
－つながる つくる 暮らし楽しむまち・とよた－

【資料１】
オープンデータの推進について

デジタル化推進本部事務局
(経営戦略部 情報戦略課)



１ 豊田市のオープンデータの現状
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• 平成29年に「豊田市オープンデータガイドライン」を策定。

• 国が定めるオープンデータの「推奨データセット」のうち、市HPにオープンデータとして掲
載しているのは17項目中4項目。

• 残りは市HPに掲載されているがオープンデータになっていなかったり、そもそも市
HPにも掲載されていない状況。

• 市HPにオープンデータとして掲載しているにも関わらず、機械判読可能な形式になっ
ていないものも複数ある。
※クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは設定済み

○取組方針１：各種手続の電子申請化
○取組方針２：支払手続のキャッシュレス化
○取組方針３：オープンデータの推進及びデータ活用

令和３～４年度におけるデジタル施策の全庁取組方針
内部事務の一貫したDX・各プロセス連携の強化を図るため、令和３～４年度（デジタル強靭

化戦略におけるフェーズ１）は、市役所の基礎的なデジタル施策の推進・実現を強化し、DXの
入り口となる『インプットのデジタル化』を推進する。



２ 現在の本市のオープンデータの状況（「環境省データマネジメントポリシー」より参考引用）
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○マチュリティモデル
＝成熟度の段階定義

○この定義に基づくと
豊田市の状況は
ステージ０～１

○オープンデータに取り組
む自治体としては、後進
自治体と言わざるを得な
い状況

○今後、本市が目指して
いくのは、ステージ３・４



３ 国推奨データセット(１７項目)に対する本市の対応状況
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番号 データ名 豊田市
1

基本編

AED設置箇所一覧 ○
2 介護サービス事業所一覧 △
3 医療機関一覧 ×
4 文化財一覧 △
5 観光施設一覧 ×
6 イベント一覧 △
7 公衆無線LANアクセスポイント一覧 ○
8 公衆トイレ一覧 ×
9 消防水利施設一覧 ×
10 指定緊急避難場所一覧 △
11 地域・年齢別人口 ○
12 公共施設一覧 △
13 子育て施設一覧 ○
14 オープンデータ一覧 △
A-1

