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COVID-19,そのインパクト
Civic Tech, Open dataはこれからどうなっていくのか

2020年12月9日(月) 16:00-16:45

●一般社団法人コード・フォー・カナザワ 代表理事 福島健一郎氏
● SBI AntWorks Asia株式会社 秋本尚吾氏
● 沖縄オープンラボラトリ／日立製作所 石川晃久氏



コロナ禍と言われておよそ1年、そのインパクトが幅広い分野に影響を与えつ
つあります。
Civic Techをはじめとした社会活動もまた大きく影響を受けていることは想
像に難くありません。
ワクチンができたとしても安心できないというWHOの発表はCOVID-19の影
響はまだまだ終わらないと考えるべきでしょう。

沖縄オープンラボラトリのSocial Innovation Design GroupはNECの支援頂
き、まさに持続可能で活力有る地域社会に向けた活動、つまり、Civic hack 
night OkinawaとしてCivic tech活動を行っていますが、長期化するであろう
COVID-19禍におけるCivic tech及びその活動はどう有るべきか考えてみたい
と思います。



沖縄オープンラボラトリ SIDG 主査

勤務先: 株式会社 日立製作所
OSSソリューションセンタ 主管技師

石川 晃久 さん



福島 健一郎 さん

一般社団法人コード・フォー・カナザワ 代表理事

アイパブリッシング株式会社 代表取締役
総務省地域情報化アドバイザー 内閣官房オープンデー
タ伝道師
2009年4月にアイパブリッシングをパートナーと創業
し、社会課題をテクノロジーで解決することをミッシ
ョンとして事業を展開。特に行政DXや医療、観光、ま
ちづくり、企業のIT化などに強い。沖縄支社も設立。
2013年5月に日本で初めてとなるシビックテックコミ
ュニティCode for Kanazawaを9人で設立した。 開発
した5374（ゴミナシ）.jpは全国のコミュニティの手
で120都市以上に広がる。



東京学芸大学教育学部卒業。
複数社の外資系エンタープライズ ソフトウェア ベンダーに
て、開発、サポート、セールス エンジニア、プロダクト マ
ネージャなど技術的な領域を担当。
2018年1月からオートメーション・エニウェア・ジャパン株
式会社のセールス エンジニアとして日本での自動化のための
事業立ち上げに取り組み、2019年11月よりSBI AntWorks
Asia株式会社にて更なる自動化事業拡大に向けた取り組みを
技術面から担当。

秋本尚吾 さん



COVID-19,そのインパクト
Civic Tech, Open dataはこれからどうなっていくのか





持続可能で活⼒のある地域社会に向けて

沖縄オープンラボラトリ SIDG (Social Innovation Design Group)

Civic Hack Night OKINAWA / Civic tech 

社会問題に対して市⺠⽬線で課題を抽出し、
沖縄県内や沖縄オープンラボラトリのつながり/リソースを利⽤して
持続可能で社会全体に⼤きな価値をもたらす解決法をデザインする

SDGsとオープンデータ



UDC2017参加作品
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Urban Data Challenge 2018 沖縄ブロックとして活動し、
「感染症ガ－ド」をアイデア部⾨に応募 →⼊賞を頂いた

⼊賞作品
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3段階目を目指そう





COVID-19,そのインパクト 
Civic Tech, Open dataはこれからどうなっていくのか

一般社団法人コード・フォー・カナザワ（Code for Kanazawa） 代表理事 
アイパブリッシング株式会社 代表取締役 

内閣官房オープンデータ伝道師 /  総務省地域情報化アドバイザー 

福島 健一郎



福島 健一郎 （@kenchif） 金沢市
Civic Hacker , IT Architect , Entrepreneur

北陸先端科学技術大学院大学 卒業
ベンダー系会社で音声言語処理の
研究開発と新規事業開発業務を経験

アイパブリッシング株式会社
代表取締役

（一社）シビックテックジャパン
代表理事

（一社）コード・フォー・カナザワ
代表理事

CODE for OKINAWA メンバー
他

内閣官房オープンデータ伝道師
総務省地域情報化アドバイザー 

石川地域づくり協会コーディネーター

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



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



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



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

シビックテックコミュニティはすぐ動いて活動が活発化
シビックテックという言葉が多くのメディアで紹介され 

感度が高い一般の人が知るようになってきた
それによって若い人たちの参加が各地域で増えた



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 



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



エコシステム “DIY化する市民” 

