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ICTの活用で何が変わる
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１　 昨今のICTを取り巻く環境

新しいデジタル時代が幕を開けた。情報通信産業はドッグイヤーといわれ、同業界の1年は他の業界の7年分の

スピードで進化する。さらにAI（人工知能）の出現でそのスピードは驚異的なものに変わりつつある。 「シンギュ

ラリティ（技術的特異点）」といわれる現象が2045年頃に起きると予測される。すなわち、発達したAIが人間の

知性を超越することによって、われわれの生活に大きな変化が起こる概念を意味するが、まさにSFの様な未来が

目前に迫っている。

デジタル時代の代表的な先進技術が、AI、5G（第5世代移動通信システム）、IoT（Internet of Things）、ビッグデータ、

VR（バーチャル・リアリティ；仮想現実）、などであり、身近なツールとしてはスマートフォンやタブレットも仲間

である。あらゆるものがインターネットにつながる「IoT」はその代表で、すでに多くの場面で活用されている。例

えば、独居高齢者を見守る家族は、彼らが毎日定期的に使う電気ポットの使用状況や冷蔵庫の開閉状況をセンサー

で検知して、日々の暮らしの安心・安全を見守れるようになった。見守りの方法は、押しボタンなどを利用した接

触型や、カメラ、人感センサーなどの非接触型など多種多様である。

その他、局地的な集中豪雨によって引き起こされる急な増水から人命被害を防ぐための河川情報のテレメータ

観測、公共バスの運行管理システム、センサーを活用した野菜や穀物の生育管理、ウェアラブル端末を使った健

康モニタリング、ソーシャルメディアで収集したデータを基に予測する公共交通の混雑回避などIoTアプリケー

ションは枚挙に暇がない。

政府が推進する超スマート社会を意味する「Society5.0」が進化

する中で、デジタル技術が世帯普及率10％に達成するまでの所要年

数を比較してみると、電話で76年、パソコンで13年、インターネッ

トで5年、スマートフォンで3年である。有線のスピードは1995年

（ISDN：64キロ）から2015年（FTTH：10ギガ）までの20年で約156

万倍、無線のスピードは1980年（1Gアナログ方式：9.6キロ）から

2020年（5G：10ギガ）までの40年で約100万倍になっている。驚異

的なスピードでデジタル化が進んでいることの証左だ。

２　2040年―超高齢社会の未来

2018年7月に取りまとめられた総務省自治行政局の「自治体戦略2040構想研究会（2017・2018年度）」の第2次
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報告では、今後の労働力の供給制約の中、地方自治体が住民生活に不可欠な行政サービスを提供し続けるために

