
オープンデータの推進と令和２年度地域情報通信振興施策

令 和 ２ 年 ２ 月 ５ 日
総務省近畿総合通信局



オープンデータの推進



オープンデータとは

「オープンデータ」とは、次のいずれの項目にも該当する
形で公開されたデータをいう。

① 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが

適用されたもの

② 機械判読に適したもの

③ 無償で利用できるもの

■ 国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化

■ 行政の高度化・効率化

■ 透明性・信頼の向上

（出典：オープンデータ基本指針（平成29年5月30日 IT総合戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定））
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しずみちinfo（静岡市道路通行規制情報） 5374. jp（地域別ゴミ出し情報）

アプリのトップ画面 種類別の情報を詳細に表示

②分別の種類をタップすると、その地域で
捨てられるゴミ一覧見ることができる

① 一番近いゴミの日から表示し、地域
を選択するだけで収集日が更新される

さっぽろ保育園マップ（保育施設情報）

■ バスのリアルタイム
運行状況表示
（つつじバス位置情報）

■ 現在地から避難所まで
ルートを案内
（避難所ナビ）

福井県鯖江市（地域情報）

静岡市内の道路を対象に、災害や工事による通行止めなどの規制情報をリ
アルタイムでWeb APIにより提供することで、その情報を元にルート探索す
るアプリケーションの開発が可能になった。

各地方公共団体のゴミ収集情報を使用し、地域のゴミの分別と収集日を簡
単に検索でき、細分化された分別方法を覚えなくてもアプリを確認すること
で適切にゴミ出しが出来るようになった。

バスの位置データ等をWeb API等でオープンデータ化し、民間においても、
行政サービスを補完するアプリを提供できるようになった。

保育園の所在地だけでなく開園時間や空き情報もマップ上に公開し、親の
負担軽減に繋がった。

■ 認可保育園、認可外保育園、
幼稚園が異なる色のアイコンで
マップ上に表示される

■ アイコンをクリックすると開園
時間や空き情報などを確認できる

【オープンデータ100の事例より】

地方公共団体のオープンデータ活用事例 3



オープンデータの活用事例（福岡都市圏の取組）

①位置情報を送る ②災害種別を選ぶ ③道順に従って避難する

A. 指定緊急避難場所

A

B

公開中の
アプリケーション例

B. 土砂災害警戒区域

 福岡都市圏17市町は、オープンデータに関する連携を行っており、平成30年10月1日より、福岡都市圏オープ
ンデータポータルサイトを設置し，避難所・避難場所の一覧や人口統計などのデータを共通フォーマットで公
開開始。

 本年、(公財)九州先端科学技術研究所は、このオープンデータを利用して、LINEで使える福岡都市圏広域緊
急避難用アプリケーション（チャットボット）を開発。スマートフォンで現在地近くにある指定緊急避難場所を検
索し、道順の表示が可能。
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海外のオープンデータ活用事例

Climate Corporation（米国）

国立気象サービス等が提供する気象データ、収穫量・土壌情報等を活
用して、収穫被害発生確率を予測し保険料を算定。
（大手バイオ化学メーカーMonsanto CompanyがClimate Corporationを
約11億ＵＳ＄で買収）

Metropolitan Regional Informaition Systems
（MRIS）（米国）

不動産情報について、価格、
地図等の情報だけでなく、
公的機関から入手したデー
タを活用して「住む前に全て
が分かる」不動産高度情報
サービスを実現。

Live Train Map for the London Underground（英国）

ロンドン市交通局から提供された地下鉄リアルタイム運行データを使用し、
地下鉄のリアルタイムな位置情報をグーグルマップ上に表示。
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地方公共団体のオープンデータ推進について

※ 自らのホームページにおいて「オープンデータとしての利用規約を適用し、データを公開」又は「オープンデータの説明を掲載し、データの
公開先を提示」を行っている都道府県及び市区町村。
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オープンデータ取組済み団体数の推移※

オープンデータ取組済団体数
668/1788団体（約37％）

（2019年12月時点）

【出典：政府CIOポータル https://cio.go.jp/policy-opendata】

 官民データ活用推進基本法（平成28年12月公布・施行）により、国や地方公共団体に対し、オープンデータの
推進を義務付け

 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」において、「平成32年度までに地方公
共団体のオープンデータ取組率100％」という政府目標が掲げられている一方、オープンデータに取り組む地
方公共団体数は668団体（約37％）に留まる

