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刊行にあたって 

 

本研究は、広域的な行政課題について調査・研究し、その対策等の企画立

案を行うことにより、職員の課題発見能力、課題解決能力及び政策形成能力

の向上を図ることを目的とし、千葉大学と千葉県自治研修センターとの地域

連携事業として平成 18 年度から実施しています。 

 本年度は、各自治体において、住民サービスの向上と業務の効率化を図る

ために ICT を積極的に導入している状況を踏まえ、これを活用した新たな

行政サービスの提供方法について検討するべく、「地方公共団体における

ICT の活用－地域住民のための行政サービスの実現－」を研究テーマとし

ました。 

研修生は、９市町から 11 名が参加し、３班に分かれ、令和元年７月から

テーマに対して、各班それぞれの視点で、６か月にわたり、通常業務との両

立を図りながら、調査研究に取り組んでまいりました。 

 この冊子は、その成果を取りまとめたものです。各自治体において、この

研究成果を今後の行政運営の参考としていただければ幸いです。 

 最後に、参加された研修生の熱意と努力に敬意を表するとともに、指導教

員である千葉大学大学院 社会科学研究院 大塚成男 教授をはじめ、ご講義

いただきました講師の方々、調査等にご協力いただいた皆様、さらには長期

間にわたり研修生を派遣してくださった所属団体の皆様に厚く御礼申し上

げます。 

 

 令和２年３月 

 

千葉県自治研修センター 
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　　千葉大学大学院　社会科学研究院　教授　大塚　成男　

は じ め に



 



－令和元年度 行政課題調査研究の狙い－ 

 

  令和元年度の行政課題調査研究のテーマは、「地方公共団体における ICT

の活用‐地域住民のための行政サービスの実現‐」とした。  

  平成６年に国は「行政情報化推進基本計画」を閣議決定し、行政の情報化

を強く推進するという方針を明確にした。その理念とされたのは、行政の情

報化を、新時代に対応できる簡素で効率的な行政の実現、国民の主体性が生

かされる行政の実現、国民に開かれた信頼される行政の実現及び国民に対す

る質の高い行政サービスの実現を目指す行政改革を実施していくための重

要な手段として位置付け、その積極的な推進により、国民の立場に立った効

率的で効果的な行政の実現を図ることであった。さらに国は、平成 14 年に

「電子政府構築計画」を策定し、平成 18 年には「電子政府推進計画」を決

定した。それらの計画では、行政分野への IT の活用と業務・制度の見直し

を行うことで、国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化、信頼性及

び透明性の向上を図ることが目指されてきた。そして、平成 23 年には「電

子行政推進に関する基本方針」が定められ、平成 29 年には「デジタル・ガ

バメント推進方針」が決定されている。その方針の中では、デジタル技術の

活用による社会構造変革は喫緊の課題であるとされており、変革を加速する

ため電子行政の実現が強く求められている。  

  そのような国による「デジタル・ガバメント」の実現を目指した取組では、

国は地方公共団体に対してもデジタルを前提とした行政サービス改革を進

めることを強く求めている。それ故、地方公共団体の現場においても、いか

に行政の電子化を進めるかが大きな課題となっている。  

  行政の情報化が求められていることの背景には、少子高齢化・人口減少に

よる生産年齢人口の減少が進む中で、ICT（Information ＆  Communication 

Technology）の導入による生産性の向上を実現しなければ経済の持続的な成

長を実現することができないという危機感がある。また、人と人、人と社会

との結びつきのあり方も変化している。日常生活におけるソーシャル・メデ

ィアの普及に対応して、行政においても ICT を介した市民と行政との協働

によって地域の課題解決が図られなければならない。地域住民に対して直接

行政サービスの提供を行う地方公共団体においてこそ、ICT の導入による行

政サービス改革が推し進められなければならない。  

  しかしながら、ICT の導入を図るとしても、闇雲にパソコンやネットワー

ク機器といったハードウェアを設置しても、それらの機器が現実の業務の中

で活用できるとは限らない。それらの機器の機能と行政サービスを提供する

ための業務とが適切に結び付いていなければ、いかに高度な機器であっても
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無用の長物と化すことがある。また、インターネット上でホームページを開

設することや様々な SNS に地方公共団体がアカウントを持つことも一般に

行われているが、現状においてそれらが市民と行政との協働を促進するうえ

で十分な役割を果たしているとは言い切れない。機器の導入やインターネッ

ト上のサービスの利用は、あくまでも行政サービスの質を向上させるための

手段である。それらの手段を導入すること自体が目的となってしまえば、本

来の目的である行政サービス改革は実現できない。地域住民にとって望まし

い行政サービス改革を進めるためには、最新の機器に何ができるかを先に考

えるのではなく、現実の行政活動の内容を踏まえて、地域住民から求められ

ている業務の改革とは何かを明らかにし、その改革を実現するための機器や

メディアの選択が行われなければならない。そこでは、ICT における「テク

ノロジー」の側面よりも、「コミュニケーション」の側面を重視することが

必要になるだろう。  

  そこで令和元年度の行政課題調査研究のテーマは「地方公共団体における

ICT の活用－地域住民のための行政サービスの実現－」とした。具体的に取

り上げるのは地方公共団体の業務の中への ICT の導入方法であるが、主眼

は副題の部分にある。最新のテクノロジーを学ぶことを主目的とするのでは

なく、地域住民と地方公共団体との関係を再検討し、ICT を活用することに

よって実現できる新たな行政サービスの提供方法や行政サービスの質を向

上させる方法を現場の職員の視点から提案することを今年度の目標とした。

それ故研修生の募集にあたっては、情報部門の職員を対象とするのではなく、

様々な分野での業務経験を有する幅広い職員の参加を求めた。  

  ICT の導入による行政事務の効率化については、「ワンスオンリー」、「デ

ジタルファースト」、「ワンストップ」、「BPR（ビジネス・プロセス・リエン

ジニアリング）」といった様々なキーワードが提示されている。本年度の行

政課題調査研究ではそれらのキーワードの意味を改めて検討することで、行

政サービス改革のための具体的な方策を考える。ただし、単にそれらのキー

ワードの意味を明らかにすることが目的ではない。重要なのは従来からの行

政の中にある解消されるべき隘路・障害である。解消されるべき問題点が明

確にならないままに技術のみが導入されても、成果は見込めない。そこで本

年度の行政課題調査研究では、行政の現場の視点から現在の行政事務の見直

しを行うことを重視した。  

  また ICT の導入に関しては、行政事務での AI の活用も具体的な検討課題

になる。ただし、AI を導入するとしても、AI に分析をさせるべき情報の範

囲や評価のための基準は AI 自体には決められない。そこでも現場の職員が

自らの経験に基づいて AI 等の活用方法を検討する必要がある。この点も、
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本年度の課題の１つとなる。  

  さらに、地域住民と地方公共団体とのコミュニケーションの強化も ICT

の導入の大きな目的となる。たとえば千葉市による「千葉市民協働レポート

（ちばレポ）」の取組では、地域住民と地方公共団体とのコミュニケーショ

ンが行政活動の効率化に結びついている。地域住民と地方公共団体との双方

向の結びつきを強めることは、地域づくりにも役立つ。ただし、そこで強化

されるべきコミュニケーションの内容も、地方公共団体の現場での経験を重

視して検討されなければならない。  

  そこで本年度の行政課題調査研究では、事前の希望調査も行ったうえで、

研修生を３つの班に分け、それぞれに異なる視点からの調査研究を行った。 

  まず第１班には、文書管理における ICT の活用方法の検討を求めた。行

政事務においては大量の文書の作成・管理・保管を行うことが必要になる。

そして紙ベースでの文書の管理が実務上の負担となっていることから、文書

を電子化することで事務上の負担を軽減し、効率を高めることを目的とした

取組も行われている。ただし、法令上の制約等もあり、紙ベースの文書を単

純に電子的なファイルに置き換えることができるわけではない。それ故、文

書管理の負担を軽減するための具体的な ICT の導入方法を考えるうえでは、

現状の文書管理における問題点を改めて洗い出すとともに、その問題点が

ICT によってどのように解決できるのかを現実の事務手続きを踏まえて検

討しなければならない。場合により、ICT の導入以前の問題として、現在の

業務の内容自体を見直すことも必要になるだろう。また、文書の電子化によ

って新たな問題が発生し、その問題を解決するための取組が求められること

も考えられる。そして第１班では、既存の文書を電子化することを単純に是

とするのではなく、現場の職員の視点から ICT の導入によってどのような

問題の解決を図ることができるのかが検討された。  

  次に第２班には、ICT の導入によって行政事務の作業自体を効率化する方

法について検討することを求めた。地方公共団体は限られた人的資源を用い

て、地域住民の多様化するニーズに応えることができる行政サービスの拡大

を図っていかなければならない。そのためには、行政事務自体の効率化を図

ることが不可欠である。ただし、ICT を導入しても、ICT の管理自体が事務

作業の負担を増大させてしまう危険性もある。また、業務の実施にあたって

様々な判断が求められるのであれば、AI が急速に発達しているとしても、

地方公共団体における業務の全てを ICT による機械的な判断に委ねること

ができるわけではない。したがって、ICT の導入が必要であるとしても、全

ての業務が ICT になじむわけではない。そこで、どのような業務であるな

らば、ICT の導入により効率化を実現することができるのかを改めて検討す
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る必要がある。また、具体的に導入されるべき ICT の技法を選別する基準

も明確にさせることが望ましい。更に、行政事務の効率化が ICT の導入を

通じて実現されるための環境整備も求められる。第２班では、これらの課題

を踏まえて、地方公共団体の現場に導入されるべき ICT の技法が具体的に

検討された。  

  そして第３班には、地域住民と地方公共団体との結びつきを ICT の導入

により強化する方法の検討を求めた。望ましい地域づくりのためには、地域

住民と地方公共団体との間の距離感を縮めなければならない。地方公共団体

から地域住民への情報伝達が一方的に行われるのではなく、双方向での情報

交換が積極的に行われる必要がある。そのような地域住民と地方公共団体と

のコミュニケーションを強化するための手法となることが ICT には期待さ

れている。しかしながら、開設されている地方公共団体のホームページや、

地方公共団体もメンバーとなっている SNS が活発に利用されているとは言

い難い。したがって、地方公共団体と地域住民とのコミュニケーションとい

う側面においても、現状の ICT の利用方法における課題が洗い出されなけ

ればならない。そのうえで、ICT を活用した地域住民への行政サービスの拡

充をどのように行うべきかについて検討する必要がある。そこで第３班では、

地域住民と地方公共団体が参加したコミュニケーションの場を ICT の活用

により構築する方法が検討された。  

  行政課題調査研究の目的は、座学を通じて知識を得ることではなく、研修

生が自ら調査をし、自ら考えて、実践的な提案を行うことである。そのため、

研修時間の多くは、研修生同士のフリー・ディスカッションに割かれた。ま

た、先進的な取組を行っている団体や研修生が所属する団体での実地調査も

行われた。本報告書は、令和元年７月から 12 月までの研修生によるそのよ

うな真摯な検討作業の成果である。ICT の活用というテーマは非常に大きな

ものであるため必ずしも網羅的な検討が行われているわけではないが、研修

生自身の経験に基づく実践的な提言が行われている点で、本報告書に示され

ている研究成果は非常に有意義なものになっていると考えている。  

  本報告書をまとめるうえでの研修生の皆さんの努力には、心より敬意を表

明したい。また、本研修への参加を認めていただいた研修生所属団体の皆様、

及び研修生を力強く支援していただいた千葉県自治研修センターの皆様に

心より御礼を申し上げる。  
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　【報告書】

第１班
半　谷　夕　輝（船橋市情報システム課）
中　原　　　琢（木更津市市民課）
小　出　真　靖（佐倉市行政管理課）
鈴　木　大　介（君津市経営改革推進課）

1 0 0 ％ペーパーレスは

本当に必要か



 

《要約》 

 第１班は「文書管理における ICT の活用」というテーマについて調査研究を進めた。

多くの自治体では文書管理システムを導入しているものの、その保存管理は紙を中心

としている。文書の電子決裁によりペーパーレス化を図ることで文書の管理及び検索

性を高めることが可能となるといわれているが、実際にその取組を実施している自治

体は少ない。ペーパーレスの取組をいかに推進すべきか、電子決裁・ペーパーレス化

に関する先進自治体（渋谷区）に視察調査を実施した。 

 渋谷区で電子決裁が推進された背景には新庁舎への移転があり、文書の保存管理ス

ペースが不足したことから、それを解消するために電子決裁・ペーパーレス化を実施

した。また、運用方針を定めて環境整備を行っている。 

 このように、各自治体で目的をもってペーパーレス化を図らなければ、課題解決に

はならず、逆に紙の利便性を放棄して事務が非効率になる危険性もある。それを防止

し、文書管理における ICT の有効活用について提言を行うこととする。 
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はじめに 

 地方自治体の職員は、その職務において組織的に用いるために公文書を作成してい

る。公文書には、作成または取得した文書のほか、図画、写真及び電磁的記録も含ま

れるが、その多くは「紙」として保存されており、紙の様式や帳票類が依然として多

い状況であるのは、言
げん

を俟
ま

たないところである。 
 紙は持ち運びやすく、書き込むことも簡単であり、保存にも適していることから業

務で多用されているが、その反面、紙の枚数が増えれば増えるほど、場所を取ってし

まったり、必要な文書を検索するにも時間がかかってしまったりするという欠点も存

在する。 

 そのため、紙の節減は以前から指摘されているが、いまだに減っているとはいえな

い。業務パソコンが導入されて、E-mail やコンピュータネットワーク等で文書データ

をやり取りする中で、データをプリントアウト（紙出力）することにより、逆に紙の

使用量が増えているというケースも存在する。 

 文書を管理する際に ICT を活用することで、行政運営の効率化を推進するというこ

とは極めて重要な考え方である。では、どのように文書の電子化を進めて管理してい

くべきか、また、利便性の高い「紙」を使わないでペーパーレスによる業務を行うこ

とは可能なのだろうか。第１班では、所属する自治体の現状や課題を示し、これに対

して先進自治体の ICT の活用方法を分析したのち、今後に向けた具体的な方策の提言

を試みることにする。 

 

＜研究報告書の構成＞ 

第１章 行政事務における各自治体の現状と課題 

 第１章では、各自治体で電子化・ペーパーレス化を既に実施している業務や文書管

理に関する状況を整理し、共通している課題を抽出した。その課題について原因分析

を行った。 

 

