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羅　針　盤

羅
針
盤
長南町長　　平　野　貞　夫

困難を好機に変える発想の転換を

長南町は、県のほぼ中央部に位置し、温暖な気候

と清らかな水に育まれた美しい里山が広がる自然豊

かな町です。その里山に抱かれるように暮らす人情

味あふれる人々が、守り育んできた田園風景は、ま

さに日本の原風景とも言うべき趣があり、先人から

受けついだ文化や歴史に彩られた社寺など、多くの

文化財がある歴史文化の香り高い町でもあります。

平成２５年に完成した圏央道・茂原長南インター

チェンジにより、利便性が飛躍的に向上し、都心か

らわずか６０分でこれらの里山を満喫していただく

ことができます。

一方で、本町では人口の減少・高齢化と言った、

過疎地域ならではの課題も抱えております。農業の

担い手不足や、耕作放棄地の増加などの諸問題が表

出しているのも事実でありますが、逆にこれを好機

と捉え、各種施策を実施してまいりました。

まず、２年前の統廃合で廃校となった４小学校に

企業を誘致すべく、県や金融機関と連携を図りつつ

事業を実施してまいりました。現在までに３小学校

について活用が決定し、撮影スタジオ・団体向け宿

泊施設・中古ＩＴ機器の販売及びサポート事業な

ど、さまざまな形で活用いただいており、地域にも

新しい風を呼び込んでいるものと考えています。

また、東京家政大学は、校祖・渡邉辰五郎の生誕

地が本町であることから、教育分野はもとより、産

業・保健の分野に至るまで、多方面にわたる連携を

深化させているところでもあります。

このように、これからの町づくり、或いは財政の

健全化は、民間活力との協働が重要になってくるも

のと考えておりますので、職員の皆さんには、ス

ピード感を持った課題解決への取組を期待していま

す。私自身も職員と一体となり、これからの重要な

転換点の中で、バランス感覚と失敗を恐れぬチャレ

ンジ精神を持って職務にあたる所存であります。
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 特  集

PART1　「ICTの活用で何が変わる」
早稲田大学電子政府・自治体研究所　教授　　岩﨑　尚子（いわさき　なおこ）  

早稲田大学博士（国際情報通信学）
専門は「CIOコア・コンピタンス、ICT人材育成」「デジタル・ガバメント」「超高齢社会におけるICT利活用（シ
ルバー ICT問題）」「災害対策とBCP」「女性とICT」「スマートシティ」など。
現在、NPO法人国際CIO学会理事長、総務省政策評価審議会委員、シンガポール南洋理工大学ARISE諮問委員、
APECスマート・シルバー・イノベーション委員長などに就任。
これまで総務省研究会「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」や「行政イノベーション研究会」委員等に従事。

「国際ITリーダー賞」（2015年）、「女性CIO・ICTリーダーシップ賞」（2017年）各賞ともにInternational 
Academy of CIOより受賞。
著書は「2030年日本経済復活へのシナリオ　15人のリーダーが語る日本の未来」（2018年）、「超高齢社会の未来　
IT立国日本の挑戦」（2014年）いずれも毎日新聞社、「A decade of World e-Government Ranking」（2015年オ
ランダIOS出版）等多数。

PART2　「自治体におけるデータ利活用と地域IoT実装の推進」
総務省情報流通行政局地方情報化推進室 

PART3　「AI・RPA導入による働き方改革の実践」
早稲田大学政治経済学術院　教授　　稲継　裕昭（いなつぐ　ひろあき）  

大阪府生まれ。京都大学法学部卒。京都大学博士（法学）。大阪市職員、姫路獨協大学助教授、大阪市立大学教授、
同法学部長などを経て、2007 年より現職。専門は行政学・地方自治論・公共経営論。総務省「応援職員の派遣
の在り方に関する研究会」座長、内閣人事局「管理職のマネジメント能力に関する懇談会」座長、地方税共同
機構運営審議会会長、日本都市センター評議員、公務人材開発協会理事ほか公職多数。

著書・編著として、『自治体の人事システム改革―ひとは「自学」で育つ』『プロ公務員を育てる人事戦略―職
員採用・人事異動・職員研修・人事評価』『自治体行政の領域―「官」と「民」の境界線を考える』『評価者の
ための自治体人事評価 Q ＆ A』（ぎょうせい）、『日本の官僚人事システム』『人事給与と地方自治』『行政ビジネス』

『震災後の自治体ガバナンス』（東洋経済新報社）、『公務員給与体系序説―給与体系の歴史的変遷』『地方自治入
門』（有斐閣）、『自治体ガバナンス』（放送大学教育振興会）、『シビックテック―ICT を使って地域課題を自分
たちで解決する』『（翻訳）テキストブック政府経営論』（勁草書房）、『現場直言！プロ公務員の変革力―成功を
もたらす７つの力』『この一冊でよくわかる！自治体の会計年度任用職員制度』（学陽書房）、『東日本大震災大
規模調査から読み解く災害対応―自治体の体制・職員の行動―』（第一法規）、ほか多数。

現在、人口減少や少子高齢化、公共施設の老朽化等、様々な課題を抱える自治体に
おいて、ICT（情報通信技術）を最大限に活用して課題解決に結び付けることが期待さ
れております。また、それと同時に、ICT に対する専門的な知識や技能を有する人材
の育成も求められております。
そこで本号と次号では、ICT の基礎知識をはじめとして、国の ICT 推進化施策や自
治体での取組事例について専門家の方々にご執筆いただきます。
本号が ICT活用の理解を深めるための一助となることができれば幸いでございます。

特集 『自治体における ICTの活用（上）』
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自治体における ICT の活用 PART1

ICTの活用で何が変わる

早稲田大学電子政府・自治体研究所
教授　岩﨑　尚子

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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特  集 自治体における ICT の活用（上）

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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ICT の活用で何が変わる PART1
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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特  集 自治体における ICT の活用（上）

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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ICT の活用で何が変わる PART1
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
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自治体におけるデータ利活用と地域 IoT 実装の推進 PART2

自治体におけるデータ利活用と地域IoT実装の推進

総務省情報流通行政局地方情報化推進室

○はじめに

日本の総人口は2008年をピークに、以降減少を続けています。さらに、地方では若者の流出が見られ、今

後働き手の減少が一層深刻化することが予想されます。労働力が限られる中でも、住民に必要不可欠な行政

サービスを提供し続けていくためには、データやICTを上手に活用し、より効率的・効果的な行政運営を進

める必要があります。総務省では、自治体におけるデータやICTの利活用による業務効率化や住民サービス

の向上を推進するため、様々な取組を実施していますので、本稿にてご紹介します。

○地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック

様々なモノがインターネットに接続されるIoT化が進む現代、スマートフォンなどの普及も相まって、デー

タの流通量は爆発的に拡大しています。こうした膨大なデータ、いわゆるビッグデータを利用した新サービ

スが続々登場し、GAFA（Google, Apple, Facebook, Amazonの頭文字をとった呼称）のような企業がビッグ

データ活用により個人の嗜好に応じた商品・広告の提示やデータに基づくサービス改善等を行い、世界を席

巻しているなど、データの重要性が飛躍的に高まっています。

こうした中、自治体は長年の積み重ねにより、住民データや業務データ等の多くのデータを保有していま

す。自治体でも、保有データを整理・分析し、有効活用することで、行政サービスの生産性の向上や住民サー

ビスの質の向上、データに裏付けされた根拠に基づく政策立案・評価などを進めることが可能になります。

ただし、データは、そのままでは使うことができません。紙情報からデジタル化して、形式の統一や誤った

データの修正、また、自治体の保有データには個人情報も多く含まれることから、その適切な取扱いについ

て確認・検討するなど、活用する前に一定の整理が必要です。

総務省では、自治体が保有するデータについて、個人情報の保護にも配慮しつつ、部局・分野横断的に活

用して、効果的な政策立案や住民サービスの向上等に取り組むための手引書として、「地方公共団体における

データ利活用ガイドブックver1.0」を策定し、2018年６月に公表しました。

さらに、2018年度は、自治体がデータ活用を進める際に直面する主な課題を全国の自治体から募集し、相

談会を開催して対応方法の例を検討・整理しました。また、自治体職員が地域課題解決にデータ分析を活用

できるスキルを身につけるためのデータ活用人材育成研修プログラム「データアカデミー」を自治体職員自

ら計画・実施できるよう教材等を整理し、ガイドブックver2.0として公表しています。

ガイドブックでは、データを利用するための手続だけでなく、自治体におけるデータを活用した行政サー

ビスと参考となるような、先進的な事例の紹介もしていますので、自治体の情報担当職員のみならず、様々

な分野を担当される原課の皆様もぜひご一読ください。
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＜報道資料：「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック Ver.2.0」の公表＞
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000212.html