 地方公共団体がオープンデータに取り組むに当たっての課題として、「メリット・効果が不明確」、「人的リソー
ス不足」などが挙げられている
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令和２年度地域オープンデータ推進事業

【研修実施イメージ】

【研修内容】

地域でオープンデータを推進する人材
を育成。都道府県毎に管内の複数の
市区町村が参加

オープンデータ研修（基礎編）

既にオープンデータに取り組んでいる
自治体の職員を対象に、応用的な内容
の研修を実施

オープンデータ研修（応用編）

研修受講後も継続してオープンデータの取組を支援する環境を整備

相談窓口e-learning 研修コンテンツ 先進事例

地域メンター

地域においてオープンデータを推進して
いる関係者を地域メンターとして研修へ
協力を依頼

 総務省では、2020年度までに地方公共団体のオープンデータ取組率100％の実現に向け、オープンデータを
推進する地方公共団体職員を育成するため、必要な知見・技術を体系的に習得できる研修を全国で実施。
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オープンデータ研修実施体制

オープンデータ
未実施市区町村

オープンデータ実施団体

オープンデータ
ポータルサイト

地域メンター

地域メンターが講師として参加

e-learning、相談機能の活
用により、オープンデータに
関する知識を習得

オープンデータ研修

地方総合通信局
・都道府県、市区町村
へのアドバイス 等

総務省

都道府県
・市区町村へのアドバイス
・都道府県カタログサイトに
市区町村のデータを掲載 等

研修

市区町村内でオープンデータを推進する職員対象
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研修内容

• 保有するデータの調査、整理
• オープンデータ対象の特定

• 用途にあったデータ形式への加工・整形
（標準データフォーマットへの適用、 保有データへの
メタデータ、タグ付け、ライセンス付与等）

• データカタログサイトの立ち上げ
• カタログサイトへのデータ登録

• 様々な形式でのデータを分かり易い
形で提示

リスト化
（カタログ化）

見える化

データの作成

棚卸し

様々なデータ形式

ダッシュボード

標準データフォーマット

オープンデータ対象

オープンデータ対象外調査・整理

カタログサイトの立ち上げとデータ登録

一括
ダウンロード

API

様々な提供方法

未分類の保有データ

見える化アプリ9

 地方公共団体がオープンデータを実施するにあたっては、データの、「棚卸し」、「データの作成」、「リスト化
（カタログ化）」、「見える化」の４つステップが存在。
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オープンデータ研修ポータル

研修教材の掲載 e-learning研修 相談・問い合わせ

 各地で実施された地域メ
ンター等の研修教材掲載

 講師の研修動画を掲載

 研修より幅広い内容の教
材を用意

 Web演習により、データ

形式の作成・登録を体験
（※地方公共団体のみ）

 オープンデータに関する
Q&Aを多数用意

 研修、オープンデータに
関する相談窓口を用意

【主な機能】

＜研修ポータルURL＞https://www.opendata-training.org/

 オープンデータの推進に必要な知識・技術等を習得するため、各種研修教材、相談等のコンテンツを実装し
たポータルサイト。
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近畿管内におけるオープンデータ研修実施状況

年度 府県 オープンデータリーダ研修 オープンデータ化支援研修

平成30年度 京都府 開 催 日：平成30年12月21日（金）

開催場所：キャンパスプラザ京都（京都市）

参加人数：30名

開 催 日：平成31年1月30日（水）

開催場所：福知山市民交流プラザ（福知山市）

参加人数：35名

令和元年度 滋賀県 開 催 日：令和元年5月24日（金）

開催場所：コラボしが21（大津市）

参加人数：10名

開 催 日：令和2年1月17日（金）

開催場所：草津市役所

参加人数：12名

兵庫県 開 催 日：令和元年9月13日（金）

開催場所：兵庫県職員会館（神戸市）

参加人数：36名

開 催 日：令和元年10月23日（水）

開催場所：高砂市役所

参加人数：33名

開 催 日：令和元年10月24日（木）

開催場所：三田市役所

参加人数：32名

 平成30年度は京都府を支援し、オープンデータ化率100%（全国で2番目）を達成。
 令和元年度は滋賀県、兵庫県を支援。引き続きオープンデータ化率100%に向けた支援を予定。
 令和2年度は大阪府、奈良県、和歌山県の支援に向けて関係機関と調整中。
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研修の成果：京都府の事例