第２章 先進自治体における ICT の活用 

 第２章では、第１章で示した課題を解決するため、ICT を有効活用している先進自

治体の調査結果を紹介する。また、調査内容から参考とすることができる項目や、逆

に検討が必要と思われる項目の分析を進めた。 

 

第３章 ICT を活用した文書管理への提言 

 第２章で分析した結果をもとに、文書管理における ICT の活用について、３つの提

言（①電子決裁の積極的活用、②入口からの電子化、③ICT に依存しすぎない運用の

検討）にまとめた。 
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第１章 行政事務における各自治体の現状と課題 

 

１．各自治体における文書等の電子化の取組 

 ①船橋市 

   市民向け窓口の大半が紙による手続きで行われているが、平成 29 年度から住

民異動届等の一部の業務において、「書かない窓口」（申請書作成支援窓口）を運

用している。 

   職員向けの業務システムでは、勤怠管理システムを導入し、電子決裁を行って

いる。導入時には問合せが多く、運用が軌道に乗るには時間を要したという状況

である。また、令和元年度より RPA を導入し、市民税の課税業務の一部で事務の

自動化を実現している。今後も対象業務を拡大して事務の効率化を進めていると

ころである。 

 

 ②木更津市 

   電子決裁は進んでおらず、紙文書による押印決裁が多い状況である。文書管理

システムを介さずに収受起案を行うといった簡易決裁での対応がほとんどという

所属も存在する。令和元年度中に更新予定である文書管理システムにおいては、

電子決裁を導入する可能性があるが、現時点では未定となっている。 

   外部からの文書は、原則として紙により収受し、その紙をもって手続等を進め

ている。また、異動受付支援システムの導入を検討しているところである。 

   職員向けの業務システムでは、時間外勤務や休暇届のほか、会議室予約などを

電子申請・決裁としてペーパーレス化を図っている。 

 

 ③佐倉市 

   行政サービスにおける各種申請や通知、決定などの事務手続きの多くが紙を利

用しており、住民などからの電子申請は一部の事務でのみ可能である。 

   職員向けの業務システムでは電子決裁が進められており、文書管理においても

電子決裁が可能なシステムを平成 30 年度に導入し、周知を図っているが、課長決

裁までの比較的簡易なもののみ電子決裁が可能となっており、市長決裁のような

重要な案件は、従前どおりの押印決裁となっている。また、予算執行のための伝

票処理や監査も紙による審査が基本でペーパーレス化は進んでいない。 

   過去の文書も多く、それらを保存するための倉庫が庁舎内に少ないため、執務

室内を圧迫しているという問題も発生している。 

 

 ④君津市 

   平成 31 年２月より、マイナポータルにおいて、利用者が市役所に出向くことな
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く様々な申請や届出ができる電子申請の受付を開始した。児童手当・児童扶養手

当・保育園の入園申込みなどを実施して紙による申請以外の方法を取り入れてい

る。 

   職員向けの業務システムでは、公用車・会議室予約や出退勤システムは電子決

裁が行われている。また、文書管理システムで文書の保存管理をしているが、保

存年限を過ぎた文書も実際には廃棄されていなかったり、文書の簿冊管理につい

てのルールが曖昧であったり、文書の運用や基準が明確化されていないという問

題がある。 

 

 ４市の現状と問題点をまとめたものは、以下のとおりである。 
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  電子化・ペーパーレス化を行っている業務として、各市とも人事管理等の職員向

け業務システムに電子決裁を導入しているが、行政手続きや事務決裁には紙を利用

していることがわかる。そのため、紙の使用量が多く、その保管場所の確保が大変

であったり、文書の検索にも時間がかかったりしているという課題がみられる。 

  文書は簿冊管理上、永年保存のように長期間保存しなければならないものが多く

存在し、それらを管理するには、十分な場所を確保する必要がある。また、文書管

理システムを導入しているものの、起案文を入力して登録するだけで、起案用紙は

紙に出力し、それを原本として保管していることから、文書の検索性の観点からも

非効率となっている。 

  また、電子化やペーパーレス化の必要性はどの自治体も感じてはいるものの、具

体的に何から着手すべきなのか見出せず、ペーパーレス化は現実としては進んでい

ない。 

 

２．ペーパーレス化が進まない原因 

  文書の電子化・ペーパーレス化は、以前から事務改善の取組として紹介されてき

た。しかし、ペーパーレス化が自治体行政の中に浸透せず、結果的に進まないのは

なぜであろうか。その原因としては、以下の点が挙げられる。 

 

 ①ペーパーレス化を進める目的が不明確 

   ペーパーレス化が必要な理由は何か、また、ペーパーレス化のメリット・デメ

リット等の導入効果を分析する必要があり、闇雲にペーパーレス化を推進しても

効果を得られない。 

   このことから、全職員がペーパーレス化する目的を認識し、実施する環境づく

りが必要となるであろう。 

 

 ②文書管理におけるルール作りが不徹底 

   文書管理の一連の業務フローの棚卸しが未実施で、前例踏襲で事務が進められ

ていることが多く見受けられる。起案の方法が所属ごとに異なっていたり、文書

の保存年限が起案する職員により異なっていたりしている状況で新たに文書の電

子化・ペーパーレス化を推進することは困難といえる。 

   さらに、電子文書の原本性の確保や事故等によるデータ損失の問題など新たな

課題も発生し、これらの課題を解消するための方針の整備に、より多くの時間を

費やすことになる。そうなると、文書の電子化に対するモチベーションが高くな

い場合は、時間と労力をかけて電子化することに負担を感じて、ペーパーレス化

が進まない可能性もある。また、事務決裁処理の過程で必要となる電子データを

印刷して紙として保存しているものもあり、実際には紙が減らない現実もある。 
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 ③予算措置の問題 

   電子決裁のしくみを導入するには、文書管理システムの導入または改修が必要

となり、その導入経費に見合う効果を得られるか、検証が困難なことから財政部

局等の理解を得られず、予算化できない場合も存在する。 

 

  これら３つの項目のうち、どれか１つでも該当する場合、文書の電子化・ペーパ

ーレス化は現実として難しい状況といえる。では、どのようにすれば、文書の電子

化・ペーパーレス化が実現するのであろうか。 

 

  この問いに対して、第１班では文書の電子化・ペーパーレス化が各自治体で積極

的に導入されていない中で、すでに導入している先進自治体を視察・研究を行い、

導入の目的やその方法を調査し、電子化・ペーパーレス化の影響を調査することが

も効果的と判断し、視察先を選定することとした。 

 

  文書管理の電子化やペーパーレス化を実施している自治体を探したところ、100％

電子決裁を強力に推進しているとして、渋谷区が候補として挙げられたため、現地

視察調査を実施した。視察は令和元年９月５日、14 時から２時間程度行った。当日

は足立区、八王子市、長野県も視察に来ており、渋谷区の電子決裁の取組に多くの

自治体が注目していることがうかがえた。次章において調査結果を紹介することと

する。 
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第２章 先進自治体（渋谷区）におけるＩＣＴの活用 

 

  視察調査にあたり、事前に質問事項として調査票を送付した。質問事項とそ 

れに対する渋谷区の回答は以下のとおりである。 

 

 

 

 

質問 回答

質問１
システム選定する上で気を付けたことは何でしょうか。もともと富⼠通
の⽂書管理システムを使っていたのか、それとも本年１⽉の庁舎移転と
併せて、富⼠通に切り替えたのでしょうか。

当区においては、新庁舎移転を機に、初めて⽂書管理
システムを導⼊しました。

質問２
他のベンダーではなく、富⼠通IPKを選んだポイント（主な要因）はあ
りますか。

プロポーザルを実施して選考しており、プロポーザル
での評価点が⾼く、また、システム導⼊後の分析等の
フォローがある点が評価されたと聞いています。

質問３
４⽉から電⼦決裁の本格運⽤開始ということで、運⽤開始前後の⽤紙購
⼊量の⽐較は難しいと思われますが、感覚として、ペーパーレス化が実
感できていますか。また、全庁からの反応はどうでしょうか。

先⽉実施した全庁対象のアンケートにおいて、ペー
パーレス化の推進については、半数以上から実感して
いる旨の回答がありました。

質問４

IPKを「カスタマイズすることなく短期間で、ほぼすべての電⼦化を実
現した」とのことですが、⽂書関連例規に沿ったシステムだったのか、
パッケージに沿うよう⽂書関連例規を改正したのか、どちらでしょう
か。

前者です。
システム導⼊に伴う事務処理の変更は、ほぼ⾏ってい
ません。

質問５
「組織横断での業務プロセス改⾰を実施」したとのことですが、改⾰に
携わったのはどういった所属で、どのような役職のメンバーだったので
しょうか。

ＩＣＴ戦略課、⽂書課、財務関連部署、各⾏政委員
会、情報公開担当、秘書等が携わりました。
実務を⾏ったのは、各部署の係⻑・係員です。

質問６
具体的に、どのような業務のプロセスをどのように改⾰したのでしょう
か。

紙⽂書管理から電⼦⽂書管理に変更することに向け、
各⾏政委員会、情報公開担当、秘書等が、富⼠通様・
ICT戦略課・⽂書課との打合せを通じて、各部署の業
務の今後について、具体的には、財務会計システムと
の連携⽅法、各⾏政委員会の電⼦決裁の⽅法、電⼦監
査の⽅法、情報公開請求への対応⽅法、区⻑不在時の
電⼦決裁の⽅法等を決定していきました。

質問７
富⼠通が「運⽤ルールの整備に係る⽀援を⾏った」とのことですが、ど
のような⽀援を⾏ったのでしょうか。

「⽂書管理システム運⽤⽅針」の策定にあたり、富⼠
通様より、国の動向に係る資料、他⾃治体の運⽤⽅針
の資料等を提供していただきました。

質問８
「運⽤ルール」（公⽂書管理基準？）があれば参考にいただけますで
しょうか。

「⽂書管理システム運⽤⽅針」のとおりです。

質問９
電⼦決裁導⼊に反対はなかったのでしょうか。また、どのように説得し
ましたか。

新庁舎移転に伴い、業務効率化及びペーパーレス化を
推進する⽂書管理システムを⼊れ、電⼦決裁をするこ
とは、トップダウンで決定されました。そのため、反
対はありませんでした。
また、説明会に先⽴ち事前に調査を⾏い、疑問・不安
の声に対しては、丁寧に説明し、理解を得ました。
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質問１０
⽂書審査について、現⾏のシステムで電⼦的に⾏うのでしょうか。どの
時点で⾏いますか。

⽂書審査は、⽂書管理システム上で電⼦的に⾏いま
す。
区⻑決裁の決裁ルートは次のとおりです。
所管係員→所管係⻑→所管課⻑→所管部⻑→⽂書係⻑
（審査）→⽂書課⻑（審査）→総務課⻑（調整）→総
務部⻑（調整）→担当副区⻑→区⻑

質問１１
説明が必要な決裁及び合議の場合、直接伺って説明したのち、電⼦決裁
をしてもらうという運⽤なのでしょうか。

説明を要する⽂書については、⽂書管理システムでの
起案時に「🚩」マークが付けられます。決裁者は、
「🚩」マークが付いた起案⽂書が回ってきたときは、
説明が必要であると判断すれば、直接⼜は電話で説明
を受けた後、決裁処理を⾏います。

質問１２
公印使⽤承認について、現⾏のシステムで⾏うことは可能なのでしょう
か。可能である場合、誰が使⽤承認をしたかわかるようになっているの
でしょうか。

公印使⽤承認は、IPKではシステム上⾏うことが可能
でしたが、当区は検討の結果、システムで⾏わないこ
とにしました。
渋⾕区では、公印押印時は、起案者はタブレット端末
を公印保有課まで持参し、公印保有課は⽂書管理シス
テム上決裁済みであることの確認・施⾏⽂書（紙）と
起案⽂書（電⼦⽂書）の照合・施⾏⽇の確認を⾏い、
公印押印を承認します。

質問１３

国では、決裁⽂書の改ざんを防⽌することを、電⼦決裁への移⾏推進⽬
的としていますが、決裁完了後に決裁⽂を編集したり、添付ファイルを
差し替えたりすることはできるのでしょうか。編集できる職員が限定さ
れているのでしょうか（⽂書主任など）

決裁完了後の編集等は、決裁者による決裁の取消処理
を⾏わなければできません。編集等を終えた後、再び
決裁を受けます。

質問１４ 決裁、合議は誰からでも⾒られるのでしょうか。
起案⽂書は、起案者・起案者と同じ課の職員・各決裁
者が⾒ることができます。

質問１５
⽂書管理システムに添付するファイルの形式はPDFのみでしょうか。⻑
期保存の場合の⾒読性は確保されていますか。

Word、Excel、PowerPoint等のオフィスソフトやZIP
ファイル等も添付できます。
「⻑期保管⽂書機能（PDF/A形式）に変換する機能」
については、容量を圧迫するため、今のところ使⽤し
ていません。「歴史的公⽂書となりえるもの」につい
ては、当⾯の間、紙原本を⻑期保存とし、⾒読性を確
保しています。「原本の考え⽅」を参照願います。

質問１６
相⼿⽅が紙媒体で送付してきた⽂書（請求書など）を電⼦化したあと、
原本はどのようにしていますか。

訴訟等で証拠として提出する可能性のある⽂書・歴史
的公⽂書となりえる⽂書については、電⼦化後も保管
することとし、それ以外の⽂書については電⼦化後廃
棄することとしています。「原本の考え⽅」を参照願
います。

質問１７
電⼦決裁で⽂書ファイルを添付した場合、所属等のフォルダ内にある⽂
書ファイルは削除するのでしょうか。それともシステムと所属等のフォ
ルダ内と重複保管する状態でしょうか。

原本は決裁添付データですので、所属のフォルダ内で
重複して持つ必要はありません。ただし、所属のフォ
ルダ内⽂書を削除するようには指導していません。

質問１８ ⽂書管理システムの電⼦決裁における現在の課題はありますか。

先⽉実施した全庁対象のアンケート結果を現在検証中
です。
会計管理室からは、電⼦添付されたデータを開く際に
時間がかかり、決裁に今までよりも時間がかかってい
るといわれています。

質問１９
コストメリット等定量的な効果や定数的な効果をどのように記載したの
でしょうか。記載したものがあれば、参考にいただけないでしょうか。

新庁舎プロジェクトのサポートチームが、⽂書管理シ
ステム導⼊後の効果を次のように算出しました。
・起案、決裁等に係る時間の削減
・⽤紙代、トナー代等の経費の削減
などで、⾦額換算すると年間327,506,000円削減できる
⾒込み

