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チャレンジ！！オープンガバナンス 2018 事務局 
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＜ご応募いただいたすべてのご関係の方へ＞ 

それぞれのアイデアはご参加いただいたすべてのみなさまの汗の結晶であり、様々なヒントや気づきが含まれ
ていて大変勇気付けられました。COG 事務局としては、全ての案件に愛着がわいております。 

チャレンジオープンガバナンスは皆さまとともに地域社会をもう一度盛り上げていくための永遠のベータ版で
す。コンテストの性格上賞を絞らざるを得ないのですが、オープンガバナンスはみなさまの継続的な実践で進
んでいきます。アイデアはその一里塚ですのでこれで終わらせず地域の課題解決に向けてさらにみなさまのご
努力をお願いしたいと思います。この機会をとらえてそれぞれの地域で、また、今回ご応募のなかった地域で
も、より多くの仲間とともにオープンガバナンスに取り組んでいただけたらと思います。 

今回を含めてCOGに応募され、COGサイトでアイデアが公開されていて、かつその後も継続して進捗し て
いるプロジェクトにつきましては、実施状況等のスクリーニングを経て、運営の改善ワークショップや企業などとの
触れあいの機会の提供を検討することとしています。時期は今秋を目途にしています。 

COG事務局としては皆様とともに改善にむけて一緒に汗を流したいと思っております。今回のコンテストを
通じてみなさまと出来ましたご縁はこれからも大切に続けていけるようにしたいと思っております。 

 
 

チャレンジ！！オープンガバナンス 2018 一次審査結果一覧 
 

2019 年 2 月 10 日 
 

COG 事務局 
 

※全案件のアイデアの説明を COG2018 サイトで公開 59件 

 
※3 月10 日の最終公開審査と並行イベントでの扱いは以下の通りです 

 
〇 3 月 10 日 最終公開審査＋サイトで内容公開 13 件 

〇 3 月 10 日 ミニプレゼン＋ポスター展示＋サイトで内容公開 12 件 

〇 3 月 10 日 ポスター展示＋サイトで内容公開 21 件 

〇 COG2018 ウェブサイトで内容公開 13 件 
 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/padit/cog2018/#ptop
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3 月 10 日 審査委員による最終公開審査対象アイデア＋サイトで内容公開 
 

13 件 地域順 
 

地域 チーム名 アイデア名 属性 

室蘭市 U-18 室蘭元気バク 
ハツ隊 

室蘭だんぱらへ GO！～キッズもシニアも旅行者も！体験型 
アクティビティは ACTRAN にお任せ！～ 

学生 

室蘭市 Team AMJ 室蘭観光客のための動画共有システム(Video Sharing 
System for Tourists Visiting Muroran) 

学生 

東京都文京区 Code for Bunkyo 文京区の子育てワンストップサービス～LINE を活用した手 
続きの一元化～ 

学生 

多摩市 市民のミカタ＆ 
CodeForTama 

公開された各種財政データのXView による行財政状況の 
把握とこの活用による市民とともに作る財政白書 

市民 

多摩市 多摩市若者会議 みんなの縁を結び、感謝と恩を贈り合う多摩ニュータウンを創 
る「未知プラットフォーム」 

混成 

横浜市金沢区 
（鎌倉市連携） 

金沢研究会 朝夷奈切通からはじまる歴史資料のオープンデータ化プロジ 
ェクト 

混成 

川崎市宮前区 チーム「高山土曜スト 
ア」 

「高山土曜ストア」＠市営高山団地集会所がスタート！ 市民 

越前市 仁愛大学早川ゼミ 
チーム「３PEACE」 

創造的で懐かしく、多世代が共存できる場所―『Third 
School』 

学生 

裾野市 Code for 
SUSONO(仮称) 

郷土への愛着は情報から！PDF・Wikipedia！みんなでつ 
くるオープンデータ 

市民 

菊川市 菊川ジュニアビレッジ 菊川市の課題を解決する小中学生、「菊川ジュニアビレッ 
ジ」の取り組み 

混成 

大津市 E-ほいくプロジェクト 
Lab. 

子どもも親も保育士も幸せになる保育の共創~子どもファー 
ストによる良質な保育を提供するE-ほいくプロジェクト～ 

市民 

草津市 めざめ保育士応援隊 保育の質を高める「めざめ保育士」プロジェクト！ 混成 

倉敷市 「まびケア」運営チーム 避難所情報充実と避難計画支援システム構築（これから 
のまびケア） 

市民 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/padit/cog2018/#ptop


3月にCOG2018 ウェブサイトでアイデア内容公開 

2019 年 2 月 10日 
チャレンジ！！オープンガバナンス 2018 事務局 

東京大学公共政策大学院「情報通信技術と行政」研究プログラム（PadIT） 

 

 

 