（参考）京都オープンデータポー
タルサイト：
https://www.datastore.pref.kyoto.lg.jp/20
18/12/27/start-opendata/

京都府では、2018年12月・１月にオープンデータ研修を実
施。京都府内の全地方公共団体が共同整備した統合型
GISデータを活用して、研修を通じてAED設置情報をオー
プンデータ化。

＜取組済団体 ２団体（前）→２７団体（後）＞

2018年12月

2019年

京都府のAED設置場所情報（オープンデータ）が無料のi-
phoneアプリ「Coaido119」に搭載予定。Coaido119で「心停
止」を選択して119番通報をすると、発信地から半径300m
以内のAED設置施設を自動で抽出し、一斉に当該施設に
電話が自動音声でかかる仕組み。

Coaido119
地域共助のSOSとAEDマップで応急手当

参考：「Coaido119」画面

（出典）政府CIOポータルオープンデータ100：
https://cio.go.jp/opendata100

オープンデータ化された京都府内の約3,800か所のAED設置場所が掲載。
＊アプリ全体では162自治体56,719件の設置情報を掲載（2018年９月）
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令和２年度の研修内容（案）

種別 主催 対象者 内容

オープンデータ研修
（基礎編）

※全国で35-40回程度実施

都道府県 • 都道府県職員及び市区
町村職員

• 令和2年度は、オープン
データ未実施自治体が多
い都道府県を中心に行う

• オープンデータの意義・必要性（座
学）

• 都道府県の取組、近隣先進自治体の
取組紹介（座学）

• オープンデータ実務実習（PCを用いた

実務実習。都道府県が実際の公開用
サイトを用意し、実際のデータの加
工・公開を行う）

など

オープンデータ研修
（応用編）
【試行】

※東京で2-3回程度実施

総務省 • 既にオープンデータに取
り組んでいる自治体の職
員

• 推奨データセットの理解（標準化の意
義、公開後の利用サービス事業者な
ど）

• 標準フォーマットによるデータ作成
（実習）

• 庁内への説明手法等の議論（グルー
プワーク）

など
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令和２年度地域情報通信振興施策



地域オープンデータ推進事業

【事業概要】
地方公共団体におけるオープンデータの取組を支援するため、データの加工・公開などオープンデータ化に必

要な知識・技術を体系的に習得できる研修を全国各地で実施し、地域でオープンデータを推進する地方公共団
体職員を育成する。併せて、データを保有する地方公共団体とそれを活用する民間事業者等との調整・仲介や、
公開されたオープンデータの有効活用につながる先進事例のユースケースの策定を行う。

【Ｒ２当初予算（案）： ２．０億円（Ｒ１当初：２．０億円）】

【これまでの取組・現状】
○ 地方公共団体におけるオープンデータの取組支

援を通じ、「2020年度までに、地方公共団体の
オープンデータ取組率を100％」という政府目標
達成に寄与することにより、データを活用した新
事業・新サービスの創出等を促進する。

○ 官民データ活用推進基本法により、オープンデータの推
進が義務化され、政府目標においても「2020年度までに地
方公共団体のオープンデータ取組率100％」とされた一方、
現状で取組済みの地方公共団体数は652団体（37％）に留ま
る。

○ 平成30年度より、次の取組を開始
• オープンデータ未実施の市区町村が多い都道府県での研修
• 民間ニーズの高い地方公共団体保有データに関する共通
フォーマットの検討

• 先進事例のユースケース策定に向けた調査研究

【目標・成果イメージ】

相談窓口調整・仲介 e-learning

オープンデータに関する必要な知見・技術を
習得できる研修を全国各地で実施

研修コンテンツ先進事例
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地域IoT実装・共同利用総合支援施策

【事業概要】
 地域におけるAI・IoT等の革新的技術を活用したサービスの実装を推進するため、 計画策定支援、人的支

援、初期投資等に対する補助等を地方公共団体等に対して総合的に実施。
 具体的には、（１）地域課題解決を目指して地域IoTの導入を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自治体に対する「地域IoT実装計画策定支援事業」（２） 地域IoTの実
装を推進する「地域IoT実装・共同利用推進事業」を実施。

