
倉敷市「データで紡ぐ⾼梁川流域連携事業」
オープンデータ＆ビッグデータの
分析 活用の取り組みに て分析・活用の取り組みについて
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倉敷市「データで紡ぐ⾼梁川流域連携事業」の概要
【背景・課題】 … 呉市でのレセプトデータ分析による年間１億円以上の医療費削減

や、ニューヨークでの犯罪捜査データ分析による殺⼈発⽣数の８５％削減等、⾼度
データ利活用については、官⺠を 問わず多種多様な分野で大きな成果が報告されて
いる。本市でも、昨年度、携帯電話の位置データを 活用した、連携中枢都市圏の観
光動態や商圏、医療圏の調査を委託し、ビッグデータ利活用の有用性 を実感したと
ころである。しかしながら、圏域に⾼度データ利活用のノウハウは蓄積されておら
ず、その ことが隘路となり、⾼度データ利活用の有効性を圏域の地⽅公共団体や中
⼩の⺠間団体が より広い 分野でフレキシブルに活かせる状況にはない⼩の⺠間団体が、より広い 分野でフレキシブルに活かせる状況にはない。

【目的・概要】 … ⾼度データ利活用のノウハウを圏域内で蓄積、運用し、公共的な
⾼度データ利活用サービスを提供する「公共データサイエンティスト」を育成・移
入すると共に、そのスキル・シェアリング の拠点となる「公共データサイエンティ

デスト法⼈」を整備して、連携中枢都市圏の地⽅公共団体と、「⾼度データ利活用圏
域」を共創する。更に当該法⼈を⾼度データ利活用技術を学んだ学⽣や有スキル者
の雇用及びビジネスマッチングの場として拡充していく。まず、本年度は本市が当
該法⼈に対し、下記 の業務を委託する。

●⺠間と融合したオープンデータの推進とそれらの分析による地域特性やリス
クの把握と予測

●セミナー開催やデータ分析サロン運営によるデータリテラシの底上げと共創
イノベ シ ンの創出イノベーションの創出

【先駆性】 … データの標準化と集積による連携中枢都市圏の結び付き強化及びそれ
らを活用し多種多様な地域課題を発⾒、解決する公共データサイエンティスト（法
⼈）のノウハウは他地域の参考となる先駆性を有する。
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⼈）のノウハウは他地域の参考となる先駆性を有する。



倉敷市「データで紡ぐ⾼梁川流域連携事業」の概要

【事業の主旨】
プ ビ グデ ビ オープン＆ビッグデータの利活用により、官⺠のサービス品質の向上や効

率化及び新たなビジネスの創出が期待される。
 一⽅、圏域内での データ利活用のための「仕組み」や「⼈材」の状況は

十分とは言えない。
 そこで、公益団体の形態を前提としたデータ利活用法⼈の起業を促進し、

その活動を通じて、圏域内でのオープン＆ビッグデータの利活用を推進す
る。

 当該事業は次の対象事業として実施される。 当該事業は次の対象事業として実施される。
・倉敷市みらい創⽣戦略（地⽅版総合戦略の倉敷市版）
・⾼梁川流域成⻑戦略ビジョン（連携中枢都市圏構想の倉敷市版）

地域活性化 地域住⺠⽣活等緊急⽀援交付⾦（地⽅創⽣先⾏型）先・地域活性化・地域住⺠⽣活等緊急⽀援交付⾦（地⽅創⽣先⾏型）先
駆的事業交付対象事業（内閣府地⽅創⽣推進室）
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倉敷市「データで紡ぐ⾼梁川流域連携事業」の概要

【事業の経緯】
 ＲＦＩ ⇒ ＲＦＰ

平成２７年３⽉ 倉敷市よりＲＦＩが出される
⾼梁川流域情報ネットワーク 株式会社ＮＤＳ⾼梁川流域情報ネットワ ク、株式会社ＮＤＳ、

特定非営利法⼈地域ＩＣＴ普及協議会の３団体が参加
平成２７年８⽉ 倉敷市よりＲＦＰが出される

参 がＲＦＩ参加３団体が共同提案の形で、一般社団法⼈による
事業実施の提案を⾏う
推進⺟体として「一般社団法⼈」の設⽴を進める

 一般社団法⼈の設⽴
平成２７年１０⽉１⽇ 「一般社団法人データ クレイドル」を設⽴

 一般社団法⼈による業務の受託
平成２７年１０⽉２３⽇ 倉敷市と一般社団法⼈データ クレイドルとの間

で業務委託契約を締結
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で業務委託契約を締結



一般社団法人データ クレイドルの概要般社団法人デ タ クレイドルの概要

団体名 一般社団法⼈データ クレイドル

代表者職・氏名 代表理事 新免國夫代表者職 氏名 代表理事 新免國夫

所在地
倉敷市阿知1丁目7-2

くらしきシティプラザ⻄ビル８階 ８０３－３
（倉敷市ベンチャーオフィス３号室）

設 ⽴ 2015年10⽉1⽇

連絡先（TEL） 086-427-0885

連絡先（Mail） office@d-cradle.or.jp

URL http://d-cradle or jp/
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URL http://d cradle.or.jp/