は、職員が企画立案業務や住民への直接的なサービス提供など、職員でなければできない業務に注力できるよう

な環境を作る必要があることが述べられている。

日本は世界唯一の人口減少、超高齢社会だ。総人口は2008年の1.28億人をピークに減少している。これまで

地方の課題であった高齢化も大都市部を中心に急激に進行しており、本構想会議のターゲットイヤーである

2040年頃には総人口が毎年90万人近く減少するといわれ、日本人の約3人に一人が高齢者になる。

平均寿命は戦後70年も経たないうちに男女いずれも約30年伸びた。人生100年時代といわれる今日、平均寿

命と健康寿命の差を短縮できれば、医療や社会保障負担の軽減も期待できる。さらに2025年には1947から49年

生まれの「団塊の世代」が75歳以上になり、その数は3,677万人に及ぶ。結果的に、高齢化と人口減少は、地方

自治体の税収や行政需要に大きな影響を与えることになる。地方自治体が医療、福祉、インフラなど住民サー

ビスを提供し続けることが住民の暮らしや地域経済の維持、活性化の礎となるが、ICTソリューションが鍵と

なる。

３　なぜICT活用が有効なのか

われわれは今、情報社会と高齢社会が融合した時代に生きている。前述のようにICTアプリケーションも

様々な場面で活用が広がり百花繚乱だ。ICTが社会をより豊かなものにしてくれるという期待値も高い。地

方自治体の中でも少しずつ成功事例が出始めている。

人口減少や高齢化が深刻な地域での活用に期待がかかる「オンデマンド交通」は、利用者が事前予約をする毎

に、必要に応じて運行する公共交通であり、文字通り予約がある時だけ運行する。定期的にバスを走行させるよ

りも、移動が必要な高齢者が必要な時に自宅に来てくれるバスは、コスト削減にもつながる。移動（モビリティ）

における社会課題の解決や新しい価値創造を可能にするMaaS（Mobility as a Service）はデジタル時代の新しい

交通サービスである。

次に、居住地域において道路の陥没や障害物の撤去が必要になった際に、車載カメラで撮影した画像と道路舗

装の損傷を機械学習により自動抽出することによって、道路パトロールの拡充が図られ、効率的な道路舗装損傷

を把握できるようになった。これまでは直接人が現場に行って対応していたが、データ化されて効率化できるよ

うになっている。千葉市では、市内で起きている様々なこうした課題を「ちばレポ」を通して、市民が直接行政

に報告することによって住みよい街づくりを目指しており、市民と行政の間の情報共有が進んでいる。

このほか千葉市では、少子高齢化、市民の価値観・ライフスタイルの多様化など社会環境が変化する中、ICT

や限られた人的・経済的資源を有効に活用することにより、市民サービスの維持・向上、行政運営の効率化を推

進している。AI-OCR技術と、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）技術を組み合わせることで、

紙を使用した業務の効率化を行っている。たとえば個人住民税、法人住民税の業務を対象に、AI-OCRによる対

象帳票の読取精度及びAI-OCR／ RPAによる職員の業務時間の削減効果を測定したところ、個人住民税では、

年間で約600時間もの削減効果を得ることができた。

人口約7万人の長野県塩尻市では、保育業務についてAI・RPAを活用した業務の効率化の取り組みを行った。

現行の業務プロセスは、まず紙による申し込み手続きを行い、その内容に従って手入力を行う。そして手作業に

よる調整を行い、決定された保育所は該当者に電話連絡し、記録にまとめる。これがAI・RPAを使って申し込
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み受付業務を電子化し、電子申請データを自動連携することで業務時間を大幅に削減することができた。さらに、

手作業で行っていた対象児童に対する調整を、AIを活用した希望園と案内園のマッチングに切り替えて、作業期

間と時間を大幅に短縮することに成功したという。AIの処理時間は約15秒で終わり、マッチング率は約98％とい

う成果があった。職員体制は6人から4人となり、延べ人数は64％削減できたという。保育所の入所手続きに関す

るAIの導入は、さいたま市でも同様に行われている。ゲーム理論を作った最適化ロジックを活用したことで、人

手で1500時間かかっていた作業がわずか数秒で完了したことからも先端技術活用の効果は明白である。

大阪府では戸籍に関する届け出・問い合わせについての審査・判断を、ベテラン職員の技をAIに機械学習さ

せることで、新人でも審査・判断が可能になるなど、有効性が確認されている。これは団体の規模や能力、職員

の経験年数にかかわらず、ミスなく事務処理を行うことにもつながる。

熊本県宇城市は、2005年の5町合併以降、年々人口が減少しており、生産年齢人口の減少や独居高齢者の増加、

人手不足、税収減少が課題となっていた。これらを背景に、2016年には熊本地震が発生し、復旧・復興業務で業

務量が増加することによって人材不足に陥り、その解消策としてRPAを導入するに至った。内部管理業務（期間

外申請）で約2，700時間超の業務削減効果も報告されている。同時にIoT活用も積極的に行っている。豪雨・台風

等の発生が予測される場合や大規模地震が発生した場合に、輻輳する市職員からの災害現場の報告、国や気象

会社等が発信する道路・交通・気象情報等をデジタル化し市災害対策本部へ一元的に集約し、関係者がいつでも

把握できるような仕組みや、指定避難所に避難した被災者が必要となる気象・災害情報、救援物資、行政情報な

どを、デジタルサイネージを通じて提供できるシステムを構築している。

このように、地方自治体ではAIやRPAを導入することで、これまで多くの時間と労力をかけてきた作業が僅

かな時間で作業できるようになり、その作業に必要とされた人材を他の業務に再配置することも可能になった点

でメリットがある。さらに、各自治体が抱える社会課題の解決にも貢献できる多様な使い方があることに気づく。

超高齢社会の到来で地方自治体の行政職員数が減少する中、業務効率化やコスト削減のみならず、よりよい行政

サービスを提供できる意味において、ICT投資でプラスになってもマイナスにはならない。

４　ICTの最適活用で自治体に求められるもの

このように、地方自治体によって成功事例は増えつつも、解決すべき課題は残っている。総務省が全都道府県・

市区町村を対象に「地方自治体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等調査」（平成30年11月）を実施した。

