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東京データプラットフォームの目的・名称

データ利活用推進のため、データ提供者・利用者をつなぐ基盤となり、

流通の加速を通じて、都民のQOL向上を目指します

「官民連携データプラットフォーム」から新たな名称・略称を使用し、推進
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ビジョン
経済発展と社会的課題の解決を両立させる「スマート東京」の実現に向け、
データの流通を促進することで、民間のイノベーションを後押しし、都政の
“QOS”を上げ、都民等の“QOL”を向上

ミッション
様々な人たちとともに、データとデジタル技術を活用して、社会的課題を解決
オープンな取組を通じて、安心してデータ利活用が進む社会を創造

データ戦略
様々な組織と「つながる」、データが相互に「流れる」ことで、
イノベーションを後押し

また、現状に留まることなく、常に「進化する」ことへの挑戦を継続

TDPFのビジョン・ミッション（案）
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推進計画概要（案）

コミュニティ構築・業務基盤整備を、国・他PFと連携しつつ段階実施

TDPF構築の
ステップ

主
な
取
組

準備会の議論を
踏まえた
コミュニティ構築、
業務基盤整備開始

運営組織を想定した
活動強化・推進

運営組織立上げ
都の協働事業開始

コミュニティ・業務基盤強化
他団体との連携強化

コミュニティ（民間事業者等）の自律的な活動を支援・拡大

•協議会を設立し、
コミュニティ構築開
始

•注力分野を定め、
WG活動拡充
（防災データ・施設系
データ集約 新設）

•データ整備事業
検討開始

•協議会の取組強化
会員組織化開始

•WG活動拡大
（3→5、アドバイザー
制度等の活動支援
強化）

•創出されたモデル
ユースケースを、
仮想データ連携
基盤に実装

•データ連携基盤
構築、運営組織に
よる各事業スタート

•データ整備事業
開始

•アドバイザリーボード
（第三者委員会）
設置・運用開始

•他PFとの接続開始

•データ連携基盤の
取扱いデータ拡充

•協議会有償会員
制度設計

•他PFとの接続を梃子
に国・産学官との連
携事例創出

•有償データ取扱開始

•基盤充実により
会員増を目指す

（仮）TDPF運営組織 設立・運営TDPF運営組織 設立準備

令和3年度 令和4年度 ～ 令和7年度



TDPF協議会におけるWGの位置づけ

推進
会議

WG

イベント

WG・イベントの取組や関連事業の進捗状況報告

注力分野や事業計画（案）等の共有・討議

■WGを3から5つへと分野拡充とともに、ケーススタディ

事業を活用してユースケース創出を更に推進

国内外の先行事例調査や新たに各分野の専門家から
助言を得られるアドバイザー制度の構築（試行）等に
よりユースケース創出の取組を支援

 WG活動の推進及び協議会メンバーのネットワーク拡大
に向けたイベント実施（オンラインセミナー等）

実施内容

これらの活動を通じて、会員組織化に向けた準備を実施

アドバイザー

東京データプラットフォーム協議会

テーマごとの関係者（企業等）で構成
アドバイザーによる支援

推進会議

様々な分野の有識者等で構成

コミュニティ活性化のためのイベントを開催

イベント イベント

新規
WG

新規
WG

新規
WG

施設系データ
集約WG

防災データ
WG
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TDPF協議会において、コミュニティ整備・ルールや体制確立を進める一環でWG活動実施
ケーススタディ事業やアドバイザー制度を活かし、ユースケース創出の取組を拡充



東京都として重点的に取り組む必要があること（「未来の東京戦略」等を参照）

中央省庁や民間企業等の取組と他のデータプラットフォームとの棲み分けが
明確であること（特に民間のデータ利活用が進展していない分野）

基礎自治体単位ではなく、広域自治体である東京都が取り組む必要性があること

行政の介入なくして埋まらない需給ギャップ※が相対的に大きいこと

個人情報を含まないデータで、十分な価値提供ができること

1

5

2

3

4

※ 市場の原理に任せていては、需給のバランスがとれていない状態

5つの観点で、TDPFのフォーカス分野を選定

TDPFのフォーカス分野 選定の観点
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フォーカス分野
中央省庁や民間企業の
取組と重複が生じないか

