
（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年2月22日

派遣決定番号 K169

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市立中央図書館長 三木信夫

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail a-sawaya@city.osaka.lg.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成30年2月15日 14時00分 17時30分 210

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 大阪市営地下鉄西長堀駅

最寄駅からの交通手段

４.報告書に関してのAPPLICホームページへの掲載許可

掲載許可

５．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

５－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

115 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（１日目の具体的な内容をご記入下さい）

市民や協力者、企業等と繋がり、マーケットの中ではどう活用できるかを資金調達方法等も含めて多
方面から検討したいと考えています。大阪の歴史的・文化的素材を活用し、市民のシビックプライド
を高めるような事業を実施することで、大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータ画像の有
用性を広く周知することができ、広報効果が期待されます。

①アドバイザーの助言を得るためオープンデータ活用事業検討チームにて事前調査を行うことで、大
阪市の他部署の事例や大阪市以外の図書館での事例を研究することができました。
②平成29年3月にオープンデータ化し、実際に市民からの問い合わせ対応・館内での活用を行ってま
すが、改めて外部講師にオープンガバメントの考え方とオープンデータ化についてわかりやすく講義
していただき、今後の参考になりました。また、図書館以外の所属の大阪市職員に対して、大阪市立
図書館デジタルアーカイブのオープンデータ化の有用性についても改めて周知する機会を得ました。

①オープンデータ活用事業検討チームにて事前調査した内容を報告しました。
・オープンデータの周知のための新たな仕組みづくり
・ラボ（コミュニティ）づくり、クラウドファンディング等資金調達について

②図書館職員（105名）ならびに図書館以外の所属の大阪市職員（10名）を対象として、「オープ
ンガバメントとオープンデータ」についての研修を行っていただきました。

平成29年3月に大阪市立図書館デジタルアーカイブで提供している一部の画像のオープンデータ化を
開始しました。大阪市主管の事業等での活用の他に、個人や民間レベルでも活用されていますが、
オープンデータの性質上、利用状況が集約できておらず、利活用のニーズの把握ができていない現状
がありますので、オープンデータ画像の今後の活用の可能性を検討する必要があります。

地下鉄7号出口直結

人数

職員

大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータを活用した事業展開への検討に係る助言

○掲載可

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（１日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

大阪市

アドバイザー
への要望事項

大阪市立中央図書館　利用サービス担当

大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館

550-0014　大阪府大阪市西区北堀江4-3-2

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

岡本 真

B.大変満足できるレベル



　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

　他の自治体への横展開への可能性

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

５－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

５－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

５－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

⑤その他

予算化はしていないが、経常予算の範囲で実施します。

特にありません。

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。
研修受講者の満足度が非常に高く、理解も深まったと考えます。

チーム編成が複数の部署に渡ったことで、様々な視点で調査することができました。「オープンガバ
メントとオープンデータ」についての研修は、オープンデータを扱う自治体や今後検討している自治
体にとっては非常に有効と考えます。

④特になし

⑤特になし

職員に対し、オープンデータに関する知識を共有できました。

⑦その他



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年2月22日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市立中央図書館長 三木信夫

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail a-sawaya@city.osaka.lg.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

要望事項

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成30年2月16日 14時00分 17時00分 180

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 大阪市営地下鉄西長堀駅

最寄駅からの交通手段

４.報告書に関してのAPPLICホームページへの掲載許可

掲載許可

５．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

５－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

15 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（２日目の具体的な内容をご記入下さい）

地域情報化アドバイザー派遣事業で支援を受けるために、当館職員にて構成されたオープンデータ活
用事業検討チームにて、①オープンデータ周知のための新たな仕組みづくり、②ラボ（コミュニ
ティ）づくりとクラウドファンディング等資金調達について、事前調査した内容についてご助言をい
ただき、今後の展開を考えます。

①オープンデータ周知のための新たな仕組みづくり
SNS等を使って有効に広報を行うため、投稿の工夫やリプライの実施等ツイッターの運用方針の見

直しや海外向けのアピールについても具体的な助言をいただきました。
②コミュニティ作りや資金調達については、図書館のみで実施するのは困難であるため、まずはコ
ミュニティ作りの前段階という位置づけも含めて、具体的にオープンデータを活用したビジネス講座
の実施案を企画しました。

○掲載可

地下鉄7号出口直結

人数

職員

平成29年3月に大阪市立図書館デジタルアーカイブで提供している一部の画像のオープンデータ化を
開始しました。大阪市主管の事業等での活用の他に、個人や民間レベルでも活用されていますが、
オープンデータの性質上、利用状況が集約できておらず、利活用のニーズの把握ができていない現状
がありますので、オープンデータ画像の今後の活用の可能性を検討する必要があります。

市民や協力者、企業等と繋がり、マーケットの中ではどう活用できるかを資金調達方法等も含めて多
方面から検討したいと考えています。大阪の歴史的・文化的素材を活用し、市民のシビックプライド
を高めるような事業を実施することで、大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータ画像の有
用性を広く周知することができ、広報効果が期待されます。

大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータを活用した事業展開への検討に係る助言

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（２日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

大阪市

大阪市立中央図書館　利用サービス担当

550-0014　大阪府大阪市西区北堀江4-3-2

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

岡本 真

B.大変満足できるレベル

大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館



　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

　他の自治体への横展開への可能性

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

５－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

５－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

５－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

予算化はしていないが、経常予算の範囲で実施します。

⑤その他

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。
議事録を添付いたします。

①事業に係る計画書等を策定できた

いただいたご助言を受けて企画した内容を30年度のビジネス講座として実施します。

特にありません。

・SNSでの広報については行き詰まりも感じていたことから、リプライ等新たな展開へのご助言をい
ただき、今後拡散ができると考えます。
・ビジネス支援という図書館の本来業務とオープンデータを結びつけることが重要であること。イベ
ント的に実施することも重要ですが、通常の業務フローに落としていくことで担当者の変更にも対応
でき、継続実施できるということは他の事業にも応用できます。