業務内容
当法⼈は、オープンデータ、パーソナルデータ及びビッグデータといったデータと、

⼈工知能を含む情報技術の活用を通じて、地域社会の過去と現状を把握し未来を予測
することにより、地域の⾏政、教育、産業、安全、環境、都市機能等の効率や品質を
⾼め、新たな社会的価値を創造することを目的とし、その目的に資するため、次の事
業を⾏います。 （定款より）

• データサイエンティストの育成
• データの収集、蓄積、加工、分析、視覚化及び知識化等のデータ活用サービスの設

計 開発 提供計、開発、提供
• データ活用サービスを社会実装するための情報システムの設計、開発、運用
• データ活用サービスに関するビジネス及び就業機会の創出のための各種活動
• データ活用サービスに関する国内外の関連機関との情報交換、協⼒及び連携
• データ活用サービスに関する雑誌、書籍及び音響・映像商品の企画、出版、販売
• データ活用サービスに関する標準化等技術仕様の策定及び普及活動デ タ活用サ ビスに関する標準化等技術仕様の策定及び普及活動
• データ活用サービスに関する普及啓発活動
• データ活用サービスに関する提言

デ タ活用サ ビスに関する調査研究
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• データ活用サービスに関する調査研究
• 上記に附帯又は関連する事業



データ活用サービス 新サービス
新ビジネス創出

倉敷市

データセット ③API、アプリ

一般社団法人データクレイドル 観光
分野

地域 住

圏域
自治体

データセット

データセット

・・

①オープンデー
タ化支援

③API、アプリ
開発・販売

教育
分野

地域の住民への
サービス向上

自治体
データセット

②データポータル構築・運用 ④データ分析・
視覚化サ ビス

分野

データ整備 データ公開
データ活用
（二次利用） 企業活動の

効率化

１ データ整備 （データを集める・整える）

民間等

視覚化サービス

⑤人材育成、⑦調査研究、⑥普及啓発

・・・
分野

１．データ整備 （データを集める・整える）
①⼆次利用できるように収集、匿名化、標準化、整形するオープンデータ化⽀援

２．データ公開 （データを蓄える・公開する）
②オープンデータを蓄積し公開する「データポータル」構築・運用
デ デ３．データ活用 （データを⼆次利用する）
③データを活用できるインターフェイス（API：Application Programming Interface）やアプリ等の開発・販売
④データ分析およびグラフ化、マップ化などのビジュアル化
⑤データ利活用セミナー等の⼈材育成
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⑥データ活用実証、⼈工知能等の調査研究
⑦データ分析サロン（体験、相談）運営、共創型イベント（アイデアソン、ハッカソン）等の普及啓発

データ活用サービスの仕様
複数の⺠間団体や地⽅公共団体が適切な権限設定のもと、共同利用可能なオー
プンデータ・カタログサイト・サービスを構築、運営を実施します。
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データ利活用推進セミナー
（１）⾼梁川流域データ活用セミナー

圏域全体に本事業を周知し、圏域自治体や地域の皆様の協⼒を得るため
「⾼梁川流域データ活用セミナー」を開催します。

項目 内 容
開催時期等 2016年1⽉ 3時間開催時期等 2016年1⽉ 3時間
場 所 倉敷市内研修施設
受 講 料 無料
対 象 者

（定員） 圏域自治体・企業・団体・学⽣等（50名）

■基調講演「オ プンデ タの推進について」

内 容
※来賓、講師等
は変更される可
能性が有ります。

■基調講演「オープンデータの推進について」
内閣府担当課担当官

■特別講演「オープンデータから「ビジネス」を⽣む視点」
川島 宏一 （筑波大学 システム情報系社会工学域 教授）

■講演「データで紡ぐ⾼梁川流域連携事業について」
倉敷市

（２）データ分析基礎セミナー
データ活用に関する基礎知識と、実際の分析に関する基礎の修得を目指

■話題「データ活用サービス紹介」
一般社団法⼈データ クレイドル

す「データ分析基礎セミナー」を開催します。
開催時期 平成２７年１２⽉〜１⽉
場所 倉敷市内
対象者 圏域自治体・企業・団体の職員 学⽣等 ２５名×２回
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対象者 圏域自治体 企業 団体の職員、学⽣等 ２５名×２回
受講料 無料

