
タクシー情報 県内のタクシー事業者 ○事業者名
○事業者住所
○郵便番号
○電話番号
○営業時間
○定休日
○実施しているサービス
○クレジット決済対応
○交通系ＩＣカード決済の対応
○電子マネー決済の対応状況
○ＱＲコード決済の対応状況
○タクシー配車システム導入状況
○利用者側が使う「アプリ配車」の対応状況
○UDタクシー等バリアフリー運用状況
○キャッシュレス決済への対応状況

完全公開 県（事務局）がデータ
保有者と個別調整の
上、収集

公開済み
７月頃更新

令和４年６月補正で要求したバス・タクシー補助の交付
申請に合わせ、データ提供とオープン化の承諾を交付
条件として調査する。

【公共交通の運行情
報】
静的データ「GTFS-
JP」

県内路線を有する乗合バス
事業者（県内に営業所を有さ
ず、県外とを結ぶ高速バス路
線のみを運行する事業者を
除く）及び市町村が運行する
コミュニティバス・デマンド交
通（※停留所・ダイヤが定
まっているもの）及び山形鉄
道

【GTFS-JPデータフォーマットの項目】
○事業者情報（ID、名称、URL等）
○停留所・標柱情報（名称、標柱の緯度経度）
○経路情報
○便情報
○営業所情報
○通貨時刻情報
○運行区分情報
○運賃情報
○翻訳情報

完全公開 各主体が運行情報を
県が別途指定するマ
ニュアルに沿って
GTFS-JP形式のファ
イルを作成し、指定
の方法でアップロー
ド／県（事務局）に送
付

公開済み
随時更新

見直し等を実施する１か月前までに事務局に提出。

【公共交通の運行情
報】
動的データ「GTFS-
RT」

県内路線を有する乗合バス
事業者（県内に営業所を有さ
ず、県外とを結ぶ高速バス路
線のみを運行する事業者を
除く）及び市町村が運行する
コミュニティバス・デマンド交
通（※停留所・ダイヤが定
まっているもの）

○ルート最新情報（遅延、発着時刻予想、通過）
○車両位置情報（車両の緯度・経度、接近情報、混雑
度）
○運行情報（見出し、影響（運休、迂回等）、原因（天
候、事故等）、URL）

完全公開 県（事務局）がデータ
保有者と個別調整の
上、収集

事業者の進捗による 山交バスの進捗を確認し、山交バスの提供可能時期に
合わせて、県ＨＰにリンク貼付。

一般乗合旅客自動車
運送事業者の事業概
要・輸送実績

【東北運輸局が保有する交
通事業者からの報告データ】
山形県内（県内主要路線に
乗り入れる宮城交通を含む）
における一般乗合旅客自動
車運送事業者

【事業報告書】
○一般乗合旅客運送事業の収益・費用・損益

【輸送実績報告書】
○事業概要（車両数、従業員数、路線キロ、運行系統
数）
○輸送実績（輸送人員（うち定期）、営業収入（うち旅客
運送収入）、走行キロ、実車キロ、実車率、延実在車両
数、延実働車両数）
○運行系統別輸送実績報告書（経路（起点・経由地・終
点）、キロ程、運賃、利用する高速自動車道路等（利用
区間・利用キロ）、運行ダイヤ（始発・終発）、所要時間、
運行回数、走行キロ、輸送人員（うち定期）、１人平均乗
車キロ、輸送人キロ、平均乗車密度、運送収入、走行１
キロあたり運送収入）

完全公開/対象
者限定（要審
査）

県（事務局）に東北
運輸局山形運輸支
局へ定められた時期
に提供

7月頃 プラットフォームで公表予定の、東北運輸局山形運輸
支局が保有しているデータの提供受け、データ項目を
整理のうえプラットフォームに掲載予定。

令和４年度整備予定データ（取得優先度「A」データ・既存データの更新）について

収集に向けた調整データの収集方法データ名称 データ項目 収集予定時期データの対象 公開レベル

資料５－２
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一般乗用旅客自動車
運送事業者の一覧・
輸送実績

【東北運輸局が保有する交
通事業者からの報告データ】
山形県内における一般乗用
旅客自動車運送事業者

【乗用事業者一覧（法人タクシー事業者、個人タクシー
事業者、福祉限定事業者）】
○事業者名、代表者名、事業者住所、郵便番号、電話
番号、ＦＡＸ番号、営業所名、営業所住所、車両数、協
会加盟状況

