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国、自治体の有識者、アドバイザーなど
大学や専門学校で非常勤講師も



金沢市役所の方と一緒に2016年10月に初めて沖縄に 
（沖縄オープンラボラトリ主催）



沖縄県庁をはじめとした行政の方々、 
市民の方々にたくさん集まっていただきました



でも、もともと僕やCode for Kanazawaは 
沖縄の方々に大変お世話になっていました



5374（ゴミナシ）　ごみに関する問題解決 
北海道から沖縄まで120都市以上に拡大



2013年12月30日　石垣市版と豊見城市版の5374が 
日本で初めての他都市展開となりました



OKINAWA OPEN DAYSも今年で4度目のご招待 
ありがとうございます！



シビックテックとは 

市民がテクノロジーを活用して自ら望む社会を 
創りあげる活動とそのテクノロジーのこと



先進事例：Code for America



冬に雪が積もり消火栓が見えなくなることを防ぐために「消火栓マップ」を 
市民が共有し、有志で世話をする消火栓を分担するというもの



2012年夏より準備を始めて 
2013年5月　Code for Kanazawaを9人で設立 

日本で初めてのシビックテック（Code for）コミュニティ 

2014年2月28日　一般社団法人化 
100名以上のプロジェクトメンバーで石川県全域をカバー





プロジェクトリーダー エンジニア デザイナー 自治体職員 学生

……プロジェクトA

プロジェクトリーダー エンジニア デザイナー 自治体職員 学生

……プロジェクトB

・ 
・ 
・

メンバーが自律して動くプロジェクト制で活動 
現在のプロジェクト数 9



コード・フォー？？？

最初、わかってもらえなかった…



5374（ゴミナシ）　ごみに関する問題解決 
北海道から沖縄まで100都市以上に拡大



7年前の開発風景



プログラムを無料で公開（オープンソース） 
全国120自治体以上でコピー　自治体公式版も



島田商業高校

オープンな活動は 
全国に良い循環を促す



市民が継続して課題に取り組んでいく場作り 
アイデアソン/ハッカソンを開催





子育てに役立つ情報が簡単に手に入るアプリ ”能登ノットアローン”が誕生 
市民たちが奥能登2市２町で広域連携をしながら、2016年4月に運用開始



珠洲市
輪島市

能登町

穴水町

金沢市 
↓

・ 輪島市社会福祉協議会（イベントデータ） 
・ 輪島市生涯学習課（輪島市の公園、公民館の地図情報） 
・ みらい子育てネット輪島（子育て応援地図情報） 
・ 漆芸美術館（イベントデータ） 
・ 輪島親子昆虫クラブ（イベントデータ）

・ 穴水町健康推進課（イベントデータ、地図情報） 
・ 穴水町社会福祉協議会（協力連携中）

・能登町健康福祉課（イベントデータ） 
・他

・  珠洲市福祉課（珠洲市子育て支援センターのイベントデータ） 
・のとフェアリィ（子育て応援地図情報、奥能登イベントデータ）

・ 石川県奥能登総合事務所（イベント企画の後援、連携） 
・ 公益財団法人いしかわ子育て支援財団（地図情報「子育て便利帳」） 
・ 特定非営利活動法人こらぼる（サーバ提供）



