
平成 30 年度 地方創生推進交付金事業の検証について 

 

１ 平成 30 年度交付金実績 

交付金名称 事業実績額 交付額 

地方創生推進交付金 2,997,000 円 

  浜松市 999,000 円 

  豊橋市 999,000 円 

  飯田市 999,000 円 

1,498,500 円 

浜松市 499,500 円 

 豊橋市 499,500 円 

 飯田市 499,500 円 

 

２ 平成 30 年度交付金の事業詳細 

事業名称 

実施概要 

指標 目標値 

（H30） 

実績値実績値実績値実績値    

（H30） 

三遠南信地域情報発信・活用事業 

【内容】 

・三遠南信地域オープンデータカタロ

グサイトの構築 

【事業費】 

・負担金  

オープンデータ

ライブラリー閲

覧件数 

1,000 件 2,0782,0782,0782,078 件件件件    

オープンデータ

ライブラリーを

活用した新規事

業の件数 

8 件 9999 件件件件    

 

  

資料１ 



三遠南信地域のオープンデータカタログサイトについて 

 

１ 目 的 

 愛知県の三河地域、静岡県の遠州地域、長野県の南信州地域の３県にまたがる三

遠南信地域の産学官金などあらゆる主体が、地域の統計データ等のエビデンスに

基づき、人口減少や雇用創出などの地域課題解決に向けた有効な取組を連携して

行うための情報基盤を整備することを目的としています。 

 

２ オープンデータカタログサイト URL 

https:// sena-opendata.jp/ 

 

３ オープンデータ公開日             

   平成 30 年 12 月 20 日（木） 

 

４ 公開しているオープンデータ（平成 31 年 3 月 31 日現在） 

・三遠南信地域内 39 市町村のオープンデータの一覧は「別紙１」のとおりです。 

・公開するデータ数は 39 データセット、ファイル数は 230 ファイルです。 

・39 市町村において、共通のフォーマット（様式）のデータを整備することにより、 

利用者にとって、広域なデータの活用・分析が可能となります。 

 

５ オープンデータカタログサイトの機能について 

 「別紙２」のとおり 

 

  



【別紙１】三遠南信地域内39市町村のオープンデータ（H31.3.31時点）

No. データ名 説明 グループ

1 市町村営住宅 域内の市町村が運営する住宅の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） くらし・環境

2 市町村⽴保育園 域内の市町村⽴保育園の⼀覧です。（緯度・経度⼊り）※こども園を除く 子育て・教育

3 市町村⽴幼稚園 域内の市町村⽴幼稚園の⼀覧です。（緯度・経度⼊り）※こども園を除く 子育て・教育

4 公園・レジャー施設 域内の公園・レジャー施設の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 観光・文化・イベント

5 図書館 域内の図書館の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 観光・文化・イベント

6 庁舎 域内の庁舎の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） くらし・環境

7 市町村⽴⼩学校 域内の市町村⽴⼩学校の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 子育て・教育

8 市町村⽴中学校 域内の市町村⽴中学校の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 子育て・教育

9 市町村⽴⾼校 域内の市町村⽴⾼等学校の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 子育て・教育

10 文化・教養施設 域内の文化・教養施設の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 観光・文化・イベント

11 市町村別・年齢別⼈⼝（平成30年4⽉1⽇時点） 年齢別⼈⼝ ⼈⼝

12 病院 域内の病院の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 医療・福祉

13 消防施設 域内の消防施設の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 安心・安全・防災

14 避難所 域内の避難所の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 安心・安全・防災

15 スポーツイベント⼀覧 域内のスポーツイベントの⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 観光・文化・イベント