【輸送実績報告書（交通圏別、法人別）】
○交通圏、事業者数、車両数、提出事業者数、提出車
両数、従業員数、運転者数、延実在車両数、延実働車
両数、実働率、総走行キロ、総実車キロ、実車率、輸送
回数、輸送人員、営業収入
○事業概要（管轄区域（市町村名）、車両数・従業員数
（管轄区域別））
○輸送実績（輸送人員、営業収入、走行キロ、実車キ
ロ、実車率、運送回数、延実在車両数、延実働車両数、
実働率）

完全公開/対象
者限定（要審
査）

県（事務局）に東北
運輸局山形運輸支
局へ定められた時期
に提供

7月頃 プラットフォームで公表予定の、東北運輸局山形運輸
支局が保有しているデータの提供受け、データ項目を
整理のうえプラットフォームに掲載予定。

一般貸切旅客自動車
運送事業者の一覧・
輸送実績

【東北運輸局が保有する交
通事業者からの報告データ】
山形県内における一般貸切
旅客自動車運送事業者

【貸切事業者一覧】
○事業者名、代表者名、事業者住所、郵便番号、電話
番号、ＦＡＸ番号、営業所名、営業所住所、車両数

【輸送実績報告書】
○事業概要（車両数、従業員数）
○走行キロ、輸送人員、運行回数、営業収入

完全公開/対象
者限定（要審
査）

県（事務局）に東北
運輸局山形運輸支
局へ定められた時期
に提供

7月頃 プラットフォームで公表予定の、東北運輸局山形運輸
支局が保有しているデータの提供受け、データ項目を
整理のうえプラットフォームに掲載予定。

特定旅客自動車運送
事業者の一覧・輸送
実績

【東北運輸局が保有する交
通事業者からの報告データ】
山形県内における特定旅客
自動車運送事業者

【輸送実績報告書】
○事業概要（車両数、路線、営業区域、輸送の需要者
及び旅客の範囲）
○走行キロ、輸送人員、営業収入

完全公開/対象
者限定（要審
査）

県（事務局）に東北
運輸局山形運輸支
局へ定められた時期
に提供

7月頃 プラットフォームで公表予定の、東北運輸局山形運輸
支局が保有しているデータの提供受け、データ項目を
整理のうえプラットフォームに掲載予定。

自家用有償旅客運送
事業者の一覧・輸送
実績

【東北運輸局が保有する交
通事業者からの報告データ】
山形県内における自家用有
償旅客運送事業者

【輸送実績報告書】
○事業概要（車両数・種別、路線又は運送の区域、運
送する旅客の範囲及び数）
○走行キロ、輸送人員又は運送回数、運送収入

完全公開/対象
者限定（要審
査）

県（事務局）に東北
運輸局山形運輸支
局へ定められた時期
に提供

7月頃 プラットフォームで公表予定の、東北運輸局山形運輸
支局が保有しているデータの提供受け、データ項目を
整理のうえプラットフォームに掲載予定。

バス輸送実績 各市町村各路線単位のバ
ス・デマンド交通の利用実
績・運営実績一覧

○運行概要、輸送実績、補助金の額・種別等のうちNO4
「一般乗合旅客自動車運送事業者の事業概要・輸送実
績」で把握できないデータ（定時定路線型、デマンド型）

対象者限定（要
審査）

県（事務局）が市町
村を通じて照会

6月
（最新データは10～12
月）

特別交付税算定基礎数値の調査において把握。
昨年度調査時のデータは保有しているため、プラット
フォームＨＰ更新時に「データ一覧」にて公開予定。

ICカード利用実績 ICカード導入路線 〇便・路線毎の利用実態 対象者限定（要
審査）

データ保有者が収
集・管理し、提供可
能なデータの内容・
条件を県（事務局）に
報告

6月以降 データは交通事業者が保持。データ一覧で公開する
データ項目を交通事業者と調整。
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県内福祉施設による
送迎サービスの実施
状況

福祉有償運送に係る事業者
情報一覧

○団体名
○運送区域
○許可期限
○事業者所在地、電話番号
○自動車の数
○設定運賃
○旅客の範囲
○運送可能日時

完全公開 県（所管部局）が公
開しているURLのリ
ンクを報告

6月 所管課（地域福祉推進課）で公開済みのため、プラット
フォームのＨＰ更新時に掲載。

学校情報 県内の教育施設（私立高校） ○郵便番号、所在地、電話番号、Fax番号
○クラス数
○定員数

完全公開 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

6月 所管課（学事文書課）に取りまとめ依頼中。取りまとめ
後、同意のあった学校の情報を公開予定。

学校情報 県内の教育施設（県立高校） ○学校名
○電話、所在地、学科
○学科・学年別生徒数

完全公開 県（所管部局）が公
開しているURLのリ
ンクを報告

6月 所管課（教育政策課）で公開済みのため、プラットフォー
ムのＨＰ更新時に掲載。

学校情報 県内の教育施設（公立大学） ○郵便番号、所在地、電話番号、Fax番号 完全公開 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照

