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平成 27年 8月 2日 

期間  平成 29年 7月 26日（水） 

場所  内田洋行 東京ユビキタス協創広場 CANVAS 

担当署 地域科学研究会 

担当者 地域科学研究会 大石氏・飯田氏 

 

＜視察目的＞ 

AI導入による自治体業務・市民サービスの改革を神戸市政に提案する。 

 

＜概要＞ 

１． AIの行政への導入―業務改革、サービス向上への期待と今後 

講師：（一社）行政情報システム研究所 調査普及部長  

主席研究員 狩野 英司氏 

■AI が達成してきたこと■ 

・定められたルールの範囲内であれば、人間を凌駕できる。 

1977 IBM製「ディープ・ブルー」がチェス世界チャンピオンを破る
2011 「IBMWatoson」がクイズ王で競演したクイズバング未「ジョバディ！」で最高金額獲得
2013将棋ソフト「ponanza」が平手でプロ棋士を破る
2015 マイクロソフトやgoogleの画像認識精度が人間以上に
2016 Google「アルファ碁」がイ・セドル九段を破る  

 

■AI とは何か：法律上の定義 

・「官民データ活用推進基本法」で初めて AI が定義された。 

 「人工知能関連技術」とは、人工的な方法による 

  (a)学習、推論、判断等の知的な機能の実現、及び 

    (b)人工的な方法により実現した当該機能の活用に関する技術 

・AI は、特許庁の技術区分に当てはめれば 

(a) 基盤技術と(b)応用技術の２つの技術で構成されることになる。 

■AI とは何か：特許庁による技術区分 

  人工知能＞機械学習＞ニュートラルネット＞深層学習 

■AI がもたらす価値（大きく２つある） 

役所内の業務の生産性 住民の利用者サービス
自動化　（人間を代替） ・不眠不休 ・いつでも、どこでも

・大量・高速の処理
・作業不可・機器低減

高度化（人間を強化） ・人間には見抜けない事実の発見 ・パーソナライズ化
・必要な情報を瞬時に ・高精度のマッチング  
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■AI 導入の観点から見た行政の特性と課題 

・AI は、定められた範囲内であれば人間の能力を凌駕する。 

・AI は、潜在的には行政の様々な分野に幅広く適用できる 

 （部分的な活用も含めれば、適用できない業務はない） 

・「自動化」と「高度化」により、業務の生産性/利用者サービスの向上への貢献度が期待で

きる。 

 

■導入にあたっての主な課題（制度・体制） 

・パーソナルデータの利用ルールの整備 

・学習モデルやデータに係る著作権のルール整備 

・問題発生時の責任分界点の明確化 

・行政機関横断でのデータ標準化・共同利用の体制づくり 

 

■まとめ■ 

・一般の情報システムよりも導入のハードルは高い。 

・特に手続系の業務では、制約条件が厳しくなりがち 

・中長期的な視点で準備を進めておくことが重要。 

 

実証実験に着手している自治体は以下のいずれかに該当 

 

実証実験に着手している自治体は以下のいずれかに該当 
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■まとめ■ 

・AI の構築にあたっては、４つの“現実解”を検討すべき 

・自治体での実証実験は拡がりつつあるが、本格導入はこれから 

・業務の性質によって、適したアプローチは異なってくる。 

 

■AI 導入の流れ■ 

・基本的な流れは IT 調達と同じ。 

       ＋ 

・以下のようなプロセスが必要（機械学習の例） 

 AI 導入の判断（→次項） 

    ⇓ 

学習用データの用意 

    ⇓ 

学習済 AI（学習済モデル）の作成 

    ⇓ 

AI の実装/継続的改善のための仕組みづくり 

 

■AI 導入の判断プロセス■ 

・AI 導入で失敗しないために、事前に以下の検討が必要 

１． AI の特性や役割を理解する 

２． 目的や課題を明確化する 

３． 「AI の適用可能性の判断基準」に基づき判定する。 

４． AI の知見を有する専門家に相談する 

５． 経済性等を踏まえ、AI の導入を決定する 

 

２． 次世代ちばレポ My City Reportの実証実験 

講師：千葉市 市民局市民知事推進部広報広聴課 課長 松島 隆一氏 

 

■行政をとりまく環境の変化■ 

 行政がなんでもやる時代は終わり 

 ・高度成長が終わった今、予算枠は大幅には増えない。 

 ・行政依存体質からの脱却が必要。 

 ・自助・共助・公助のバランスをもう一度考える必要がある。 

  

