
地域×ＩＣＴプラットフォームの取組 

金沢区動画オープンデータ「bird‘s-eye view Kanazawa Ward」より 

金沢区地域力推進担当 

201７.３.３１現在 



人口減少 
様々な課題への対応が必要 

Ｈ２４~ 
地域と行政の協働による課題解決 
（１４地区へ地域支援チームの設置） 

地域 
プラットフォーム 

高齢者対応 災害対策 

金沢区を取り巻く様々な課題 



地域 
プラットフォーム 

ＩＣＴ 
プラットフォーム × 

１４地区連合と地域支援チーム 
工業団体連絡会等と工業団体支援チーム 

課題抽出、分析、共有環境の構築 
区内大学など教育機関との連携 

Ｈ２６~ 
さらに強固な課題解決枠組み創造の 
ためのオープンデータ・ＩＣＴ活用 

協働による課題解決の取り組み 



２つのプラットフォームの協働概念図  



 
 

オープンデータ推進、 
オープンデータ活用（かなざわ育なび.ｎｅｔなど） 透明化 

参加 

協働 

地区推進連絡会ほか 

プログラミング教室 

アイデアソン、ハッカソン、アプリコンテスト 

緊急時情報伝達システム（5Co Voice）、 
アプリコンテスト発のツールなど 

金澤写真アルバム 

行政保有データの 
公開 

地域資源の共有 

地域課題の見える化 

つなげる場創り・協働
推進 

人材育成 

協働による課題解決
ツール創造 

地域活性化・安心安全の向上・経済活性化 
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人材育成 
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地域活性化・安心安全の向上・経済活性化 

地域プラットフォーム －地域との顔の見える関係づくりー 

区内１４地区それぞれに区・社会福祉協議会のメンバーで構成
する「地域支援チーム」を配置 

地区推進連絡会の開催・支援（各地区２回／年） 

地域の団体交流会 
各地域で活動している団体の交流機会として、区内２大学からのアドバイザー
も交え、活動事例報告と意見交換を実施 

高齢者や子育て世代の支援、防犯・防災など地
域の課題を話し合い、地域と行政が協働して課題
解決を図るための場（プラットフォーム）として開催 

各種支援事業 
〇地域ネットワーク支援：地域団体が連携して取り組む事業に補助を実施 
〇地域の「茶の間」支援：空き家等を活用したサロンづくり活動に補助を実施 
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オープンデータ推進 －行政保有データの公開ー 

オープンデータ推進プロジェクト 
各課に１名ずつ「オープンデータ推進員」を配置して、勉強会の
開催やデータ更新などを実施。 

金沢区データポータル運用 
【データ公開数】現在１０２のデータを公開 
今後は市民局のWEB更新状況を見ながら実施 
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地域活性化・安心安全の向上・経済活性化 