国連大学 サスティナビリティ高等研究所 
いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット 

UNU-IAS OUIK

2008年4月に国連大学高等研究所（当時）唯一の 
日本国内のフィールドユニットとして設立 

日本の地方自治体と国連機関が共同で設立・運営 
フィールドと世界を直接結ぶユニークな機関



SDGs x Civic Tech 
金沢市, 国連大学サスティナビリティ高等研究所 OUIK, Code for Kanazawa



1. 共通の目的 「社会の課題を解決する」 
2. 市民参画が主体 
3. テクノロジーが効く

SDGs シビックテック



シビックテックに絶対必要なこと
• テックが主役ではない 
→テックは道具、市民と課題が主役 

• 多様性が大事 
　→社会は多様、そういうコミュニティ作りが必要 
　　もちろん行政の方々も分け隔てなく参加してもらう 

• インフラとして考える 
　→業界ではなく思想へ / テクノロジーを遍く 

• 自分ゴト 
　→やってもらうじゃ真に欲しいものは作れない 
　　自分がやるとなって初めて無駄なことはできない 
　　欲しいものだから、みんなが使う



シビックテックがこの時代に生まれた理由 

テクノロジーによってたくさんの市民の力を 
少しずつ集めることができるようになった 

昔は同じ時間に同じ場所に集まり、 
一緒に手を動かさなければ 

社会に関わることができなかった



シビックテック vs COVID-19

シビックテックはこれまでも様々な危機で力を発揮

2011年 東日本大震災
2016年 熊本地震

2018年 西日本豪雨（岡山県等）
2020年 新型コロナウイルス

特にCOVID-19では人との接触が制限されるため、
ITの「非接触でも効率的に効果を発揮する」特徴を活かせる



新型コロナウイルスによる経済支援になることをしたい！ 
金沢テイクアウトマップの誕生　誰もが利用できるようオープンに



沖縄県新型コロナ対策緊急応援サイト開設 
Code for Kanazawaのアプリをベースに 

CODE for OKINAWAとCIVIC TECH JAPANで協働で開発 
わずか二ヶ月でポータルサイトと4種のアプリを完成



東京都は新型コロナウイルス感染症対策サイトを開設 
開発はCode for Japanが受託 

オープンソースで公開され、全国に拡がった



CIVIC TECH FORUM 2020 (2020/5/9)
オンライン開催

全国から21人の登壇者が事例を紹介・共有

1.白澤美幸｜有事に動けるシビックテックと、平時に備える行政 
2.吉沢 太佑｜北海道新型コロナウイルスまとめサイトでやったいろいろなこと 
3.坂ノ下 勝幸 ｜「みんなでテイクアウトMAP」について 
4.芦田 裕飛｜市民の力で情報をわかりやすく ～兵庫県 新型コロナウイルスまとめサイトの開発に関わって～ 
5.藤原 出帆｜はじめての、シビックテック ～ 岡山県 コロナ対策サイトの立ち上げを通して ～ 
6.金原 美穂｜おうち時間の有効活用～何でも楽しもう！～ 
7.石田 祐介｜栃木県版のコロナ対策サイト立ち上げ～オープンデータへの道 
8.石塚 康司 ｜奈良県版Covid19まとめサイトの立ち上げストーリー 
9.德永 美紗｜福岡の新型コロナウィルス感染症ポータルサイトができるまで 
10.Pen｜理解に限界がある方にも命に関わる情報を 
11.佐野 浩士｜民間支援情報ナビの静岡県版を作った話 
12.澤田 学｜covid-19×減災 
13.藤井 大祐 & 菅野 晶仁｜コロナ(COVID-19)の時代を「ともに考え、ともにつくり、ともに乗り越える！NPO協働支
援に見るSTO創出プロジェクトの今とこれから 
14.渡邊 響｜比較検証！ Google スプレッドシート VS Transifex 
15.小幡洋一｜「メディア（媒体）の不完全性から開放されれば僕たちは「場」に縛られる事はなくなる」事に気づいた
話 
16.山田 洋志｜COVID-19で変わる不審者・犯罪　～ガッコム安全ナビの統計からわかる治安情報の変化～ 
17.由井 英｜「地域の記憶」を記録するコミュニティサイト「HomeTownNote」 
18.竹内 明日香｜オンラインホームルームを全国の子どもたちに！！ 
19.湊 信次｜コロナの後　大恐竜経済から子ネズミ経済へ 
20.伊藤 侑果｜共創・共生の時代にサスティナブル 
21.伊藤 昌毅｜新型コロナウイルスによる交通崩壊の危機を訴えるオンラインイベントを開催した話 



シビックテックは市民だけで実現可能なもの？



オープンデータは必要！ 

国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのう
ち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用
（加工、編集、再配布等）できるよう、次のいずれの項
目にも該当する形で公開されたデータ。 
・営利目的、非営利目的を問わず 
　二次利用可能なルールが適用されたもの 
・機械判読に適したもの 
・無償で利用できるもの 
（出典:オープンデータ基本指針 令和元年 6月7日改正 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/
data_shishin.pdf)

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/data_shishin.pdf
https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/data_shishin.pdf


台湾政府 x g0v（2012年） 
マスクの在庫がリアルタイムで分かるサービスを数日で完成

オードリータン 
　　唐鳳 
台湾 IT担当大臣

台湾のシビックテックコミュニティ g0v 

https://g0v.asia/



藥局口罩採購地圖 by kiang 
（実際のサービスの一つ）



なぜ、こういうものが創れたのか？ 

• 新型コロナウィルスの拡大によるマスク不足の対策として 
マスクの購入には保険証の提示が義務付け 
• 台湾の保険証には IC チップがあり 
保険適用薬局はICチップリーダーを使い 
処方箋が必要な薬に関する事務を効率化していた 
• そこからマスク販売に関するリアルタイム情報を政府は把握 
• その情報をオープンデータとして公開することに決定

行政のデジタル化とオープンマインドが既に存在



実際のマスクデータの一部（ダウンロードしたもの）



g0vのHackMDサイトには60以上のサービスが掲載されている 

「歡迎放上自己的連結」（リンクをご自由にどうぞ）



これからの地域社会創りは行政だけがやるものでもない 
市民が主役として行政と協働していく 

そのためにテクノロジーを積極的に活用し、ともに地域を創っていく時代 

行政が一方的に事業を展開するものではないし 
市民がただ不平不満を言うものでもない 

市民と行政がともに地域を創るための 
オープンガバナンスの時代に入っている

市民/コミュニティ 
（非営利セクター）

政府/自治体 
（公共セクター）

シビックテック 
& 

オープンガバナンス



市民/コミュニティ 
（非営利セクター）

政府/自治体 
（公共セクター）

テクノロジーを受け入れる 
オープンマインド（オープンデータも） 
積極的な利用ができるようにする 

市民との協働を推進する

テクノロジーを理解する 
自らやる 

コミュニティに参加する 
行政との協働を推進する

互いに意識（マインドセット）を変えることが重要

シビックテック 
& 

オープンガバナンス



石川県金沢市の主要なシビックテック事業

・金沢シビックテック推進協議会 - 市民主体のシビックテック創出の要 

・オープンデータ官民ラウンドテーブル - オープンガバナンス
　- 今年は「健康・医療・介護・子育て」分野

・シビックテック塾 - DIY化する市民の創出
・地域課題解決マッチング事業
・シビックテックサミットKANAZAWA 2020

シビックテック塾の様子

マッチングン事業の様子



コードで世界をHappyに
Code for Kanazawa


