
1Confidential

京都ビッグデータ活用プラットフォーム

サンプルデータの紹介
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サンプルデータ一覧と保存先情報
データ提供者 データについての説明 OSSディレクトリ名 OSSアップロードファイル名

京都スマートシティ推進協議会 データ利活用サービスに関する利用規約・申込書 26_000_0000_userpolicy

26_000_0000_userpolicy_01opendata20210730.pdf
26_000_0000_userpolicy_02opendata_applicationform.docx
26_000_0000_userpolicy_03service20211006.pdf
26_000_0000_userpolicy_04service_applicationform.docx

京都スマートシティ推進協議会

環境センサデータ 26_000_0001_environment
26_000_0001_environment_201903.csv

～

サイネージ利用者データ 26_000_0001_fs
26_000_0001_fs_detail.xlsx
26_000_0001_fs_2019.csv ～ 26_000_0001_fs_2021.csv

サイネージタッチデータ 26_000_0001_touch
26_000_0001_touch_detail.xlsx
26_000_0001_touch_2019.csv ～ 26_000_0001_touch_2021.csv

サイネージ人流データ 26_000_0001_wifi
26_000_0001_wifi_detail.xlsx
26_000_0001_wifi_until20211231.zip

株式会社ウェザーニューズ ３次メッシュコード53352164
（京都府宮津市字文珠 天橋立駅付近）
の過去気象データ１年分

26_000_0002_weather1k
26_000_0002_doc01_proposal.pdf
26_000_0002_weather1k53352164.csv

株式会社アドインテ WiFi、ビーコンにより取得した人流データ 26_000_0003_adInte

26_000_0003_adInte_data.xlsx
26_000_0003_adInte_duration.xlsx
26_000_0003_adInte_home-work.xlsx
26_000_0003_adInte_contact.xlsx
26_000_0003_adInte_numoftimes.xlsx

ジオテクノロジーズ株式会社

■EGG(UnmeshedShape)2109月度
街区ポリゴン(Blk_Polygon)

26_000_0004_geot_blk_polygon
26_000_0004_doc_specification.zip
26_000_0004_geot_blk_polygon.zip

■EGG(UnmeshedShape)2109月度
町丁目ポリゴン(Town_Polygon)

26_000_0005_geot_town_polygon
26_000_0005_doc_specification.zip
26_000_0005_geot_town_polygon.zip

■EGG(UnmeshedShape)2109月度
郵便番号ポリゴン(Zip_Polygon)

26_000_0006_geot_zip_polygon
26_000_0006_doc_specification.zip
26_000_0006_geot_zip_polygon.zip

■検索(スポット)
駅出入り口(EKI0011)

26_000_0007_geot_eki0011
26_000_0007_doc_specification.zip
26_000_0007_geot_eki0011.zip

■検索(スポット)
建物ビル名称(BLD0003)

26_000_0008_geot_bld0003
26_000_0008_doc_specification.zip
26_000_0008_geot_bld0003.zip

■検索(スポット)
交差点(CRS0002)

26_000_0009_geot_crs0002
26_000_0009_doc_specification.zip
26_000_0009_geot_crs0002.zip

■検索(スポット)
公共系POI(独自コード)(POI0031)

26_000_0010_geot_poi0031
26_000_0010_doc_specification.zip
26_000_0010_geot_poi0031.zip

■検索(スポット)
公共系POI複数名称(POI0042)

26_000_0011_geot_poi0042
26_000_0011_doc_specification.zip
26_000_0011_geot_poi0042.zip

■検索(スポット)
住所(独自コード)(JYU1001)

26_000_0012_geot_jyu1001
26_000_0012_doc_specification.zip
26_000_0012_geot_jyu1001.zip

■検索(スポット)
道路施設(ROD0008)

26_000_0013_geot_rod0008
26_000_0013_doc_specification.zip
26_000_0013_geot_rod0008.zip

