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＜ 改正履歴 ＞ 

版 数 施行年月日 改定内容 

この別冊は、オープンデータ推進ガイドライン４．（２）（エ)データ項目の推奨するデータ

項目を作成したものです。 

V.1.0 平成 30 年 3 月 23 日 

8 分野 28 データセット 

・協議会共通フォーマッチ(H28) 

・地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目

定義書（ベータ版）第 0.1 版 

・7 市町共通整備項目(平成 30年 2月版） 
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表 １ データ項目定義書

⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より

【データ項目定義書について】
本資料では、推奨データセットとして選定された各データセットそれぞれについて、データ項目の定義（データ項目の内容、必須か否か等の区分、
データ形式、共通語彙基盤での準拠箇所）を定めている。

【推奨データセット一覧】
データセット名 説明
AED設置箇所一覧 AEDの設置箇所についての一覧。「01.AED設置箇所一覧」シートを参照。
介護サービス事業所一覧 介護サービス事業所の一覧。「02.介護サービス事業所一覧」シートを参照。
医療機関一覧 病院・診療所についての一覧。「03.医療機関一覧」シートを参照。
文化財一覧 国もしくは地方公共団体が指定、登録、選定等を行った文化財についての一覧。「04.文化財一覧」シートを参照。
観光施設一覧 観光施設の情報の一覧。「05.観光施設一覧」シートを参照。
イベント一覧 各地方公共団体にて開催されるイベントの一覧。「06.イベント一覧」シートを参照。
公衆無線LANアクセスポイント一覧 公衆無線LANアクセスポイントの一覧。「07.公衆無線LANアクセスポイント一覧」シートを参照。
公衆トイレ一覧 公衆トイレの一覧。「08.公衆トイレ一覧」シートを参照。
消防水利施設一覧 消防水利施設の一覧。「09.消防水利施設一覧」シートを参照。
指定緊急避難場所一覧 市区町村から提供される指定緊急避難場所の一覧。「10.指定緊急避難場所一覧」シートを参照。
地域・年齢別人口 住民基本台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧。「11.地域・年齢別人口」シートを参照。
公共施設一覧 公共施設の一覧。「12.公共施設一覧」シートを参照。
子育て施設一覧 幼稚園、保育園、認定こども園の一覧。「13.子育て施設一覧」シートを参照。
オープンデータ一覧 オープンデータ化されているデータセットの一覧。「14.オープンデータ一覧」シートを参照。

【データ項目定義説明】
項目名 説明
項目No. 通し番号
項目名 データセット項目の名称

区分
◎ ：データセットの核となる必須項目
〇 ：該当推奨データセットを活用したアプリの基本機能を簡単に実現するために公開することが望ましい項目
空白 ：該当推奨データセットを活用したアプリの利便性の高い付加価値サービスを実現するために公開することが望ましい項目

説明 項目の記載内容に関する説明
形式 項目を公開する際の形式(文字列、数値等)を記載
記入例 項目を公開する際の記入例を記載
【参考情報】先進自治体公開有無 該当項目が先進自治体において公開されているかどうかを記載

【参考情報】共通語彙基盤 共通語彙基盤（コア語彙2.4.1)における準拠箇所を例示
いくつかの項目名について、その項目の意味の説明を付加的に記述する方法について、{}内に例示

【参考情報】共通語彙基盤での値型 共通語彙基盤上での項目を公開する際の値型(形式)を記載
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表 ２ 推奨データ項目（社会保障・衛生：AED設置箇所一覧） 
⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 名称 ◎ AEDが設置場所の建物等の名称を記載。 文字列 札幌市

6 名称_カナ ◎ AEDが設置場所の建物等の名称をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○カイカン

7 住所 ◎ AED設置場所の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

8 方書 AED設置場所の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

9 緯度 ○ AED設置場所の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

10 経度 ○ AED設置場所の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

11 設置位置 ◎ AED設置場所における詳細位置を記載。 文字列 1階事務室

12 電話番号 AED設置場所の連絡先（電話番号）を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

13 内線番号 AED設置場所の連絡先（内線番号）を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

14 法人番号 AED設置主体の法人番号を記載。 文字列（半角数字） 1234567891012

15 団体名 AED設置主体の名称を記載。 文字列 ○○市

16 利用可能曜日 注1 AED設置場所が利用可能な曜日を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 月火水木金

17 開始時間 注2 AED設置場所の開始時間（開館時間など）を記載。※記載方法について、
「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 09:00

18 終了時間 注3 AED設置場所の終了時間（閉館時間など）を記載。※記載方法について、
「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

19 利用可能日時特記事項 利用可能曜日、開始時間、終了時間についての特記事項・例外（祝日、年末
年始の変更点など）等があれば記載。 文字列 月曜日について祝日は利用不可。また、

12/31、1/1は終日利用不可。

20 小児対応設備の有無 小児対応設備の有無を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列 有

21 URL AED設置場所に関する情報源を示すサイト等を記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

22 備考 特記事項等があれば記載。 文字列

データ項目（AED設置箇所一覧）

注 1：利用可能曜日が定まっている施設に設置されている場合、区分：◎。定まっていない施設に設置されている場合、空欄とし、

「利用可能日時特記事項」に「○○小学校の利用可能曜日に従う」等理由を記載

注 2：開始時間が定まっている施設に設置されている場合、区分：◎。定まっていない施設に設置されている場合、空欄とし、「利

用可能日時特記事項」に「○○小学校の開始時間に従う」等理由を記載

注 3：終了時間が定まっている施設に設置されている場合、区分：◎。定まっていない施設に設置されている場合、空欄とし、「利

用可能日時特記事項」に「○○小学校の終了時間に従う」等理由を記載

注 4：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える

注 5：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える

注 6：利用可能時間>種別という項目へ、’週間'と記述することで、当該「スケジュール」が「週間」であることを、データの中に明

記している

注 7：現時点で共通語彙基盤の語彙が定義されていないため、将来の検討課題とする
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表 ３ 推奨データ項目（社会保障・衛生：介護サービス事業所一覧） 
⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 介護サービス事業所名称 ◎ 介護サービス事業所の名称を記載。（注1） 文字列 ○○介護ホーム

6 介護サービス事業所名称_カナ ◎ 介護サービス事業所の名称をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○カイゴホーム

7 実施サービス ◎ 実施サービスを記載。※記載内容について、「データ項目特記事項」シートの【02.
介護サービス事業所一覧】を参照。 文字列 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

8 住所 ◎ 介護サービス事業所の設置場所の住所を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

9 方書 介護サービス事業所の設置場所の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

10 緯度 ○ 介護サービス事業所の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

11 経度 ○ 介護サービス事業所の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

12 電話番号 ◎ 介護サービス事業所の連絡先（電話番号）を記載。※記載方法について、
「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

13 内線番号 介護サービス事業所の連絡先（内線番号）を記載。※記載方法について、
「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

14 FAX番号 ○ 介護サービス事業所のFAX番号を記載。※記載方法について、「データ項目特記
事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000 000 0001

15 法人番号 介護サービス事業所の運営主体の法人番号を記載。 文字列（半角数字） 1234567891012

16 法人の名称 介護サービス事業所の運営主体の法人名称を記載。 文字列 ○○サービス

17 事業所番号 介護サービス事業所の事業所番号を記載。 文字列（半角数字） 0123456789

18 利用可能曜日 ○ 介護サービス事業所の利用可能な曜日を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 月火水木金

19 利用可能曜日特記事項 利用可能曜日についての特記事項・例外（祝日、年末年始の変更点など）等
があれば記載。 文字列 月曜日について祝日はお休み。また、12/31、

1/1は終日お休み。

20 定員 ○ サービスの定員を記載。 数値（半角数字） 100

21 URL ○ 介護サービス事業所のWebサイトを参照するURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

22 備考 特記事項があれば記載。 文字列

データ項目（介護サービス事業所一覧）

注 1：本データセットについては、介護サービス事業所名称・実施サービスにて一意となるよう、データを登録することとする

注 2：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える

注 3：ID>体系>名称という項目へ、'事業所番号'と記述することで、当該「ID」が「事業所番号」であることを、データの中に明記し

ている

注 4：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える

注 5：利用可能時間>種別という項目へ、’週間'と記述することで、当該「スケジュール」が「週間」であることを、データの中に明記

している



4 

表 ４ 推奨データ項目（社会保障・衛生：公衆トイレ一覧） 
 ⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 名称 ◎ 公衆トイレの設置施設の通称や建物等の名前を記載。（注1） 文字列 ○○駅

6 名称_カナ ◎ 公衆トイレの設置施設の通称や建物等の名前をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○エキ

7 名称_英語 公衆トイレの設置施設の通称や建物等の名前を英語で記載。 文字列（半角英字） ○○station

8 住所 ◎ 公衆トイレの設置施設の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

9 方書 公衆トイレの設置施設の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

10 設置位置 ◎ 公衆トイレの施設における詳細な設置位置を記載。（注1） 文字列 改札階の駅員室となり

11 緯度 ○ 公衆トイレの設置施設の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

12 経度 ○ 公衆トイレの設置施設の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

13 男性トイレ総数 ○ 男性トイレの総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 6

14 男性トイレ数（小便器） 男性トイレの中で、小便器の総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 2

15 男性トイレ数（和式） 男性トイレの中で、個室の和式便器の総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 2

16 男性トイレ数（洋式） 男性トイレの中で、個室の様式便器の総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 2

17 女性トイレ総数 ○ 女性トイレの総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 4

18 女性トイレ数（和式） 女性トイレの中で、個室の和式便器の総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 2

19 女性トイレ数（洋式） 女性トイレの中で、個室の様式便器の総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 2

20 男女共用トイレ総数 ○ 男女共用トイレの総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 4

21 男女共用トイレ数（和式） 男女共用トイレの中で、個室の和式便器の総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 2

22 男女共用トイレ数（洋式） 男女共用トイレの中で、個室の様式便器の総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 2

23 多機能トイレ数 ◎ 多機能トイレ（注2）の総数を数字で記載。（便座単位） 数値（半角数字） 2

24 車椅子使用者用トイレ有無 ◎ 車椅子使用者用トイレの設置有無を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 有

25 乳幼児用設備設置トイレ有無 ◎ 乳幼児用設備設置トイレの設置有無を記載。※記載方法について、「データ項目
特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 無

26 オストメイト設置トイレ有無 ◎ オストメイト設置トイレの設置有無を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 有

27 利用開始時間 ○ 公衆トイレが利用可能となる開始時間を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 09:00

28 利用終了時間 ○ 公衆トイレが利用不可となる終了時間を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

29 利用可能時間特記事項 利用開始時間、利用終了時間についての特記事項・例外（祝日、年末年始の
変更点など）等があれば記載。 文字列 月曜日については、15時まで使用可。また、

