
　日本全体の大きな課題である地方経済の縮小、少子高齢
化に対し、地方自治体だけでなく民間企業、学校も含めた
地域一丸となった対策が必要となっています。

　今回、ビッグデータやテクノロジーにより、和歌山の現
状分析、課題の抽出を行うとともに、和歌山のミライを創
る地方創生ハッカソンとセミナーを開催します。

企画１ 企画２

データから考える
和歌山のミライセミナー

.............................................先着25名
.....................先着15名

２
日
間
連
続

ミライの和歌山を、自分たちのアイデアと力で、もっとよくしていきたい。
ミライの和歌山には、いまよりもっと多くの人を呼び込む力や、もっと多く
の人をハッピーにさせるエネルギーが満ちあふれているはずです。そんな和
歌山のミライに対する強い気持ちを、自分たちの開発力・技術力にのせて、
和歌山のミライを創る熱いアプリケーションをみんなで Hack しましょう！

11:00-18:00

10:00-19:30
（開場9:30）

（開場10:30）

和歌山県データ利活用推進センター

各地方公共団体の皆さま・地方創生に関心のある皆さま
（個人・団体・企業・学生）..............................先着70名

エンジニア
デザイナー、プランナー

（企業所属、個人、学生）

（敬称略）

※チームでの参加も可能です。

地方創生ハッカソン
～和歌山の魅力発信～

主催   和歌山県　株式会社ＮＴＴドコモ 共催   株式会社紀陽銀行　メディアラグ株式会社

協力   後援   

南海和歌山市駅ビル（和歌山市東蔵前丁3-17）

和歌山県データ利活用推進センター
南海和歌山市駅ビル（和歌山市東蔵前丁3-17）

日時

場所

対象

日時

場所

対象

内容

（開場13:00）9.12018.

9.2
9.13 13:30-16:302018.土

日

木

参加費

無料

地方創生の最新情報、ハッカソン結果報告、RESASを使った
地域の現状解説とあわせ、データから何がわかるのかをデー
タホルダーの視点から伝達・考えるセミナーです。地域のネッ
トワーク強化も促し、ビッグデータの利活用を促進します。

和歌山県・株式会社紀陽銀行・株式会社ＮＴＴドコモ
〈 講演企業〉

ビッグデータWEEK
地方創生

ビッグデータWEEK
地方創生



https://connpass.com/event/92162/
募集サイト（下記URLまたはQRコード）よりお申込みください　

地方創生ハッカソン ～ 和歌山の魅力発信～企画1
詳 細

２日間
連   続

■ 発　　表 原則として、発表は成果物のデモで行ってください。スライドだけでの
 発表はしないようお願いします。

■ 開発期間 開発の開始と終了は全員同時に行います。開発に持ち込めるものは、
 誰でも利用・購入可能なものに限ります。

■ 審査基準 ①新規性    ②地域での有用性   ③実現（持続） 可能性  ④クリエイティブ性

TEL. 03-5797-7191
事務局（メディアラグ株式会社ﾠ地方創生チーム）

今回のハッカソンでは、様々な属性の方々が協力しあいながら、内
閣府が提供するRESAS-API（※）、その他データを使用し、和歌山の
ミライを創るアプリケーション開発を行うことを目的とします。
1チーム４～５人に分かれたチームをその場で編成し、短い時間で集
中的にアプリケーション開発を共同作業し、アイデアや技術をチーム
同士で競い合います。最終日には、審査員による審査を踏まえ、優秀
賞等も決定します。　

WEB

10:30 開場、受付開始
11:00 開会挨拶
 RESAS等の説明
11:30 モバイル空間統計等の紹介
12:00 地域の課題紹介
12:30 ミニアイデアソン

14:00 アイデアソン（企画検討時間）

15:00 ハック開始
17:30 ハック終了
17:30 中間発表
18:00 終了

09:30 開場、受付開始
10:00 開会挨拶
10:15 ハック開始

17:00 ハック終了、最終発表
18:00  閉会挨拶
18:00 懇親会※（～19:30）

１日目

２日目

※

※

参加費無料。飲酒をされる場合は公共交通機関で
お越しください。

懇親会での未成年参加者の飲酒は、固く禁止いた
します。

（13:00　ランチ）

（12:00　ランチ）※ 地域経済分析システム（以下、RESAS）は、地域に関する官民の様々なデータを搭載し、誰もが分かりやすい
ように「見える化」したシステムです。RESAS-API は、RESAS に搭載されているデータを自由に取得・利用する
ことができる仕組みです。 （API は、アプリケーションプログラムインターフェース【Application Programming 
Interface】の略です。）