 これからは市民によって支えられる街へ 

 ・市民のニーズにきめ細かく応えるには、市民の参画が不可欠。 
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 ・市民が本格的に街づくりに関わるための制度作りが必要。 

 ・そのためには、行政と同じ情報を市民に持ってもらう必要がある。 

 ・高齢者の生きがい対策のためにもボランティアの促進を。 

 

■そのためのステップ■ 

 ICT×まちづくり 

 「街を知る・街を好きになる・街に参加する」 

 

これまでは 

通報した住民と受け取った行政担当だけが情報のやり取りをしていた。（電話・メール） 

  千葉市では１年間に、 

   道路関係 約 12,000件 

   公園関係 約 2,000件 

 

ちばレポにより 

 市民の意識の変化→街を意識する動機 

          街を良くしたい行動に。 
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レポーター活動 

困ったレポート 

街で発見した公共施設の不具合など地域の課題（道路・公園・ゴミ・その他）をレポー

トする機能。 

・ベンチが壊れていて座われない。 

・歩道のタイルがはがれている など 

 

テーマレポート 

市が投げかけたテーマに沿ったレポートをする機能で、次の２種がある。 

・課題発見・解決型テーマ 

 地域課題を集中して探索 

  →カーブミラー点検、街路灯不点報告、通学路点検など 

・話題発見・共有型トリビア 

 まちのトリビアで街を見直す契機に。 

 →お気に入りの都市景観、おすすめスポットなど 

 例：「街の中のｼジェフを探せ」→ジェフカラーの投稿等 

    ジェフの試合にジェフに関する投稿写真を持っていたら、オリジナルグッズを 

プレゼント。サッカー試合の誘客にも繋がる。 

 

解決レポート 

街で発見した地域課題を自主的に解決したことをレポートする機能 

 ・ゴミを拾ったよ 

 ・歩道の雑草を抜いたよ など 

 

サポーター活動 

市民協働による解決活動を、システム上でイベントとして立ち上げ、参加者を募り、作

業後に完了したことをレポートする機能。 

 ・除草作業、落書き消し、ペンキ塗り など 
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レポーターの年齢層 

 

平日の曜日別・時間帯別レポート結果 

 

アンケート結果より、日ごろ行政と関わりの少ない現役世代（20 歳台～60 歳台の参加が 

８割近くを占め、７割以上が撮りためたものを通勤時間帯に投稿していることがわかった。 

 

今後を見据えた展開の方向性 

〇活用範囲の拡大 

 ・防災・防犯・観光・地域資源・教育分野など 

 ・外部地域団体等への開放 

〇データの活用 

 ・蓄積データ分析結果の施策適用 

 ・API の（Application Programming Interface）公開 

〇縦展開・横展開 

 ・市域の公的主体の参画（国道事務所、県、公共事業者など） 

 ・他自治体への展開→東京大学との実証実験 

 

 

 



管外視察 報告書     
 

 

レポートデータから見るちばレポの課題 

・空間的・内容的な偏り 

 〇：歩道や生活道路の損傷、照明灯の不点・落書き 

 ×：幹線道路の損傷、排水施設、違法看板 

・軽易な損傷レベルのレポート 

 →修繕の必要のない（経過観察レベルの）レポートも。 

       ⇓ 

＜IOT、機械学習による画像認識の活用＞ 

・車載スマホカメラによる簡易点検 

・レポート画像の自動分類 

       ⇓ 

業務効率化と職員負担軽減 

 

AI への期待 

・ちばレポ・レポーターの負担軽減 

 －投稿要否をスマホが判定 

 

３． マイクロソフトが目指す AIの民主化と公共機関様での活用について 

講師：日本マイクロソフト㈱パブリックセクター統括本部  

クラウドソリューション技術営業統括本部 森川 正晴氏 

 

㈱エーティーエル システムズ データソリューション事業部  

システム開発部長 浜口孔真氏 

 

