
第３回福岡市データ活用推進有識者会議 議事要旨 

１．日 時：平成３０年１１月２０日（火）１４：００～１６：００ 

２．場 所：アクロス福岡 ６０５会議室 

３．出席者：荒牧構成員，牛島構成員，大橋構成員，小笠原構成員，横山構成員 

  事務局：福岡市総務企画局 ICT戦略室小林室長，植村 ICT戦略課長 

４．議事概要 

(1)開会

(2)議 事

①牛島構成員説明（資料１）

（説明概要） 

・ 本日はシビックテックという切り口から，オープンデータの可能性について説明。

・ 佐賀で Code for SAGAという法人格を持った団体として活動。メンバーは県内の IT

企業，行政職員，大学関係者，時々学生や高校生も参加。定期的に継続的にという

のを意識し活動を続けている。

・ これからは，行政と市民を市民参加型のＩＴを利活用する団体がうまくつないで地

域を作っていくことが大きな意味を持ってくると思う。

・ そのためのリソースとして重要なのがオープンデータだが，オープンデータを推進

していく現場で行政職員の手間が増えたり，データが悪用されたらどうするとか，

間違った情報を公開してしまったらどうするという心配の声が多く出てくる。しか

しこれから新しいものを作っていく前の段階でそれを言ってしまうと何も起こらな

くなる，リソースを提供するのは行政の役割と割り切って，積極的に取り組んでい

くべき。

・ オープンデータで何が起こるかではなく，何を起こしていくか。例えば観光情報は，

行政が観光アプリで提供しよう，という議論にこれまではなっていたが，例えばデ

ータだけを公開し，アプリケーションは民間や市民団体に作ってもらって，コスト

や手間を一気になくすなど。理想的にはその一部を，民間が作るサービスの支援や，

市民サービスを市民が自らつくるような活動のバックアップにコスト移譲していく

ことで，結果的に市民サービスの向上とか多様化だとか，充実だとかにつながって

いくと思う。

・ 関わった事例の紹介。静岡新聞の防災アプリ「チームバディ」。自治体の防災系のア

プリもよく作られるが，新聞社はニュース，コラム，気象情報，Ｌアラート（災害

情報共有システム）を受ける仕組みを持っており，それを新聞社のリソースとして
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生かしつつ，行政のオープンデータを組み合わせることで，民間企業だからできる

防災アプリとして提供している。 

・ Code for SAGA は紙のゴミカレンダーから csv データを作り，5374 の佐賀市版を作

ったが，佐賀市も 5374の形式に合わせ csvデータを作成し，オープンデータとして

公開するということになり，双方の協力で相乗効果が生まれている。アプリを作っ

て公開・維持していくには結構コストがかかるので，我々が作ったものを公認する

ことで佐賀市はコストを掛けずに市民サービスを提供できる。市町村合併による未

対応エリア対応を有償の仕事として請け負ったり，ネイティブアプリ化や多言語対

応の予算額の相談もいただき，わずかではあるが活動に予算がつくことにも繋がっ

てきている。

・ 先月，佐賀県内のバス事業者のデータを全て佐賀県が提供するプラットフォーム上

に登録をしてもらい，一括して GTFS形式のオープンデータとして公開した。小規模

の会社もあり事業者独自ではなかなかできなかっただろう。行政側が束ね，一括処

理することで非常に使い勝手のいい仕組みが提供されている。佐賀市営バスは独自

でアプリを出されているが佐賀市営バスしか検索できない。Google経路探索のよう

な既存のサービスに乗せることで，全ての乗り継ぎが分かる最適化された情報が提

供され，行政サービスの効率化と充実を両立させることができる。例えば外国から

のお客様が来られた時に，佐賀市営バスのアプリをダウンロードして下さいという

のは難しいので，既存のサービスの中にデータが乗っていることのメリットという

のはそういうところにもある。

・ オープンデータの価値も様々。写真や画像のオープンデータ化で有名なのが金沢市。

風景データのほか，図書館の古地図や古文書等の画像データの提供も始まっており，

またオープンデータとは呼べないデータ形式のもの，例えば商用利用禁止のものも

ライセンスごとに素材を検索できる。シカゴ美術館は浮世絵等，著作権が切れたも

のを cc0 というライセンスで公開。国内でも，例えば大阪市立図書館のデジタルア

ーカイブでは，昔の絵葉書や写真を CCBY で公開。Wikipedia Town という地元のウ

ィキペディアの記事を充実させようとする時に，そういったものが使われている。

オープンデータというとデータカタログサイトをイメージしがちだが，こういった

ものもオープンデータとして，広義にとらえていくことも考えてもよいのでは。 

・ データ活用推進計画を策定するに当たっては，連携をいかに描くかが重要。福岡都

市圏での連携など自治体間の連携，県との連携，企業との連携，市民との連携。

・ 人材育成については，庁内のデータ活用人材育成とともに，企業や市民の啓発とい

った視点も必要。
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【大橋構成員】Code forの活動を継続するには資金が回っていかないと難しいと思うが，