○革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業

データ分析・活用手段を検討した際に、AIやRPAなどの革新的ビッグデータ処理技術を活用することが

考えられます。しかし、現在、自治体において、AIは一部機能しか活用されておらず、RPAは実証的導入

が多く実装に至っていません。総務省が実施した「地方自治体におけるAI・RPAの実証実験・導入状況等

調査（2018年11月１日現在）」によれば、AIを１業務でも導入している（実証実験含む）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％。活用しているAIの機能は、都道府県は音声認識

（AIを活用した議事録作成等）が多く、市区町村においては、チャットボットによる応答が半数以上を占め

ています。このように、AIについては、一定の活用は見られるものの、活用されている機能はその一部に限

られています。また、RPAを１業務でも導入している（実証実験含む）団体は、都道府県で約30％、指定都

市で約40％、その他の市区町村で約３％でした。しかしながら、都道府県・市区町村ともに、行政改革や情

報政策を所管している部局等でRPAを実証的に導入している傾向にあり、一定の活用は見られるものの、依

然実装は進んでいません。AI・RPAの導入に向けた課題としては、「どのような業務や分野で活用できるか

が不明」、「導入効果が不明」、「参考となる導入事例が少ない」という回答が多数ありました。

現在、自治体のネットワークは「自治体情報システム強靱性向上モデル」（平成27年総務省公表）に基づき、

マイナンバー系、LGWAN系、インターネット接続系の「３層の構え」がとられているところ、活用されて

いるAIの多くは、インターネット接続系から民間のAIサービスを活用するものとなっています。当然、民

間のAIサービス、特にパブリッククラウド上のAIサービス（以下「クラウドAI」という。）を活用すれば、

自治体からすると自前でサーバ等を持つ必要がなく、比較的安価に導入可能です。しかしながら、インター

ネット接続系からサービスを活用するとなると、公開データの活用にとどまるため、AIの活用範囲は限定さ

れてしまいます。

また、保育所利用調整AIやケアプラン作成AI等、自治体の内部データを活用する事例もありますが、こ

れらは、自治体が管理するネットワーク上にシステムを構築したもの（オンプレミス）となっています。オ

ンプレミスであればセキュリティ上の安全性は確保されますが、自治体が独自でサーバ等を持つ必要がある

ため高額となるとともに、他団体等とのデータ連携やサービスの共有は困難となります。さらには、高額な

オンプレミスのAIサービス導入が可能な自治体でしかサービス開発が進まず、AIサービスの選択肢が限定

的になってしまいます。

こうした課題を解消するため、総務省では「革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業」の中で、クラ

ウドAI標準化実証を実施して、自治体が安心して利用できるクラウドAIの開発及び自治体職員の業務端末

（LGWAN接続系）からセキュアに利用できるパブリッククラウド規格の確立に向けた実証を実施しています。

実証内容は、複数自治体と事業者のグループによる提案公募を実施し、12件の応募の中から次の３件を採

択しました。

①　福祉関係情報の集積・AI分析等による市民サービス高度化実証事業（DV、虐待、孤独死等の潜在要

支援対象者の発見・支援）：会津若松市、橿原市、（株）BSNアイネット、アクセンチュア（株）

②　クラウドAIによる行政情報・健診情報等分析実証事業（AIを活用した EBPM（根拠に基づく政策）

推進、未来の市民を脅かすリスクの早期発見・早期対応）：姫路市、つくば市、（株）ATLシステムズ



11クリエイティブ房総　第98号

自治体におけるデータ利活用と地域 IoT 実装の推進 PART2
③　AIによる自治体業務総合支援実証事業（膨大な通達文書・業務マニュアルの高度検索・関連文書紐付

検索、事務ミス防止等）：北九州市、下関市、(株）日立製作所

今年度これらの実証を行った上で、その成果については総務省において集約し、自治体におけるクラウド

AIの導入手順や調達に当たっての標準仕様書、個人情報の取扱い手順等をとりまとめ、「自治体AI活用ガイ

ドブック（仮称）」として公表する予定です。

この実証により、自治体システムからのクラウドAIの接続・規格を標準化することで、自治体が共同で使

えるクラウドAIサービスの基準が確立されるため、多様な事業者が基準を満たしたAIサービスを提供でき

るようになります。するとサービス競争が進み、自治体は多様かつ安価・安心なクラウドAIサービスを利用

できる環境が整うことが期待されます。

また、AIにより業務が高度化する一方、業務を効率化するための技術としてRPAがあります。そもそも、

RPA（Robotics Process Automation）とは、ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化のことを指

し、システムとシステムの間で「人」が実施している処理（入力・転送等）を「ソフトウェア」が代行処理

するものです。自治体には、人口減少による人材や財源の不足や、働き方改革の推進、制度の複雑化・要求

水準の上昇による業務量の増加、時期ごとの繁閑への対応などの課題があり、現在ももちろん、今後の更な

る人材難に向けても業務効率化が必須です。そこで、RPAをうまく導入することにより、RPAに任せられる

単純業務はRPAに任せ、希少な人材は新たな業務や高付加価値業務に注力することが可能となります。

RPAについては各自治体において既に実証が進んでいるため、今後は実装を加速化するため、総務省では

「革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業」の中でRPA導入補助事業を実施しています。これは、地方公

共団体（都道府県、市町村（特別区含む））を交付対象とした補助金であり、RPA導入のための初期費用（事

業費上限800万円）のうち1/3を補助（＝交付上限266.6万円）するものです。令和元年度については82団体を

採択しました。採択団体におけるRPA導入の成果については、自治体RPA導入事例集にとりまとめ、来年

度公表する予定ですので、ぜひご活用いただければ幸いです。また、RPAの導入効果が見込まれる分野への

RPA導入を横展開するため、地方単独事業として実施するRPAの実装に要する経費についての特別交付税

措置も令和元年度から創設しています。今年度の募集は終了していますが、次年度以降の支援策についても

検討中ですので、国からの周知等をご確認ください。

＜報道発表：「革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業」（RPA補助・AI実証）に係る採択候補団体及び
実証グループの公表＞

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000213.html

○オープンデータ研修

自治体が保有するデータは、庁内で利用するための住民データや業務データのような非公開データだけでな

く、オープン化や統計処理等を施し、個人性のないデータとして庁外に公開するオープンデータがあります。

平成28年12月から施行された官民データ活用推進基本法により、自治体に対し、オープンデータの推進が

義務付けられました。これを受けて政府として、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基

本計画において、「2020年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率100%」という目標を掲げています。

オープンデータを活用した課題解決の一例として、高等専門学生らが開発したアプリがあります。このア

プリは自治体（名古屋市）の保有する街路灯に関するデータを活用し、街路灯の場所を地図上にヒートマッ

プ化して明るいルートを案内するものです。このアプリにより、市民に対し、暗い夜道を歩かなくても目的
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地に着くことが安心を提供できます。さらに、このシステムは静岡県に横展開されています。このように、

自治体だけで抱えていたデータをオープンにすることで、民間の手によって、新たなサービスが生まれ、生

産性向上や経済の活性化になります。また、情報公開請求が多い物の中にはオープンデータ化することがで

きるものもあるでしょう。こういったデータをオープンにすることで、職員の負担軽減に繋がるだけでなく、

行政の透明化が進み、行政の信頼度が向上するといった効果もあります。

しかし、オープンデータに取り組む自治体数は2019年６月時点で595団体（内閣官房IT総合戦略室調べ）

と全体の約33%に留まっています。自治体がオープンデータに取り組むに当たっての課題として、メリット・

効果が不明確、人的リソース不足などが挙げられています。

そこで、総務省ではオープンデータを推進する自治体職員を育成するため、必要な知見・技術を体系的に

習得できる研修を平成30年11月から全国各地で実施、オープンデータの取組に結びつけるところまで継続的

に支援してまいります。研修には２種類あり、都道府県毎に管内の複数の市区町村が参加し、地域でオープ

ンデータを推進する人材を育成する「オープンデータリーダ育成研修」（リーダ研修）と、このリーダ研修

を受けた団体のうち、意欲が高い団体において、オープンデータ化を支援する庁内研修があります。このよ

うに研修受講後も継続してオープンデータの取組を支援する環境を整備し、自治体のオープンデータの取組

を推進しています。昨年度のリーダ研修における受講後アンケートでは85.1%の方から役に立つとの回答を

いただいています。これら研修で使用した教材や、研修と同様の内容が学ぶことができるe-learning環境、

Q&A、相談窓口がご利用いただけるポータルサイトを準備しています。相談窓口では、オープンデータ研修

に関することだけでなく、オープンデータ全般に関するお問合せも受け付けています。

＜報道資料：「オープンデータ研修ポータル」の開設＞
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000224.html

