
革新的技術による
地域課題の解決に向けて



はじめに
（鳥の目＝全体の俯瞰）



3地方消滅(増田寛也 編著)

 日本は2008年をピークに人口減少に転じ、2100年には現在の約40%にまで急減すると推計されている。
 人口減少は少子化によってもたらされ、未婚化・晩婚化という結婚行動の変化が特に大きな影響を与えている。
 地方から大都市圏への若者流入が人口減少に拍車をかけた。東京一極集中に歯止めをかけなければならない。
 896市区町村が2040年に若年女性(20～39歳)人口が半減するという推計もあり、うち523市区町村は人

口が1万人未満となり、消滅可能性が高い。

【出典】中公新書 「地方消滅」（増田寛也編著、中央公論新社刊、2014年）から抜粋

2040年に20～39歳の女性が
50%以上減少する市区町村日本の人口減少の流れ将来人口動向：「3つの減少段階」



4未来の年表

（出典） 「電波有効利用成長戦略懇談会」資料より

既に日本女性の３人に一人は高齢者（２０１６）
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○ 2040年には、団塊の世代（出生数 260～270万人／年）及び団塊ジュニア世代（出生数 200～210万人／年）が高齢者と
なっており、我が国の人口ピラミッドはいわゆる棺おけ型になる。

○ 近年の出生数は、年間100万人に満たない。2040年にはこの世代が20歳代となる。

我が国の人口の動向について

出典：「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）

出生数 2015年※１ 2040年※１

団塊の世代
1947～49年生まれ

267.9万人

～269.7万人

215.2万人 80.4万人

66～68歳 91～93歳

団塊ジュニア
1971～74年生まれ

200.1万人

～209.2万人

198.9万人 182.7万人

41～44歳 66～69歳

【参考】
2013～15年生まれ

100.4万人

～103.0万人

98.2万人 102.7万人※２

0～2歳 25～27歳 出典：出生数は厚生労働省「人口動態統計調査」から作成、
2015年、2040年人口は「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）から作成

※１ 2015年、2040年の各世代人口は各年齢の平均を記載。

※２ 日本の将来推計人口は、国籍に関わらず日本に在住する総人口を推計の対象としており、
国際人口移動率（数）を仮定して推計を実施している。



6東京都の人口分布

「福野泰介の一日一創」http://fukuno.jig.jp/app/odp/prefpopstat2.html

団塊ジュニア
（当時37歳）

団塊世代
（当時62歳）



7兵庫県の人口分布

「福野泰介の一日一創」http://fukuno.jig.jp/app/odp/prefpopstat2.html

当時37歳

当時60歳



8若者の流出（東京一極集中）

「福野泰介の一日一創」http://fukuno.jig.jp/app/odp/prefpopstat2.html

18歳



9地方の子ども：減少、東京の子ども：増加

「福野泰介の一日一創」http://fukuno.jig.jp/app/odp/prefpopstat2.html
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人口段階別市区町村の変動（2015→2040）【H30推計】

人口増減率（2015年→2040年）

増加 ±０～▲１０％ ～▲２０％ ～▲３０％ ～▲４０％ ～▲５０％

１００万人
以上

さいたま市、川崎市、
福岡市
（3団体）

札幌市、横浜市、名古屋市、京都市、大
阪市、広島市
（6団体）

仙台市、神戸市
（2団体）

５０～
１００万人

川口市、大田区、世
田谷区、杉並区、板
橋区、練馬区
（6団体）

宇都宮市、千葉市、船橋市、江戸川区、
相模原市、浜松市、岡山市、熊本市
（8団体）

足立区、八王子市、新潟市、静岡市、堺市、
東大阪市、姫路市、松山市、北九州市、鹿
児島市
（10団体）

２０～
５０万人

つくば市、越谷市、柏
市、港区、新宿区、文
京区、墨田区、江東
区、品川区、目黒区、
渋谷区、豊島区、荒
川区、調布市、西東
京市、藤沢市、岡崎
市
（17団体）

水戸市、高崎市、伊勢崎市、太田市、川
越市、上尾市、草加市、市川市、松戸市、
中野区、北区、葛飾区、府中市、町田市、
茅ヶ崎市、大和市、金沢市、福井市、松
本市、一宮市、豊田市、四日市市、大津
市、豊中市、吹田市、茨木市、明石市、西
宮市、倉敷市、福山市、高松市、久留米
市、佐賀市、大分市、宮崎市、那覇市
（36団体）

盛岡市、山形市、前橋市、所沢市、平塚市、
厚木市、長岡市、富山市、長野市、岐阜市、
豊橋市、春日井市、津市、高槻市、枚方市、
八尾市、尼崎市、加古川市、宝塚市、奈良
市、和歌山市、松江市、徳島市、高知市、
佐世保市
（25団体）

旭川市、青森市、八戸市、秋田市、春日部市、市原市、横須賀市、
富士市、寝屋川市、呉市、下関市、長崎市
（12団体）

函館市
(1団体）

１０～
２０万人

戸田市、朝霞市、三
郷市、ふじみ野市、木
更津市、流山市、浦
安市、中央区、台東
区、三鷹市、小金井
市、日野市、刈谷市、
安城市、東海市、草
津市、浦添市、沖縄
市、うるま市
(19団体)

帯広市、小山市、新座市、富士見市、成
田市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、
立川市、武蔵野市、小平市、東村山市、
国分寺市、東久留米市、伊勢原市、海老
名市、藤枝市、豊川市、西尾市、小牧市、
稲沢市、桑名市、彦根市、和泉市、箕面
市、米子市、出雲市、東広島市、廿日市
市、山口市、防府市、丸亀市、筑紫野市、
春日市
（34団体）

苫小牧市、大崎市、土浦市、古河市、ひた
ちなか市、佐野市、那須塩原市、熊谷市、
鴻巣市、深谷市、入間市、久喜市、坂戸市、
野田市、佐倉市、我孫子市、青梅市、昭島
市、多摩市、鎌倉市、小田原市、秦野市、
座間市、高岡市、小松市、白山市、甲府市、
上田市、大垣市、多治見市、各務原市、三
島市、富士宮市、磐田市、掛川市、半田市、
伊勢市、松阪市、鈴鹿市、長浜市、東近江
市、岸和田市、池田市、泉佐野市、伊丹市、
川西市、三田市、橿原市、生駒市、鳥取市、
津山市、宇部市、新居浜市、飯塚市、諫早
市、別府市、都城市、鹿屋市、霧島市
（59団体）

釧路市、北見市、江別市、弘前市、一関市、奥州市、酒田市、取
手市、筑西市、足利市、栃木市、加須市、狭山市、上越市、飯田
市、沼津市、焼津市、瀬戸市、宇治市、守口市、松原市、大東市、
羽曳野市、尾道市、岩国市、周南市、西条市、大牟田市、唐津市、
八代市、延岡市
（31団体）

石巻市、鶴岡市、日立市、桐生市、
富田林市、河内長野市、門真市、今治市
（8団体）

小樽市
(1団体）

３～
１０万人

名取市、富谷市、利
府町、守谷市、つくば
みらい市、志木市、吉
川市、伊奈町、印西
市、千代田区、狛江
市、稲城市、野々市
市、瑞穂市、常滑市、
大府市、知立市、高
浜市、日進市、長久
手市、幸田町、守山
市、栗東市、京田辺
市、木津川市、藍住
町、大野城市、福津
市、志免町、新宮町、
粕屋町、鳥栖市、合
志市、大津町、菊陽
町、宜野湾市、名護
市、豊見城市、南城
市、読谷村、南風原
町
（41団体）

千歳市、恵庭市、滝沢市、東根市、牛久
市、鹿嶋市、さくら市、下野市、壬生町、
東松山市、蕨市、和光市、八潮市、白岡
市、四街道市、袖ケ浦市、白井市、国立
市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、綾
瀬市、能美市、津幡町、鯖江市、甲斐市、
美濃加茂市、可児市、袋井市、菊川市、
長泉町、岩倉市、清須市、北名古屋市、
みよし市、東郷町、扶桑町、大治町、蟹江
町、いなべ市、菰野町、野洲市、長岡京
市、精華町、芦屋市、加東市、播磨町、香
芝市、葛城市、広陵町、岩出市、総社市、
府中町、下松市、筑後市、宗像市、太宰
府市、古賀市、那珂川町、篠栗町、大村
市、石垣市、糸満市
（63団体）

音更町、北上市、岩沼市、東松島市、柴田
町、天童市、那珂市、神栖市、東海村、阿
見町、上三川町、みどり市、大泉町、本庄
市、桶川市、蓮田市、鶴ヶ島市、三芳町、上
里町、宮代町、東金市、あきる野市、瑞穂
町、逗子市、葉山町、寒川町、黒部市、砺
波市、射水市、かほく市、敦賀市、坂井市、
南アルプス市、笛吹市、中央市、諏訪市、
駒ヶ根市、茅野市、塩尻市、佐久市、東御
市、安曇野市、中津川市、羽島市、島田市、
御殿場市、裾野市、湖西市、清水町、碧南
市、蒲郡市、犬山市、江南市、知多市、尾
張旭市、豊明市、田原市、弥富市、あま市、
東浦町、武豊町、亀山市、近江八幡市、甲
賀市、湖南市、福知山市、向日市、貝塚市、
摂津市、藤井寺市、大阪狭山市、小野市、
稲美町、太子町、田原本町、瀬戸内市、赤
磐市、善通寺市、東温市、松前町、香南市、
直方市、行橋市、小郡市、糸島市、宇美町、
岡垣町、武雄市、小城市、神埼市、長与町、
宇土市、益城町、中津市、由布市、姶良市、
宮古島市、西原町
（98団体）

網走市、伊達市、北広島市、石狩市、十和田市、三沢市、むつ市、
花巻市、久慈市、紫波町、塩竈市、角田市、多賀城市、登米市、
亘理町、米沢市、寒河江市、南陽市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、
下妻市、常総市、笠間市、坂東市、かすみがうら市、鉾田市、小美
玉市、茨城町、鹿沼市、真岡市、大田原市、館林市、藤岡市、富
岡市、安中市、玉村町、行田市、秩父市、飯能市、羽生市、北本
市、幸手市、日高市、杉戸町、松伏町、館山市、茂原市、旭市、鴨
川市、君津市、八街市、富里市、大網白里市、羽村市、南足柄市、
大磯町、三条市、新発田市、見附市、燕市、阿賀野市、南魚沼市、
胎内市、魚津市、滑川市、小矢部市、七尾市、越前市、富士吉田
市、山梨市、北杜市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、千曲市、
高山市、関市、瑞浪市、恵那市、土岐市、本巣市、郡上市、伊豆
の国市、函南町、津島市、愛西市、名張市、高島市、米原市、亀
岡市、八幡市、泉大津市、高石市、泉南市、四條畷市、交野市、
熊取町、相生市、豊岡市、赤穂市、西脇市、高砂市、加西市、篠
山市、丹波市、たつの市、猪名川町、大和郡山市、天理市、桜井
市、橋本市、田辺市、紀の川市、倉吉市、境港市、浜田市、益田
市、真庭市、浅口市、三原市、三次市、光市、山陽小野田市、鳴
門市、小松島市、阿南市、坂出市、三豊市、伊予市、四国中央市、
南国市、四万十市、田川市、苅田町、伊万里市、島原市、荒尾市、
玉名市、山鹿市、菊池市、宇城市、宇佐市、小林市、日向市、出
水市、薩摩川内市、日置市、志布志市
（150団体）

室蘭市、岩見沢市、滝川市、登別市、北斗市、黒石市、
五所川原市、平川市、宮古市、大船渡市、釜石市、白
石市、栗原市、横手市、大館市、鹿角市、由利本荘市、
潟上市、大仙市、新庄市、上山市、常陸太田市、北茨
城市、常陸大宮市、稲敷市、桜川市、行方市、日光市、
矢板市、沼田市、渋川市、毛呂山町、小川町、寄居町、
富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、福生市、
三浦市、愛川町、柏崎市、小千谷市、十日町市、村上
市、糸魚川市、妙高市、五泉市、魚沼市、氷見市、南
砺市、加賀市、大野市、都留市、韮崎市、甲州市、岡
谷市、下呂市、熱海市、伊東市、御前崎市、牧之原市、
新城市、伊賀市、舞鶴市、綾部市、城陽市、京丹後市、
南丹市、柏原市、阪南市、洲本市、三木市、南あわじ
市、朝来市、淡路市、大和高田市、海南市、大田市、
安来市、雲南市、玉野市、笠岡市、井原市、高梁市、
備前市、府中市、庄原市、柳井市、吉野川市、阿波市、
美馬市、観音寺市、さぬき市、大洲市、西予市、柳川
市、八女市、大川市、中間市、朝倉市、みやま市、雲
仙市、人吉市、天草市、日田市、佐伯市、臼杵市、杵
築市、豊後大野市、日南市、西都市、指宿市、曽於市、
奄美市、南九州市
（117団体）

稚内市、つがる
市、気仙沼市、
能代市、湯沢市、
北秋田市、銚子
市、南房総市、
佐渡市、海津市、
伊豆市、志摩市、
宍粟市、五條市、
宇陀市、新見市、
萩市、長門市、
東かがわ市、宇
和島市、八幡浜
市、嘉麻市、平
戸市、対馬市、
五島市、南島原
市、南さつま市
（27団体）

※下線（赤文字）は2040年の人口が下位の人口区分へ変動する団体。枠囲み（緑文字）は2040年の人口が上位の人口区分へ
変動する団体。

※太枠は各人口段階において団体数が最も多い人口増減率のカテゴリー

※ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（Ｈ30．３）」から作成
※ 地域別将来推計人口では福島県内市町村は推計がないため、市区町村数の合計は1,682としている。

※人口は2015年時点
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人口増減率（2015年→2040年）

増加
±０～
▲１０％

～▲２０％ ～▲３０％ ～▲４０％ ～▲５０％ ～▲６０％ ～▲７０％ ▲７０％～

１～３
万人

吉岡町、滑
川町、開成
町、御代田
町、南箕輪
村、豊山町、
大口町、阿
久比町、朝
日町、川越
町、愛荘町、
北島町、宇
多津町、須
恵町、恩納
村、金武町、
北谷町、北
中城村、中
城村、与那
原町、八重
瀬町
（21団体）

東神楽町、矢
巾町、大和町
一宮町、聖籠
町、内灘町、
昭和町、岐南
町、北方町、
玉城町、福崎
町、三郷町、
早島町、里庄
町、勝央町、
坂町、松茂町
筑前町、吉
野ヶ里町、三
股町、嘉手納
町
（21団体）

幕別町、中標津町
六戸町、おいらせ
町、大河原町、高
根沢町、榛東村、
明和町、千代田町
長生村、日の出町
大井町、富士河口
湖町、軽井沢町、
高森町、笠松町、
大野町、池田町、
吉田町、明和町、
大山崎町、島本町
忠岡町、王寺町、
有田川町、上富田
町、湯梨浜町、海
田町、石井町、多
度津町、遠賀町、
大刀洗町、大木町
広川町、基山町、
時津町、波佐見町
佐々町、日出町、
本部町
（40団体）