■日本マイクロソフト：「次の 10年」に向けた取り組み■ 

＜企業ミッション＞ 

 地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする。 

＜日本における方向性＞ 

 革新的で、親しみやすく、安心して、喜んで使っていただけるクラウド・デバイスを

提供する会社。 

■マイクロソフトの AI開発原則■ 

「置き換え」ではなく、「拡張」 人間を尊重し、支援するものとして設計されなければならない。

透明性の確保
どのような仕組みで動くかを人間がわかるように設計しなければ
ならない。

多様性の維持
開発にはIT業界だけでなく、多様な人々の関与を求めなければ
ならない。

プライバシーの保護
個人やグループのプライバシーを高度なかたちで守らなければな
らない。

説明責任の義務
予想外の行動に出た場合、その原因を特定し、再発を防止でき
るようにしなければならない。

偏見の排除 人間の偏見を排除しなければならない。

AIに求められるもの

共感力
他者に共感する力をAIが身に付けるのは極めて難しい。
だからこそ、AIと人間が共生する社会において価値を持

教育
AIの普及には必要な知識とスキルを兼ね備えた人材育
成が欠かせない。

創造力
AIは人間の創造力をより豊かにし、拡張するが、想像力
そのものは人間誰もが望む能力であり、それはこれから

結果に対する責任
様々な分野でAIの判断を受け入れることはあっても、そ
の結果に対する最終的な責任は人間が追う。

人間に求められるもの
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人間中心の AI 目指す 

人間の「置き換え」ではなく「能力の拡張」 

 

AIの民主化：誰でも使える AIをめざして 

 

４． 住民税業務への AI技術適用の展望 

講師：豊島区 区民部税務課長（総務省個人住民税検討会委員）高橋 邦夫氏 

 

豊島区の特別区税収入（住民税）309 億 4077 万円 

固定資産税は、東京都が一括して集め、その 55％を 23 区で分けている。 

23 区は交付税が入ってこない。 

区税収入全体では 2 年連続の 300 億円超を見込む。 

 

＜特別区税の増加要因＞ 

・一人あたり「課税額」の元となるのは給与所得 

 82％の区民が給与所得を主な所得としている。 

 

■平成 28 年までの問題点■ 

・結び付けが正しくできてなかったデータをリストとして出力し、職員が１件１件資料を

確認、データの結び付けを行っている。 

・外国人の住民登録と賦課資料の読みが一致しない場合は、翻訳サイト等で確認している。 
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・企業から提出された賦課資料は住登外課税を行っているため、住民登録が確認できない

場合は職員がデータを作っている。 

名前等で性別が確認できなかったり、不明点があれば会社にその都度問い合わせしている。 

・この時点で住民登録が確認できない普通徴収は住なしとして、あとで調査することとな

っている。 

 

■平成 29 年マイナンバー活用■ 

・データ照合確認リスト量の軽減。 

・住基での確認・会社等への問い合わせが不要となり、事務作業時間の軽減。 

・別人へのデータ照合ミスが少なくなる。 

 

＜課題＞ 

・マイナンバーによって照合された住民登録データと賦課資料に相違があった場合、 

マイナンバー以外にどこを確認して本人であるとするか。 

・現状は名前・住所・生年月日の一致を確認している。 

 疑わしい場合には無理やり住民への結び付けを行っていない。 

・賦課資料に誤った番号が記載された場合、別人に資料が照合してしまう可能性も。 

 

■豊島区税務課の方向性■ 

＜マイナンバーの徹底活用＞ 

税に関するデータを情報提供ネットワークを活用して紐づけ。 

 

＜電子化の推進＞ 

電子申請の推進（PR）と民間企業などへのインセンティブ考案。 

 

＜PRA の導入＞ 

資料が電子化されれば、ロボットにより大量処理が可能に。 

 

＜BI と AI との融合＞ 

データに基づく知見が確立されてこそ、AI は活きてくる。 

今一度組織が保有しているデータを見える化すべき。 

 

参照：当日のテキスト 
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＜所感＞ 

今回の講習の中で、最も市政に有効だと感じたのは、千葉市が導入している「ちばレポ」

制度である。ちばレポは、スマートフォンやタブレットを通じて市内の不具合を行政に

伝える仕組みである。カメラ機能を使用し、街灯の腐食状態や道路のタイル外れ等の不

具合を撮影し、「ちばレポ」アプリに状況や要望を記入したものを画像付きで報告でき

るシステムである。インスタグラムやフェイスブックで投稿慣れしている世代はもちろ

ん、そうでない世代でも簡単にレポーターとして報告でき、まちづくり（管理）に参加

できる。しかも、行政が着手すればその都度経過報告が表示され、仮に予算の都合で次

年度になったとしてもその理由とともに状況のフィードバックがあるので、報告者はリ

アルタイムで状況を知ることができる。私も議員生活が始まってから数多くの陳情を頂

いてきたが、市内の不具合は多すぎてとてもじゃないけど手が足りない状態である。こ

のような報告システムが神戸でも導入されれば、従来の何十倍、何百倍のスピードでま

ちの補修や整備が進むだろう。しかも職員さんのパトロールにおける負担も非常に軽減

される。まさに市民が自主的に街に関心を持ち参画する、非常に有効かつ合理的な施策

だと思う。ぜひ神戸市でも活用して頂きたい。 

以上 

 