-16-



 

 

１．電子決裁導入の目的 

  渋谷区の場合、保有する紙の総量を削減するという目的から電子決裁の導入の取

組が進められた。このきっかけとなったのは、渋谷区役所庁舎の建替えである。平

成 31 年４月に新庁舎に移転するにあたり、その床面積から換算すると、文書の保管

スペースが確保できないという問題が発生した。 

  ここで、事務の進め方の見直しを図る必要があり、ICT 基盤の整備の一環で、文

書管理システムを初めて導入し、電子決裁を実施することで紙の総量を削減すると

いうペーパーレス化の方針を打ち出し、一部の例外を除き、ほぼ電子決裁率 100％

を達成した。 

 

２．電子決裁導入のスケジュール 

  電子決裁の運用が実際に開始されるまで、庁内での調整に約２年費やされている。 

  平成 29 年度には、文書の削減方針を全庁周知することと並行してプロポーザル

によるシステム調達を行った。 

  平成 30 年度に入り、区長などの特別職や各部長に文書管理システムの概要や導

入スケジュールを説明した。これは、区長からも電子決裁の導入を検討するように

指示があったことから、トップダウンで進める施策として理解をしてもらうためで

ある。次いで、課長クラスの管理職や担当者レベルの説明を実施し、並行して電子

決裁による文書管理の運用方針を定めるための調整を進めた。 

  平成 31 年１月からは、試験環境で実際に職員にシステム操作して慣れてもらい、

４月からシステムを本格稼働し、電子決裁を実施している。 

質問２０
⽂書管理システムの業者が変わる場合に、永年保存⽂書などのデータの
引継ぎ⽅は想定されていますか。

具体的な想定はしていませんが、要件仕様書に次のよ
うに定めています。
・本業務の契約期間の満了、全部若しくは⼀部の解
除、⼜はその他契約の終了事由の如何を問わず、本業
務が終了となる場合には、受託者は区の指⽰の下、本
業務終了⽇までに区が継続して本業務を遂⾏できるよ
う必要な措置を講じ、新規受託者に移⾏する作業の⽀
援を⾏うこと。

質問２１ システムの不具合などで、決裁が滞ったことはありますか。 今のところありません。

質問２２ 停電対策はしていますか。

しています。
ICT基盤は、2系統の電源を利⽤しており、うち1系統
は庁舎の⾮常⽤発電機に接続されています。
停電の際に⾮常⽤発電機が稼働開始するまでの間は、
UPS(無停電電源装置)が、必要な電⼒を供給するた
め、停電によるICT基盤の停⽌はありません。【ICT戦
略課】

質問２３ 情報開⽰請求に対する対応の負担は減りましたか。
情報公開請求の対象となったかどうか記録しておく機
能があるため、同⼀⽂書の情報公開があった場合に
は、対応を統⼀することができるようになりました。
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（渋谷区資料より抜粋） 

 

３．渋谷区における文書管理システム運用方針 

  電子決裁を導入するにあたり、渋谷区では「文書管理システムに係る運用方針」

を定めて、それに基づいて電子決裁を実施することとしている。 

  文書管理システムの適用範囲は、「渋谷区の文書」とし、原則として電子決裁とす

る。ただし、例外的に押印決裁をするものもあるが、それは全体の１％にも満たな

い。 

  また、文書管理システムの適用範囲外になる文書も存在する。これらは当然なが

ら電子決裁の対象とはならない。具体的には、通常業務でパソコンを使用しない職

員（保育士や幼稚園教諭など）が起案・供覧する文書などを指す。 

 

  このような運用基準を定めたことから、渋谷区の令和元年８月 20 日時点の電子

決裁率は 99.8％となっている。 
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（渋谷区資料より抜粋） 

-19-



４．渋谷区における文書の原本の考え方 

  渋谷区では、文書の原本の考え方についても、明確に運用基準の中で定めて 

いる。 

  原則として、電子文書が原本となり、それが保存される。例えば、電子データで

受領したものは、それが「原本」となり、紙文書で受領したものは、原課において

スキャンし、電子化されたものが「原本」として取り扱われる。 

  原本の考え方の例外として紙文書が原本となる場合も存在する。紙文書で受領し

たもののうち、訴訟等で証拠として提出する可能性のある文書や歴史的公文書とな

りえる文書がそれに該当する。電子決裁時には原課においてスキャンして電子化し

たものを添付するが、紙の文書を原本として当面の間は長期保存することとしてい

る。契約書や請求書など相手方の押印があるような文書がその例である。 

 
（渋谷区資料より抜粋）
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  このように、渋谷区では「文書管理システムに係る運用方針」の中で、文書の起

案・決裁は電子決裁を原則とすること、また、添付する原本も電子データを原本と

して保存するように明確に制度化されている。これにより、紙原本を極力減らし、

紙の総量の削減、ペーパーレス化を進めている。 

 

５．電子決裁導入による職員への影響 

  令和元年８月に全職員を対象とした電子決裁に関するアンケートを文書課が実施

したところ、肯定的な意見と否定的な意見が半々となった。肯定的な意見としては、

情報公開請求等で該当する文書を探す際には、文書管理システムでキーワード検索

をすることが可能なため、請求のあった文書の特定がしやすくなったというものが

あった。一方、否定的な意見としては、システム操作が煩雑というものや、電子決

裁に添付する文書の確認が不便といったものが挙げられた。 

  その他にも、文書管理システムと財務会計システムを連動させたことに伴い、会

計管理室における伝票の審査の手順が変更された。このため、電子添付された請求

書等のデータの確認に、今までより時間がかかるというような意見も出ている。 

 

  なお、システム運用での大きな不具合は発生しておらず、システム本体は問題な

く稼働している。文書課職員からは、システム導入時には運用面で多くの問合せが

発生しやすいが、それが少なかったのは事前に試験環境で操作に慣れてもらったこ

とが、大きな原因であるだろうとの回答を得た。ただし、上記のとおりシステム操

作に対する不満はあるので、操作マニュアルを改定し、効率的な運用方法を提示で

きるように進めていくとのことである。 

 

６．電子決裁以外のペーパーレス化推進の取組 

  また、電子決裁以外にペーパーレス化の推進として渋谷区が取り組んでいること

として、各職員が業務で使用するパソコンをモバイル PC に切り替え、会議をする

際には、そのモバイル PC を会議室に持参し、各会議室に設置されたモニターと接

続することで、ペーパーレスの会議を実現している。 

 

  さらに、情報共有ツールとして、Microsoft teams というソフトウェアを使用し、

チャット感覚で関係者間のコミュニケーションを取り、ペーパーレスによる情報共

有を行っている。 

 

  さらに、渋谷区の執務室はフリーアドレス化が進んでおり、全体的に ICT 化が進

められている様子がうかがえた。 
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７．停電対策について 

  渋谷区の場合、前項にあるように、本庁舎の更新に合わせて文書管理システム以

外の ICT 環境も整備された。では、その ICT 環境が災害等で停電が発生した場合

はどのような対策を取っているのであろうか。 

 

  ICT 関係の電力基盤は、２系統の電源を利用している。うち１系統は通常の電源

供給であるが、残る１系統は本庁舎の非常用発電機に接続されている。 

 

  仮に停電となった場合、非常用発電機が稼働開始するまでの間は、UPS（無停電

電源装置）が必要な電力を供給するため、ICT 環境が停止することは発生しないと

の回答を得た。 

 

  この視察の直後に、台風 15 号により千葉県内で長期間の停電が発生した。このた

め、非常用発電機では賄いきれない程の長期間の停電が発生した場合の運用も想定

しなければならないであろう。全ての業務を ICT に依存することは危険であり、シ

ステムが停止してしまった時のマニュアルを整備するなど、「もしも」のために代替

案を検討すべきであると考える。 

 

８．電子決裁の導入による費用対効果 

  次に、文書の電子化・ペーパーレス化導入による費用対効果について、渋谷区で

は文書管理システムの導入による効果額を、理論値ではあるが、以下のとおり算出

している。 

 

  ・文書起案・決裁等にかかる時間の減少に伴う人件費の削減 

  ・用紙代やトナー代などの物件費の削減 

 

  渋谷区では、電子決裁導入前にかかっていた起案や決裁の時間や消耗品の使用量

から積算して、年間 327,506 千円の費用削減ができる見込みとしている。ただし、

実際はシステム操作の問合せも増加していたり、決裁前にいったん資料を紙出力し

て内容の精査をしたりすることもあるため、理論値のような削減効果を得ることは

難しいと思われる。渋谷区の担当者の話では、起案・決裁にかかる時間の減少は当

分難しい見込みであるが、今後も業務の見直しを行って、電子決裁を推進していく

とのことである。 

 

９．渋谷区視察調査のまとめ及び考察 

  渋谷区では、新庁舎移転に伴い業務の進め方の見直しをしない限り、文書の保存
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スペースを確保できないという問題があり、文書の電子決裁導入及びペーパーレス

化の推進は、その問題を解決するという明確な目的をもって実施していることが前

提としてあり、導入にあたっては、次の３点が文書の電子決裁及びペーパーレス化

推進の重要な要素となっている。 

 

① 区長のトップダウンで文書管理システムにおける電子決裁を取り入れた 

こと 

  ②システムのカスタマイズがほぼいらなかったこと 

  ③システムの運用方針を明確に定め、一部紙の文書は存在するものの電子決裁率

100％を目標に掲げたこと 

 

  渋谷区の場合は、上述のとおり「保存場所の確保」という目的で文書の電子化・

ペーパーレス化を進めている。結果として、執務スペースが広がり職場環境が良く

なったことで全体的に生産性も高まったともいえるが、文書の検索性の向上に伴う

業務の効率化といった視点があまり見受けられなかったことに、多少の物足りなさ

を感じた。 

 

  第１章で述べたとおり、どの自治体も文書の保存場所を十分に確保できていない

状態である。それを解決するためにトップダウン型で文書管理の電子化・ペーパー

レス化を進めた渋谷区は優れているが、それでは他の自治体が同様の方法で実施で

きるかというと、現実的には困難であるといわざるを得ない。 

 

  また、保存場所の確保という物理的な改善だけではなく、電子化・ペーパーレス

化による業務の効率化という質的な改善も同時進行で考えるべきであろう。 

 

１０．国における文書の電子化・ペーパーレス化の取組（参考） 

  ここまで、渋谷区における文書の電子化・ペーパーレス化の取組み状況を紹介し

てきたが、それでは、国においてはどのような取組をしているであろうか。 

 

  文書の電子化について、平成 31 年３月 25 日に内閣総理大臣決定で「行政文書の

電子的管理についての基本的な方針」が打ち出された。これは、今後作成する行政

文書は電子的に管理することを基本とし、原則として電子原本による保存とし、利

便性・効率性と機密保持・改ざん防止のバランスを確保しながら、確実・効果的な

管理ができる枠組みを構築するという方針で進めるというものである。 

 

  国は文書改ざんの問題もあったことから、電子保存による管理の利便性や効率性
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といった質の向上を優先して進めているように見受けられる。 

 
（出典：内閣府ホームページ） 
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第３章 ＩＣＴを活用した文書管理への提言 

 

◎ なぜ文書の電子化やペーパーレス化が必要なのか。 

  第２章で見てきたように、渋谷区のような先進自治体や国では、文書管理の電子

化やペーパーレス化の導入を積極的に進めているが、この研究を進めていく中で、

なぜ文書の電子化やペーパーレス化が必要なのかという初歩的な疑問が湧いてき

た。確かに文書の電子化やペーパーレス化というと、業務を見直しているように響

きがよく聞こえるが、実際には目的を持って実施しなければ導入経費に対する効果

は得られないであろう。ともすれば、導入することが目的になってしまうというこ

ともあり得る。 

 

  文書管理の電子化やペーパーレス化の 大の目的は何か。業務を行う職員にとっ

ては、検索性を高めて事務の効率性を向上させることであり、住民にとっては行政

サービスの利便性を向上させることになるであろう。文書管理を電子化することで

逆に事務の効率性が下がるようでは、ICT の活用にはならない。 

 

  また、紙には紙の良さがあり、扱いやすくメモ書きなどができる点は、パソコン

やタブレットより一日の長がある。会議のペーパーレス化も多くの自治体で行われ

ているが、資料が格納されたパソコンやタブレットの画面を見ているだけでは、内

容が理解できず、結局プリントアウトして紙で見たほうが分かるというケースもあ

る。 

 

  このように業務の効率化という観点から考えると、電子データより紙の方が、利

便性が高い場合もあることから、100％ペーパーレス化ということは現時点ではで

きないと思われる。しかし、ICT を有効的に活用することで日々の業務で効率性の

向上を図ることは可能である。そのための３つの提言を示すこととする。 
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提言１ 電子決裁の積極的活用 

  ここまでの議論では、文書の電子化とペーパーレス化をまとめていたが、正確に

は「文書管理の手続きを電子化することでペーパーレス化を進める」ということに

なる。 

  100％ペーパーレス化が困難であっても、文書管理の手続きの電子化、特に電子決

裁機能のある文書管理システムを導入することで、文書の集約管理を図ることが可

能となる。その結果、情報の検索性が向上し、事務の効率化に寄与することになる。

また、電子保存になることで、紙の保管スペースを削減することも可能となり、そ

のスペースを有効活用することもできるので生産性・効率性が高まるようになる。 

 

  渋谷区のようにトップダウン形式で実施する手法もあるが、実際にはそうはなら

ないケースがほとんどと思われる。そのような場合には、文書管理システムのリプ

レイスのタイミングに合わせて電子決裁の導入を検討し、定型業務のように実施し

やすいものから電子決裁を導入するようにする。例えば、県や他自治体からメール

で照会があったものを紙に出力して起案決裁するのではなく、電子決裁を行うよう

にする。このようにあえて紙出力しなくてもよい事務などから電子決裁を導入する

ことは可能である。 

  全庁的な実施が困難ということであれば、所属を絞り込み、その所属内で電子決

裁が効果的に運用できるか実証実験を行い、その中で成功事例を他所属にも広める

という方法も考え得る。なるべく、事務決裁規程等の例規を改正しなくてもできる

ことから始めていくべきである。 

 