12/31、1/1は終日利用不可。

30 画像 画像の格納先URLを記載。 URI http://www.city.ooo.lg.jp/image/file0
101.jpg

31 画像_ライセンス 画像に対するライセンスについて記載。 文字列 CC BYに準拠。

32 備考 特記事項があれば記載。 文字列

データ項目（公衆トイレ一覧）
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注 1：本データセットについては、名称と設置位置にて一意となるよう、データを登録することとする

        [例]〇〇駅に 2 箇所トイレがある場合、データとしては 2 つ登録を行うこととし、以下のような登録の仕方とする

＜データ①＞名称：〇〇駅、設置位置：東口改札前

＜データ②＞名称：〇〇駅、設置位置：西口改札の中

注 2：公共交通移動等円滑化基準（国土交通省令第１１１号）第 13 条第 2 項に適合するトイレを指す

注 3：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える

注 4：関連施設>役割という項目へ、'設置施設'と記述することで、当該「関連施設」が「設置施設」についてであることを、データの

中に明記している

注 5：表記の項目に「英語」と記述することで、英語表記であることを示している

注 6：現時点で共通語彙基盤の語彙が定義されていないため、将来の検討課題とする

注 7：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える
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表 ５ 推奨データ項目（社会保障・衛生：医療機関一覧） 
 ⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 名称 ◎ 医療機関（注1）の名称を記載。 文字列 ○○病院

6 名称_カナ ◎ 医療機関の名称をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○ビョウイン

7 医療機関の種類 ◎ 医療機関の種類を記載。※記載内容について、「データ項目特記事項」シートの
【03.医療機関一覧】を参照。 文字列 病院

8 住所 ◎ 医療機関の開設場所の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

9 方書 医療機関の開設場所の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

10 緯度 ○ 医療機関の開設場所の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

11 経度 ○ 医療機関の開設場所の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

12 電話番号 ◎ 医療機関の連絡先（電場番号）を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

13 内線番号 医療機関の連絡先（内線番号）を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

14 FAX番号 ○ 医療機関のFAX番号を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0001

15 法人番号 医療機関の運営主体の法人番号を記載。 文字列（半角数字） 1234567891012

16 法人の名称 医療機関の運営主体の法人名称を記載。 文字列 医療法人○○

17 医療機関コード 医療機関の医療機関コードを記載。 文字列（半角数字） 1234567890

18 診療曜日 ◎ 医療機関の診療曜日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列 火水木金土日

19 診療開始時間 ◎ 医療機関の診療開始時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 09:00

20 診療終了時間 ◎ 医療機関の診療終了時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

21 診療日時特記事項 診療曜日、診療開始時間、診療終了時間についての特記事項・例外（祝日、
年末年始の変更点など）等があれば記載。 文字列 火曜日について祝日は診療不可。また、

12/31、1/1は終日診療不可。

22 時間外における対応 医療機関の診療時間外における対応内容を記載。 文字列 救急医療のうち応急的な外来診療のみ対応。詳
細な検査や継続的な治療は不可。

23 診療科目 ◎ 医療機関の診療科目を「;」（半角のセミコロン）区切りで記載。 文字列 内科;整形外科

24 病床数 ◎ 医療機関の病床数を記載。 数値（半角数字） 300

25 URL ◎ 医療機関のWebサイトを参照するURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

26 備考 特記事項等があれば記載。 文字列

データ項目（医療機関一覧）

注 1：本データセットでの医療機関は、病院又は診療所を指す

注 2：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える

注 3：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える

注 4：利用可能時間>種別という項目へ、’週間'と記述することで、当該「スケジュール」が「週間」であることを、データの

中に明記している
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表 ６ 推奨データ項目（社会保障・衛生：医療・福祉施設情報）※ 
（社会保障・衛生：高齢者福祉施設）※
（行財政：公共施設一覧）

⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 名称 ◎ 公共施設の名前を記載。 文字列 ○○公民館

6 名称_カナ ◎ 公共施設の名前をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○コウミンカン

7 名称_通称 ○ 公共施設の通称を記載。 文字列 ○○センター

8 POIコード 公共施設のPOIコードを記載。※記載内容について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列 1307a

9 住所 ◎ 公共施設の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

10 方書 公共施設の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

11 緯度 ○ 公共施設の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

12 経度 ○ 公共施設の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

13 電話番号 ○ 公共施設の管理者の連絡先（電話番号）を記載。※記載方法について、「デー
タ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

14 内線番号 公共施設の管理者の連絡先（内線番号）を記載。※記載方法について、「デー
タ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

15 法人番号 公共施設の管理団体の法人番号を記載。 文字列（半角数字） 1234567891012

16 団体名 公共施設の管理団体の名称を記載。 文字列 ○○市

17 利用可能曜日 ○ 公共施設が利用可能な曜日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 月火水木金

18 開始時間 開始時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通
ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 09:00

19 終了時間 終了時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通
ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

20 利用可能日時特記事項 利用可能曜日、開始時間、終了時間についての特記事項・例外（祝日、年末
年始の変更点など）等があれば記載。 文字列 月曜日について祝日は利用不可。また、

12/31、1/1は終日利用不可。

21 説明 公共施設の説明を記載。 文字列 卓球スペース、茶室の無料貸し出し有り

22 バリアフリー情報 バリアフリー情報を「;」（半角のセミコロン）区切りで記載。※記載方法について、
「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 多目的トイレ有り;車椅子貸出有り

23 URL ○ 公共施設のHPのURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

24 備考 特記事項等があれば記載。 文字列

データ項目（公共施設一覧）

注 1：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える

注 2：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える

注 3：利用可能時間>種別という項目へ、’週間'と記述することで、当該「スケジュール」が「週間」であることを、データの

中に明記している

注 4：記述>種別という項目へ、'バリアフリー情報'と記述することで、当該「記述」が「バリアフリー情報」の内容であるこ

とを、データの中に明記している



8 

表 ７ 推奨データ項目（社会保障・衛生：子育て支援施設）※ 
（教育・文化・スポーツ・生活：子育て施設一覧）

⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 名称 ◎ 子育て施設（注1）の通称や建物等の名前を記載。 文字列 ○○保育園

6 名称_カナ ◎ 子育て施設の通称や建物等の名前をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○ホイクエン

7 種別 ○ 子育て施設の種別を記載。※記載内容について、「データ項目特記事項」シート
の【14.子育て施設一覧】を参照。 文字列 認定公立保育所

8 住所 ◎ 子育て施設の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

9 方書 子育て施設の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

10 緯度 ○ 子育て施設の設置場所の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記
事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

11 経度 ○ 子育て施設の設置場所の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記
事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

12 アクセス方法 ○ 子育て施設への公共交通や車でのアクセス方法を記載。 文字列 JR○○駅から徒歩○○分

13 駐車場情報 ○ 子育て施設の駐車・駐輪スペースについて記載。 文字列 駐車スペース10台・身障者用駐車場1台

14 電話番号 ○ 子育て施設の連絡先（電話番号）を記載。※記載方法について、「データ項目
特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

15 内線番号 子育て施設の連絡先（内線番号）を記載。※記載方法について、「データ項目
特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

16 FAX番号 子育て施設のFAX番号を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」
シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0001

17 法人番号 子育て施設の設置団体の法人番号を記載。 文字列（半角数字） 1234567891012

18 団体名 子育て施設の設置団体の名称を記載。 文字列 ○○市

19 認可等年月日 認可又は認定をもらった時の年月日を記載。※記載方法について、「データ項目
特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 日付（YYYY-MM-DD） 2017-02-10

20 収容定員 ○ 収容できる定員数を記載。 文字列（半角英数字） 45

21 受入年齢 ○ 利用可能年齢を記載。 文字列 1歳から

22 利用可能曜日 ○ 子育て施設の利用可能な曜日を記載。※記載方法について、「データ項目特記
事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 月火水木金

23 開始時間 ○ 開始時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通
ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 09:00

24 終了時間 ○ 終了時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通
ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

25 利用可能日時特記事項 利用可能曜日、開始時間、終了時間についての特記事項・例外（祝日、年末
年始の変更点など）等があれば記載。 文字列 月曜日について祝日はお休み。また、12/31、

1/1は終日お休み。

26 一時預かりの有無 ○ 一時預かりがあるかどうかを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」
シートの【共通ルール】を参照。 文字列 有

27 URL 施設のURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

28 備考 特記事項があれば記載。 文字列

データ項目（子育て施設一覧）
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注 1：本データセットでの子育て施設は幼稚園、保育所、認定こども園を指す

注 2：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える

注 3：記述>種別という項目へ、'アクセス方法'と記述することで、当該「記述」が「アクセス方法」であることを、データの

中に明記している

注 4：現時点で共通語彙基盤の語彙が定義されていないため、将来の検討課題とする

注 5：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える

注 6：利用可能時間>種別という項目へ、’週間'等と記述することで、当該「スケジュール」が「週間」であることを、データ

の中に明記している
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表 ８ 推奨データ項目（社会保障・衛生：障がい者福祉施設） 
  ⇒7市町共通整備項目フォーマット 平成 30年 2月改正版より 

項目
No.

項目名 区分 説明 形式 記入例

1
都道府県コード又は市区町
村コード

◎
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町
村コードを記載。

半角数字 23230

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町
村コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。

任意 000002200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体の都道府県名を記載。 文字列 愛知県
4 市町村名 情報の管理主体である地方公共団体の市町村名を記載。 文字列 日進市

5 種別 ◎ 障がい者福祉、障がい児福祉等の大分類区分を記載。 全角英数 障がい者福祉施設

6 種別小分類
居住系サービス、通所サービス等、分類の細分化区分を記載。
（種別の区分では管理が難しい場合に適宜利用できる分類とする。）

全角英数 障がい者相談支援センター

7 名称 ◎ 施設名称を記載。 全角英数 ○○障がい者福祉施設

8 名称＿カナ ◎ 施設名称をカナで記載。 全角カタカナ ○○ショウガイシャフクシシセツ

9 名称＿通称 施設が通称、略称を持つ場合に記載。 任意

10 住所 ◎
都道府県、市区町村、町名、丁目を連続して記載、その後、番地、号
をハイフンで接続して半角で記載。

都道府県から全角、丁目以下は
半角数字ハイフンで記載

○県○市○町○丁目3-1

11 方書 建物の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル〇階

12 郵便番号 郵便番号についてハイフン無しで記載。 半角数字 4700192

13 緯度 ◎ 緯度を-90から+90で記載、小数点以下は5桁以上とする。 半角数字 35.130621

14 経度 ◎ 経度を-180から+180で記載、小数点以下は5桁以上とする。 半角数字 137.037568

15 説明 施設に補足で説明がある場合に記載。 任意

16 連絡先名称 ◎ 連絡先の名称を記載。 全角英数 ○○課

17 電話番号 ◎ 連絡先の電話番号について記載。（「-（半角）」有り） 半角英数 xxx-xxxx-xxxx

18 URL 施設のWebサイトを参照するURLを記載。 半角英数 http://www.city.nisshin.lg.jp/

データ項目（障がい者福祉施設）

注　「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第0.1版に合わせ、「都道府県コード又は市区町村コード」「識別値」「名称_
通称」「住所」「URL｝は表記を変更、「都道府県名」「市町村名」「方書」は追加。
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表 ９ 推奨データ項目（教育・文化・スポーツ・生活：文化財一覧）
⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 名称 ◎ 文化財（注8）の正式名称を記載。 文字列 ○○屏風

