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2013年から、
「地域課題の解決」の通年型
イベント＋コンテスト
今年で4年目！！

6
http://urbandata-challenge.jp/

アーバンデータチャレンジは４年目を迎えます
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UDC2016！

• ハッシュタグ：＃udc2016

•https://www.facebook.com/
UDCT2013/
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賞金総額 200万円!
アーバンデータチャレンジ2015

作品概要：平成27年12月25日（金）まで
作品締切：平成28年1月29日（金）まで

アプリケーション データ・可視化 アイデア ソリューション
金賞 50万円 10万円 10万円

10万円×
2〜3作品程度銀賞 30万円 5万円 5万円

銅賞 10万円 --- ---
自治体
特別賞

オープンガバメント推進協議会賞、自治体特別賞（水戸市長特別賞、日野
市賞、静岡市賞、橋本市長特別賞）、学生奨励賞

http://urbandata-challenge.jp/

多様な主体のモチベーション！？
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コンテストを実施します！！！

• 地域課題の解決に資する作品を募集します。
• 応募要領詳細は、10月4日・5日開催予定の中間報告シンポジウムに
て公開します！

• 最終審査会は、2017年2月24・25日開催予定です！
• まずは、各地域拠点等でのイベントにご参画ください！
• イベント情報は、HPやFacebookページで随時ご提供します。

アーバンデータチャレンジ2016

作品概要：平成28年12月23日（金）まで
作品締切：平成29年1月27日（金）まで

http://urbandata-challenge.jp/
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Source: http://urbandata-challenge.jp/ 6

http://urbandata-challenge.jp/


2014第1期拠点ブロック
2015第2期拠点ブロック
2016第3期拠点ブロック

Powered by CARTODB http://bit.ly/236eP3a

■第2期拠点 地域拠点コーディネータ一覧
岩手ブロック 須藤 直俊／後藤 治 岩手県南技術研究センター／一関市
福島ブロック 藤井 淳 会津若松市
福島ブロック 猪股 秀行 (公財)郡山地域テクノポリス推進機構
滋賀ブロック 柳井 美紀 大津市
奈良ブロック 佐藤 拓也 Code for IKOMA
和歌山ブロック 三嶋 信史 橋本市
鳥取ブロック 田中 健一 鳥取県

鳥取ブロック
東野 正幸
板野 央輝
井上 仁・天野 圭子

Code for Tottori/鳥取大学
鳥取県
鳥取大学

山口ブロック 米冨 竜太 山口市
愛媛ブロック 兼久 信次郎 Code for DOGO
佐賀ブロック 牛島 清豪 Code for Saga
鹿児島ブロック 中窪 悟 肝付町

■第1期拠点 地域拠点コーディネータ一覧
北海道ブロック 丸田 之人／川口 陽海 室蘭市
茨城ブロック 北條 佳孝 水戸市
東京ブロック 中平 健二朗／神埼 暁 日野市
神奈川ブロック 関口 昌幸／石塚 清香 横浜市／横浜市金沢区
石川ブロック 福島 健一郎 (一社)コード・フォー・カナザワ
静岡ブロック 浦田 芳孝 静岡県
大阪ブロック 古崎 晃司 大阪大学
島根ブロック 野田 哲夫 島根大学
徳島ブロック 新久保 渡／坂東 勇気 徳島県／Code for Tokushima
福岡ブロック 坂本 好夫 (公財)九州先端科学技術研究所

■第3期拠点 地域拠点コーディネータ一覧
埼玉ブロック 後藤 真太郎 埼玉県GIS普及推進研究会
千葉ブロック 松島 隆一 オープン！ちば
山梨ブロック 角田 一満 笛吹市役所産業観光部観光商工課

富山ブロック
冨成 敬之
松本 八治
矢後 智子

Code for Toyama City
Code for Nanto
Code for Takaoka

長野ブロック 諸田 和幸
平賀 研也

WikipediaTOWN in INA Valley
長野県立 長野図書館

岐阜ブロック
國枝 裕介
稲垣
吉川 浩司

Code for GIFU
岐阜県
(公財)ソフトピアジャパン

愛知ブロック

河口 信夫
遠藤守・浦田真由
白松 俊
大村 廉
小野 健太郎
木村博司・佐藤亮介

名古屋大学
名古屋大学
名古屋工業大学
豊橋技術科学大学
豊橋市
Code for Mikawa

京都ブロック 太田垣 恭子
藏野 文子

Code for Kyoto
Code for Kyoto

兵庫ブロック 多田 真遵 Code for Amagasaki
岡山ブロック 大島 正美 一般社団法人 データクレイドル

(1)2016地域拠点は30へ！

http://bit.ly/236eP3a


(2) データポータル（DKAN）による
地方自治体のオープンデータ提供

Powered by dkan

http://udct-data.aigid.jp/
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http://udct-data.aigid.jp/


オープンガバメント推進協議会

国立国会図書館
デジタルコレクション等の
データを使ったWS開催

経路検索条件など
データ提供、
データを使ったWS開催

地域拠点としての参画、
コンテストにおける特別賞の
設置

(3)強力な専門機関との連携
「データ提供・支援拠点」
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2015年8月8日「NDL利活用ワークショップ」
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Source: http://urbandata-challenge.jp/#about

あくまで地域課題オリエンテッドでの作品募集
2015年度は、地域拠点自由課題を含め

65の課題から作品募集
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http://urbandata-challenge.jp/%23about


地域の課題解決力に貢献する作品を一挙大公開

〜最終審査会＆活動継続に向けてのトークバトル！〜

• 応募作品数：158作品（事前エントリー194作品）

• 実施日：2016年2月26日（金）27日（土） ※2日間にわたり開催

• 2日目開催レポート： http://urbandata-challenge.jp/2015/2015-final2
• 一次審査結果： http://urbandata-challenge.jp/2015/1st-results
• 最終審査結果： http://urbandata-challenge.jp/2015/prize

UDC2015ファイナル・ステージ

コンテスト応募状況の変遷

75 56

158

2013 2014 2015
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http://urbandata-challenge.jp/2015/2015-final2
http://urbandata-challenge.jp/2015/1st-results
http://urbandata-challenge.jp/2015/prize


2015金賞
Seseki

http://labo.co
lspan.net/ses
eki_udc2015/
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http://labo.colspan.net/seseki_udc2015/


まちの未来を切り拓く作品を
育てるのは皆さんです！

今年も、楽しく、突き進みましょう！
• HP： http://urbandata-challenge.jp
• FB：https://www.facebook.com/UDCT2013/
•事務局メールアドレス：udc-office(at) aigid.jp
※ (at) は @ に置き換えて下さい。 14

http://urbandata-challenge.jp/
https://www.facebook.com/UDCT2013/
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