16 スポーツ施設⼀覧 域内のスポーツ施設の⼀覧です。（緯度・経度⼊り） 観光・文化・イベント

17 平成27国勢調査（総務省統計局）- 都道府県・市区町村別主要統計表（平成27年）- 第1
面事項 域内の市町村別データが⼊っています。 ⼈⼝

18 平成27国勢調査（総務省統計局）- 都道府県・市区町村別主要統計表（平成27年） - 第2
面事項 域内の市町村別データが⼊っています。 ⼈⼝

19 平成26年経済センサス 基礎調査　確報集計　事業所に関する集計 域内の市町村別データが⼊っています。 産業

20 平成26年⼯業統計表「市区町村編」データ 域内の市町村別データが⼊っています。 産業

21 平成26年商業統計 ⽴地環境特性別詳細情報（全集積地） 域内の市町村別データが⼊っています。 産業

22 平成29年度 学校基本調査 初等中等教育機関・専修学校・各種学校≪報告書未掲載集計≫市
町村別集計 域内の市町村別データが⼊っています。 子育て・教育

23 平成28年⼈⼝動態調査 ⼈⼝動態統計 確定数 総覧 中巻 域内の市町村別データが⼊っています。 ⼈⼝

24 平成28年⼈⼝動態調査 ⼈⼝動態統計 確定数 保管統計表 都道府県編（報告書⽇掲載表） 域内の市町村別データが⼊っています。 ⼈⼝

25 平成28年医療施設（動態）調査 域内の市町村別データが⼊っています。 医療・福祉

26 平成29年建築着⼯統計調査-年次 域内の市町村別データが⼊っています。 産業

27 平成29年作物統計調査　市町村別データ 域内の市町村別データが⼊っています。 産業

28 国指定文化財等データベース 域内の指定文化財等の位置情報のデータです。（緯度・経度⼊り） 観光・文化・イベント

29 住⺠基本台帳⼈⼝移動報告(平成29年分) 域内の市町村別データが⼊っています。 ⼈⼝

30 平成29年全国都道府県市区町村別面積調 SENA構成市町村の面積データです。 ⼈⼝

31 ⽇本の地域別将来推計⼈⼝(平成30年(2018)年推計) SENA構成市町村のデータの抜粋です。 ⼈⼝

32 平成29年度固定資産の価格等の概要調書 域内の市町村別データが⼊っています。 くらし・環境

33 三遠南信ロードマップ 三遠南信ロードマップのPDFデータです。 道路・交通

34 三遠南信地域道の駅⼀覧 域内に存在する道の駅の⼀覧データです。（緯度・経度⼊り） 道路・交通

35 住⺠基本台帳⼈⼝移動報告(平成29年分) 域内の市町村別データが⼊っています。 ⼈⼝

36 観光⼊込客数   観光⼊込客数
 愛知県、⻑野県、静岡県の類似した観光⼊込客数統計を集計したもの。 観光・文化・イベント

37 ⾃動⾞保有台数   三遠南信地域の⾃動⾞保有台数 道路・交通

38 林業経営体数 市町村別の林業経営体数です。 産業

39 林野面積 市町村別の林野面積です。（ha) くらし・環境
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オープンデータライブラリーを活用した新規事業について 

 
１ オープンデータ活用のための自治体担当者ディスカッション（１件） 

 

オープンデータを三遠南信地域の課題解決に活用する方策や、今後のオープン

データの整備等について、SENA 構成自治体の担当者と意見交換を実施し、活用方

法について検討した。 

 

●豊橋市開催 

日 時 平成３０年１２月１１日（火）１３：３０～１６：００ 

会 場 豊橋市役所東館２階 東 201 会議室 

対 象 
東三河地域・遠州地域 

 

●飯田市開催 

日 時 平成３０年１２月１２日（水）１３：３０～１６：００ 

会 場 飯田市役所 C 棟 3 階 C311 会議室 

対 象 
南信州地域 

 

２ 外部事業者によるオープンデータの活用（２件） 

 

   株式会社 NOKIOO により、子育てに関する地 

元情報スマホメディア「ON-MO PLUS」にて幼稚  

園・保育園マップおよび公園レジャー施設マップ 

が公開された。 

 

 

 

 

３ Tableau を活用した三遠南信オープンデータの可視化や分析（６件） 

 ・三遠南信地域の避難所マップ 

・市町村別公園・レジャー施設一覧 

・人口 1 人あたりの家屋床面積（㎡） 

・三遠南信地域の普通出生率と婚姻率 

・平成 30 年住民基本台帳人口移動報告 

（三遠南信地域市町村別） 

・三遠南信地域の道の駅マップ 