6 名称_カナ ◎ 名称をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○ビョウブ

7 名称_通称 文化財の通称を記載。 文字列

8 名称_英語 名称を英語で記載。 文字列（半角英字） ○○folding screen

9 文化財分類 ◎ 文化財の分類を「;」（半角のセミコロン）区切りで記載。※記載内容について、
「データ項目特記事項」シートの【04.文化財一覧】を参照。 文字列 重要文化財

10 種類 注2 文化財の種類を記載。※記載内容について、「データ項目特記事項」シートの
【04.文化財一覧】を参照。 文字列 美術工芸品

11 場所名称 文化財が設置されている施設や建物などの名称を記載。 文字列 ○○美術館

12 住所 注3 文化財の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。（注9） 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

13 方書 文化財の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

14 緯度 ○ 文化財の設置場所の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」
シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

15 経度 ○ 文化財の設置場所の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」
シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

16 電話番号 文化財の問合せ先（電話番号）を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

17 内線番号 文化財の問合せ先（内線番号）を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

18 員数（数） 当該文化財内の員数を数値部分のみ記載。 数値（半角数字） 1

19 員数（単位） 当該文化財内の員数の単位を記載。 文字列 双

20 法人番号 注4 文化財の所有者・管理者・保護団体等の法人番号を記載。 文字列（半角数字） 1234567891012

21 所有者等 注5 文化財の所有者・管理者・保護団体等を記載。 文字列 ○○美術館

22 文化財指定日 ○ 文化財として指定された指定日を記載。※記載方法について、「データ項目特記
事項」シートの【共通ルール】を参照。 日付（YYYY-MM-DD） 2017-02-10

23 利用可能曜日 注6 文化財の利用可能曜日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」
シートの【共通ルール】を参照。 文字列 火水木金土日

24 開始時間 注6 文化財の開始時間（開館時間など）を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 09:00

25 終了時間 注6 文化財の終了時間（閉館時間など）を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

26 利用可能日時特記事項 注7 利用可能曜日、開始時間、終了時間についての特記事項・例外（祝日、年末
年始の変更点など）等があれば記載。 文字列 火曜日について祝日は利用不可。また、

12/31、1/1は終日利用不可。

27 画像 画像の格納先URLを記載。 URI http://www.city.ooo.lg.jp/image/file0
101.jpg

28 画像_ライセンス 画像に対するライセンスについて記載。 文字列 CC BYに準拠。

29 概要 文化財の概要を記載。 文字列 本作品は、○○を描いた屏風である。

30 概要_英語 文化財の概要を英語で記載。 文字列（半角英字） This work is a folding screen that
depicts ○○.

31 説明 文化財の説明を記載。 文字列

本作品は、金地に極彩色が使われている。右
隻に松、そして中心には○○が配置されてお
り、右側で○○から○○にかけての変化を表し
ている。左隻には紅葉した楓と○○がみられ、
○○から○○の移り変わりが表現されている。

32 説明_英語 文化財の説明を英語で記載。 文字列（半角英字）

This work uses rich colors on gold
background. The right screen shows
pine trees. ○○ are centered on the
main screen. The right side depicts
the change in seasons from ○○ to ○
○.The left side depicts ○○ to ○○ by
using browning maple leaves and ○
○.

33 URL ○ 文化財のWebサイトのURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

34 備考 特記事項があれば記載。 文字列

データ項目（文化財一覧）
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注 1：文化財につきましては、その存在自体を公表できないものもあると思いますので、可能なものについて公開ください
注 2：有形文化財と無形文化財の場合、区分：◎。その他の文化財の場合、記載不要
注 3：住所を記載可能な文化財の場合、区分：◎。住所の記載が不可能な文化財の場合、記載不要
注 4：文化財の所有者・管理者・保護団体等について、法人番号がある場合、区分：○。個人所有など、法人番号のない場合、
記載不要

注 5：所有者情報を記載できる場合、区分：○。個人所有で情報公開できない場合は「個人」と記載
注 6：文化財が公開されている場合、区分：○。公開されていない場合、記載不要
注 7：文化財が公開されている場合、区分：空白。公開されていない場合、記載不要
注 8：文化財保護法第 2条及び地方公共団体の文化財保護条例において規定されている文化財を指す
注 9：住所が都道府県や市区町村までで登録されているものに関しては（景観等）、登録されている住所までを記載。また、複
数の都道府県や市区町村をまたぐ場合は「;」（半角のセミコロン）区切りで記載
注 10：文化財には無形、有形、施設が混在しており、現時点で的確な共通語彙基盤の表現ができないため、今後の検討課題と
する
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表 10 推奨データ項目（教育・文化・スポーツ・生活：教育機関） 
  ⇒7市町共通整備項目フォーマット 平成 30年 2月改正版より 

項目
No.

項目名 区分 説明 形式 記入例

1
都道府県コード又は市区町
村コード

◎
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町
村コードを記載。

半角数字 23230

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町
村コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。

任意 000002200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体の都道府県名を記載。 文字列 愛知県
4 市町村名 情報の管理主体である地方公共団体の市町村名を記載。 文字列 日進市

5 種別 ◎ 小中高大等の学校区分を記載。 全角英数 小学校

6 名称 ◎ 学校名を記載。 全角英数 ○○小学校

7 名称＿カナ ◎ 学校名をカナで記載。 全角カタカナ ○○ショウガッコウ

8 名称＿通称 施設が通称、略称を持つ場合に記載。 任意

9 住所 ◎
都道府県、市区町村、町名、丁目を連続して記載、その後、番地、号
をハイフンで接続して半角で記載。

都道府県から全角、丁目以下は
半角数字ハイフンで記載

○県○市○町○丁目3-1

10 方書 建物の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル〇階

11 郵便番号 郵便番号についてハイフン無しで記載。 半角数字 4700192

12 緯度 ◎ 緯度を-90から+90で記載、小数点以下は5桁以上とする。 半角数字 35.130621

13 経度 ◎ 経度を-180から+180で記載、小数点以下は5桁以上とする。 半角数字 137.037568

14 説明 施設に補足で説明がある場合に記載。 任意

15 連絡先名称 ◎ 連絡先の名称（学校の連絡先又は担当課）を記載。 全角英数 ○○

16 電話番号 ◎ 連絡先の電話番号について記載。（「-（半角）」有り） 半角英数 xxx-xxxx-xxxx

17 URL 学校のWebサイトを参照するURLを記載。 半角英数 http://www.city.nisshin.lg.jp/

データ項目（教育機関）

注　「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第0.1版に合わせ、「都道府県コード又は市区町村コード」「識別値」「名称_通
称」「住所」「URL｝は表記を変更、「都道府県名」「市町村名」「方書」は追加。
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表 11 推奨データ項目（運輸・観光：観光施設一覧）
             （運輸・観光：観光地）※

  ⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 名称 ◎ 観光施設の通称や建物等の名前を記載。 文字列 ○○博物館

6 名称_カナ ◎ 観光施設の通称や建物等の名前をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○ハクブツカン

7 名称_英語 観光施設の通称や建物等の名前を英語で記載。 文字列（半角英字） ○○Museum

8 POIコード 観光施設のPOIコードを記載。※記載内容について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列 0801a

9 住所 ◎ 観光施設の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

10 方書 観光施設の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

11 緯度 ○ 観光施設の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

12 経度 ○ 観光施設の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

13 利用可能曜日 ○ 観光施設が観光できる曜日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 火水木金土日

14 開始時間 ○ 開始時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通
ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 09:00

15 終了時間 ○ 終了時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通
ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

16 利用可能日時特記事項 利用可能曜日、開始時間、終了時間についての特記事項・例外（祝日、年末
年始の変更点など）等があれば記載。 文字列 火曜日について祝日は利用不可。また、

12/31、1/1は終日利用不可。

17 料金(基本) ○ 観光施設を観光するために必要な基本料金を日本円で記載。(1円単位) 数値（半角数字） 1500

18 料金(詳細) ○ 観光施設を観光するために必要な各種料金を日本円で記載。(1円単位) 文字列 大人1名1500円、子供1名500円(18歳以
下)、65歳以上1名1000円

19 説明 ◎ 観光施設の説明を記載。 文字列
本博物館は、都内有数の絵画を所蔵してお
り、館内にはカフェ、レストランを併設していま
す。

20 説明_英語 観光施設の説明を英語で記載。 文字列（半角英字）

The museum possess one of the most
famous paintings in Tokyo and café
and restaurant are located in its
annex.