七飯町、倶知安町、芽室町、別海
町、六ヶ所村、階上町、金ケ崎町、
村田町、七ヶ浜町、山辺町、八千
代町、境町、益子町、市貝町、野
木町、甘楽町、板倉町、邑楽町、
嵐山町、美里町、酒々井町、横芝
光町、二宮町、立山町、小浜市、
勝山市、あわら市、永平寺町、高
浜町、若狭町、富士見町、箕輪町、
松川町、小布施町、垂井町、神戸
町、安八町、川辺町、御嵩町、森
町、東員町、多気町、日野町、竜
王町、久御山町、太子町、河南町、
斑鳩町、御坊市、白浜町、北栄町、
南部町、伯耆町、矢掛町、鏡野町、
大竹市、安芸高田市、熊野町、北
広島町、田布施町、平生町、東み
よし町、三木町、綾川町、まんの
う町、砥部町、香美市、豊前市、
宮若市、水巻町、桂川町、鹿島市、
嬉野市、みやき町、有田町、川棚
町、阿蘇市、長洲町、南阿蘇村、
御船町、甲佐町、錦町、豊後高田
市、高鍋町、新富町、門川町、屋
久島町
（87団体）

名寄市、富良野市、長沼町、栗山町、美瑛町、上富
良野町、美幌町、斜里町、遠軽町、釧路町、藤崎町、
鶴田町、野辺地町、東北町、五戸町、南部町、遠野
市、陸前高田市、二戸市、雫石町、大槌町、蔵王町、
山元町、松島町、加美町、涌谷町、美里町、美郷町、
村山市、長井市、中山町、河北町、高畠町、白鷹町、
庄内町、高萩市、潮来市、城里町、那須烏山市、芳
賀町、那須町、中之条町、越生町、川島町、吉見町、
鳩山町、神川町、栄町、東庄町、松田町、箱根町、
湯河原町、加茂市、田上町、津南町、上市町、入善
町、羽咋市、中能登町、南越前町、越前町、富士川
町、大町市、佐久穂町、下諏訪町、辰野町、木曽町、
坂城町、飯綱町、美濃市、山県市、飛騨市、養老町、
小山町、美浜町、紀宝町、与謝野町、養父市、市川
町、神河町、新温泉町、平群町、河合町、大淀町、
有田市、新宮市、かつらぎ町、みなべ町、岩美町、
八頭町、琴浦町、大山町、江津市、邑南町、隠岐の
島町、美作市、和気町、美咲町、吉備中央町、世羅
町、美祢市、板野町、上板町、土庄町、内子町、安
芸市、土佐市、宿毛市、佐川町、四万十町、うきは
市、鞍手町、福智町、みやこ町、築上町、多久市、
白石町、松浦市、壱岐市、西海市、水俣市、氷川町、
あさぎり町、玖珠町、国富町、川南町、都農町、高
千穂町、枕崎市、西之表市、いちき串木野市、さつ
ま町、長島町、徳之島町
（134団体）

留萌市、紋別市、士別市、根室市、砂川市、深川市、当別町、
八雲町、岩内町、余市町、白老町、日高町、浦河町、新ひだ
か町、平内町、板柳町、七戸町、三戸町、八幡平市、岩手町、
山田町、洋野町、一戸町、丸森町、南三陸町、にかほ市、仙
北市、三種町、羽後町、尾花沢市、川西町、遊佐町、大洗町、
大子町、美浦村、利根町、塩谷町、那珂川町、東吾妻町、み
なかみ町、ときがわ町、皆野町、小鹿野町、勝浦市、多古町、
九十九里町、白子町、山北町、輪島市、志賀町、宝達志水町、
大月市、上野原市、市川三郷町、飯山市、山ノ内町、揖斐川
町、八百津町、下田市、南知多町、鳥羽市、熊野市、紀北町、
宮津市、京丹波町、豊能町、能勢町、岬町、多可町、上郡町、
佐用町、香美町、御所市、上牧町、湯浅町、那智勝浦町、串
本町、奥出雲町、竹原市、江田島市、三好市、小豆島町、鬼
北町、愛南町、須崎市、土佐清水市、いの町、黒潮町、芦屋
町、香春町、川崎町、上天草市、美里町、和水町、山都町、
芦北町、津久見市、竹田市、国東市、串間市、えびの市、阿
久根市、垂水市、伊佐市、湧水町、大崎町、肝付町
（107団体）

美唄市、芦別市、赤平市、森町、鰺ヶ沢町、
中泊町、男鹿市、茂木町、阿賀町、朝日
町、珠洲市、能登町、身延町、東伊豆町、
尾鷲市、周防大島町、室戸市、新上五島
町
（18団体）

南伊勢町
（1団体）

１万人
未満

御蔵島村、
川北町、日
吉津村、久
山町、宜野
座村
（5団体）

ニセコ町、舟
橋村、忍野村
山形村、豊郷
町、田尻町、
日高町、上峰
町、江北町、
嘉島町、今帰
仁村、竹富町
（12団体）

東川町、鹿追町、
中札内村、更別村
小笠原村、刈羽村
鳴沢村、川上村、
原村、宮田村、松
川村、輪之内町、
富加町、和木町、
西原村、綾町、龍
郷町、渡嘉敷村、
南大東村、北大東
村、与那国町
（21団体）

鷹栖町、西興部村、厚真町、新冠
町、士幌町、清水町、大樹町、鶴
居村、大衡村、色麻町、三川町、
嬬恋村、高山村、川場村、昭和村、
睦沢町、新島村、清川村、弥彦村、
湯沢町、西桂町、山中湖村、中川
村、下條村、豊丘村、池田町、白
馬村、高山村、坂祝町、白川村、
飛島村、宇治田原町、川西町、海
士町、西粟倉村、芸西村、吉富町、
上毛町、玉東町、木城町、十島村、
喜界町、天城町、和泊町、与論町、
大宜味村、東村、座間味村、粟国
村、伊平屋村、伊是名村
（51団体）

新篠津村、鹿部町、今金町、黒松内町、真狩村、留
寿都村、共和町、泊村、仁木町、月形町、新十津川
町、当麻町、中富良野町、南富良野町、猿払村、幌
延町、小清水町、訓子府町、大空町、豊浦町、壮瞥
町、安平町、上士幌町、新得町、浜中町、標茶町、
標津町、田舎館村、横浜町、東通村、平泉町、川崎
町、大郷町、大潟村、大江町、金山町、五霞町、横
瀬町、長瀞町、神崎町、芝山町、長柄町、御宿町、
大島町、利島村、神津島村、三宅村、青ヶ島村、中
井町、出雲崎町、粟島浦村、美浜町、おおい町、道
志村、南牧村、立科町、青木村、飯島町、阿智村、
平谷村、売木村、泰阜村、喬木村、木祖村、大桑村、
麻績村、生坂村、朝日村、木島平村、南伊豆町、松
崎町、木曽岬町、度会町、御浜町、甲良町、多賀町、
井手町、安堵町、高取町、明日香村、広川町、美浜
町、印南町、日高川町、太地町、三朝町、吉賀町、
西ノ島町、新庄村、奈義町、久米南町、直島町、琴
平町、北川村、本山町、土佐町、檮原町、糸田町、
大任町、赤村、玄海町、大町町、東彼杵町、南関町、
南小国町、産山村、高森町、水上村、九重町、高原
町、東串良町、中種子町、宇検村、瀬戸内町、伊仙
町、知名町、国頭村、伊江村、久米島町、多良間村
（120団体）

知内町、長万部町、江差町、厚沢部町、寿都町、蘭越町、喜
茂別町、京極町、赤井川村、南幌町、奈井江町、由仁町、浦
臼町、秩父別町、雨竜町、北竜町、比布町、和寒町、剣淵町、
下川町、美深町、小平町、羽幌町、遠別町、天塩町、浜頓別
町、枝幸町、豊富町、清里町、置戸町、佐呂間町、湧別町、
興部町、雄武町、洞爺湖町、平取町、えりも町、広尾町、池田
町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、厚岸町、弟
子屈町、羅臼町、蓬田村、西目屋村、大間町、田子町、新郷
村、住田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、
九戸村、女川町、五城目町、八郎潟町、井川町、東成瀬村、
西川町、朝日町、大石田町、最上町、舟形町、大蔵村、戸沢
村、飯豊町、河内町、長野原町、草津町、片品村、東秩父村、
長南町、大多喜町、鋸南町、八丈町、真鶴町、関川村、池田
町、小海町、南相木村、北相木村、長和町、阿南町、上松町、
南木曽町、王滝村、筑北村、小谷村、野沢温泉村、信濃町、
小川村、栄村、関ケ原町、七宗町、東白川村、河津町、川根
本町、設楽町、東栄町、大台町、大紀町、山添村、三宅町、
古座川町、北山村、智頭町、江府町、飯南町、川本町、美郷
町、津和野町、知夫村、安芸太田町、大崎上島町、神石高原
町、勝浦町、佐那河内村、美波町、上島町、松野町、奈半利
町、田野町、中土佐町、越知町、日高村、津野町、三原村、
小竹町、東峰村、添田町、太良町、小国町、津奈木町、多良
木町、湯前町、相良村、山江村、苓北町、西米良村、三島村、
南種子町、大和村、渡名喜村
（149団体）

三笠市、上ノ国町、乙部町、奥尻町、せた
な町、島牧村、神恵内村、古平町、妹背牛
町、沼田町、愛別町、上川町、占冠村、音
威子府村、中川町、幌加内町、増毛町、
苫前町、初山別村、中頓別町、礼文町、
利尻町、利尻富士町、津別町、滝上町、む
かわ町、様似町、白糠町、外ヶ浜町、深浦
町、大鰐町、風間浦村、佐井村、葛巻町、
西和賀町、七ヶ宿町、小坂町、上小阿仁
村、藤里町、八峰町、真室川町、鮭川村、
小国町、上野村、下仁田町、檜原村、奥
多摩町、穴水町、早川町、南部町、小菅
村、根羽村、大鹿村、白川町、西伊豆町、
豊根村、笠置町、和束町、南山城村、伊
根町、千早赤阪村、曽爾村、吉野町、十
津川村、下北山村、紀美野町、九度山町、
高野町、由良町、すさみ町、若桜町、日南
町、日野町、阿武町、上勝町、神山町、那
賀町、牟岐町、海陽町、つるぎ町、久万高
原町、伊方町、東洋町、安田町、馬路村、
大川村、仁淀川町、大月町、小値賀町、
五木村、球磨村、姫島村、諸塚村、椎葉
村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町、錦江町、
南大隅町
（99団体）

夕張市、
歌志内市、
松前町、
福島町、
木古内町、
積丹町、
上砂川町、
今別町、
神流町、
南牧村、
丹波山村、
天龍村、
御杖村、
下市町、
黒滝村、
天川村、
野迫川村、
上北山村、
東吉野村、
上関町、
大豊町
（21団体）

川上村
（１団体）

人口段階別市区町村の変動（2015→2040）【H30推計】

※下線（赤文字）は2040年の人口が下位の人口区分へ変動する団体。枠囲み（緑文字）は2040年の人口が上位の人口区分へ
変動する団体。

※太枠は各人口段階において団体数が最も多い人口増減率のカテゴリー

※ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（Ｈ30．３）」から作成
※ 地域別将来推計人口では福島県内市町村は推計がないため、市区町村数の合計は1,682としている。

※人口は2015年時点



これからの戦略
（魚の目＝潮流を読む）
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現実空間

センシング、デジタル化、データの変換・抽出等
利活用サービス

ＡＩ
データが蓄積

ビッグデータ

データを基に分析

ネット空間

社会課題

データ分析結果や
データに基づく制御

データが導く
社会的課題の解決

現実世界の
データを送信

現実世界へのフィードバック
（新たな価値の創造）

EMS
自動運転

スマート
ファクトリー

ヘルスケア

労働力不足医療費増大

資源枯渇
介護負担増大

ＩｏＴ

データ主導社会の実現に向けて

５G・LPWA

クラウド

ドローン

コネクティッド・カーｳｪｱﾗﾌﾞﾙ・ﾃﾞﾊﾞｲｽ

VR・AR

スマートアグリ

ｺﾈｸﾃｨｯﾄﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ

シェアリング
エコノミー

データ

ロボティクスRPA



15官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）の概要

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直
面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用（「官民データ活用」という。）の推進に関し、基本理
念を定め、国等の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他施策の基本となる事項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置するこ
とにより、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与する。（1条）

 「官民データ」とは、電磁的記録（※1）に記録された情報（※2）であって、国若し
くは地方公共団体又は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又
は事業の遂行に当たり管理され、利用され、又は提供されるものをいう。（2条）
※1 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録をいう。
※2 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことにな

るおそれがあるものを除く。

第１章 総則

基本理念
①IT基本法等による施策と相まって、情報の円滑な流通の確保を図る（3条1項）
②自立的で個性豊かな地域社会の形成、新事業の創出、国際競争力の強化

等を図り、活力ある日本社会の実現に寄与（3条2項）
③官民データ活用により得られた情報を根拠とする施策の企画及び立案により、

効果的かつ効率的な行政の推進に資する（3条3項）
④官民データ活用の推進に当たって、

・安全性及び信頼性の確保、国民の権利利益、国の安全等が害されないよ
うにすること（3条4項）

・国民の利便性の向上に資する分野及び当該分野以外の行政分野での
情報通信技術の更なる活用（3条5項）

・国民の権利利益を保護しつつ、官民データの適正な活用を図るための
基盤整備（3条6項）

・多様な主体の連携を確保するため、規格の整備、互換性の確保等の
基盤整備（3条7項）

・AI、IoT、クラウド等の先端技術の活用（3条8項）

政府による官民データ活用推進基本計画の策定（8条）
都道府県による都道府県官民データ活用推進計画の策定（9条1項）
市町村による市町村官民データ活用推進計画の策定（努力義務）（9条3項）

情報利用開発等事業者
 IT戦略本部の下に官民データ活用推進戦略会議を設置（20条）
官民データ活用推進戦略会議の組織（議長は内閣総理大臣）（22、23条）
計画の案の策定及び計画に基づく施策の実施等に関する体制の整備（議長による重

点分野の指定、関係行政機関の長に対する勧告等）（20条～28条）
地方公共団体への協力（27条）

行政手続に係るオンライン利用の原則化・民間事業者等の手続に係るオンライン利
用の促進（10条）

国・地方公共団体・事業者による自ら保有する官民データの活用の推進等、関連す
る制度の見直し（コンテンツ流通円滑化を含む）（11条）

官民データの円滑な流通を促進するため、データ流通における個人の関与の仕組み
の構築等（12条）

地理的な制約、年齢その他の要因に基づく情報通信技術の利用機会又は活用に
係る格差の是正（14条）

情報システムに係る規格の整備、互換性の確保、業務の見直し、官民の情報システ
ムの連携を図るための基盤の整備（サービスプラットフォーム）（15条）

国及び地方公共団体の施策の整合性の確保（19条）
 その他、マイナンバーカードの利用（13条）、研究開発の推進等（16条）、人材の

育成及び確保（17条）、教育及び学習振興、普及啓発等（18条）

第４章 官民データ活用推進戦略会議

第２章 官民データ活用推進基本計画等

第３章 基本的施策

 国、地方公共団体及び事業者の責務（4条～6条）
 法制上の措置等（7条）

目的

施行期日は公布日（附則1項）
本法の円滑な施行に資するための、国による地方公共団体に対する協力（附則2項）

附則



16重点取組① ー行政サービス改革ー
我が国の直面する諸課題の解決に資するよう、社会全体のデジタル化が必要

行政サービス改革を起点に、様々な手続等がエンドツーエンドでデジタル技術で完結する社会が目標そのため、
デジタルファースト法案（仮称）を策定

行政サービ
スの

100%デジ
タル化

＜具体的取組＞
 デジタルファースト法案（仮称）の策定

・デジタルを原則とする社会を構築するための理念を盛り込んだ
上で、行政手続等におけるオンライン化の徹底及び添付書類の
撤廃等を実現するため、「デジタルファースト法案（仮称）」を速
やかに国会に提出。
・デジタルを前提としたBPRを行った上で、受付や審査・決裁・書
類の保存業務のデジタル処理、国・地方・民間を含めた情報連
携を可能とするシステムを順次整備。

