
テーマ賞 
授賞式及び受賞作品紹介 



テーマ賞 
LODチャレンジ参加者の方々の新しい技術への挑戦を 
応援することを目的とし、毎年内容を変える賞 
 
« データサイエンティスト賞 
«  IoT賞 
« オープンサイエンス賞 
« 公共LOD賞 
« 子供アプリケーション賞 
« グルメLOD賞 
« ソーシャルグッドLOD賞 
«  LODプロモーション賞 



データサイエンティスト賞 



データサイエンティスト賞 

秘境駅ランキングデータ 
賞金：2万円 
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IoT賞 



IoT賞 
ポイ捨て調査結果の 
オープンデータ(LOD) 

賞金：2万円 
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オープンサイエンス賞 



オープンサイエンス賞 

没年調査ソン 
賞金：2万円 
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公共LOD賞 



公共LOD賞 
ヨコハマおすすめスポット 
by 横浜市職員有志勉強会 

賞金：2万円 



Yokohama YY Lab  @2014 

よこはまオススメスポットのススメ
横浜市職員有志勉強会「よこはまYYラボ」

クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Yokohama YY Lab  @2014 

よこはまＹＹラボってなに︖

横浜市職員有志で結成した⾃主研究会
横浜市役所で働く職員相互のネットワーク構築
と横浜の将来を考えるチーム
ビジネスでもプライベートでもない「サードプレイス
としての ゆるい勉強会」を⽬指しています。



Yokohama YY Lab  @2014 

なにをやってるの︖ ⇒ ⾊々やってます。

新採⽤職員向けの研修やってみたり・・・

偉い⽅々をお呼びしてビブリオバトルやってみたり・・・ 他都市の取組の「秘密」を探りに⾏ったり・・・・

⺠間企業のトップマネジメントをお招きして勉強会やってみたり・・・

アイデア・好奇⼼・瞬発⼒・⾏動⼒・ネットワークを武器に⾊々やってます。



Yokohama YY Lab  @2014 

私たちがいつも思っていること

リアル︓定例ラボ／⽉１回
（研修センターほかで開催）

バーチャル︓Facebookグループ
（メンバー限定）

毎⽉１回（５⽇前後）にメンバーミーティング
（ラボ）を研修センターほかで開催。
内容はプチ勉強会やイベント企画相談など。
内容については、SNSで実況中継し、参加できな
いメンバーにも共有。

育児等でリアルラボに参加できないメンバーを考慮
して、バーチャルにおけるメンバー交流空間をSNS
に開設。メンバー間の情報共有、定例ラボの報告
のほか、イベント機能を活⽤した企画・運営など。横浜はミナトだけじゃないんです︕



Yokohama YY Lab  @2014 

そのため・・・南へ北へ東へまち歩きイベント開催︕

※全部横浜の⾵景です。



Yokohama YY Lab  @2014 

これでは追いつかない

もっと広く皆さんに横浜の⾯⽩さを
お伝えする⽅法はないものか。



Yokohama YY Lab  @2014 

とりあえず脳内アウトプットしてみました。



Yokohama YY Lab  @2014 

気持ちがいいほどニッチな場所が出る出る

海芝浦駅

「外に出られない」秘境駅。⽔辺への近さ⽇本⼀︕︖

⼆代⽬横浜港駅プラットフォーム遺構

⾚レンガ倉庫に⾏って本当に⾒るべきスポットはここだ︕︕



Yokohama YY Lab  @2014 

せっかく集まったんだからまとめよう

筋⾦⼊りの横浜⼤好き横浜市職員がまとめたオススメスポットできました。

こ〇りっぷへの掲載
お待ちしております。



Yokohama YY Lab  @2014 

野望

他の⾃治体の⾃主研も巻き込んで、
全国の公務員がおススメするスポット
データを作りたい︕



プロモーションビデオも⾒てね︕
https://www.youtube.com/watch?v=eEke6md-vHE

このまちと、働こう
－Walk︕YOKOHAMA︕－

今後ともよろしくお願いします。



子供アプリケーション賞 



子供アプリケーション賞 

4919 for Ikoma 
賞金：2万円 
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給食のアレルゲン管理と子供の食育をサポート

河中 祥吾・松田裕貴
奈良先端科学技術大学院大学 / Code for Ikoma



自己紹介

河中 祥吾 (24) 松田 裕貴 (25)

�������������
�
�������	�����	����

Code for Ikoma / Code for Youth

iOS / サーバ / デザイン 担当 Android / ホームページ作成 担当
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給食のアレルゲン管理と子供の食育をサポート

4919forikoma 検索

iOS Android



アプリの機能：今日の献立

献立をイラストで表示

材料の食品群数カロリー

当日の献立



アプリの機能：各料理の詳細

含まれるアレルゲンや
食材など詳細を確認



アプリの機能：食育に関する基礎情報
目安摂取カロリーや栄養バランスなど食事に関する基礎的な情報を確認可能



アプリの機能：当月献立の確認



アプリの仕組み

生駒市献立表
オープンデータ

JSON形式の
献立データ

4919 for Ikoma

① JSON形式
へ書き換え

② Firebaseへ
データを格納

③ ほしいデータ
をリクエスト

④ データを返信

Google が提供するmBaaS
データの管理を担う（クラウド）



サービス継続に向けて - 生駒市との協力 -

生駒市献立表
オープンデータ

JSON形式の
献立データ

JSON形式
へ書き換え

手作業でJSON形式に変換 …

・疲れる
・危ない

問題点



サービス継続に向けて - 生駒市との協力 -

生駒市献立表
オープンデータ

JSON形式の
献立データ

JSON形式
へ書き換え

自動変換し易いCSVフォーマットへ変更が必要

◦ 献立データ更新を続けていくためにも…



9月の出来事

アレルゲン情報込みの
新CSVフォーマットの献立オープンデータ

公開開始！

生駒市オープンデータ
ポータルサイトからCheck!!