21 アクセス方法 ○ 観光施設への公共交通や車でのアクセス方法を記載。 文字列 JR○○駅から徒歩〇分

22 駐車場情報 ○ 観光施設の駐車・駐輪スペースについて記載。 文字列 駐車スペース10台・身障者用駐車場1台

23 バリアフリー情報 バリアフリー情報を「;」（半角のセミコロン）区切りで記載。※記載方法について、
「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 多目的トイレ有り;車椅子貸出有り

24 連絡先名称 観光施設の管理者の問い合わせ先部署名を記載。 文字列 ○○博物館○○部○○課

25 連絡先電話番号 観光施設の管理者の連絡先（電話番号）を記載。※記載方法について、「デー
タ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

26 連絡先内線番号 観光施設の管理者の連絡先（内線番号）を記載。※記載方法について、「デー
タ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

27 画像 画像の格納先URLを記載。 URI http://www.city.ooo.lg.jp/image/file0
101.jpg

28 画像_ライセンス 画像に対するライセンスについて記載。 文字列 CC BYに準拠。

29 URL ○ 観光施設のHPのURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

30 備考 特記事項等あれば記載。 文字列

データ項目（観光施設一覧）
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注 1：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える
注 2：表記や説明の項目に「英語」と記述することで、英語表記であることを示している
注 3：「利用可能時間」の型を、{}の中に記述した「定期スケジュール型」に読み替える
注 4：利用可能時間>種別という項目へ、’週間'と記述することで、当該「スケジュール」が「週間」であることを、データの
中に明記している

注 5：金額>通貨という項目へ、'円'と記述することで、当該「金額」が「円」であることを、データの中に明記している
注 6：記述>種別という項目へ、'アクセス方法'・'バリアフリー情報'と記述することで、当該「記述」がそれらの指定した内容
であることを、データの中に明記している

注 7：現時点で共通語彙基盤の語彙が定義されていないため、将来の検討課題とする
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表 12 推奨データ項目（運輸・観光：イベント一覧）
 ⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 イベント名 ◎ イベントの名称を記載。 文字列 ○○川花火大会

6 イベント名_カナ ◎ イベントの名称をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○ガワハナビタイカイ

7 イベント名_英語 イベントの名称を英語で記載。 文字列（半角英字） ○○river fireworks festival

8 開始日 ◎ イベントの開催日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 日付（YYYY-MM-DD） 2017-02-10

9 終了日 ◎ イベントの開催日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 日付（YYYY-MM-DD） 2017-02-10

10 開始時間 ◎ イベントの開始時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 09:00

11 終了時間 ◎ イベントの終了時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

12 開始日時特記事項 開始日、終了日、開始時間、終了時間についての特記事項・例外等があれば記
載。 文字列 雨天中止。

13 説明 ◎ イベントの内容を記載。 文字列
○○川花火大会は、50年の歴史のある花火
大会です。県内だけでなく、近県からも多くの方
が来られます。

14 料金(基本) ○ イベントに参加するために必要な基本料金を日本円で記載。(1円単位) 数値（半角数字） 1500

15 料金(詳細) ○ イベントに参加するために必要な各種料金を日本円で記載。(1円単位) 文字列 大人１名1500円、子供１名500円(18歳以
下)、65歳以上１名1000円

16 連絡先名称 イベントについての問合先を記載。 文字列 ○○市観光課

17 連絡先電話番号 イベントについての連絡先（電話番号）を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

18 連絡先内線番号 イベントについての連絡先（内線番号）を記載。※記載方法について、「データ項
目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

19 主催者 イベントの主催者を記載。 文字列 ○○市花火大会実行委員会

20 場所名称 ◎ イベントの会場を記載。 文字列 ○○川河川敷

21 住所 ◎ イベントの会場の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

22 方書 イベントの会場の住所の方書を記載。 文字列

23 緯度 〇 イベント会場の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

24 経度 〇 イベント会場の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

25 アクセス方法 イベント会場への公共交通や車でのアクセス方法を記載。 文字列 JR○○駅から徒歩〇分

26 駐車場情報 イベント会場で指定されている駐車・駐輪スペースについて記載。 文字列 駐車スペース10台・身障者用駐車場1台

27 定員 イベントの募集人数を記載。 数値（半角数字） 500

28 参加申込終了日 申込締切日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通
ルール】を参照。 日付（YYYY-MM-DD） 2016-12-24

29 参加申込終了時間 申込締切時間を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。 時刻（hh:mm） 18:00

30 参加申込方法 申込方法を記載。 文字列 http://www.ooo.lg.jp/abc.htmlの応募
フォームより応募

31 URL 〇 イベントに関する情報源を示すサイト等を記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

32 備考 特記事項があれば記載。 文字列

データ項目（イベント一覧）
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1：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える
注 2：表記の項目に「英語」と記述することで、英語表記であることを示している
注 3：「期間」の型を、{}の中に記述した「イベントスケジュール型」に読み替える
注 4：期間>種別という項目へ、’開催'と記述することで、当該「期間」が「開催」についての期間であることを、データの中
に明記している

注 5：金額>通貨という項目へ、'円'と記述することで、当該「金額」が「円」であることを、データの中に明記している
注 6：関連組織>役割という項目へ、'主催者'と記述することで、当該「組織」が「主催者」であることを、データの中に明記
している

注 7：記述>種別という項目へ、'アクセス方法'・'駐車場情報'・'備考'と記述することで、当該「記述」がそれらの指定した内容
であることを、データの中に明記している

注 8：期間>種別という項目へ、’参加申込'と記述することで、当該「期間」が「参加申込」についての期間であることを、デ
ータの中に明記している
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表 13 推奨データ項目（運輸・観光：ルートマップ・地図） 

項目
Ｎｏ．

区分 項目名 説明

ic:地物型
ic:ID

dm:全国地方公共団体コード 1 ◎ 都道府県コード又は市町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村
コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。

ic:識別値 2 NO
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村
コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。

ic:名称 3 ◎ 名称 地物の正式名称を記載する。
ic:通称カナ 4 名称＿カナ 地物の名称をカナで記載。
ic:通称 5 名称＿通称 地物が通称、略称を持つ場合に記載する。
ic:住所

ic:表記 6 ◎ 住所
建物の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。

ic:郵便番号方書 7 方書 建物の住所の方書を記載。
ic:郵便番号 8 郵便番号 郵便番号を半角、ハイフンなし、連番で記載。

ic:地理座標 世界測地系　WGS84　10進数表示
ic:緯度 9 ○ 緯度 緯度を、-90から＋90で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。
ic:経度 10 ○ 経度 経度を、-180から+180で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。

ic:要約 11 要約 一覧などに載せる簡易な説明を100文字以内で記載する。
ic:説明 12 ◎ 説明 地物に説明がある場合には記載する。
ic:アクセス
ic:種別 13 アクセス種別 最寄地点からのアクセス手段。鉄道、バス、徒歩、など
ic:アクセス区間 アクセス方法の各区間の一覧
ic:種別 14 アクセス区間種別 最寄地点（駅、バス停、インターチェンジ等）
ic:始点 15 アクセス区間始点 最寄地点（駅、バス停、インターチェンジ等）

ic:始点備考 16 アクセス区間始点備考
最寄地点までの交通手段など、最寄地点の補足説明となる情報。鉄道
の場合、「事業会社路線名」で記載。複数路線があるときには「,」区切り

ic:時間 17 アクセス区間時間 最寄地点からのアクセス時間
ic:地図 18 地図 地図がある場合には、参照先URL等を記載。
ic:備考 19 アクセス備考 その他の補足情報。

ic:画像 20 画像 画像がある場合には、参照先URL等を記載。
ic:連絡先 地物に関する連絡先がある場合には、その内容を記載。
ic:種別 21 連絡先種別 コールセンター等種別を使いたい場合に記載。
ic:名称 22 ◎ 連絡先名称 観光案内電話案内等、問い合わせ先の代表名称を記載。
ic:組織 23 連絡先組織 連絡先を運営する組織名を記載。
ic:担当者役職 24 連絡先担当者役職
ic:担当者名 25 連絡先担当者名
ic:Eメールアドレス 26 連絡先Eメールアドレス
ic:住所 27 連絡先住所
ic:送付先 28 連絡先送付先
ic:電話番号 29 ◎ 連絡先電話番号
ic:内線番号 30 連絡先内線番号
ic:FAX番号 31 連絡先FAX番号
ic:携帯電話番号 32 連絡先携帯電話番号
ic:Webサイト 33 ＵＲＬ URLを記載
ic:対応言語 34 連絡先対応言語

ic:施設型
ic:種別 35 施設種別 施設の種別を記載。
ic:利用可能時間
ic:種別 36 利用可能時間種別 スケジュールの種別。「週間」「月間」「年間」などを指定する

ic:開催期日 37 開催期日
このスケジュールが有効となる日。「週間」スケジュールの場合は曜日を
指定し、「月間」スケジュールの場合は月の中の日を指定し、「年間」スケ
ジュールの場合は年の中の月日を指定する

ic:有効開始日時 38 有効開始日時 このスケジュールが有効になる日時。
ic:有効終了日時 39 有効終了日時 このスケジュールが無効になる日時。
ic:開始時間 40 開始時間 指定された曜日に場所やサービスが開始する時間。
ic:終了時間 41 終了時間 指定された曜日に場所やサービスが終了する時間。
ic:説明 42 利用可能時間説明 スケジュールの説明や例外などを記載。

ic:料金
ic:価格
ic:種別 43 種別 料金の種別を記載。「大人」「団体割引（大人）」「一日」、取扱品等
ic:金額
　ic:数値 44 数値 価格を円単位、半角数字で記載。

ic:収容人数 45 収容人数
dm:施設出入口
dm:出入口種類 46 出入口種類 「出入口」「入口」「出口」等の入口の種類を記載。
dm:出入口名称 47 出入口名称 入口名称を記載。
dm:出入口地点
ic:緯度 48 出入口緯度 緯度を、-90から＋90で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。
ic:経度 49 出入口経度 経度を、-180から+180で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。

dm:車いす可否 50 車いす可否 歩行者入口の場合、「可」「否」を記載。
ic:駐車場 必要に応じて、料金や利用時間の項目と組み合わせて使用する。
ic:駐車場種別 51 駐車場種別 「大型」「普通車」等
ic:収容台数 52 収容台数

※共通語彙基盤　施設　情報交換パッケージ（IEP）v1.0　を利用しています。
※名前空間　　ic:IMIのコアボキャブラリ
　　　　　　　　　 dm:独自ドメイン
※項目名称　共通化データ項目での表示名と名称が異なっているが、意図は同一のものがあれば、公開データの名称を記入してください。
　　　　　　　　　 （例）共通化データ項目での表示名：住所　公開データ名：場所

型

データ項目（ルートマップ・地図）
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表 14 推奨データ項目（運輸・観光：時刻表情報） 

表 15 推奨データ項目（運輸・観光：バス停情報） 

項目
Ｎｏ．

区分 項目名 説明

dm:全国地方公共団体コード 1 ◎ 都道府県コード又は市町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村
コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。

dm:路線ID 2 路線ID 路線のID等があれば記載
dm:路線 3 ○ 路線 路線名を記載する。
dm:バス停ID 4 バス停ID バス停のID等があれば記載
dm:バス停名 5 ◎ バス停名 バス停名を記載
dm:便名 6 便名 便名を記載。「1便」「臨時便」等
dm:行先 7 ○ 行先 行先を記載
dm:発車予定時刻 8 ◎ 発車予定時刻 発車予定時刻を記載
dm:運行情報 9 ○ 運行情報 運行情報を記載。「平日のみ運行」「休日のみ運行」等
dm:備考 10 備考

※名前空間　　ic:IMIのコアボキャブラリ
　　　　　　　　　 dm:独自ドメイン
※項目名称　共通化データ項目での表示名と名称が異なっているが、意図は同一のものがあれば、公開データの名称を記入してください。
　　　　　　　　　 （例）共通化データ項目での表示名：住所　公開データ名：場所