■検索(スポット)
避難所(独自コード)(POI0033)

26_000_0014_geot_poi0033
26_000_0014_doc_specification.zip
26_000_0014_geot_poi0033.zip

■検索(スポット)
郵便番号(独自コード)(ZIP0009)

26_000_0015_geot_zip0009
26_000_0015_doc_specification.zip
26_000_0015_geot_zip0009.zip

■先行情報リスト(21年12月版先行取得情報)
施設変化情報リスト（先行情報リスト）

26_000_0016_geot_facility_pre 26_000_0016_geot_facility_pre.zip

■先行情報リスト(21年12月版先行取得情報)
道路変化情報リスト（先行情報リスト）

26_000_0017_geot_road_pre 26_000_0017_geot_road_pre.zip
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環境センサデータ（京都スマートシティ推進協議会）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0001_environmentマッチング可能 サンプルデータ有

環境センサデータ お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 けいはんな記念公園（京都府精華町）の温度、
湿度、CO、PMなどの環境データと、それらを
取得したセンサの情報（バッテリー、緯度経度、
ID、タイプ）

特徴 京都スマート推進協議会のIoT取組データ

マッチング案 人流、エネルギーに関するプロジェクトなど

サンプル
データ

2019年3月から2021年3月までのデータ
（注意：日時は協定世界時（UTC）に準拠）
※最新データも提供可能

データ保有
企業名

一般社団法人 京都スマートシティ推進協議会

データ例：けいはんな記念公園環境センサデータ

京都スマートシティ推進協議会が独自に取得する環境情報

国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）地理院タイルを加工して作成
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サイネージ利用者データ（京都スマートシティ推進協議会）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0001_fsマッチング可能 サンプルデータ有

サイネージ利用者データ
お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 サイネージ（10カ所）利用者の性別、年代、滞
留時間など

特徴 京都スマート推進協議会が設置のデジタルサイ
ネージの利用に関するデータ

マッチング案 人流、観光など

サンプル
データ

2019年3月から2021年12月末までのデータ
※最新データも提供可能

データ保有
企業名

一般社団法人 京都スマートシティ推進協議会

京都スマートシティ推進協議会が独自に取得するサイネージ
利用者の解析情報データ

デジタルサイネージ設置箇所
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サイネージタッチデータ（京都スマートシティ推進協議会）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0001_touchマッチング可能 サンプルデータ有

サイネージタッチデータお問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 サイネージ（14カ所）コンテンツ（イベント情報、
SNS情報、周辺情報など）のタッチ（閲覧）数・
時間

特徴 京都スマート推進協議会が設置のデジタルサイ
ネージの利用に関するデータ

マッチング案 人流、観光など

サンプル
データ

2019年3月から2021年12月末までのデータ
※最新データも提供可能

データ保有
企業名

一般社団法人 京都スマートシティ推進協議会

京都スマートシティ推進協議会が独自に取得するサイネージ
コンテンツに係るタッチ数などのデータ

デジタルサイネージ表示画面
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サイネージ人流データ（京都スマートシティ推進協議会）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0001_wifiマッチング可能 サンプルデータ有

サイネージ人流データ お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 サイネージ（10カ所）周辺で感知したWi-Fi接
続に係る滞在時間ごとの人数、リピーター率、
感知したWi-Fiの属性など

特徴 京都スマート推進協議会が設置のデジタルサイ
ネージの利用に関するデータ

マッチング案 人流、観光など

サンプル
データ

2019年4月から2021年12月末までのデータ
※最新データも提供可能

データ保有
企業名

一般社団法人 京都スマートシティ推進協議会

京都スマートシティ推進協議会が独自に取得するサイネージ
周辺に滞在した人数・時間、Wi-Fi利用時間

デジタルサイネージ設置箇所
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保存先：OSSディレクトリ
26_000_0002_weather1kマッチング可能