全国初！



4919 for Ikoma の歩み
3 月
2017年

5 月
2017年

9 月
2017年

10 月
2017年

Ikoma Civic Tech Award 2016 へ応募
アプリ部門 最優秀賞 / いこまの未来市民賞 受賞

サービス継続に向けてアレルゲン情報を含んだCSV 形式の
オープンデータ公開に向けて生駒市情報政策課と協力開始

情報政策課・給食センタとの初三者合同打ち合わせ

アレルゲン情報を含んだCSV 形式のオープンデータ公開開始
4919 for Ikoma Android 版配信開始

生駒市公認アプリとして生駒市定例記者会見にて発表

生駒市公認 Facebook まんてんいこまにて紹介

データフォーマットの決定など密に連絡をとりながら
オープンデータ化にむけて進める

11 月
2017年

全国初！

2月5日現在 Android/iOS 累計 460 DL



今後の予定：横展開

奈良県

京都府大阪府

生駒市

横展開を
目指して協議中！

奈良市



ご清聴ありがとうございました

����� �
�� ��
	�
給食のアレルゲン管理と子供の食育をサポート



グルメLOD賞 



グルメLOD賞 

もちマップ 
賞金：2万円 





もちマップについて 

��

元々ワラビモチ愛好会という活動をしています。 
昨年から、活動の一環としてもちの全体像を捉えるためにもちマップを
作っていました。 

[問題] 
郷土食には様々な情報がある。 
歴史、地域ごとの情報は複雑 

[解決策] 
郷土食の情報を地図上で 
閲覧すると、理解が容易に 

[結果] 
郷土食理解が地域理解に 
つながることを目指す 



何を「もち」としているか？ 

��

郷土食としてのもちを対象にした 
 
•  「～もち」と名称に「もち」が付くもの 
•  もちもちした食感の郷土食 
•  もち米を使用している郷土食 



もちマップ　バージョン1 

��

4つの機能を作成�



��

もちマップ　バージョン2 

フォーム入力ページ 詳細情報のページ マップページ 

フォーム入力により、地図にピンを立て、詳細情報を作るシステムに 



もちマップv1,v2の限界 

��

勝手に作ったJSONでがんばっていたので、 
検索機能に限界があり実装が大変だった。 
 
-  非プログラマーがJSで作っていたこと 
-  データが整備されていなかった。 
（そもそもどう整備していいかわからない） 



もちデータを共通語彙基盤に対応させたら 

	�

共通語彙基盤（IMI）のハッカソンにて、伊藤宗太さんにもちデータを
共通語彙基盤に対応させたいと相談したことで、データをツールに入
れてもらい、相談しながら設計してもらうことが出来た。その結果 
 
 
 




�

もちマップ　バージョン3 

もちマップ バージョン3はLODに！（ phirip.com/resource/ ） 



もちマップ　バージョン3 

��



従来のもちの分類項目（リスト項目） 

大カテゴリー 
•  素材 
•  調理法 
•  時期 
•  用途 
•  県別 

 

���

素材 
•  すべてのもち 
•  もち米 
•  もち米＋うるち米 
•  うるち米 
•  小麦粉 
•  雑穀（ヒエ, アワなど） 
•  堅果 
•  さつまいも 
•  じゃがいも 
•  さといも 
•  根（クズ, ワラビなど） 
•  草 
•  その他 

調理方法 
•  焼く 
•  茹でる 
•  煮る 
•  炊く 
•  練る 
•  干す 
•  その他 

時期 
•  正月 
•  春 
•  夏 
•  秋 
•  冬 

用途 
•  日常食 
•  間食 
•  お祭り 
•  お供え物 
•  保存食 
•  正月 



共通語彙基盤化のためにしたこと 

���

元のデータの修正： 
自作の検索ツールのために作っていた項目を削除 
 
共通語彙基盤化： 
食べ物、農業など関係ありそうなものが無い 
＞製品型を選んだが、工業製品ぽくて噛み合わず、独自拡張 



まとめ 

���

V3の課題 
•  データそのものの再検討 
•  システムそのものの再検討 

今後の課題 
•  もちマップバージョン1～3までの問題の改善 
•  データの構造の改善（階層や様々な視点） 
•  UIの改善 
•  他のLODデータとの連携 

V3の改良点 
•  データをLOD化した 
•  各もちの詳細ページが閲覧出来るようになった 



���



ソーシャルグッドLOD賞 



ソーシャルグッドLOD賞 
第48回衆議院選挙・ 

立候補者オープンデータ作成 
賞金：2万円 







約10名のエンジニア・デザイナー 
+ 

10名以上のデータ入力者



全てボランタリー



全国1180名の 
候補者情報を整備





全候補者をWikidataへ 
登録済み





選挙管理委員会との連携模索 
地方選挙への展開 
議会議事録との紐付け



We want YOU!



LODプロモーション賞 



LODプロモーション賞 
共通語彙基盤ラーメンデータセット in Kyoto 
自治体なんでもランキング with 統計LOD 

賞金：2万円 


