
 3月上旬 COG2016 ウェブサイトでアイデア内容公開  

2017年 2月 13日 
チャレンジオープンガバナンス！！2016 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） 

チャレンジ！！オープンガバナンス 2016一次審査結果一覧 

2017年 2月 13日 

COG事務局 

※全案件のアイデアの説明を COG2016サイトで公開  68件 

     公開の期日は 3月上旬を予定 

※3月 12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 12日最終公開審査対象＋サイトで内容公開 13件 

〇 3月 12日ミニプレゼン＋ポスター掲示＋サイトで内容公開  7件 

〇 3月 12日ポスター掲示＋サイトで内容公開  27件 

〇 COG2016 ウェブサイトで内容公開   21件 

 

 

それぞれのアイデアは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。 

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。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。 

  

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/padit/cog2016/#ptop
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3月 12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 おもてなし室蘭 
旅人と地元民の心をつなぐ「おもてなしサロン」へようこ
そ 

学
生 

松戸
市 

AAI 「演劇」と「リフレクション」で自分と相手を理解する 
市
民 

東京
都中
野区 

チャレンジ中野！Grow Happy 
Family＆Community 

地域とつながる「子育て」＆「里親制度」~ママからファ
ミサポへ、ファミサポから里親へ~ 

市
民 

神奈
川県 

FerriSat (Ferris Security 
equipment Application 
Toothbrush) 

目指せ犯罪ゼロ！住みやすい街 緑園都市―緑園
の犯罪被害０を目指し、市民の力で安心安全なまち
づくりを目指すー 

混
成 

神奈
川県 

Singular Perturbations 
「数理的犯罪予測を用いた警察・自治体向けパトロ
ール経路提案システム」 

市
民 

横浜
市 

花のいずみ野沿線組 
相鉄いずみ野線沿線におけるシビックプライドの醸成と
シティプロモーション（仮称） 

混
成 

川崎
市宮
前区 

みやまえ子育て応援だん 
「子育てにやさしいまちの空気」をつくる！～市民による
市民・行政・企業三方ハッピープロジェクト～ 

市
民 

新潟
市 

Code for Niigata ＋ 新潟
大学・大串ゼミ 

もっと知りたい地域のこと～協働で進める地域の情報
発信のあり方～ 

混
成 

牧之
原市 

カタハマ・エージェント アクションリサーチによる片浜小学校利活用の実現 
混
成 

近江
八幡
市 

立命館大学＋近江八幡商工会
議所 

近江八幡「世界の中心で学ぶ～子供たちの夏休み
寺子屋教室」プロジェクト 

混
成 

神戸
市 

震災タイムスリップウォーク 
震災非経験世代による語り継ぎ教育の導入と震災
関連アーカイブの再構築 

混
成 

生駒
市 

NAIST-UBI ParmoSense 
Developers 

ParmoSense : 観光客の「楽しい」をシェアするプラ
ットフォーム 

学
生 

福岡
市 

中村学園大学流通科学部 浅
岡14B（3年）・15B（2年）
ゼミ 

唐人町商店街（福岡市）の活性化案： 2つの
Stage による取り組み 

学
生 
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3月 12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 ７件 地域順 
 

地域 チーム名 アイデア名 
属
性 

会津若
松市 

ウォーキングカフェ会津 
ＩＣＴとコミュニティづくりによるウォーキング習慣化実
証事業 

混
成 

東京都
中野区 

特定非営利活動法人 ストリ
ートデザイン研究機構 

特産品ゲットだぜ！買い物イベントから始まる介護予
防!! 

混
成 

横浜市 アンブレラ関内＠横浜チーム 
アプリ「Everyone Enjoy Sports in My 
Hometown」～自分のまちで誰でもスポーツを楽しむ
ためのアプリ～ 

市
民 

鎌倉市 鎌倉一生の会 鎌倉の日常と非日常の融合 
混
成 

川崎市
宮前区 

オープン川崎/Code for 
Kawasaki 

公園を活用したコミュニティづくりとその情報発信と情報
共有 

市
民 

大阪市
東住吉
区 

e-sumiなでしこ 
「持続可能な未来」をコミュニケーションでつなぐ ～環
境と教育で育つまちに向けて～ 

市
民 

宇部市 山口大学医学部 がん検診受診率向上のための情報提供の工夫 
学
生 
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3月 12日 ポスター展示対象アイデア＋サイトで内容公開 27件 地域順 
地域 チーム名 アイデア名 属性 

室蘭市 MJK 地方都市における空家抑制システムの構築 学生 

会津若松市 UoAWT Refca(レシピ紹介アプリケーション) 学生 

水戸市 Code for Ibaraki 
サッカークラブの駐車場問題から始め育てる、市民・クラブ・行政がフラットに話し
合い形にしていく地域コミュニティ醸成の試み 