【Ｒ２当初予算（案）： ４.０億円（Ｒ１当初：３.５億円）】

○ 地域におけるAI・IoT等の革新的技術の実装を推進するため、
地域IoT実装計画の策定支援、財政支援として平成３０年度
から実施。

〇 一方、自治体におけるAI導入は、高度な知見を必要とする
上高価であること等の理由から必ずしも進んでいない状況。

○ 自治体の業務効率化等に向けたAI活用を含む地域IoT活用モデ
ルを支援することにより、より一層の導入を促進するもの。

○ これまで、計画策定支援事業は７団体、地域IoT実装推進
事業は４６団体に対して支援を実施。

【これまでの取組・現状】 【目標・成果イメージ】
○ 令和２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。

「地域IoT実装・共同利用推進事業」の概要

「地域IoT実装計画策定支援事業」の概要

補助対象：都道府県及び指定都市を除く地方公共団体等
補助率 ：事業費の１／２補助（補助額上限2,000万円）

成功モデルの例
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地域情報化の推進（本省／地方）

【事業概要】
 地域活性化・地域課題の解決に資する地域情報化を推進するとともに、地方公共団体におけるデータ活用

の実効性を最大化するための人的支援方策として、ICTを利活用した事業に対し助言を行う「地域情報化ア
ドバイザー」の派遣及び自治体CIO等の育成を行う。

 各総合通信局等において、利活用の推進に関する周知・啓発のセミナー・シンポジウムの開催等を行うこと
により、先進的なＩＣＴ／ＩｏＴ利活用に係る情報提供を実施し、地域におけるＩＣＴの利活用を促進。

【Ｒ２当初予算（案）：本省１．２億円（Ｒ１当初：１．０億円）／
地方０．３億円（Ｒ１当初：０．３億円）】

①地域情報化アドバイザー派遣事業
地方公共団体からの求めに応じて、ICTの専門的な知見やノウハウ

を有する「地域情報化アドバイザー」を派遣して、助言等を実施。

②自治体CIO育成研修
地方公共団体におけるAIを用いた取組を促進するため、地方

公共団体の職員の中から、専門的な知識等を有するCIO等を
育成する支援を実施。

③ICT利活用の推進に関する周知・啓発等

地方総合通信局により、各地域でのセミナー開催等を行うと
ともに、地域の訪問によるニーズ等の把握と助言等を実施する
ことで、ＩＣＴの利活用を促進。

総務省が委嘱した
地域情報化アドバイザー

地域の実情調査・助言相談ICT利活用の促進

• 研修手法、カリキュラム及び教材等の 開発
• 開発したカリキュラム及び教材の有効性等を
検証
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テレワーク普及展開推進事業

【事業概要】
ＩＣＴを利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であるテレワークの全国的な普及展開を更に推進

するため、「テレワーク・デイズ」等による国民運動の展開、先進事例の収集及び表彰、セミナーの開催、専門家
派遣等を実施するとともに、特に地域や中小企業におけるテレワークの導入促進に向け、中小企業を支援する
団体にテレワーク普及担い手機能を付加し、「テレワーク・サポートネットワーク（仮称）」として地域展開を推進。

9 【Ｒ２当初予算（案）： ２．５億円（Ｒ１当初： １．８億円）】

○ 2020年東京大会のレガシーとして
テレワークが根付くよう、国民運動と
してのテレワークを実施。交通混雑
緩和にも向けた集中的テレワークの
呼びかけや効果検証を実施。

○ テレワークを先進的に実施している企
業・団体の事例を収集し、「テレワー
ク先駆者百選」の選定や「総務大臣
賞」の表彰を実施。

テレワーク・デイズ2020（仮）による広報

○ 全国で、テレワーク導入を検討する企業等向
けセミナー等を開催。東京、名古屋、大阪で
は、既存の民間展示イベントも活用して周知。

○ 全国各地の中小企業等へのテレワーク普及促進のため、
各地域における中小企業支援の担い手となる団体（社会
保険労務士会、ITコーディネータ協会、商工会議所等）の
既存窓口にテレワーク普及の担い手機能を付加し、「テレ
ワーク・サポートネットワーク（仮称）」として、テレワーク普及
活動に必要となる費用・ノウハウ等を支援

○ テレワーク導入を検討する企業等に、専門家を派遣し、
システム・情報セキュリティ等テレワークの導入に関する
アドバイスを実施。

セミナー・シンポジウムの開催

先進企業・団体の事例収集・表彰

中小企業・地域へのテレワーク普及拡大

テレワーク・デイズ2019
ポスター

デイズ集中実施日におけ
る勤務地別通勤者減少
量 (23区)

