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1
会津若松市
消火栓マップ

行動for 会津
デバイスの位置情報を基にGoogle Map上に周囲の消火栓と消火水槽
を表示。応援に駆けつけた消防団員が、あらかじめ消火栓の位置を
把握でき、現在地から最寄りのルート表示により、迅速な応援を実現。

〇 会津若松市消防水利位置情報 CSV Webアプリ
福島県会津若松市等、
合計3市

http://aizu.io/app_list/hydrant/

2 アグリノート ウォーターセル株式会社
PCやスマホで農業日誌・圃場管理ができるクラウド型農業生産管理
ツール。農業事業者は、いつでもその場でスマホから農作業の青酸カ
リの記録が行え、さらに農薬・肥料データの確認が可能に。

〇
農林水産消費安全技術センター(FAMIC)
農薬データベース

CSV
Webアプリ・
スマートフォンアプリ

全国 http://www.agri-note.jp/

3 イーグルバス イーグルバス株式会社

簡易センサーをバスに設置し、データ活用による路線バスを最適化。
新しいハブ停留所を設置し、地域活性化にも寄与。車両増加させるこ
となく、輸送量を1.5～3倍に拡大。企業の収益改善と、地域住民の利
便性を高めた

〇
バスに設置した赤外センサーによる乗降
データとGPSで取得したデータ

自社開発見える化ソフ
ト

埼玉県県。十勝、宇部、
ラオス・ビエンチャン市
のバスにも採用

http://www.new-wing.co.jp/

4 カーリル 株式会社カーリル
全国6,000以上の図書館から貸出状況を確認できる、日本最大の蔵書
検索サイト。複数かつ多数の図書館等の蔵書情報や貸出状況貸出状
況が検索可能になり図書館の利用を促進

〇 図書館蔵書データベース 独自形式 Webアプリ 全国6,000以上の図書館 https://calil.jp/

5
家計簿・会計アプリ
Zaim

株式会社Zaim
家計簿をつけながら国からの保障も見逃さない、500万人が利用する
オンライン家計簿アプリ。自分が受けられる給付金や医療費控除など
の手当てを割り出したり確認が可能

〇 給付金・手当・控除情報 -
Webアプリ・
スマートフォンアプリ

国内全域(海外通貨対
応)

https://zaim.net/

6 かなざわ育なび.net 横浜市金沢区
子育てに忙しくてもあなただけの子育て情報(近くの保育園や医療機
関)を検索。生年月日や郵便番号を入力すると健康診断・予防接種の
時期、保育園の空き状況、イベントなどの情報検索が可能。

〇 区内保育室一覧、医療機関一覧など CSV
Webアプリ・
スマートフォンアプリ

横浜市金沢区
http://www.city.yokohama.lg.jp/kanazawa/kz-opendata/ikunavi.html
*「金沢区子育て支援拠点　とことこホームページ」に統合

7 花粉くん
株式会社博報堂アイ・スタジ
オ

花粉飛散量、SNS等の情報から算出した花粉飛散量をグラフ化。地域
別ランキング閲覧が可能。花粉飛散量を知ることで事前に対策が可
能

〇 花粉飛散量、Twitter投稿情報 （要確認）
Webアプリ・
スマートフォンアプリ

千葉県ほか
http://www.vled.or.jp/odpc-
archive/2013contest/award/prize/kahunkun.html

8 ココゆれ 大和ハウス工業株式会社
あなたの家が建つ場所の地震発生確率や予測震度のリスクを教える
評価ツール。住宅を建てる前に地震リスクを調べることが可能

〇
地震ハザードステーションJ-SHISが保有す
る地震動予測に関するデータ

CSV、シェープ、KML
※J-SHISが提供してい
るオープンデータの形
式

Webアプリ 全国 https://www.daiwahouse.co.jp/release/20121102123931.html

9 5374(ゴミナシ).jp
一般財団法人コード・
フォー・カナザワ(Code for
Kanazawa)

