとうございました。

アーバンデータチャレンジとともに，
オープンデータへの取組みがスタート

2014年度の拠点のひとつとして活動

することが認められました。

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



・オープンデータの第一線で活躍されている方をファシリ
テータとしてお迎えし，指導を受けることができた。

・水戸市でのイベントから，地域で活躍されている市民団体
Code for Ibarakiとの連携ができた。

・市民の方々との協働事業が開催できた。

水戸市

アーバンデータチャレンジとともに活動することによって

産学官民の連携によるオープンデータの推進へ

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



まち歩きの様子

水戸市

参考：まち歩きの成果（お菓子食べ歩きマップ）

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



参考：まち歩きの成果（商店街のデータ）

水戸市２ 水戸市のオープンデータへの取組み



参考：まち歩きの成果（商店街のデータ）

水戸市２ 水戸市のオープンデータへの取組み



水戸市

オープンデータについて，皆さんに知らせたい！

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



○ 「オープンデータ推進フォーラムin水戸」 を開催

水戸市

○講演○講演○講演○講演

大阪市特別参与（当時）大阪市特別参与（当時）大阪市特別参与（当時）大阪市特別参与（当時） 川島宏一様川島宏一様川島宏一様川島宏一様

東京東京東京東京大学空間情報科学研究センター大学空間情報科学研究センター大学空間情報科学研究センター大学空間情報科学研究センター

瀬戸寿一先生瀬戸寿一先生瀬戸寿一先生瀬戸寿一先生

○パネルディスカッション○パネルディスカッション○パネルディスカッション○パネルディスカッション

OKFJ 東様東様東様東様

コード・フォー・カナザワコード・フォー・カナザワコード・フォー・カナザワコード・フォー・カナザワ 福島様福島様福島様福島様

コード・フォー・イバラキコード・フォー・イバラキコード・フォー・イバラキコード・フォー・イバラキ 佐藤様佐藤様佐藤様佐藤様

商店会連合会会長商店会連合会会長商店会連合会会長商店会連合会会長 大橋様大橋様大橋様大橋様

瀬戸先生の御講演の様子瀬戸先生の御講演の様子瀬戸先生の御講演の様子瀬戸先生の御講演の様子

マスコミ等にも取り上げられマスコミ等にも取り上げられマスコミ等にも取り上げられマスコミ等にも取り上げられ，水戸市のオープンデータ，水戸市のオープンデータ，水戸市のオープンデータ，水戸市のオープンデータへへへへ

の取組みの第一歩として有意義の取組みの第一歩として有意義の取組みの第一歩として有意義の取組みの第一歩として有意義なフォーラムとなりました。なフォーラムとなりました。なフォーラムとなりました。なフォーラムとなりました。

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



水戸市

アプリコンテストで「水戸市長特別賞」を設けました。

アーバンデータチャレンジと共催で，「水戸市長特別賞」を設定し，水戸市
でのオープンデータへの取組みを支援することとしました。

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



水戸市

結果は･･･

２ 水戸市のオープンデータへの取組み

担当課との勉強会
が始まります！



今後のオープンデータの取組みに向けた指針となる「オープンデータ取組
ガイド」の策定に向けて，弘前市，掛川市，橋本市とともに調査・研究を行
いました。

水戸市

Ｊ－ＬＩＳとの「オープンデータ調査研究事業」に参加しました。

２ 水戸市のオープンデータへの取組み

出典：地方公共団体情報システム機構ホームページ



水戸市

OpenTextMapを利用して，を利用して，を利用して，を利用して，
水戸のガリバーマップ（水戸だ水戸のガリバーマップ（水戸だ水戸のガリバーマップ（水戸だ水戸のガリバーマップ（水戸だ
いだらマップ）を作成しました。いだらマップ）を作成しました。いだらマップ）を作成しました。いだらマップ）を作成しました。

コード・フォー・イバラキ，コード・フォー・イバラキ，コード・フォー・イバラキ，コード・フォー・イバラキ，
伊能社中，伊能社中，伊能社中，伊能社中，
茨城大学の皆さま，茨城大学の皆さま，茨城大学の皆さま，茨城大学の皆さま，
ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！

←ちなみにダイダラ坊
出典：OPEN TEXT MAPホームページ

インターナショナルオープンデータディインターナショナルオープンデータディインターナショナルオープンデータディインターナショナルオープンデータディ2015in茨城を後援茨城を後援茨城を後援茨城を後援