気象データ（株式会社ウェザーニューズ）

サンプルデータ有

気候情報
1km四方など、詳細な分析に対応可能な気候情報

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 気温、降水量、湿度、気圧、風速、風向、体感
（10ランク）、日射量の情報をまとめたリスト

特徴 対象の施設情報は約90種別
交通関連、公共施設、文化施設、商業施設、宿
泊施設、レジャー、観光、スポーツ、病院、学
校、ビル・企業など

マッチング案 人流、交通、観光、小売、エネルギーに関する
プロジェクトなど

サンプル
データ

京都府下、1km四方の気候情報 過去1年分

データ保有
企業名

株式会社ウェザーニューズ

データ例：気象庁の気象データ（降水量）との比較

● ウエザーニューズ様
高精度 (1kmメッシュ)データ 京都府宮津市 天橋立駅付近

● 気象庁様 気象データ 宮津 ● 両者の差

たった3kmの違いでも
雨のタイミングや量が異なる

気象庁（過去の気象データ）を加工して作成
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気象データ（株式会社ウェザーニューズ） データ可視化①

※過去の1kmメッシュ気象情報
2021年 天橋立駅周辺

「気温」と「体感気温」の違い

例えば・・・

体感気温が”高い”

体感気温が”低い”

人流に実際に影響するのは「体感気温」
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±0

+0.8
+0.4

+1.4

+2.4
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気象データ（株式会社ウェザーニューズ） データ可視化②

14%
25%
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1 => 厳しい寒さ 2 => 寒い 3 => 肌寒い 4 => ちょうどよい

5 => 暖かい 6 => 暑い 7 => カラッと暑い 8 => むし暑い

9 => ジリジリ暑い 10 => 厳しい暑さ

2.9 5.3
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16.8 14.8

23.1 25.3
22.2

17.1
10.6

5.5

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

⚫ 身体が感じる気候、体感の違いによる消費者行動の例

秋から冬へ変わる10月はより寒く感じるため冬物が売れる

5月と10月とでは、
気温はあまり
変わらないが
（10月の方が少し高い）

「寒い」と感じる割合は、
10月が5月よりも
10%以上高い

1

2

1

2

気温の推移（上）と 体感ランクの推移（下）
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保存先：OSSディレクトリ
26_000_0003_adInte

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 人流量データ、来訪頻度データ、滞在時間デー
タ、居住地勤務地データ、移動経路データ

特徴 WiFiやビーコンなどによる現場での人流データ
の取得
設置等が必要ではあるが、店舗など狙った場所
での詳細な人流データの取得も可能

マッチング案 人流、交通、観光、小売、エネルギーに関する
プロジェクトなど

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

株式会社アドインテ

マッチング可能

人流データ（株式会社アドインテ）

人流データ
WiFiやビーコン等で取得する人流データ

京都府下での人流データ取得例
検出できた累計回数と、その検出が1回目か、2回目以
上かを認識できている

0

100,000

200,000

300,000

400,000

訪問者数と1回・2回以上訪問者

1回訪問者 2回以上訪問者

サンプルデータ有
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人流データ（株式会社アドインテ） データ可視化①

１回目と２回目の訪問者数
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人流データ（株式会社アドインテ） データ可視化②

四条通周辺の人流データ取得 京都府内(累計) 京都府外(累計)

725,250

1,622,550

767,000

1,178,750

362,950

903,450

467,350

841,400

四条通

烏
丸
通

堀
川
通



13Confidential

人流データ（株式会社アドインテ） データ可視化②

92%
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108%

2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月
30分まで

30分~1時間

1時間~1時間30分

1時間30分~2時間

2時間~2時間30分

2時間30分~3時間

3時間以上

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月

「滞在時間」別の滞在者数の割合

京都府の新型コロナ感染者数の推移（オープンデータ）

例えば・・・

2021年10月の構成比を100%とした場合の
増減率の推移を可視化

滞在時間

京都府の新型コロナ
感染者数の推移

12月までは増加していた長時間滞在者の割合が、

感染者数の拡大を受け、1月に顕著に減少
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住所ポリゴン（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0004_geot_blk_polygonマッチング可能 サンプルデータ有

