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神戸市のデータ活用推進 

「神戸創生戦略」「神戸2020ビジョン」に基づき、
データの蓄積・公開を推進し、市民・事業者との協働と
参画により、ICT・データを活用して地域課題を解決する
オープンガバメント社会の構築をめざす。 

IT人材育成 

データを活用する環境整備 

市民・産学官との連携 
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データカタログサイト 

■掲載しているデータ 

震災写真『1.17の記録』 
避難場所の情報 
AEDの設置情報 
ごみの収集日情報 
マラソン走行ペース情報 
広報紙KOBE など 
オープンデータを利活用 
した先行事例なども掲載 
など 
145セット、808ファイル 
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データ活用事例 

ごみ品目別収集区分一覧 

ごみの排出区分、排出曜日、住所地 

資源集団回収情報 
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「今のままでは、オープンデータは無用の長物」 

Turning Point 
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フェローによる衝撃のコメント 

 「スタートアップ支援とは、ビジネスモデルを作
ることではなく、なぜそうしたいのか哲学を落と
し込むこと。そのことで、（ここで働いてみたい）
と思える会社や地域を増やすこと」 

 「 ITにしろ、音楽にしろ、派手なイベントだけで
は、成果が上がったように勘違いしてしまう」 

  （一部の人の自己満足） 
 「オープンデータは、今のままでは無用の長物」 
  （課題が先、データは後）  
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データ活用における 
人材育成の視点 
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Turning Point 



コーポレート・フェローシップ制度概要（出典：一般社団法人
Code for Japan） 

コーポレートフェローシップ 
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神戸市HPのスクレーピング（一覧化） 

Dead Linkリストの作成 
Bad Linkリストの作成 
検索アシストワードの作成 
サイト改善についての助言 
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関 治之（せき はるゆき）40歳 
 
シリウステクノロジー、ヤフージャパンに勤務。その後、Code for 
Americaに触発され、日本ブリゲードとしてCode for Japanを創設。
現在も同団体の代表理事。内閣府IT総合戦略本部地方創生IT利活用推
進会議委員。 

チーフ・イノベーション・オフィサー（ＣＩＮＯ）  

ＩＴイノベーション専門官 

吉永 隆之（よしなが たかゆき）35歳 
 
NTTコムウェア、アクセンチュアでの約10年間のSE勤務を経て、東日
本大震災後、復興庁に勤務で福島県浪江町事業に従事（原発避難によ
り離散した町民のためのコミュニケーション・アプリ開発や導入サ
ポート等）。 
 

民間IT人材の登用 
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データを見る視点の変化 

欠けていたのは、課題とタスクの可視化 

データ整備・活用のモチベーション発生 

データに基づく政策決定へのシフト 

観光政策は人口減少対策にも応用 

行政と事業者との「同床異夢」 

シビックテックとの協業 

政策推進や組織姿勢が変わる 
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データ活用推進 年次計画（2015～2020） 

年次 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
フェーズ ①目的の共有、データ等環境整備、 

IT人材ネットワークづくり、意識改革 
②各分野における成功事例創

出とキーパーソン育成 
③市民が自立的にICTを活用

して地域課題を解決手法普
及 

 
 
産学官連携 

・SIGGRAH 
Asia2015 

・神戸マラソンウェ
アラブル実証 

・スマートシティ
（神戸大） 

・データ活用実証
（ドコモ） 

・ウェアラブル活用
実証（マラソン他） 

・スマートシティ（神
戸大） 

・データ活用実証（ドコモほか） 
・データ・ウェアラブル活用実証 
 

産学官・市民が自律的かつ
円滑に地域課題解決する実
証 

IT・データ活
用+市民参
画・協働 

・アプリコンテスト 
・ハッカソン(JP 
HACKS) 
・Code for Kobe 

・シビックブリッジ活
動（Code for Kobe） 
 

・シビックブリッジ活動（IT・デー

タを活用した市民協働参画）の
推進 

・関連イベントの共催、活動
助成 
 

IT・データ活
用人材育成 

・庁内アイデアソン ・データアカデミー 
・神戸バルセロナ 
データVIZコンテスト 

・データアカデミー（職員・市民・
事業者 による成功事例の蓄
積）等 

持続的なオープンガバメント
社会構築のため、IT・データ
活用市民育成事業を継続 

環境整備 ・データ基盤サイト
構築 

・基盤サイト充実 
・公開型GIS活用 

・データの棚卸しと利活用環境
の整備 

多様なデータ利活用環境の
充実 

達成目標と
効果 

・シビックテック関 
 連市民、ICT関連  
 事業者・教育機関  
 との連携促進 
・目的意識共有 

・庁内外でオープ    
 ンデータの考え  
 方普及 
・地域課題を解決 
 する事例創出 

・他分野でもオープンデータ活
用の取組みが拡大 
・地域課題解決を行うITスタート
アップの登場 

・データを活用した施策実施拡
充 

・ICT・データを活用して市民
が自律的に 地域課題を解決
する オープンガバメント社会
に 
・IT関連企業が集積 

・全所属でデータを活用した
政策を推進 
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神戸市データアカデミー（H28) 