まちづくり

防災

広域自治体として取り組
む必要性があるか

行政の介入なくして埋ま
らない需給ギャップが相

対的に大きいか

個人情報を含まない
データで、十分な価値提

供ができるか

NPO法人や企業等

多様な事業主体との

更なる連携が重要

「SIP4D」※等存在

するが、民間による

データ利活用の余地

はあると想定

基礎自治体による

施設・設備・空間情報

等の可視化は道半ば

広域連携による防災

への対応が重要

になると想定

施設・設備・空間情報

等のデータは民間・自

治体に散在し、一元

化の余地あり

官民間でのデータ利

活用ニーズあり、連携

の余地あり

施設・設備・空間情報

等、個人情報を用い

ないデータ活用が

可能

インフラ稼働情報、

避難所開設情報等、

個人情報を用いない

データの活用が可能

東京都として重点的に取り組むべき分野（「未来の東京戦略」等参照）より各観点を検討
の結果、「防災」と「まちづくり」を現時点のフォーカス分野に選定し、取組を推進

※ SIP4D：基盤的防災情報流通ネットワーク。内閣府総合科学技術・イノベーション会議SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）第1期で開発され、防災科研が試験運用・開発中

TDPFの現時点のフォーカス分野

8



WG活動の歩み

令和2年度～令和3年度 令和4年度

今年度は、防災データWG及び施設系データ集約WGにて活動を継続実施、
また、新たなWG発足にも着手

混雑WG

施設系
データ集約

WG

防災データ
WG

データ提供者と利用者と
を連携協定を結びデータ
利活用事例を創出

施設ID等の課題情報収集、意見交換、
ケーススタディを実施

• 街の来訪者向けの施設データを収集
• モデルケースとして西新宿のトイレデー
タを収集

• 施設情報活用モデルケース完成

• 他エリア・他施設への展開に向けた準備

• 都が公開する防災データの一覧化、
民間事業者による活用を促進

• 防災データのユースケース検討

• 新たなユースケース創出
（発災時の動的データ利活用）

• データ収集・提供方法の導出

新規WG
• まちづくりや課題解決型等の新たなWG
発足予定

民間企業の利活用が促進された為、
混雑WGの活動は施設系データ集約WGに
統合（施設IDに関して、継続検討）
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WG活動の全体像

WG活動は、幅広く参加者を募り、情報交流や意見交換を実施
テーマ・課題に沿った参加者を集い、会合・イベントも開催

検討成果報告・意見交換等 個別検討・アイデアソン等

個別テーマ
（テーマ深掘）

課題

テーマ/取組目的沿った参加者を募り、課題解決
に向けた議論・意見交換やコミュニティづくりを実施

幅広く参加者を募り、開かれた場で
情報交流及び意見交換

少人数・クローズドな環境で
参加者の意見交換の活性化を狙う

検討・交流
の場

WG活動

ケーススタディ事業等と連携 10



ケーススタディによるWG等ユースケース実装

事
業
内
容

❶ TDPFの継続利用に繋がるケーススタディを3件公募
- 協議会・WGにて検討したテーマ等の実証など

❷ TDPF関連事業における具体的な検討の場として活用
- １）仮想データ連携基盤を利用し、要件のフィードバック
- ２）データ提供及び利用の際にポリシー案を適用し、課題の洗い出し

❸ 得られたケーススタディを利活用事例として、積極的に広報
- 適宜実施するイベントや、協力事業者としての参画により一体感を高める

東京データプラットフォーム事業運営におけるケーススタディとなる
プロジェクトを募集し、その取組を実施することで、

データ利活用の更なる促進を目指し、事業の運営につなげる

令和4年度 ケーススタディ実施概要
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防災データWG活動の全体像