オープンデータ活用 －行政保有データの公開ー 

かなざわ育なび.net運用（H25.8～） 

郵便番号と子どもの生年月日によるパーソナライズ機能を実装
して話題になる。オープンデータの提供・活用により行政内外の
アイデアで新サービス創出を狙う 

オープンデータを活用した金沢区の子育てポータル 

平成２７年３月 
アプリ版をリリースし、プッシュ配信に対応。 



健診日程 
保育園空き状況 保育園基本情報 

医療機関 
予防接種 

地区センター 
等の施設情報 

WEBページ WEBページ 

あちこちのＷＥＢページや紙媒体を
行ったり来たり・・・ 

各種 
紙媒体 

どんな見せ方ができるか？ －データが多岐に渡りすぎるー 

WEBページ WEBページ 

市民局 金沢区 こども青少年局 健康福祉局 



かなざわ育なび.net 
（子育て情報を一元配信） 

検索インターフェース 
（郵便番号・子供の生年月日などでフィルタ） 

必要な情報を配信＝伝わる広報 
「知らない」という機会損失を最小化 

新しい出会いやリフレッシュ
の場への誘導 

市民局 金沢区 こども青少年局 健康福祉局 

どんな見せ方ができるか？ －オープンデータ活用ー 

データベース 
（子育て関連情報を一元化） 

オープンデータ 
が後押し 



かなざわ育なび.netで活用しているデータ 
【こども家庭支援課】 
乳幼児健康診査／子育て支援者による育児相談・女性の健康相談／乳幼児・妊産婦歯科相談／母乳・卒乳相談／妊産
婦健康相談／両親教室・プレパパプレママ教室／認可保育園／横浜保育室／認可外保育園／認定こども園／NPO等によ
る家庭的保育事業実施園／家庭保育福祉員／金沢区内幼稚園／保育所入所状況／金沢区内公園レビュー／おでかけス
ポット 
【福祉保健課】 
ぱくぱく幼児食教室／もぐもぐ離乳食教室／乳幼児食生活健康相談／歯ぴか教室／医療機関／医療機関：予防接種・乳
幼児健診／医療機関：救急  

【金沢消防署】ケガの予防対策 
【金沢土木事務所】公園遊具一覧 

【地域振興課】金沢区内公園／金沢区内施設／金沢区内で発生した事件 

【総務課】津波避難施設一覧／広域避難場所／地域防災拠点 

データベース 

多岐に渡る部署が公開するオープンデータを活用 

【こども青少年局】子育て家庭応援事業「ハマハグ」協賛店舗・施設 



かなざわ育なび.netで活用しているデータ 

金沢区内の福祉関連部署のデータは、
毎年３月発行のお知らせを作成する
際にデータ化。 
育なび.netと紙媒体の両方で活用。 
 
⇒担当者の負担軽減 
  ワンソース・マルチユースのデータ活用 
 



育なび.net まだまだバージョンアップ中！ 

「子育て情報の共有・発信に関する検討会」（事務局：こども家庭支援課） 
保育園に関する詳細データ（慣らし保育や園庭開放、おむつや冷凍母乳対応の有無など）を取りまとめ中。 
集めたデータは、かなざわ育なび.netはもちろん、子育てマップなどのベースとして活用される予定。 

ビーコンの電波網に入ると、育なびアプリがポップアップを表示。
タップすると該当の店舗・施設情報を表示させる。 

ハマハグ連携 ＋ ビーコン対応 
こども青少年局の「ハマハグ」事業の協賛店舗・施設
情報を育なび.netで提供開始。 
さらに協賛店舗・施設の一部に「ビーコン」を配置し、
近隣を通った方にプッシュで情報が届く仕組みを実装。 

保育園情報の詳細検索（予定） 

ワンソース・マルチユースのデータ活用が現場レベルまで浸透 



千葉県松戸市 まつどあ 
神奈川県横浜市金沢区 かなざわ育なび.net 

滋賀県大津市 とも☆育 
東京都品川区 しながわパパママ応援アプリ 
佐賀県佐賀市 にこさがアプリ 
茨城県かすみがうら市 かすみっ湖 

平成２５年度以前 平成２６年度 

平成２７年度 

平成２８年度 

愛知県刈谷市 かりやSmileねっと 
神奈川県川崎市麻生区 あさお子育てポータル 
京都府京都市 京都はぐくみアプリ 
大阪府大阪市天王寺区 ぎゅっと！ 
東京都墨田区 すみだ子育てアプリ 

東京都世田谷区 せたがや子育て応援アプリ 
茨城県行方市 行方子育て支援ナビ 
千葉県浦安市 予防接種ナビ 
京都府 ちゃいるす 
新潟県新潟市 にいがた子育て応援アプリ 
愛媛県 きらきらナビ 

兵庫県芦屋市 わくわく子育て 
新潟県妙高市 えむぷら 
兵庫県相生市 相生市子育て支援アプリ 
石川県かほく市 子育てにゃんでもトーク 
千葉県 ちば My Style Diary 
鹿児島県出水市 出水市子育て支援アプリ 
岐阜県大垣市 子育て支援アプリ 
大阪府泉大津市 いずみおおつ子育て応援アプリ 
静岡県裾野市 すそので子育て 
埼玉県鴻巣市 鴻巣市子育て支援アプリ 
愛知県清須市 キヨスマ 

兵庫県明石市 あかし子育て応援アプリ 
長崎県 長崎子育て応援アプリ 
東京都国立市 くにたち子育て応援アプリ 
長野県駒ケ根市 こまっぷ 
山口県岩国市 いわくに子育てアプリ 
青森県 あおもり子育て応援アプリ 
和歌山県和歌山市 つれもて子育て応援ナビ 
静岡県袋井市 ふくろい子育て応援ナビ フッピーのぽっけ 
福島県白河市 ぽっかぽか 
福井県鯖江市 つつじっこリトル 