○自治体CIO育成研修

また、総務省では、（一財）全国地域情報化推進協会（APPLIC）と共催により、自治体における情報シス

テムの適切かつ安全な管理、業務の効率化、効果的な地域情報化の展開などに資することを目的として、「自

治体CIO育成研修」も実施しています。

毎年度、夏（8/26～8/30の５日間）にはIT投資評価・ガバナンス編、冬（11/11～11/15）には全体最適化

と調達・運用設計編として、自治大学校にて泊まり込みの研修を行います。今年度からは、夏・冬それぞれ

の１コマとしてRPAの使用方法が実践的に学べるハンズオン講座を新設いたしました。冬の研修は秋頃に

APPLICのホームページで募集予定ですので、ぜひご確認ください。

○地域 IoT 実装推進事業

総務省はデータの利活用推進だけでなく、ICT/IoTの地域実装に向けた総合的な支援も実施しています。

ICT/IoT実装に向けた自治体の取組状況について、総務省が自治体にアンケートをとった「地域IoT実装

状況調査」（2017年度末時点）では、ICT/IoTの実装について、「既に取組を実施している」団体は増加傾向

にあるものの、272団体に留まっています。また、ICT/IoTの実装について、「実施している」「検討している」

「関心がある」とする団体は９割を越えるものの、「関心があるが、特段の取組を行っていない」団体が多数

存在しています。実装を進める上での課題は、主に予算の制約や人材の不足、情報の不足、推進体制の未確

立が挙げられています。
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財政支援として、総務省では、IoT等の利活用による成果を日本全国の地域の隅々まで波及させるため、「地

域IoT実装推進タスクフォース」を平成28年9月より開催し、地域課題の解決につながる「生活に身近な分野」

を中心として、地域におけるIoTの実装に取り組むための具体的道筋を提示するための「地域IoT実装推進

ロードマップ」を策定いたしました。このロードマップにおける「分野別モデル」の一層の普及展開を推進

するため、分野別モデルの横展開に取り組む地域に対して、初期投資・連携体制の構築等にかかる経費を補

助する「地域IoT実装推進事業」を実施しています。都道府県及び指定都市を除く自治体及び民間事業者等

を対象として、事業費の1/2（補助上限2,000万円）を補助するものです。また、地域IoT実装推進事業（国

庫補助事業）と連携して、地方単独事業として実施するIoT実装に要する経費について、特別交付税措置を

講じることとしており、補助事業とあわせて来年度も引き続き要求していく予定です。

＜報道資料：平成31年度予算「情報通信技術利活用事業費補助金（地域IoT実装推進事業）」に係る提案の公募＞
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu06_04000156.html

○地域情報化アドバイザー

また、人的支援の一つとして、総務省では、ICTを使って「何かしたい、何かしなくては」をいう意識を、「ま

ず、やってみる」に変えるきっかけとして、「地域情報化アドバイザー派遣制度」を運用しています。この制

度は、ICTやデータ活用を通じた地域課題解決に精通した専門家を「地域情報化アドバイザー」として委嘱し、

地方公共団体等からの求めに応じて派遣することで、ICT利活用に関する助言等を行う事業です。2010年度

から実施して、派遣団体数は年々増加し、2018年度は237団体へ派遣を実施しています。また、今年度より、

AI・RPA・データ活用等に知見のある有識者（先進自治体職員、大学教員、CivicTech等）として計52名を

新規追加し、計207名を地域情報化アドバイザーに委嘱しています。

今年度の募集はすでに開始し、毎月末を締切りとして随時申請を受け付けています。昨年度はあまりの人

気のため11月頃に募集を終了しましたので、ご興味がありましたら、URLから詳細をご覧いただき、お早め

にご応募ください。

＜報道資料：平成31年度「地域情報化アドバイザー」派遣申請の受付開始＞
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000209.html

○ ICT地域活性化大賞

さらに、全国的な普及促進活動として、総務省では、地方が抱える様々な課題を解決し、地域を活性化す

るため、それぞれの地域において行われているICTを利活用した取組の中で、高い効果が認められる事例、

全国に横展開が見込まれる事例等に重点をおいた上で、先進的な事例を募集し、優れた事例について表彰を

行う「ICT地域活性化大賞」を実施しています。大賞/総務大臣賞１件、優秀賞３件程度、奨励賞数件程度、

その他特別の賞（該当がある場合）を授与し、受賞した事例については、総務省が様々な手段（横展開補助

の対象への追加等）により、全国展開を後押しします。毎年度秋～年明け頃にかけてICT地域活性化大賞の

募集を行いますので、奮ってご応募いただけますようよろしくお願いいたします。

＜報道資料：「ICT地域活性化大賞2019」受賞案件の発表＞
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000206.html
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○おわりに

自治体におけるICT利活用を推進するための総務省の様々な取組を御紹介させていただきましたが、疑問

点やより詳細に知りたい点ありましたでしょうか。何かありましたら、ぜひ「ICT地域活性化サポートデス

ク」までお問合せください。

このサポートデスクは、地域情報化（ICTの実装や地方公共団体が保有するデータの活用等）を支援す

るために総務省が2018年4月に設置したものです。「地域IoTや地方公共団体のデータ活用先進事例を知りた

い」、「国の支援制度等について紹介してほしい」、「法令、条例等各種制度について教えてほしい」等のお悩

み・ご質問を受け付けております。

＜報道資料：「ICT地域活性化サポートデスク」等の開設＞
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000162.html

また、本稿でご紹介した取組や、自治体等でのICT活用優良事例等については、ICT地域活性化ポータル

サイトに掲載しております。

＜※ポータルURL※＞
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/index.html

総務省では、これからも、多様なニーズに沿った自治体・地域におけるICTやデータの利活用支援に取り

組んでまいりますので、ぜひ積極的にご活用いただければ幸いです。



15クリエイティブ房総　第98号
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 AI・RPA導入による働き方改革の実践 

早稲田大学政治経済学術院  教授 　稲継　裕昭

１　自治体業務の担い手の減少と業務量の増大

日本の自治体の職員数は、悉皆調査が始まった1963年以降1980年代初めまで増加傾向にあったが、その後
増加が止まり、2000年代以降減少傾向が続いている。

1960年代、70年代は高度経済成長に伴う事務量の飛躍的増大に伴って組織の膨脹が一貫して見られた時期
である。地方自治体職員総数は1963年に211.0万人（うち教育公務員、警察官を除く一般職員は124.8万人）だっ
たのが、1983年には323.1万人（同201.5万人）と、53％（同61％）増加している。高度経済成長は大規模な行
政需要を引き起こすとともに，そのひずみの中で増加して来た弱者対策、つまり福祉施策による行政需要増
をももたらした。対応するべき国の各省庁では総定員法のしばりがあったため、新規事業は地方への機関委
任事務等により対応することとなる。受ける側の地方自治体では、機関委任事務の増加による特定部門の処
理業務の増加、職員数の大幅な増加、さらにこれに伴う統轄部門の処理業務の増加、一般管理部門の職員増
をも間接的に引き起こしたのである。

ところが、第２次臨調（1981-83年）期になり、地方も行政改革を進めることを余儀なくされ，多くの自治
体で職員定数を凍結するなどの措置がとられた。その結果，職員数増は収束し，その後ほぼ横ばい状態が続
いた。1993年の総職員数は327.1万人（同206.0万人）だった。この間も業務量の拡大基調は続いていたが、一
部の業務をICT化により代替したり、民間委託等により代替したりして、職員数を増やさないで対応するよ
うに工夫が進められてきた。

その後、自治体の財政難などから、職員数は徐々に減少傾向に向かう。2003年には311.7万人（同197.1万人）、
2013年には275.8万人（同164.3万人）1となっている。

1994年からの総職員数の推移を見たのが、図表１である。

 図表１  地方自治体の総職員数の推移（1994年～2018年）（定員管理調査） 

部門別にみると、図表２のような傾向となっており、一般行政における減少が著しいことがわかる。

資料出所：平成３０年地方公共団体定員管理調査結果の概要（平成３０年４月１日現在）
http://www.soumu.go.jp/main_content/000608434.pdf　　（図表２も同じ）