地域のゴミの分別と収集日を自動で表示。分別方法をアプリで確認が
可能。引越し先や旅先でも適切なごみ出しが可能

〇 各自治体のゴミ収集情報
csv、PDF、HTML、
Excel

Webアプリ
全国85都市以上（2015
年12月末時点）

http://5374.jp/

10 さっぽろ保育園マップ
Code for Sapporo パパママ
まっぷチーム

認可保育園、認可外保育園、幼稚園をマップ上に表示。複数の施設
の開園時間、空き情報の確認がワンストップで可能。

〇 保育施設・国土数値・地図情報
PDF、Excel、WebAPI
（地図）

Webアプリ・
スマートフォンアプリ

札幌市 http://papamama.codeforsapporo.org/

11 さばえぶらり ATR Creative
観光情報やグルメ情報、Wi-Fi設置場所などを表示する地図アプリ。古
地図に切り替えができ歴史の移り変わりを知ることができる

〇 地図・観光・公共施設情報ほか
JPEG（地図）、XML、
RDF

スマートフォンアプリ
福井県鯖江市(同種アプ
リ（ちずぶらり）数：50超)

http://atr-c.jp/burari/product/oldmap/sabae.html

12 鯖江バスモニター 鯖江市
全ルートの経路とバスの現在地をリアルタイムで確認できるブラウザ
アプリ。急なバスの遅れなどにも対応しやすく、市民からの苦情や市
の負担が軽減

〇 路線と便を指定したバスの位置データほか Web API アプリ 福井県鯖江市
https://code4fukui.github.io/busmonitor/
＊「つつじバスモニター」に名称変更

13 Sabotaつくえなう！ 鯖江市役所JK課
図書館の個人用学習机の空席情報をリアルタイムで確認。蔵書情報
や図書返却場所の確認が可能

〇 空席センサーデータ RDF スマートフォンアプリ 福井県鯖江市 http://sabae-jk.jp/app/jk-libspace.html

14 GEEO（ジーオ） おたに
独自アルゴリズムを使って国勢調査などのオープンデータを活用し
て、不動産価格を予測し、地図上に表示。不動産取引における情報格
差を是正。

〇 路線価、国勢調査、住宅・土地統計調査等 - Webアプリ、有償API等 日本 https://geeo.otani.co/

15 しずみちinfo 静岡市
災害や工事による通行止めなどの規制情報をリアルタイムに提供。災
害時に、現場からの情報を基に通行可否情報の把握が可能

〇 〇 静岡市の道路通行規制情報等 GeoJson、Shape
RESTful APIによる
オープンデータ提供

静岡市 https://shizuokashi-road.appspot.com/

16 周辺環境スカウター 30min.（株式会社イード）
指定した住所の住みやすさを「戦闘力」で数値化してくれるWebアプ
リ。物件立地場所の交通の俚諺性や商業活性化度がかっくにんでき、
他の地域との比較も可能

〇
店の位置情報（飲食店、コンビニ、スー
パー、レンタルショップ）

独自形式 Webアプリ 全国 http://mansion.30min.jp/

17 税金はどこへ行った
Open Knowledge
Foundation Japan

税金が1日あたりどう使われているかを知り、公共サービスの受益と負
担の関係を読み解く市民主導のプロジェクト。税金が支える公共サー
ビスの受益と負担のかかわりがわかるアプリ

〇 予算情報、決算情報

元データは各市町村の
データ形式による。サ
イトリストは、ＣＳＶ/Ｅｘ
ｃｅｌｌフォーマットで提供
可

Webアプリ
173自治体（2016年10月
時点）

http://spending.jp/

18
全国避難所データベー
ス

電通・ゼンリンデータコム
正確で豊富なデータの鮮度を常に保って提供する、唯一の避難所
データベース。サイト運営者が自治体にヒアリングを行い情報を更新。
正確な避難所の情報の提供が可能

〇
内閣府と地方自治体が公開する避難所情
報

CSV、RDF、PDF
（ASP,APIでの提供も可
能）

Webアプリ
全国(登録避難所数：約
15万件)

http://www.zenrin-datacom.net/business/lifeline

19
千葉市民協働レポート
(ちばレポ)