■趣旨 
 データ公開の意義、データを活用した政策 
 立案の庁内での浸透、市民の積極的なデ 
 ータ活用啓発のための研修 
 ■全課長級職員向けセミナー（約700名参加） 
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75% 

21% 

4% 

取り組んでいない 少し取り組んでいる 取り組んでいる 

25% 

44% 

25% 

5% 1% 

知らない 名前は知っている 少し理解している 

理解している 既に取り組んでいる 

受講前OD理解度 受講前データ活用状況 

受講者（課長級）の反応 
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5% 

56% 
30% 

7% 2% 

興味が無い 少し興味がある 

興味がある とても興味がある 

実際に取り組みたい 

29% 

24% 

30% 

17% 

データ人材がいない 業務が忙しく時間が無い 

進め方がわからない 活かせる業務がない 

実践を阻む課題 受講後のデータ利活用意思 

受講者（課長級）の反応 
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神戸市データアカデミー（H28) 

○第２弾 市職員向けセミナー及びワークショップ（10月～約２か月） 
 データ分析＆活用により所属の課題を業務効率化や課題解決を目指す。 
 データ活用の意欲が高い所属長や所属から出席を促す 

○第３弾 市民参加型ワークショップ（平成29年３月開催） 
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WS 討議事例 

生まれたアプリ 
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× 

データ活用で 
役所の意識を変える 
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「モバイル空間統計」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 
2
0 

～29歳の比率が高いエリア 50歳～の比率が高いエリア 

高齢者はビルや高台などから観賞と推察 若者は湾岸の夜景スポット等で観賞と推察 

モバイル空間統計のデータ利用 



①神戸市ドコモ見守りサービス（実証事業） 

小型のBLEタグを用い、神戸市内の子ども等の移動の安全
を住民と地域社会が協力して支援する。 
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いま 
児童館に 
いるのね 
16:35 

地域の見守りサポーターが協力 

見守りサポー
ター 
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スマホやGPSデバイスを用いず、BLEタグのみ携帯
し、位置を家族や大会事務局へ伝送 
→神戸マラソン参加の一般ランナー50名 

神戸市×Docomo 見守りサービス実証実験 

システムを転用 

神戸マラソン2016 

（ウェアラブル実証 with asics,ドコモ) 
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②庁内向けデータ活用啓発活動の実施 

市保有のデータ、モバイル空間統計および交通・ソーシャル情報等の組合
せによる分析例等を用いた、市職員のデータ活用スキル向上に向けた研修
（データアカデミー）の開催と業務へのデータ活用を促進。 

ルミナリエ時期の混雑、ツイート、交通な
どを多層可視化し、影響分析を共同で
実施。 

来客効果や、イベント人気状況等を把
握。 

マラソン大会時の動向、盛り上がり分析。 
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③データを活用する人材の育成 

 姉妹都市バルセロナ市との共催で、まちづくり×ICTを
テーマとしたデータ可視化の国際ワークショップ。 
新たな才能発掘とオープンデータ活用事例創出を目指す。 

■神戸市・バルセロナ市連携プロジェクト 
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500 Startups Kobe Pre-Accelerator 
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データ活用 
取り組みのステップ 
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データ活用の取組み 

①データ活用について職員が理解【個別業務レベル】 

GISアカデミー 

データ            
アカデミー 

データアカデミー 

②データを流通させる【他の業務への流用】 

③データ分析の着眼点・技能を養成【複合的データ分析】 

Kobe Todayサイト オープンデータダッシュボード 
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カタログサイトアクセス 
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データセット別ページビュー 
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オープンデータダッシュボード 
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イベント情報をAPIで提供 
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データ活用 
次のステップ 
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神戸市データアカデミー（H29) 

座学と実践的な演習を通じて、定量データ分析に必
要な基礎知識と基礎スキルを習得 

スキルを習得し、データ利活用レベルの向上及び
データを活用した課題解決力の向上を目指す 

データを扱う 
Excelによる 
データ基本操作 

講習 

データを読む 
データ分析 
基礎講習 

データを活かす 
データ分析 
実践講習 

データ基本操作 
講習（1） 

データ基本操作 
講習（2） 

データ分析概論 
（1） 

データ分析概論 
（2） 

データ分析実習 
（1） 

データ分析実習 
（2） 
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GISアカデミー 

・定量データ分析に必要な基礎知識とスキル 
・データを活用した課題解決力の向上 

・GISによる業務フローの改善 
・業務の標準化 

GISアカデミー 

データ            
アカデミー 

データアカデミー 
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