データ項目（時刻表情報）

型

項目
Ｎｏ．

区分 項目名 説明

ic:地物型
ic:ID

dm:全国地方公共団体コード 1 ◎ 都道府県コード又は市町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村
コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。

ic:識別値 2 NO
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村
コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。

ic:名称 3 ◎ 名称 地物の名称を記載する。
ic:名称カナ 4 名称_カナ 地物の名称をカナで記載する。
dm:路線 5 ○ 路線 路線名を記載する。
ic:地理座標 世界測地系　WGS84　10進数表示
ic:緯度 6 ◎ 緯度 緯度を、-90から＋90で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。
ic:経度 7 ◎ 経度 経度を、-180から+180で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。

ic:備考 8 備考 補足情報がある場合に記載

※共通語彙基盤　設備　情報交換パッケージ（IEP）v1.0　を利用しています。
※名前空間　　ic:IMIのコアボキャブラリ
　　　　　　　　　 dm:独自ドメイン
※項目名称　共通化データ項目での表示名と名称が異なっているが、意図は同一のものがあれば、公開データの名称を記入してください。
　　　　　　　　　 （例）共通化データ項目での表示名：住所　公開データ名：場所

データ項目（バス停情報）

型
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表 16 推奨データ項目（情報通信・科学技術：公衆無線 LANアクセスポイント一覧）
 ⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 名称 ◎ 公衆無線LANの設置場所の通称や建物等の名前を記載。 文字列 ○○駅

6 名称_カナ ◎ 公衆無線LANの設置場所の通称や建物等の名前をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○エキ

7 名称_英語 公衆無線LANの設置場所の通称や建物等の名前を英語で記載。 文字列（半角英字） ○○station

8 住所 ◎ 公衆無線LANの設置場所の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

9 方書 公衆無線LANの設置場所の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

10 緯度 ○ 公衆無線LANの設置場所の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

11 経度 ○ 公衆無線LANの設置場所の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特
記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

12 設置者 公衆無線LANの設置組織を記載。 文字列 ○○市

13 電話番号 公衆無線LANの設置施設の連絡先（電話番号）を記載。※記載方法につい
て、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

14 内線番号 公衆無線LANの設置施設の連絡先（内線番号）を記載。※記載方法につい
て、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

15 SSID 公衆無線LANのSSIDを記載。 文字列（半角文字） xxxxx_free_wifi_01

16 提供エリア 公衆無線LANの設置施設の施設内の提供エリアを記載。 文字列 玄関ホール

17 URL 公衆無線LANの設置施設のWebサイトのURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

18 備考 特記事項があれば記載。（利用条件等） 文字列 災害時のみ使用可能

データ項目（公衆無線LANアクセスポイント一覧）

注 1：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える
注 2：表記の項目に「英語」と記述することで、英語表記であることを示している
注 3：[]内に「提供エリア」と記述することで、当該記述が提供エリアについてであることを明記している
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表 17 推奨データ項目（司法・安全・環境：消防水利施設一覧）
 ⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 種別 ◎ 消防水利施設の種類を記載。※記載内容について、「データ項目特記事項」シー
トの【09.消防水利施設一覧】を参照。 文字列 消火栓

6 住所 注1 消防水利施設の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

7 方書 消防水利施設の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

8 緯度 ○ 消防水利施設の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

9 経度 ○ 消防水利施設の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シー
トの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

10 口径 ○ 消防水利施設が対応する口径をミリメートル単位で記載。 数値（半角数字） 300

11 備考 特記事項があれば記載。 文字列

データ項目（消防水利施設一覧）

注 1：住所を記載可能な場合（消火栓など）、区分：◎。住所の記載が不可能な場合（海・湖など）、記載不要
注 2：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える
注 3：現時点で共通語彙基盤の語彙が定義されていないため、将来の検討課題とする
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表 18 推奨データ項目（司法・安全・環境：指定緊急避難場所一覧）
⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 NO ◎ 地方公共団体内で指定緊急避難場所（注2）が一意に決まるよう、NOを設定
し、記載。 文字列（半角数字） 3

2 名称 ◎ 指定緊急避難場所の通称や建物等の名前を記載。 文字列 ○○小学校

3 名称_カナ ◎ 指定緊急避難場所の通称や建物等の名前をカナで記載。 文字列（全角カナ） ○○ショウガッコウ

4 住所 ◎ 指定緊急避難場所の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列 北海道札幌市厚別区2-○-○

5 方書 指定緊急避難場所の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル1階

6 緯度 ○ 指定緊急避難場所の緯度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 43.064310

7 経度 ○ 指定緊急避難場所の経度を記載。※記載方法について、「データ項目特記事
項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 141.346814

8 標高 指定緊急避難場所の標高をｍ単位で記載。 文字列（半角文字） 30.5

9 電話番号 ◎ 指定緊急避難場所の連絡先（電話番号）を記載。※記載方法について、「デー
タ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角文字） 000-000-0000

10 内線番号 指定緊急避難場所の連絡先（内線番号）を記載。※記載方法について、「デー
タ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 00000

11 市区町村コード ◎ 設置主体である市区町村コードを記載。 文字列（半角数字） 011002

12 都道府県名 設置主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

13 市区町村名 設置主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府県につい
ては記載不要。 文字列 札幌市

14 災害種別_洪水 ◎ 指定緊急避難場所が対応している災害(火災)を記載。※記載内容について、
「データ項目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一覧】を参照。 文字列（半角数字） 1

15 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り ◎
指定緊急避難場所が対応している災害(崖崩れ、土石流及び地滑り)を記載。※
記載内容について、「データ項目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一
覧】を参照。

文字列（半角数字）

16 災害種別_高潮 ◎ 指定緊急避難場所が対応している災害(高潮)を記載。※記載内容について、
「データ項目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一覧】を参照。 文字列（半角数字） 1

17 災害種別_地震 ◎ 指定緊急避難場所が対応している災害(地震)を記載。※記載内容について、
「データ項目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一覧】を参照。 文字列（半角数字）

18 災害種別_津波 ◎ 指定緊急避難場所が対応している災害(津波)を記載。※記載内容について、
「データ項目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一覧】を参照。 文字列（半角数字） 1

19 災害種別_大規模な火事 ◎ 指定緊急避難場所が対応している災害(大規模な火事)を記載。※記載内容に
ついて、「データ項目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一覧】を参照。 文字列（半角数字）

20 災害種別_内水氾濫 ◎ 指定緊急避難場所が対応している災害(内水氾濫)を記載。※記載内容につい
て、「データ項目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一覧】を参照。 文字列（半角数字） 1

21 災害種別_火山現象 ◎ 指定緊急避難場所が対応している災害(火山現象)を記載。※記載内容につい
て、「データ項目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一覧】を参照。 文字列（半角数字）

22 指定避難所との重複 ◎ 指定避難所との重複している施設の際に記載。※記載内容について、「データ項
目特記事項」シートの【10.指定緊急避難場所一覧】を参照。 文字列（半角数字） 1

23 想定収容人数 ○ 指定緊急避難場所に収容可能な人数を記載。 文字列 810人（2平方メートルあたり1人）

24 対象となる町会・自治会 ○ 指定緊急避難場所へ避難する対象の地域等を「;」（半角のセミコロン）区切りで
記載。 文字列 ○○町;△△町

25 URL 指定緊急避難場所のHPのURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

26 備考 特記事項等あれば記載。 文字列

データ項目（指定緊急避難場所一覧）（注1）
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注 1：本データセットは、国土地理院が提供している「指定緊急避難場所データ」
（http://www.gsi.go.jp/bousaichiri/hinanbasho.html）のデータ項目を参照し、作成
注 2：災害対策基本法（昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号）において規定されている「指定緊急避難場所」を指
す

注 3：「関与者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える。関与>役割という項目へ、'設置主体'と記述すること
で、「関与者」の役割が「設置主体」であることを、データの中に明記している

注 4：記述>種別という項目へ、'想定収容人数'と記述することで、当該「記述」が「想定収容人数」についての内容であるこ
とを、データの中に明記している

注 5：「関与者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える。関与>役割という項目へ、'対象となる町会・自治会'と
記述することで、「対象となる町会・自治会」についての内容であることを、データの中に明記している
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表 19 推奨データ項目（司法・安全・環境：応急給水拠点） 
データ項目（応急給水拠点）

項目
Ｎｏ．

区分 項目名 説明

ic:地物型
ic:ID

dm:全国地方公共団体コード 1 ◎ 都道府県コード又は市町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村
コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。

ic:識別値 2 NO
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村
コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。

ic:名称 3 ◎ 名称 地物の正式名称を記載する。
ic:通称カナ 4 名称＿カナ 地物の名称をカナで記載。
ic:通称 6 名称＿通称 地物が通称、略称を持つ場合に記載する。
ic:住所

ic:表記 7 ◎ 住所
建物の住所を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。

ic:方書 8 方書 建物の住所の方書を記載。
ic:郵便番号 9 郵便番号 郵便番号を半角、ハイフンなし、連番で記載。

ic:地理座標 世界測地系　WGS84　10進数表示
ic:緯度 10 ○ 経度 緯度を、-90から＋90で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。
ic:経度 11 ○ 緯度 経度を、-180から+180で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。

ic:要約 12 要約 一覧などに載せる簡易な説明を100文字以内で記載する。
ic:説明 13 説明 地物に説明がある場合には記載する。
ic:連絡先 地物に関する連絡先がある場合には、その内容を記載。
ic:名称 14 ◎ 連絡先名称 観光案内電話案内等、問い合わせ先の代表名称を記載。
ic:Eメールアドレス 15 連絡先Eメールアドレス
ic:電話番号 16 ◎ 連絡先電話番号
ic:FAX番号 17 連絡先FAX番号
ic:Webサイト 18 ＵＲＬ

dm:避難施設

dm:種別 19 ○ 種別

施設の種別を記載。
緊急避難場所、広域避難場所、指定避難所、福祉避難所、緊急避難
所、避難場所、一時滞在施設、帰宅支援施設、給水所、救護所、備蓄倉
庫、ヘリポート、支援拠点、入浴等施設

dm:対象地区 20 対象地区 地区毎に避難施設を決めている場合には、対象地域を記載。
dm:屋内収容可能人数 21 屋内収容可能人数 建物内への収容可能人数を記載。
dm:屋外収容可能人数 22 屋外収容可能人数 テント等、建物外での収容可能人数を記載。
dm:備考 23 備考 避難施設に関して追加情報があるとき記載。

dm:関連施設 24 関連施設
給水所等の関連施設がある場合に記載する。
「給水所」、「救護所」、「備蓄倉庫」、「ヘリポート、「支援拠点」、「入浴等
施設」

dm:避難所開設状況
dm:開設状況 25 開設状況 「未開設」、「準備中」、「開設」を記載。
dm:開設日時 26 開設日時 開設日を記載。YYYY-MM-DD
dm:閉鎖日時 27 閉鎖日時 閉鎖日もしくは閉鎖予定日を記載。YYYY-MM-DD