千葉市
公共インフラの不具合を位置情報・写真・動画で報告！市民協働で地
域課題を共有し、効率的に解決するスマホアプリ。行政の連携がス
ムーズになり、道路管理業務及び千葉市行政の効率化に貢献

〇 市民の投稿したレポート
緯度経度情報（GPS）、
JPG、mpeg等

スマートフォンアプリ 千葉市 https://chibarepo.secure.force.com/

20 福島県帰還支援アプリ 福島県
避難地域や自主避難者の多い市町村の方々の、帰還を支援する情
報やふるさとの情報を提供するスマホアプリ。避難中の住民に対して
帰還の判断材料となる情報やイベント情報を提供

〇 福島県・各自治体が入力した情報
CSV（オープンデータと
して公開する際の形
式）

スマートフォンアプリ、
ホームページ

福島県（避難地域と避難
者の受入や自主避難者
の多い30市町村）

https://www.pref.fukushima.lg.jp/kikan/

21 Night Street Advisor
明石工業高等専門学校知
的情報環境研究室

街灯の明るさや間隔から夜道の「明るさ」を算出し。道案内アプリに
「明るさ」重ね、明るい道を選択できるようにしたアプリ。街路灯の新設
や、地域見守り、被害を予防するための自衛策の検討が可能

〇 街路灯データ
CSV
（緯度経度情報を含
む）

スマートフォンアプリ
名古屋市（街路灯データ
は非公開）、静岡県（静
岡市・浜松市を除く）

静岡県版
http://siz-nightstreetadvisor.herokuapp.com/

22 富岳3776景 静岡県・山梨県
”富士山”を投稿・閲覧できるサイト。位置情報と連動し、人気スポット
の確認が可能。富士さんの画像データをオープンデータとして発信す
ることに成功

〇 富士山の写真、撮影位置情報

JPEG、PNG、
GIF（画像）、
TXT（コメント・位置情
報）

ブラウザアプリ 関東・中部地方付近 http://fugaku3776.okfn.jp/
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23 マイ広報紙
一般社団法人オープン・
コーポレイツ・ジャパン

市区町村の広報紙をパソコンやスマートフォンでチェック。記事検索や
マイページの登録で、地域情報を便利に活用。自治体はアクセス分析
やアンケートにより、自治体の関心とニーズの把握が可能

〇 広報紙の記事情報 PDF、テキスト等
パソコン、スマートフォ
ン、Twitter、FaceBook

全国の自治体 https://mykoho.jp/

24 ミルモ 株式会社ウェルモ
自治体が提供する介護事業所情報（約2,100か所）をまとめて提供。適
切な施設探しができる介護者を支えるサービス

〇 〇
厚労省・福岡市・福岡県警提供の介護事
業所情報

HTML、PDF、XLSほか
Webアプリ、タブレットア
プリ、CRMシステム

福岡市 https://welmo.co.jp/service/#milmo

http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/odlib.php

室蘭市オープンデータ利用例のご紹介
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/opendata_use.html
ＩＴＳJapan
http://disaster-system.its-jp.org/map4/map/
トヨタ通れた道マップ
https://www.toyota.co.jp/jpn/auto/passable_route/map/

27 HalexDream! 株式会社ハレックス
気象庁から発表される各種データを利用し、予報の精度を向上。予測
と実測の同化により１日48回のデータ更新を実現。消費者の目的に合
致したデータ提供が可能

〇 気象庁発表の各種データ 独自形式 XML、CSVやAPIを提供 日本全国 https://www.halex.co.jp/service/api.html

28
台風リアルタイム・
ウォッチャー

首都大学東京大学院
渡邉英徳准教授

気象庁の気象情報と、多数の人々が発信する台風や豪雨、噴火、地
震など災害発生報告のつぶやきを地図にマッシュアップ。災害状況を
リアルタイムに伝えるウェブサービス。

〇

気象庁「気象情報」、国立情報学研究所
「デジタル台風」、ウェザーニューズ「減災リ
ポート」、GDACS（Global Disaster Alert
and Coordination System）災害予報