「自らが解決したいと思える課題への情熱」 
「喜んでもらえるという充足感」 
「社会貢献への満足感」 
「未来の自分のために」

本当に必要としているからこそ 
お金が第1の判断基準ではない



非貨幣 貨幣

社会は両輪でまわることを自覚して 
シビックテックコミュニティは自信を持って 

非貨幣の活動も行っていきたい



コードで世界をHappyに
Code for Kanazawa



[D27] COVID-19,そのインパクト Civic Tech, 
Open dataはこれからどうなっていくのか

RPA の可能性とオープンデータと CRM/Civic Tech での活用

SBI AntWorks Asia 株式会社

取締役技術担当 秋本尚吾



会社と個人のご紹介

SBI AntWorks Asia株式会社

• シンガポールに本社を持つ AntWorks Pte. Ltd. と SBI グループの
SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社との合弁会社

秋本尚吾 (あきもとしょうご)

• 東京学芸大学教育学部初等科教員養成課程を卒業し、
複数の外資系ベンダーにて「稼働してもお金を頂かない」技術担当

• 2018年1月から RPA 関連ベンダーであらゆる業種での自動化を担当
©2020 SBI AntWorks Asia K.K. 2

Beyond RPA

AntWorksが提案する「統合オートメーションプラットフォーム (IAP)」を通して、
より多くの領域の自動化とデジタル化を実現し、望まれる全てのお客様に
デジタルトランスフォーメーション (DX) を実現して頂く事を目指します。

ビジョン

ミッション



Civic Tech とは

市民 (Civic) 自らがテクノロジー (Tech) を活用し、悩みや課題を解決

出典：総務省情報通信白書平成28年版

生産年齢人口絶賛減少中

「高度な」テクノロジー活用は難しい ローコード・ノーコード

持続可能で社会全体に大きな
価値をもたらす解決法



オープンデータとは

「機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータ」
「人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもの」

出典：内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室オープンデータ基本指針

まだまだ機械判別できないフォーマットで公開されて
おり、大量のデータを「収集」するには人手がかかる RPA



RPA (ロボティックプロセスオートメーション) とは

パソコンの画面内のアプリケーションやシステムの画面を識別し、
人間と同じ操作を人手をかけずにソフトウェアのロボットで実現

ローコード・ノーコードだけど高度で敷居が高い… Civic RPA



設定内容 (皆さんが準備)

Civic RPA概要

©2020 SBI AntWorks Asia K.K. 6

オープンデータ取得元

作成済みの設定内容 (CSV ファイル) に沿って動作するソフトウェアの
ロボットに、市民 (Civic) は設定内容をまとめるだけで人手をかけずに実行

感染症発生数収集ロボット

データの取得 データの加工 データの出力

https://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/

eiken/kikaku/kansenjouhou/home.html, 

//*[@id="tmp_contents"]/table[2]/tbody

/tr[3]/td[2]

データ加工用

なし, 0

CRM データ出力先

https://docs.google.com/spreadsheets/d/XXXX/



設定内容 - オープンデータ取得元 (1)

Webの場合は、[オープンデータ取得元] に URL と位置情報
(XPath 式) を指定

• 位置情報は Google Chrome のデベロッパーツールで比較的
簡単に取得可能

©2020 SBI AntWorks Asia K.K. 7

//*[@id='tmp_contents']/table[2]/tbody[1]/tr[3]/td[2]



設定内容 - オープンデータ取得元 (2)

PDF ファイルの場合は、[オープンデータ取得元] に URL と位置
情報 (行や列の値、番号や名前) を指定

• PDF ファイルは「PDFElement」(Wondershare社) などの
ツールをロボットで操作して Excel ファイルに変換

©2020 SBI AntWorks Asia K.K. 8

行 : セル値が「一類計」の行 (±0)

列 : セル値が「2020年」の列 (±0) 一類計, 0, 2020年, 0

オープンデータ取得元



設定内容 - データ加工用

加工の例

RPA の文字列操作機能 (正規表現や文字列置換) を利用し、
[データ加工用] に正規表現や置換する前後の文字列を指定

©2020 SBI AntWorks Asia K.K. 9

4件（八重山1件、中部3件） 4

なし 0

なし, 0



Civic RPA (ベータ版) の実行結果

©2020 SBI AntWorks Asia K.K. 10



オープンデータ公開元 (市区町村など)
市民 (Civic)

Civic RPA のある未来

©2020 SBI AntWorks Asia K.K. 11

収集・加工した情報の公開

オープンデータ公開元 (市区町村など)
市民 (Civic)

収集した情報の公開



This document is confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.

THANK YOU