dm:避難所状況
dm:総務 28 総務 総合的な状況を記載。
dm:情報 29 情報 情報について報告事項があれば記載。

dm:保健衛生（保健） 30 保健衛生（保健）
医療状況について記載。
「医師と薬品がある」、「医師が不足」、「薬品が不足」、「医師も薬品も不
足」、「医師も薬品もない」、「不明」

dm:保健衛生（衛生） 31 保健衛生（衛生）
衛生状況について記載。
「トイレもゴミも管理されている」、「ゴミがあふれている」、「トイレがあふ
れている」、「トイレもゴミもあふれている」、「不明」

dm:物資（食料） 32 物資（食料）
食料の状況について記載。
「複数回／日」、「１回／日」、「１回／週」、「なし」、「不明」

dm:物資（水） 33 物資（水）
飲料水の状況について記載。
「複数回／日」、「１回／日」、「１回／週」、「なし」、「不明」

dm:物資（その他） 34 物資（その他） 物資の状況を記載。

dm:施設管理 35 施設管理
避難所の施設の充足状況を記載。
「個人の空間が確保されている」、「寝られる」、「雨風がしのげる」、「風
雨がしのげない」、「不明」

dm:相談 36 相談 避難所の相談事項を記載。
dm:災害時要援護者対策 37 災害時要援護者対策 要援護者対策を記載。

dm:防犯 38 防犯
防犯など安全情報を記載。
「安全」、「喧嘩／週」、「喧嘩／日」、「日常的に喧嘩」、「暴動状態」、「不
明」

dm:ボランティア 39 ボランティア ボランティアの状況を記載。
dm:自衛消防 40 自衛消防 消防の状況を記載。
dm:行政担当者 41 行政担当者 参集した行政担当者名を記載。
dm:施設管理者 42 施設管理者 参集した施設管理者を記載。

dm:電源情報 43 電源情報
電源の状況を記載。
「安定」、「不安定」、「なし」、「不明」

dm:通信状況 44 通信
通信の状況を記載。
「インターネットと電話有り」、「インターネット有り」、「電話有り」、「無し」、
「不明」

dm:設備
dm:救護設備 45 救護設備 「有」、「無」
dm:備蓄倉庫 46 備蓄倉庫 「有」、「無」
dm:給水設備 47 給水設備 「有」、「無」
dm:炊事設備 48 炊事設備 「有」、「無」
dm:発電設備 49 発電設備 「有」、「無」
dm:風呂 50 風呂 「有」、「無」
dm:トイレ 51 トイレ 「有」、「無」
dm:その他 52 その他 その他の設備を記載。

※共通語彙基盤　避難施設　情報交換パッケージ（IEP）v1.0　を利用しています。
※名前空間　　ic:IMIのコアボキャブラリ
　　　　　　　　　 dm:独自ドメイン
※項目名称　共通化データ項目での表示名と名称が異なっているが、意図は同一のものがあれば、公開データの名称を記入してください。
　　　　　　　　　 （例）共通化データ項目での表示名：住所　公開データ名：場所

型
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表 20 推奨データ項目（司法・安全・環境：消防署） 
  ⇒7市町共通整備項目フォーマット 平成 30年 2月改正版より 

項目
No.

項目名 区分 説明 形式 記入例

1
都道府県コード又は市区町
村コード

◎
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町
村コードを記載。

半角数字 23230

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町
村コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。

任意 000002200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体の都道府県名を記載。 文字列 愛知県
4 市町村名 情報の管理主体である地方公共団体の市町村名を記載。 文字列 日進市

5 種別 ◎ 消防署の区分を記載。 全角英数 消防署

6 名称 ◎ 消防署名を記載。 全角英数 ○○消防署

7 名称＿カナ ◎ 消防署名をカナで記載。 全角カタカナ ○○ショウボウショ

8 名称＿通称 施設が通称、略称を持つ場合に記載。 任意

9 住所 ◎
都道府県、市区町村、町名、丁目を連続して記載、その後、番地、号
をハイフンで接続して半角で記載。

都道府県から全角、丁目以下は
半角数字ハイフンで記載

○県○市○町○丁目3-1

10 方書 建物の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル〇階

11 郵便番号 郵便番号についてハイフン無しで記載。 半角数字 4700192

12 緯度 ◎ 緯度を-90から+90で記載、小数点以下は5桁以上とする。 半角数字 35.130621

13 経度 ◎ 経度を-180から+180で記載、小数点以下は5桁以上とする。 半角数字 137.037568

14 説明 施設に補足で説明がある場合に記載。 任意

15 連絡先名称 ◎ 連絡先の名称を記載。 全角英数 ○○課

16 電話番号 ◎ 連絡先の電話番号について記載。（「-（半角）」有り） 半角英数 xxx-xxxx-xxxx

17 URL 消防署のWebサイトを参照するURLを記載。 半角英数 http://www.city.nisshin.lg.jp/

データ項目（消防署）

注　「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第0.1版に合わせ、「都道府県コード又は市区町村コード」「識別値」「名称_
通称」「住所」「URL｝は表記を変更、「都道府県名」「市町村名」「方書」は追加。
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表 21 推奨データ項目（人口・世帯：地域・年齢別人口）
⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 地域コード 項目No.6「地域名」にて指定する地域について、地方公共団体にて管理する地
域コードを記載。 文字列（半角数字） 22200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 調査年月日 ◎
調査した西暦を記載。※調査時点のデータは原則更新せず、新規調査時は別
データセットを作成。また、記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共
通ルール】を参照。

日付（YYYY-MM-DD） 2017-02-10

6 地域名 ◎ 対象地域（注1）を記載。 文字列 〇〇区

7 総人口 ◎ 対象地域に居住する住民の総数を記載。 数値（半角数字） 3600

8 男性 ◎ 対象地域に居住する住民の男性総数を記載。 数値（半角数字） 1800

9 女性 ◎ 対象地域に居住する住民の女性総数を記載。 数値（半角数字） 1800

10 0-4歳の男性 ◎ 0-4歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

11 0-4歳の女性 ◎ 0-4歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

12 5-9歳の男性 ◎ 5-9歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

13 5-9歳の女性 ◎ 5-9歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

14 10-14歳の男性 ◎ 10-14歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

15 10-14歳の女性 ◎ 10-14歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

16 15-19歳の男性 ◎ 15-19歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

17 15-19歳の女性 ◎ 15-19歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

18 20-24歳の男性 ◎ 20-24歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

19 20-24歳の女性 ◎ 20-24歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

20 25-29歳の男性 ◎ 25-29歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

21 25-29歳の女性 ◎ 25-29歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

22 30-34歳の男性 ◎ 30-34歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

23 30-34歳の女性 ◎ 30-34歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

24 35-39歳の男性 ◎ 35-39歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

25 35-39歳の女性 ◎ 35-39歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

26 40-44歳の男性 ◎ 40-44歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

27 40-44歳の女性 ◎ 40-44歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

28 45-49歳の男性 ◎ 45-49歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

29 45-49歳の女性 ◎ 45-49歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

30 50-54歳の男性 ◎ 50-54歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

31 50-54歳の女性 ◎ 50-54歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

32 55-59歳の男性 ◎ 55-59歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

33 55-59歳の女性 ◎ 55-59歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

34 60-64歳の男性 ◎ 60-64歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

35 60-64歳の女性 ◎ 60-64歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

36 65-69歳の男性 ◎ 65-69歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

37 65-69歳の女性 ◎ 65-69歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

38 70-74歳の男性 ◎ 70-74歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

39 70-74歳の女性 ◎ 70-74歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

40 75-79歳の男性 ◎ 75-79歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

41 75-79歳の女性 ◎ 75-79歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

42 80-84歳の男性 ◎ 80-84歳の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

43 80-84歳の女性 ◎ 80-84歳の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

44 85歳の男性以上 ◎ 85歳以上の男性人口を記載。 数値（半角数字） 100

45 85歳の女性以上 ◎ 85歳以上の女性人口を記載。 数値（半角数字） 100

46 世帯数 ○ 世帯数を記載。 数値（半角数字） 900

47 備考 特記事項等があれば記載。 文字列

データ項目（地域・年齢別人口）

注 1：個人特定が可能になるなど、統計上秘匿とすべきデータとならないよう、各地方公共団体の実情に応じて、対象地域の
設定を行う（複数地域をまとめるなど）

注 2：現在の共通語彙基盤では統計を表す語彙は検討されていないため、将来の検討課題とする
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表 22 推奨データ項目（行財政：警察署・交番） 
  ⇒7市町共通整備項目フォーマット 平成 30年 2月改正版より 

項目
No.

項目名 区分 説明 形式 記入例

1
都道府県コード又は市区町
村コード

◎
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町
村コードを記載。

半角数字 23230

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町
村コードを記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。

任意 000002200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体の都道府県名を記載。 文字列 愛知県
4 市町村名 情報の管理主体である地方公共団体の市町村名を記載。 文字列 日進市

5 種別 ◎ 警察署・交番等の区分を記載。 全角英数 交番

6 名称 ◎ 施設名称を記載。 全角英数 ○○交番

7 名称＿カナ ◎ 施設名称をカナで記載。 全角カタカナ ○○コウバン

8 名称＿通称 施設が通称、略称を持つ場合に記載。 任意

9 住所 ◎
都道府県、市区町村、町名、丁目を連続して記載、その後、番地、号
をハイフンで接続して半角で記載。

都道府県から全角、丁目以下は
半角数字ハイフンで記載

○県○市○町○丁目3-1

10 方書 建物の住所の方書を記載。 文字列 ○○ビル〇階

11 郵便番号 郵便番号についてハイフン無しで記載。 半角数字 4700192

12 緯度 ◎ 緯度を-90から+90で記載、小数点以下は5桁以上とする。 半角数字 35.130621

13 経度 ◎ 経度を-180から+180で記載、小数点以下は5桁以上とする。 半角数字 137.037568

14 説明 施設に補足で説明がある場合に記載。 任意

15 連絡先名称 ◎ 連絡先の名称を記載。 全角英数 ○○課

16 電話番号 ◎ 連絡先の電話番号について記載。（「-（半角）」有り） 半角英数 xxx-xxxx-xxxx

17 URL 警察署・交番のWebサイトを参照するURLを記載。 半角英数 http://www.city.nisshin.lg.jp/

データ項目（警察署・交番）

注　「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第0.1版に合わせ、「都道府県コード又は市区町村コード」「識別値」「名称_
通称」「住所」「URL｝は表記を変更、「都道府県名」「市町村名」「方書」は追加。
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表 23 推奨データ項目（その他：オープンデータ一覧）
⇒「地方公共団体オープンデータ推進ガイドライン」推奨データセットデータ項目定義書（ベータ版）第 0.1 版より 