昨年度検討したユースケースの実装に向け、データ収集・提供方法等の検討
また、防災データ利活用に向けた事例検討・創出も継続的に実施

動的データ
時間変化を伴うデータ

（道路・断水等インフラ情報）

静的データ
時間変化しないデータ
（各種ハザードマップ、
過去の被災データ）

防災データWGのロードマップ 取り扱う防災データと特性
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令和３年度 令和４年度

官民での防災情報の
更なる共有・利活用促進

避難所データ等の
連携に向けたシステム
開発・運用の要件や

課題の検討
ケーススタディ事業
で実証課題抽出・
対応策検討

防災データ

動
的

静
的

令和５年度以降

避難所開設情報等の
動的データ活用検討

各種ハザードマップや過去の防災データ等
の静的データ活用事例検討・創出



（参考）昨年度（令和3年度）の活動サマリ

WG活動及びアイディアソンを経て、発災時や平時のユースケースイメージ
を創出（データ利活用ニーズ）と課題の意見交換
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避難所関連情報の利活用イメージ

避難所
関連情報

データ提供者 データ利用者

避難所
関連情報

避難経路
案内等

避難所
関連情報

復旧支援等

データ生成者

東京都
（DIS）

民間
事業者

民間
事業者

東京都
区市町村

都
民
・
都
内
企
業
等

東京都

区市町村

民間事業者…

避難
情報

行政サービス

避難所
被害状況

東京都防災マップやLアラート経由（※）で一部の防災情報を配信

防災関連
データ

防災関連
データ

※災害発生時に、地方公共団体等が、放送局・アプリ事業者等の多様なメディアを通じて地域住民等に対して必要な情報を迅速かつ効率的に伝達する共通基盤

……

発
災
時

インフラ稼働状況のデータ利活用を促進し、店舗の運営継続
判断、物資輸送、インフラの早期復旧等に活用

 リアルタイムにデータ収集できるか

 データを利用しやすい形で速やかに流通できるか

 データの提供範囲や利用条件をどう整理するか

平
時

発
災
時

平
時

インフラ関連情報の利活用

ハザードマップや過去の被災データ等を機械判読可能な形式
に加工し、リスク診断や分析・シミュレーション等に活用

静的データの利活用

課
題
・
論
点

 収集・整備したデータを維持・更新できるか

 データを誰が加工・整備するか



今年度の活動方針

令和３年度の取組（振り返り） 令和４年度の取組計画

• WG活動及びアイディアソンを経て、
発災時や平時のデータ利活用ニーズと課題の検討

得たこと

今年度の
活動方針

① 発災時の避難情報やインフラ稼働情報
を活用するシーンを導出することができた
（店舗運営の判断、物資輸送など）

② 発災時及び平時におけるデータ利活用
の課題を導出することができた

活動① ユースケースの実装に向けた
データ収集・提供方法などを具体化

A 発災時のデータニーズの詳細検討

B データ連携方法の検討
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• 昨年度検討したユースケースの実装に向け、データ収集・提供方法等を具体化

• 防災関連のデータ利活用事例の創出を継続

活動② 防災関連のデータ利活用事例の創出を継続

C 平時のデータニーズの探索

D オープンデータの認知向上を通じた活用促進

活
動
イ
メ
ー
ジ

③ 平時における防災関連情報のデータ利
活用のニーズを探索することができた

活動①②共通の取組

E データフォーマットの検討



今年度の取組内容（案）
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活動①、活動②それぞれについて以下の取組をWGにて検討する予定

