
 

  

令和元年１１月１９日 

 報道関係者各位 

佐賀県 武雄市役所 

オープンデータの活用推進に向けて 

オープンガバメント推進協議会参加者募集 
 

令和 2 年 1 月 19 日(日)に開催する「２０１９年度オープンガバメント推進協議会公開シン

ポジウム」の参加者を募集します。 

武雄市はビッグデータ・オープンデータの利活用推進を目的として全国の１１自治体で

構成する「オープンガバメント推進協議会」に参画しています。  

本協議会では、ビッグデータ・オープンデータの取り組み事例や、その成果を発信し、

更なる利活用の推進に資するため、公開シンポジウムを開催します。  

この公開シンポジウムの参加者を募集しますので、お知らせいたします。  

 

詳細は添付しております資料をご覧ください。  

 

 

 

― 本件に関するお問い合わせ先 ― 

武雄市 企画部 広報課 TEL ０９５４－２３－９１２１（担当：宮口） 
 

News Release 



 

 

 

 

各報道機関記者 様 

 

オープンガバメント推進協議会公開シンポジウムの開催に伴う参加者募集について 
 

 本協議会は、ビッグデータ・オープンデータの利活用推進を掲げて平成 25年度に設立されて以降、

様々な取組みを行っており、全国に活動の輪を広げています。 

今年度は、加盟自治体がビッグデータ・オープンデータそれぞれについて、民間団体と連携した取

組みを行いましたので、その成果を発信し、更なるビッグデータ・オープンデータの利活用の推進に

資するため、公開シンポジウムを開催します。これに伴い参加者を募集しますので、お知らせします。 

 

１ 開催日時 

令和 2年 1月 19日（日）13:30～17:10（受付 13:00から） 

 

２ 会  場  

ホテルグリーンタワー幕張 4階 ロイヤルクレッセント（千葉市美浜区ひび野 2-10-3） 

 

３ 参 加 費 

無料 

 

４ 定  員  

100名程度（申込多数の場合は抽選） 

 

５ 主なプログラム  

※詳細は別紙 1「令和元年度オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム開催要項」参照 

（１）シビックテック活動報告 

（２）シビックパワーバトル 

（３）参加首長によるパネルディスカッション 

    

６ 参加申込方法 

令和 2年 1月 8日（水）までに、氏名、ふりがな、電話番号を明記し、メールか FAXでお申込み

ください。 

・メール：og-kyogikai@city.chiba.lg.jp  

・ＦＡＸ：043-245-5692  

                                   

７ 備考 

  （１）令和元年度オープンガバメント推進協議会公開シンポジウム開催要項（別紙 1） 

  （２）オープンガバメント推進協議会概要（別紙 2） 

 

 

 

 

 

11県市同時発表 

千葉市、武雄市、奈良市、 

福岡市、三重県、室蘭市、 

大津市、郡山市、日南市、 

浜松市、桑名市 

【問い合わせ先】 
千葉市 総務局情報経営部業務改革推進課（会長市・開催市） 電話 043-245-9331 
奈良市 総合政策部情報政策課 電話 0742-34-4722 
福岡市 総務企画局ＩＣＴ戦略室ＩＣＴ戦略課 電話 092-711-4057 
三重県 雇用経済部ものづくり・イノベーション課 電話 059-224-2318 
室蘭市 企画財政部ＩＣＴ推進課 電話 0143-25-2712 
大津市 政策調整部イノベーションラボ 電話 077-528-2727 
郡山市 政策開発部ソーシャルメディア推進課 電話 024-924-2511 
日南市 総合政策部総合戦略課 電話 0987-31-1116 
浜松市 企画調整部企画課 電話 053-457-2241 
桑名市 市長公室まちづくり推進課 電話 0594-24-1338 
武雄市 企画部広報課 電話 0954-23-9121 
※シンポジウムの詳細や当日の取材についてのお問い合わせは千葉市へ、各自治体
における取り組みは、それぞれの自治体にお尋ねください。 



 

２０１９年度オープンガバメント推進協議会 公開シンポジウム開催要項 

 

 

１ 目的 

ビッグデータ活用・オープンデータの取組みを推進するため、これからのまちづくりにおけ

るビッグデータ・オープンデータの活用のあり方や可能性を、観覧者と共に考え、情報を共有

することで、活用に向けたさらなる機運を醸成するとともに、新たな知見の発見につながるき

っかけづくりの場を提供する。 

 

２ 開催日時 

令和 2年 1月 19日（日） 13：30～17：10（受付 13：00から） 

 

３ 会場 

ホテルグリーンタワー幕張 4階 ロイヤルクレッセント（千葉市美浜区ひび野 2-10-3） 

 

４ プログラム 

（１）開会挨拶（13：30～13：35） 

オープンガバメント推進協議会 会長 熊谷 俊人（千葉市長） 

 