1 これまで挙げた数値は、総務省の地方公務員給与実態調査結果に基づくものであるのに対して、以下に挙げる数値は同省の定員管理調査結果に基づくものであって、若
干のずれがある。しかし全体の傾向を見るには支障がない程度である。
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図表2  1994年（平成6年）からの部門別職員数の推移（1994年を100とした場合の指数）

一般行政職職員数は減少していったが、業務量は減るどころかむしろ増加の一途をたどった。少子高齢化
への対応や、介護保険制度のスタートをはじめとして新たな行政課題が噴出し、自治体業務の高度化、複雑
化、業務量のさらなる増大をもたらした。地方分権の進展や市町村合併の進展もそれに拍車をかけた。自治
体現場は、PCの1人1台普及や、アウトソーシング、臨時・非常勤職員2の雇用などによって何とか凌いでき
ているが、ほぼ限界にきている自治体現場も少なくない。
「登庁時刻ぎりぎりに出勤して、まず新聞に目を通し、10時と3時のお茶の時間には談笑し、のんびり仕事

を進めて定時に退庁」といったような世間がイメージする役場職員とはまったくかけ離れた働き方になって
きた。

 
２．自治体職員の働き方とその改革

図表3は、自治体職員の残業実態の調査結果である。平均時間を示しており、特に忙しい部局での残業時間
はこのレベルでないことは、多くの自治体職員の実感だと考えられる。現に、月60時間超の残業を行ってい
る職員の割合は、ある団体では16％に及んでいた3。

図表3  地方公務員の時間外勤務の実態（2015年調査）

長時間残業はさまざまな歪みをもたらす。継続する
と、疲労、ストレスをもたらし、極端な場合メンタルヘ
ルス不調に至るケースも少なくない。また、時間経過と
ともに作業効率が低下していき、生産性は低下する。組
織として人員配置を考えた場合、時間制約のある職員―
子育て中、介護中―を恒常的な残業を行う部署に配属で
きず、また、部署内でもそのような業務を割り振りする
ことができない。時間制約のない職員がそのような部署
に配属になったり業務を割り振られたりして能力開発の
機会が与えられる一方、時間制約のある職員はキャリア
形成の機会を削がれることになる。個々人のタレントを
十分に生かす人的資源管理になっていない。

もちろん、多くの自治体では、働き方改革について、
すでに何らかの取り組みがなされている。

図表４は、全国の自治体における働き方改革（残業
削減・休暇取得・研修・評価）の状況を示したもので
ある。「定時退庁日の設定」「時間外勤務の事前申請・

承認」は、多くの自治体で取り組みがなされているが、どの程度実効性を持っているのかが問われる。都道
府県・政令市では「働き方改革に関する管理職へのマネジメント研修」「働き方に関する一般職員を対象とし
た研修」といった研修や、「管理職の評価への労務管理や働き方改革の視点導入」「一般職員の評価への効率
的な働き方の視点導入」といった人事評価に関するものや、「ゆう活」などの取り組みも進んでいる。

2 正規職員の業務遂行の代替としての非正規職員の雇用急増（45.6万人（2005年）→64.3万人（2016年）と11年で41％増）およびその運用は、さまざまな歪みをもた
らした。制度の根本的な変革が求められ、2017年の地方公務員法改正、2020年施行の会計年度任用職員制度の導入ということにつながった。

3 残業実態は自治体によるばらつきが相当大きい点は次の拙論を参照されたい。稲継裕昭「地方公務員の働き方改革」『地方公務員月報』2019年6月号、2-25頁。

資料出所：総務省「地方公務員の時間外勤務に関する
実態調査結果（2017年）から筆者作成
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図表５は、全国の自治体における働き方改革（業務効率化）の状況を示したものである。「定例的な業務の点検・

見直し」「係を超えた人員配置・応援体制の構築」「担当者が不在時に他の人が仕事を代替できる体制づくり」に
取り組んでいる団体が比較的多くみられる。さらに、都道府県・政令市では「会議運営のルール化」「サテライ
トオフィスの設置」「在宅勤務の導入」などの取り組みも進められている。このうち、定例的な業務の点検、見
直しとして、今後、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）の導入及びその前段階におけるBPR（ビ
ジネス・プロセス・リエンジニアリング）4や業務棚卸しが大きな比重を占めることになると考えられる。

 
図表４  働き方改革について、取り組みを行っているもの【残業削減・休暇取得・研修・評価】 

図表５  働き方改革について、取り組みを行っているもの【業務効率化】

資料出所：総務省自治行政局公務員部『地方公務員における 女性活躍・働き方改革推進のためのガイドブック改訂版』2019年、
http://www.soumu.go.jp/main_content/000612764.pdf、１０-11頁。

以上みてきたような取り組みは見られるものの、自治体（の特定の部局）によっては、仕事の成果よりも
労働時間の長さを重視する風土が依然として残っているところも少なくない。このような職場風土は、上述
のように、育児や介護等による時間的制約を抱える職員のキャリア形成の可能性を狭める大きな要因となっ
ている。「労働時間の長さよりも業績や業務の改善・効率化を重視する職場環境を実現していくこと」5が必要
である。そのような意識改革を進めていく必要がある。それを実現し定着させるためには、管理職の役割が
極めて重要であり、上の調査にもあったように管理職の人事評価項目に「ワーク・ライフ・バランスの推進」

「時間外勤務縮減等の実践」などを設定する自治体も増えている。
「フレックスタイム制やテレワーク、ゆう活」など「固定化された勤務時間や勤務場所にとらわれないワー

クスタイル」は、「公務能率の一層の向上と人材の確保に資するものである6」。言うまでもなく、自治体の存
在意義は「住民福祉の増進」（地方自治法第1条の２）であり、自治体における「民主的にして能率的な行政
の確保」（同法第1条）が地方自治法の目的でもある。さまざまな働き方改革は、この「能率的な行政」の確
保からも求められている。職員が健康でいきいきと働き、やりがいをもって仕事に取り組むことは、住民に
対するサービスの質の向上にもつながる。逆に、職員の健康面での不安は住民サービスの低下につながる。

4 業務プロセス全体について、詳細に分析・評価・改善を行うことを通じて、抜本的な業務効率化と利便性向上の双方を実現する取組。
5 総務省「地方公共団体における多様な人材の活躍と働き方改革に関する研究会」報告書（2017年3月）39頁。http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/

chihoukoukyou_tayou/index.html
6  同上、40頁。  
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メンタル面でのさまざまな取り組みがなされているのは、勤務している職員の労働者としての側面からのア
シストであるとともに、職員が行う行政サービスの受益者である住民のためでもある。

なお、テレワークに関しては、制度は設けているもののその利用率が低い自治体も多い。しかし、佐賀県
はテレワークの取り組みが群を抜いて進んでおり、利用率も極めて高い。成功の要因として、①簡易な実施
手続き（人事当局への手続きの省略、所属長承認で実施）、②所属長全員および全体の半数職員を対象とした
体験期間を設けたことで、メリットの実感、業務改革への問題意識が芽生えたこと、③職場の自席とほぼ変
わらないICT環境があったこと、④全職員対象のスキルアップ研修、各所属へ出向いての出前講座があった
こと、⑤各種会議資料の電子化を庁内でルール化し、また、WEBコミュニケーションツールを導入したこと、
などがあげられている7。

 
３．自治体における働き方改革とAI、RPA

自治体は24時間動いている地域の暮らしへの対応が常に求められている。仕事はいくらでも沸いてくるし、
定形外の対応も求められる。また、民間に比べれば、遵守すべき法令が多く、紙の重要性も高い（ペーパー
レスがなかなか進まない）。議会対応など、民間には存在しない業務も多くある。このような環境下で働き方
改革を進めるのは容易ではない。行政サービスの低下を招くのではないか、住民の理解が得られないのでは
ないかといった懸念が示されることも少なくない。そこで活用が期待されるのが、AI、RPAである。

上記の調査では、ICTツールの活用状況も尋ねているが、多くの団体では従来タイプの利用方法にとどまって
おり、まだ、AI・RPAの活用にまで踏み込んでいる団体は少数だった（都道府県・政令市で23.6％）。（図表６）

図表６  ICTツールの活用状況

資料出所：図表４，５に同じ。11頁。

他方、自治体では、今後、生産年齢人口の減少に伴い、働き手の確保が困難になることが予想されている。
総務省の「自治体戦略2040構想研究会」の報告では、2040年時点で、半分の職員数でも担うべき機能が発揮
される自治体となるにはどうすればよいか、と問うている（図表７）。