ユースケースの実装に向けた
データ収集・提供方法などを具体化

防災関連の
データ利活用事例の創出を継続

平時の
データニーズの探索

データフォーマットの検討

データ連携方法
の検討

• 発災時の状況下で、速やか、
かつ円滑に、データ提供でき
る方法を検討

• データ利用者のニーズに応え
る為のデータ連携方法(流
れ)を検討

• 新たなユースケース創出に
向けたニーズ・期待値導出

C

• データ利用者が、効率的にデータ利活用を実現するための、データフォーマット/形式、データ変換手法を検討
（紙媒体やPDF、地図情報など、データ利活用を含む）

発災時のデータ
ニーズの詳細検討

A

B

• ユースケース具体化に向けた
詳細ニーズの確認や課題解
決方法を導出

オープンデータの
認知向上を通じた

活用促進

• TDPFから提供できる防災
関連データ/活用事例把握

• データの認知・利用価値を
高めるため、そのデータ活用
シーンを検討

E

D

活動① 活動②



令和４年度

5-8 9-12 1-3

防災データ
WG

防災データWG全体スケジュール

★第５回WG(５/25）

ユースケースの実装に向けたデータ収集・提供方法などを具体化

発災時のデータニーズの詳細検討

データ連携方法の検討

防災関連のデータ利活用事例の創出を継続

オープンデータの認知向上を通じた活用促進

平時のデータニーズの探索

ケーススタディ事業によるユースケース創出

★第６回WG(予定）

実証期間 分析・報告

データ利活用

事例等の

取りまとめ

成果公表

次年度活動

方針策定

★第７回WG(予定） ★第８回WG(予定）

実証準備

データフォーマットの検討

活
動
①

活
動
②

取組①,②と相互に連携し、
課題検討などを実施
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事前アンケート結果の共有（防災データWG関連）1/2

18

• 弊社としても防災分野での各種データ利活用サービスを開始しており、(中略)都民の皆
様への還元を果たしたく強く思っております。

• 東京都として、防災の中で解決すべき優先度の高いニーズと対応策を知りたい

• 防災データの新たな活用 など

本年度のWGの期待値ワードクラウド(全体)*

本年度のWGの期待値の回答（防災データWG関連、抜粋）

*ご回答からアルゴリズムで頻度の高い単語を抽出し視覚化したもの



事前アンケート結果の共有（防災データWG関連）2/2
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• 避難所、ハザードマップのウェブマッピング

• 被災者支援の一貫として、自治体が発
行する罹災証明の代わりに当社が保有
するデータ提供

• Fアラート情報を活用した防災情報発信
アプリ

• 土地利用のリスク診断分析等
など

行政データ
利活用の実績あり

29名

66名

行政データ
利活用の実績なし ※2022年5月23日時点

利活用ありの場合のご経験の内容
(防災データWG関連、抜粋)

東京都以外の行政データの利活用の
ご経験の有無(全体)
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1. TDPF協議会の概要及びWGの位置づけ

2.第５回防災データWG

3.第５回施設系データ集約WG

【第２部】

1.ケーススタディ事業プロジェクト募集



施設系データ集約WG活動の全体像

昨年度は、データ集約モデルケースの確立に向けた検討を実施
今年度は、データ集約モデルケースの確立や、他エリア・施設へモデル拡大を目指す

施設系データ集約WGのロードマップ モデルケースとは

21

令和３年度 令和４年度

データ集約
モデルケース検討
（西新宿エリア・
トイレ施設）

各エリマネや
大規模事業者等

と連携
都内主要エリア
に取組を展開

施設ID等
混雑WGでの

検討

データ集約に必要な、データ収集方法や
データフォーマット、ルール、プロセス等の事例
のこと

データ収集
の方法

(既存データベース等の
取り込み、新たなデータ

収集)

データフォーマット
(政府CIO等が検討し
たものを基に実装)