（２）シビックテック活動報告（13：35～14：05） 

Code for Saga 代表、内閣官房オープンデータ伝道師 牛島 清豪氏 

Code for Chiba 代表 浦本 和則氏 

    Code for NAGAREYAMA 代表、Civic Tech Zen Chiba 代表 白澤 美幸氏 

 

（３）シビックパワーバトル（14：05～15：25） 

テーマ   「わたしの好きな○○市」 

概要    市民がオープンデータを用いて自ら住むまちの魅力をプレゼンで競い、ま

ちの魅力を PRするイベント。参加者を高等学校の生徒または大学等の学生に

限定して加盟自治体のチームが動画予選で競い、公開シンポジウムにおいて、

予選を勝ち抜いた３自治体のチームと開催地チームの４チームで決勝を行う。 

 

（４）休憩（15：25～15：40） 

 

（５）パネルディスカッション（15：40～16：55） 

パネリスト（予定） 千葉市長、室蘭市長、郡山市長、 

浜松市長、奈良市長、武雄市長 

モデレーター    一般社団法人 オープンナレッジジャパン 代表 

武蔵大学 教授                庄司 昌彦氏 

 

テーマ（案）2019実施事業の取組紹介とオープンガバメントの推進 

１ シビックパワーバトルに関する意見交換 20分 

２ 実施事業に関する取組紹介と意見交換 30分 

３ オープンガバメントの推進に関するフリーディスカッション 25分 

 

 

別紙１ 



 

（６）シビックパワーバトルの優秀団体表彰式（16：55～17：05） 

 

（７）閉会挨拶（17：05～17：10） 

    （予定）オープンガバメント推進協議会  品川 萬里（郡山市長） 

 

５ 参加申込み（募集:100名程度。申込み多数の場合は抽選） 

令和 2 年 1 月 8 日（水）までに、氏名、ふりがな、電話番号を明記し、以下のいずれかの方法

でお申し込みください。 

  一度に複数名の申込みも可能ですが、全ての観覧者につき上記の事項を明記してください。 

 

・メール  og-kyogikai@city.chiba.lg.jp 

・ＦＡＸ  043-245-5692 

 

※ 申込み等に関するお問い合わせ、キャンセルにつきましては、以下へご連絡ください。 

  千葉市業務改革推進課 Tel：043-245-5797 Mail：og-kyogikai@city.chiba.lg.jp 

 

６ 後援（申請予定） 

  IT総合戦略本部、総務省、千葉県 

 

７ 関連 URL  

  オープンガバメント推進協議会フェイスブックページ 

 https://www.facebook.com/ogkyogikai 

 

  シビックパワーバトル 2018（浜松市）動画公開ページ 

    https://www.civicpowerbattle.org/ogkyogikai2018 

 

https://www.facebook.com/ogkyogikai
https://www.civicpowerbattle.org/ogkyogikai2018


オープンガバメント推進協議会概要 

 

１ 目的 

産・官・学の連携の下、次に掲げる事項についての取組を行うことで、行政の効率性及び透明性を

高め、市民主体のまちづくりの推進や市民サービスの向上、新産業の創出、地域経済の活性化へ寄

与することを目的としています。 

（１）ビッグデータ・オープンデータの具体的活用策についての検討及び活用の推進 

（２）マイナンバー制度の利活用の推進 

 

２ 設立 

平成25年４月１日 

（「ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会」として設立。平成27年４月１日付で「オープンガバメ

ント推進協議会」に名称変更） 

 

３ 会員 

（１）地方公共団体（一般会員） 

武雄市、千葉市（会長市）、奈良市、福岡市、三重県、室蘭市、大津市、郡山市、日南市、浜松市、

桑名市 

（２）大学・民間企業等（特別会員） 

東京大学大学院 情報学環 須藤修研究室 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本マイクロソフト株式会社 

ヤフー株式会社 

一般社団法人 オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン 

一般社団法人 オープンガバメント・コンソーシアム 

 

４ 事業内容 

（１） マイナンバー制度の利活用の推進 

（２） ビッグデータ・オープンデータの具体的活用策についての検討及び活用の推進 

（３） 前２号に掲げるもののほか、電子自治体の推進 

 

５ 主な活動内容 

平成25年度・・・協議会設立（武雄市、千葉市、奈良市、福岡市） 

公開シンポジウム（アイデアコンテスト表彰式） 

平成26年度・・・室蘭市、三重県加入 

公開シンポジウム（アイデア・アプリケーションコンテスト表彰式） 

平成27年度・・・大津市、弘前市、横須賀市加入 

オープンガバメント推進協議会に名称変更 

公開シンポジウム、マイナンバー普及啓発イベント 

平成28年度・・・郡山市、日南市、浜松市が加入 

公開シンポジウム（RESAS活用研修優秀提案表彰式） 

平成29年度  

公開シンポジウム（取組事業報告） 

平成30年度  

公開シンポジウム（取組事業報告・シビックパワーバトル） 

別紙２ 