＜平成28年 5月 推奨データ項目＞ 

旧 表３ 推奨データ項目（防災分野：避難所・応急給水拠点）（表18 へ） 
*避難所情報は、指定緊急避難場所一覧とし、「推奨データセットデータ項目定義書」を利用(平成30
年 3月）(表 21 へ） 

項目
No. 項目名 区分 説明 形式 記入例

1 都道府県コード又は市区町村コード
情報の管理主体である地方公共団体の都道府県コード又は市区町村コードを記
載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参照。 文字列（半角数字） 011002

2 NO
情報の管理主体である地方公共団体内でデータが一意に決まるよう、NOを設定
し記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの【共通ルール】を参
照。

文字列（半角数字） 0000022200

3 都道府県名 情報の管理主体である地方公共団体名について、都道府県名を記載。 文字列 北海道

4 市区町村名 情報の管理主体である地方公共団体名について、市区町村名を記載。都道府
県については記載不要。 文字列 札幌市

5 データ名称 ◎ データセット名称を記載。 文字列 ○○観光施設等一覧

6 データ概要 ○ データの内容について、概要を記載。 文字列 ○○の観光施設等を名前順にまとめた一覧。

7 データ形式 ◎ データセットのファイル形式を記載。 文字列（半角英字） csv

8 分類 ◎ データの分類を記載。※記載内容について、「データ項目特記事項」シートの【15.
オープンデータ一覧】を参照。 文字列 運輸・観光

9 更新頻度 データセットの更新頻度を記載。（注1） 文字列 1年に1回

10 URL ○ データセットのHPのURLを記載。 URI http://www.ooo.lg.jp/abc.html

11 API対応有無 ○ API対応の有無を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シートの
【共通ルール】を参照。 文字列 無

12 ライセンス ライセンスについて記載。 文字列 CC BYに準拠。

13 登録日 データセットの登録日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」シート
の【共通ルール】を参照。 日付（YYYY-MM-DD） 2017-02-10

14 最終更新日 ◎ データセットの最終更新日を記載。※記載方法について、「データ項目特記事項」
シートの【共通ルール】を参照。 日付（YYYY-MM-DD） 2017-02-11

15 備考 特記事項等があれば記載。 文字列

データ項目（オープンデータ一覧）

注 1：特定の頻度で更新を行うデータセットについて、更新頻度を記載する
「地域・年齢別人口」等の特定の頻度でデータの公開は行うが、前回公開したデータセットの更新ではなく、

新規ファイルでの公開となるものについては、更新頻度の項目は記載を行わないこととし、

備考欄に新規ファイルの公開頻度の記載（例：1年に 1回最新の人口の公開を行う）を行う

注 2：「発行者」の型を、{}の中に記述した「組織型」に読み替える
注 3：記述>種別という項目へ、'API対応有無'と記述することで、当該「記述」が「API対応有無」に関するものであること
をデータの中に明記している
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旧 表４ 推奨データ項目（観光：ルートマップ・地図、施設）(表 13 へ） 
*施設情報は、観光施設一覧とし、「推奨データセットデータ項目定義書」を利用(平成 30 年 3 月）
(表 14 へ） 

旧 表 5 推奨データ項目（統計：人口） 

*人口は、地域・年齢別人口とし、「推奨データセットデータ項目定義書」を利用(平成 30 年 3 月）
(表 2１へ） 

旧 表６ 推奨データ項目（医療・介護・福祉分野：AED設置場所） 

*AED 設置場所は、AED 設置箇所一覧とし、「推奨データセットデータ項目定義書」を利用(平成 30
年 3月）(表２へ） 

共通項目　　◎：必ず入力する　○：入力を推奨
共通項目 表示名 内容 備考

dm:全国地方公共団体コード ◎ 全国地方公共団体コード
ic:日付 ◎ 日付 基準日を記載。YYYY-MM-DD
ic:種別 ◎ 種別 「町別」「男女別」等
ic:識別値 ○ 識別値 「○○町」「男」「女」等
ic:数量 数量
ic:数値 ◎ 数値
ic:単位 ○ 単位 「人」「世帯」等

ic:備考 備考

※名前空間　　ic:IMIのコアボキャブラリ
　　　　　　　　　 dm:独自ドメイン

型

共通項目　　◎：必ず入力する　○：入力を推奨
共通項目 表示名 内容 備考

ic:地物型
ic:ID ID
dm:全国地方公共団体コード ◎ 全国地方公共団体コード 全国地方公共団体コードを記載
ic:識別値 識別値 自治体で管理している識別子等があれば記載

ic:名称 ◎ 名称 地物の名称を記載する。
ic:通称 通称 地物が通称を持つ場合に記載する。
ic:住所 住所

ic:表記 ◎ 表記
都道府県、市区町村、町名を連続して記載。その後、丁目、番地、
号をハイフンで接続して半角で記載。

ic:地理座標 地理座標 世界測地系　WGS84　10進数表示
ic:緯度 ○ 緯度 緯度を、-90から＋90で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。
ic:経度 ○ 経度 経度を、-180から+180で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。

ic:アクセス アクセス
ic:地図 地図 地図

ic:設備 設備
地物に設備が付帯する場合には記載。バス停、屋外消火器等で使
用。

ic:設置位置 ○ 設置位置
ic:説明 説明
ic:数量 数量
ic:数値 数値 数量を記載

dm:パッド種類 パッド種類
AEDのパッド種類
「大人用」「子供用」「大人用、子供用」を記述

dm:有効期限 有効期限
パッドとバッテリの短いほうの有効期限を記述
yyyy-mm-dd形式。

dm:パッド有効期限 パッド有効期限
dm:バッテリ有効期限 バッテリ有効期限

dm:タイプ タイプ
dm:モデルナンバー モデルナンバー
dm:シリアルナンバー シリアルナンバー
dm:使用年数 使用年数
ic:連絡先 連絡先
ic:名称 名称 問い合わせ先の代表名称を記載。
ic:Eメールアドレス Eメールアドレス
ic:住所 住所
ic:電話番号 電話番号
ic:携帯電話番号 携帯電話番号

ic:備考 備考 補足情報がある場合に記載

※共通語彙基盤　設備　情報交換パッケージ（IEP）v1.0　を利用しています。
※名前空間　　ic:IMIのコアボキャブラリ
　　　　　　　　　 dm:独自ドメイン

型
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旧 表７ 推奨データ項目（医療・介護・福祉分野：医療・福祉施設） 

※表中の別表 1（公共施設小分類コード）と別表 2（医療施設調査の診療科目コード）については、
次頁に示す。 

*医療・福祉施設は、「推奨データセットデータ項目定義書」介護サービス事業所、医療機関一覧、医
療福祉施設情報を利用(平成 30年 3月）(表３、表５、表６へ） 

共通項目　　◎：必ず入力する　○：入力を推奨
共通項目 表示名 内容 備考

ic:地物型
ic:ID ID
dm:全国地方公共団体コード ◎ 全国地方公共団体コード 全国地方公共団体コードを記載
ic:識別値 識別値 厚生労働省の医療機関番号

ic:名称 ◎ 名称 地物の正式名称を記載する。
ic:通称 通称 地物が通称を持つ場合に記載する。
ic:住所 ◎ 住所

ic:表記 表記
都道府県、市区町村、町名を連続して記載。その後、丁目、番地、
号をハイフンで接続して半角で記載。

ic:郵便番号 郵便番号 郵便番号を半角、ハイフンなし、連番で記載。
ic:地理座標 地理座標 世界測地系　WGS84　10進数表示

ic:緯度 ○ 緯度
緯度を、-90から＋90で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。
10進表示の場合は、小数点以下6桁まで記載。

ic:経度 ○ 経度
経度を、-180から+180で記載。｢+｣｢-｣は必ず記載。
10進表示の場合は、小数点以下6桁まで記載。

ic:要約 要約 一覧などに載せる簡易な説明を100文字以内で記載する。
ic:説明 説明 地物に説明がある場合には記載する。
ic:アクセス アクセス
ic:種別 種別 最寄地点からのアクセス手段。鉄道、バス、徒歩、など
ic:アクセス区間 アクセス区間 アクセス方法の各区間の一覧
ic:種別 種別 最寄地点からのアクセス手段。鉄道、バス、徒歩、など
ic:始点 始点 最寄地点（駅、バス停、インターチェンジ等）

ic:始点備考 始点備考
最寄地点までの交通手段など、最寄地点の補足説明となる情報。
鉄道の場合、「事業会社路線名」で記載。複数路線があるときには
「,」区切り

ic:時間 時間 最寄地点からのアクセス時間
ic:地図 地図 地図
ic:備考 備考 その他の補足情報。

ic:画像 画像 画像がある場合には、参照先URL等を記載。
ic:連絡先 連絡先 地物に関する連絡先がある場合には、その内容を記載。

ic:名称 名称
一般電話案内、夜間電話案内等、問い合わせ先の代表名称を記
載。

ic:Eメールアドレス Eメールアドレス
ic:電話番号 電話番号
ic:FAX番号 FAX番号
ic:携帯電話番号 携帯電話番号
ic:Webサイト Webサイト
ic:対応言語 対応言語

ic:施設型
ic:種別 種別 種別を記載

ic:種別コード ○ 種別コード
公共施設小分類コード（国土交通省　国土数値情報）を記載
（※別表1参照）

dm:診療科目 ◎ 診療科目 診察科目をカンマ区切りで記載

dm:診療科目コード ○ 診療科目コード
厚生労働省　医療施設調査の診察科目コードをカンマ区切りで記載
（※別表2参照）

dm:診察時間 診察時間
dm:診療科目 診療科目
dm:診療科目コード 診療科目コード
ic:定期スケジュール 定期スケジュール
ic:種別 種別 スケジュールの種別。「週間」「月間」「年間」などを指定する

ic:開催期日 開催期日
このスケジュールが有効となる日。「週間」スケジュールの場合は曜
日を指定し、「月間」スケジュールの場合は月の中の日を指定し、
「年間」スケジュールの場合は年の中の月日を指定する

ic:有効開始日時 有効開始日時 このスケジュールが有効になる日時。
ic:有効終了日時 有効終了日時 このスケジュールが無効になる日時。
ic:開始時間 開始時間 指定された曜日に場所やサービスが開始する時間。
ic:終了時間 終了時間 指定された曜日に場所やサービスが終了する時間。
ic:説明 説明 スケジュールの説明や例外などを記載。

dm:病床数 病床数 病床数を記載。
dm:夜間診療有無 夜間診療有無 有無を記載
dm:休日診療有無 休日診療有無 有無を記載

dm:救急医療体制 救急医療体制
「初期」（軽度の救急患者への夜間・休日における診療を行う医療施
設）、「二次」（入院を要する救急医療施設）、「三次」（救命救急セン
ター）、「体制なし」

dm:災害拠点病院 災害拠点病院 「該当」「非該当」「その他」を記入

型
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別表 1 公共施設小分類コード（医療・介護・福祉分野：医療・福祉施設） 
公共施設小分類コード
コード 対応する内容 コード 対応する内容