テレワーク先駆者
百選ロゴ

セミナー開催の様子

テレワーク・サポートネットワークの機能イメージ
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ＩｏＴの安心・安全かつ適正な利用環境の構築

【Ｒ２当初予算（案）：14.6億円（Ｒ１当初：14.6億円）】
（電波利用料財源）

 電波を用いるIoT機器が急増しサイバー攻撃の脅威も増大しているため、IoTに係るセキュリティ対策の強化や適正な利用環
境の構築に向けたリテラシーの向上を図ることで、国民生活や社会経済活動の安心・安全の確保等を実現する。

 令和２年度は、令和元年度の取組を継続的に実施。5Gネットワークのセキュリティ確保については、元年度に構築を開始した
仮想環境を拡充すると共に、サプライチェーンリスク※対策のためのハードウェアの脆弱性の検証に取り組む。

① IoTセキュリティ対策の推進
国内のインターネットに接続されたIoT機器を調査しサイバー攻撃に悪用されうる

脆弱なIoT機器の利用者に注意喚起を行うプロジェクト「NOTICE」を実施する。（イメージ図左）

② ５Ｇネットワークのセキュリティ確保に向けた体制整備と周知・啓発

我が国の次世代の通信を担う基盤である５Ｇ（第５世代移動通信システム）について、サプライチェーン対策を含め、各構成要素におけるセキュリ
ティを、総合的かつ継続的に担保する仕組みを整備する。 （イメージ図中央）

③ 地域におけるIoTセキュリティ対策の強化
地域におけるセキュリティ対策強化のため、（ア ）地域の IoTシステムのセキュリティ要件等のガイドライン化、（イ ）地域の

IoTセキュリティ人材を育成するための取組、及び（ウ）公衆無線LANのセキュリティ対策に関する周知啓発等を実施する。 （イメージ図右）

④ IoT利用環境の適正な運用及び整備等に資するガイドライン等策定
IoTサービスの適正な運用、整備等のため、多様な電波伝搬状況における電波の適正な利用に係るガイドライン等の策定を実施する。

⑤ IPv6導入のためのガイドライン等策定
IoT機器の急増も背景にIPv4アドレスの枯渇が見込まれる中、IPv6化の推進の必要があり、大学・地方公共団体等の情報システムのIPv6化を促

進するための調査・実証を通じてガイドライン等を作成し、IPv6導入のボトルネック解消に向けた環境整備を推進する。

不正に改変さ
れた回路情報
や不正動作を

検知

※ 情報通信機器等の開発や製造過程において、情報の窃取・破壊や、情報システムの停止等の悪意のある機能が組み込まれる懸念。納入後においても、情報シス
テムの特徴として、事後的な運用・保守作業により、製造業者等が修正プログラムを適用する等、調達機関が意図しない、不正な変更が行われる可能性。
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高度無線環境整備推進事業

【事業概要】
 5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、地理的に条件不利な地域において、電気通信事業者等による、高速・大容量無

線局の前提となる伝送路設備等の整備を支援。

 具体的には、無線局エントランスまでの光ファイバを整備する場合に、その整備費の一部を電気通信事業者等に補助する。

【Ｒ２当初予算（案）： ５２.７億円（ Ｒ１当初：５２.５億円）】
（電波利用料財源）

通信ビル
地域の拠点的地点

ア 事業主体： 直接補助事業者：自治体、第３セクター、一般社団法人等、間接補助事業者：民間事業者

イ 対象地域： 地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）

ウ 補助対象： 伝送路設備、局舎（局舎内設備を含む。）等
エ 負担割合：

（億円）当初予算額スマートホーム

教育ＩｏＴ スマートモビリティ観光ＩｏＴ コワーキング
スペース

無線局
エントランス

（クロージャ等）

イメージ図 高速・大容量無線局の前提となる伝送路

（自治体が整備する場合）

国
２／３

自治体
１／３

国（※）

１／２
自治体（※）

１／２

【離島】

【その他の条件不利地域】

国
１／２

３セク・民間
１／２

国
１／３

【離島】

【その他の条件不利地域】
３セク・民間

２／３
（※）財政力指数０．５以上の自治

体は国庫補助率１／３

（第３セクター・民間事業者が整備する場合）

※新規整備に加え、電気通信事業者が公設設備の譲渡を受け、(5G対応等の)高度化を伴う更新を行う場合も補助。（公設のままの高度化や高度化し
ない更新は対象外）
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公衆無線LAN環境整備支援事業