 企業が行う従業員の社会保険・税手続の
ワンストップ化・ワンスオンリー化の推進
・従業員のライフイベントに伴い企業が行う従業員の社会保険・
税手続について、平成32年度にワンストップサービスが開始でき
るよう取組を推進。
・さらに、企業と行政機関との間でのデータ連携を通じて、各種
手続における企業からの情報の重複提供を不要とし、ワンスオン
リー化を実現するためのシステム整備を進めるべく、平成30年度
にロードマップを策定し、以降順次、実現に向け取り組む。

 死亡・相続、引越し等のワンストップ化の推進
・多くの国民が利用し、生活に影響の大きいライフイベントである
介護、死亡・相続、引越しの際に必要な諸手続のワンストップ化
を推進し、手続負担の軽減を図る。
・介護に係る手続は平成30年度から、死亡・相続と引越しにつ
いては平成31年度から、順次サービスを開始。

 マイナンバーカードの普及と利便性向上
・現在11.2％（平成30年5月15日時点）にとどまるマイナン
バーカードの普及率が向上することと、民間事業者がマイナンバ
ーカードを前提とした各種の利便性の高いオンラインサービスを提
供することが相互に好循環する環境を早期に整備。

 土地情報連携の高度化
・土地に関する各種台帳等について、特に地方公共団体におい
て発生している事務負担を軽減し、土地所有者の探索を容易
にし、将来的な所有者不明土地の発生を防止するため、情報
連携の高度化に取り組む。

行政保有デ
ータの

100%オー
プン化

デジタル改
革の基盤整

備

 社会全体のデジタル化
 我が国の諸課題解決のためのデジタル化
 行政サービス改革を起点に、デジタル社会を実現
 行政サービス改革：デジタル化の3原則を推進
 デジタルファースト（個々の手続等がデジタルで完結）
 ワンスオンリー（一度提出した情報は再提出不要）
 コネクテッド・ワンストップ（複数手続等が1か所で実現）

 各府省庁保有データの原則公開の徹底、
二次利用の積極的な促進

 オープンデータ官民ラウンドテーブルの
継続開催により、民間ニーズに即した
データ公開を推進

 行政データ標準の策定、文字情報基盤の
円滑な利活用環境整備

 行政機関におけるAPIの整備・公開
（マイナポータルのAPI連携活用による
「法人設立ワンストップサービス」等）

 法人が1つのIDで複数手続を行うことができる
法人共通認証基盤を構築

（図はイメージ）

マイナンバーカード活用
行政機関

♪
行政手続に係る

時間・手間・コストを軽減

行政

民間データを活用した
イノベーションや

新ビジネス創出を促進

分野横断的に情報連携できる
プラットフォームの構築

（行政データ標準、API等）



17重点取組② ー地方のデジタル改革ー

政府の取組・成果＋αを「地方デジタル化総合パッケージ」として
地方のデジタル改革の加速化を後押し

＜クラウド導入の促進＞
 クラウド導入団体数約1,600団体、一層のコスト削減

効果が見込める自治体クラウド導入団体数約1,100団
体を目指す（～平成35年度末）

＜オープンデータの推進＞
 都道府県では取組率100%達成済み、

今後、市区町村含む地方公共団体で取組率
100％を目標（～平成32年度）

＜シェアリングエコノミーの推進＞
 「シェア・ニッポン100」におけるモデル事例を倍増

（平成30年度中）

＜ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞを活用したｷｬｯｼｭﾚｽによる地域経済活
性化＞
 マイナンバーカードを活用した決済インフラとして実証稼

働中の自治体ポイントの仕組みを利用し、キャッシュレス
による新しい地域経済好循環拡大サイクルを創造

＜RPA等を活用したデジタル自治体行政の
推進＞
 地方公共団体における業務プロセスの標準

化とRPA※3ツール・AI導入を並行し、業務効
率を飛躍的に向上

＜スマートインクルージョンの推進＞
 「ICT活用推進委員（仮称）」の仕組みの検討、

「地域ICTクラブ」の創設等により、ICTリテラシーの
サポート体制を整備

地方デジタル化総合パッケージ

地方版官民データ活用
推進計画の策定

（都道府県は義務付け※1、市区町村は努力義務※2）

※1 官民データ活用推進基本法第9条第1項：都道府県は、官民データ活用推進基本計画に即して、当該都道府県の区域における官民データ活用の推進に関する施策についての基本的な計画を定めなければならない。
※2 官民データ活用推進基本法第9条第3項：市町村（特別区を含む。）は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域における官民データ活用の

推進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるものとする。
※3 Robotic Process Automation：AI等の技術を用いて、業務効率化・自動処理を行うこと。

＜自動運転移動サービス等による移動手段の確保＞
 平成32年の限定地域での無人自動運転移動サービス

実現を見据え、平成30年度以降、各地域における実
証実験を推進

＜データ利活用型の街づくりの推進＞
 地方公共団体における人口増減等の課題解決、都市の

魅力等の向上のための分野横断的なデータ連携に向け、
先進的モデル構築、地方公共団体や民間事業者による自
主的な横連携の取組を促進

（図はイメージ）



18官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）の概要

インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直
面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用（「官民データ活用」という。）の推進に関し、基本理
念を定め、国等の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他施策の基本となる事項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置するこ
とにより、官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与する。（1条）

 「官民データ」とは、電磁的記録（※1）に記録された情報（※2）であって、国若し
くは地方公共団体又は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又
は事業の遂行に当たり管理され、利用され、又は提供されるものをいう。（2条）
※1 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録をいう。
※2 国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことにな

るおそれがあるものを除く。

第１章 総則

基本理念
①IT基本法等による施策と相まって、情報の円滑な流通の確保を図る（3条1項）
②自立的で個性豊かな地域社会の形成、新事業の創出、国際競争力の強化

等を図り、活力ある日本社会の実現に寄与（3条2項）
③官民データ活用により得られた情報を根拠とする施策の企画及び立案により、

効果的かつ効率的な行政の推進に資する（3条3項）
④官民データ活用の推進に当たって、

・安全性及び信頼性の確保、国民の権利利益、国の安全等が害されないよ
うにすること（3条4項）

・国民の利便性の向上に資する分野及び当該分野以外の行政分野での
情報通信技術の更なる活用（3条5項）

・国民の権利利益を保護しつつ、官民データの適正な活用を図るための
基盤整備（3条6項）

・多様な主体の連携を確保するため、規格の整備、互換性の確保等の
基盤整備（3条7項）

・AI、IoT、クラウド等の先端技術の活用（3条8項）

政府による官民データ活用推進基本計画の策定（8条）
都道府県による都道府県官民データ活用推進計画の策定（9条1項）
市町村による市町村官民データ活用推進計画の策定（努力義務）（9条3項）

情報利用開発等事業者
 IT戦略本部の下に官民データ活用推進戦略会議を設置（20条）
官民データ活用推進戦略会議の組織（議長は内閣総理大臣）（22、23条）
計画の案の策定及び計画に基づく施策の実施等に関する体制の整備（議長による重

点分野の指定、関係行政機関の長に対する勧告等）（20条～28条）
地方公共団体への協力（27条）

行政手続に係るオンライン利用の原則化・民間事業者等の手続に係るオンライン利
用の促進（10条）

国・地方公共団体・事業者による自ら保有する官民データの活用の推進等、関連す
る制度の見直し（コンテンツ流通円滑化を含む）（11条）

官民データの円滑な流通を促進するため、データ流通における個人の関与の仕組み
の構築等（12条）

地理的な制約、年齢その他の要因に基づく情報通信技術の利用機会又は活用に
係る格差の是正（14条）

情報システムに係る規格の整備、互換性の確保、業務の見直し、官民の情報システ
ムの連携を図るための基盤の整備（サービスプラットフォーム）（15条）

国及び地方公共団体の施策の整合性の確保（19条）
 その他、マイナンバーカードの利用（13条）、研究開発の推進等（16条）、人材の

育成及び確保（17条）、教育及び学習振興、普及啓発等（18条）

第４章 官民データ活用推進戦略会議

第２章 官民データ活用推進基本計画等

第３章 基本的施策

 国、地方公共団体及び事業者の責務（4条～6条）
 法制上の措置等（7条）

目的

施行期日は公布日（附則1項）
本法の円滑な施行に資するための、国による地方公共団体に対する協力（附則2項）

附則



19官民データ活用推進基本法で掲げる基本的施策

(1) 国は、個人に関する官民データの円滑な流通を促進するため、事業者の競争上の地位その他正当な利益の保護に配慮

しつつ、多様な主体が個人に関する官民データを当該個人の関与の下で適正に活用することができるようにするための基

礎の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。（第12条） → 個人による情報コントロール強化

(2) 国及び地方公共団体は、自らが保有する官民データについて、個人及び法人の権利利益、国の安全等が害されることの

ないようにしつつ、国民がインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて容易に利用できるよう、必要な措置を

講ずるものとする。（第11条第１項） → データ活用の推進

(3) 国は、我が国において官民データ活用に関する技術力を自立的に保持することの重要性に鑑み、人工知能関連技術、イ

ンターネット・オブ・シングス活用関連技術、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の先端的な技術に関する

研究開発及び実証の推進並びにその成果の普及を図るために必要な措置を講ずるものとする。（第16条）

→ AI・IoT・クラウド等の実証・普及

(4) 国及び地方公共団体は、官民データ活用に資するため、相互に連携して、自らの情報システムに係る規格の整備及び互

換性の確保、業務の見直しその他の必要な措置を講ずるものとする。（第15条第１項）

→ システム改革、BPRの推進 等



Ⅱ 総務省の戦略
スマート自治体への転換
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 我が国の人口は、２００８年（１．２８億人）をピークに減少。大都市部を中心に高齢化が急ピッチで進行。

２０４０年頃には総人口は毎年１００万人近く減少。

→ 自治体の税収や行政需要に極めて大きな影響を与える。

 医療、福祉、インフラ、空間管理など、住民サービスの多くは地方自治体が支えている。

地方自治体が持続可能な形で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」を守るために不可欠。

さらには、我が国が国際社会において「名誉ある地位」を占め続けるためにも必要。

高齢者人口がピークを迎える２０４０年頃（２０４２年に３，９３５万人）をターゲットに、
① 住民生活に不可欠な行政サービスがどのような課題を抱えていくことになるのか、
② その上で、住み働き、新たな価値を生み出す場である、都市をはじめとする自治体の多様性をどのように高めていくのか、

③ ①、②のために、どのような行政経営改革、圏域マネジメントを行う必要があるのか、
検討を進める必要がある。

２０４０年頃をターゲットに人口構造の変化に対応した自治体行政のあり方の検討が必要

日本の変化（2015→2040）

 人口はアジア、アフリカを中心に18億人増加
世界の人口：74億人→92億人（うちアジア7億人、アフリカ9億人）
アジアの人口：印+3億、パキスタン+0.9億、インドネシア+0.5億、中+0.2億

 人口は都市部へ集中。都市の時代に
世界の都市人口：40億→57億、印＋2.8億、中＋2.6億、インドネシア＋0.7億

 東アジア諸国を中心に高齢化が進展
合計特殊出生率(2015)：日1.45、タイ1.4、韓1.24、台湾1.18

 世界経済の中心は欧米からアジアへ
GDPシェア（2010→2030）：米24→20、欧17→12、中16→24、印6→10、日7→4

世界の変化（2015→2040）

 人口は0.16億人減少し、1.11億人に

 団塊ジュニア世代が高齢者となり、高齢者人口がピーク
65歳以上人口 ： 3,387万人 → 3,921万人 （+534万人（+16％））
75歳以上人口 : 1,632万人 → 2,239万人 （+607万人（+37％））

 三大都市圏で特に高齢化が急速に進行。
東京都も2025年をピークに人口減少に転じる。
65歳以上人口： 東京都 307万人 → 400万人（+93万人(+30％)）

大阪府 232万人 → 265万人（+33万人（+14％））
愛知県 178万人 → 224万人（+46万人（+26％））

 生産年齢人口減少により労働力確保が課題
生産年齢人口：7,728万人→ 5,978万人（▲1,750万人）

持続可能で多様な自治体による行政の展開が、我が国のレジリエンス（強靱性）向上につながる。

自治体戦略２０４０構想研究会について
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各行政
分野の
課題
（例）

子育て
• 男性も女性も働くことを前提と
した保育の受け皿に未対応

• 保育ニーズには地域差

教育
• 学校施設の老朽化と更新
• 小規模校・廃校の発生
• 地方圏での高等教育を受ける
機会の喪失

医療・介護
• 東京圏（一都三県）を中心に、
高齢者が増加 （特に85歳以上）

• 介護人材の需給ギャップ拡大
• 一人暮らし高齢者が増加。地
域や家族がセーフティネットと
して機能しにくい状況に

• 疾病構造の変化や高齢化に
対応した医療提供体制が必
要

インフラ・公共施設
• 老朽化したインフラ・公共施設
が増加。更新需要が増大

• 管理・更新の体制確保

公共交通
• 移動手段の確保が必要な高
齢者が増加

• 地域交通事業者の経営悪化

空間管理
• 都市のスポンジ化やＤＩＤ（人

口集中地区）の低密度化が進
行

• 中山間地域では集落機能の
維持が困難になる場合も

治安・防災
• 首都直下地震発生時には23
区で避難所の収容力が不足

労働・産業
・テクノロジー

• 2040年にかけて生産年齢人
口の減少が加速

• 就職氷河期世代に就業意欲が
ある長期失業者・無業者が多い

• 地方圏には労働集約型サー
ビス業が多く、生産性が低い

• ロボット、ＡＩ等と共存・協調が必要

研究会での今後の検討の方向性

○個々の市町村が行政のフルセット主義を排し、圏域単位

で、あるいは圏域を越えた都市・地方の自治体間で、有
機的に連携することが必要

○都道府県・市町村の二層制を柔軟化し、それぞれの地域
に応じた行政の共通基盤の構築を進めていくことも必要

○医療・介護ニーズの急増や首都直下地震への対応など、
東京圏全体のサービス供給体制の構築が必要

○公・共・私のベストミックスによる社会課題の解決が求め

られる。活躍の場が必要な人々が多様な働き方ができる
受け皿を作り出す方策について検討が必要

○自治体の業務プロセスやシステムは、大胆に標準化・共
同化し、ＩＣＴの活用を前提とした自治体行政の展開が必要

2040年頃にかけて迫り来る我が国の内政上の危機

１．若者を吸収しながら老いていく東京圏と支え手を失う地方
圏
○ 人口ボーナスを享受してきた三大都市圏は急激な高齢化局面に突入
○ 東京圏は入院・介護ニーズの増加率が全国で最も高い。医療介護人材が地方から流出のおそれ
○ 東京圏には子育ての負担感につながる構造的要因が存在し、少子化に歯止めがかからないおそれ
○ 地方圏では東京からのサービス移入に伴う資金流出が常態化
２．標準的な人生設計の消滅による雇用・教育の機能不全
○ 世帯主が雇用者として生活給を得る従来の世帯主雇用モデルがもはや標準的とはいえない
○ 就職氷河期世代で経済的に自立できない人々がそのまま高齢化すれば社会のリスクになりかねない
○ 若者の労働力は希少化 ○教育の質の低下が、技術立国として、国際競争での遅れにつながるおそれ