JPRG（画像）、
TXT（コメント）等

Webアプリ、
スマートフォンアプリ

全国 https://typhoon.mapping.jp/

29
佐賀わいわいWi-Fiマッ
プ

佐賀県
佐賀県内のフリーWi-Fiスポット、スマートフォンなどの充電スポットの
各種施設情報を調べることができるウェブサイトサービス、観光客やビ
ジネスマンの利便性とWiFi整備施設のPRの機会を提供

〇
フリーWi-Fi、無料充電スポット施設等の各
種情報

緯度経度情報（GPS）、
xml、csv形式

Webアプリ 佐賀県 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00354255/index.html

30 天サイ！まなぶくん
葛飾区・
株式会社キャドセンター

GPS情報と連動し、カメラ撮影された映像を現在地の防災情報に合
成。浸水状況や水害時の疑似体験し防災意識を高める

〇
建物倒壊危険度情報、避難所位置情報、
荒川・江戸川・中川・綾瀬川浸水情報等

緯度経度情報（ＧＰＳ）
等

スマートフォンアプリ 葛飾区 http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000063/1004031/1004774.html

31 セーフティマップ 本田技研工業株式会社

行政提供の交通事故発生状況に係るデータと、カーナビデータから得
られる急ブレーキ情報、さらに危険箇所に係る住民の声をもとに、事
故多発箇所や要注意箇所を地図上に提示。急ブレーキ約7割、人身
事故約2割減少

〇
自治体：交通事故情報、ゾーン30Honda：
急ブレーキ発生箇所等

EXCEL
Webサイト（PC、スマ
ホ）

全国 http://safetymap.jp/

32 KYOTO Trip+ 京都府・京都市
利用者のニーズにフィットした京都の観光、防災情報をトータルに多言
語で提供。旅行者の情報収集を容易にし、安心・快適な旅行を支援

〇 〇
観光スポット、避難所、救急医療機関、
AED設置場所の情報

CSV スマートフォンアプリ 京都全域 http://www.pref.kyoto.jp/gyomusuishin/kyototripplus.html

33 なごや健康のりかえ
名古屋大学大学院情報学
研究科安田・遠藤研究室

普段使う地下鉄の経路の中から最適な徒歩ルートの提案を受け、街
を知りながら歩くことで運動不足を解消

〇
①地下鉄区間区数距離表（名古屋市交通
局）②名古屋の観光施設情報（LinkData）
③路線、駅、接続駅データ（駅データ.jp）

①②xls、③CSV
Webアプリケーション
（スマートフォンやPCの
ブラウザに対応）

愛知県名古屋市 http://satyesnu.webcrow.jp/NCF2015/index.html

34 ワーンニング 株式会社オリズン
利用者からのかぜの症状に関する投票情報と医療機関・保健所が公
表する感染症情報を地図上に表示し、感染症が流行した際、迅速に
流行地域や流行レベルを把握し、早期に対策に活用

〇 感染症発生動向調査データ CSV Webアプリ

室蘭市、弘前市、郡山
市、千葉市、横須賀市、
浜松市、三重県、大津
市、奈良市、福岡市、武
雄市、日南市（室蘭市、
武雄市、日南市は投票
機能のみ提供）

http://wg.horizon-sc.co.jp/warnning/

35 全国水利台帳 株式会社placeOn
火災現場の位置情報の入力により、現場に近い防災用の水利の位
置・種類を表示。消防団員・消防署職員だけでなく、自主防災や地域
防災においても活用することが可能。

〇
水利の位置・種類のデータ（防火水槽、消
火栓、自然水利、防災設備・施設）

CSV スマートフォンアプリ
全国30自治体（平成29
年8月現在）

https://www.placeon.jp/blog/product/soft/zenkokusuiridaityou/

36
大阪市
警察署×犯罪発生

上田洋、佐藤麻耶
警察署・交番の位置情報と犯罪発生地点を地図上に重ね合わせて表
示。犯罪多発地帯や犯罪の種類による発生場所の傾向を視覚的に把
握することが可能。地域全体での防犯意識を高めることが可能