応用編
食品等営業許可・届出一覧 ×

A-2 学校給食献立情報 △
A-3 小中学校通学区域情報 △

○・・・オープンデータとして所定の形式で市HPに掲載済み
△・・・所定の形式ではないものの、市HPに掲載済み

例：チラシ等の体裁のPDFで掲載
×・・・市HPに掲載なし、集約なし



【参考】豊田市オープンデータカタログ
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番号カテゴリ データ名 データ形式 所管課 更新日
1市の紹介 オープンデータ 町字名の読み方一覧 CSV 総務部 法務課 2021年9月3日更新
2防災・防犯 オープンデータ 豊田市ため池ハザードマップ PDF 産業部 農地整備課 2021年3月9日更新
3防災・防犯 オープンデータ 水防倉庫一覧 CSV 消防本部 総務課 2021年9月10日更新
4統計 オープンデータ 統計データ CSV、PDF 総務部 庶務課 2021年9月13日更新
5税金 オープンデータ 市税の納期限一覧 CSV 市民部 債権管理課 2021年4月1日更新
6福祉 オープンデータ 訪問理美容サービス協力店一覧 Excel 福祉部 高齢福祉課 2021年4月20日更新
7福祉 オープンデータ 福祉・保健関係施設一覧 Excel 福祉部 総務監査課 2021年7月更新
8福祉 オープンデータ 豊田市地域包括支援センター一覧 CSV、PDF 福祉部 高齢福祉課 2020年4月1日更新
9学校・教育 オープンデータ 豊田市立小中学校区一覧 PDF 教育部 学校教育課 2019年6月26日更新
10学校・教育 オープンデータ 小規模特認校一覧 CSV 教育部 学校教育課 2020年10月27日更新
11子育て支援 オープンデータ 放課後児童クラブ一覧 CSV 子ども部 次世代育成課 2021年7月19日更新
12子育て支援 オープンデータ こども園等施設一覧 CSV 子ども部 保育課 2021年7月15日更新
13子育て支援 オープンデータ 子育てひろば実施日一覧 CSV 子ども部 保育課 2020年11月5日更新
14住まい・生活 オープンデータ 豊田市の手続きができる動物病院一覧 CSV、PDF 保健部 動物愛護センター 2021年5月1日更新
15住まい・生活 オープンデータ ペットの火葬業者一覧 CSV 保健部 動物愛護センター 2021年9月6日現在
16住まい・生活 オープンデータ AED設置施設一覧 CSV 保健部 総務課 2021年7月1日更新
17予算・財政状況 オープンデータ 一般会計・特別会計予算書・予算説明書 PDF 企画政策部 財政課 2021年8月27日更新
18予算・財政状況 オープンデータ 財政公表 PDF 企画政策部 財政課 2021年6月29日更新
19予算・財政状況 オープンデータ 水道事業・下水道事業会計予算書 PDF 上下水道局 経営管理課 2021年7月2日更新
20審議会・会議など オープンデータ 豊田市の審議会等一覧 CSV、PDF 総務部 行政改革推進課 2021年4月1日時点
21ごみ・リサイクル オープンデータ リサイクルステーション一覧 CSV 環境部 ごみ減量推進課 2021年1月29日更新
22事業ごみ オープンデータ 優良産廃処理業者一覧 CSV 環境部 廃棄物対策課 2021年6月24日現在
23廃棄物 オープンデータ 一般廃棄物処理業者一覧 CSV、PDF 環境部 ごみ減量推進課 2019年10月3日更新
24入札情報 オープンデータ 建設工事発注予定案件一覧 CSV、PDF 総務部 契約課 2021年4月1日更新
25入札情報 オープンデータ 工事関係委託発注予定案件 CSV、PDF 総務部 契約課 2021年4月1日更新
26情報公開 オープンデータ 景況調査 PDF 産業部 商業観光課 2021年9月16日更新

27指定管理制度・アウトソーシング オープンデータ 指定管理者制度適用施設一覧 CSV、PDF 総務部 行政改革推進課 2021年4月1日時点

28まちづくり オープンデータ 豊田市が交付する補助金等の実績一覧 CSV、PDF 企画政策部 財政課 2020年11月2日更新
29交通 オープンデータ 豊田市のバス情報 ZIP 都市整備部 交通政策課 2021年4月1日更新
30住まい・生活 オープンデータ 豊田市無料公衆無線LAN（フリーWi-Fi）一覧 CSV、PDF 経営戦略部 情報戦略課 2021年4月1日更新



４ 今後の方針
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【今後のオープンデータ推進の方針】
＜目指す姿＞市の課題を行政だけが検討するのではなく、民間企業等もオープンデー

タを利用・検討できる環境を構築し、データから新たなサービスの検討な
どへ繋げる。また、データの価値を行政側だけで判断するのではなく、民
間企業等にも利用してもらうことで真の価値を見出していく。

©北海道総合政策部次世代社会戦略局DX推進課「2021年9月25日オープンデータ勉強会」資料より抜粋



４ 今後の方針
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【主な取組イメージ】
★オープンデータガイドラインを改正し、各課でのオープンデータ掲載を推進する。
★国推奨データセットや既存公開情報だけでなく、全庁の保有するデータを可能なか
ぎりオープンデータ化する。
⇒オープンデータガイドライン改定時に「今後のガイドライン改正で重視するポイント」の
「３ オープンデータ推進に関する基本方針」を中心に目指す姿等を記載していく。

【ガイドライン改定後の全庁での主な作業イメージ】
①既にオープンデータカタログに掲載されているデータを、オープンデータとして更に利用しや
すい形式（＝オープンデータ形式…機械判読可能、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス設定）に変更。

②市役所HPに掲載されているが、オープンデータカタログに掲載されていないデータを、
オープンデータ形式に変更の上でオープンデータカタログに掲載。

③市役所HPに掲載されていないデータを、オープンデータ形式に変更の上でオープンデー
タカタログに掲載する。



５ 今後のガイドライン改正で重視するポイント
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現行の豊田市オープンデータガイドライン目次

１ このガイドラインについて

２ オープンデータについて
（１）オープンデータとは
（２）オープンデータ推進の意義
（３）オープンなライセンス
（４）オープンなデータ形式
３ オープンデータ推進に関する基本方針