図表７  自治体戦略2040構想研究会第2次報告より

半分の職員数でも担うべき機能が発揮される自治体
•各自治体においては、公的部門と民間部門で少ない労働力を分かち合う必要がある。
•今後、自治体においては、労働力の厳しい供給制約を共通認識として、2040年頃
 の姿からバックキャスティングに自らのあり方を捉え直し、将来の住民と自治体職
 員のために、現時点から、業務のあり方を変革していかなければならない。
•破壊的技術（Disruptive Technologies）（AIやロボティクス等）を導入
•→新たな飛躍の絶好の機会。自治体が新たな局面を切り拓く好機

資料出所：自治体戦略2040構想研究会第2次報告、31頁から筆者作成。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000562117.pdf

7 『佐賀県ICT利活用推進ハンドブック』（http://www.pref.saga.lg.jp/kiji00353872/）などを参照。
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その手法として焦点があてられているのが、「破壊的技術」というキーワードで示されている、AI,RPAな
のである。今後、ベテラン職員への知識蓄積が難しくなることが予想される中、AIが職員の知恵袋としてベ
テラン職員を代替することも近い将来考えられる。また、RPAの導入により、少ない職員数でより複雑な業
務の遂行が可能になることも予想される。

全都道府県・指定都市・市区町村を対象に行われた総務省の調査では、2018年11月時点で、AIを1業務で
も導入している（実証実験を含む）自治体は、都道府県で約36％（17団体）、指定都市で約60％（12団体）、
その他の市区町村で約4％（76団体）となっていた8。会議録作成・要約、職員の業務支援（ベテランの知恵
を伝授）、災害情報の集約、市民への情報提供、道路補修個所の特定、保育所入所決定など、さまざまな分野
の自治体業務においてAI導入の実証実験が進められ、また、実用化が進められつつある。RPAについても
同様に、2018年以降急速に導入が進みつつある。節を改めてみていこう。

 
４．RPA導入による業務革新

RPAとは、ロボティック・プロセス・オートメーション（Robotic Process Automation）の略で、人間が
パソコン上で行うキーボード入力やマウス操作、コピー＆ペーストなどの単純作業を自動化する技術のこと
をいう。例えば、「メールを受信して、開封し、添付書類を開いて、そこにリスト化されているデータを別の
ファイルに転記入力し、メールを送信する」といった複数のルーティン業務であり、人よりも作業速度が速
く、ミスがなく、夜中でも稼働させることが可能である。

AIが「大量のデータをもとに判断・処理基準を学習し、「判断」を行うための技術であるのに対して、
RPAは人間があらかじめ作成した判断・処理基準に沿って、「作業」を行うための技術である」とされる9。

RPAを導入した先行自治体の事例を見ると、数十％から九十数％までの業務時間の削減が見込まれ働き方
改革にもつながっている。ミスがなくなることから、余計な手間や精神的負担から職員を解放することにつ
ながる。また、職員がルーティンの入力業務から解放されると、その余った時間を「より重要な」業務に振
り向けることが可能になる。住民対応や個々の住民に寄り添ったサービスの提供へ人を振り向けることがで
きるのである10。いくつかの事例を見ると次の通りである。 

このように、業務時間削減による働き方改革のみならず、住民サービスの向上にも大きく役立つことが期
待されているのである。

PART3

＜職員の作業時間削減＞
・年間18,000件提出される届出書の入力：592時間が、OCRとRPAの利用により398時間に短縮され、年間194

時間の職員負担が軽減できる。帳票レイアウトの工夫や帳票定義追加等の改善により、OCRの読取り精度を
高めれば、年間438時間の負担軽減が期待できる。（愛知県一宮市）

・年間約1700時間の削減効果を見込んでいる。（熊本県宇城市）
・RPA7業務及びAI-OCRの導入により、年間約2000時間の職員業務時間の削減を見込んでいる。（東京都港区）
・合計1,450時間想定の入力業務が約40時間で完了（福岡県宗像市）

＜ミスの削減＞
・RPA化により入力ミスが減少。職員は業務時間の削減よりも「操作ミスの削減」、「作業時間中に手を取られ

ない」効果をより実感し、時間の有効活用の点で高く評価（茨城県つくば市）
・入力ミスや手戻りを防ぐことができ、業務改善につながる。（熊本県宇城市）
・機械による自動作業のため、入力ミスなし。（福岡県宗像市）

＜住民サービスへの集中＞
・単純作業をRPA化することにより職員は住民サービスに集中（茨城県つくば市）
・削減された業務時間を区民サービス向上のための業務に充てるなど、ICTの更なる活用による業務効率化を

進める。（東京都港区）

8 「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」報告書（http://www.soumu.go.jp/main_content/000624721.pdf）117頁以下。  
9 東京市町村自治調査会『基礎自治体におけるAI・RPA活用に関する調査研究報告書』(http://www.tama-100.or.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=816&frm

Cd=2-5-16-0-0),32頁。 
10 「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」報告書（http://www.soumu.go.jp/main_content/000624721.
　  pdf）27頁。
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５．AI導入による働き方改革

自治体におけるAIの導入はまだ低調だが、その中で比較的多くの自治体で導入（または実証実験）されて
いるのが、情報提供型のチャットボットと、議事録作成業務のAIである。

情報提供型チャットボットAIは、三菱総合研究所をはじめとしたベンダーによって提供されている。各自
治体のHPや冊子等には膨大な情報が掲載されているものの、住民がそこにアクセスすることには困難を伴
うこともある。電話をして問い合わせをするのは、平日の執務時間中に限られるし、ホームページで調べて
も適切な答えが見つからないこともある。この不便を解消しようとするのが、情報提供型チャットボットAI
である。チャットボットというのは、チャット（会話）とロボットをかけあわせた用語で、スマホなどで問
い合わせをするとあたかも会話をしているかのように答えてくれるものである。スマホのラインでのチャッ
トの相手先が、自治体であるというイメージである。スマホの画面に利用者が質問を入力すると、それをAI
が言語認識をし、学習データベースから適切な回答を選択して、画面に回答を表示して利用者に提供するも
のであり、利用者が入力した質問やキーワードを基に適切な回答や関連ウェブページを検索・表示する処理
にAIを活用している。

自治体へ問い合わせできるのは平日の昼間だけという場合が殆どで、コールセンターを設けている自治体
もあるものの、24時間365日というわけにはいかない。電話をかける方もそれなりの覚悟と電話代が必要であ
る。しかし、チャットボットは自宅で24時間365日、いつでも気軽に問い合わせが無料でできるという点で、
住民サービスに大きく資するものと考えられる。

AIによる議事録作成は徳島県が先進事例となり、2018年度には、大阪府、岡山県、愛媛県、滋賀県などへ
と広がっていった。審議会等の議事録作成はかなり面倒な作業であるが、これをAIが作成してくれるもの
である。音声認識ソフトを使った議事録作成は、一部の自治体では以前から行われていたものの、変換効率
が低く、なかなか実用に耐えるものではなかった。しかしAIによる音声認識機能が飛躍的に高まったことに
よって、ここ１、2年で実用化が進み、導入事例が多くみられるようになった。比較的多くの自治体で、アド
バンスト・メディア社のAｍｉVoiceを導入しているが、NECや富士通など他のベンダーもそれぞれ商品を
提供している。議事録作成の手間から職員を解放し、働き方改革に資するものとなるだろう。

職員業務支援のためのAIも開発が進められつつある。戸籍業務支援の事例や、保育所マッチングの事例な
どが著名である11。

６．今後の自治体職員に求められるもの

今後、AIやRPAの爆発的な普及により、自治体業務の在り方が大きく変わるだろう。種々の手続きに住
民票の添付が義務付けられている現状も変更され、諸手続きも電子申請が進んで、自宅で種々の手続きが済
んでしまうようなエストニアのような形に日本もなるかもしれない。住民票の発行や納税証明書の発行のた
めに市役所の窓口が市民で混雑しているという絵図は、近い将来変わっているだろう。

自治体組織から考えた場合、申請書類の処理や、庁内部署間の連絡や調整に大きな時間を費やしている現
状は、RPAの導入によって大きく変わり、劇的な省力化が進む。ベテランでなければ答えられなかった複雑
な問い合わせに対しても、1年目の職員がAIを活用して簡単に回答できるようになる日も遠くないだろう。
自治体組織における業務処理の仕方は激変していることが予想されるのである。