どうされているか。また，オープンデータを活用したサービスについての苦情など，

そういう際の責任についてはどう対処されているか。 

【牛島構成員】Code forの運営面に関しては, 1つはボランタリーな活動として割り切

り，好きな人が好きな時に好きな活動をやる。大部分の Code forがそうだと思う。

もう一つは，Code for SAGA もそうだが，法人として活動していこうということで

NPO 法人になっているのは２箇所あり，一般社団法人になっているのが Code for 

JAPANと Code for KANAZAWA。Code for SAGAの場合だと，法人化したことで，例え

ば情報モラルに関するセミナーなど，付随する関連事業を受託したりすることで全

体が回っている。２点目の責任の問題は，データを公開した時点で，行政側の責任

は一切ないと思う。サービスを作って提供する責任は Code for団体側にあるので，

何か問題が起こったときは団体側が責任を取る必要があると思っている。 

【横山構成員】シビックテック活動は運営資金が課題。何かちょっと大きなイベントを

やろうとすると資金が無い。関連企業にスポンサーなどご依頼をしたりすることも

あるが，そういう形ではシビックテックとしての活動が束縛されてしまう可能性も

ある。シビックテックは自由度を持った組織であることが非常に大事だと思うので，

何とか参加者の努力で必要な資金は稼ぐしかないのかなと，私も思っている。 

【小笠原構成員】アプリの開発にはサーバとかコンピューティングリソースが必要。先

の費用の話にも関わってくると思うが，最初はボランタリーに誰かが負担して，使

う人が増えるほど，その費用負担が大きくなる。この点，法人化して，それを営利

にしていくことで解決できるということか。 

【牛島構成員】まだそう多くのアプリケーションを作って動かしているわけでもないの

で。5374 アプリは Github Pages を使っている事例が多く，費用をかけず運用でき

ている。 

【小笠原構成員】海外の特定の事業者のリソースに依存した状態になっているとも言え

る。オープンデータの利活用を増やすという時に，今後，サーバやコンピューティ

ングが，10年前ならクラウドサービス，今でいうとコンテナという形でいわゆるマ
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イクロサービス化していって，そういうサービス自体がオープンサービスになった

ときに，そこに対して維持管理費用の負担は誰かがきちんと見ていくということを

絵として描かないといけないのではと感じた。 

 

【事務局】佐賀県の例では，県内交通事業者の GTFS データは県庁が費用負担して作成

したのか。 

 

【牛島構成員】プラットフォームを用意しているのは佐賀県で，そこに事業者がデータ

を入力している。事業者にも例えば国交省への届出等の作業が軽減できるというメ

リットがある。 

 

【事務局】福岡市では市営渡船の GTFS データを公開しているが，自力でメンテナンス

している。自前でデータを作った場合メンテナンスの負担が大きいのが課題。 

 

【横山構成員】企業がこれからオープンデータを使ったビジネスモデルを作るなど，活

用していくことが求められると思うが，そういう意識がビッグデータほどないよう

な気がしている。Code for SAGA の会員の中でそのような意識について議論はある

か。 

 

【牛島構成員】Code for SAGAのメンバーは IT企業に所属している人も多く，自社でこ

のデータを活用してみたいといった話は出てきているようだ。ただ，まだ公開され

ているデータも限られており，統計情報がほとんどであり，実際に使えるデータが

なかなかないという側面もあると思う。一般の企業がオープンデータのことを知っ

て使うまでにはまだなっていない。企業にどう使ってもらうか，うまく回り出すま

ではある程度行政のほうでも背中を押すような活動があってもよい。スタートアッ

プでオープンデータを使って何か作るところを支援するといった仕組みも面白い

と思う。 

 

【荒牧構成員】先週，ISITとして駅前不動産とプレスリリースを行った。福岡市がオー

プン化した校区データ（校区の地理的な範囲を示す位置情報）を使って，物件が所

属している校区を地図上に表示するというサービスの実証を行った。API もオープ

ンに，関連の業界にある程度公開していくことを目指していきたい。 
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【事務局】校区情報は，全国的にまだオープンデータとしているところが少ないが，非

常にニーズの高いデータ。不動産事業者にもヒアリングを行ったが，校区情報や公

共施設の位置情報は，営業の方が実際に歩いて見て回っているそうで，すべてデー

タで確認できたら非常にありがたいと聞いている。 

 

【牛島構成員】国内では不動産関係のデータのオープンデータが海外に比べて遅れてい

ると言う。そういった意味ではすごく画期的。 

 