４ 公開するデータの利用ライセンスについて

５ 公開するデータのデータ形式・コード体系・データ項目
について
６ 公開するデータの多言語化について

７ 公開手法

８ 検証

別添 豊田市オープンデータカタログページ利用規約

別冊１ データ作成手順（ＣＳＶ編）

別冊２ 共通データ項目集

別冊３ 作業区分別オープンデータ公開手順

別冊４ データ更新手順

改正ガイドラインにて特に重視するポイント

１ このガイドラインについて

２ オープンデータについて
（１）オープンデータとは
（２）オープンデータ推進の意義
（３）オープンなライセンス
（４）オープンなデータ形式
３ オープンデータ推進に関する基本方針
４ 公開するデータの利用ライセンスについて

５ 公開するデータのデータ形式・コード体系・データ
項目について

６ 公開するデータの多言語化について

７ 公開手法（別冊１～４）

８ 検証

別添 豊田市オープンデータカタログページ利用規約

別冊１ データ作成手順（ＣＳＶ編）

別冊２ 共通データ項目集

別冊３ 作業区分別オープンデータ公開手順
別冊４ データ更新手順



６ 今後の具体的な取組案

• 庁内でのデータ活用・オープンデータ推進の意識づけ
→前々回及び本日のデジタル化推進本部を契機に都度アナウンスを実施。

• オープンデータに望ましい形式（5つ星オープンデータ）に基づき公開データの変更
→P9以降参考（庁内参考事例）

• 市民からの意見等を利用し、公開内容等を見直し（例：開示請求件数の多い項目）
→市民が開示を求めている情報について、予めHP上にオープンデータとして掲載、
市民の開示請求手間や職員の事務対応時間を削減する。

• デジタル化推進員向け研修の実施
→現在実施しているデジタル化推進員向けの研修（月2回程度実施）にて、
オープンデータを取り上げ、意義や取組方法を説明。
各課でのオープンデータ推進の起点とする。

※オープンデータ化に関する具体的な作業依頼等は、別途案内等させていただきます。
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庁内参考事例
（好事例）



【参考】都市整備部 交通政策課の取組（豊田市のバス情報）
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・5つ星オープンデータに基づき、豊田市内のおいでんバスや地域バスの
情報（バス停の位置、各路線の時刻・ルート・金額等）をオープンデータ
化しており、そのデータを元にGoogleマップへ掲載。
・市民だけでなく初めて豊田市を訪れた人も目的地までのバス情報を検索
しやすく、安心してバスを利用することが可能。
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庁内参考事例
（既に検討着手中）



【参考】福祉部 総務監査課の検討取組（福祉・保健関係施設一覧）
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●現状と課題
・「豊田の健康と福祉」冊子の内容をオープンデータとして掲載している（Excel形式）。
・冊子と同じ形式のため、1つのセルに複数内容（例：①郵便番号、住所、地区名②電話、FAX）や
改行が含まれていたり、別の種類が記載された複数ワークシート（例：高齢者・障がい者等）が
混在している状況
→機械判読ができない状態

同じセルに
複数項目

（電話・FAX）

同じセルに
複数項目

（郵便番号・住所）
ワークシートが
複数混在
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●修正イメージ
・ワークシートではなく、分類ごと（例：高齢者施設、障がい者施設等）にデータそのものを分けて掲載。
・項目を細分化し、郵便番号・住所・電話・FAX等をそれぞれの列に記載。
→機械判読可能な形式に変更すると同時に、市民が目的（例：高齢者関係の事業検討等）に応じて
データを扱いやすくする。

【参考】福祉部 総務監査課の検討取組（福祉・保健関係施設一覧）
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●データの活用イメージ
・機械判読可能なデータ形式になっていると、市民等自身が、データを利用して新たなサービスを検討する
ことが出来る。（例：施設のマップ化、検索サイトの構築等）
・当然、市民等に先駆けて職員が豊田市の現状を分析・業務検討に活用することも可能。
→各課が最新のデータをオープンデータにすることで、随時分析・活用を行えるようになる。

【参考】福祉部 総務監査課の検討取組（福祉・保健関係施設一覧）