〇
①地図情報（警察署、交番）②犯罪発生場
所情報

①JSON(RDF) ②CSV
※大阪市公開のWeb
APIを利用

アプリ
Webアプリケーション

大阪市 http://uedayou.net/osakacrimemap/

37 全国避難所ガイド ファーストメディア株式会社

現在地から最も近い避難所・避難場所を検索し、位置情報・施設情報
等を表示。検索した位置情報を元に、現在地からの道順をルート案内
をすることが可能。全国の自治体が提供する13万件以上の避難所・
避難場所の情報を収録

〇
全国の避難所、広域避難場所、一時避難
場所、帰宅困難者一時滞在施設、津波避
難施設等に関する情報（位置情報等）

CSV スマートフォンアプリ 全国すべての自治体 http://www.hinanjyo.jp/

38 働くママ応援し隊 株式会社アイネット

認可外保育施設も含め、横浜市が把握している全１４３０の保育施設
情報を掲載。子どもを預ける保護者が「保育施設を選ぶ際に知りたい
情報」を簡単に収集可能。施設側もPRや保育士募集の情報発信が可
能

〇

・保育施設情報（保育施設名称・種別、住
所、電話番号、最寄りの交通機関、開所時
間等）
・入所状況情報（入所児童数、入所可能人
数、入所待ち人数）
・「子ども・子育て支援制度」に関する情報

CSV
Webアプリ、
スマートフォンアプリ

神奈川県横浜市 https://kosodate.inet.co.jp/

39
Myルートガイド
サービス

NPO法人地域情報化モデル
研究会（地域プロデュース）

観光オープンデータを活用して、公共観光サイト上で旅行者自身が自
由な周遊ルートプランを作成しながら、地域の埋もれた魅力の発見に
つなげるサービス。広域周遊ルートの案内ができ、観光案内サービス
が充実

〇
自治体・観光連盟等：観光名所、宿泊施設
等
民間事業者：店舗・施設情報、クーポン等

HTML、JPEG等
Webサービス、
Webアプリ

全国17県50団体 https://routeguide.jp/modules/spot/index.php?page=my_route_guide

40 バスロケ 宇野自動車株式会社

走行位置と車載カメラで道路の状況も確認できるバスロケシステム。
バスの位置・バス停を通過した時刻をリアルタイムに確認でき、正確な
運行管理を実現。さらに、バス利用者向けに情報を提供。次期ダイヤ
改正にも活用

〇

①停留所情報（名称・緯度経度）、運行系
統、便情報など
②系統番号、現在位置、遅延情報、ナン
バープレート、行先情報（リアルタイム情
報）

①ＧＴＦＳ（世界標準形
式）、②CSV

Webアプリ
岡山県岡山市・赤磐市・
美作市

http://www3.unobus.co.jp/b/
＊「バスまだ」に名称変更

データカタログサイト 北海道室蘭市

26 道路通行実績マップ
特定非営利活動法人
ITSJapan 他、複数の民間
事業者

ＧＰＳを元にした車の走行位置情報を“通れた道路”として表示。災害
時に被災地への支援活動や復旧活動を検討する際に活用

〇
車のプローブ情報（ＧＰＳを元にした走行位
置報）・交通規制情報

-

〇
室蘭市オープンデータ地理空間情報、総
務省統計局平成22年国勢調査小地域統
計データ

CSV(統計情報)
Shape(空間情報) ほか

25
室蘭市GIS情報の(一部)
オープンデータ化事業

室蘭市
地理空間（GIS）情報をオープンデータとして公開し、防災教育教材や
民間の測量事業など様々な利活用

http://www.data.go.jp/data/dataset/cas_20170207_0003
https://mykoho.jp/
https://welmo.co.jp/service/
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/odlib.php
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/opendata_use.html
http://www.city.muroran.lg.jp/main/org2260/opendata_use.html
http://disaster-system.its-jp.org/map4/map/
http://disaster-system.its-jp.org/map4/map/
https://www.toyota.co.jp/jpn/auto/passable_route/map/
https://www.toyota.co.jp/jpn/auto/passable_route/map/
https://www.halex.co.jp/service/api.html
https://typhoon.mapping.jp/
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00354255/index.html
http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000063/1004031/1004774.html
http://safetymap.jp/
http://www.pref.kyoto.jp/gyomusuishin/kyototripplus.html
http://satyesnu.webcrow.jp/NCF2015/index.html
http://wg.horizon-sc.co.jp/warnning/
https://www.placeon.jp/blog/product/soft/zenkokusuiridaityou/
http://uedayou.net/osakacrimemap/
http://www.hinanjyo.jp/
https://kosodate.inet.co.jp/
https://routeguide.jp/modules/spot/index.php?page=my_route_guide
http://www3.unobus.co.jp/b/＊「バスまだ」に名称変更
http://www3.unobus.co.jp/b/＊「バスまだ」に名称変更