  また、電子決裁は回議ルートを見える化できるというメリットがあるが、文書の

修正が複雑というデメリットもあることから、決裁時は見やすく書き込みしやすい

紙媒体とし、保存する際にはシステムを用いて電子データで保存して検索性を高め

るというように紙媒体と電子データの利点を組み合わせた運用も検討できるであ

ろう。申請書類などは、その事務処理が終了すると見返すことがほとんどないため、

電子化して保存しておけば、検索性が高く便利になる。また、その電子データを原

本にすることで紙媒体での保存を削減することが可能である。ただし、このような

仕組みとするには、文書管理規程等の改正を伴う可能性があるので、注意が必要で

ある。 

  それぞれの自治体で電子データと紙媒体の使い分けの 適化を検討し、それに合

わせて文書管理の運用に係る明確な方針を立てることで ICT を有効活用できると

考える。 
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提言２ 入口からの電子化の推進 

  窓口業務では、申請書などのやりとりを、多くの自治体では現在も紙を用いて行

っている。直筆の署名が必要なものもあるが、証明書の発行や軽微な申請について

は、窓口にタブレットを設置し、入口から電子化することでペーパーレス化を図る

ことが可能である。 

 

  また、職員の使用する業務パソコンをモバイル PC やタブレットなど携帯性の高

いものに切り替えて、会議時にそれを全員が持参する運用にすることで、資料を大

量にコピーしたり、資料の修正のたびにコピーをやり直したりするなど会議の準備

の時間と労力を省くことが可能となる。さらに、資料の差し替えが会議開始直前ま

で可能になることから、会議の合理的な運営も期待できる。 

  ただし、会議の途中で、資料を見失うという場合も考慮し、その使用方法は十分

に周知する必要がある。 

 

 

提言３ ＩＣＴに依存しすぎない運用の検討 

  提言１及び２では、ICT の活用について説明してきたが、ICT は魔法の杖ではな

い。近年、国内では多くの災害が発生しており、長期間停電が続いた場合、ICT 基

盤が全く使えないということも起こり得る。いくら非常用電源装置があっても限り

があるので、電源が確保できないときの文書管理について検討が必要である。 

  このような状況下では、電子データを扱うことができないため、紙での運用方法

について、マニュアル等を整備しておくなど、ICT に依存しすぎない業務運用も検

討を進める必要がある。 

 

  また、災害時には各自治体で業務継続計画（BCP）が策定されているので、非常

時優先業務のなかでも特に優先順位の高い事業、たとえば住民異動の受付や健康保

険や介護保険など市民生活に直接影響の多い事務に関する文書の管理方法を検討

していくべきである。 
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おわりに 

  第１班では、行政事務における各自治体の現状と課題の整理、先進自治体におけ

る ICT の活用状況を調査した結果を踏まえ、現実的に取り組むことができる内容を

重視して３つの提言をまとめた。 

  行政課題調査研究を進めていく中で分かってきたことは、文書管理における電子

化やペーパーレス化を推進する際は、ペーパーレス化をすることで「どんな課題が

解決されるのか」「メリットは何か」などを組織内で周知しなければ成功しないこと

である。 

  また、ペーパーレス化はあくまで手段であり、目的のないペーパーレス化は単に

紙の利便性を放棄するだけで、業務効率化には繋がらないという認識を持つことは

大事である。 

  ICT は業務効率化を進めるためのツールである。それを理解したうえで、文書管

理についてどのように ICT を導入すれば業務が効率化されるか、それぞれの自治体

で課題を洗い出し、 適な形で ICT と既存の紙媒体を組み合わせて活用していくこ

とが重要であろう。 

 

  電子化やペーパーレス化を進めることで、市民の利便性向上や、職員の業務効率

化を図るなど、現実的な改善が実感できなければ、その取組は継続されないと思わ

れる。 

  今回第１班からの提言内容は、特に目新しいものではないが、ICT という 新技

術の導入を目的とすることなく、ICT を有効的に利用した文書管理の 適な姿を目

指すために検討していただきたい内容としている。 

  自治体の業務は国や県から事務移管が進められたこともあって、社会情勢の変化

に対応するように行政サービスの内容が高度化してきており、課題解決が困難な案

件も増加している。しかし、それに対応するための職員数が確保できていない自治

体は多い。このような問題を解決するために ICT 技術は非常に有効である。 

  繰り返しになるが、自治体によって課題は異なるので、その自治体の課題の解決

案を十分に検討し、それに必要な ICT 技術を導入して活用していくことを強く願

い、第１班の研究報告書とする。 
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　【報告書】

第２班
作　本　賢　吾（千葉市業務改革推進課）
佐々木　英一郎（成田市行政管理課）
田久保　昌　三（習志野市市民税課）

市民一人ひとりに届く行政サービスの実現

－ICTでできること－



 

《要約》  

日本においては今後も少子高齢化・人口減少という状況が続くと見込まれ

ており、高齢者人口は、2040 年頃にピークを迎え、生産年齢人口に至っては、

1995 年に 8,716 万人であったが、2040 年には 6,000 万人以下になると予想

されている。こうした社会変化に加え、住民ニーズも多様化している状況に

ある。  

 第２班では、今ある多くの行政課題と社会変化に対して、持続可能な行政

運営をするためには、どうするべきかという視点で調査研究を進めた。  

 そして、職員の負担を増やすことなく、住民ニーズを的確にとらえ行政課

題をクリアしていくための方策について提言する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-38-



目次  

 

序 ······································································· 40 

 

１ 現状分析 ···························································· 41 

 １－１ 行政サービスの抱える課題 ······························· 41 

１－２ ICT の現状 ··················································· 42 

 

２ 課題 ································································· 45 

２－１ 情報の断片化 ··········································· 45 

２－２ ICT への理解度 ·············································· 46 

 

３ 事例研究 ···························································· 48 

３－１ 千葉市の取組 ················································· 48 

３－２ 姫路市の取組 ················································· 49 

 

４ 政策提言 ···························································· 51 

４－１ 提言する ICT とその理由 ································ 51 

４－２ AI チャットボットの現在と「ソノサキ」 ·················· 52 

４－３ あるべき AI チャットボットの現実性 ····················· 54 

 

５ まとめ ······························································ 58 

 

６ 今後の課題 ·························································· 59 

 

参考文献等 ······························································ 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-39-



序  

 今、我々はこの報告書をコンピュータで作成しており、普段の仕事に関わ

る文書も手書きではなく電子で作成するということが多い。また、文書だけ

でなく職員間の連絡もメールで行うようになっており、仕事が終われば自宅

で趣味のためにコンピュータを立ち上げる人も多いだろう。  

今や、コンピュータは我々の生活に無くてはならない存在になったといっ

ても過言ではない。そして、我々の生活をよりよくするためにさらなる発展

を遂げているところでもあり、近年では機械学習によりコンピュータ自身に

物事の分析を行わせることも主流となってきている。例えば、某大手通販サ

イトでは、利用者の購入・閲覧履歴から利用者の好みを分析して、関心の高

そうな商品を紹介するといったことが行われており、誰しも少なからず体験

があるだろう。また、従来から存在する技術も進化しており、例えば自動翻

訳ソフトは、これまではその精度も信頼できるようなものではなかったが、

今では AI を活用した自動翻訳サイトが 3,000 社以上で導入されているとい

う事例もある（参考文献１）。これらの情報技術は ICT（ Information and 

Communication Technology）と呼ばれており、特に近年は ICT をいかに活

用していくかということが世の中でも広く議論されている。  

 しかし、自治体においては、これらの ICT が充分に活用されているとはい

えない状況である。また、ICT に頼らずとも充分な行政サービスが提供でき

ているかといえば、多くの自治体では職員数が減少している状況もあり、充

分といえる自治体は少ないのではないだろうか。さらに、これからは少子高

齢化の影響により、自治体を取り巻く状況はさらに悪化をしていくと考えら

れ、従来の体制では住民を満足させるだけの行政サービスを提供することは

ますます困難となるであろう。  

 以上のことから、第２班では、現状の行政サービスの課題を検討するとと

もに、それらの課題を ICT の活用により解決することを目標として調査・研

究を行ったものである。  
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１．現状分析  

第１章では、どのような分野に ICT を導入するべきかを考える契機とし

て、現在の行政サービスが抱えている課題について、具体例を挙げながら検

討していく。そのうえで、ICT の現状についても確認し、それをどう活用す

るかについての検討を行う。  

 

１－１ 行政サービスの抱える課題  

不満の大小は様々であるが、誰もが生活の中で不満を感じている行政サ

ービスがあるのではないだろうか。たとえば以下のような例である。  

 

（１）災害時に放送される防災無線  

災害時には市営バスなどは通常どおりの運行ができず、臨時ダイヤで

運行するということも少なくない。そのとき、バスの運行状況を防災無

線で放送するということもあるだろうが、基本的には市内のすべての地

域に同じ情報を流す自治体が多いのではないだろうか。しかし、市民か

らすれば居住する地域によって利用するバスは異なっており、極端な話

でいえば特定の路線一つの情報を知りたいという市民もいるだろう。そ

のときにすべての地域にすべての路線の情報が放送されたら、自分が利

用するバスの情報を聞き漏らさないように、全く関係のないバスの情報

まで注意して聞くことになってしまう。  

 

（２）市主催のイベント情報の発信  

スポーツイベントなど、市が主催するイベントを市民に告知するには

どのような方法をとるだろうか。一般的に用いられている方法としては、

庁舎内にポスターを掲示する、チラシを配る、ホームページに掲載する、

といったものだろう。しかし、これでは普段から役所にあまり関わらな

い人はイベントの情報を知ることができない可能性が高く、最悪なケー

スとして、イベント終了後にイベントの情報を知ってしまい「知ってい

れば参加したかった」と不満を持たれてしまう場合があるだろう。  

 

上記の不満は、市民に必要な情報が適切に届いていないということに起

因している。１つ目の防災無線の例は、不要な情報まで過剰に届いてしま

っており、２つ目のイベント情報の例はその逆で、届けなければいけない

情報が届いていない。このような不満は上記に挙げたもの以外にも様々な

ケースが想定される。では、なぜ行政サービスはこのような不満が生じる

体制となってしまっているのだろうか。その原因として考えられるのは、
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行政サービスが画一的で申請主義なものであるからではないかというこ

とである。  

まず、行政は基本的に市民を「市民」というひとくくりの単位で考える

ことが多いが、一口に市民といってもその人の年齢や性別、好みや性格と

いった様々な属性があり、すべての市民を同じ軸で考えるのは無理がある

ことは明らかであろう。しかし、行政はこれらの市民一人ひとりの属性を

考慮せずに画一的にサービスを提供するため、先に挙げた防災無線の例の

ような不満が生じるのではないだろうか。  

そして、行政は基本的に申請主義であり、言われたこと、聞かれたこと

には誠心誠意取り組むが、言われなかったら取り組まないし、聞かれなか

ったことには答えない。仮に情報が行き届いていなかった市民がいたとし

ても、それは聞かなかったその人の責任ですよ、というスタイルである。

これでは、先に示したイベント情報のような不満が生じることは想像に難

くない。  

もちろん、このような体制が必ずしも悪いというわけではない。画一的

なサービスは公平性を担保することになるし、申請主義であることは余計

なことは言わずに予期せぬトラブルを避けるという意味での効果はある

だろう。しかし、インターネット等の普及により多くの情報が手に入るよ

うになった現代において、自分に必要な情報を適切に選び出すというのは

難しく、結果的に本来必要としていたサービスを受けられないなど、市民

が不利益を被ることに繋がってしまうのではないだろうか。  

本来であれば必要としている人に必要なサービスが届くのが理想的な

行政サービスのあり方と考える。防災無線の例であれば、地域ごとに主要

な路線の情報を真っ先に放送したり、イベントの例であれば、過去のイベ

ントの参加状況やアンケート結果から特に参加意欲の高そうな市民によ

り積極的に周知を行ったりというのが理想なのではないだろうか。このよ

うに、申請主義で画一的なサービスの提供ではなく、市民一人ひとりに合

わせたサービスの提供を今後は行政としても行っていく必要があるので

はないだろうか。  

 

１－２ ICT の現状  

前節では、行政サービスの画一的で申請主義である点を課題とし、市民

一人ひとりに合わせたサービスが理想であることを述べた。しかし、その

ようなサービスを実現するには今まで以上の労力が必要になってしまい、

職員が減っている実態を踏まえると実現は難しいと思われるかもしれな

い。そこで、本テーマの中心である ICT が活きてくる。すなわち、ICT の
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活用によって、こういったサービスが職員の労力をさほど増やすことなく

実現可能な時代となってきているのである。ここで、特に昨今話題性の高

い技術について幾つか紹介する。  

 

（１）AI 

近年、AI と呼ばれる技術が様々な場面で活用されている。AI とは

「Artificial Intelligence」の略称で人工知能とも呼ばれており、AI を用

いるとコンピュータがあたかも知能を持って分析しているかのようなこ

とが可能になる。例えば、コンピュータに将棋を指させたり、工場の生

産ラインで不良品を自動で認識させたりできるし、序章で述べたオンラ

インショッピングでの商品の推薦も AI が用いられている。そして、これ

らの AI 技術を活用する上ではデータが必要不可欠である。将棋の例で

は過去の実際の棋譜データからどの場面でどのような手を打てば勝てる

かを分析しているし、工場の例では良品の画像データを大量に用意して

パターンを覚えさせ、パターンに合わないものを不良品として除外する。

オンラインショッピングの例では、他の利用者の購入履歴と照らし合わ

せて似た傾向を持つ利用者を分類し、商品の推薦を行っている。AI と聞

くと一見難しそうな技術と感じるかもしれないが、その本質としては膨

大なデータをもとに分析をしているというごく単純なものなのである。  

AI を活用した分析は自治体にも導入事例がある。さいたま市では保育

所のこども割り当てに苦労している背景があったため、AI に割り当ての

ルールを学習させ自動で行わせたところ、これまで 1,500 時間かかって

いた作業がわずか数秒でできるようになったと報告されている（参考文

献２）。  

 

（２）AI-OCR 

AI-OCR とは光学文字認識（OCR）に AI を取り入れたものである。従

来の OCR は正しく認識できる文字と認識できない文字の線引きが決ま

っており、認識できない文字は何度読んでも認識できなかった。しかし、

AI を用いることで、「認識できなかった文字」と「本来認識するべき文

字（正しい読み）」を対応させてデータとして蓄積していくことで、その

特徴やパターンから最初は認識できなかった文字でも徐々に正しく認識

できるようになっていく。AI-OCR は使えば使うほど賢くなっていくも

のであり、千葉市が行った実証実験では識字率約 96%という結果を出し、

その実用性の高さを示したといえるだろう（参考文献３）。  
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（３）AI チャットボット  

