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任天堂 スーパーマリオブラザーズ 
1985年 6才

買ってもらったパソコン MSX 
1987年 8才

つくりたい！



福井高専 電子情報工学科 卒業 
プログラミングが好きだと話していたら、明道中学校の先生にすすめられた！

⽯川⽣まれ、愛知、三重、福井育ち、今は福井県鯖江市に住んでます（2019年〜 福井⾼専 未来戦略アドバイザー）

福井
石川

愛知

三重



https://fukuno.jig.jp/つくるのが好き



累計400万PV オープンデータを使ったアプリで過去最大ヒット

https://www.stopcovid19.jp/

https://www.stopcovid19.jp/


情報技術（＝IT）とは？



情報＝伝わると価値あるデータ



コミュニケーションとは？



コミュニケーション＝伝わること

＝伝えること



先日福井テレビ「タイムリーふくい」に生出演！



⾒た？



歴史 即時 保存 拡散 無料

言葉 100,000年 ◯ ☓ ☓ ◯
文字 5,000年 ☓ ◯ ☓ ◯
活字 1,000年 ☓ ◯ ◯ ☓

放送 100年 ◯ ☓ ◯ ☓

web 30年 ◯ ◯ ◯ ◯
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出版する人は極一部 だれでも世界中に発信可能



だれでもテレビ局！？  
動画配信プラットフォーム「ふわっち」 

by jig.jp



現代のキーテクノロジー
「コンピューター」



鯖江市全12小学校、総合2コマでプログラミングスタート！ 2019年度～
https://fukuno.jig.jp/2428

https://fukuno.jig.jp/2428


おねだんイチゴー（1,500円～） 

プログラミングでジャムセッション！

こどもパソコン IchigoJam
イチゴジャム



ライブコーディング！



これがコンピューター！ 

おねだん、100円！



100円のコンピューター 
1秒間に何回計算できるでしょう？

画像、LPC1114 秋⽉電⼦

CPU



1秒に5000万回
画像、LPC1114 秋⽉電⼦

CPU



IchigoJam iPhone 11 ゲーミングPC 京 富岳

5000万回 1兆回 10兆回 1京回 100京回

IchigoJam 
何台分？→ 2万台分 20万台分 2億台分 200億台分

1500円 8万円 10万円 1100億円 1100億円

(C)RIKENCC BY IchigoJam (C)Apple (C)TSUKUMO (C)RIKEN



クラウド（レンタルコンピューター） 
1時間いくらから借りられるでしょう？



1時間 0.5円
1GHz RAM512MB クラスの場合（富岳レンタルはもっと高いよ）



情報技術の活かし⽅



地域の課題、ないものは創ろう！

JK：アプリつくりたい 
 私：日常でイライラすることは？ 
JK：図書館の席がなく勉強できない

鯖江市役所JK課考案、図書館空席IoT「sabota」 
http://fukuno.jig.jp/1268

http://fukuno.jig.jp/1268


シビックテック = ITを使った地域の新奉仕活動

町内周るお神輿の場所を知らせるIoT 
「みこしなう」

photo by @taisukef

https://fukuno.jig.jp/2611

https://fukuno.jig.jp/2611


web発明者＆W3C創始者 
ティム・バーナーズ＝リー氏

jig.jp （W3Cメンバー） 
福野泰介 （2010-10）

2010-12 鯖江市長にオープンデータ提案2012-01-30 
トイレアプリ 

with 
オープンデータ

オープンデータとの出会い

鯖江市アプリ 
オープンデータアプリ多数 
→ オープンデータ伝道師に

鯖江市長への提案



オープンデータ = インターフェイス

オープンデータ

チラシ

窓口



アプリ化で化けるオープンデータ

鯖江市消火栓オープンデータ

消火栓マップアプリ 消火栓GO!?



コロナとオープンデータ



外務省「海外安全情報オープンデータ」 
検索アプリ globalsafe 

2020-03-03
https://fukuno.jig.jp/2739

https://fukuno.jig.jp/2739


x

東京都版コラナ対策サイト GitHubでオープンソース公開（2020-03-03） 
→ Slack に、エンジニアが続々集結！（2020-06-24 現在 3,160人）