オープンデータ100 - DATA GO JP一覧 出典：オープンデータ100 - DATA GO JP http://www.data.go.jp/data/dataset/cas_20170207_0003
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データ形式 提供形態 （使用）地域 URLNo システム名 提供機関（会社） システム概要

活用分野

使用データ

41 ゆれくるコール
アールシーソリューション株
式会社

あらかじめ設定した地点の予想震度、予想到達時間をプッシュ通知で
お知らせするサービス。アプリを通じて、より手軽に、分かりやすく地震
速報を受けられるようにすることが可能。地震発生地域の人の安否確
認も可能

〇
①避難場所一覧、②地域危険度一覧
※緊急地震速報（予報）は気象庁より有償
で入手

①PDF、②Excel スマートフォンアプリ 東京都 http://www.rcsc.co.jp/yurekuru

iOS版
熱中症警戒計
https://itunes.apple.com/jp/app/re-zhong-zheng-jing-jie-
ji/id537953117?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
熱中症予報計
https://itunes.apple.com/jp/app/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E4%B
A%88%E5%A0%B1%E8%A8%88/id647598956?mt=8

43 DR-Info 株式会社パスコ

気象情報と災害発生危険地域の情報を組み合わせ、予測される自然
災害のリスクを事前に通知するサービス。平常時、異常気象時、大規
模災害発生時など、各フェーズで防災ご担当者様の情報収集業務等
をサポート。リスク把握を効率よく行い、事前の対策の計画策定に活
用可能

〇

①1時間単位で6時間先までの解析雨量・
降水短時間予報、風速、注意報・警報、地
震速報等
②各種地震の想定震度、南海トラフ地震浸
水深さ、土砂災害危険個所等

①XML、②Ｓｈａｐｅファ
イル等

Webアプリ 日本全国 https://www.pasco.co.jp/products/drinfo/

44 Qld School Zones
クイーンズランド州
（オーストラリア）

指定されたスクールゾーンに近づいたとき、ドライバーに警告の通知
が可能。
運転中に事前に注意喚起することで、スクールゾーンで子供の安全を
確保。安全性の向上と事故発生率の減少に貢献

〇
①学校の位置情報
②学校運営の時間帯
③運輸省の主要道路の分析・統計データ

html、CSV スマートフォンアプリ
クイーンズランド州（オー
ストラリア）

http://www.qgso.qld.gov.au/maps/edmap/

iOS版
https://itunes.apple.com/jp/app/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%A8%E5%9
B%BD%EF%BD%81%EF%BD%85%EF%BD%84%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97
/id421697422?mt=8
Android版
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_oaniijuf.Nippo
nAED&hl=ja

46 除雪車ナビ 福島県会津若松市
その日の除雪車の走行状況を地図上で確認。20秒ごとに走行状況を
更新し、除雪車の走行場所を細かく把握。除雪対応の問い合わせや
苦情が減少し、対応の迅速化を実現。除雪作業の記録も自動化

〇
市道除雪路線データ、除雪車走行データ、
（GPSデータ）

CSV Webアプリ 福島県会津若松市
https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/detail?wid=5808950&cid=2402896&order
=6&count=0

47
ココシルこまえ
バリアフリーナビ

狛江市

狛江市内を循環するコミュニティバスの停留所から狛江市内の公共施
設（51施設）までの経路を、車いす利用者、高齢者、ベビーカー利用
者、健常者の属性に合わせたナビゲーションで提供。高齢者の移動
負担を軽減。ルート周辺のバリやフリーやトイレ、ベビールーム等の情
報提供で利便性の向上