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



○ イベント時のレクチャー

○ オープンデータライブラリーへのデータ提供

水戸市

市役所内部の協力体制ができてきました。

２ 水戸市のオープンデータへの取組み



水戸市

３ 取組みで見えてきた課題等

いろいろ取組みを進めてきましたが，課題もありました。



３ 取組みで見えてきた課題等 水戸市

オープンデータを継続的に推進するための体制整備

データ公開への恐怖心をどう払拭するか？

成功事例の蓄積

担当部署すべてが参加する「オール水戸市役所」の体制で
取組みを推進する！

「このデータ，公開は可能？」
「オープンデータにしても大丈夫？」の不安を解消したい！

「カタログサイトができたから完了！」
「これ以上何が必要なの？」・・・成功事例を可視化したい！



水戸市

４ 今後の取組みと展望

課題も踏まえつつ，更なる取組みを進めます！



４ 今後の取組みと展望 水戸市

アーバンデータチャレンジ2015への参加～今年もやります～

東京大学をはじめとする様々な大学の研究者，地域で活躍するエンジ
ニア，自治体職員等と，オープンデータの今後の推進について取組みを
進めます。

水戸の名所 偕楽園
でも･･･「梅の季節だけ」

「２時間もいれば十分」
「梅より海産物！」

偕楽園の魅力をもっと伝えたい！
そんな思いとともに開催します。１１月１５日（日）予定
詳細は水戸市ＨＰでお知らせします。御参加お待ちしています！

今年は･･･ ウィキペディアタウン 偕楽園



４ 今後の取組みと展望 水戸市

地域のエンジニア等の力を地域の活力創造に活用したい

水戸市の地域課題に役立つアプリなどの開発に向け，コンテストなどを
企画し，エンジニアの「やる気」を地域の活力創造に導きたい！

「水戸市長特別賞」 ～今年も設けます～

水戸市の重点プロジェクトである「観光集
客力アッププロジェクト」や「まちなかにぎ
わい活力創造プロジェクト」の推進に資す
る作品（アプリ，データ，アイデア等）に特
別賞を贈呈します。

※参考 昨年度の内容です。

アプリ：５万円分の商品券＋副賞（水戸の名品）

データ：３万円分の商品券＋副賞（水戸の名品）

アイデア：１万円分の商品券＋副賞（水戸の名品）



４ 今後の取組みと展望 水戸市

水戸市オープンデータ研究会を行います！

２ 研究内容

（仮） 「ビジネスに有用なオープンデータの利活用研究」

～どのようなデータが企業やビジネスに，どうように役に立つのか～

○「こんなデータがあると，こんなことが出来る」などが研究する。

必要なオープンデータが見える。使えるオープンデータが見える。

○企業の事業にデータを活かすためのデータ活用を研究する。

サービス視点でのデータ活用を研究し，差別化・競争力を生み出す。

○オープンデータ利活用の動向把握

○参加者同士の相互交流と課題共有

１ 研究会の名称 ： 「水戸市オープンデータ利活用研究会」「水戸市オープンデータ利活用研究会」「水戸市オープンデータ利活用研究会」「水戸市オープンデータ利活用研究会」

開催回数 ： ３回 （１回目：１１月 ２回目：１２月 ３回目：２月 ）

開催日時 ： 第１回目はオープンデータの勉強会を予定

開催場所 ： 水戸市役所

３ 参加対象者

・水戸市職員 （情報政策課・商工課・観光課･･･）

・関連団体 （商工会議所，観光協会・・）

・企業 （観光施設の関係者，宿泊施設の関係者，外食施設の関係者，

地元の旅行代理店，交通（バス会社関係），祭り・イベントの関係者・・）

・大学

・IT企業

１回目は講演会形式 ２回目以降は12～13名程度のワークショップで

オープンデータの更なる推進に向け，地域企業，NPO，大学等と協働で
本市においての活用法など調査，研究を進めます。

第１回は
11月27日(金）開催

有識者の基調講演
とビジネスでの成功

事例を御紹介！

詳細は水戸市ＨＰ
で近日公開！



４ 今後の取組みと展望 水戸市

そして･･･

新たなもう一つの取組みが動き
始めます。



水戸市
Ｐｓｔａｙプロジェクト



４ 今後の取組みと展望 水戸市

市民参加型

Ｐｓｔａｙプロジェクト 水戸市の着目ポイント

得られたデータがオープンデータへ

地域課題に市民が参画
協働による地域課題解決に向けた取組みに発展

市民によるオープンデータの作成

必要なデータを手軽に

様々な判断にデータを利活用



４ 今後の取組みと展望 水戸市

オープンデータを活用した更なる展開としては･･･

市民参加型の行政を実現するためのツールとして活用

産学官民協働による展開がキーポイントに

大事なことは・・・
オープンデータを一過性の「お祭り」にしないこと

そのためには成功事例を少しずつ積上げること。

オープンデータを活用して，
新しい行政のあり方を考えて行きましょう！



ぜひ御意見等をお寄せください！
水戸市市長公室情報政策課 担当：北條

029-252-7781

Mail:sys@city.mito.lg.jp

～ありがとうございました～