今後、自治体職員の業務は、このようなAIやRPAが行う業務以外の業務にシフトしていくことになるだ
ろう。RPAは単純な作業の大部分を代替してくれる。AIもベテラン職員の知恵袋となってくれるだろう。し
かしながら、AIが不得意な分野は人間でしかできない。それは何か。自治体業務のうち特に対人業務にかか
わる分野、他者との協調性が必要な業務、さまざまなアクター間の調整業務、創造性が求められる業務、な
どがそれにあたると考えられる。

AIを使いこなすことによって生まれた時間的なスラックを利用し
て、現在は十分な時間的余裕がなくて対応できていないことへ時間
をかけることができる。住民との直接的なコミュニケーションに割
ける時間を作り出すのがAI、RPAの活用だともいえる。自治体職員
の採用や人材育成もまた、そのことを意識したものへとシフトして
いく必要があると考えられる。

11 AIと自治体業務については、稲継裕昭『AIで変わる自治体業務―残る仕事、求められる人材』（ぎょうせい、2018年）および、稲継裕昭「自治体行政の視点―AIと自治体」
　  （自治大学校「自治大からの情報発信」2019年7月号）（http://www.soumu.go.jp/main_content/000634189.pdf）とそのリンク先を参照されたい。  
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県内情報

市原市

消防ロボットシステムによる
特殊装備小隊の発足

消防局消防総務課

令和元年５月２４日（金）市原市消防局にお
いて、消防ロボットシステムによる特殊装備小
隊【スクラムフォース】の発足式を、JXTGエ
ネルギー株式会社千葉製油所で行いました。

★市原市消防局に配備された背景

総務省消防庁は、石油コンビナート等におい
て特殊な災害が発生し、消防隊員が現場に近づ
けない状況において、災害の拡大抑制を行う消
防ロボットシステムの研究開発を、平成２６年
度から５年計画で進めてきました。そして今回、
実戦配備型の消防ロボットシステムが完成し、
国の無償使用制度により、全国で初めて市原市
に配備されました。

★スクラムフォース紹介

スクラムフォースは、飛行型偵察・監視ロボッ
ト、走行型偵察・監視ロボット、放水砲ロボッ
ト、ホース延長ロボット及び指令システムで構成
され、すべてが１台の車両に積載されています。
それぞれのロボットが自律的に活動し、収集した
データを指令システムが解析して消防隊員に最適
な消防活動を提案してくれます。

東日本大震災での市原市LPG貯蔵施設の爆発火
災や、姫路市の製造所での爆発火災の教訓を踏ま
え、消防隊員が現場に近づけない状況において、
より安全に、より効率的に災害に対応します。

ロボット同士のチーム感、チームワークが伝わる名前に。
４機のロボットが力「force」を結集

★市原市消防局の抱負

近年、異常気象や地震による大災害が発生し、
今後も南海トラフ巨大地震や首都直下型地震など
が予想される中、市民の安心・安全を守る消防機
能の充実強化として、全国初の最新鋭部隊の発足
により、更なる精進をしてまいります。

【問い合わせ】

消防局　消防総務課 ☎0436-22-8116

黒田消防庁長官挨拶

毎分 4,000 リットルを超える放水砲ロボット
（ウォーター・キャノン）からの放水

スクラムフォースを構成する各ロボット
飛行型偵察・監視ロボット

スカイ・アイ

放水砲ロボット

ウォーター・キャノン

走行型偵察・監視ロボット

ランド・アイ

ホース延長ロボット

タフ・リーラー
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浦安市

地域を守る消防団員を応援する
「浦安市消防団応援の店」事業の導入

消防本部総務課

１　浦安市消防団応援の店の概要

消防団は、普段は別の仕
事をしながら「自分たちの
まちは自分たちで守る」と
いう郷土愛護の精神で消
防活動を行い、地域の安全
を守る重要な役割を担う
市町村の消防機関です。

地域防災の中核として活
躍している消防団を地域ぐ
るみで応援し、本制度にご賛同いただいた事業
所によって、消防団員やその家族を対象に割引
などのサービスを提供していただく制度です。

浦安市消防団では、地域全体で消防団を応援
する体制づくりを進めることで、消防団応援の
店登録店と消防団のイメージアップ、消防団員
の士気高揚と新規入団者の確保が図られ、さら
には地域防災力の向上につながっていくものと
考え、「浦安市消防団応援の店」事業を開始い
たしました。

２　応援の店登録事業所の募集

消防団応援の店登録事業所の募集活動につい
ては、浦安市商工会議所の協力を得て、市内で
実施する大型イベントの説明会に参加させてい
ただき、２日間で飲食店舗を中心に約150店舗
に募集活動を行いました。募集の結果20店舗よ
り応募をいただき、平成31年４月１日より消防
団応援の店事業を開始しました。

今後も継続して登録店舗を増やしていくため
に、浦安市ホームページに消防団応援の店事業
の説明と協力店舗等の情報を掲載していきま
す。また、これまでの消防団員が利用する店舗

への声掛けの効果もあり、現在も登録店舗に参
加したいという問い合わせを受けております。

３　サービス内容・事業所のメリット

消防団応援の店協力店舗のサービス内容につい
ては、当初は店舗側で考案していただくという内
容で進めておりましたが、募集協力をしていただ
いた商工会議所よりサービス内容の統一について
提案があり、消防団員証を提示した場合、消防団
員及びその家族の代金（飲食代等）から「一律５％
オフ」にすることで決定しました。

登録していただいた事業所のメリットについ
ては、消防団員が消防団応援の店を利用するこ
とで、集客効果が期待されるとともに、市ホー
ムページへの掲載や登録店舗に交付する「表示
証」を掲示することで、社会貢献へのアピール
が期待できます。

４　今後の展望

消防団では、登録していただいている消防団
応援の店を優先的に利用するようにしていま
す。登録店舗を利用することで従業員や利用客

（地域住民）との交流も深まり、地域と消防団
の協力体制づくりに役立てていきたいと考えて
おります。今後も市ホームページや消防団員が
運営しているフェイスブックを活用し、消防団
応援の店協力店舗を増やしていくとともに、同
時に消防団についての関心や興味を持ってもら
えるよう、より一層の広報活動を行い、消防団
員の入団促進につなげていきたいと考えており
ます。

【問い合わせ】

消防本部総務課 ☎047-304-0142

消防団応援の店表示証

消防団員の訓練
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岐阜県中津川市

インターネットによる
バス経路検索充実に向け
た取り組み

総務省地域情報化アドバイザー
定住推進課　主査　柘植良吾

検索できなければ走っていないのと同じ！

近年のスマートフォンの普及により、外出時にイ
ンターネットによるバス経路検索を行うことが一般
的になっています。鉄道や大手バス路線は広くカバー
される一方、中小バス路線は検索対象から外れてい
るケースが多いのが実情です。経路検索ができない
バスは走っていないのと同然であり、公共交通利用
者が減少傾向にある中、潜在的な利用を失う一因と
考えられます。

また、当市の観光地・旧中山道の馬
まごめじゅく

籠宿には、欧
米からの観光客が路
線バスを利用して多
数訪れることから、
多言語での公共交通
情報の発信も求めら
れていました。

全国に広がるバスデータの整備

インターネット経路検索を可能にするには、デー
タを自ら作成するか、業者に委託し作成した上で、
経路検索事業者に提供しなければなりません。

しかし、データ作成には専門知識やコストが必要で
あり、経営の苦しく人員に余裕がない地方の中小バス
事業者の多くが対応できていないのが現状です。

そこで国土交通省では、インターネット経路検
索の充実を図るため、バス事業者と経路検索事業
者との間でデータの受け渡しをする「標準的なバ
ス情報フォーマット（GTFS-JP）」を定めました。
GTFS-JP には、バス停や路線名、時刻表や運賃な
どの情報が格納されています。

ワンソース・マルチユースで地方バスの活性化に

当市では、GTFS-JP を市職員が自ら作成す
ることでコストをかけずに整備しました。この
データを経路検索事業者に提供し、市民のみな
らず外国人観光客に対しても公共交通情報の発
信が可能となりました。

GTFS-JP はオープンデータとして公開してお
り、経路検索だけでなく、サイネージでのリアル
タイム運行案内やバスロケーションサービスなど
への活用へとつながっています。ひとつのデータ
整備によってさまざまな施策に活用できる「ワン
ソース・マルチユース」で、バスの利便性向上、
活性化に向けた取り組みが可能となりました。