AI チャットボットとは、AI を用いた自動応答システムの俗称であり、

テキストによる入力に対して、人の手を介さずに自動で応答するもので

ある。有名な例として iOS 標準搭載の人工知能「Siri」などが挙げられ

る。Siri に対して「明日の天気は？」と聞くと「明日は雨です」などと

いった返答が返ってくるが、これは入力文の内容をコンピュータが分析

し、入力に対する適切な回答をコンピュータが自動的に返しているので

ある。このような技術は近年様々な場面で活用されており、特に自治体

での導入事例も多い。というのも、自治体に対する市民からの問合わせ

の多くは、いわゆる「よくある問合わせ」としてホームページに掲載し

ているようなものであり、このような入力に対する返答が決まっている

ようなものはまさに AI チャットボットの活躍場面である。  

 

（４）RPA 

RPA とは「Robotic Process Automation」の略称で、コンピュータ上

の定型的な作業をコンピュータに行わせる技術である。例えば、エクセ

ル上でまとめられている複数のメールアドレスの一覧に対して１件ずつ

メールを送っていくというような業務を考えたとき、実際に行うのはひ

たすら同じ作業を繰り返すだけである。このような手順が決まった繰り

返しの作業に対して、手順をコンピュータに覚えさせて自動で行っても

らうというのが RPA である。RPA も自治体での導入事例があり、神戸

市では通勤手当の確認に RPA を活用した実証実験を行ったところ、年間

で 1,895 時間の作業時間削減の見込みと報告されている（参考文献４）。 

 

ここまでで、近年特に主流となっている ICT 技術を４つ紹介した。では、

これらをどのように市民一人ひとりに合わせたサービスに活用できるだ

ろうか。前節で挙げたイベントの例では、過去の参加情報やアンケート結

果から特に参加意欲が高そうな市民への積極的な周知が必要だと述べた

が、例えばアンケート用紙を AI-OCR に読み取らせればそこに人間の労力

は不要になるし、読み取った結果を一覧として集計するのも RPA で代行

できる。さらに、アンケート結果から特に参加意欲が高そうな市民を分析

するのも、AI を用いて自動化できるだろう。結果として人間が行うのはイ

ベントの周知を今までより少し頑張る程度であり、ICT を活用すれば職員

の負担を増やすことなくより充実したサービスを提供できることが想像

できるだろう。  
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２．課題  

 第１章では、ICT の活用により職員の負担を増やすことなく市民一人ひと

りに合わせた行政サービスを行うことができるのではないかという点を示

した。しかし、技術的に実現可能なことと実際に実現できるかどうかはまた

別の話であり、特に自治体においては ICT の活用において大きく２つの課

題があると考えている。  

 

２－１ 情報の断片化  

１つ目が縦割りの情報管理である。AI を活用して様々な分析を行わせた

り、その結果を基にある処理を行わせたりするためには、分析の材料とな

るデータが必要になる。例えば、ある地域における将来の保育園需要を分

析しようとすれば、住民に関するデータ（生年月日、住所、世帯構成等）、

子育てに関するデータ（保育園の定員、受入状況、保育士数等）、都市計画

に関するデータ（市街地開発、道路整備状況等）等のデータが必要になっ

てくると考えられるが、これらのデータは１つの部署で所管しているもの

ではないため、より高度な分析を行うのであれば複数部署に渡るデータ連

携が必須である。しかし、これらのデータを連携させずに部署ごとのデー

タのみで分析させようとすると、例えば、将来の人口推計を踏まえずに現

在の保育園の受入状況だけで判断する、実際の開発状況を踏まえずに保育

園の整備予定地を選定するなど、不正確な結果となってしまう懸念がある。

AI を活用した分析を行うという観点で言えば、自治体の情報が部署ごとに

縦割りで管理されていることは課題となってくるだろう。  

また、ICT の活用に直接関係する部分ではないが、縦割りの情報管理に

よって発生した事例を１つ紹介する。ある自治体では、災害時の危機管理

体制においては、危機管理課で災害情報を総括し、福祉部で避難時要支援

者名簿を管理し、財政部でり災証明書の発行を行うという役割分担がなさ

れている。この体制は、災害時は全庁的な体制が必要であるという考えを

もとに構築されたものであり、これ自体は合理的な事務の分担といえる。

しかし、実際に災害が発生すると、危機管理課は停電の状況を把握してい

るが、避難時要支援者の所在がわからない、福祉部は避難時要支援者の所

在はわかるが、停電の状況がわからない、財政部はり災証明書の発行業務

は行っているが、全市的な被害の状況がわからないという情報の断片化が

起きてしまったのである。  

これらを踏まえると、自治体の縦割りの情報管理体制も今後見直してい

く必要があるのではないだろうか。  
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２－２ ICT への理解度  

２つ目が ICT への理解度である。ICT は特に近年になって注目されるよ

うになってきたものであり、その内容やメリットなどを理解していない人

が多いのもまた事実である。本調査研究に当たり、ICT に関するアンケー

ト調査を成田市職員に対して実施した（回答者数 101 人）。その中で、第１

章で紹介した RPA、AI チャットボット、AI-OCR などの選択肢を提示し、

知っている用語を選んでもらうという設問を用意したところ、その結果は

「何も知らない」という回答が 68 件と最多となった。  

 

設問「以下の用語のうち、以前から知っていたものを選択してください。」  

（複数回答可）  

RPA 16 

AI チャットボット  31 

AI-OCR 13 

BPR 2 

どれも知らなかった  68 

 

この結果から懸念されるのは、新しい ICT を導入しようとする際に上層

部や現場の理解を得られにくいという点である。機械にそんなことができ

るはずがない、機械に処理させたものを信用できない、そんなものに予算

をつけられないという反応が予想される。  

また、こうした考えは情報の断片化を助長しかねない。情報の断片化が

もたらす問題点については前節で触れた。人はよく理解のできないものに

対しては、問題が起きないようにと、ともすれば何もしない方向へと進み

がちである。機械にそんなにたくさんの情報を持たせてよいのか、自分の

部署の情報をそんなものに繋げたくないという反応もありうるであろう。 

しかし、アンケートの結果は必ずしも悲観的な内容のものばかりではな

かった。設問の中には、ICT に抱いている印象としてあてはまるものを選

んでもらうものもあり、その結果は「有効な技術だと思う。」という回答が

88 件と最多であった（その一方で「積極的に取り入れたい」となると約３

分の１に減少する）。また、否定的な反応はごく少数であった。  
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設問「これらの技術全般について、あなたが抱いている印象としてあてはまる

ものを選んでください。」（複数回答可）  

有効な技術だと思う。  88 

あまり有効な技術だと思わない。  4 

積極的に取り入れていきたい。  31 

導入時が大変そうなので現状のままでよい。  12 

機械は気軽に利用できる・間違わないのでよい。  32 

人間同士のコミュニケーションが減るので不安であ

る。  

14 

 

 

ここから 窺
うかが

えるのは、ICT については、業務の効率化のために有効であ

ると認識しつつも、業務量の増加等により通常業務で手一杯であり、直接

関係する分野ではない部分まで勉強して取り入れるのは難しいという現

実ではないかと思われる。職員への ICT への理解度を高めるための取組を

行うに当たっては、こうした現実を踏まえつつ、取り組むことが重要では

ないかと思われる。  
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３．事例研究  

 第２章では、ICT の活用に当たっての課題を確認した。第３章ではそうし

た課題を克服している事例を検討し、その優れている点を見つけ出すことで、

政策提言への参考とする。  

 

３－１ 千葉市の取組  

１つ目は千葉市の事例である。千葉市では「あなたにお知らせサービス」

として、住民へのプッシュ型情報提供を行っている。これは、住民情報を

活用して、該当する住民にプッシュ型で情報提供することで必要な情報を

必要なタイミングで届けるものである。具体的な内容としては、「①ひとり

親家庭への子育て支援策の情報提供」、「②居住地や子の年齢に応じた保育

園空き情報の提供」、「③税情報を活用した保育料の見込額通知」の３つが

ある。  

①は、ひとり親家庭への支援策のうち、公営駐輪場の減免や JR 定期券

助成、福祉資金貸付など、児童扶養手当や医療費助成などのよく知られた

施策以外の情報を対象者にスマートフォン用のアプリケーションのプッ

シュ通知を通じて提供するものである。  

（「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」より）  
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②は、市民の居住地や子の年齢に応じた保育園の空きに関する情報を、

スマートフォン用のアプリケーションのマップ表示を通じて提供するも

のである。  

③は、子供の保育園の次年度等の保育料について、親の所得額・納税額

及び世帯構成などの個人情報を活用し、その見込額をスマートフォン用の

アプリケーションを通じて情報提供するものである。  

これらの取組において重要な点を３つ挙げたい。１つ目は、プッシュ型

であるという点である。従来の行政サービスはともすれば申請や書類の提

出を受けてからというものが多いが、このサービスにおいては申請を待つ

ことなく情報提供を行っているのである。  

２つ目は、属性情報や所得額等の情報を活用している点である。従来の

行政サービスでは、市民に情報を入力させたり、書類を提出させたりした

うえで、それをもとにサービスの提供等を行うというのが基本であるが、

このサービスにおいては、行政が保有している情報を利用しているのであ

る。１つ目のプッシュ型についても、この点があったからこそ採用できた

といえよう。  

３つ目は、いずれもスマートフォン用のアプリケーションを利用してい

るという点である。アプリケーションの形をとることで、利用開始時に個

人情報利用のための同意を得ることが可能になる。また、紙による通知と

比較して、スマートフォンによる通知のほうが機密性も高いといえる。  

 

３－２ 姫路市の取組  

もう１つは姫路市の事例である。姫路市では複数の業務システムの情報

を連携させた統合データベースを構築して活用している。これは、行政情

報分析基盤（既に姫路市で構築済みのデータ分析基盤）の住民基本台帳（住

民記録データ）分析機能を LGWAN-ASP に継承し、新たに「子ども子育

てデータ」と「税データ」をクロス分析することにより、将来の入園希望

児童数を地域別に割り出し、保育所等の適正配置計画や保育士不足を予測

するものである。また、待機児童の解消や施設運営の透明化など、データ

に基づく計画的な取組を行うことで、子育てのしやすい魅力的な地域づく

りのモデルケースとなる政策立案にも利用されている。  

 

この取組において重要な点は、データの縦割りが解消されているという

点である。姫路市の情報分析基盤には、市民課の住民記録システム、子育

て支援課のこども子育て支援システム、保護者アンケート、市民アンケー

ト、保育士アンケート、都市計画課の都市計画関連データ、税務課の住民
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税システムが接続されており、異なる課のデータが連携されている。この

ことにより、必要なタイミングで必要なデータを得ることができ、分析に

かかる作業時間が大幅に短縮されるとともに、AI による正確な分析が可能

になっているのである。  

 

（「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」より）  
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４．政策提言  

 第４章では、これまでの検討結果を踏まえ、具体的な政策提言を行ってい

く。まず、活用する ICT とその理由を示し、次に、その具体的な姿を明らか

にする。最後に、その実現性についての検討を行う。  

 

４－１ 提言する ICT とその理由  

これから新たに ICT を導入する自治体はどこから手をつけるべきだろ

うか。今回は AI チャットボットを提言したい。その理由は大きく分けて

３つある。  

１つ目は、AI チャットボットが直接市民に関わる ICT であり、行政と

市民との接点を増やす効果が見込まれるという点である。AI チャットボッ

トの導入により、従来では行政に問合わせをしなかった層からのアクセス

が増えることが見込まれる。たとえば、日中は仕事などにより問い合わせ

をすることができない市民が、基本的には 24 時間 365 日稼働できる AI チ

ャットボットならば利用することができるようになる。また、パソコンや

スマートフォンを利用した検索が得意でない市民にとっては、対話形式で

利用できる AI チャットボットのほうが利用しやすいであろう。その結果

として、AI チャットボットの利用が進めば、職員の問合わせ対応の業務も

減少するであろう。  

２つ目は、行政と市民との１対１の関係に限られることである。今回の

提言モデルでは、市民のさまざまな属性や情報を活用し、その人に合わせ

た行政サービスを提供することを想定している。そのため、個人情報保護

という観点はきわめて重要となる。その点、AI チャットボットであれば、

まず使い始めるタイミングで個人情報を利用する許可を求めることがで

きる。そして、通知は個人のスマートフォン等に届くため、たとえば役所

から郵便が届いたということから何らかの個人情報が漏れるという事態

も避けられるのである。また、集めた市民の情報を外部の会社へ提供する

ことも必要ない。  

３つ目は、AI チャットボットが既にある程度普及しているとともに、現

在も進化を続けている技術ということである。AI チャットボットは、民間

企業においては広く普及している。また、自治体においても、先進自治体

で導入事例がみられる。そのため、市民にも抵抗感が少なく、利用を開始

しやすいであろう。また、自治体の職員であれば周知のことと思うが、ど

の自治体でも財政担当部署は初めてやるものに拒否反応を示すものであ

る。その点、AI チャットボットであれば既に例があり、説得は容易になる。

また、詳細については後述するが、AI の進化は現在も続いており、今後さ
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らにさまざまな場面で利用可能になることが想定される。  

 

４－２ AI チャットボットの現在と「ソノサキ」  

それでは、まず我々が考える AI チャットボットのあるべき姿が持つ３

つの特徴を説明したい。それは、（１）能動的な通知、（２）分析に基づく

情報提供、（３）完結できる手続、の３つである。以下、具体例を交えなが

ら説明していく。  

 

（１）能動的な通知  

ホームページなどで必要としている証明書について検索をすると、そ

の証明書を所管している部署や発行手続の流れを掲載しているページが

表示される。また、すでに実装されている自治体の AI チャットボットで

は、そのホームページのアドレスを答えてくれることがある。  

しかし、これからの AI チャットボットは、そうした受動的なあり方で

はなく、能動的に通知をすることが求められる。上の例でいえば、証明

書の検索をしているということは、何らかの手続きが必要になっている

ということである。さらにいえば、必要な手続きを忘れていれば、その

証明書を検索することもない。つまり、最もあるべき姿は、必要なタイ

ミングで必要な手続きを通知することなのである。  
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実際、行政に携わっている職員であれば、紙で同じことをしているこ

とに気づかれるのではないだろうか。たとえば児童手当の現況届等であ

る。それを AI チャットボットが行うのである。現況届以外にもそんなこ

とができるのかという点については後述する。  

 