住所ポリゴン
逆ジオコーディングに対応、街区までの住所ポリゴン

京都府 住所ポリゴン

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 住所コード・名称・ヨミの情報をまとめたポリ
ゴンデータ
街区ポリゴン：約1,300,000件

特徴 街区の区域を示す住所ポリゴンデータ
◆逆ジオコーディングおよび町字界エリアの強
調表示が可能に

マッチング案 ◆営業リストやビッグデータと紐づけて、マー
ケティングや防災対策、環境整備など

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）
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町丁目ポリゴン（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0005_geot_town_polygonマッチング可能 サンプルデータ有

町丁目ポリゴン
逆ジオコーディングに対応、町丁目までの住所ポリゴン

京都府 町丁目ポリゴン

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 住所コード・名称・ヨミの情報をまとめたポリ
ゴンデータ
町・大字ポリゴン：約130,000件

特徴 町丁目を示す住所ポリゴンデータ
◆逆ジオコーディングおよび町字界エリアの強
調表示が可能に

マッチング案 ◆営業リストやビッグデータと紐づけて、マー
ケティングや防災対策、環境整備など

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）
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郵便番号ポリゴン（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0006_geot_zip_polygonマッチング可能 サンプルデータ有

郵便番号ポリゴン
7桁の郵便番号区域をポリゴンにした行政界データ

京都府 郵便番号ポリゴン

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 郵便番号ポリゴン/郵便番号・住所コード関連
テーブル/郵便番号重心ポイント/郵便番号市区
町村代表ポイントの情報をまとめたポリゴン
データ

特徴 ◆郵便番号ポリゴンに郵便番号・住所コードを
格納した行政界データ
◆形状が重複した場合の優先度も設定
◆ビル、大口事業者、私書箱は対象外となりま
す（ポイントデータに収録）

マッチング案 ◆営業リストやビッグデータと紐づけて、マー
ケティングや防災対策、環境整備など

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）



17Confidential

駅・駅地下街出入口（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0007_geot_eki0011マッチング可能 サンプルデータ有

駅・駅地下街出入口
多言語にも対応した駅および駅・地下街出入口データ

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 鉄道分類名称・ヨミ・コード、鉄道会社名称・
ヨミ・コード、鉄道会社略称・略称ヨミ、鉄道
路線名称・ヨミ・コード、駅名称・ヨミ、駅補
足名称・ヨミ、住所、緯度・経度の情報をまと
めたリスト

特徴 ◆ナビ用途の誘導ポイントデータ（適切な施設
入口への案内ポイント）も収録
◆各施設名は英語／中国語（繁体字・簡体
字）／韓国語／日本語に対応。翻訳率は100％。
（翻訳例：北野桝塚駅⇒ Kitanomasuzuka
Station）

マッチング案 地図情報、施設へのアクセス案内、観光案内な
ど

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）

京都府京都市 四条烏丸から四条河原町エリア
鉄道の駅と地下道経由でつながる地下への出入口

国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）地理院タイルを加工して作成
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一般施設（公共系）（ジオテクノロジーズ株式会社） データ可視化①

四条通

烏
丸
通

烏丸駅

四条駅

京都河原町駅

祇園四条駅

⚫ 京都府京都市 四条烏丸から四条河原町付近の駅にアクセス可能な地下出入口
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マッチング可能

建物ビル名称（ジオテクノロジーズ株式会社）

建物ビル名称
建物ビルの名称などのデータ

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 建物ポリゴンID、ビル名称、住所、緯度経度の
情報をまとめたリスト

特徴 独自に調査・整備した建物ビルの 名称や位置情
報

マッチング案 ◆営業リストやビッグデータと紐づけて、マー
ケティングや防災対策、環境整備など

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）

サンプルデータ有

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0008_geot_bld0003
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マッチング可能