事例化する対象

など

他エリア・施設
へモデル拡大

検証・課題対応
を通じた

モデルケース確立
（施設ID等
も検討）

他エリア・施
設へモデル展
開準備

令和5年度以降



（参考）令和3年度の活動サマリ

データフォーマット案のブラッシュアップ

取得作業を通じ得られた示唆、WG参加者から
頂いたご意見等を踏まえ、データ化項目、定義等
を再検討、データフォーマット案をブラッシュアップ

トイレデータ収集状況

 商業施設やホテル、区立公園等、来訪
者が多い施設を優先的に収集

 計8施設に協力いただき、
約50か所のトイレエリアデータ
（13か所の多機能トイレを含む）取得

西新宿のトイレ施設データ収集成果、データフォーマットの追加検討案を報告

項目名 説明 形式

設置フロア トイレが設置されているフロア情報
文字列

（半角数字）

施設URL
最新の営業時間を参照できるよう、各施設のTOP
ページのURLを記載

文字列

男性トイレ（オストメイト） 男性トイレの中で、オストメイト設置有無を記載。 文字列

男性トイレ（おむつ交換台） 男性トイレの中で、おむつ交換台の有無を記載。 文字列

女性トイレ（オストメイト） 女性トイレの中で、オストメイト設置有無を記載。 文字列

女性トイレ（おむつ交換台） 女性トイレの中で、おむつ交換台の有無を記載。 文字列

女性トイレ数（パウダーコーナー） 女性トイレの中で、パウダーコーナーの有無を記載。 文字列

多機能トイレ（オストメイト） 多機能トイレの中で、オストメイト設置有無を記載。 文字列

多機能トイレ（おむつ交換台） 多機能トイレの中で、おむつ交換台の有無を記載。 文字列

＜追加・見直しを行った項目例＞

22



今年度の活動方針

令和３年度の取組（振り返り） 令和４年度の取組計画

• 西新宿エリア、来訪者向けトイレ施設を対象と
したデータ集約のモデルケースづくりを開始

得
た
こ
と

今年度の
活動方針

施設系データ集約のモデルケース確立と、
他エリア・他施設への展開に向けた検討を実施

活
動
イ
メ
ー
ジ

• データフォーマット案について検討を進めるこ
とができた。

• アイデアソンを通じて、トイレデータの具体的
な活用方法や、データの維持・更新に対す
る行政の後押しの重要性等が議論された

• 東京文化会館と東京芸術劇場の
バリアフリートイレを対象にした実証を実施

活動① 課題検証を通じたモデルケース確立
• 効率的なデータ収集・更新手法の検討
• 施設IDなどのフォーマットの整備の推進

活動② 他エリア・他施設への展開に
向けた準備

• 候補となるエリア、施設の検討

23



継続的な取組とするための検討

今年度の取組内容(案)

活動① 課題検証を通じたモデルケース確立

24

活動② 他エリア・他施設への展開に向けた準備

データ利用者の
ニーズの洗い出し

データ収集手法の
検討

• データ提供者にどのようなベネフィットがあれば自発的なデータ提供に繋がるのか検討を行う
• データ提供、データ編集、データ登録及びデータクオリティの確認などの取組主体の明確化

• データ利用者の視点で、モチ
ベーションやニーズの洗い出し
を行い、他エリアや、他施設
展開の候補検討に繋げる

• データ収集に係る負担を
軽減し、提供者の協力を
得やすくするための収集手
法について検討を行う

データフォーマットの
アップデート

A C

必要となる
データ項目の検討

E

• 必要となるデータ項目の
有無について検討を行う

• 施設IDなど、データフォーマット
の検討を更に推進する

活動①、活動②それぞれについて以下の取組をWGにて議論する予定

B D



A.データ収集手法の検討

入力方法

必須入力
項目

表記方法

• WEB等での専用入力画面を設ける
• 選択式の入力項目をできるだけ増やす

• できるだけ簡易な入力ルールとする

• 必須項目を最小化する

昨年度の検討を踏まえつつ、できるだけ手間をかけずに、
かつ詳細な情報を入力してもらうための方策を具体的に検討する

25

① データ収集の方法 ② データ入力の方法

新たにデータを入力する際に、入力工数を下げ、
入力ミスや表記ゆれ等が発生しないような仕組み
を検討

検討ポイント（例）

データを拡充するために、活用すべき既存のデータ
ソースや、新たにデータを募る手段について検討

データ収集の手段（例）
• 自治体・事業者固有データの変換・取込
• 事業者HP等からのデータ収集
• 都民参加型のデータ収集
• 非営利団体の協力によるデータ収集

等

データ入力における検討のポイント（例）



B.データフォーマットのアップデート

今年度の取組

WGでの検討状況を踏まえ、適時適切にデータフォーマットを改善

混雑WGにおける施設ID等の検討内容
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施設IDの構造相違により名寄せに苦労したことから、
混雑情報の価値向上・円滑流通のため、施設IDの
あるべき姿をどう考えるかをテーマ に意見交換を実施