目指すのは「いつまでも住み続けられる街」

データ整備やオープンデータ化が私たちの目
的ではありません。データの活用を通じて、わ
かりやすく使いやすい公共交通サービスの提供
を行うことで利用者を確保し、公共交通網の維
持につなげます。そして、公共交通を必要とす
る人が安心して移動ができ、中津川市を「いつ
までも住み続けたい街、住んでみたい街」にす
ることを目指して取り組みを行っています。

【問い合わせ】

定住推進課 ☎0573-66-1111

バスを待つ外国人観光客

Before After
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伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

契約締結上の過失
福岡高等裁判所宮崎支部　平成28年(ネ)第82号・平成29年7月19日判決（判例地方自治433号45頁）

（原審）宮崎地方裁判所平成26年(ワ)第318号・平成28年3月11日判決

A は建設課長、B は同課職員

B：本件でＸは、主位的請求である売買代金の請求の外、予備的請求として契約の成立を前提としない損害賠
償を請求しています。契約締結に向かっていながらも、契約締結をしていない当
事者間において損害賠償が認められるのは、どのような理由からでしょうか。

A ：契約交渉段階に入った当事者間の関係は、何らの接触もない者の間の関係
よりも密接であるから、交渉の相手方に損害を被らせないようにする信義則上
の義務を負うと考えられ、これを一方当事者の故意または過失によって履行し
なかった場合、当該一方当事者は相手方に対し損害賠償責任等を負担すべきと
されている。これを「契約締結上の過失」という。

（事案の概要）
Ｙ市は、平成 11 年 3月 24 日、道路改良事業用地として、Ｚの所有する店舗の駐車場用地の中央

部分を縦断する形で売買により取得した。同日、Ｙ市とＺは覚書（以下「平成 11年覚書」という。）

を作成した。同覚書によれば、Ｙ市は、前記駐車場土地のうち、Ｙ市が売買により取得をした土地

を除いた土地（以下「本件残地」という。）について、同年 8月末を目途に、一部をＹ市有地と交換

し、残りを 1㎡あたり 5万 5000 円で買い取ることとなっていた。Ｚは、上記買収に伴い、予定して

いた新たな駐車場用地の確保が困難であったこと等から、平成 11 年 6月 20 日をもって所有店舗を

閉鎖した。

また、その後、Ｙ市とＺとの間では、事情の変更を踏まえて、平成 11 年覚書を前提に、平成 12

年に再度覚書（「以下「平成 12年覚書」という。」が、平成 13年に確認書（以下「本件確認書」という。）

が作成された。上記の覚書及び確認書には、いずれもＹ市長の公印及びＺの代表印が押印されていた。

Ｙ市とＺとの間で売買契約書の作成に向けた協議が進められたが、結局売買契約書が作成される

ことはなかった。

Ｚについては、平成 14年に民事再生手続が開始された。本件残地の所有権は、平成 25年 3月に、

受け皿会社であるＸに移転し、その際、ＺとＸとの間で、ＸがＺの地位を承継する旨の覚書が締結

された。

Ｙ市は、平成 15年度に本件残地取得のための予算を議決したが、その際、隣接地との境界を明示

することを求め、さらに平成 24年には、すでに閉鎖されていた店舗を取り壊して更地として本件残

地を売却するよう求め、ＺないしＸはいずれもこれに応じた。

Ｙ市が売買契約締結に難色を示したことから、Ｘは平成 26年 7月、Ｙを被告として、①主位的に

売買契約の成立を前提に売買代金を請求し、その不履行に基づく損害金として、平成 16年度から平

成 26 年度まで 11 年分の固定資産税相当額、建物解体費用相当額等、②予備的に、契約が存在しな

いことを前提に不法行為又は国家賠償法 1条 1項に基づく損害賠償として、土地の買収価格と現在

価格との差額、11年分の固定資産税相当額、建物解体相当額等を請求する訴えを提起した。同訴訟

の第１回口頭弁論期日において、Ｙ市は、本件残地を買い取る意思はない旨の主張をした。
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B：本件でＸは、Ｙにどのような信義則上の義務があると主張したのでしょうか。

A ：端的に言えば、本件残地の売買契約を締結する義務があったと主張した。売買契約を締結するかどうか
は、本来当事者双方の自由であるはずだが（契約自由の原則）、本件で裁判所は、交渉が相当程度進んでお
り、Ｙ市には契約締結義務があるとした。

B：具体的に裁判所は、どのような判断をしたのですか。

A ：本件において、裁判所は、平成11年覚書の締結によって、ＺとＹ市との間で同覚書の内容に沿って売買
契約を締結すべき義務を負うに至ったと認定した。その理由として、事業用地として取得した駐車場用地
の一部の外、その残地についても、同一の単価で買い受けること等によって交渉の妥結が図られた結果、
事業用地の売買契約書の締結と同時に平成11年覚書が締結されていること、土地と買取単価の確定的記載
があること、双方の代表印が押印されていることが示されている。

　　そのうえで裁判所は、Ｚについて再生手続が開始されその所有不動産の売却処分による清算が進められ
ていた中で、Ｙ市の設定した条件を履行すればＹ市に本件土地及びＺの店舗敷地を事実上合意を見た代金
額（９０００万円）で買い受けてもらえると信じて、これを他に売却することなく、買取りの条件とされ
た容易に実現することの困難な隣接地との境界確定作業を行ったのみならず、Ｙ市からアスベスト含有を
理由として要請された本件建物の解体撤去をも行ったＺ及びその地位を承継したＸの信頼を、Ｙ市が裏
切ったとした。

B：契約締結上の過失が認められる場合、どのような損害賠償が認められることになるのでしょうか。

A ：契約の相手方は、その契約が有効であるまたは契約が締結されると信じて行動したことにより支出した
又は被った損害（信頼利益）を損害賠償することができるとされている。

B：本件でＹ市は、具体的にどのような損害を賠償する義務を負担したのでしょうか。

A ：Ｚが上記土地の売却の機会を逸したことによる損害は、Ｙ市の上記不法行為と相当因果関係のある損害
というべきという前提に立ち、Ｘの請求のうち、再生手続が終結した平成17年度以降にＺ及びＸが負担す
ることを余儀なくされた固定資産税相当額（本件土地及びＺの店舗敷地に係る固定資産税相当額及び本件
建物に係るその解体撤去時までの固定資産税相当額合計1313万6500円）についてＹ市に賠償義務があると
したが、その余の請求額については認められなかった。

B：本件のような賠償義務を負担することがないようにするためには、どのようなことに注意しておけばい
いでしょうか。

A ：首長や議会構成の変化で、それまで進められてきた計画が方針変更により中止されるようなケースや、
相手方との交渉の中で、契約締結の確約の要求に応じなければ、計画そのものがとん挫する場合もあるこ
とから、契約締結上の過失による賠償責任を完全に防ぐことは難しい。例え
ば、最高裁昭和59年1月27日判決のように、村長の交代による工場誘致計画の
変更について、自治体に損害賠償責任を認めた例もある。難しい問題ではあ
るが、相手方の支出が信頼に基づくものと主張させないよう、どのような不
確定要素があるかをあらかじめ明確にした上で、これを証拠化しておくこと、
それに覚書等の書面を作成する場合には、法的効力があるとの信頼を生じさ
せるような表現を避けること等が考えられる。
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明治学院大学法学部　准教授　山本　未来