〇
国土交通省：歩行空間ネットワークデータ、
狛江市：障がい者用駐車場、AED等の位
置情報

CSV スマートフォンアプリ 狛江市内 http://home.komae.kokosil.net/ja/barrier-free

48 PUSH大阪 「PUSH大阪」開発Team
自分に必要な関心のある行政の新着情報を自動的に収集・通知。大
阪市全24区がホームページで配信している新着情報を自動収集閲覧
が可能。施策の市民への浸透、行政の透明性の向上を実現

〇
大阪市HPの新着・更新情報
大阪市：統計情報一覧等

HP新着・更新情報：
RSS1.0、RSS2.0、
ATOM等
統計情報一覧：CSV

Webアプリ、
スマートフォンホアプリ

大阪市 http://push.jp.net/

49
4919（食育）
for IKOMA

ミセカタラボ

子どもが毎日食べる給食の献立やカロリー、アレルゲン、栄養バラン
スなどを手元のスマートフォンで確認可能。子どもの食育をサポート
し、食物アレルギー対応の理解を拡げ、事故防止につなげることを実
現。

〇 学校給食献立データ（小学校） ＣＳＶ
スマートフォンアプリ
（iPhone版、Android版）

奈良県生駒市 http://4919.jp/

50
危険察知防犯アプリ
「Moly」

株式会社コーデセブン

スマートフォンの位置情報から、今いる場所の犯罪・防犯情報をいち
早くプッシュ通知し、未然の危機回避を促す防犯アプリサービス。警
察・自治体・学校等が提供する犯罪・防犯情報に加え、ユーザが登録
した情報を通知。事前に危険回避の対応を支援

〇
都道府県の警察・自治体・学校等の犯罪
発生情報（事案内容、発生場所・日時）

テキスト、HTML､CSV スマートフォンアプリ
２５都道府県（2017年10
月現在）

https://www.moly.jp/?p=1311

51 じぶんの地盤アプリ
地盤ネットホールディングス
株式会社

現在位置の地盤災害リスクを即座に判定し、地図上に地盤安全性の
目安となる「地盤安心スコア」を表示。地盤のリスクの意識を高めるこ
とにも貢献。地震災害に対するリスクも事前把握が可能

〇

【国土地理院】地理院標高API/数値地図
25000（土地条件図）/自然環境条件図
【国交省】土砂災害危険箇所、用途地域
データ

ｐｎｇ、ＸＭＬ
Webアプリ、
スマートフォンアプリ

日本全国 https://jibannet.co.jp/jibunnojiban/

52
東広島市
くらしのアプリ

広島県東広島市
東広島市で暮らす方々等を対象に、ごみ出しや夜間・休日当番医、イ
ベント情報など毎日の生活で役立つ情報をお知らせする公式アプリ。
開業時間や旧病棟に対応できる当番医を迅速に見つけることが可能

〇 〇
夜間・休日一次救急担当医
ごみカレンダー

CSV ※APIでの提供可
能

スマートフォンアプリ 広島県東広島市 http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/oyakudachi/11696.html

53 Mappin' Drop 株式会社パスコ
オープンデータ化された地形図をベースに自由度の高い案内地図を
簡単に作成可能。自分がデザインした地図を画像としてダウンロード
できるサービス。各種PR用チラシや古戸向けイベントでの活用が可能

〇 電子国土基本図（地図情報）
shape
※作成した地図はjpg、
pngでダウンロード可能

Webアプリ

日本全国
※全国18の自治体では
契約を結び独自サービ
スを展開

http://mappindrop.info-mapping.com/mobara/

54
公園情報アプリ
「PARKFUL」

株式会社コトラボ
自治体が保有するオープンデータ（住所や面積、各種公園設備等の
公園情報）を利用し、公園利用者の利便性向上や公園の質の維持向
上につなげるサービスを提供。オープンデータの利用を促進