３．スポンジ化する都市と朽ち果てるインフラ
○ 多くの都市で「都市のスポンジ化」が顕在化。放置すれば加速度的に都市の衰退を招くおそれ
○ 高度経済成長期以降に整備されたインフラが老朽化し、更新投資が増加
○ 東京圏では都心居住が進むが、過度の集中は首都直下地震発生時のリスクに

（ＩＣＴ、ロボット、生命科学等）

関
係
府
省
と
地
方
自
治
体
が

協
力
し
て
対
応

○ 我が国は既に人口減少局面。人口増加モデルの総決算を行い、新しい社会経済モデルの検討が必要。
○ このため、人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークを迎える2040年頃の姿からバックキャスティングに（逆算する形で）

課題を整理。第一次報告は、このまま放置すれば2040年頃にかけて迫り来る3つの「内政上の危機」を提示。
○ 今後、自治体と各府省の施策（いわばアプリケーション）がうまく機能するよう、ＯＳである自治体行政の書き換えにつ

いて検討予定。

自治体戦略２０４０構想研究会 第一次報告（平成30年4月26日公表）のポイント
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＜現状＞
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情報システム等の
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の
機
能
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発
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＜スマート自治体＞

情報
システム等

カスタマイズ＝個別投資

公

私 共

新たな「共」
（地域を基盤とした

新たな法人 等）

新たな「公」
（プラットフォーム・ビルダー）

スマート自治体化
※サービス・プロバイダー

プラットフォーム・ビルダーとして
必要な支援／環境整備

新たな「私」
（シェアリング

エコノミー等）

新たな自治体行政の基本的考え方①

スマート自治体への転換 公共私によるくらしの維持

出典）厚生労働省「人口動態統計」及び国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口（H29.4）」から作成
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2017年
95万人

労働力（特に若年労働力）の絶対量が不足

人口縮減時代のパラダイムへの転換が必要

＜我が国の出生数の推移＞

 経営資源が大きく制約されることを前提に、従来の半分の職員でも自治体が本
来担うべき機能を発揮できる仕組みが必要。

 全ての自治体で、AI・ロボティクスが処理できる事務作業は全てAI・ロボティクス
によって自動処理するスマート自治体へ転換する必要。

＜破壊的技術（AI・ロボティクス等）を使いこなすスマート自治体へ＞

 標準化された共通基盤を用いた効率的なサービス提供体制へ。

 自治体ごとの情報システムへの重複投資をやめる枠組みが必要。円滑に統合
できるように、期限を区切って標準化・共通化を実施する必要。

⇒ 自治体の情報システムや申請様式の標準化・共通化を実効的に進めるために
は、新たな法律が必要となるのではないか。

＜自治体行政の標準化・共通化＞

 人口減少と高齢化により、公共私それぞれのくらしを支える機能が低下。
⇒ 自治体は、新しい公共私相互間の協力関係を構築する「プラットフォーム・ビル

ダー」へ転換する必要。
 共・私が必要な人材・財源を確保できるように公による支援や環境整備が必要。

＜プラットフォーム・ビルダーへの転換＞

 全国一律の規制を見直し、シェアリングエコノミーの環境を整備する必要。
 ソーシャルワーカーなど技能を習得したスタッフが随時対応する組織的な仲介

機能が求められる。

＜新しい公共私の協力関係の構築＞

 定年退職者や就職氷河期世代の活躍の場を求める人が、人々のくらしを支え
るために働ける新たな仕組みが必要。地域を基盤とした新たな法人が必要。

 地方部の地縁組織は、法人化等による組織的基盤の強化が必要。

＜くらしを支える担い手の確保＞

第二次報告
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新たな自治体行政の基本的考え方②

圏域マネジメントと二層制の柔軟化 東京圏のプラットフォーム

A市
B
市

G
町

F
市

C
町

D
町

E
村

P
町

Q
町

R
村

T
村

法
令

X県
S
町

二層制の
柔軟化X県

A市
B
市

G
町

F
市

C
町

D
町

E
村

法
令

P
町

Q
町

R
村

T
村

S
町補完

人材活用

X県（現状） X県（将来）

都市圏で維持できるサービスや施設の全体量は縮減。
圏域単位での行政が必要。
個々の制度に圏域をビルトイン。

埼玉県

千葉県

神奈川県

東京都 以下のような課題については、国も含め、圏域全体
でマネジメントを支えるようなプラットフォームについ
て検討が必要。

・ 医療・介護サービス供給体制
・ 首都直下型地震発生時の広域避難体制
・ 職住近接の拠点都市の形成

 個々の市町村が行政のフルセット主義から脱却し、圏域単位での行政をスタ
ンダードにし、戦略的に圏域内の都市機能等を守る必要。

 現状の連携では対応できない深刻な行政課題への取組を進め、広域的な課
題への対応力（圏域のガバナンス）を高める仕組みが必要。

 個々の制度に圏域をビルトインし、連携を促すルールづくりや財政支援、連
携をしない場合のリスクの可視化等が必要。

⇒ 圏域単位で行政を進めることについて真正面から認める法律上の枠組みを設
け、中心都市のマネジメント力を高めることが必要ではないか。

＜地方圏の圏域マネジメント＞

 都道府県・市町村の二層制を柔軟化し、それぞれの地域に応じ、都道府県と
市町村の機能を結集した行政の共通基盤の構築が必要。

 核となる都市がない地域では都道府県が市町村の補完・支援に本格的に乗
り出すことが必要。

 都道府県・市町村の垣根を越え、専門職員を柔軟に活用する仕組みが必要。

＜二層制の柔軟化＞

 東京圏では、市町村合併や広域連携の取組が進展していない。早急に近隣
市町村との連携やスマート自治体への転換をはじめとする対応を講じなけれ
ば、人口減少と高齢化の加速に伴い危機が顕在化。

 社会経済的に一体性のある圏域の状況は、三大都市圏で異なる。最適なマ
ネジメントの手法について、地域ごとに枠組みを考える必要。

＜三大都市圏それぞれの最適なマネジメント手法＞

 利害衝突がなく連携しやすい分野にとどまらず、連携をより深化させ、圏域全
体で負担の分かち合いや利害調整を伴う合意形成を図る必要。

⇒今後も我が国の有力な経済成長のエンジンとしての役割を果たしていくため、
東京圏全体で対応が必要となる深刻な行政課題に関し、国も含め、圏域全
体でマネジメントを支えるようなプラットフォームについての検討が必要。

 長期にわたる医療・介護サービス供給体制を構築する必要。

 首都直下地震に備え、広域的な避難体制の構築が必要。

 仕事と子育て等を両立しやすい環境づくりの観点からも、都心に通勤しな
くても済むような、東京２３区外で職住近接の拠点都市の構築が必要。

＜東京圏のプラットフォーム＞

第二次報告
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スマート自治体研究会（「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」）について

【目的】

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、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。そこで、標記研究会では、
(1)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(2)地方自治体におけるＡＩ・ロボティクスの活用につ
いて実務上の課題の整理を行う。

【検討事項】

① 業務プロセス・システムの標準化

・業務プロセス、システム、様式・帳票をどのように標準化するかの方策を検討

② ＡＩ・ロボティクスの活用

・ＡＩ・ロボティクスをどのような事務・分野に導入することが有効か。
・ＡＩ・ロボティクスを効果的・効率的に導入するための方策 を検討

【委員】

國領 二郎 慶應義塾大学総合政策学部教授

（座長） 慶應義塾常任理事

石井 夏生利 筑波大学図書館情報メディア系准教授

磯部 哲 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

岩﨑 尚子 早稲田大学電子政府・自治体研究所

研究院教授

楠 正憲 内閣官房政府CIO補佐官

庄司 昌彦 国際大学グローバル・コミュニケーション・

センター准教授

髙橋 晃 町田市政策経営部経営改革室課長

長峯 道宏 千葉市総務局情報経営部

業務改革推進課長

廣瀬 大三 豊橋市総務部情報企画課長

山本 勲 慶應義塾大学商学部教授

渡邉 繁樹 地方公共団体情報システム機構

個人番号センター副センター長

（事務局） 総務省自治行政局行政経営支援室

【開催時期】

平成30年９月～平成31年春頃（予定）（月１回程度）

労
働
力
制
約
の
下
で
も AI・ロボティクスによる

自動処理など
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本
来
の
機
能
を
発
揮

＜現状＞
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重複投資を
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＜スマート自治体＞

情報
システム等

カスタマイズ＝個別投資



具体的な取組
（虫の目＝直面する課題への対応）



Ⅰ データ利活用によるEBPM推進



28自治体が保有する行政データの類型

非公開データ
（住民データ、業務データ、

許認可データ 等）

非識別加工情報

オープンデータ、
統計

特定の個人を識別できなくする加工

プライバシーリスク
低減等の加工

庁内・職員等
（守秘義務）

庁外・市民等

自治体が
保有する
データ

オープン化、統計処理等（個人性なし）

・個人情報を加工した、個人に関する情報
・特定の個人を識別できないように加工
・外部からの提案を受けて、加工・作成

・（オープンデータ）二次利用可能な形で公開
・（統計）集団や現象の調査等の結果を

集計・加工して得られた数値



29データ活用と行政～エビデンスに基づく政策形成（EBPM）

・同法に基づき、15人の委員からなる評議会
（CEP：Commission on Evidence-Based Policymaking）が設置。
・第１回（2016.7）～第７回（2017.3）の開催ののち、

2017年９月に最終報告「The Promise of Evidence-

Based Policymaking」を両議会・大統領に提出し、活動終了。

アメリカ連邦政府で進むEBPM 我が国政府のEBPM

行政分野においても、因果関係を見極めた政策の評価・意思決定の動向が活性化

オバマ大統領（当時）の提唱により、EBPMが加速

「エビデンスに基づく政策のための評議会設置法（Evidence-Based 

Policymaking Commission. Act of 2016）」に署名（2016.3）。
※ 民主党議員と共和党議員の共同提案

・National Secure Data Service（NSDS）を創設し、プライバ
シー・透明性の確保と同時にエビデンス構築のためのデータへの
アクセスを促進すること。

・連邦政府の各省においてChief Evaluation Officerを創設・任
命し、政策評価・政策研究の調整と共に、連邦政府内の他の
エビデンス構築機能と協調すること。 等

基本法の成立を契機に、EBPM推進が本格化

官民データ活用推進基本法が公布（2016.12）。 ※議員立法

同法、及び同法に基づく「基本計画」等に基づき、
以下の体制整備を実施。

・各府省庁にEBPM推進統括官を設置
（府省庁のEBPM推進に係る取組を総括）

・EBPM推進委員会を設置（EBPM推進統括官等で構成）
（官民データ活用推進戦略会議（議長:総理）の下に設置）

本年４月27日に以下２つの指針を決定。
・統計等データの提供等の判断のためのガイドライン

→統計等データの提供要請等を受け付ける窓口の設置や、当該提供等の改
善メカニズム等を規定。

・ＥＢＰＭを推進するための人材の確保・育成等に関する方針
→EBPMを推進するための人材確保（採用広報、任期付き採用等）・人材育成

（府省横断的勉強会、留学の奨励等）と共にEBPMに関するコミュニティ形成
等を規定。

法的根拠、体制

評議会報告における提言

法的根拠、体制

委員会の決定事項
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【出典】APPLIC H29年度第２回GIS-WG 狭山市資料
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【出典】APPLIC H29年度第２回GIS-WG 狭山市資料
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【出典】APPLIC H29年度第２回GIS-WG 狭山市資料
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【出典】APPLIC H29年度第２回GIS-WG 狭山市資料
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【出典】APPLIC H29年度第２回GIS-WG 狭山市資料
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地方公共団体が、個人情報の保護にも配慮しつつ、その保有するデータを部局・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（2018年６月）」を策定。
 ICT担当部署のみならず、子育て・介護・環境・防災・都市計画等様々な分野の担当職員を読者とし

て想定し、データ活用にあたっての手順をわかりやすく整理。

「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック（2018年６月）」の概要①

ステップ１
目的を定めよう

ステップ２
サービス内容を考えよう

ステップ３
実現方法を考えよう

ステップ４
サービスを開発しよう

ステップ５
効果や課題を確認しよう

3-1：どのようなデータが必要か明らかにしよう

3-2：データを使うための手続を確認しよう

3-3：データの入手・共有方法を確認しよう

3-４：データを使った後に行うことを確認しよう

第1章
なぜ今、データ活用が必要なのか

第2章
データを活用した行政サービス改革

第3章
データを活用した

行政サービス開発の進め方

第4章
地方公共団体における

データを活用した行政サービス事例集

ガイドブックの全体構成

付録
１．データ活用検討のためのワークシート
２．データアカデミー実施概要
３．姫路市のデータ分析基盤に対する個

人情報リスク評価（PIA）
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ガイドブック第３章において、実際にデータを活用した行政サービスを検討する際の手順を提示。特に、データ
を利用するための手続について重点的に整理。
「データ活用検討のためのワークシート（付録１）」を添付。実際に職員がデータ活用を検討する際、デー

タ保有課や個人情報保護担当課等が円滑な意思疎通を図るための必要情報を一覧にすることが可能。

－データを活用した行政サービス開発の進め方（第３章）－

（１）前提条件の確認
・データ取得時の根拠法令の確認
・活用したいデータは個人情報か
・統計的な活用に関する確認

（２）利用目的の確認
・個人情報取扱事務名の把握
・事務に記載されている利用目的の確認
・目的の範囲内かどうかを判断

※新規に取得する個人情報の取扱い
※既存の利用目的の変更

（３）目的外要件の確認
・目的外利用にかかる該当条項の確認
- 本人同意、所掌事務上の必要等

・目的外利用が可能かどうかの判断
- 各団体の個人情報保護条例上の解釈
※情報を提供する場合の検討

（４）利用条件等の検討
・利用条件や提供条件の検討
- 抽象化データの利用、個人情報への庁内アクセス制限等

（５）個人情報活用関係の庁内手続
・個人情報保有課や個人情報保護担当課、情報
システム部門との調整等の庁内手続の確認

運用ルールや運用の際の具体
的な内容整理ができました。

日常業務の中で負担を増や
すことなく、データ分析ができる
ようになりました。

実証協力団体担当者へのインタビューも掲載

3-2：データを使うための手続を確認しよう

個人情報を含むデータを活用したい場合

「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック（2018年６月）」の概要②
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住民に関する情報等を活用して、保育所の適正配置計画、
待機児童及び隠れ待機児童の解消策等の政策を立案。