3001 美術館 12001 都道府県庁

3002 資料館、記念館、博物館、科学館 12002 区役所（東京都）、市役所

3003 図書館 12003 区役所（政令指定都市）

3004 水族館 12004 町村役場

3005 動植物園 12005 都道府県の出先機関

9001 公共企業体・政府関係機関 13001 保健所

9002 独立行政法人・大学共同利用機関法人 14001 都道府県警察本部

11100 国会 14002 警察署

11101 会計検査院 14003 交番

11102 人事院 14004 駐在所

11103 内閣法制局 14005 派出所

11110 内閣府 14006 警察学校（都道府県管轄）

11111 内閣官房 15001 消防本部

11112 宮内庁 15002 消防署

11113 金融庁 16001 小学校

11114 公正取引委員会 16002 中学校

11120 国家公安委員会 16003 中等教育学校

11121 警察庁 16004 高等学校

11130 防衛庁 16005 高等専門学校

11131 防衛施設庁 16006 短期大学

11140 総務省 16007 大学

11142 消防庁 16008 盲学校

11144 公害等調整委員会 16009 ろう学校

11150 法務省 16010 養護学校

11151 検察庁 16011 幼稚園

11152 公安調査庁 17001 一般病院、国立療養所、医療センター

11153 公安審査委員会 17002 精神病院

11160 外務省 17003 結核療養所

11161 外国公館 17004 伝染病院

11170 財務省 17005 主要な診療所

11171 国税庁 17006 地域医療支援病院

11180 文部科学省 18001 普通郵便局

11181 文化庁 18002 特定郵便局（集配局）

11190 厚生労働省 18003 特定郵便局（無集配局）

11191 社会保険庁 18004 簡易郵便局

11192 中央労働委員会 18005 地域区分局

11200 農林水産省 19001 老人福祉施設

11202 林野庁 19002 老人憩の家

11203 水産庁 19003 老人休養ホーム

11210 経済産業省 19004 有料老人ホーム

11211 資源エネルギー庁 19005 保護施設

11212 特許庁 19006 婦人保護施設

11213 中小企業庁 19007 身体障害者更生援護施設

11220 国土交通省 19008 児童福祉施設

11221 海上保安庁 19009 知的障害者援護施設

11222 海難審判庁 19010 精神障害者社会復帰施設

11223 気象庁 19011 母子福祉施設

11224 船員労働委員会 19012 その他の社会福祉施設

11230 環境省 19013 保育所

11240 裁判所 19014 へき地保育所
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別表 2 厚生労働省 医療施設調査の診療科目コード（医療・介護・福祉分野：医療・福祉施設）

旧 表８ 推奨データ項目（交通分野：時刻表）(表 1４へ）

旧 表９ 推奨データ項目（交通分野：バス停）(表1５へ）

＜平成 28年１０月 拡張した 7 市町共通整備項目の推奨データ項目＞

*子育て支援施設は、「推奨データセットデータ項目定義書」子育て施設一覧を利用(平成 30年 3月）
(表７へ）

*高齢者福祉施設は、「推奨データセットデータ項目定義書」介護サービス事業所を利用(平成 30 年
3月）(表６へ）

子育て支援施設
No 項目名 必須 データ形式 データ例 備考 （参考）共通語彙基盤で定義する場合の項目名
1 全国地方公共団体コード ○ 半角数字 23230 固定のコード 地物_ID_全国地方公共団体コード

2 識別値 任意 CKS001
自治体で管理しているコード等があれ
ば記載

地物_ID_識別値

3 種別 ○ 全角英数 保育園 施設_種別
4 種別小分類 全角英数 公立 施設_種別
5 施設名 ○ 全角英数 ○○保育園 地物_名称_表記
6 施設名（カナ） ○ 全角カタカナ ○○ホイクエン 地物_名称_カナ表記
7 通称 任意 地物が通称、略称を持つ場合に記載 地物_通称

8 住所表記 ○
都道府県から全角、丁目以下
は半角数字ハイフンで記載

○県○市○町○丁目3-1
都道府県、市区町村、町名、丁目を連
続して記載、その後、番地、号をハイフ
ンで接続して半角で記載

地物_住所_表記

9 郵便番号 半角数字 4700192 ハイフン無し 地物_住所_郵便番号

10 緯度 ○ 半角数字 35.130621
緯度を-90から+90で記載、小数点以
下は5桁以上とする

地物_地理座標_緯度

11 経度 ○ 半角数字 137.037568
経度を-180から+180で記載、小数点
以下は5桁以上とする

地物_地理座標_経度

12 説明 任意 地物_説明
13 連絡先名称 ○ 全角英数 ○○課 地物_連絡先_名称
14 電話番号 ○ 半角英数 xxx-xxxx-xxxx 「-（半角）」有り 地物_連絡先_電話番号
15 Webサイト 半角英数 http:xxx.lg.jp 地物_連絡先_Webサイト

高齢者福祉施設
No 項目名 必須 データ形式 データ例 備考 （参考）共通語彙基盤で定義する場合の項目名
1 全国地方公共団体コード ○ 半角数字 23230 固定のコード 地物_ID_全国地方公共団体コード

2 識別値 任意 KAF001
自治体で管理しているコード等があれ
ば記載

地物_ID_識別値

3 種別 ○ 全角英数 高齢者福祉施設 施設_種別
3 種別小分類 全角英数 地域包括支援センター 施設_種別
4 施設名称 ○ 全角英数 ○○高齢者福祉施設 地物_名称_表記
5 施設名称（カナ） ○ 全角カタカナ ○○コウレイシャフクシシセツ 地物_名称_カナ表記
6 通称 任意 地物が通称、略称を持つ場合に記載 地物_通称

7 住所表記 ○
都道府県から全角、丁目以下
は半角数字ハイフンで記載

○県○市○町○丁目3-1
都道府県、市区町村、町名、丁目を連
続して記載、その後、番地、号をハイフ
ンで接続して半角で記載

地物_住所_表記

8 郵便番号 半角数字 4700192 ハイフン無し 地物_住所_郵便番号

9 緯度 ○ 半角数字 35.130621
緯度を-90から+90で記載、小数点以
下は5桁以上とする

地物_地理座標_緯度

10 経度 ○ 半角数字 137.037568
経度を-180から+180で記載、小数点
以下は5桁以上とする

地物_地理座標_経度

11 説明 任意 デイサービス/短期入所/長期入所 地物_説明
12 連絡先名称 ○ 全角英数 ○○ 地物_連絡先_名称
13 電話番号 ○ 半角英数 xxx-xxxx-xxxx 「-（半角）」有り 地物_連絡先_電話番号
14 Webサイト 半角英数 地物_連絡先_Webサイト
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*医療施設は、医療機関一覧とし、「推奨データセットデータ項目定義書」を利用(平成 30年
3月）(表５へ）

*観光地は、「推奨データセットデータ項目定義書」観光施設一覧を利用(平成 30 年 3 月）(表 1１
へ） 

医療施設
No 項目名 必須 データ形式 データ例 備考 （参考）共通語彙基盤で定義する場合の項目名
1 全国地方公共団体コード ○ 半角数字 23230 固定のコード 地物_ID_全国地方公共団体コード

2 識別値 任意 IR001
自治体で管理しているコード等があれ
ば記載

地物_ID_識別値

3 種別 ○ 全角英数 医療施設 施設_種別
4 施設名称 ○ 全角英数 ○○病院 地物_名称_表記
5 施設名称（カナ） ○ 全角カタカナ ○○ビョウイン 地物_名称_カナ表記
6 通称 任意 地物が通称、略称を持つ場合に記載 地物_通称

7 住所表記 ○
都道府県から全角、丁目以下
は半角数字ハイフンで記載

○県○市○町○丁目3-1
都道府県、市区町村、町名、丁目を連
続して記載、その後、番地、号をハイフ
ンで接続して半角で記載

地物_住所_表記

8 郵便番号 半角数字 4700192 ハイフン無し 地物_住所_郵便番号

9 緯度 ○ 半角数字 35.130621
緯度を-90から+90で記載、小数点以
下は5桁以上とする

地物_地理座標_緯度

10 経度 ○ 半角数字 137.037568
経度を-180から+180で記載、小数点
以下は5桁以上とする

地物_地理座標_経度

11 連絡先名称 ○ 全角英数 ○○病院 地物_連絡先_名称
12 電話番号 ○ 半角英数 xxx-xxxx-xxxx 「-（半角）」有り 地物_連絡先_電話番号
13 Webサイト 半角英数 http://www.city.nisshin.lg.jp/ 地物_連絡先_Webサイト

14 診療科目 全角英数 内科/外科
複数診療科目が有る場合は「/（半
角）」で区切る

施設型_診療科目

観光地
No 項目名 必須 データ形式 データ例 備考 （参考）共通語彙基盤で定義する場合の項目名
1 全国地方公共団体コード ○ 半角数字 23230 固定のコード 地物_ID_全国地方公共団体コード

2 識別値 任意 KA001
自治体で管理しているコード等があれ
ば記載

地物_ID_識別値

3 種別 ○ 全角英数 観光 施設_種別
4 施設名称 ○ 全角英数 ○○寺 地物_名称_表記
5 施設名称（カナ） ○ 全角カタカナ ○○ジ 地物_名称_カナ表記
6 通称 任意 地物が通称、略称を持つ場合に記載 地物_通称

7 住所表記 ○
都道府県から全角、丁目以下
は半角数字ハイフンで記載

○県○市○町○丁目3-1
都道府県、市区町村、町名、丁目を連
続して記載、その後、番地、号をハイフ
ンで接続して半角で記載

地物_住所_表記

8 郵便番号 半角数字 4700192 ハイフン無し 地物_住所_郵便番号

9 緯度 ○ 半角数字 35.130621
緯度を-90から+90で記載、小数点以
下は5桁以上とする

地物_地理座標_緯度

10 経度 ○ 半角数字 137.037568
経度を-180から+180で記載、小数点
以下は5桁以上とする

地物_地理座標_経度

11 説明 任意 1990年に建造された建物です。 地物に説明がある場合には記載 地物_説明

12 連絡先名称 ○ 全角英数 ○○課
観光地に連絡先が無い場合は、所管
課の連絡先を入力する

地物_連絡先_名称

13 電話番号 ○ 半角英数 xxx-xxxx-xxxx 「-（半角）」有り 地物_連絡先_電話番号
14 Webサイト 半角英数 地物_連絡先_Webサイト