〇
公園名、所管自治体、所在地、面積等
トイレ、水飲み場の有無、遊具の種類等

Excel
Web、
スマートフォンアプリ

神奈川県、名古屋市、長
野県佐久市

https://parkful.net/parkful/

55
スマイティ
「住みやすい街」

株式会社カカクコム

全国市区町村における人口、犯罪率、交通事故発生率の統計デー
タ、実際に暮らしているユーザーの声等を集約して分かりやすく提供。
近隣自治体と比較しながら、住みたい街・気になる街の住環境を容易
に把握することが可能。部兼探しの情報集の負担を軽減

〇

政府等が提供する統計データ（人口、犯罪
率等）
【参考：データの出典元】
https://sumaity.com/parts/town/authorit
y/popup.html

CSV、PDF Webアプリ 日本全国 https://sumaity.com/town/

56
WheeLog!
（ウィーログ！）

NPO法人PADM

GPSを活用し、車いすで移動したルートを地図に記録し、車いすが通
行できる道を共有。また、施設のバリアフリー情報も投稿可能。ユー
ザーが参加し、作っていくバリアフリー情報サービス。車いすの方が街
に出るハードルが下がり、出かけるきかっけづくりになります

〇
都立公園・庭園等におけるエレベーター・
多目的トイレのバリアフリー情報

CSV、Excel、JPEG
スマートフォンアプリ、
Web版（ベータ版）

全世界 https://www.wheelog.com/hp/

スマートフォンアプリ 日本全国

45 日本全国AEDマップ 株式会社Allm

全国の自治体のオープンデータと利用者からの投稿情報により、日本
全国のAEDの設置場所や設置施設の利用可能時間帯等をすぐに確
認できるアプリ。迅速な応急処置が可能。イベントの安心・安全の確保
にも貢献

〇 AED位置情報、設置施設情報等 CSV
Webアプリ、
スマートフォンアプリ

日本全国

〇
観測データ（気温・湿度・降水量・風向き
等）
※気象庁より取得

ＨＴＭＬ、ＣＳＶ等42 熱中症警戒計
TAKAHIRO IZAKI © 2012
maibokun

登録した地点での「気温」「湿度」から、１時間ごとの熱中症の危険度
が分かる。事前に熱中症対策が可能

http://www.data.go.jp/data/dataset/cas_20170207_0003
http://www.rcsc.co.jp/yurekuru
https://itunes.apple.com/jp/app/re-zhong-zheng-jing-jie-ji/id537953117?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/re-zhong-zheng-jing-jie-ji/id537953117?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/re-zhong-zheng-jing-jie-ji/id537953117?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/re-zhong-zheng-jing-jie-ji/id537953117?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/jp/app/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E4%BA%88%E5%A0%B1%E8%A8%88/id647598956?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E4%BA%88%E5%A0%B1%E8%A8%88/id647598956?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E7%86%B1%E4%B8%AD%E7%97%87%E4%BA%88%E5%A0%B1%E8%A8%88/id647598956?mt=8
https://www.pasco.co.jp/products/drinfo/
http://www.qgso.qld.gov.au/maps/edmap/
https://itunes.apple.com/jp/app/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%A8%E5%9B%BD%EF%BD%81%EF%BD%85%EF%BD%84%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97/id421697422?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%A8%E5%9B%BD%EF%BD%81%EF%BD%85%EF%BD%84%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97/id421697422?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%A8%E5%9B%BD%EF%BD%81%EF%BD%85%EF%BD%84%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97/id421697422?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%A8%E5%9B%BD%EF%BD%81%EF%BD%85%EF%BD%84%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%97/id421697422?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_oaniijuf.NipponAED&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_oaniijuf.NipponAED&hl=ja
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_oaniijuf.NipponAED&hl=ja
https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/detail?wid=5808950&cid=2402896&order=6&count=0
https://aizuwakamatsu.mylocal.jp/detail?wid=5808950&cid=2402896&order=6&count=0
http://home.komae.kokosil.net/ja/barrier-free
http://push.jp.net/
http://4919.jp/
https://www.moly.jp/?p=1311
https://jibannet.co.jp/jibunnojiban/
http://www.city.higashihiroshima.lg.jp/oyakudachi/11696.html
http://mappindrop.info-mapping.com/mobara/
https://parkful.net/parkful/
https://sumaity.com/town/
https://www.wheelog.com/hp/