交差点（ジオテクノロジーズ株式会社）

交差点
交差点の名称・緯度経度などのデータ

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 交差点名称・ヨミ、都道府県コード、市区町村
コード、大字・通称コード、字・丁目コード、
緯度・経度の情報をまとめたリスト

特徴 ◆全国の交差点スポットを都道府県ごとに収録
したデータ
◆各交差点の名称、ヨミ、緯度経度、郵便番号、
住所（町丁目）を収録

マッチング案 ◆交差点を基準とした場所の特定、緊急通報や
事故・災害発生個所の特定など
◆信号のある交差点スポットの検索用など

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）

サンプルデータ有

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0009_geot_crs0002
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一般施設（公共系）（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0010_geot_poi0031マッチング可能 サンプルデータ有

一般施設(公共系)
多言語対応の公共・宿泊・観光・交通施設データ

京都府宇治市エリア 観光関連施設の所在地

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 公共施設、レジャー施設、観光施設、宿泊施設、
交通施設などの名称、ヨミ、住所、電話番号、
緯度経度の情報をまとめたリスト

特徴 各施設名は多言語に対応
英語/中国語(繁体字・簡体字)/韓国語/日本語

マッチング案 地図情報、外国人向け情報、多言語アプリ開発
に関するプロジェクトなど

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）

国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）地理院タイルを加工して作成
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一般施設（公共系）（ジオテクノロジーズ株式会社） データ可視化②

寺・神社

公園・緑地

郵便局

学校

公民館

交番

ホテル・旅館

病院

その他

詳細な「施設情報」データ

京都府下の公共・宿泊・観光・交通

施設データをカテゴリ別にプロット

京都府の公共施設だけで8000件以上

KYOTO
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公共系POI複数名称（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0011_geot_poi0042マッチング可能 サンプルデータ有

公共系POI複数名称
多言語対応の施設複数名称データ

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 公称：施設の正式な名称
愛称：ネーミングライツ(命名権)による名称
別称：公称、愛称、POI名称とは異なる名
称(略称等)
の情報をまとめたリスト

特徴 各施設名は多言語に対応
英語/中国語(繁体字・簡体字)/韓国語/日本語
◆利用用途に合った名称が提供可能
◆正式名称以外での検索が可能

マッチング案 地図情報、外国人向け情報、多言語アプリ開発
に関するプロジェクトなど

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）
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街区ポイント

住所（独自コード）（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0012_geot_jyu1001マッチング可能 サンプルデータ有

住所(独自コード)
住所(独自コード)データ

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 都道府県、市区町村、町・大字、丁目・字、街
区・地番、号・住居番号などの独自コード情報
をまとめたリスト

特徴 ジオテクノロジーズ株式会社 様の他データ活
用時に必要となる、独自コード体系の住所デー
タ

マッチング案 ジオテクノロジーズ株式会社 様の各種データ
利用時、独自コードが必要なもの

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）

都道府県ポイント

市町村ポイント

町・大字ポイント

丁目・字ポイント

接頭辞種別
コードマスタ

地番ポイント

号・枝番ポイント

設備辞種別
コードマスタ

住所(独自コード)データ構造
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道路施設（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0013_geot_rod0008マッチング可能 サンプルデータ有

道路施設
インターチェンジや料金所などの高速道路スポットデータ

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 道路分類名称・ヨミ、道路路線名称・ヨミ・路
線内シーケンス、路線補足名称・ヨミ、道路施
設名称・ヨミ、道路施設ポイント名称・ヨミ、
方面・上下線・SA/PA情報、緯度・経度の情報
をまとめたリスト

特徴 ◆入口/出口/上り/下り/方面など道路施設に紐
付くポイントデータ
◆ナビ用途の誘導ポイントデータ（施設駐車場
への案内ポイント）も収録

マッチング案 地図情報、交通や車両向けルート案内、外国人
向け情報に関するプロジェクトなど

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）

国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）地理院タイルを加工して作成
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避難所（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0014_geot_poi0033マッチング可能 サンプルデータ有