意見交換で議論された内容（抜粋）
• 情報の精度や更新に関する連携体制の構築
• ユーザーごとに欲しい粒度の違いやデータ保持の仕方
• ID構造の違いによる名寄せ負担軽減の重要性
• 法人番号の付与
• データそのものの定義やフォーマット
• 業界特有の事業所形態への考慮 等

施設系データ集約WGの検討内容

昨年度の検討成果

施設ID等の課題、データの収集・更新スキーム等の
検討結果も踏まえ、データフォーマットをアップデート



参考：昨年検討されたデータフォーマット (1/3)
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。※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（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（半角英数字） ○○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-○-○

設置フロア トイレが設置されているフロア情報 文字列（半角数字）

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

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。

施設URL 最新の営業時間を参照できるよう、各施設のTOPページのURLを記載 文字列 http://www.metro.tokyo.lg.jp

政府CIO
データセット
へ追加した
項目

凡例
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参考：昨年検討されたデータフォーマット (2/3)
項目
No.

項目名 区分 説明 形式 記入例

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

男性トイレ（オストメイト） 男性トイレの中で、オストメイト設置有無を記載。 文字列 有

男性トイレ（おむつ交換台） 男性トイレの中で、おむつ交換台の有無を記載。 文字列 無

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

女性トイレ（オストメイト） 女性トイレの中で、オストメイト設置有無を記載。 文字列 有

女性トイレ（おむつ交換台） 女性トイレの中で、おむつ交換台の有無を記載。 文字列 無

女性トイレ数（パウダーコー
ナー）

女性トイレの中で、パウダーコーナーの有無を記載。 文字列 有

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

多機能トイレ（オストメイト） 多機能トイレの中で、オストメイト設置有無を記載。 文字列 有

多機能トイレ（おむつ交換
台）

多機能トイレの中で、おむつ交換台の有無を記載。 文字列 無
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参考：昨年検討されたデータフォーマット (3/3)

項目
No.

項目名 区分 説明 形式 記入例

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

授乳室 授乳室設置の有無を記載。 文字列 有

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

30画像 画像の格納先URLを記載。 URI
http://www.city.ooo.lg.jp/image/fil
e0101.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
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E.継続的な取組とするための検討

データ収集に関わるプレーヤーを対象に、自律的なデータ収集の実現に向け、
分析やアクション等について検討を行う

データ
提供者

データ
利用者

TDPF
(東京都)

• データ提供協力者の拡大
• お声がけの際の提供依頼の
メッセージ（論点）の検討

TDPFの役割の明確化
(To提供者)