データ分析サロンの設置・運営
データ活用テストベットとアイデア創発の場として、データ分析サロンを設

置し、利用率と議論の質を⾼め、イノベーションの創出につなげます 。
項目 内 容

開設時期 2016年1月

場 所
一般社団法人データクレイドル事務所内
場 所 ：倉敷市阿知1丁目7-2くらしきシティプラザ西ビル8階 803号場 所 場 所 ：倉敷市阿知1丁目7 2くらしきシティプラザ西ビル8階 803号
アクセス：ＪＲ倉敷駅前

営業予定時間 平日10時～17時

対象者 サロン会員（圏域自治体・企業・団体・学生等）※登録無料

利用料 無料利用料 無料

■提供サービス
データ活用ツールの体験利用（説明要員含む） ・関連書籍、刊行物等の閲覧 ・先進事例等の紹介
サロンSNS・グループウェア（オンラインの議論の場）の使用
■設備
パソコン（インターネット） プリンタ プロジェクタ 会議／作業スペース（6名程度）

サービス内容

パソコン（インターネット） プリンタ プロジェクタ 会議／作業スペース（6名程度）
■データ活用ツール
オープンデータ登録・管理システム オープンデータポータルサイト（エリアEYE（仮称））
Tableau R（R Studio含む） IBM Bluemix GIS（ArcGIS相当）
その他協力ベンダからサンプル提供されるツール
■共創型サロンイベント
オープンデータ・カフェ（アイデアソン・ハッカソン）オープンデータ・カフェ（アイデアソン・ハッカソン）
オープンデータを活用したアプリ開発（githubの基礎知識、アプリのfork等）の講習・ハンズオン等を含むハッ
カソンやアイデアソンを地域住民、学生を対象に開催
メディアにおけるデータ活用研究会
商工、観光、教育等様々な分野の専門家と高度データサイエンティストをマッチングし、データを活用した新

たな公共サービスやビジネスモデル形成に向けた研究会
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たな公共サービスやビジネスモデル形成に向けた研究会

体 制
運 営：一般社団法人データクレイドル
協 力：Code for KURASHIKI（設立予定）LOCAL GOOD KURASHIKI（設立予定）

外部招聘専門家（データサイエンティスト）



オープンデータ・ビッグデータの利活用推進のために
１ 地域・関係団体・大学との連携促進

圏域自治体圏域自治体
圏域企業･団体・個⼈
地元⾦融機関地元⾦融機関
学術機関 等

２ 先進地域・団体、業界団体との連携
一般社団法⼈データサイエンティスト協会
一般社団法⼈オープン＆ビッグデータ活用・地⽅創⽣推進機構
IoT推進コンソーシアム 等

３ 技術支援
協⼒有識者、ベンダー 等
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事業の実施に当たって
⺠間の⽴場から「参加」と「協働」による「オープンデータ・ビッグデータ」の活

用による地域活性化を図るため、オープンデータ化等の促進とその活用技術の向上と
普及 「公共データサイエンティスト」の育成 地域社会における普及啓発などの活普及、 「公共デ タサイエンティスト」の育成、地域社会における普及啓発などの活
動を⾏うことによって、地⽅創⽣の推進と地域経済の活性化に貢献したいと考えてい
ます。

そのために、⾼梁川流域において、「公共データサイエンティスト」の活動とデー
タ ⾼度 利活 よ 「 づく 地域づく を 指す「公共デ タサイタの⾼度な利活用による「まちづくり・地域づくり」を目指す「公共データサイエン
ティスト法⼈」として業務を推進します。

・オープンデータの推進
・データ分析・ビジュアライゼーションの推進デ タ分析 ビジュアライゼ ションの推進
・データ分析セミナーの実施
・データ分析サロンの設置運営
・ビッグデータ・⼈工知能の研究

しかしながら すべ を地域 自給自⾜ 自⽴す とは難しく 国 仕組 など既しかしながら、すべてを地域で自給自⾜、自⽴することは難しく、国の仕組みなど既
存のものも活用し、地域がすべきことを明確にして、国・県等の仕組みとの連携を図
りつつ、本事業の意義や役割、事業の独自性を追求して参ります。併せて、中⽴的⽴
場から広く関係団体・企業の協⼒を得ながら活動することと致します。場から広く関係団体 企業の協⼒を得ながら活動することと致します。

当法⼈の業務が⾼梁川流域の市町の皆様のご期待に添えるものとなるよう、努⼒し
て参ります。

是非 皆様にはご⽀援 ご協⼒をお願 たします
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是非、皆様にはご⽀援、ご協⼒をお願いいたします。