④特になし

⑤特になし



（一財）全国地域情報化推進協会　御中 報告日 平成30年2月22日

１．申請団体情報

１－１．申請団体

団体名 代表者名 市立中央図書館長 三木信夫

担当者部署 連絡先電話番号

担当者役職 担当者氏名 連絡先E-mail a-sawaya@city.osaka.lg.jp

住所

１－２．推薦団体（「区分」が「協議会」または「NPO・商工会・大学等」の場合のみ入力）

団体名 連絡先部署

担当者氏名 連絡先電話番号 連絡先E-mail

２．派遣アドバイザーに対する評価と要望

アドバイザー

評価

要望事項

３．地域情報化アドバイザー派遣実績

派遣日 開始時刻 終了時刻 内休憩時間（分） 活動時間（分）

３－１．活動 平成30年2月17日 10時00分 12時00分 120

３－２． 所在地

派遣場所 会場名 最寄駅 大阪市営地下鉄西長堀駅

最寄駅からの交通手段

４.報告書に関してのAPPLICホームページへの掲載許可

掲載許可

５．依頼内容及び支援を受けたことによる成果・効果結果

５－１．支援を受けた対象者 属性（職員、一般、企業等）について【自由記述】

38 人

５－２．支援を受けるにあたって目指した成果と実勢に支援を受けたことで改善又は解決した成果・効果

　事業の課題・問題点

　（具体的にご記入下さい）

　課題・問題点に対して目指した成果

　（具体的にご記入下さい）

アドバイザーに支援を受けた内容

　（具体的にご記入下さい）

　支援を受け改善又は解決された内容

　（２日目の具体的な内容をご記入下さい）

　改善又は解決されなかった内容

　（具体的にご記入下さい）

大阪市西区北堀江4-3-2

※水色と黄色のセルは回答必須。薄緑色セルは任意。申請書の段階から項目３に変更があった場合、直接入力で上書きして下さい。

地域情報化アドバイザー制度活用報告書（３日目）

　地域情報化アドバイザー制度の活用実績について、下記のとおり報告します。

記

大阪市

大阪市立中央図書館　利用サービス担当

550-0014　大阪府大阪市西区北堀江4-3-2

支援を受けたアドバイザーに対する評価をお願いします。

岡本 真

A.感激・感銘を受けるレベル

大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータを活用した事業展開への検討に係る助言

大阪市立中央図書館

地下鉄7号出口直結

○掲載可

人数

一般、職員

平成29年3月に大阪市立図書館デジタルアーカイブで提供している一部の画像のオープンデータ化を
開始しました。大阪市主管の事業等での活用の他に、個人や民間レベルでも活用されていますが、
オープンデータの性質上、利用状況が集約できておらず、利活用のニーズの把握ができていない現状
がありますので、オープンデータ画像の今後の活用の可能性を検討する必要があります。

市民や協力者、企業等と繋がり、マーケットの中ではどう活用できるかを資金調達方法等も含めて多
方面から検討したいと考えています。大阪の歴史的・文化的素材を活用し、市民のシビックプライド
を高めるような事業を実施することで、大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータ画像の有
用性を広く周知することができ、広報効果が期待されます。

市民向け講演会「大阪市の図書館のオープンデータって何ですか？」にてご講演いただきました。当
館のオープンデータについて講義いただき、ゲストとして参加された堀井洋氏（合同会社AMANE代
表社員）からのオープンデータ活用の民間事例を受けて、当館のオープンデータの今後の活用方法に
ついて、参加された一般の方と対話しながら検討しました。

参加者の中には、起業されておられる人やまちあるきボランティアをしている人などもいて、具体的
な活用例を聞けたことで、当館のオープンデータをより身近に感じることができたようです。

特にありません。



　他の自治体への横展開への可能性

　（具体的にご記入下さい）

アンケートの内容と分析結果

５－３．具体的な成果物 最も当てはまるものをリストより選択下さい。

５－４．具体的な事業の推進について 最も当てはまるものリストより選択下さい

５－５．地域おこし協力隊との連携について

・事業における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

・今回の支援における隊員の関わり 最も当てはまるものリストより選択下さい

５．地域情報化アドバイザー支援の様子

今回の派遣における地域情報化アドバイザーの支援の様子がわかる「写真（JPEG）」を次ページに数枚程度貼り付けて下さい。

講演・セミナー又は個別の事業支援の実施にあたりアンケートを行った場合は、その内容と分析結果
についてご記入下さい。（ＥＸＣＥＬやＰＤＦでの分析結果を添付されても結構です。）
アンケートを行わなかった場合はその理由をご記入下さい。

「借りるだけではもったいない！『もっと』使える！図書館」シリーズの第4弾として実施しまし
た。図書館活用方法を周知する企画ですが、自館のオープンデータの取組を市民の方に説明する機会
としての講座は非常に有用であると考えます。

⑤特になし

アンケートの結果も好評で、また開催してほしいとの声がありました。

⑦その他

市民の方からの質問を受けてアドバイザーが答えた「市民の方の力を借りる」というところに今後の
展開へのヒントがありました。

⑤その他

予算化はしていないが、経常予算の範囲で実施します。

④特になし
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