6月 所管課（学事文書課）に取りまとめ依頼中。取りまとめ
後、同意のあった学校の情報を公開予定。

病院一覧 県内の医療施設
（山形県医療機関情報ネット
ワーク）

○病院名
○開設者、管理者
○所在地、電話番号、Fax番号
○診療科名
○診療日
○病床数
○医療従事者の数

完全公開 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

6月 所管課（健康福祉企画課）よりデータを取得予定。プ
ラットフォームのＨＰ更新時に掲載。

福祉施設一覧 県所管保護施設、無料定額
宿泊所

○名称
○法人等の名称
○事業所の所在地、電話番号・ＦＡＸ
○指定年月日
○定員

完全公開 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

9～10月 所管課（地域福祉推進課）が行う調査時に合わせて
データ提供・公開依頼文を送付。同意のあった事業所
の情報を公開予定。

福祉施設一覧 県内のデイサービス、デイケ
ア、ショートステイ施設

○事業所番号、名称
○法人等の名称
○事業所の所在地、電話番号・ＦＡＸ
○指定年月日
○定員

完全公開 県（所管部局）が公
開しているURLのリ
ンクを報告

6月 所管課（高齢者支援課）で公開済みのため、プラット
フォームのＨＰ更新時に掲載。

宿泊施設情報 県内の宿泊施設（ホテル、旅
館、簡易宿所）

○営業所名称
○所在地、電話番号		
○営業種別コード（ホテル、旅館、簡易宿所）
○総客室数

完全公開 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

7月 所管課（食品安全衛生課）より取得予定。取得後公開
予定。

県内複合商業施設一
覧

県内の複合商業施設
（大規模小売店舗立地法届
出）

○受理番号
○届出年月日
○店舗名称
○所在市町村
○店舗面積
○駐車場台数	
○大規模小売店舗立地法に基づく届出の概要

完全公開 県（所管部局）が公
開しているURLのリ
ンクを報告

6月 経済産業省が公開済み。プラットフォームＨＰ更新時
に、データ一覧として掲載。（経済産業省ウェブサイトで
あること、経済産業省の利用規約を遵守することを明
記）
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県内教育施設の通学
実態等

県内の教育施設（私立高校） ○各高校別通学手段別生徒数
○通学者の人数

完全公開 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

6月 所管課（学事文書課）に取りまとめ依頼中。取りまとめ
後、同意のあった学校の情報を公開予定。

県内医療施設の通院
実態

県内の医療施設
（山形県医療機関情報ネット
ワーク）

○一日平均外来患者数
○一日平均入院患者数

完全公開 県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

6月 所管課（健康福祉企画課）よりデータを取得予定。プ
ラットフォームのＨＰ更新時に掲載。

県内医療施設の通院
実態

県内の県立医療施設 ○通院者の居住地（集計）
○居住地別利用者性別（集計）
○居住地別利用者年齢分布（集計）

完全公開/対象
者限定（要審
査）

県（事務局）が県（所
管部局）を通じて照
会

未定 所管課（県立病院課）で各病院に対し提供可能か確認
中。状況判明後収集方法、収集データ項目を改めて調
整。

県内観光施設の利用
実態

県内の観光施設 ○年度別施設利用者の人数
（山形県観光者数調査）

完全公開 県（事務局）が県（所
管部局）の公開ペー
ジを参照

10月 所管課（観光復活戦略課）の調査結果を取得予定。取
得後公開。

ETC2.0 県内及び県際移動データ 〇ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビから収集され
たプローブ情報を統計的処理した情報

－ 6月 国土交通省との調整結果、ガイドライン外の取扱いと
なった。
（国土交通省等が規定する「車載器のID付きプローブ情
報の利用及び取り扱い方針」に基づいた手続きとす
る。）
プラットフォームHP更新時に、データ一覧にてデータの
紹介を掲載予定。

山形県地域公共交通
計画のデータ

計画に掲載されている全て
のデータ

完全公開 － 未定 計画本文は公開済みであるため、プラットフォームHP更
新時に、データ一覧にて掲載予定。
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