属性情報等を活用して、ひとり親家庭へ支援情報（駐輪
場の利用料減免、JR定期券割引、市営住宅の入居優
遇等）をプッシュ型で提供。

地方公共団体におけるデータを活用した行政サービスの参考となるよう、全国の先進的な14事例を紹介。
千葉市、姫路市における事例のほか、子育て、健康・医療・介護、防災、情報発信など、様々なデータ利

活用事例を整理。「姫路市の行政情報分析基盤に対する個人情報リスク評価（付録３）」を添付。

－地方公共団体におけるデータを活用した行政サービス事例集（第４章）－

市民ひとりひとりに必要な情報を提供（千葉市） データを活用した政策立案・評価（姫路市）

＜その他先進事例＞
・子ども成長見守りシステム（箕面市）
・地域包括ケア情報プラットフォーム（福岡市）
・母子健康情報サービス「会津若松＋」（会津若松市）
・統合型GIS と住民基本台帳システムの連携（会津若松市）
・電子お薬手帳サービスharmo（ハルモ）（川崎市）
・NDB（ナショナルデータベース）の分析（横浜市）

・マイME-BYO（みびょう）カルテ（神奈川県）
・健診データを使った健康増進アプリ（江別市ほか）
・子育て総合案内サイト「かけっこ」（掛川市）
・統合型GIS による災害情報の可視化（浦安市）
・ちばレポ（ちば市民協働レポート）（千葉市）
・LINEとの連携協定（福岡市）

「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック（2018年6月）」の概要③
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地方公共団体職員を対象として、データを活用して課題解決を図りたい担当課や必要なデータを保有し
ている部署が一つのチームとなって、地域の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」を実施。
各地方公共団体の実際の課題をテーマとして、ワークショップ形式でデータ活用のシミュレーション。
全国11地域（11市5町）で各4回程度、合計約180人の職員が参加。

－データアカデミー実施概要（付録２）－

団体名 研修テーマ

秋田県湯沢市 転出超過抑制・メインストリート活性化のため
のアンケート・統計分析

千葉県茂原市 字ごとに区分けした人口推移検討

神奈川県鎌倉市 福祉・要介護等の情報を利用した分析

静岡県裾野市 市民意識調査を利用したアンケート分析

静岡県賀茂地区 移住者データ分析と、広域でデータ共有する
際の取扱い

愛知県日進市 数十年後の日進市の課題の分析

大阪府枚方市 人口推移と定住に関する分析

兵庫県神戸市 高齢者の居場所情報をGISで活用

兵庫県芦屋市 ガンメタボ検診率と防災計画

兵庫県宝塚市 検診率と情報展開の分析

奈良県生駒市 ニュータウン世代の住民動向の分析

「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック（2018年6月）」の概要④
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【図】 XとYのデータの動きに関連性がある場合に起こりうる３つの可能性

X
①

②

① XがYに影響を与えている可能性
② YがXに影響を与えている可能性
③ Vが、XとYの両方に影響を与えている可能性

データの見極め力～因果関係と相関関係を例に

例１）広告を出すこ
と
例２）ノートPCの無
償支給

例１）アイスの売上げ上昇
例２）学力向上

例１）気温の変化、経済活動の変化
例２）学習意欲

相関関係（関連性）をもって「因果関係である」と見誤ると、投資が無駄になりかねない

Y

V

例１）広告を出したらアイスの売上げが上昇した経験についての分析
例２）途上国の子どもにノートPCを無償支給して学力向上を図るプログラムについての分析

例

③ ③

気温の変化等（V）の影響を考慮せず、単に売上げ上昇（Y）は広告（X）の影響だと
因果関係を見誤った対応では、所期の効果を上げられず、投資が無駄になりかねない

図・例の出展：「データ分析の力 因果関係に迫る思考法」（伊藤公一朗）
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データ分析による政策反映

仮説を
立てる

データを
集める

分析
評価

政策立案
指標作成

課題

パーソナルデータの
利用基準も含む

新しい課題の検討

仮説の間違いを早期に発見
政策の精度を上げる

数値目標、効果指標
を作成する



41芦屋市の事例（テーマ・課題）



42芦屋市の事例（１日目）



43芦屋市の事例（２日目）



44芦屋市の事例（３日目①）



45芦屋市の事例（３日目②）



46「課題解決型自治体データ庁内活用支援事業」（平成30年度）の概要

自治体が庁内データ（業務データ、個人データ、許認可データ等）を部局・分野横断的に活用して、
住民サービス革新・根拠に基づく政策立案・働き方改革等を実現する取組をノウハウ面で支援。
事例・人材を着実に創り上げ、「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック」を改訂・全国展開。

自治体データ庁内活用相談会 「データ活用型公務員」育成手法の検証
課題解決のためにデータ庁内活用に取り組む自治体を公募
。
専門家の助言が得られる場に参加でき、他の団体との情報
交換・人脈作りも可能。施策の実現を個別サポート。

事例の相談

実際の課題を題材にデータ活用による業務改革につなげる
データアカデミー型の人材育成手法の検証（試行研修）に
参加する自治体を公募。職員や地域の講師の育成をサポート
。

データ処理・分析、
個人情報の取扱い、
先行する自治体 等

「地方公共団体におけるデータ利活用ガイドブック」の改訂・全国展開

・自治体データ庁内活用相談会で取り上げた事例の成果を整理。
・「データ活用型公務員」育成手法の検証の結果を踏まえて、
地域で取り組める人材育成の標準仕様（マニュアル等）を整理。

手法を検証
グループ対話形式で
データ活用を実践

全国に普及

データ・業務所管部門、
企画・業務改革部門 等

ガイドブック改訂

データ・業務所管部門、
企画・業務改革部門 等

各種専門家と対話
（関係府省にも参加依頼）

（※）実際の課題を題材にデータ活用に取り組む、対話・ワークショップ
型の研修。一般社団法人コード・フォー・ジャパンと連携して実施。
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№ 相談内容 対象データ
1 ① 個人情報を含む市民アンケートデータを庁内で共有していくために、個人情報を特

定できない方法、ルール整備について教えて欲しい。
② データを管理・公開する側と、利用する側の両者にとって使いやすい基盤づくりとは
どのようなものか。

③ 専門的なデータ分析の知識を持った人員が不足しているため、データ分析手法の
マニュアル作成や研修をどのようにしていくべきか。

・市民アンケート回答個票データ
・集計結果データ

2 〇 困窮世帯の子どもに対する行政施策の効果を図るため、困窮世帯のデータを含む
デリケートな市民データを、庁内で活用できる形に整備したい。

・課税データ（困窮世帯の収入・資産）
・業務データ（子どもの学業成績、卒業後の進路
状況、学校内健康診断結果）

3 〇 都市機能の高度な集積に関わるデータ（インフラ・土地・建物・設備・エネルギー）
を活用して、2040年を見据えた都市計画マスタープラン改定の検討をしたい。

・インフラに関するデータ（都保有データ含)
・土地建物に関するデータ（登記情報等、建築計
画概要書、建築確認関係）

・人口、住宅、土地統計調査
4 ① 現在の個人情報審議会は、個人情報を有するデータの有効活用を促進するメン

バー構成でないため、データ利活用に向けた構成員の強化（どのような人材を追加
すべきか）や、別の組織を設置するか等のアドバイスが欲しい。

② 区保有データを庁内で利活用するにあたり、職員向け意識改革や研修方法等のア
ドバイスが欲しい。

③ 区保有データの外部提供に伴う条例等（規則/要項を含む）の改正範囲がどの
程度及ぶのか、改正内容等についてアドバイスが欲しい。

④ 区保有データの外部提供にあたり、研究目的に応じた提供可否判断基準や、デー
タ加工の具体的な方法について、アドバイスが欲しい。

・健康データ（糖尿病、子どものむし歯、身長/体
重など基本的な健康データ）

5 ① 個人情報に該当するデータは、個人情報保護審議会に諮る必要があるため、加工
した個人情報データの取扱いルールを整備して、効果的にデータを利活用したい。

② 複数所管が保有するデータを用い横断的な分析を実施する部署（企画部門）
が、個人情報を扱う法的根拠を有していない。

③ 分析手法のノウハウを有していないため、効果的な分析が行えない。

・住民基本台帳データ（年齢、世帯、住所）、税
データ（所得、収入）

・子育てデータ（性別、年齢、住所、施設情報）
・医療・介護データ（要介護度、医療情報、施設
情報、世帯、年齢、性別、住所）

「自治体データ庁内活用相談会」応募団体 （計10団体）
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№ 相談内容 対象データ
6 ① 市民意識調査のアンケートの自由記述欄の回答（テキストデータ）を分析す

る方法を知りたい。
② 上記の他、分析対象としては納税の交渉履歴、福祉や健康、子育て分野での
相談等の記録が存在。

・住民データ（市民意識調査報告書、自由記述
欄）

7 ① 現在、「データラボ」（データやテクノロジーを活かして市民生活便利にする施策
を生み出す部署）で取り組んでいるデータ分析をどのように将来の政策形成に
繋げればよいか。

② 現状のデータ分析に関する取組の方向性は正しいか。

・市民税（特別徴収者に関するデータ等)
・福祉総合システム（保育園利用者のデータ等）
・住民基本台帳データ
・立地適正化計画調査結果（地区別開発面積、路
線バス輸送人員の推移、地価の動向等）

・市民意識調査結果
8 ① 匿名化処理を目的してデータ保有部局から別部局へ生データを受け渡しする

ことは、取得時の利用目的の範囲内と考えてよいか。
② 統一的なマスキングレベルを具体的に検討するため、「特定の個人を識別でき
ない」と判断しうるミニマムレベルについて、教えて欲しい。

③ 今後のわが国の個人情報保護制度に関する情報を教えて欲しい。

・住民情報、課税・所得、医療・健康、福祉・介護・
社会保険、学力等

9 ① 個人情報保護の観点から、「庁内用非識別加工の技術的手法」および「分析
結果において個人が特定できないことを確実にする管理手法」を知りたい。

② データ分析を可能とする個人情報保護条例の条例文案を作成したい。
③ 住民個人の状況を分析した結果の利用方法や提供に、個人の権利との関係
で留意すべきことがあるのか、法律面ならびに住民受容性で注意すべきことがあ
るか。

・住民基本台帳データ（世帯リンク番号、生年月、地
域コード、続柄コード、住民年月、住定年月、転出
実定年月等）

・市県民税データ（世帯リンク番号、生年月、徴収
コード、加工総所得、加工年税額等）

・保育所入所データ（世帯リンク番号、生年月、入所
年月等）

10 ① 庁内データを適切に保管するための仕組みをどのように構築していけばよいか。
② 日々の業務や情報セキュリティの強靭化に向けた対応等に追われ、職員の意
識改善やデータの集約管理に取り組むための十分な時間を取ることができない。

・GISデータ（町道、農道、林道、漁港、上下水道の
網図、施設位置図、点検、工事データ等）

・その他（防犯灯、消火栓、防火水槽、避難場所、
ライブカメラ箇所、AED位置図、各公共施設のデー
タ等）

「自治体データ庁内活用相談会」応募団体 （計10団体）



49「データ活用型公務員 育成手法の検証（データアカデミー）」応募団体 （計９団体）

№ 市町村 研修テーマ 開催規模 参加
人数 地域講師

1 会津若松市
（福島県） ・職員勤務状況の分析による働き方改革の促進 単独 15人 ・Code for AIZU所属の自治

体職員

2 千代田区
（東京都）

・将来の「危機」やその対応方針を示し、都市計画
マスタープラン改定に資する取組 単独 8人 ・千葉大学工学部教授

村木 美貴氏

3 板橋区
（東京都） ・公共施設のマネジメント分析 単独 12人 ・一般法人リンクデータ

代表理事 下山 紗代子氏

4 春日井市
（愛知県）

・市内小学校区ごとの児童数の偏りの原因と今後
の予測及び対策

・犯罪多発地域での効果的な防犯カメラ設置方法
単独 10人 ・中部大学国際GISセンター

竹島 喜芳准教授

5 草津市
（滋賀県） ・医療福祉データから導出する健幸長寿の実現 単独 10人 ・Code for Kusatsu

6 姫路市
（兵庫県） ・地方創生事業におけるデータ分析手法の活用 広域 35人 ・市職員

7 芦屋市
（兵庫県）

・健診受診率向上のために有効な施策の設計と
検証 単独 15人 ・市役所職員

（前年データアカデミー参加者）

8 安来市
（島根県） ・将来の市の課題の分析 単独 30人 ・市職員

9 福岡市
（福岡県）

・人口統計と各種データに基づく10年後の都市機
能のあり方 広域 30人 ・Code for Fukuoka



Ⅱ ＡＩ・RPAによる業務効率化
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○ 事務局において、全都道府県・指定都市・市区町村を対象に、「地方自治体におけるＡＩ・ロボティクスの実
証実験・導入状況等調査」を実施。

○ その結果、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％であった。

地方自治体におけるＡＩ・ロボティクスの実証実験・導入状況等調査について（１）

ＡＩの実証実験・導入状況

導入済み
76

4.4％

導入予定
77

4.5％

導入予定はない
が、首長レベルで

検討している
26 

1.5%
導入予定はない
が、幹部レベルで

検討している
13

0.8％
導入予定はないが、
担当課レベルで検討

している
319

18.5%導入予定もなく、検
討もしていない

1,210
70.3％

導入済み
12 

60.0%導入予定
4 

20.0%

導入予定はないが、幹部
レベルで検討している

1 
5.0%

導入予定はないが、担当課レベルで検討
している

3 
15.0%

※導入は実証実験も含む。

導入済み
17 

36.2%

導入予定
15 

31.9%

導入予定はないが、担
当課レベルで検討して

いる
11 

23.4%

導入予定もなく、検討もしていない
4 

8.5%

都道府県 指定都市 その他の市区町村

その他の市区町村においては、導入予定も
なく、検討もしていない市区町村が約７割。

※ 速報値（平成31年１月８日時点）

総務省自治行政局行政経営支援室「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（第5回）事務局提出資料」より
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導入済み
14 

29.8%

導入予定
20 

42.6%

導入予定はないが、担当
課レベルで検討している

9 
19.1%

導入予定もなく、検討もしていない
4 

8.5%

○ 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45％、その他
の市区町村で約３％であった。

地方自治体におけるＡＩ・ロボティクスの実証実験・導入状況等調査について（２）

ＲＰＡの実証実験・導入状況

導入済み
9 

45.0%導入予定
8 

40.0%

導入予定はないが、幹
部レベルで検討している

2 
10.0%

導入予定はないが、担当
課レベルで検討している

1 
5.0%

都道府県 指定都市 その他の市区町村

※導入は実証実験も含む。

市区町村においては、導入予定もなく、
検討もしていない市区町村が約3分の２。

導入済み
59 

3.4%
導入予定

130 
7.6%

導入予定はない
が、首長レベルで検

討している
24 

1.4%

導入予定はない
が、幹部レベルで

検討している
18 

1.0%

導入予定はな
いが、担当課レ
ベルで検討して

いる
344 

20.0%

導入予定もなく、
検討もしていない

1,146 
66.6%

※ 速報値（平成31年１月８日時点）

総務省自治行政局行政経営支援室「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（第5回）事務局提出資料」より