その結果によると、AIを一業務でも導入している団体は、都道府県で約36％、指定都市で約60％、その他の市区

町村で約4％であり、RPAを一業務でも導入している団体は、都道府県で約30％、指定都市で約45％、その他の

市区町村で約3％であった。指定都市以外の市区町村においては、AIの導入予定もなく、検討もしていない市区

町村が約7割ということで、AI・RPAともに指定都市・中核市等の人口が一定規模以上の自治体を中心に導入さ

れ、小規模な自治体では導入が進んでいないことが分かる。導入が進まない理由はなぜか。深刻な課題は、職員

による「何から取り組めばいいのかが分からない」、「どのような業務や分野で活用できるのかが不明」、「導入効

果がわからない」、「AIやRPA技術の理解が困難」、「取り組むための人材不足」との回答が多かった。これでは、

自治体の先端技術活用に格差が広がる一方である。

たしかに地方自治体にとっては、限られた財政予算の中で、明確な投資効果や評価基準が定まらない中、AIや

RPA投資判断を委ねることは難しいだろう。一例として、総務省による平成29年度当初予算における全市区町村
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の情報システム経費の合計は4,786億円だが、市区町村を人口規模別に分類して一人当たり経費の平均を見ると2

万人未満の自治体で11，724円、2～5万人未満が4，071円、5～10万人未満が3,675円というように人口が少ない自治

体での一人当たりの負担がそれ以外の自治体に比べて3倍前後ある。人口規模が小さく、高齢化が進む自治体こ

そ、スマート化を進めなければならないはずだが、一人当たりの負担が増えてしまうわけである。

2018年から筆者も委員を務めた総務省自治行政局による「地方自治体における業務プロセス・システムの標準

化及びAI・ロボティクスの活用に関する研究会」でも議論された業務プロセス・システムの標準化・共有化は、

共同利用が可能になれば、より安価に導入することが可能になる。したがって、各自治体がカスタマイズしてバ

ラバラに導入するのではなく、複数自治体が利用できる仕組みを作ることが大事であり、システムの更新時期や

業務プロセスの相違も理解しながら、コスト削減、住民サービス向上、高いセキュリティ水準の確保を目指して

いくことが今後の課題となるだろう。

さらにAIやRPAの導入には新たなICT人材が必要である。官民問わず2025年の崖といわれる「デジタル・ト

ランスフォーメーション（DX）」でも露呈した深刻なICT人材不足を背景に、一から育成できる余裕がすべての

地方自治体にあるとは限らない。したがって、現在ICT分野に精通しているCIO、ならびに首長の理解が第一義

的課題である。DX導入の旗振り役となる首長やCIOの役割が期待される。一方、こうした人材を外部から任用

している自治体数は、都道府県で10団体、市町村は31団体のみに留まっていることから、迅速な人材育成と官民

連携の両輪が望まれるところである。

言うまでもないが、首長＝CIO統合・連携という認識のもとでは、CIOのコア・コンピタンス（中核的能力）

で最も重要なものは「リーダーシップ」とも言われている。AI等の先端技術を導入する決定権を担う人材が技

術と経営に精通したCIOであるためだ。CIOには取得すべきコア・コンピタンスとしてリーダーシップに始まり、

ICT人材の育成、ビジネス戦略、デジタル・ガバメント、調達、先端技術の活用、セキュリティ対策、リスク管

理等、次表の通りである。

スマート自治体に最適なCIOコア・コンピタンス
　1. 政策と組織
　2. リーダーシップと管理能力
　3. プロセス・変革の管理
　4. 情報資源戦略・計画
　5. IT 成果評価のモデル・手法
　6. IT プロジェクト／プロジェクトマネジメント
　7. 資本計画と投資評価
　8. 調達
　9. 電子政府
10. 情報セキュリティと情報保護
11. 全体最適
12. 技術経営と評価

出典：筆者作成
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スマート自治体として成功を目指すには、CIOをリーダーとしたトップダウンによって、組織改革を行う