（２）分析に基づく情報提供  

自治体の広報紙を読むと、様々なイベントのお知らせであふれている。

また、LINE などで市町村の公式アカウントをフォローすると、様々な

イベントの案内が通知されてくる。  

第１章でも触れたが、これらの情報提供は、基本的に全てのものを通

知するだけである。そのため、どうしても通知の数は多くなりがちであ

り、その結果として、本当に必要だった情報が他の情報に埋もれてしま

うといった事態も起きるのである。  

しかし、これからはその人の属性や過去のイベントの参加履歴等を基

にした AI の分析により、必要な情報だけを提供することが可能になる

だろう。例えば、スポーツ所管部署のパラスポーツ体験イベントに参加

した人には、障がい者福祉所管部署のイベントを案内するといったこと

が挙げられる。  
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（３）完結できる手続  

AI チャットボットというと、現在は情報を提供するものが主流であり、

たとえば、利用者の現在地を基に近くの観光名所を案内することができ

るチャットボットなどがある。  

これ自体は非常に有益なサービスであり、自治体においても公の施設

の利用の案内などへの応用が考えられる。しかし、公の施設では利用の

申込みが必要なものも多いため、案内だけでなく利用申込みまで AI チ

ャットボットでできてしまうのが理想的である。  

その具体的な方法の１つとして、利用申込書に記入する必要がある事

項を AI チャットボットが質問し、利用者がそれに回答することで申込

みが完了するということが考えられる。  

 
これらの３点の要素を満たすことで、冒頭で掲げた課題、申請主義で画

一的なサービス提供ではなく、市民一人ひとりに合わせたサービスの提供

が可能な AI チャットボットになると思われる。  

 

４－３ あるべき AI チャットボットの現実性  

前節では、我々が考えるあるべき AI チャットボットについて説明を行

ってきた。その有効性については理解していただけたと思うが、実際に実

現可能なのかという点については、懐疑的な方もおられるのではないだろ

うか。ここからは、前節の構成にあわせて、その現実性について説明した  

い。  
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（１）能動的な通知について  

前節の説明の中で、利用者が決定している現況届等では可能かもしれ

ないが、新規の受給者等への通知は困難だと思われた方もいるのではな

いだろうか。  

しかし、形式は異なるが、技術的には同様なものが既に存在するので

ある。たとえば、インターネット上に「子育てタウン」というホームペ

ージがあり、その中に「幼保無償判定ナビ」というサービスがある。こ

れは、いくつかの質問に対する答えを入力することで、幼保無償化の対

象者か判定するものである。類似のサービスを見たり利用されたりした

方もいるのではないだろうか。  

こうしたサービスの場合、質問に対する答えは利用者が入力している

が、その答えが収入の状況や世帯の状況等であれば、市で把握している

情報であろう。つまり必要な情報を特定し、その情報を保有していれば、

それを基に AI に判定をさせ、それぞれに適切な通知を行えばよいので

ある。ここに新たな技術的な困難は少ない。  

 

（２）分析に基づく情報提供について  

前節の内容を非現実的だと感じられた方は少ないと思われるので、こ

こではさらなる活用の現実性について説明したい。前節の内容は、あく

まで実績に基づいた判断だが、将来的には統計的な分析に基づく予測も

可能になるのではないかと思われる。  

たとえば、金融機関において AI を活用した分析を行ったところ、返済

率と郵便番号との間に相関関係があることがわかったという。実際の因

果関係は定かではないが、居住地と所得との間にはある程度の関係があ

るという考えは妥当に思われる。  

このように一見関連がなさそうな事象を関連づけて考えるという行為

は、おそらく経験の長いベテラン職員が持つカンに似た性質のものでは

ないかと思われる。ベテラン職員も、長い経験の中で結果に影響を与え

るもの、そうでないものを見分け、それを判断に活用しているのであろ

う。与える情報をデータ化することができれば、AI にもそのような判断

が可能になるのである。  

具体例に戻れば、このような年齢と家族構成であればこうしたイベン

トに参加したいはずだという分析に基づく情報提供が可能になるのであ

る。  
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（３）完結できる手続について  

AI チャットボット上で手続きが完結するという点については、実はす

でに実現をしている自治体がある。市川市においては、住民票のオンラ

イン申請が可能となっており、しかも手数料の支払いもキャッシュレス

決済で完結する仕組みとなっている。  

（市川市ホームページより）  

 

つまり、この点については、市川市のように LINE という既存のプラ

ットフォームを利用して行うか、または独自の AI チャットボットを利

用して、そのデータを既存の電子申請システムに落とし込むことで実施

するかという方法論の問題であり、実現を阻む深刻な問題というのは存

在しないのである。  

 

以上、我々の考えるあるべき AI チャットボットの現実性について述べ

てきた。その有効性と現実性については、理解していただけたものと考え

ている。しかしながら、予算や政策の優先順位の問題等により、直ちに AI

チャットボットを導入することは難しいという自治体も多いものと思わ

れる。最後に、そうした自治体が取り組むべき点について述べたい。  

これまで何度か述べてきたことではあるが、AI は学習することも分析す
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ることもできるが、その対象はデータである必要がある。ベテラン職員が

話して聞かせることはできないし、手書きの書類をそのまま読むことがで

きない。つまり、データがなければ AI も賢くなれない、または賢くなる

のに多くの時間を要するのである。また、データがシステム上に蓄積され

ていたとしても、そのデータが活用できるような形式で出力されなければ、

これも宝の持ち腐れである。  

AI チャットボットの早期の導入が難しいということであれば、取り組む

べき点は、部署や個人が持っている情報やノウハウの電子化、様々なシス

テムから出力するデータの標準化であると思われる。そうすることにより、

導入した AI チャットボットを有効に活用することが容易になるであろう。 
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５．まとめ  

第５章ではまとめを行いたい。  

まず、第１章では、現在の行政サービスにおける申請主義と画一性を課題

としてとらえ、ICT を活用することにより、職員の負担を増やすことなく能

動的かつ市民一人ひとりにあわせた行政サービスが可能になるのではない

かと提起した。  

続く第２章において、ICT の活用を阻む課題として情報の断片化と ICT へ

の理解度の低さを指摘し、第３章ではそれらを克服した２つの事例を取り上

げた。千葉市においては、すでに属性情報を利用したプッシュ型の情報提供

が行われており、姫路市においては、複数のシステムを横断した統合データ

ベースが構築され、それによる分析が実際の政策へと活かされていた。いず

れの例でも、情報は有効に連携され、また庁内において ICT を尊重する考え

が根づいていることが見出された。  

第４章ではこれまでの検討を踏まえ、AI チャットボットの活用を提言し

た。提言では、情報を有効に連携させることにより市民一人ひとりに合わせ

た情報提供が可能になること、AI に事例を学習させることによりベテラン

職員のような判断が可能になること、電子申請等の既存技術と組み合わせる

ことにより AI チャットボット上で全てが完結できることを示し、その条件

を整えることが重要であることを示した。  

ICT の進歩により様々な会社から多様なサービスが提供されるようにな

っており、市民の要求は日々高くなっていくことが予想される。その中で、

行政サービスだけが従来の画一的で申請主義的なあり方のままであっては、

市民の不満は高まるばかりである。その中で職員の負担を増やさずに行政サ

ービスを向上させるためには ICT を活用していくしかない。今回提案した

AI チャットボットの導入はその方法のひとつである。  
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６．今後の課題  

 本研究において、ICT を活用した行政サービスの効率化について述べてき

たが、そこまで取り組むことができなかったのが高齢者への対応である。

ICT を活用する際に常に問題となるのが、高齢者にどう対応するのかという

問題である。音声認識の技術も向上しており、おそらく入力の困難さといっ

た部分は解消されていくと思われる。しかしながら最初の入り口が重要であ

る。そこをどうしていくかが今後の課題である。  
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　【講演録】

荻　野　真　徳（千葉市健康支援課）
鈴　木　秀　知（習志野市資産税課）
須　田　海　生（一宮町企画課）
渡　辺　純　一（御宿町企画財政課）

　第３班

　 本稿は令和元年度行政課題調査研究成果発表会（令和元年１２月１３
日）の録音を基に、千葉大学大学院　社会科学研究院　大塚成男　教授
の監修の下、千葉県自治研修センターが作成したものである。

ICTによる住民と自治体業務とのリンクの強化

（ICTによる持続可能な地域社会に向けた

AIプラットフォームの提言）



 



１．「プラットフォーム」とは  

 第３班は「ICT による住民と自治体業務とのリンクの強化」というタイト

ルの下で、「ICT による持続可能な社会に向けた AI プラットフォームの提

言」を発表させていただきたいと思います。  

 私たちの提言の背景といたしましては、人口減少時代の本格的な到来を迎

え、持続可能な地域社会が崩壊しつつある中で、生活課題の解決や行政情報

を取得する場面において、行政や地域コミュニティ、それから住民の結びつ

きが希薄化している状況があります。  

 この提言の目的は、将来にわたって豊かな社会を維持し、持続可能な地域

社会を構築するため、行政、地域コミュニティ、住民の３者を結びつける仕

組みを実現することです。そしてこの提言では、それらの３者を結びつける

仕組みのことを「プラットフォーム」と呼びます。  

 多くの人々を結び付ける機能があるものとしては、皆さんご存知の

Facebook や LINE、あるいは数年前までブームであった地域 SNS が挙げら

れます。ここではまず、それらの仕組みとプラットフォームとの比較をして

いきたいと思いますが、プラットフォームの具体例としては会津地域で実際

に実証実験が行われている地域情報プラットフォームである「会津若松＋

（プラス）」を取り上げます。「会津若松＋」については後ほど詳しく説明い

たします。  

 まず、Facebook、LINE、地域 SNS については、コミュニティ間の繋がり

が形成されにくいという問題があります。それぞれの仕組みの中では参加者

相互の繋がりはできるのですが、Facebook と LINE の間、あるいは地域 SNS

と Facebook の間での繋がりは形成されにくいというのが実情です。  

 次に、「らくらく連絡網」や「サークルスクエア」、「マチマチ」といったサ

ービスもございますが、これらは目的をもって既に存在しているグループの

中で形成するコミュニケーションの仕組みですので、参加者が広がりにくく、

とても閉鎖的なコミュニティであると言えます。  

 また「マチコミ」というものもありますが、これは今までの電話等のアナ

ログの方法による連絡の不便さを解消するために始められた無料のメール

連絡網サービスでして、高い頻度で利用している参加者もそれなりにいるの

ですが、仕組みの中での情報の所在が分かりづらく、異なる参加者から過去

と同じ質問が繰り返されたり、行政からのサポートが薄いという問題点があ

ります。  

 それに対して「会津若松＋」という地域情報プラットフォームは、行政、

住民、コミュニティ間のコミュニケーション強化を目的として展開されてい

るサービスであり、これまでの仕組みの問題点を解消することが意図されて
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おります。私たちが考える「プラットフォーム」も同様の機能強化を目的と

しておりますが、私たちが更に求めるのは、「プラットフォーム」によって持

続可能な地域社会を構築することです。人口が減少し、高齢者が増えていく

ことで地域の担い手が減っていく中で、持続可能な地域社会を構築すること

を目的として、今回 AI プラットフォームに関する提言をさせていただくも

のです。  

 改めて申し上げれば、私たちの提言における「プラットフォーム」とは、

地域社会を構成するコミュニティと住民を結びつける基盤です。そして、プ

ラットフォームの構成要因は、経営４資源といわれておりますヒト、モノ、

カネ、情報であると考えられます。ただし、今回の発表では、時間の都合上、

４要素のうち情報について取り上げまして、ICT 活用によって繋がる知恵の

連鎖について発表いたします。  

 

２．現在の課題  

 今回の研究を進めるにあたって、私たちの班では、メンバーが所属する４

市町における実例について、その現状と課題を考えてみました。  

  まず千葉市でございますが、1 つの例として、住民の検診業務において広

く市民一般を対象とした検診情報を発信していることで、市民個人にとって

は、多くの情報の中から自らが該当する情報を見つけ出すことが困難である

という状況が生まれております。そのため、情報を発信しているにも関わら

ず市民からの問合わせが非常に多くなっており、その問合わせに対応する職

員の業務が非常に多くなっております。すなわち市民一人ひとりに合った情

報の発信ができていないことが課題として認識されています。  

 続いて、習志野市については、情報発信手段や実施方法が多様化して、住

民にとって必要な情報の場所が分かりにくい、行政サイドでは利用者情報が

システム間で連携されていないことが課題であると考えました。  

 そして御宿町では、町が保有する 10 人乗りの車両の乗合運行に関して問

題があると考えました。実際に車両を利用しようとする場合、利用ごとに毎

回電話で予約する必要があるのですが、頻繁に利用する方はそれが面倒と感

じることがあります。また、運転手は予約が入る度に経験を基に車両のルー

トを考えているため、業務が属人化、すなわち、その特定の職員でないと実

施できない業務となってしまっています。また、必ずしもルート構築が 適

化されていない可能性もあります。  

 後に、一宮町については、地域コミュニティの高齢化、地域と行政との

コミュニケーション低下により、町が開催するイベン卜等の認知度が低く、

それらのイベントへの参加者が少ないという課題があることがわかりまし
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た。  

 そしてこれらの検討の結果として、私たちの班では解決すべき課題が５つ

あると考えました。第１には、利用者の立場に立たない行政情報の伝達がさ

れていること。第２には、利用者の情報を必要とするタイミングに合わない

情報提供が行われていること。第３には、地域社会の変化、高齢化等に未対

応であること。第４には、サービス毎に同じような手続きが毎回必要である

こと。そして第５には、行政サービス同士の未連携による住民の機会喪失が

あることです。そして私たちの班では、ICT を活用することで、行政情報の

一元化と個別配信の 適化、利用者属性に伴う行政や地域情報との連携、そ

して相談窓口による困り事や課題の早期発見と対応が可能になり、これらの

課題が解決できると考えております。  

 