53地方自治体のAIの導入状況 ～導入している業務例～

音声認識

チャットボットによる応答

健康・医療

 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

など

 会議録作成支援システム
 自動翻訳システム

児童福祉・子育て

高齢者福祉・介護

機能別（主なもの） 分野別（主なもの）

画像認識

マッチング

土地利用・都市計画

観光 画像認識による歩行者通行量調査

 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

 保育所の入所選考業務、保育園の入園AIマッチング

 聴覚障害者との会話に利用する音声文字変換表示

 画像認識による歩行者通行量調査

 保育所の入所選考業務、保育園の入園AIマッチング

 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

総務省自治行政局行政経営支援室「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（第5回）事務局提出資料」より



54地方自治体のRPAの導入状況（２） ～導入している業務例～

健康・医療

児童福祉・子育て

高齢者福祉・介護

分野別（主なもの）

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

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

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

地方税

財政・会計・財務住民異動

転入通知業務
コンビニ交付集計事務

 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

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

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 等

総務省自治行政局行政経営支援室「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（第5回）事務局提出資料」より
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○ AI・RPAの導入に向けた課題として、「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」と回答した団体が多数。

地方自治体のAI・RPAの導入に向けた課題

何から取り
組めばいい
のか不明

どのような業
務や分野で
活用できる
かが不明

参考となる
導入事例が
少ない

導入効果が
不明

AIの技術を
理解するこ
とが難しい

取り組むた
めの人材が
いない又は
不足

実証や検証
を行う連携
先が見つか
らない

取り組むた
めのコストが
高額であり、
予算を獲得
するのが難
しい

財政担当
課における
優先順位が
低い

住民・議会
の理解を得
られない、
又は得られ
る見込みが
ない

幹部の関心
が低い

担当課の理
解が得られ
ない

情報の収
集・活用に
関する個人
情報保護
等の制約

その他

都道府県 2 26 28 25 6 11 2 12 0 1 0 1 2 4
指定都市 0 5 5 10 4 3 1 13 3 0 0 1 3 3
その他の
市区町村 503 934 718 863 143 465 53 430 77 20 50 38 44 72

国で検討してほしい事項

 AI・RPA導入事例紹介（人口規模別に）
 自治体職員向けの研修や講座の開催
 導入フロー・手順のマニュアル整備
 自治体に共通する業務での国や都道府県によるAI・RPAの提供

（自治体単独だと高価で導入できないため）
 RPA管理方法のルールの整理

 費用対効果分析の手法やツールの提供
 個人情報保護やセキュリティとの関係の整理
 財政措置
 様式の統一・変更（特にOCRで読み取ることが可能な様式（国や都道府県からの調

査関係をRPA処理するため。）
 電子化・デジタルファーストの推進

ＡＩの導入に向けた課題

何から取り
組めばいい
のか不明

どのような業
務や分野で
活用できる
かが不明

参考となる
導入事例が
少ない

導入効果が
不明

RPAの技術
を理解する
ことが難しい

取り組むた
めの人材が
いない又は
不足

実証や検証
を行う連携
先が見つか
らない

取り組むた
めのコストが
高額であり、
予算を獲得
するのが難
しい

財政担当
課における
優先順位が
低い

住民・議会
の理解を得
られない、
又は得られ
る見込みが
ない

幹部の関心
が低い

担当課の理
解が得られ
ない

情報の収
集・活用に
関する個人
情報保護
等の制約

その他

都道府県 1 24 27 20 9 12 0 18 0 0 0 6 1 8
指定都市 0 8 9 9 3 5 1 8 2 0 0 0 0 5
その他の
市区町村 478 948 722 908 136 491 46 409 79 20 57 52 28 98

RPAの導入に向けた課題

※ 速報値（平成31年１月８日時点）

総務省自治行政局行政経営支援室「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（第5回）事務局提出資料」より



56革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業
【平成30年度第２次補正予算(案)：3.9億円】

○ 地方公共団体において、AI・RPA等の革新的ビッグデータ処理技術の活用による業務効率化を進め、
地方の人材不足を補うとともに、地域課題の解決・住民サービスの向上を目指す。

趣旨・目的

事業内容

○ 地方公共団体における革新的ビッグデータ処理技術の早期導入を推進。
① 活用が進められていない自治体行政分野へのAI導入やクラウドサービスとしてのAI導入について標準化 (AI標準化)
② ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化(RPA)導入の初期費用を補助 (RPA導入補助)



57（参考）自治体におけるAI導入の現状
自治体 サービス 概要 現状

問
合
せ
対
応
・
相
談
業
務

横浜市 イーオのごみ分別案内 AIを活用し、ごみの出し方を対話式で案内するサービス（チャット
ボット）。

インターネッ
ト接続系にク
ラウドで構築

岡崎市 子ども・子育ての問合せ対応
サービス

子ども・子育ての問合せ対応サービスにAIを組み込んだ対話式
サービス（チャットボット）。

川崎市 子育て制度に関する対話型
FAQサービス

利用者との対話（チャットボット）を通じて、適切な情報を案内
できるようQ&Aの候補が複数存在する場合には選択肢を提示し
たり、関連性の高いキーワードを表示。

徳島県
（１） 阿波おどりFAQサービス

徳島県ホームページ内に「阿波おどりAI コンシェルジュ」を開設し、
4カ国語（日本語・英語・中国語（簡体字）・韓国語）により、
一問一答式で質問に回答。

新潟市 公共施設マネジメントに係る対
話型意見聴き取りサービス

AIと対話するインタビューボットを用いることで、対話しながら掘り
下げられた意見を多数かつ幅広い市民から短期間に把握。

港区 外国人への問合せ自動応答
サービス

英語による質問内容にもとづき、あらかじめ用意した回答の中から、
外国人が求めている回答を判断し、自動応答。

審
査
・
判
断
業
務

千葉市 MyCityReport
（次世代ちばレポ）

公用車に取り付けたスマートフォンで道路を自動撮影したものを
共有サーバに転送することで、AIが道路の修理必要性を判断。

豊橋市 ケアプラン作成および改善予測
AIが出力したリソースプラン（ サービスの組合せと頻度） をケア
マネージャーが確認し、介護保険利用者の生活状況に鑑みてプ
ランを修正。

オンプレミス
で構築さいたま市 保育所利用調整マッチング 保育所の利用調整に当たり、AIを用いたマッチング技術で最適な

保育所入所選考を実現。

そ
の
他

徳島県
（２）

記者会見の知事発表事項の
要約サービス

会見の「知事発表事項」を自動テキストデータ化。また、自動テキ
ストデータ化した会見録に対し、要約技術を体験（要約率を変
更）できる「AI 要約サービス」をホームページで公開。



58自治体向けAI導入の標準化（革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業）

 住民からの相談業務へのAIチャットボット利用、審査業務へのAIマッチング機能利用など、一部の自
治体においてAI活用が進められている。

 人材不足に悩む多くの自治体において、今後、より一層多様な分野でのAI活用が期待されるが、その
普及と高度化には以下のような現状と課題が存在。
① 多くの自治体で共同利用できるパブリッククラウド上のAIサービスであれば、低コストで導入可
能だが、セキュリティ面での不安が存在。

② 職員の日常業務へAIを活用しようとすると、上記の不安からオンプレミスで構築するしかないため、
導入費用が高額に。

③ 自治体によるパブリッククラウド上のAI活用が進まないため、自治体向けのAIサービスの開発もオン
プレミスのものしか進まず、AIサービスの選択肢が限定的。

自治体におけるAI導入の現状と課題

■ 上記課題を解消するため、
①自治体が安心して利用できるパブリッククラウドAIサービスの開発
②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。 ※H30年度２次補正予算：３件の実証を想定。

■ 地方公共団体におけるAI導入のための標準的な仕様書及び導入手順書をとりまとめ、
自治体のAI導入の標準化を図る。

本施策による対応
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パブリッククラウド
（多様な企業が競争しながらサービスを展開）

A市システム

LGWAN

LGWAN-ASP

個人番号利用事務系
（住民情報系）

・住基情報
・子育て関係情報
・福祉関係情報 等

LGWAN接続系
（内部管理系）

・財務会計情報
・人事給与情報
・業務関係情報 等

インターネット接続系

・オープンデータ
・ホームページ管理
・外部メール 等

自治体セキュリティ
クラウド

民間AIサービス活用

業務情報等の非公開データ
（法令等に従って処理・利用）

公開情報を用いた
チャットボット活用等

※LGWAN-ASPの基準については
別途J-LIS等で検討中

自治体が安心して活用できる
AIサービス・接続を標準化

B町
システム

C市
システム

革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業 AI実証概要



60AI実証 スケジュール（想定）
2019年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年

1月 2月 3月

実
証
地
域
・
事
業
者

請
負
業
者

有
識
者
検
討
会

契
約

各実証自治体・事業者との各種調整

実証地域（自治体と
事業者との組合せ）の公募
（総務省HPで報道発表） 採択

設置、
採択地域選考

実証

入札公告

論点検討、ガイドブック改定案検討

３地域採択予定。
※各地域は
・複数自治体
・事業者
等で構成。

役割
① 地方公共団体が安全に活用できるクラウドAIに係る調査研究
② 実証地域に対する支援（１地域上限目安5,000万円のICT環境

整備・運用費用の支弁）
③ 有識者検討会の運営
④ 報告書、クラウドAIの標準規格案、導入手順案の作成

中間報告書の
提出

成果報告書の
提出



61革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業
【平成30年度第２次補正予算(案)：3.9億円】

○ 地方公共団体において、AI・RPA等の革新的ビッグデータ処理技術の活用による業務効率化を進め、
地方の人材不足を補うとともに、地域課題の解決・住民サービスの向上を目指す。

趣旨・目的

事業内容

○ 地方公共団体における革新的ビッグデータ処理技術の早期導入を推進。
① 活用が進められていない自治体行政分野へのAI導入やクラウドサービスとしてのAI導入について標準化 (AI標準化)
② ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化(RPA)導入の初期費用を補助 (RPA導入補助)



62RPAとは何か

Ｒｏｂｏｔｉｃｓ Ｐｒｏｃｅｓｓ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ
ソフトウェア上のロボットによる 業務工程の 自動化

「人」が実施している処理を「ソフトウェア」が代行処理すること。

システム

今後：システムとシステムの「隙間」をソフトウエアが埋める

システム システム システム

情報収集

入力 参照・出力

チェック

入力 参照・出力

分析・加工

入力

システム システム システム システム

情報収集

入力 参照・出力

チェック

入力 参照・出力

分析・加工

入力

PC ノートPC

Word
ファイル

Excel
ファイル

Access
ファイル

メール
ソフト

分析
ツール

基幹システム
/各種App

テキスト
ファイル

各種Web
ブラウザ

PC ノートPC

Word
ファイル

Excel
ファイル

Access
ファイル

メール
ソフト

分析
ツール

基幹システム
/各種App

テキスト
ファイル

各種Web
ブラウザ

現在：システムとシステムの「隙間」を人が支える

※「つくば市等」及び「電通」資料から作成

RPAとは



63RPA導入の必要性及びメリット

 単純作業をRPAに代替させることにより、職員を付加価値業務に回すことができる。
 人力に比べ作業の処理速度が速く、コストが削減。
 入力ミス等の人為的な誤りがなくなる。
 お昼や定時後もRPAに作業を行わせることができ、業務時間外も活用できる。
 新システムの導入と異なり、RPAは短期間での導入が可能。
 繰り返し作業がなくなり、またデータの読み込み時間などに煩わされることもなくなり、

職員のストレスが軽減。
 人の手を介さないので、コンプライアンスが強化。
 人の異動に比べ、柔軟な要員調整が可能。
 RPAのシナリオを作成するに当たって、業務フローの可視化や業務の棚卸しが行われるため、

BPR・業務効率化が進む。

RPA導入のメリット

地方公共団体の課題

業務効率化が必須

RPA導入により実現可能

 人口減少による人材や財源の不足
 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

＝



64RPA導入事例①（熊本県宇城市）

RPA（Robotic Process Automation）を活用し、「ふるさと納税」と「時間外申請(時間外勤務手当
計算)」の業務について職員が行っていた作業（端末操作）を自動化。

課 題

取 組

成 果

○ 「ふるさと納税」と「時間外申請」の業務にRPA*を導入する実証実験を実施。
*RPA・・・人間が行うキーボードやマウス等の端末操作を自動化する技術

(注) 今後は、以下の業務について、RPA導入を検討。
住民異動（転入・転出・世帯主変更等）、会計審査・出納業務
介護保険納付書の打ち出し、戸籍の附票謄本・抄本の写しの交付、後期高齢者医療保険証の発行・・・ 等

① 「ふるさと納税」の業務を自動化。
→ 職員の負担は大幅に軽減され、時間外勤務が不要となった。

② 「時間外申請（時間外勤務手当計算）」で、各自がシステムに
申請内容を入力することで、RPAによる集計を可能にした。
→ 総務課職員による作業が不要となり、職員の負担は大幅に

削減された。

RPA導入による業務削減（試算）

○ 繁閑差の大きい「ふるさと納税」の業務において、電子メールの受付からデータのダウンロード
や当該データのアップロード等、職員が手作業で端末操作。
○ 「時間外申請（時間外勤務手当計算）」の業務において、総務課職員が各職員の申請用紙から集
計作業。

実証実験説明会の様子

平成29年度業務改革モデルプロジェクト実施団体:約1,400万円

業務名 年間削減時間（時間）

窓口業務 住民異動届 ８６５

３，６３２
内部管理業務

ふるさと納税
業務

３４９

２，７６７時間外申請 ５５８

会計審査・
出納業務

１，８６０



65RPA導入事例②（つくば市、株式会社ＮＴＴデータ等）

【出典】つくば市・NTTデータグループ公表資料、各種報道資料等を基に総務省作成

Ｒ
Ｐ
Ａ
導
入

例）市民窓口課での異動届出受理通知業務
（住民からの届出に基づき住所変更の手続を行った際、本人確認書類が不足している届出者について、本人の意思に相違がない届出であるかを確認するため、
変更前の住所地に「受理通知」を送付。年間約1,700件。住民異動が集中する3 月中旬から4 月中旬の繁忙期には大量の処理が発生。）

【実証後】発送簿作成をRPA化。
職員の作業時間は約14時間に！（約83％削減）

 異動届出受理通知業務は年間約85時間から約14時間に削減
 RPA化により入力ミスが減少
 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できる
 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

成 果

【これまで】職員が受付・発送簿作成・決裁・発送を実施。
年間約85時間を要した。

 職員へのアンケート等をもとに、定型的かつ膨大な作業量が発生する業務を抽出し、業務量・難易度・RPAの
導入効果・汎用性の高さを勘案して選定した市民窓口課・市民税課業務等について、RPAを活用した定型的で
膨大な業務プロセスの自動化について実証を実施。
※入力・登録、確認・照合等の年間処理時間：市民窓口課 9,024時間、介護保険課 6,550時間、消防指令課4,000時間、国民健康保険課 2,411時間・・・