2018年9月1日（土）11:00～18:00（10:30 開場）
              9月2日（日）10:00～19:30（9:30 開場）

エンジニア、デザイナー、プランナー（企業所属、個人、学生） 
※チームでの参加も可能です。

エンジニア ...............................先着25名
デザイナー、プランナー ............先着15名

和歌山県データ利活用推進センター
南海和歌山市駅ビル（和歌山市東蔵前丁3-17）

■ 名刺2枚 　■ ノートPC など     ■ 開発に必要な機材
（名刺は受付時にお渡しください。お持ちでない方はその旨をお申し付け下さい。）

他県にて開催の様子

内　容

持　参

会　場

対　象

日　時 進行スケジュール

ハッカソンのお申込み ハッカソンに関する問い合わせ先



進行スケジュール

「モバイル空間統計」および「モバイル空間統計」ロゴは、株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。
※ 約750万台（2017年の年間実績）の運用データを基に推計

日本全国の1時間ごとの人口分布を、24時間365日把握することができ
ます。国内人口は性別・年齢層別・居住地域別、訪日外国人（※）は国別
の人口構成を知ることができます。経済産業省が提供するRESAS（地域
経済分析システム）の外国人分析のデータとして活用もされています。

モバイル空間統計とは、ドコモの携帯電話ネットワークの
しくみを使用して作成される人口の統計情報です。

について

日時

13:00  開場、受付開始
13:30 開会挨拶
13:40  講演① | 和歌山県
14:10  講演② | 株式会社紀陽銀行

14:50  講演③ | 株式会社ＮＴＴドコモ
15:30  講演④ | 株式会社ＮＴＴドコモ
16:30 終了

参加申込書にご記入の上、お申込みください　
募集サイト（下記URLまたはQRコード）より、お申込みください　

TEL. 03-5797-7191
事務局（メディアラグ株式会社ﾠ地方創生チーム）

https://connpass.com/event/92167/

14:50-15:30（40分）

講    師 株式会社ＮＴＴドコモ  第一法人営業部 　床並 展和

地方創生ハッカソンについてテーマ③

講    師

14:10-14:40（30分）地方創生に向けた紀陽銀行の取り組みについてテーマ②

15:30-16:30（60分）

講    師 株式会社ＮＴＴドコモ  地域協創・I CT 推進室  担当部長　町澤 俊介

講    師 株式会社ドコモＣＳ関西  和歌山支店  法人営業部  部長　田中 茂昭

地方創生におけるドコモの取り組みテーマ④

FAX
WEB

（14:40　休憩）

◎ 各内容については変更になる可能性がございます。

2018年9月13日（木）13:30～16:30（開場13:00）

各地方公共団体の皆さま・地方創生に関心のある皆さま
（個人・団体・企業・学生） ............................先着70名

新宿
池袋

東京
渋谷

PM 1:00

新宿区

新宿区

内　容

会　場

対　象

日　時

データから考える 和歌山のミライセミナー企画2
詳 細

セミナーのお申込み セミナーに関する問い合わせ先

① 13:40-14:10（30分）テーマ

和歌山県  企画部企画総務課長　寺本 雅哉講    師

和歌山県の地方創生の取り組みについて

和歌山県データ利活用推進センター
南海和歌山市駅ビル（和歌山市東蔵前丁3-17）

「モバイル空間統計」等を使った地方創生における
  ドコモの事例を紹介させていただきます。

地方創生ハッカソンの取り組みと
結果について紹介します。

和歌山県や関西地域における事例を
紹介させていただきます。

株式会社紀陽銀行  営業支援本部  地方創生推進室  副主任　藤岡 真一

地方創生の最新情報、ハッカソン結果報告、RESASを使った地域
の現状解説とあわせ、データから何がわかるのかをデータホルダー
の視点から伝達・考えるセミナーです。地域のネットワーク強化も
促し、ビッグデータの利活用を促進します。



■ 日 時 2018. 9.13（木）13:30～ 16:30（13:00  開場）

■ 場 所 和歌山県データ利活用推進センター｜南海和歌山市駅ビル（和歌山市東蔵前丁3-17）

■ 対 象 各地方公共団体の皆さま・地方創生に関心のある皆さま（個人・団体、企業、学生）
※先着70名様となっておりますので、お早めに申込みをお願いします。

■ 内 容

事務局・お問い合わせ先 メディアラグ株式会社　地方創生チーム
〒106-0044  東京都港区東麻布1-5-3 パシフィックビル5階
TEL：03-5797-7191　FAX：03-5797-7192
E-mail：info@mediarag.jp

申し込み方法 下記にご記入の上、切り取らずにこのままFAXしてください。

2018年 9月6日（木）

※個人でお申し込みの場合は、会社（団体）、役職名は必要ありません。

［FAX 送信先］事務局（メディアラグ株式会社 地方創生チーム）行き

会社 名
（団体 名） 電話 番号

所

加 者

所属 および 役職 名 お 名前

地方創生の最新情報、ハッカソン結果報告、RESASを使った地域の現状解説とあわせ、データか
ら何がわかるのかをデータホルダーの視点から伝達・考えるセミナーです。地域のネットワーク強
化も促し、ビッグデータの利活用を促進します。
＜講演企業＞　和歌山県・株式会社紀陽銀行・株式会社NTTドコモ

データから考える 和歌山のミライセミナー

参加申込書（FAX用）

申し込み締め切り

03-5797-7192　

住

参