【荒牧構成員】特に，今回はやり取りする中で，地場のＩＴ企業が間に入って，こうい

うことをこちらのユーザーに呼びかけてやったらどうかなど言われたこともあり，

やはり地元の企業が意識を持ってユーザーの方と我々を結び付けていただけると，

機会も増えるし，事例も増えるのではと。 

 

【事務局】ボランタリー精神の源泉というか，シビックテック団体のみなさんはどこに

喜びを感じて活動されているのか。また，どうしたらより良い関係で行政と一緒に

やっていけるのか教えてほしい。 

 

【牛島構成員】例えば，地区の公民館の玄関の戸は立てつけが悪かったら誰か腕に覚え

のある人が直す。シビックテックもそういうものだと。地元のために，日曜大工が

できる人が集まって，ちょっとお手伝いしたらできるようなことをみんなでやるの

がシビックテックだなと思っている。そういった意味では，みんなそれを楽しみな

がら，誰かがこれいいねって言ってくれるのを楽しみながらやっている感じなので

それほど負担に感じている人はいないのでは。 

 

【小笠原構成員】材料代ですよね。シビックテックに使うコンピューティングリソース

がある程度パブリックに用意できて，こういうことに使うときはこういうものが使

えますよというような用意がされているといい。 

 

②大橋構成員説明（資料２） 

（説明概要） 

・ 5G の特徴として，一つは超高速。4K や 8K の画像転送もできる。一つは超低遅延。

自動運転など，ミッションクリティカルなアプリケーションに対しては，超低遅延

で超高信頼な伝送を行いたいという要求がある。もう一つは多数同時接続。今の IoT
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や M2M の下支えをするワイヤレス，それぞれ遅くてもいいから膨大な量のデバイス

をサポートできるということで，特にオープンデータ，ビッグデータにはこの領域

が期待されていると思っている。 

・ センサーネットワーク普及の方向性としては，初めは公共系，大気汚染や河川の流

量管理といった有用性が高いもの。次には気象情報，道路交通といった準公共系，

民間単独では難しいが，公共と一緒になってサービス提供するもの。この２つが公

共オープンデータとして期待が大きくなっている。最後に普及するのが純民間系，

ホームセキュリティや通学・高齢者見守り等ではないか。 

・ 将来，おそらく 5Gの周波数は遠くまで伝わらないので，都心の非常に混雑したとこ

ろ，インドアやオフィスの中や家の中といったところが 5Gの実現フィールドになっ

てくると期待している。オールワイヤレス，自宅のケーブルが全てなくなるのもあ

り得る。ストレージを持たない，すべてワイヤレスで，オンデマンドで，というの

はもう実現している。それから WPT（無線電力伝送）。もう始まっているが将来的に

はもっと幅広く使われてくるだろう。 

・ 5G ワイヤレスインフラはビッグデータ・オープンデータを下支えする存在になる。

数多くのセンサーからどんどん情報がワイヤレス等を通じて流れてきて，その集約

から解析，匿名化，オープンデータの生成までおそらく準自動で生成されて，ユー

ザー側で発信・利活用したり，新しいビジネスで活用される姿がやってくると思っ

ている。 

・ セキュリティの課題については，センサー，エンドノード側のセキュリティが IoT

のアキレス腱だと思う。だからネットワークから遮断しますという話もあるが，遮

断したから絶対大丈夫だとは思っておらず，基本的にはやはり通常の OS や PC のセ

キュリティ確保と同じようにきちんとアップデートする仕組みが担保されることが

求められる。 

・ もっと危ないのがソーシャルではと思っており，人工知能や機械学習を駆使してい

くと，攻撃も巧妙になってきそうな気がしている。 

・ オープンデータについては，個人情報が直接出ていないとしても，複数のオープン

データ×SNS 断片情報等を掛け合わせると個人の判別に近づきやすくなる場合があ

り，どうやって曖昧さを保つかというのは設計あるいは運用で考える必要がある。

ｋ-匿名性等のテクニックを運用でやるべき。 

・ 個人・組織資産への影響に関しては，浸水被害や犯罪事案といったデータがオープ

ンデータとして流通し始めると，この場所は犯罪が起こりそうだとか，資産価値が

下がるという懸念も一般論としてある。ただこれは隠すというより，市民の理解を
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得る努力をする，あるいは改善のための指標にするという意識が大切で，例えば浸

水を防ぐためにはどういう被害が客観的に想定されるか分かった上で対策を施すべ

き。 

・ データ活用コストがかかりすぎて財政圧迫するようでは何のためのオープンデータ

かというのもあるので，低コストもしくはそれを還元するような意識が必要。 

・ 福岡市のオープンデータはデータセットが先駆的に揃っており，素晴らしいと思う。

これからは完全性や公平性も勘案していく必要がある。例えば H20年―27年はある

が以降がない，あるいはその場所のものはあってもこの場所はないとか。また，今

後時間が経ってくると時系列でのデータ管理も考えないといけない。なんとか計画

って書いてあるが一体いつのものかとか，今の時点はいいが，何年かして最新のも

のと併存してくるとわかりにくくなってくる。 

・ 最後に，シビックテックは素晴らしいが，継続性のためにはビジネスとして育成さ

れていくことも必要だと感じた。 

 