かなざわ育なび.net以降に 
各地で子育てアプリが激増 



オープンデータ１００（政府CIOポータル） 

国内のオープンデータ
利活用事例集に取り
上げられました。 
https://cio.go.jp/opendata100 
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子育てサービスアイデア創造ワークショップ(2014.2) 

つなげる場創り・協働推進 

アイデアソン、ハッカソン、アプリコンテストを実施 

アプリコンテスト＠Ｋａｎａｚａｗａ（2014.10~） 
アーバンデータチャレンジへの参画と３市連携ハッカソン
の開催（2015.6~） 
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地域活性化・安心安全の向上・経済活性化 

アプリコンテスト＠Kanazawa 

つながりの力でさらなる事例を創出 

テーマに応じたアプリを募集。関連イベントでハッカソンも開催し、
最終応募は１３作品。 

グランプリ「金沢区/減災クエスト」 
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主催：code for YOKOHAMA、カマコン、ヨコスカバレー構想実現委員会 
共催・後援：横浜市金沢区、横浜市政策局、横須賀市、鎌倉市 

つなげる場創り・協働推進 

横浜（金沢）・横須賀・鎌倉 ３市連携ハッカソン 
アーバンデータチャレンジ神奈川拠点イベントとして歴史的・文化
的につながりの深い地域同士が連携してイベントを展開 
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協働による課題解決ツール創造 

地域活性化・安心安全の向上・経済活性化 

つなげる場創り・協働推進 
Code for Japan Summit 2016 
Code for Japanと連携して「地域課題解決をテクノロジーで考
える２日間」として国内最大のシビックテックのイベントを金沢区
総合庁舎で開催。各種シンポジウム、ワークショップを実施。 

http://summit2016.code4japan.org/ 
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地域資源の共有 

金沢区が広報などのために撮りためていた写真を公開するサイト
として構築。区民からの写真提供も受付。 

ロビー展示（横浜銀行） 

金澤写真アルバムの公開 

並木思い出を紡ぐ会（横浜市大並木ラボ） 

⇒アナログ的なオープンデータ活用の事例 

活用事例 

番組内での利用（NHK） 
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人材育成 
子どもプログラミング教室 

平成２６年度 平成２７年度 

H26：横浜市大の学生を講師として養成し、講座を運営 
（協力：デジタルハリウッド、シャープ(株)） 

 

H27：関東学院大学、中央大学、横浜市大と連携 
（協力：デジタルハリウッド、ソフトバンク(株)） 

 

H28：関東学院大学、横浜市大と連携。Code for Japan  
     Summitで様々なプログラミングワークショップ実施 
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課題解決ツール創造 

情報の「伝達」と「収集」に電話を利用。世界銀行ハッカソン発の
プロダクトをベースに、市民協働条例に基づく民間企業とのコラボ
で開発。青葉区、都筑区、東京都足立区などに横展開される。 

緊急時情報システム（５Ｃｏ Ｖｏｉｃｅ） 



オープンデータ推進 
オープンデータ活用 
（かなざわ育なび.ｎｅｔなど） 

透
明
化 

参
加 

協
働 

地区推進連絡会ほか 

プログラミング教室 

アイデアソン、ハッカソン 
アプリコンテスト 

緊急時情報伝達システム（5Co Voice） 
アプリコンテスト発のツールなど 
 

金澤写真アルバム 

行政保有データの公開 

地域資源の共有 

地域課題の見える化 

つなげる場創り・協働推進 

人材育成 

協働による課題解決ツール創造 

地域活性化・安心安全の向上・経済活性化 

課題解決ツール創造 

自治会町内会長１７３名、その他地域防災拠点関係者など
３９９名が登録。定期的に訓練発信を実施。 

緊急時情報伝達システム（５Ｃｏ Ｖｏｉｃｅ） 

９月１７日のチリ中部沖地震に伴う津波警戒情報の注意喚起発信 
自治会町内会長１７３名へ発信 
２０分後には１２４名（71.7%）から回答完了 
２時間３０分後の時点で連絡がつかなかったのは８名のみ 



Let’s open innovation! 
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