概 要 ＊RPA= Robotic Process Automation
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導入自治体
首長名 直接的効果 副次的効果

奈良市
仲川 げん 市長

・（5業務を対象に実証実験を行った結果、）なかには、
約80％の時間短縮を実現した業務もありました。

・単純業務から職員を解放し、より高度な仕事にあて、住
民サービスの質を上げなければいけない。それに向けて、
RPAは非常に有効なツールです。

・PRAの活用にあたって、情報を読み込んだり、RPAに作業
を指示するコマンドを与えるには、データ形式や業務その
ものをある程度、統一しておく必要があります。結果として、
業務の標準化が進むのです。

・（RPAの活用にあたって、）ときには業務フローが改善す
る必要も出てきますが、その際には「この業務は必要か」と
いった問題意識を職員がもつようになる。

・RPAの活用方針自体が契機となって、職員の意識変革を促し、
業務改善の素地をつくる効果をもたらすことが期待できるのです。

加賀市
宮元 陸 市長

・（実証を行った）3業務合計でじつに188時間の削減
効果がありました。率にすると52％の削減です。

・従来は大量の臨時職員を雇って短期間に処理していた
業務が、帰宅時にキーを押すだけで翌朝にはできあがっ
ているのです。

・（RPAを）使いこなしていくなかで、将来的には自分たち
で運用できるようになる「人材育成効果」も、導入を決め
た理由のひとつです。

・市がRPA人材を育成できれば、役場内での導入効果と
セットで地域の企業にノウハウを展開できる。最終的な目
的は地域での産業創出ですから、その一助になる。

茨城県
大井川 和彦 知事

・ベンダーが異なるシステムの統合・改修には膨大なコストと
時間、リスクが伴います。その点で、RPAは比較的スピー
ディに導入でき、既存システムを活用しながら低コストで
自動化処理ができるので、本来の目的である生産性向
上にいち早く寄与できると期待しています。

・RPAの対象業務を選定する過程で、業務プロセスを見直
し、必要性を検証することは、今後も業務改善を進めて
いくうえで、大きな財産になる。

【出典】自治体通信vol.15を基に総務省作成

RPAを導入した自治体の声



67RPA導入補助事業について

地方公共団体がRPA（ソフトウェア上のロボットによる業務工程の自動化）を導入するための経費
の一部を補助する。

(平成30年度第2次補正予算 革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業)

 事業主体：地方公共団体（都道府県、市町村（特別区含む））

 補 助 率：１／３（事業費上限800万円）

 交付団体数：６０団体（想定）

 交付にあたって求める条件等：（検討中）

RPA導入補助金

付加価値業務への
人材配置

・業務効率化
・人材不足へ対応
・地域課題解決
・住民サービスの向上

Ｒ
Ｐ
Ａ
導
入

イメージ図

RPAによる
業務工程自動化

総務省 地方情報化推進室

（例）
事業費 500万円 の場合 → 交付額 166.6万円
事業費 800万円 の場合 → 交付額 266.6万円
事業費 1,000万円 の場合 → 交付額 266.6万円

（事業費上限800万円のため）
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・業務分析費用（事業前効果測定等）

・入力データ作成ツール
費用（OCR等）

・ソフトウェア費用
・ライセンス費用

RPA導入の準備

・ネットワーク費用
・回線使用料

・保守・サポート費用

・研修費用
・業務分析費用
（事業前後比較、

効果測定等）

・導入設定作業費用
（シナリオ作成費用を含む。）
・入力データ作成ツール
導入作業費用

・サーバ設置費用

・運用指針等作成費用

・サーバ費用
（サーバ型RPA導入等必要な場合）

RPA導入の作業
RPAシナリオの作成 RPAの運用体制整備

補助対象経費の内容



69RPA導入補助事業 スケジュール（想定）
2019年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2020年

1月 2月 3月

総
務
省
本
省

総
通
局

執
行
補
助

請
負
事
業
者

地
方
公
共
団
体

事前の業務把握

補助事業の公募
（総務省HPで報道発表）

公募申請書の審査

公募申請書の作成 3/13(金)
実績報告書
提出期限

実績報告書の作成

補助事業の実施

交付決定
※交付決定後、
補助事業を実施可能

入札公告
役割
① 交付申請書に係る審査・確認の補助
② 業務執行上の質疑集の作成
③ 実績報告書案に係る審査・確認の補助

交付申請書の確認
採択決定

契
約

交付申請書の作成
（採択決定自治体のみ）

公募申請書のチェック
随時相談対応



70関係する政府の戦略①

第２具体的施策 Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力となる「フラッグシップ・プロジェ
クト」等 [３]「行政」「インフラ」が変わる １．デジタル・ガバメントの実現（行政からの生産性革命）

（１）KPIの主な進捗状況
《KPI》（新）2020年度末までにAI・RPAなどの革新的ビッグデータ処理技術を活用する地域数を300とすることを目指す。

（３）新たに講ずべき具体的施策 ⅳ）AI・RPAを活用した業務改革
（略） ・住民・企業の負担軽減や地域課題の解決、地方公共団体の業務システムの標準化・業務効率化のため、平成32 
年度末までにAI、RPA（自動処理）等の革新的ビッグデータ処理技術を活用する地域数300 を実現するとともに、本年度中に
「自治体データ庁内活用ガイド（仮称）」を策定する。

未来投資戦略2018―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革―（本文）
（平成30年６月15日閣議決定）（抜粋）

Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力となる「フラッグシップ・プロジェクト」等 [３]「行政
」「インフラ」が変わる １．デジタル・ガバメントの実現（行政からの生産性革命）

未来投資戦略2018―「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革―（革新的事業活動に関する
実行計画）（平成30年６月15日閣議決定）（抜粋）



71関係する政府の戦略②

第１部世界最先端デジタル国家創造宣言
II.ITを活用した社会システムの抜本改革 (５)地域生活の利便性向上のための「地方デジタル化総合パッケージ」

③RPA等を活用したデジタル自治体行政の推進
生産年齢人口が減少する中、地方公共団体内の限られた財源と人的資源を地域住民への行政サービス向上に資する業
務に振り向けるため、ICTを活用して自治体業務の在り方を抜本的に見直す必要がある。様々な業務プロセスについて、団
体間比較を通じて自動化・省力化できる部分を抽出し、同プロセスの標準化とRPA ツール・AI導入を並行して進め、業務効

率の飛躍的向上につなげていく。加えて、地方公共団体内部におけるビッグデータの利活用を推進することにより、データ
に基づいた効果的な政策立案、住民サービスの向上等が期待される。このため、データ利活用人材の育成や事例の創出
をノウハウ面で支援し、地方公共団体が保有するデータを部局・分野横断的に活用するためのガイドを平成30年度内に策
定し、データ活用の全国展開を進める。

III.抜本改革を支える新たな基盤技術等 １基盤技術

(１)AI技術の研究開発と社会実装
（略） なお、地方公共団体を含む電子行政分野は、最先端の技術には必ずしもなじまないと考えられがちだが、むしろAI技
術を活用する余地は大きい。事務作業の自動化・効率化のためのRPAツールを導入するとともに、これにAIの深層学習デー
タを加えれば、反復継続的な作業の自動化等を通じた大幅なBPRが可能となる。複雑な条件を数理モデル化したAIも、各種
審査業務に導入することで、審査業務の省力化や審査の可否理由の説明を容易にするなど、BPRの促進とアカウンタビリテ
ィの向上の双方を進めることができる。さらに、これまで実現が困難であった非定型業務のシステム化についても、PoC を行
いながら段階的に取り組んでいくことが期待される。

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
（平成30年６月15日閣議決定）（抜粋）



72関係する政府の戦略③

IV.価値を生み出すITガバナンス (６)デジタル・ガバメントの推進に係るその他の取組

6)地域におけるAI・RPA等の革新的ビッグデータ処理技術の活用推進
地域におけるAI・RPA等の革新的ビッグデータ処理技術の活用を推進することにより、住民・企業の負担軽減や地域課題

の解決、地方公共団体の業務システムの標準化・業務効率化が期待される。
総務省は、AI・RPA等の革新的ビッグデータ処理技術を実証し2020年度末までに当該技術を活用する地域数300を実現す

るとともに、2018年度中に「自治体データ庁内活用ガイド（仮称）」を策定する。

KPI：AI・RPA等の革新的ビッグデータ処理技術を活用する地域数

総務省デジタル・ガバメント中長期計画
（平成30年６月22日総務省行政情報化推進委員会決定）（抜粋）

６地方公共団体におけるデジタル・ガバメントの推進

8)地域におけるAI、RPA等の革新的ビッグデータ処理技術の活用推進（◎総務省）
地域におけるAI、RPA等の革新的ビッグデータ処理技術の活用を推進することにより、住民・企業の負担軽減や地域課題

の解決、地方公共団体の業務の標準化・効率化が期待される。
総務省は、2020年度（平成32年度）末までにAI、RPA等の革新的ビッグデータ処理技術を活用する地域数300を実現すると

ともに、2018年度（平成30年度）中に「自治体データ庁内活用ガイド（仮称）」を策定する。

KPI：AI、RPA等の革新的ビッグデータ処理技術を活用する地域数

デジタル・ガバメント実行計画
（平成30年７月20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）（抜粋）



73関係する政府の戦略④

第３章 「経済・財政一体改革」の推進 ４．主要分野ごとの計画の基本方針と重要課題 （３）地方行財政改革・分野横断的
な取組等

（国・地方の行政効率化、ＩＴ化と業務改革）
自治体行政の様々な分野208で、団体間比較を行いながら、関係府省が連携してＩＣＴやＡＩ等を活用した標準的かつ効率的な
業務プロセスを構築し、業務手法の標準化・コスト縮減を進める。あわせて、地方自治体における先進的な取組について、
ＫＰＩを掲げて全国に広げていく。 （略）

208 例えば、インフラの点検・維持補修、国保や介護給付事務、保育所入所審査等。

経済財政運営と改革の基本方針2018～少子高齢化の克服による持続的な成長経路の実現～
（平成30年６月15日閣議決定）（抜粋）



Ⅲ ＩｏＴ実装による地域課題解決



75ＩｏＴ実装に向けた地域の取組状況

■ 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

（Ｈ３０：回答した１６１８団体の１６．８％）に留まっている。

■ 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割を超える

（Ｈ３０：９６．２％）が、「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（Ｈ３０：５４．６％）。

272

79

322

883

61

1

既に取組を実施している

取組を進める方向で、具体的に検討している

関心があり、情報収集段階である

関心はあるが、特段の取組を行っていない

関心はなく、取組もおこなっていない

無回答 平成30年度（N=1618）

(4.9％）

(3.8％）

問 貴団体において、ICT/ＩｏＴを活用した地域活性化・地域課題の解決に取り組んでいますか。

【ICT/ＩｏＴ実装に向けた取組状況】

（団体）

128

18

159

416

47

5

43

31

137

463

43

16

平成29年度（N=773）

平成26年度（N=733）

平成３０年度調査 平成２６・２９年度調査 （団体）

16.8％

54.6％

19.9％

総務省情報流通行政局地域通信振興課



76ＩｏＴ実装に向けた地域の課題（実装を阻む「壁」 ）

104

188

267

354

510

648

682

1026

1059

1092

1295

制度・法令の制約が大きい

住民の理解が得にくい

標準化等が進んでいない部分があり、採用しにくい

適切なICTベンダー・サービス等が見つけにくい

関係各団体のニーズがまとまりにくい

主導する人物・団体等が不在

どういった方法が可能か、分からない

効果・メリットが明確でない

具体的な利用イメージ・用途が明確でない

担当する人員が足りない

財政が厳しい

平成30年度（N=1618）(6.4％）

■ 課題は、主に、「予算の制約」、「人材の不足」、「情報の不足」、「推進体制の未確立」。

■ 地域におけるICT/ＩｏＴ利活用を推進するためには、これらの課題への対応策を講じることが必要。

【ICT/ＩｏＴ利活用を進める上で想定される課題】

問 ICT/ＩｏＴを利活用した事業を進める上で、当面の課題・障害と想定されるものは何でしょうか。

65

275

53

90

324

292

0

424

458

361

531

56

83

160

151

226

210

0

496

499

511

603

平成29年度（N=773）

平成26年度（N=733）

←H30より質問項目化

（団体）
平成３０年度調査 平成２６・２９年度調査 （団体）

予算の制約

人材の不足

情報の不足

推進体制の
未確立

80.0％

67.5％

65.5％

63.4％

42.2％

40.0％

31.5％

21.9％

(16.5％）

(11.6％）

総務省情報流通行政局地域通信振興課



ＩｏＴ実装に向けた導入支援策（国に期待する役割） 77

1453

840

796

691

649

549

353

ICT/IoT活用事業を実施する際の…

ICT/IoT活用に関する…

ICT/IoT活用に関する事業計画の…

ICT/IoT活用に関する…

庁内データを横断的に活用して、…

ICT/IoT活用に関する…

ICT/IoT活用の普及啓発の…

問 国に期待するICT/ＩｏＴ活用に関する導入支援策について、必要と考えるものを選んでください。

■ 国に期待する導入支援策として、「補助事業等による財政支援」については１４５３団体（８９．８％）、

「先進事例の調査・公表」については８４０団体（５１．９％）、「事業計画の策定に関する支援」については

７９６団体（４９．２％）から必要であるとの回答があった。

■ 地域におけるICT/ＩｏＴ利活用を推進するためには、地域のニーズを適切に把握し、施策の考案・展

開につなげていくことが必要。

【ICT/ＩｏＴ利活用に関して国に期待する導入支援策】

補助事業等による財政支援

先進事例の調査・公表

事業計画の策定に関する支援

専門人材派遣による支援

庁内データを横断的に活用して、
施策推進を図るための職員研修

ICT/IoT活用に関するモデル実証

普及啓発のための全国セミナー

（団体）平成３０年度調査

49.2％

89.8％

42.7％

40.1％

21.8％

51.9％

33.9％

総務省情報流通行政局地域通信振興課



78地域ＩｏＴ実装総合支援

地方公共団体のICT/IoT実装に関する計画策定支援

・ 現場における推進体制整備、ICT/IoT実装の具体的な戦略・

計画の策定への支援

地域ＩｏＴの実装事業への財政支援

・ ICT/ＩｏT利活用の成功モデル実装への財政支援

地域情報化アドバイザー派遣等による人的支援

・ ICT/IoTの知見を有する専門家の派遣等により、ICT利活用やIoT

実装を促進

・ 総務省内にICT地域活性化サポートデスクを開設、地方公共団体

等からの問合せに対応

地域ＩｏＴ実装の全国的な普及促進活動

・ ICT地域活性化大賞、地域ICT/IoT実装セミナーの開催 等

＜ 概 要 ＞

 「地域IoT実装推進ロードマップ」の実現に向け、ICT/IoTの実装を目指す地域を対象に、地方公共団体

のICT/IoT実装に関する計画策定への支援、実装事業への財政支援、地域情報化アドバイザー派遣に

よる人的支援など地域IoTの実装を総合的に支援。

 実装を阻む「壁」を打破し、ICT/IoTの実装を日本全国の各地域の隅々まで拡げ、地域経済の活性化

や地域課題の解決に大きく貢献。
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地
域
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
導
入
に
よ
る