3 月 10 日 ミニプレゼン＋ポスター展示対象アイデア＋サイトで内容公開 12件 地域順 
 

地域 チーム名 アイデア名 属性 
八戸市 南部カガッターズ 南部せんべいで八戸をカラフルにしよう！ 学生 

仙台市 IZUMI・鶴が丘「コミュニ 
ティ合唱團」 

地域の支え合いと子供や若者との交流による 「コミュニ 
ティ・まちチャレンジ」 

混成 

茂原市 シビックテックもばら 「ラジオ体操 GO！」から始まる「自治会 Re デザイ 
ン」！ 

混成 

 
中野区 

Code for 中 野 × 中
野子育て環境向上委員 
会@中野 

住民参画による政策形成と政策評価手法の提案 -シ
ビックサービスデザイン- 

 
混成 

横浜市 弘明寺キッズ ICT クラブ 地域 ICT クラブ主導なシビックプライドの醸成 混成 

横浜市 都筑リビングラボ 困難を抱える市民がいきいき働く可能性を発掘するプ 
ラットフォーム 

混成 

豊中市 OULabo 市民活動・ネットワークの見える化による、地域包括ケ 
アシステム「豊中モデル」の推進 

混成 

豊中市 庄内応援隊 子ども「の」食堂～庄内 WEST 店～ 学生 
加古川市 Code for Kobe 「こむぎ市」に、加古川市はなる！！ 市民 

 
宇部市 

宇部フロンティア大学付
属香川高等学校・中学 
校 

地域伝統芸能文化の復活―若者が文化財に触れる
機会を増やすアプリ開発 

 
混成 

高松市 
まちのデータ研究室：環 
境系グループ 

落ち葉 de FES GOGO！  ～おち葉でつながる市民 
の輪～ 

市民 

玉名市 
鍋松原海岸活性化検討 
プロジェクト 

鍋松原海岸で、鍋を投げて、鍋を食べる 混成 
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3 月 10 日 ポスター展示対象アイデア＋サイトで内容公開 21件 地域順 
 

地域 チーム名 アイデア名 属性 
札幌市 サイネージ絵本プロジェクト サイネージ絵本 市民 

札幌市 TEAM Enjoy!チ・カ・ホ 特徴的なデジタルサイネージ空間を活用した「インタラクティブ 
コンテンツ・コンテスト」 

市民 

八戸市 八商２組２班 マチニワ市プロジェクト 学生 
八戸市 ノーピクチャー・ノーライフ 八戸古今写真（みんな仲良し♪八戸市民） 学生 

 
流山市 

Code for 
NAGAREYAMA+株式会 
社 Colabo-ya 

『流山だからできるアイディアを形にする』市民参加ワークショ  
ップ MashUP Nagareyama 

 
混成 

品川区 マッシュ＆ルーム 畳とお茶でスポーツ観戦！ 市民 

横浜市 磯子杉田リビングラボ＆秋 
田湯沢空き家活用チーム 

空き家を活用した都市と地方を結ぶ「地域生業コミュニティ」 
の形成 

市民 

鎌倉市 
共生社会かまくら実現プロジ 
ェクト 

市内の空き家を活用してシニア世代・障がい者の労働参加 
拡大～共生社会かまくらの実現へ～ 

混成 

金沢市 リアライフ計画 「観覧・閲覧」から「体感・体験」へ 混成 

越前市 
仁愛大学早川ゼミ チーム 
「眠らない街 TAKEFU」 

間借り蔵しのカンパニー 学生 

近江八幡市 八幡学コンソーシアム 地域の高校生の主体的な地域活動を支援する〈八幡学〉 
プロジェクト 

混成 

草津市 
Code for Kusatsu 景観 
部 

共創型景観まちづくりで、人とまちを健幸に！ 混成 

大阪市 ママ café～子育ても自分も 
楽しみたいママ集合～ 

子育てが楽しめるユーザー参加型の情報アプリ 市民 

豊中市 マンゴー もうすぐ高齢者のための部活動！ 学生 
 
三田市 

 
岸上研究室三田 PJ チーム 

デザイン思考とシステム思考からアイデアを出し、持続可能な
地域活性化の形を実現させるため、学生が企業と行政をつ 
なぐ 

 
学生 

宇部市 O 村 U 野 宇部！ICT で夢いっぱい腹いっぱい計画 学生 

宇部市 Met qua ときわ公園のユーザー参加型ルート案内アプリによる魅力、 
満足度の向上 

学生 

宇部市 smithV 広域連携とポイントシステムによる地域コミュニティ強化 学生 

高松市 
まちのデータ研究室：防災 
系グループ 

みんなの防災 GSS（Global Safety Supporter） 混成 

高松市 まちのデータ研究室：交通 
観光系グループ 

不動産オープンデータとセンシングデータを用いた遊休不動 
産活用促進プラン 

混成 

北九州市 北九州”縁”結び隊 地域通貨”縁”を使った共助の可視化プロジェクト 混成 
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ウェブサイトで内容公開のアイデア 13 件 地域順 
 

地域 チーム名 アイデア名 属性 

札幌市 ようこそさっぽろバリアフリー 
チーム 

肢体不自由者（車いす使用者）が快適なルート 
（段差回避）が知れるMAP 制作プロジェクト 

市民 

室蘭市 Puroran Puroran 室蘭観光プラン提案アプリケーション 学生 

室蘭市 Team TAS 1 Stop Reservation Services system in 
Muroran for Tourism 

学生 

八戸市 はるじいとゆかいななかまた 
ち 

一緒に学ぼうバスのトリセツ 学生 

八戸市 愛仲良 八戸市のバスナビシステムにプラスα 学生 
八戸市 自然管理委員会 自然を楽しむ！！ 学生 
八戸市 東京大学にいかせてくれぇ H-１ グランプリ 学生 

多摩市 市民のミカタ＆ 
CodeForTama 

市民自治の民主主義を支える真のプラットフォームの 
構築 

市民 

鎌倉市 
NPO 法人 ダンスライフコ 
ミュニケーションズ 

～脳トレリズム体操～「高齢者運動インストラクター」 
の育成でシニア層が憧れる高齢者（像）を生み出す 

市民 

豊中市 大阪音楽大学グループ！ 庄内商店街を盛り上げたい！「音大生による音楽講 
座」 

学生 

加古川市 第五グループ 加古川を盛り上げ隊！家族で楽しめる遊び場作り 学生 

加古川市 Code for Harima 加古川市は”住みやすいまち”であることを「みんなで」 
PR する 

市民 

玉名市 鍋で元気になろう アーシング・砂浴 チーム 市民 
 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/padit/cog2018/#ptop