【事業概要】
防災の観点から、防災拠点（避難所・避難場所、官公署）及び被災場所として想定され災害対応の強化が望まれ
る公的拠点（博物館、文化財、自然公園等）における公衆無線LAN（Wi-Fi）環境の整備を行う地方公共団体等に
対し、その費用の一部を補助する。（計画期間：平成29年度～令和3年度（令和2年度～2か年延長））

【Ｒ２当初予算（案）： ８.６億円（Ｒ１当初：１１．８億円）】
（電波利用料財源）

伝送路設備

制御装置
（センター設備等）

無線アクセス装置
（IEEE802.11ac対応Wi-Fi）

電源装置

イメージ図

Wi-Fiのメリットとして、災害時には、携帯電話等が輻輳のために
利用できない場合でも、情報収集が可能
ラジオや防災行政無線等の片方向の情報伝達手段と異なり、被
災者のニーズに応じた情報収集が可能

避難所・避難場所 官公署

文化財
案内所自然公園・都市公園 博物館

防災拠点、災害対応の強化が望まれる公的拠点

ア 事業主体：財政力指数が０．８以下（３か年の平均値）又は条件不利地域（※）の

普通地方公共団体・第三セクター

※ 過疎地域、辺地、離島、半島、山村、特定農山村、豪雪地帯

イ 対象拠点：最大収容者数や利用者数が一定以下の

①防災拠点：避難所・避難場所（学校、市民センター、公民館等）、官公署

②被災場所と想定され災害対応の強化が望まれる公的拠点：博物館、文化財、自然公園 等

ウ 補助対象：無線アクセス装置、制御装置、電源設備、伝送路設備等を整備する場合に必要な費用 等

エ 補 助 率：１／２（財政力指数が０．４以下かつ条件不利地域の市町村については２／３）
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自治体AI共同開発推進事業

【事業概要】
AI活用が進められていない行政分野へのAI導入や、クラウドサービスとして共同利用できるAI導入についての

開発実証等を行うことにより、自治体が共同で使えるクラウドAIサービスの導入に向けた標準仕様及び導入に当
たっての留意点・手順を「自治体AI活用ガイドブック（仮称）」として確立し、全国の自治体におけるクラウドAIサー
ビスの共同利用を推進する。

【これまでの取組・現状】

○ 減少を続ける自治体職員を本来注力するべき業務に振り向けるため、

急速に進展しつつあるAI等革新的ビッグデータ処理技術の活用による業
務の効率化・高度化を推進することは喫緊の課題。

○ 「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議定）
では「関係府省庁は、地方自治体と連携して横展開可能なAIを開発し、
全国に広げていく」と、「成長戦略フォローアップ」（令和元年６月21
日閣議決定）では「遅くとも2020年代に各行政分野において標準システ
ムやAI・RPA等のサービスの全国的な提供、地方公共団体における全て
の手続の原則電子化・ペーパレス化を実現する」とされている。

○ 令和元年度(平成30年度２次補正予算)は、複数自治体で利用可能とな
るクラウドAIの実証を行っている。

【目標・成果イメージ】
○ 令和２年度末までに300地域において、AI等革新的ビッグデータ処理

技術を活用する取組を創出。

○ 幅広い自治体が共同で安心して利用できる新たなクラウドAIサービ
スを実現し、業務効率化による職員の負担軽減や住民サービスの向上
につなげる。

【Ｒ２当初予算（案）： ３.０億円（新規）】
【Ｈ３０補正予算： ３.９億円の内数】

※革新的ビッグデータ処理技術導入推進事業

導入促進

・業務効率化
・人材不足へ対応
・地域課題の解決
・住民サービス向上

標準仕様書

導入手順書

AIサービス開発・標準化 ガイドブックとして
成果を取りまとめ

自治体における
AI導入の標準化

AI
人の判断を支援
する人工知能

導入効果の高い
行政分野で実証
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ご質問やご相談があれば、お気軽にご連絡ください。

近畿総合通信局情報通信部情報通信振興課

E-mail ict-kinki@ml.soumu.go.jp

T E L 06-6942-8520

mailto:ict-kinki@ml.soumu.go.jp
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