東京都 x GitHub が火をつけた！ Civic Tech in Tokyo



Civic Tech x 政府オープンデータ「#民間支援情報ナビ」

民間企業による支援情報 
オープンデータ 

by 経産省
Code for Japan ハックデー（奉仕の日）開発 

デザイン by 北海道森町ハウモリ



COVID-19 Japan 新型コロナウイルス対策ダッシュボード

https://www.stopcovid19.jp/2020-06-23

https://www.stopcovid19.jp/


https://www.stopcovid19.jp/2020-04-29（現在患者数ピーク）

COVID-19 Japan 新型コロナウイルス対策ダッシュボード

https://www.stopcovid19.jp/


福井県で初感染者、KPIは病床使用率！ 2020-03-18



厚労省サイトで発見 都道府県別 感染症病床数 2020-03-18

https://fukuno.jig.jp/2794

https://fukuno.jig.jp/2794


厚労省フォーマット 
患者数、病床数

東京都 
オープンデータ

福井県 
オープンデータ

〇〇県 
オープンデータ

理想のデータフロー

CSV

5つ星 
オープンデータ



厚労省PDF 
患者数、病床数

東京都 
オープンデータ

福井県 
オープンデータ

〇〇県 PDF / HTML 
一部公開なし

現実のデータフロー
厚労省PDF 

患者数、病床数

メールなどで 
報告

JSON

CSV

PDF HTML
変換用 
プログラム群

個別 
連絡



厚労省へCSVオープンデータ化の提案 2020-03-26

「オープンデータはCSVで」と政府に提案

CSVならExcelで開ける 
プログラムで処理できる

https://fukuno.jig.jp/2817

https://fukuno.jig.jp/2817


⽇本中網羅する
データ(SDGsなど)を整理
ダッシュボード化

県・市による
CSVオープンデータで速報化

ダッシュボード
駆動モデル

速いまちが 
おもしろい

+



イケテル 経産省 GitHubオープンソース提供スタート！

https://fukuno.jig.jp/28707つツールをwebツール化！

法⼈番号 488万件
オープンデータ

⼿軽に活⽤可能に

https://fukuno.jig.jp/2870


情報技術の遊び⽅



好奇⼼ やる気 アウトプット熱意

発電量 電流 電⼒蓄積電⼒



つくりたいもの、つくろう！



Oculus Quest 
5万円のスタンドアローンVRデバイス 
50行でマイクラ風がつくれちゃう！



密を防ごう、来庁者IoTカウンター 
IchigoJam BASIC x sakura.io 

その場で1時間、プログラム＆設置完了



栃木県の高校生が設計した 
IchigoJam互換機 
「SkyBerryJAM」 
独自カリキュラムで 

小学生向けプログラミング
http://www.tochigi-edu.ed.jp/tochigikogyo/nc2/?page_id=212

http://www.tochigi-edu.ed.jp/tochigikogyo/nc2/?page_id=212


中止になったプロコン競技部門を 
勝手にやる会 

Hosted on GitHub “Code for KOSEN”
https://codeforkosen.github.io/

https://codeforkosen.github.io/


スマホアプリ＆サイト入門 
楽しいIT入門教材 

HTMLはじめのいっぽ 
+CSS/JavaScript

まずは楽しく 
オリジナル作品を！

https://github.com/code4sabae/website/

https://github.com/code4sabae/website/


創造

発表学習



創造

発表学習
GitHubオープンソース
Twitter / YouTube

オープンソース 
公式サイト 
Qiita / 投稿

ハードもソフトも 
なんでも創ろう！



ゲームも⾃分で創る⽅が
おもしろい



SDGs 17ワールド、232ステージ

ひとりで 
遊ぶには 
広すぎる



総務省地域ICTクラブの企業版 
新企画！こどもプログラミング実業団 

（土日の会議室活用）

地域のIT好きを伸ばす、小中学生中心 
第4回 越前がにロボコン

2020-11-08(日) 
福井県福井市にて開催！ 

https://kani-robocon.com/



「神山まるごと高専」設立準備委員会 
技術教育統括ディレクター

鯖江の学びモデルをスケールさせる！

鯖江「Hana道場」 
自律運営を時々サポート



つくりたいもの、みつからない？



創造のコツ

低い期待 
高い理想 

＋ 
気の合う仲間



もくもく何かをつくってみるイベント at 鯖江 
2020-07-05



鯖江にIT学びの場「Hana道場」

福井県鯖江市「Hana道場」 Hana Open Innovation Dojo 
Civic Tech を バックアップ（学習環境提供、サポート、シクミ化し他地域へ）

小学生から 
大人まで



情報技術の学び⽅



情報技術の学び⽅
＝遊び⽅



https://fukuno.jig.jp/

感想質問、メール/DMでお気軽に！ 
fukuno@jig.jp

mailto:fukuno@jig.jp