第９次地方分権一括法について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（第９次

地方分権一括法）が令和元年 6 月 7 日に公布されました。これまでも、平成 26 年から導入された提案募集方

式により、地方公共団体等からの提案等に基づき検討された地方公共団体への事務・権限移譲や義務付け・

枠付の見直し等が行われ、それに伴う関係法律の整備が平成 27 ～ 30 年にかけて第 5 ～ 8 次地方分権一括法

により行われてきました。今回は、第 9 次地方分権一括法として 13 法律が一括して改正されていますが、こ

こでは特に市町村に関連のある２つの改正点を紹介したいと思います。

一つ目の改正点としては、これまで教育委員会が所管していた図書館や博物館、公民館等の公立社会教育

施設について、条例で定めることにより教育委員会から首長部局へ移管することが可能になったことが挙げ

られます。これにより、公立社会教育施設の設置、管理等の事務を首長の職務権限として実施することがで

きるようになります。そして、所管を首長部局に移管した公立社会教育施設において、例えばまちづくりに

関する住民のワークショップを開催することなどにより、社会教育事業とまちづくりといった他の行政分野

の事業を一体的に推進することができるようになるといった効果が期待されています。ただし、所管が首長

部局に移管した場合でも、それぞれの施設が社会教育法等に基づく公立社会教育施設であることには変わり

がないため各法令に定める設置基準等を満たす必要があります。また、公立社会教育施設の所管を首長部局

に移管するための条例を制定する際には教育委員会の意見を聞くなど、社会教育の適切な実施を確保するた

め、教育委員会による一定の関与の仕組みが設けられています。

二つ目の改正点として、放課後児童クラブに関する改正を紹介したいと思います。これまで放課後児童ク

ラブの支援員の資格や人数については、保育士等の資格を有し研修を修了した者を、児童数おおむね 40 人以

下に対して 2 人以上配置するという全国一律の基準が適用されてきました。しかしながら、人材確保が困難

であるといった地方からの要望を受けて、児童福祉法の改正により、今後はこれまでの全国一律基準を参酌

した上で市町村の条例により支援員の資格や配置についての基準を定めることができるようになりました。

子どもの安全や育成支援の質の確保を図ることが大前提ではありますが、今回の改正により地域の実情の応

じた放課後児童クラブ運営ができるようになります。

公立社会教育施設についての改正は公布の日から施行されており、放課後児童クラブに関する改正は令和

２年4月1日に施行されます。いずれも条例を制定することにより新たな方針を採用することができますので、

地域の実情や必要性に応じた各自治体の判断が求められます。
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Shibayama
千葉県の北東部、下総台地に位置しており、

東西8.4km、南北10.5km、総面積43.24㎢

の成田空港に隣接した町です。空港の開港に

伴う激動の歴史をたどるなか、1995年に町が

誕生し、2019年現在で64年目を迎えていま

す。丘陵地に谷津が入り組む複雑な地形が特

徴で、のどかな里山風景が楽しめる土地であ

り、野菜作りや稲作が盛んな地でもあります。

また、日本を代表する国際空港の近くに位置

することから工業団地が誘致され、多くの企

業が集まっています。

〒289-1692 
山武郡芝山町小池992  芝山町役場
☎0479-77-3921
http:/www.town.shibayama.lg.jp
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芝山仁王尊
芝山仁王尊の呼び名で親しまれ
る観音教寺は、西暦781年に創建
された県内有数の古刹です。仁
王門に奉安される仁王尊像をは
じめ、境内には県の有形文化財
に指定されている三重塔や厄除
けで有名な十一面観音像などが
あります。

殿塚・姫塚
全長88mの殿塚と全長55mの姫
塚は、芝山町周辺で最も大きな
前方後円墳で、古墳時代後期の
ものといわれる国指定史跡です。
昭和31年発掘調査の際、全国で
初めて人物・動物などの形象埴
輪の行列が出土したことで知ら
れています。

芝山古墳・はにわ博物館
芝山町一帯は遺跡の宝庫として
知られ、かつて500基以上の古墳
があったとされています。館内で
は、遺跡や埴輪について学べ、精
巧に復元された古代衣装や竪穴
住居を通して古墳時代の生活や
技術に親しむことができます。

芝山水辺の里
芝山水辺の里は、空港周辺緑化
整備の一環として誕生した水辺
の花木を鑑賞できる公園です。
この地を好むヘイケボタルが生
息しているとされており、毎年開
催される「ホタル祭」ではホタル
の放流が行われ、幻想的な風景
が楽しめます。

芝山公園
芝山公園は、町を代表する緑豊
かな総合公園です。公園内には
遊具や芝生の広場などがあり
ます。春には花見やピクニック、
夏には木陰で夕涼み、秋にはイ
チョウなどの紅葉、冬には植物
の冬枯れの風情などを楽しむこ
とができます。

山中古道
地域の方たちの思いや熱意に
よってきれいに整備された山中
古道は、ウォーキング初心者の
方でも楽しめる「芝山町の新し
いスポット」です。片道約2kmの
コースは山道内の並木道を通り
ながら芝山町の豊かな自然を満
喫できます。

ひこうきの丘
ひこうきの丘は「航空機の迫力
を体感できる憩いの場」として、
成田空港A滑走路から580m南
の離着陸する航空機が間近に見
える位置に整備されています。令
和元年5月1日には新たな撮影ス
ポットとして「ハート型モニュメ
ントが設置されました。

空の駅・風和里しばやま
空の駅・風和里しばやまは、地元
の採れたて農産物の販売や新鮮
野菜をふんだんに使ったバイキ
ングといった地元グルメを求め
る人々で賑わう人気の地域交流
パークです。施設内の芝生の広
場では空を眺めながら休憩がで
きます。

航空科学博物館
航空科学に関するさまざまな資
料を集めた日本初の施設です。
航空機や部品などの実物展示、
各種体験、展望台などが楽しめ
ます。また、令和元年8月1日には
開館30周年にあわせてリニュー
アルし、装いも新たに生まれ変
わりました。
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研修 Pick Up ～その２～研修 Pick Up ～その２～研修 Pick Up ～その２～研修 Pick Up ～その２～ 研修 Pick Up研修 Pick Up
これから実施する研修の中から、皆さんにもっと知っていただきたい

４課程について、ご紹介します。

＊＊＊＊ 詳しくは、研修センターまでお問い合わせください。＊＊＊＊

編集後記 
今号は、「自治体における ICT の活用」をテーマに特集を組み、ICT の必要性や今後の展望、国が実

施している ICT 事業等について専門家の方々からご寄稿いただきました。

次号は、違った切り口から、本テーマについてアプローチしていく予定です。

また、地域情報では、県内外の自治体から、様々な取り組みについてご紹介いただきました。

ご執筆いただいた皆さまには、ご多忙のところご寄稿いただきましたこと、また、編集に際してご協

力を賜りましたことに、心からお礼申し上げます。

接遇研修指導者養成研修
接遇研修（公務人材開発協会所定）の講師として必

要な知識・態度・正しい指導技法の修得を図る。●●
●●

期　間 令和２年１月１５日（水）～１７日（金）

対象者 主任級以上の職にあり、受講後、講師又は
指導にあたる職員

内　容 公務における接遇、マナーとコミュニケー
ション、面接対応、電話対応、クレーム対応、
よりよい接遇をめざして

講師
（予定）

(一財) 公務人材開発協会 
講師　金子　恭子　氏　

ハラスメント防止研修
ハラスメントに対する基礎知識を学ぶことで正しい

理解、男女・個人の価値観の違いを認識し、組織的な
ハラスメント防止対策を図る。

期　間 令和２年１月２３日（木）

対象者 ハラスメントの知識を必要とする係長級以
上の職員

内　容 セクシャルハラスメントとは、パワーハラ
スメントとは、ケーススタディ、職場での
ハラスメント防止

講師
（予定）

(一社)職場のハラスメント研究所 
代表理事　金子　雅臣　氏　

コンプライアンス研修
公務員に求められるコンプライアンス意識の重要性

を再確認し、不祥事を未然に防ぐために必要な知識や
行動について、講義と演習により自覚を促す。

期　間 令和２年２月１３日（木）

対象者 すべての職員

内　容 コンプライアンスの本質を学び、組織又は人
間がなぜルール違反するのかを考える、公
務員不祥事の実例と防止策について、事例
研究で考察する公務員のコンプライアンス

講師
（予定）

㈱ハリーアンドカンパニー 
代表取締役　中村　葉志生　氏　

政策法務研修
講義とグループ演習により市町村の行政施策を円滑

に遂行するために必要な政策法務の基本的な考え方や
基礎的知識を修得し、政策法務能力の向上を図る。

期　間 令和２年１月２８日（火）～３０日（木）

対象者 すべての職員

内　容 政策法務とは、望ましい政策法務組織、法
令の解釈運用、条例を作るには、条例立案
演習

講師
（予定）

千葉県市町村総合事務組合 
法務専門員　　鑓水　三千男　氏　



今月の表紙（長南町）

◆ 野
の み が ね

見金公園からの景色 ◆
標高１８０ｍの野見金山頂上にある公園からは、房総の丘陵を一望す

ることができます。公園内には、春には梅や桜、初夏にはアジサイなど、
町民の皆さんで植えた四季折々の花を楽しめます。桜の時期には「長南
さくらまつり」、アジサイの時期には「ぐるっと長南花めぐり」等のイベ
ントを開催し、多くのお客様にお越しいただいております。

散策のあとは、「野見金山展望カフェ　ミハラシテラス」にて食事や
コーヒー、スイーツを味わいつつ、ゆっくりと流れる時間を過ごされては
いかがでしょうか。
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