避難所
緊急避難所施設（内閣府公開施設）のスポットデータ

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 避難所名称・ヨミ、データ分類・店舗コード、
電話番号、住所コード、住所名、緯度・経度の
情報をまとめたリスト

特徴 ◆全国の緊急避難所を都道府県ごとに収録した
データ
◆各避難所の名称、ヨミ、緯度経度、電話
番号、住所（町丁目）を収録

マッチング案 地図情報、外国人向け情報、防災や災害復旧(復
興) 活動等に関するプロジェクトなど

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）
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郵便番号（独自コード）（ジオテクノロジーズ株式会社）

保存先：OSSディレクトリ
26_000_0015_geot_zip0009マッチング可能 サンプルデータ有

郵便番号(独自コード)
郵便番号(独自コード)データ

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 郵便番号などの独自コード情報をまとめたリス
ト

特徴 ジオテクノロジーズ株式会社 様の他データ活
用時に必要となる、独自コード体系の郵便番号
データ

マッチング案 ジオテクノロジーズ株式会社 様の各種データ
利用時、独自コードが必要なもの

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）
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マッチング可能

施設変化情報リスト（ジオテクノロジーズ株式会社）

施設変化情報リスト
開店・開業情報など、３年先までの施設情報

京都市立京都奏和高等学校 移転・統合

学校法人同志社 同志社大学 多々羅キャンパス 閉鎖

京都府立網野高等学校 閉鎖

京都府立久美浜高等学校 閉鎖

京都府立宮津高等学校 閉鎖

京都府立加悦谷高等学校 閉鎖

京都府立峰山高等学校弥栄分校 閉鎖

京都府立宮津高等学校伊根分校 閉鎖

京都府立網野高等学校間人分校 閉鎖

京都市立高雄中学校→京都市立双ヶ丘中学校 移転・統合

福知山市立大江小学校 移転・統合

京都市立静原小学校→京都市立市原野小学校 移転・統合

京都市立福西小学校→京都市立竹の里小学校 移転・統合

京都市立小栗栖小学校→京都市立石田小学校 移転・統合

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 施設の開店・開業、建替・改修、移転・統合、
休止・休業、閉鎖、解体、開発事業の情報をま
とめたリスト

特徴 対象の施設情報は約90種別
交通関連、公共施設、文化施設、商業施設、宿
泊施設、レジャー、観光、スポーツ、病院、学
校、ビル・企業など

マッチング案 人流予測、交通、観光、小売、住居土地に関す
る予測精度の向上

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）

サンプルデータ有
保存先：OSSディレクトリ
26_000_0016_geot_facility_pre

学校の閉鎖・移転・統合・新設の情報
（周辺の人流が変化する原因となる）
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マッチング可能

道路開通情報リスト（ジオテクノロジーズ株式会社）

道路開通情報リスト
独自収集した3年先までの道路の変化点をリスト化

お問合せ先 京都スマートシティ推進協議会事務局

データ内容 道路の開通、拡幅、線形改良、無料化および道
路施設開設の情報をまとめたリスト

特徴 • 6種別(高速道路、有料道路、国道、主要地方
道、一般都道府県道、その他道路)

• 以降3年先までの先行情報を収集

マッチング案 人流予測、交通、観光、小売、住居土地に関す
る予測精度の向上

サンプル
データ

マッチング対応可能

データ保有
企業名

ジオテクノロジーズ株式会社
（旧 インクリメントP）

舞鶴若狭自動車道
福知山ＩＣ～綾部ＩＣ
４車線化 2021/3/26～

国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）地理院タイルを加工して作成

サンプルデータ有
保存先：OSSディレクトリ
26_000_0017_geot_road_pre

全線の4車線化完了により周辺の人流が大きく変化する