３．プラットフォームによる課題の解決  

 現在の課題を解決するための ICT の活用案をひとつずつ見ていきたいと

思います。  

  １つ目は、行政情報の一元化と個別配信の 適化です。現状においても行

政サイドとしましては、積極的に、そしてトレンドに合わせた手段、例えば

Twitter、SNS、Facebook、LINE などを利用したり、市のホームページへの

告知の掲載による情報提供を行ってきました。更には、広報紙や掲示板を使

った紙ベースでの情報発信や、回覧板を使っての町内会と連携した情報発信

も行っております。しかし、住民側としては、必要な情報に気づかなかった

り、伝わらなかったり、情報の場所が分からないものが往々にあると思いま

す。核家族の増加や町会等への非加入者の増加もそのような課題を生み出す

原因の１つになっていると考えられます。  

 そこで、行政と住民の間に AI を搭載したプラットフォームを構築します。

AI を搭載したプラットフォームを構築することで、行政側としては AI が分

析した情報に基づいて市民個人向けに 適化された情報の発信や、住民に分

かりやすい文章を作成することが可能になります。更に、AI を活用した相

談窓口や、全情報に連携した業務の基盤を構築することもできるでしょう。 

 住民側としては、行政サービスが相互に連携されることにより、それらの

情報の活用の機会に気づくことができます。行政情報が的確に届くことで、

生活課題への早期解決を図ることもできるでしょう。そうした効果が生じる

ことで、住民の社会や行政活動への参画が促され、住民満足度が向上し、更

には、住民の中に地域への愛着が生まれることが期待できます。  

 ２つ目の活用案は、利用者属性と行政・地域情報との連携です。  

 現在の状況ですが、行政側は多くの情報を全ての世代に向けて一般的な表
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現で一斉配信をします。ところが、住民としては世代や家族構成によって必

要な情報が異なるにも関わらず、情報がたくさんありすぎて、どこに必要な

情報があるのか分からないという状況に陥ってしまいます。そこで、提供す

る情報を個々の住民の属性に合致した内容に 適化する必要があります。ま

た、適切な時期に情報が提供される必要もあります。更には、情報を調べる

時の検索のしやすさを向上させる必要もあるでしょう。  

 それに対して個々の住民の属性を判断できる AI を搭載したプラットフォ

ームを構築できれば、行政サイドとしては職員が個別の事情に対応する必要

がなくなるため業務が非属人化され、どの職員でも対応できる業務となり、

結果として業務の負担が軽減されます。また、情報が共有されることで課題

の早期発見が図られます。一方、住民サイドとしては、情報が家族構成など

異なる属性に基づいて 適化され、情報がわかりやすくなるだけでなく、必

要な情報を簡単に検索できるようになります。そして提供される行政情報が

適化されますので、生活課題を住民自身で解決することが可能になること

も期待できます。そして波及効果として、住民満足度の向上や行政への参画

が促されることも期待できるでしょう。  

 更に活用案の３つ目としては、情報の共有があります。相談窓口による困

り事や課題の早期発見と対応に関して、現状としては、行政サイドが縦割り

組織であるために課題発見が遅れる、平日及び開庁日しか対応できないとい

う状況にあります。一方、地域においても、ライフスタイルの多様化により、

交流の希薄化や担い手不足が起こり、町内会などへの参加率が少なくなり、

町会などの機能が低下している状況です。住民サイドにおいては、地域ヘの

無関心や利己主義といった課題が生じています。  

 そこで AI プラットフォームを構築しますと、行政サイドとしましては、

情報が共有されることにより課題の早期発見が可能になり、改善の取り組み

が早くなり、それに対する提案の 適化が促されます。住民側においては、

相互扶助や交流の活性化による解決率の向上が期待できるでしょう。波及効

果としまして、自助力の向上、地域力強化も期待できます。  

 

４．プラットフォームとコミュニティ  

 地域コミュニティが活発に動いていた時期については、地域の年長者が地

域の現場を理解し、知識を持ち、必要に応じて若い世代へ知恵を伝授してき

ました。これを実現できたのは、成熟したコミュニティが形成されていたか

らこそでした。  

 しかしながら、人口減少に伴って細分化されたコミュニティでは、知識を

必要に応じて次の世代へ知恵として伝授していくことができません。それに
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対して今回の私たちが提言するプラットフォームを活用することで、細分化

されたコミュニティにおいても、AI が知識を集積し、目的と手段を提示す

ることで次の世代へ必要な知恵を伝授し、課題解決を図ることができ、結果

として持続可能な地域社会が形作られていくことが期待できます。このよう

な知恵と知識のループを AI が担っていきます。  

 ここで、細分化されたコミュニティを拡大させていく流れを考えていきま

す。  

  現状でも自治会や PTA、サークルなどの様々なコミュニティが存在してい

ます。しかし、人口減少や担い手不足、個人の思考の多様化によりそれらの

コミュニティが相互の繋がりがないままに小規模化し、コミュニティが全体

として細分化されている状況があります。それぞれがそれぞれのグループの

中で「知恵」を蓄積していきますが、それらの「知恵」は細分化されており、

相互扶助が内向化しています。コミュニティ同士では、非相互依存の関係と

なり、他団体への無関心が広まり、それぞれのコミュニティで別個の運用シ

ステムが利用されて個別的に名簿が管理されているなど、それぞれが単独で

存在、運用されている状況です。  

 そこで、AI プラットフォームを活用します。それによりコミュニティの

拡大が図られ「知恵」を相互利用できるようになること、相乗効果で知恵を

創出することができるようになること、そして相互扶助の拡大が図られます。

コミュニティの関係としては、相互に依存する関係や他団体との連携を強化

していく関係が形作られるだけでなく、運用システムの統合が果たされ、コ

ミュニティ参加者の相互循環が図られます。  

 

５．プラットフォームへの AI の導入  

 プラットフォームを構築するうえでは、そのプラットフォームに AI を導

入することが必要になります。具体的には、AI を活用して作業負荷の軽減

と情報精度の向上を図ります。また、情報配信にあたっては文章添削を AI

に実施させます。更に、文書配信先の配分も AI に受信記録を分析させて決

定します。更には利用者による情報検索も AI にマッチング作業を補完させ

ます。そして情報取得のタイミングは、AI に個々の利用者の傾向分析を実

施することで決定させます。そうすることで、利用者は情報が記述された言

語を意識せず利用できるだけでなく、多言語化対応に向けて日本語の文章を

採点化し、多言語対応に変換しやすい、分かりやすい日本語の文章を作成す

ることができます。そして、情報発信のための文章の既読率・破棄率を AI が

スコア化し、多言語対応の AI 翻訳とその内容の定期的なチェックを行うこ

とで発信される情報の品質の向上を図っていきます。  
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 更には、課題解決のためのマッチングでも AI を活用することが望ましい

でしょう。人で行うとウエイトのばらつきが出て、人によって対応が異なる

場合が生じるのに対して、AI が利用者の属性を判断して対応すれば、その

ようなばらつきを減らすことができます。また、人で行う分析では偏りが生

じる事柄に対しては、利用者への提案マッチングを AI が実施することで偏

りをなくすことが可能となります。人の場合には、人事異動等で継続学習が

できないことに対しては、課題と解決方法のマッチングを AI が継続して学

習していくことでノウハウを蓄積していくことができます。プラットフォー

ムの統合にあたっては AI 活用が必須であり、AI によって担当業務部分を

適化し、蓄積された AI による学習の結果はプラットフォームを利用する自

治体が相互利用していきます。  

 先ほども説明したとおり、さまざまな部署の担当職員が様々な媒体を使っ

て情報発信をしているため、住民にとって必要な情報がどこにあるのか分か

らない状況が生じています。そこで AI プラットフォームで情報の一元化を

図ることが望まれます。AI プラットフォームにおいては、情報の配信や設

置が AI によって 適化され、住民にとって も望ましい情報をストレスな

く取得できる環境が生まれます。  

 電話対応など属人的な対応を行う場合、対応する人によって対応が異なる

ことや、特定の担当者にしか業務上の対応ができないときがあります。しか

し、AI プラットフォームを構築すれば、住民がその人に適した手段で行政

への問合せや相談を行うことができるようになります。例えばスマホで問い

合わせるだけでなく、遠隔窓口を利用したり、タブレットで音声による問合

せができたり、AI-IVR や自動音声応答を導入したり、多言語で対応したり

することが可能となります。  

 問題解決のためのマッチングの 適化という部分では、現状で困っている

人が自分で解決するか、自分で問題の解決を図ることができる職員や部署を

見つけて対応を依頼するしかありません。しかし、AI プラットフォームが

できますと、困っている人と解決する人や解決する組織を結びつけることが

でき、お互いにとってのメリットが生まれます。  

 更には、住民が相互に生活上の課題を解決することができるようにするこ

ともできます。例えば子どもの一時預かりについて、子どもを預けたい人と、

子育てが終わって、生活に余裕ができて時間があるので子どもを預かること

ができる人とのマッチングが可能になります。また、外出で買い物の支援と

しては、車で移動したい人と移動支援ができる人とのマッチングができるよ

うにもなります。  

 AI プラットフォームの構築にあたっては、行政部門では、初期において
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はシェア上位のサービスを OEM 版で稼働し、AI については段階的に部分

適で導入し、アジャイル型で開発導入を行っていくことになるでしょう。

市民側に対しては、既存の仕組みからの切り替えと相互扶助への参画と必要

な能力の研修を実施します。その際、参画への補償や保険を行政はバックア

ップします。そして、地域組織やサークルについては、既存システムからの

乗換えとともに他団体・市民への情報発信と課題解決等での関係づくりを進

めて行くことになります。  

 行政と市民では、行政は市民に対して一方的な広報活動を行っている現状

がありました。行政とサークルの関係では、一方的な依存関係がありました。

そして、その下の市民とサークルや地域団体の間では、お互いに閉鎖的で内

向きな活動が行われ、お互いにコミュニケーションが取れていない、各個人

にとって有益な情報が享受できない状況にありました。それに対して AI を

組み入れたプラットフォームを構築することができれば、プラットフォーム

の参加者が相互に支え合ってもらって、市民と地域団体がコミュニケーショ

ンをとれるようなものとして、生活課題を相互扶助で解決することができる

仕組みを行政が作り上げていくことができるでしょう。  

 

６．望ましい AI プラットフォームの構築にむけて  

 今回の報告の前半で取り上げたプラットフォームと他 SNS の比較という

ところに戻ります。  

 これまでの SNS については、それぞれに良さ、悪さがありますが、それ

ぞれ別個のものになっていました。例えば、LINE をお使いの方が Facebook

をご利用の方に連絡をしようとしても直接には両者はつながりませんし、メ

ールを他の仕組みに自動転送することもできません。ただ実際には、人であ

れば複数の SNS を併用することができています。そのように人ができてい

ることを今後は AI プラットフォームで行うということになっていくことが

望ましいでしょう。  

 これまでの SNS では、情報の利用や公開については制限がありました。

LINE では、情報は非公開でやり取りされています。Facebook もほとんどは

非公開の中で動いておりますが、公開情報としている部分があればインター

ネットで検索することができる場合もあります。地域 SNS に関しては、一

般的に公開されていますので、 ID 登録をしなくても見ることができます。

ただ、情報発信が無制限にできるわけではありません。発信者がシステムを

理解しないと使えないという属人的な運用が行われています。  

 それに対して、今回の提言する AI プラットフォームはそれらの SNS の全

てを覆っていきます。利用者同士は相手が LINE であろうが、メールであろ
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うが、意識しません。プラットフォームに関わる人たちに対して情報を発信

したいと思えば、プラットフォームの中で自由に発信します。そして、皆さ

んがスマートフォンで LINE を見てメールに打ち換えている作業をこのプ

ラットフォームが担います。それにより、発信者や利用者は、発信先の利用

環境を意識することなく、情報を提供することができるようになります。  

 AI の導入に関しては、利用者側での AI の導入と発信者側での AI の導入

は区別されるでしょう。利用者側の AI に関しては、音声認識の AI を搭載し

ます。そのような AI を導入することで、スマートフォンを使用しなくても、

電話でやり取りができるようになります。一方、発信者側での AI について

は、発信する情報の有効性を高めるための分析型の AI を考えることになり

ます。ここで重要なのは AI という一括りの言葉の中には、様々な AI が含ま

れるという点です。それゆえ、実際に AI を導入するうえでは、どのような

業務に適用する AI であるのかという点や、どのような機能を実現するため

の AI であるのかをしっかり確認しながら導入を進めなければいけないでし

ょう。  

 発信者側の AI については、情報配信先の決定にあたっての支援というこ

とで、今まで配信していた人たちがその情報をいらないとした人、また、私

はこの情報が欲しいという人たちをすべてウエイト付けしたものを踏まえ

て配信を支援します。また、文章作成支援という面では、情報発信者の日本

語能力に制約されない仕組みを作ることになります。多言語対応ということ

は先ほどもお話しさせていただきましたが、国内にいる外国の方については、

母国語での理解はしたいが、それが難しい場合に簡単な日本語であれば理解

できる、読み書きできるという方もいらっしゃいます。そのために、 適化

された文章能力を AI でサポートします。AI を使うことで、分かりやすい文

章作成を支援し、そのノウハウを蓄積していくことで、２年から３～４年目

に行われる、職員の配置換えでの知識ノウハウの質の低下を防ぐことができ

ます。  

 後に、私たちは、「誰一人取り残さない」という点を重視したいと考えて

います。スマホであったり、電話であったり、手紙であったり、それぞれの

住民が使ってほしいと考えている手段で情報を提供していきたいと考えて

います。そのためには今回の提言させていただいた AI プラットフォームが

有効になってきます。  

  以上で第３班の発表を終わらせていただきます。  
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　　千葉大学大学院　社会科学研究院　教授　大塚　成男　

お わ り に



 



おわりに 

 

  今年度の行政課題調査研究においても、それぞれの班での真摯な討議の成

果として、意義のある提言が行われた。ここでは、それぞれの班の研究成果

及び提言に対する講評を行うとともに、今年度の行政課題調査研究に対する

総評を示すことにしたい。  

 

１．第１班：100%ペーパーレスは本当に必要か  

  行政事務においては大量の文書が作成されている。それらの文書は決裁等

で利用されるだけでなく、適切に保管しておくことが求められる。すなわち、

様々な文書は庁内における情報伝達と記録の手段として重要な役割を果た

している。そして、ICT の導入によって情報伝達や記録を電子的に行うこと

が可能になってきたことが、文書の電子化を図り、行政事務の効率を高めよ

うとする取組を促してきた。第１班の成果報告では、そのような文書の電子

化を推進するための具体的な方法が検討されている。  

  紙媒体で作成された文書には取扱いが容易であるという長所はあるもの

の、保管や検索という面では電子化された文書の方が優れていることは明ら

かである。しかし実際には、第１班がそれぞれの所属する団体の実情として

示しているように、文書の電子化は必ずしも進んでおらず、ペーパーレス化

が実現されているわけでもない。そのようなペーパーレス化が進んでいない

状況について第１班は３つの理由を挙げているが、それらはそれぞれ現場の

実感を踏まえたものになっている。特にペーパーレス化の目的が不明確であ

る点や、電子データが結局は印刷されて使われている場合があること等の指

摘は、実践面での問題が解決されていないことを示していると言えるだろう。 

  そのうえで第１班は先進的な取組を行っている渋谷区での実地調査を行

い、その結果から課題を解決するための手がかりを得ようとした。単に文書

を電子化することの理念的な意義を論じるのではなく、先進団体の実例から

有効な指針を得ようとしたことには大きな意義がある。そしてそのような検

討作業の結果として、第１班は改めて「電子化のための電子化であってはな

らない」という点を強調している。第１班が求めているように、文書の電子

化は、それが何を目的としたものであるのかを明確にする必要がある。文書

を電子化する目的は様々である。それらの目的のうちのどれを主たるターゲ

ットとするのかが明確にされることで、具体的に「成果が見える」取組とし

て文書の電子化を進めることができる。第１班の研究成果に示されたこのよ

うなメッセージは、現実に地方公共団体が文書の電子化を進めるうえで尊重

されるべきものである。  
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  ただし、渋谷区の取組も、文書の保管における負担を軽減することが主目