データ提供者の
モチベーションや課題の分析と対策

• データ提供者のモチベーションの分析
• データ提供にあたっての課題
（技術、法律等）とその対応策の検討

• データ提供を効率的にするための
ルールやプロセスの検討

データ利用者から提供者への
直接的な働きかけの促進

• データ利用者がデータ提供者に
リクエスト・フィードバックを行う
仕組みの検討

TDPFの役割の明確化
（To利用者）

• データ利用者の拡大
• 利活用事例の紹介等、
啓蒙活動

30



トイレ施設の付加価値向上に向けた実証報告

公共施設のバリアフリートイレ

データ取得

開閉・人感センサー

エンドユーザー

都民・来訪者

施設
情報

31

リアル
タイム
情報

施設
情報

バリアフリートイレ空き状況可視化実証（3/10~5/10までの2か月間実施）

•都保有施設のバリアフリートイレについて、サイト上で空き状況を可視化し、

施設利用者の利便性向上を実現するための実証を実施

【対象施設】 東京文化会館・東京芸術劇場の一般開放されたバリアフリートイレ
【協力事業者】公募により株式会社バカンと協定を締結

＜実証イメージ＞

地図ポータルサイト

施設ホームページ

地図や施設ホームページ
から、対象トイレ施設の
空き状況確認

協力事業者のデータプラットフォーム / 可視化サービス



トイレ施設の付加価値向上に向けた実証報告

アンケートや取得できたデータを参考に、今後のトイレ施設データの流通拡大
や付加価値向上に向けた取組を検討

■実施結果速報

・取組について前向きなご意見をいただいた
ご意見例）・移動の効率化等、時間の有効活用につながる

・駅など、一般トイレでも利用状況が可視化されると良い
・他のサービス（混雑情報など）との連携により、サービス間の相乗効果を期待

・データ取得等、取組に対する不安感などの問合せはなし

・各施設毎・立地別の日別利用回数や平均滞在時間等のデータ取得ができ、
今後メンテナンス用途等活用可能性あり
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施設系データ
集約WG

施設系データ集約WG全体スケジュール

★第５回WG(５/25）

課題検証を通じたモデルケース確立

データフォーマットのアップデート

データ収集手法の検討

ケーススタディ事業によるユースケース創出

★第６回WG(予定）

実証期間 分析・報告

サービス実装

事例等の

活動成果公表

次年度活動

方針策定

★第７回WG(予定） ★第８回WG(予定）

実証準備

活
動
①

活
動
②

取組①,②と相互に連携し、
課題検討などを実施

継続的な取組とするための検討

他エリア・他施設への展開に向けた準備

追加で必要になるデータ項目

データ活用者のニーズの洗い出し
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令和４年度
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事前アンケート結果の共有（施設系データ収集WG関連）1/2
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• 当社が貢献できそうなネタを見つけたい。当社の取り組みを紹介できる機会があればあり
がたい。

• 弊社はゲーミフィケーションの活用で毎日シビックテックによる位置情報データの収集をし
ております。是非このノウハウで施設データや防災データの収集をしたいと思います。

• トイレ情報の集約データが他のエリアへの展開されること
• 本WGを通して、これからオープンデータを拡充していきたいと考えております。

本年度のWGの期待値ワードクラウド* (全体、再掲)

本年度のWGの期待値の回答（施設系データ集約WG、その他）

*ご回答からアルゴリズムで頻度の高い単語を抽出し視覚化したもの



事前アンケート結果の共有（施設系データ収集WG関連）2/2
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• 厚生労働省提供のワクチン接種会場、
自治体が提供いただいているバス時刻表
GTFSデータ等

• 病院・介護施設データ集約とデータ販売

• 宿泊、訪日外国人観光客数などの観光
系データ

• 県の事故データを活用したドラレコ事故
アラート など

利活用ありの場合のご経験の内容
(施設系データ集約WG、その他)

東京都以外の行政データの利活用の
ご経験の有無(全体、再掲）

行政データ
利活用の実績あり

29件

66件
行政データ
利活用の実績なし ※2022年5月23日時点



TDPF事業 今後の予定について

TDPFデータ整備事業

・協力事業者公募 6月中旬

事 務 連 絡

昨年度作成したデータ整備マニュアルを拡充するため、
データ提供に協力いただける事業者を公募予定

本協議会のSlackグループにご参加いただける方は、
アンケート内にアカウント作成に必要なメールアドレスを
ご記入ください。皆さまのご参加お待ちしています。

本会議終了後、アンケートを送付します。ご協力お願い
いたします。
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TDPF協議会

第５回推進会議 6月下旬
TDPF各事業の今年度取組方針や、新規WG立ち上げ
テーマの紹介などを予定

本事業への参加意向、データ整備における課題及び
ニーズ等の調査を自治体及び事業者向けに実施予定

6月中旬
TDPFデータ整備事業

・事業アンケート
（自治体・民間事業者）



〇令和4年5月25日（水曜日） 14時00分～16時00分 WEB開催

Confidential令和4年度 第５回防災データWG及び
施設系データ集約WG アジェンダ
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【第１部】

1. TDPF協議会の概要及びWGの位置づけ

2.第５回防災データWG

3.第５回施設系データ集約WG

【第２部】

1.ケーススタディ事業プロジェクト募集