【小笠原構成員】リスクとセキュリティのバランスを考慮しなければ，オープンデータ

に期待するコストダウンも実現しない。センサーデータを自動で取得するために，

ネットワークに必ずセキュリティチップを載せなさいとなり，これが数億，数十億

っていうノードになると看過できない数値なので，データがどんなネットワーク，

どんなシステムの上で流通するのかを一体的に考えなければいけない。データのこ

とだけ考えると，コスト意識が欠落したものになり，持続的に流通していかないと

思う。 

 

【荒牧構成員】個人情報の特定の懸念というのは，技術的に抑えていくというのが一つ

と，やはりいかに本人がそういうリスクがあることを承諾しているかどうか，最終

的にはそこによるのだと思う。 

 

【大橋構成員】オプトインとオプトアウトをしっかり皆さんに理解してもらう必要があ

る。 

 

【小笠原構成員】データは自分のものであり，動かせるもののだということに気づいて

いただいて，それが守りたい価値のあるものなら守っていただければと思う。情報

銀行など言葉だけが一人歩きしたり，そういったことを考えるのはエンジニアの役

割だという話になって，出た結果に対してだけ苦情をいうのではなく，お金のリテ
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ラシーと同じようにデータに関するリテラシーを上げることが必要。 

 

【荒牧構成員】海外では行政が持っているデータを開示しなかったために，自分のとこ

ろが災害に遭って，その結果自治体を訴えて勝訴するというケースが出ている。デ

ータを公開しなかったことによるリスクというのも並行して考えていきたいとこ

ろ。 

 

③事務局説明 

資料３に基づき説明。 

 

【横山構成員】今回は個別施策を大枠として市民の利便性の向上と行政事務の効率化・

高度化に絞ったということだが，これから防災に関してもデータのあり方など問わ

れてくるところだが，この中には書いてあるか。 

 

【事務局】現在は安全・安心を支えるサービスに入れており，今後，施策の整理をして

いく中で変更する可能性はある。 

 

【横山構成員】防災の場合は特に，IoT等を使った情報収集の高度化もあるが，一方で 

その情報をいかに伝達していくかというところも重要。 

 

【事務局】ハザードマップをどう見せるかというのは課題であり，今年度内にある程度 

めどをつける部分もあるが，７月の豪雨の際にアクセスが集中したこともあり，よ

り分かり易い見せ方を考えていかなくてはいけない。また，外国人の方向けの周知

も課題にしているということなのでその辺りはぜひ計画に入れ込んでいきたい。 

 

【大橋構成員】こういった政策について、市民の方はいろんなことを感じられることが

多いと思うので，多様なニーズをつかむという観点から，必要に応じて、施策にフ

ィードバックするような仕組みを盛り込んではどうか。 

 

【荒牧構成員】実験的な取組みをいくつかやってみて，市民の方へフィードバックをし

ていく，あるいはお知らせしていくようなセミナー等をやっていくべき。そういう

ことを通じて，やっぱりきちんとした仕組みの中で個人が了解すればデータを使え

るようになるといい。 
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【小笠原構成員】福岡市は今，エンジニアフレンドリーシティーなどの施策もあるので

様々な施策と組み合わせて実際の行動が起こるように検討いただけるといいと思

う。実際にデータを使いたいエンジニアはいっぱいいるので，そこを使いやすくし

てあげる、例えばその実験的な取り組みにチャレンジするとか，まず試作するみた

いなところがすぐにできる環境を用意するのも 1つかもしれない。実証実験フルサ

ポート事業や組み合わせられる施策が福岡市はたくさんあるのでこのデータ活用

推進計画っていうのが単独にならないようにお願いできればと思う。 

 

【牛島構成員】市民と同じような並びで，企業との連携についてもしっかり描かれると

いい。 

 

【荒牧構成員】数多い実証実験がある中で，それを比較分析できる共通項目のようなデ

ータを実証の結果として収集・蓄積し，他の実験のデータとの組み合わせによって

新しいものが生まれてくるような例があればありがたい。 

 

【横山構成員】福岡市は第 2次産業，第 3次産業が中心だが，第 1次産業もないわけで

はない。そのあたりでのデータ活用を行政としてどうバックアップしていくのかと

いうのはどこかに入るのか。 

 

【事務局】農林水産分野についても検討していきたい。 

 

【横山構成員】それでは今日もいくつか提案が出たので，そういったところも勘案して

原案に反映いただければと思う。 
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