的となっており、検索や情報共有という機能を強化することによって、行政

文書を行政活動のための情報資源として活用する段階にはまだ至っていな

かった。その点は第１班にとっても当てが外れた部分であったのかもしれな

い。渋谷区の事例を検討することで、現場の視点からも行政文書の電子化を

進めることにポジティブな効果があることは示すことができているが、必ず

しも全ての地方公共団体が渋谷区の事例に倣うことが適切ではないことも

指摘されている。この点は、第１班による検討が現実的なものであることを

示している。  

  第１班が最終的に示している３つの提言も、各団体での具体的な取組にお

いて十分に考慮されるべきだろう。第１の提言で求められているのは電子決

裁の活用であるが、行政文書の電子化にあたっては、文書自体を電子化する

ことよりも、行政文書が用いられる業務の手続きを電子化することが重要で

あることを示している。また第２の提言では、「入口からの電子化」が求めら

れているが、これは紙媒体で作成された文書を事後的かつ形式的に電子化し

たのでは事務の効率性を高めることはできないことを示唆している。そして

第３の提言では、電子化された文書自体にも脆弱性があることへの注意喚起

が行われている。これらは、行政文書の電子化が現場の視点を重視して進め

られるべきであるならば、特に留意されるべきポイントである。  

  第１班の研究成果や提言は、必ずしも革新性が高いものではない。また、

導入されるべき具体的な技術や技法が明確に示されているわけでもない。し

かしながら、新たな技法や技術を導入して行政事務の革新性を高めることと、

行政事務における効率性を高めることは、必ずしも同義ではない。行政文書

の電子化に関してあまりに革新的な手法を導入することは、かえって行政事

務の効率を下げる危険性があることも、第１班の研究成果から読み取ること

ができる。行政文書の電子化が負の効果を生じさせることを防ぐためにこそ、

第１班が提言として示した課題の検討を行うことが必要になる。第１班の研

究成果は、行政文書の電子化のための具体的な技術・技法の選択を行う前の

段階で各地方公共団体が用いるべきチェックリストであるとみなすことが

できる。  

 

２．第２班：市民一人ひとりに届く行政サービスの実現  

－ICT にできること－  

  今回の行政課題調査研究において第２班が検討したのは、ICT の導入によ

って行政事務の作業自体を効率化する方法であった。ただし、行政事務の内

容は多種多様であり、そこに導入できる ICT の技術・技法も多岐にわたる。
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そのため第２班はまず、検討対象とする技術・技法を選択することが必要で

あった。そして第２班は、具体的な ICT の技法に関する検討を行ったうえ

で、AI を用いたチャットボットという技術に着目した。そしてその AI チャ

ットボットという技術を用いて、地域住民の個別事情を踏まえた行政サービ

スの提供を行うべきことが提言されている。  

  地方公共団体は地域住民に多岐にわたる行政サービスを提供しているが、

申請主義が採られていることもあり、必ずしも地域住民に対して個別事情を

踏まえた行政サービスが十分に提供されているわけではない。また、多数の

地域住民への行政サービスの提供を重視するために、行政サービスの内容が

画一的なものになる傾向が強い。これらの問題があることは第２班が指摘し

ているとおりである。そしてこれらの問題を解決するためには、地域住民の

個別的なニーズを把握し、それらのニーズ毎に異なる行政サービスを提供す

る必要があるが、現在の行政事務のやり方では、現場の職員が個別にニーズ

を把握できる住民の数には限度があり、幅広い地域住民に対応することはで

きない。それに対して第２班はチャットボットという ICT の技法と AI を組

み合せることで、地域住民の個別的なニーズと地方公共団体が提供している

行政サービスとを適切に結び付ける仕組みを構築することができるとして

いる。さらに、そのような仕組みを整備することが決して夢物語ではなく、

地方公共団体の現場の職員の視点からも実現可能であることを示すことが

できている点は重視されるべきである。  

  第２班の研究成果では、具体的な改革のための手法として AI チャットボ

ットを選択するにあたって、それが現実の地方公共団体における ICT の利

用になじむものであることが丹念に検討されている。具体的に AI チャット

ボットが稼働されている事例はまだないが、AI チャットボットを構築する

うえで必要な技術等はすでに行政事務の中に取り入れられているものが多

いことも第２班の研究成果の中で示されている。そして第２班は、その研究

成果を踏まえて、現場の職員から見ても導入可能な改革の手法として AI チ

ャットボットを導入することを提案している。第２班が提案している AI チ

ャットボットが、あくまでも現場の職員の視点から実現可能であると判断さ

れている点は重視されるべきだろう。第２班が指摘している AI チャットボ

ット導入による業務の改革が地域住民にとって有意義であることにも説得

力がある。それ故、第２班の提言を踏まえて、各地方公共団体において現実

に AI チャットボットの導入に向けた取組が行われることが望まれる。  

  ただし、AI チャットボットの導入にあたっては課題があることも事実で

ある。ただ、高齢者のような特に行政サービスを必要とする地域住民が、チ

ャットボットのような新たな技術を利用するノウハウやネットワーク機器
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を持っていない場合が多いことは否定できない。AI による音声認識等の更

なる技術の進歩に期待できる部分はあるものの、誰でも使うことができる仕

組みとして AI チャットボットを整備するための取組が必要になるだろう。

また、第２班も具体的な課題として提示しているが、AI を導入することに

よって利用者側の負担を減らすことができるとしても、AI に学習させる情

報は地方公共団体側が準備をしなければならない。そして AI に学習させる

情報に誤りや偏りがあれば、導入された AI チャットボットは適切に機能し

ない。情報の整理・統合に関しては、地方公共団体全体としての継続的な取

組が必要とされる。  

  AI チャットボットを導入すべきことが第２班による直接的な提言である

が、その提言にあたって地方公共団体が保有する情報の活用を図ることが求

められている点が重要である。第２班の研究成果によって、地方公共団体に

おける ICT の活用は、地方公共団体が保有する情報を活用するための取組

であることが明確に描き出された。現実に AI チャットボットを構築するた

めの取組ができる団体は少ないかもしれないが、AI チャットボットに象徴

されるきめ細やかな行政サービスの提供を実現するための保有情報の活用

は、できる限り多くの団体で早急に取り組まれるべきである。  

 

３．第３班：ICT による住民と自治体業務とのリンクの強化  

  地方公共団体が果たすべき大きな役割は、望ましい地域社会の構築である。

その役割を果たすためには、地方公共団体と地域住民とのコミュニケーショ

ンが欠かせない。そして、地方公共団体が社会変化に対応していくためには、

そのようなコミュニケーションを強化・拡大していかなければならない。そ

して ICT がコミュニケーションのための手段・手法であるならば、地方公共

団体と地域住民とのコミュニケーションも ICT によって拡充していくこと

が求められる。そこで第３班は、今回の調査研究の成果として、地方公共団

体が中心となって「AI プラットフォーム」を構築することを提案している。  

  「プラットフォーム」とは、物事を動かすための土台を意味する。第３班

は、行政、地域コミュニティ、及び住民を結びつける仕組みを「プラットフ

ォーム」と呼んでいる。人口が減少する中で持続可能な地域社会を築くため

には、行政、地域コミュニティ、及び住民が密接に連携していくことが不可

欠であることは言うまでもない。その意味で、第３班が目的としているとこ

ろは適切であり、第３班が提案している「プラットフォーム」が形作られる

ことは地域社会の形成にあたって大きな役割を果たすことができるだろう。 

  ただし、「プラットフォーム」という概念が、ややわかりにくいものである

ことは否定できない。第３班は「プラットフォーム」という概念を説明する
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うえで、既存の異なる仕組みとの対比を行っている。その対比に基づけば、

「プラットフォーム」とは、コミュニティの形成を促すだけでなくコミュニ

ティ間の繋がりを形作る仕組みであり、地方公共団体が構築したものであっ

ても地域住民やコミュニティに幅広く開放された情報交換手段である。そし

て、「プラットフォーム」自体に情報を蓄積する機能も持つものである。その

ような「プラットフォーム」が既に地方公共団体によって利用されているソ

ーシャル・メディアやネットワークよりも優れていることはわかるが、既存

のソーシャル・メディア等を利用する方式から新たに「プラットフォーム」

を構築する取組への転換を地方公共団体に促すためには、「プラットフォー

ム」という概念自体をさらに具体化することが必要だろう。  

  また第３班は、「プラットフォーム」の構築を提言するだけではなく、その

「プラットフォーム」に AI を組み入れることも提案している。これは第３

班が、「プラットフォーム」の機能のうち、情報を提供するという機能を重視

しているためである。そしてこの点は、前述した第２班による研究成果での

提案と共通したものになっている。現在の地方公共団体による地域住民やコ

ミュニティへの情報提供は、非常に画一的なものになっており、それぞれの

個人やコミュニティの個別的なニーズと提供される情報とに齟齬が生じて

いるという問題が改めて指摘されていることは重要である。さらに、AI を

用いることでそのような齟齬を解消し得ることも改めて指摘されている。  

  第３班が提案している「AI プラットフォーム」の構築は、地方公共団体が

望ましい地域社会の構築を実現するうえで取り組むべき事業の未来図であ

り、地方公共団体が ICT を導入していくうえで進むべき方向を示している

と考えられる。現実に「AI プラットフォーム」を構築するうえでは、具体的

なシステムの開発だけではなく、そのシステムに地域社会におけるコミュニ

ティや個人を取り込んでいくための積極的な取組も必要となる。それ故「AI

プラットフォーム」の構築は、中長期的なプロジェクトとして進められるべ

きものになるだろう。ただし、そのような中長期的なビジョンが示されてい

ることで、ICT の導入を小手先の業務改革の取組に止まらないものにするこ

とが可能になる。それ故「AI プラットフォーム」というアイデアには大きな

意味がある。  

  地方公共団体には地域社会の活動を媒介・支援する役割がある。そしてそ

の役割を ICT の活用という今回の行政課題調査研究のテーマに即して具体

的な提案としたものが「AI プラットフォーム」であると言えるだろう。それ

故、「AI プラットフォーム」の構築は、地方公共団体の活動目的に合致した

ものであり、現実に地方公共団体が取り組むべき事業になり得る。また、た

とえすぐに「AI プラットフォーム」の構築に取り組むことが難しいとして
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も、「AI プラットフォーム」が目指している方向性、すなわち地方公共団体

が自ら保有している情報を活用して地域社会におけるコミュニティや個人

の活動の強化を図ることは、ICT の活用方法を検討するうえでの目標とされ

るべきである。  

 

４．総評  

  今年度の行政課題調査研究では ICT の活用方法を検討することをテーマ

とした。ただ、一言で ICT といっても、その内容は多種多様である。ICT の

技術的な側面を論じればきりがないが、調査研究を進める中で、第１班はペ

ーパーレス化を、第２班は AI チャットボットの導入を、そして第３班は AI

プラットフォームの構築に関する提案を行うことを選択した。これらの選択

は、あくまでも地方公共団体の現場の職員が自らの経験に基づいて、それら

の提案の必要性と有効性を各班の研修生がそれぞれのディスカッションを

通じて認めた結果である。単に新しい技術があるからそれを導入しようとす

るのではなく、現在の地方公共団体における業務に改善の必要があることが

それぞれの提案の根拠となっている。それ故、各班の研究成果としての提言

は多くの地方公共団体における現実の検討作業で尊重されるべきものであ

ると考えられる。  

  今年度のテーマの副題とした「地域住民のための行政サービスの実現」と

いう点に関しては、全ての班が地方公共団体によって保有されている情報の

活用を重視した提案を行っていることに注目すべきだろう。地方公共団体が

地域住民により良い行政サービスを提供するためには情報が必要となるが、

そのための情報は既に地方公共団体によって保有されている。しかしながら、

保有されている情報が十分に活用できるような仕組みが整備されていない

という点が全ての班によって指摘されていた。したがって、地方公共団体に

おける ICT の活用は、保有されている情報を地域住民のために活用する仕

組みを構築するための取組であることが求められる。今回の行政課題調査研

究により、この点は改めて確認できた。  

  しかしながら、現実には地方公共団体の中で多くの情報は様々な部署に分

散しており、団体全体としての活用を図ることができる状況にはなっていな

い。それ故、ICT の導入による業務の改革が地方公共団体によって保有され

ている情報の活用を目的として行われるべきであるならば、導入する ICT の

技法を検討する以前に、地方公共団体が保有している情報を団体全体で洗い

出し、その内容を整理・統合し、行政サービスの提供にあたって活用できる

ように再編することが求められるだろう。地方公共団体の業務への ICT の

導入は外部からの改革とみなされがちであるが、その実態においては、保有
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する情報の活用という形での内部からの業務改革として進められるべきで

ある。  

  本報告書に示された各班の研究成果としての提言は、地方公共団体での

ICT の活用という大きな流れの一部を示しているものに過ぎないことは否

定しない。現実には、それらの提言の具体化にあたって解決すべき課題は数

多く残されている。ただし、地方公共団体における行政サービスの提供機能

を今後に向けて改善していくためには、地方公共団体が既に保有している情

報の活用を図ることが必要であり、ICT の導入がその目的を達成するうえで

大きな意味を持つことは示すことができた。地方公共団体の行財政運営を取

り巻く環境が厳しさを増していく中で、漫然と従来どおりの業務を続けてい

くことは難しい。ICT の導入という形での業務改革を進めて行くことは必然

であると考えられる。本報告書の内容が、ICT の導入に関する検討作業の資

料とされるだけではなく、地方公共団体における業務の見直しを行ううえで

の１つの指針となることを期待したい。  
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