具
体
的
な
地
域
課
題
の
解
決

地域ＩｏＴ実装のための計画策定・推進体制構築支援事業

 具体的な地域課題解決を目指して地域ＩｏＴの導入を希望・検討しているものの、十分な知見
やノウハウ等を有しないために取組が進んでいない地方公共団体に対して、地域ＩｏＴ導入の
第一歩となる計画策定を支援するもの。

 平成３０年度においては、７団体を支援対象団体に選定。
 次年度以降における地域ＩｏＴの導入に向けた、年度内の計画策定を目指し、計４回の会合
（地元２回、東京２回）と随時のテレビ会議等により地方公共団体を徹底的に支援。

事業スケジュール（H30年度の場合）

各団体による取組
（例）
 各団体内での地域IoT

導入事業立ち上げ
（予算要求）

 国事業への応募準備
 市町村官民データ活用

推進計画への盛り込み

８月～年度内

第２回会合
（東京にて全団体集合）

→地域課題の明確化等講座、
各団体間での情報共有 等

第３回会合
（東京にて全団体集合）

→ 中間発表、有識者の助言 等
第４回会合

（各団体にて個別実施）

→ 計画完成に向けた最終調整

６月～７月

支援対象団体
の公表

第１回会合
（各団体にて個別実施）

→ICT/IoTの基礎
知識講座、地域
課題の明確化
等

テレビ会議・メール・電話による随時のサポート

４月～５月

支援対象団体
の公募・選定

年度内
地域IoTの導入に
向けた計画策定！

（東京にて報告会も実施）

※H30年度採択団体
・長野県信濃町
・石川県羽咋市
・京都府南山城村
・大阪府四条畷市
・島根県安来市
・山口県美祢市
・熊本県宇城市

（計７団体）
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Ｈ29 Ｈ30
Ｈ31

予算政府案

2.2 4.0 3.0

平成31年度 地域ＩｏＴ実装推進事業

●事業概要

・「地域IoT実装推進ロードマップ」（平成28年12月とりまとめ、平成29年５月改定）における「分野別モデル」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。
・分野別モデルにおける共通システムを利用して複数地域が連携する取組を推奨（単独地域も可）。
・市町村が実施主体となる場合は、交付申請時に市町村官民データ活用推進計画の提出を行うことを交付決定の条件とする。

●事業スキーム
補助対象：都道府県及び指定都市を除く地方公共団体、民間事業者等
補助率：事業費の１／２補助（補助額上限2,000万円）

B市

C町

F市

E町

D村

分野別モデル
（A市がシステム構築済）

地域ＩｏＴ実装推進ロードマップ 分野別モデル 地域ＩｏＴ実装推進事業
分野別モデルの普及展開イメージ

A市
成功モデル

（億円）

当初予算額

※平成31年度は、下図の分野別モデルのうち、赤字・下線の分野別モデルに限定して実施予定。



81地域ＩｏＴ実装推進事業 交付決定事業（平成30年度）

●スマート農林水産業
・北海道下川町
・静岡県川根本町
・愛知県幸田町
・京都府綾部市
・高知県香美市
・高知県四万十町
・山口県宇部市
・長崎県島原市
・鹿児島県日置市
・沖縄県大宜味村

●Ｇ空間防災システム

・静岡県南伊豆町
・株式会社ＲＴｉ-ｃａｓｔ
（高知県香美市、四万十市）
・東京大学
（熊本県内１３市町村）
・熊本県南小国町
・福岡県東峰村

●ビッグデータ利活用
・特定非営利活動法人
ASP・SaaS・IoTクラウドコ
ンソーシアム（栃木県大
田原市、茨城県古河市）
・静岡県焼津市
・奈良県橿原市
・長崎県五島市

●プログラミング教育
・株式会社マキノハラボ
（静岡県牧之原市）
・鹿児島県瀬戸内町
・沖縄県南城市

●子育て支援システム
・株式会社ＡｓＭａｍａ
（神奈川県横浜市）
・一般社団法人美園
タウンマネジメント
（埼玉県さいたま市）
・滋賀県草津市
・香川県高松市

●観光クラウド
・山形県酒田市
・一般社団法人おもてなし
ICT協議会（山口県）

●ＥＨＲ
・社会福祉法人恩賜財団
済生会横浜市東部病院
（神奈川県横浜市）

●シェアリングエコノミー
・秋田県湯沢市
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Ａ市

Ｂ町

Ｅ市

Ｄ町

Ｃ村

地域IoT実装推進事業
により実施した事業

地域IoT
実装の地方単独事業
（特別交付税措置）

地域ＩｏＴ実装のための特別交付税措置の概要

●地域ＩｏＴ実装のための特別交付税措置について
「地域IoT実装推進ロードマップ」における、農林水産業、防災などをはじめとした国民の生活に身近な分野におけるICT/IoTを活用した成功モデル

を横展開するため、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いる。

〇支援対象：地方公共団体及び民間事業者等が要する地域ＩｏＴの実装のための初期投資費用
・これまでの地域ＩｏＴ実装推進事業において採択・実施した事業の横展開事業に限定。
・対象経費は、センサーやタブレット等の地域ＩｏＴの実装に必要な物品の購入費、データ入力費、クラウドシステム利用経費（初年度のランニング経費） 等
・地方公共団体への特別交付税措置利用のための照会を経て、「地域ＩｏＴ実装推進事業評価会」による事業内容の確認（11月）を実施。

〇特別交付税措置内容
・措置率：１／２（対象経費の上限額：2,000万円）※財政力補正あり

地域IoT実装推進事業（国庫補助事業）採択実績 平成30年度地域IoT実装の更なる横展開

地域IoT実装推進事業において採択・実施した事業の詳細については、以下のとおり。
（H29）http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000144.html
（H30）http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000177.html

横展開
平成29年度

【水田センサー】３件
【マリンクラウド】２件
【農業センサー】１件

【教育（遠隔教育等）】
２件

【防災情報管理システ
ムのクラウド連携】３
件
【IoT×G空間情報地
域防災システム】２件

【地域資源観光シェア
リング（TABICA）】１件

【観光クラウド】１件

【ＩＣＴによる衣服生産
のプラットフォーム】１
件

平成30年度

【水田センサー】２件
【マリンクラウド】１件
【農業センサー】７件

【プログラミング教育】３件

【EHR】１件

【子育て共助プラットフォーム（子育てシェア）】２件
【保育施設AI入所選考】２件

【防災情報管理システムのクラウド連携】２件
【IoT×G空間情報地域防災システム】１件
【ドローン等を活用したG空間防災システム】１件
【リアルタイム津波浸水・被害予測システム】1件

【シェアリングエコノミー（駐車場シェア）】１件
【市民向けポータルサイト】２件
【認知症患者行動予測】１件
【データヘルス】１件

【観光クラウド】２件

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000144.html
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu06_02000177.html


83地域ＩｏＴ実装推進事業（国庫補助事業）と特別交付税措置の整理

地域IoT実装推進事業
（国庫補助事業）

特別交付税措置

対象事業者

・都道府県及び指定都市を除く地方公共団体
・民間事業者 等

地方公共団体（都道府県及び指定都市も
対象）

補助率・措置率

 ①都道府県及び指定都市を除く地方公共
団体のうち、条件不利地域（※）に該当する
地方公共団体
→定額補助(補助額上限1,500万円)or
事業費の1/2補助(補助額上限2,000万円)

 ②①以外の地方公共団体及び民間事業者
→事業費の1/2補助(補助額上限2,000万円)

1/2（特別交付税措置対象経費の
上限額：2,000万円※財政力補正有り）

対象事業

成功事例の横展開事業（横展開の対象とされ
ている事業に限る）
※評価会による事業の採択評価・選定を実施。

地域IoT実装推進事業において実施した事業
の更なる横展開事業
※評価会による事業内容の確認を実施。

事業年度

平成２９年度～平成３２年度 平成３０年度～平成３２年度

（※）過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯
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地域が抱える様々な課題を解決するため、ICTを利活用した取組を検討する地方公共団体等から

の求めに応じ、ICTの知見等を有する「地域情報化アドバイザー」を派遣し、 ICT利活用に関する助

言等を行う。

平成３０年度は、６月６日より派遣申請の受付を開始し、１１月末までに２４２団体に対する地域情報

化アドバイザーの派遣を決定。
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300

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

（団体数）

地域情報化アドバイザーの派遣

派遣の仕組み 派遣団体数

年々増加傾向

（年度）

※H30の値は11月30日現在の派遣決定数
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自治体CIO育成研修（～H30年度）

受講者数の推移

受講者数 累計数

受
講
者
数

（年度）

（人）（人）

累
計
数

自治体ＣＩＯ育成研修（平成17年度～）

全国地域情報化推進協会（APPLIC）では、総務省との共催により、地方公共団体における情報
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、地方公共団体職員向け研修を実施（自治大学校にて夏5日間、秋5日間）。

研修内容

①ＩＴ投資評価・ガバナンス編（夏）
②全体最適化と調達・運用設計編（秋）

※受講者数は、

・平成２２年度までは、全体最適化編、
運用管理編、ＩＴガバナンス編、投資・
評価編の総数（平成２０年度～２２年度は

年度中に５日間×４回開催）

・平成２３年度以降は、全体最適化と
調達･運用設計編、ＩＴ投資評価・ガバ
ナンス編の総数（年度中に５日間×２回開催）

受講対象者 ・ ＣＩＯ候補者あるいはＣＩＯ補佐官候補またはそうした役職となることが期待されている職員
・情報通信政策検討あるいは情報連携検討あるいは番号制度・官民連携、情報セキュリティ政策に携わる中堅・若手

国機関講演

上記研修内容に加え、国機関（ＩＴ総合
戦略室、ＮＩＳＣ、個情委、経産省、総務
省）も講演を実施
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事業概要:
地方が抱える様々な課題（人口減少、少子高齢化、地域経済の衰退、医師不足、災害対応等）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ＩＣＴを活用した様々な取組がなされている。
これら取組の中で、全国に横展開が見込まれる事例、分野横断的な事例、地域間の広域連携が見込まれる事

例に重点を置き、地域の課題の解決に取り組み、地域の活性化に資する先進的な事例を募集し、表彰を行う。

先進事例の公募
（自治体、NPO、地域団体、民間企業等）

審査会 優良事例の表彰

有識者から構成される
審査会による審査

地域活性化

地域課題の
解決

ICT利活用の
普及促進

応募 選出

(10月15日～１月15日まで募集） （予選審査：１月15日～２月上旬) （決勝審査、表彰式：３月８日(地域ICTサミット内)）

〈募集対象〉

自治体やＮＰＯ、地域団体、民間企業等が、地域の自律的な創意・工夫に基づいて、ＩＣＴ／ＩｏＴを利活用し、地域課題の解決に
取り組み、地域の活性化に資する先進的な事例。

特に、地域ＩｏＴ実装推進タスクフォースにおいて策定された地域ＩｏＴ実装推進ロードマップにおける、①教育、②医療・介護・健康、
③子育て④働き方、⑤防災、⑥農林水産業、⑦地域ビジネス、⑧観光、⑨官民協働サービス（オープンデータ利活用、シェアリングエコノミー、

ビッグデータ利活用）、⑩スマートシティ、⑪ＩｏＴ基盤（Ｗｉ－Ｆｉ、セキュリティ等）の１１分野。（今後、取組の本格化が期待される先進事例も含む。）
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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、
地域情報化に関する問合せに一元的に対応する「ICT地域活性化サポートデスク」を設置。

【平成30年４月25日から運用を開始し、平成30年末までに275件の問い合わせを受付】

地方公共団体／地域情報化に関わる企業・団体

支援施策、制度等に
ついて問い合わせ・
マッチング

地域情報化
アドバイザー

・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

・総務省の各種支援事業
の紹介

・地方局によるフォロー

ICT地域活性化サポートデスク
事務局：総務省（情報流通行政局 地域通信振興課）

連絡先： [メール]ict-support@soumu.go.jp [TEL]03-5253-6080

地域が必要とする
情報や先進事例を
収集・蓄積・提供

総務省関係課
地方局

関係府省
関係団体

アドバイザーの紹介
や派遣により助言・
支援等

メール／電話で
問い合わせ

データベース
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従前の「地域情報化の推進」サイトの構成・デザイン等を見直し、全面的に改修。地方公共団体を主な利用者と
想定し、一元的に幅広く情報を発信することを目指して①「ICT地域活性化事例100選」、②「ICT地域活性化
大賞」受賞事例及び③「ICT地域活性化支援」施策を整理して掲載。 ※平成30年4月25日公開

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/local_support/ict/index.html

ICT地域活性化
事例100選

テーマ別、人口別、
地域別……
などのカテゴリから
優良事例を探せる

ICT地域活性化大賞
受賞事例一覧からも
事例を参照できる

トップページ スマホでもスムーズに閲覧

QRコ
ード

個別事例のページ
概要、効果、費用等の
データを掲載
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Ⅰ．「Society 5.0」の実現に向けて今後取り組む重点分野と、変革の牽引力となる「フラッグシップ・プロジェクト」等

[４]「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる

２．まちづくりと公共交通・ＩＣＴ活用等の連携によるスマートシティ実現

（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅱ）IoTの活用を通じた安全・安心なまちづくり

地域課題の解決を目指す地方公共団体に対して、地域ＩｏＴの実装計画策定や実装事業の支援、分野横断的なデータ連携によるデータ利活用

型の街づくりの推進等を実施することにより、平成32年度末までに800以上の地域公共団体において、健康づくり、教育等の生活に身近な分野で

のＩｏＴを活用した取組を創出する。

未来投資戦略2018 －「Society 5.0」「データ駆動型社会」への変革ー （平成30年6月15日閣議決定）

【参考】 閣議決定における地域IoT実装推進の記載

II－（６）利用の機会等の格差の是正[４]「地域」「コミュニティ」「中小企業」が変わる【官民データ基本法第14条関係】

[No.６－６] IoT地域実装のための総合的支援

・ 超少子高齢化等が進展する地域においては、生活や産業の基盤が従来の形で維持できなくなりつつあり、IoT実装を通じた官民データ利活用に

よる課題解決が期待されるが、予算や人材の制約等により、地域における取組が進んでいない状況。

・ 民間活力を最大限に活用しつつ、地域におけるIoT実装を進めるため、平成30年度も引き続き、計画策定支援、地域情報化アドバイザー派遣等

の人的支援、民間プラットフォームの活用をはじめとするデータ利活用ルールの明確化、実装事業の支援等を総合的に実施。また、「地域IoT実装

推進ロードマップ」のフォローアップ及び継続的な見直しを行うとともに、地域IoT実装状況に関する調査等により本施策の効果KPI及び更なる地域

ニーズ把握を実施。

・ このような取組により、成功モデルの横展開を含め、平成32年度末までに800の地方公共団体において、生活に身近な分野でのIoTを活用した

取組を創出し、地域活性化を実現。

KPI（進捗）：「地域IoT実装推進事業」により地域IoTを導入した地方公共団体数（平成30年度42団体）
KPI（効果）：地域IoTを導入した地方公共団体数（平成32年度800団体）

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 （平成30年6月15日閣議決定）



ご静聴ありがとうございました
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