市民 

茂原市 シビックテックもばら おもてなしをココロが生まれる場所づくり 混成 

流山市 Code for NAGAREYAMA 流山オープンデータラボ 市民 

東京都中野
区 

CoderDojo 中野 子供の自発的な学びを支える地域のしくみづくり 市民 

東京都中野
区 

まざるテラス まざるテラス――「まざる」を軸にした新しい地域交流の場 市民 

神奈川県 
関東学院大学経済学部中泉ゼミナール 2
年 A チーム 

若者の自主防犯活動参加のモチベーション促進にポケモン GO を導入 学生 

横浜市金沢
区 

関東学院大学経済学部中泉ゼミナール 2
年 B チーム 

八景島シーパラダイスとの提携し、スマホアプリなどによるスタンプラリーの実施 学生 

川崎市宮前
区 

学校と地域をつなぐ地域教育コーディネータ
ー「風の泉」 

子どもの成長はみんながうれしいプロジェクト ―かけ算九九暗唱から始めるまち
づくりー 

市民 

鯖江市 学生団体with 体験型生ごみ分別教室 学生 

掛川市 逃走中ｉｎ掛川推進連絡協議会 逃走中ｉｎ掛川 市民 

裾野市 SUSONO NIGHT MUSEUM SUSONO NIGHT MUSEUM 学生 

裾野市 すそのん Go! すそのん Go! 混成 

近江八幡市 滋賀人 近江八幡チャプター 近江八幡クラウド市民会 混成 

草津市 SB5 (Suggestion before 5 seconds) くさつ防災インターネット 学生 

草津市 くさつ Lab♥ 市民参画型地図基盤 ～みんなで守る草津の人～ 混成 

草津市 逃げ先１３万 逃げるは恥だが役に立つ！１３万人総活躍アプリ 市民 

大阪市 関西大学安田ゼミ+市民連合チーム 
大阪市市民活動ポータルサイトのSNS化による市民・団体・企業のマッチング向
上 

混成 

三田市 Code for Kobe ウェブによる市民からの震災情報の発信 市民 

三田市 サンダーブラザーズ 三田まちなかラウンジで三田を学生の都に 学生 

三田市 三田丸 武庫川ひろばはもりだくさんだ！～自然・憩い・食～ 学生 

宇部市 宇部市環境衛生連合会 市民一人ひとりによる「生ごみの水切り」でごみを減らそう！ 市民 

宇部市 田村 亮弥 災害時の非常発信と災害シミュレーションゲーム 学生 

宇部市 ＴＥＡＭ 西岐波 ＩＣＴを使った災害対応システム 市民 

松山市 Code for DOGO 笑顔かわす、オープンデータ学びの場の創出 混成 

日南市 Project X 俺の遊び場 学生 
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ウェブサイトで内容公開のアイデア 21件 地域順 
 

地域 チーム名 アイデア名 属性 

会津若松市 UoAGDT ごみを「宝」に！！ 学生 

会津若松市 KSSH 生きがいと楽しみを提供できる会津若松市 学生 

横浜市 J-YOKOHAMA6 『ブルー・ライト・ヨコハマ』プロジェクト 学生 

横浜市 Team ZIRA 寄付金控除による横浜市の大学院奨学制度 STADDY 市民 

横浜市 関東学院大学中泉ゼミナール 2年 Cチー

ム 

ローカルポイントカードの導入（地域諸活動の活性化）とイベントの活性化 学生 

横浜市 電柱チーム 害をアートに。そして誇ろう。 学生 

横浜市 チーム ひとり 横浜サポーター ～もうアレコレ調べないのだ 市民 

横浜市金沢

区 

関東学院大学経済学部中泉ゼミナール

３年チーム（学生によるチーム） 

子育て世代のための住環境整備 学生 

掛川市 ＬＳＶＰ low salt vegetable plus 市民 

掛川市 ゆる～っと健康トーク B チーム 満点料理でぬりぬりきんちゃん 市民 

裾野市 ナイトアウトドア ナイトアウトドア 市民 

裾野市 真剣十代学び場 真剣十代学び場 混成 

草津市 災害バスターズ アナログをデジタルで伝える 学生 

草津市 BKC子育て支援応援課 ぽかぽかタウンにアカウント制を 学生 

草津市 KANSYSTAR LINE@による子育てと草津市の活性化 学生 

大阪市 Gift Gift Challenge 市民 

三田市 Code for Kobe ゲームを通じた学習と市民からの事業提案 市民 

三田市 三田を知ってもらい隊 三田市民の就農促進 学生 

神戸市 Code for Kobe ミニゲーム形式のアプリ提供 市民 

生駒市 いこまっ子応援隊 by CODE for 

IKOMA 

地域密着型子ども向け本お薦めアプリ「なによも？」 市民 

宇部市 宇部 ESD リンケージ（宇部 ESD連携協

議体） 

地域イベント掲示板「ためまっぷ」で可視化、宇部にもっと元気を！ 混成 

 

http://park.itc.u-tokyo.ac.jp/padit/cog2016/#ptop