ことが大事である。今後、AI・RPAなどの先端技術を導入するにあたり、これまで提携業務を担当していた

職員をより付加価値の高い業務や成長分野の高い業務に最適配置していかなければならない。こうした作業

は、CIOコア・コンピタンスの中でも優先順位の高い「組織改革」に起因するものである。CIOのリーダーシッ

プの下で全体最適を進め、ドラスティックにDXを推進していくことが必要である。さらにシステムの構築

や保守管理といった守りの分野は効率化しつつ、地域経済の活性化に寄与する攻めの分野に集中して人的・

財政的資源を投入していくことも、自治体には求められる。

５　今後の展望―AI・5Gスマート自治体の確立に向けて

5GやAI、IoTなどの先端技術が普及するデジタル社会時代においては、都市と地方という発想はもはやなく

なるだろう。都市だからできて、地方だからできないということはなくなる。一方で、デジタル社会の到来によっ

て自治体格差も拡大する。首長、あるいはCIOのリーダーシップによって、技術を活用してよりよい行政サービ

スやアプリケーションを実装できる自治体と、そうでないところの差が明確になる。地域にある高等教育機関や

人材、若者といった人的資源や民間と共創することも一考である。自治体が抱える多くの社会課題がICTで解決

できることがあることを念頭に、積極的なICT投資は有意義であろう。地方発の新しいデジタル社会が誕生する

のも遠くはない。技術、人材が結集し、人間中心の新デジタル社会は地方から生まれるケースも出現するだろう。

農業、林業などの第1次産業やヘルスケアなどのサービス産業も共に地域経済の貢献に期待できる。

今、世界中でスマートシティブームが起こりつつある。世界的な都市化現象による一極集中を是正するための

新しいデジタル都市である。途上国といわれる中国やインドネシア、ベトナムでも未来都市構想のスマートシティ

化が着々と進展しており、行政のデジタル化や、渋滞緩和のためのMaaS指向都市を築こうとしている。

日本の役割はいずれ地球規模課題となる超高齢社会においてデジタル化した市民中心のスマート・デジタル自

治体のモデルを創り、ASEANなど世界への先進事例を示

すことである。地理的にも類似性のあるASEANに日本モ

デルを輸出展開することは日本の成長戦略の一端を担うこ

とになる。AIやRPAを活用してサービスを効率化し、生産

性を高めて「地域力」を向上させることだ。テクノロジー

を活用した生産性向上・コスト削減によって生まれた余力

を、行政サービス向上に再投資する、いわゆる「サービス・

イノベーション」が鍵を握る。DXの実現には行政サービス

の受け手である市民中心のスマート自治体の構築が大事で

あることを忘れてはならない。これにより、その延長線上に

スマート・デジタル自治体が構築できよう。
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地方自治体のAI の導入状況
 ～導入している業務例～ 

機能別（主なもの）
音声認識 

■ 会議録作成支援システム 
■ 自動翻訳システム 

チャットボットによる応答 

■ チャットボットによる行政サービスの案内
■ 多言語AI チャットボットサービス 
■ LINE を活用した対話型サービス 
■ 子育て相談のためのAIを活用したチャット窓口の
 　開設
■ 観光・文化・都市経営情報の総合案内コンシェルジュ
■ AI を活用した移住・定住に関する自動対話型の
　 FAQ機能 

画像認識 

■ 画像認識による歩行者通行量調査 

マッチング 

■ 保育所の入所選考業務、保育園の入園AIマッチング

分野別（主なもの）
健康・医療 

■ 健康情報関連業務 
■ 文字認識による予防接種予診票のデータ化 
■ 国民健康保険レセプト点検業務 

児童福祉・子育て

■ 保育所の入所選考業務、保育園の入園AIマッチング 
高齢者福祉・介護 

■ 聴覚障害者との会話に利用する音声文字変換表示 

土地利用・都市計画 

■ 画像認識による歩行者通行量調査 

観光 

■ 観光案内多言語AI コンシェルジュの導入

横断的なもの

■ 会議録作成支援システム 

地方自治体のＲＰＡの導入状況
  ～導入している業務例～ 

分野別（主なもの） 

住民異動 

■ 転入通知業務 
■ コンビニ交付集計事務 

地方税 

■ 個人市民税の当初課税業務 
■ 法人市民税の賦課業務 
■ 法人市民税の還付業務 
■ 軽自動車税新規登録事務 

健康・医療 

■ 重度心身障害者医療費の助成事務 
■ 特定健診の受診券の再交付事務 
■ 国民健康保険料にかかる所得申告書入力業務 

児童福祉・子育て 

■ 私立幼稚園等入園料補助金支払業務 
■ 保育園新規申込業務 
■ 子ども子育て支援システム入力事務 

高齢者福祉・介護 

■ 要介護申請における一連業務 
■ 後期高齢者保険料決定通知書 

財政・会計・財務 

■ 臨時職員の賃金支払業務 
■ 職員の超過勤務管理業務 
■ 通勤手当に係る距離測定 
■ 財務会計システムにおける支払事務 

組織・職員 

■ 職員の超過勤務管理業務 

その他 

■ 総務省や都道府県等からの各種照会 業務 （地方交
　 付税の基礎数値照会、地方公務員給与実態調査等） 
■ 各種統計資料の集計 

出所：地方自治体における業務プロセス・システム
の標準化及びAI・ロボティクスの活用に関
する研究会


