
　それでは、御参加の皆様、おはようございます。
　本日、AIと先進技術を活用した行政サービスの
向上に向けてという全体のテーマの中での導入講演
を担当させていただきます、兵庫県立大学の社会情
報科学部、笹嶋でございます。
　本日のお話ですけれども、15分ということです
ので、短くいきたいと思うんですけれども、AI
の導入ということに関する２つの考え方というこ
とと、それから、DXということの意味ですね、
Digital transformation。最近は、単なるAI導入で
すとか、業務電子化という言い方ではなく、Digital 
transformationという言い方をするんですけれど
も、それに関しまして少しお話をさせていただい
た後で、AIだとかデータサイエンティストだとか、
そういったところに期待される役割についてお話を
させていただいて、全体のパネル討論のほうにつな
いでいきたいと思います。
　まず最初に、AIだとかデータ化。これは、最近
は、AIの導入もデータの活用、業務への活用もよ
く区別されないで議論されることが多いので、今日
それも併せてお話ししますけれども、AIの導入と
いうこと、業務の電子化ということもそうなんです
けれども、２つ考え方がございまして、人だとか人

のやってる業務、これをAIだとか自動化によって
置き替えると。要するに、工場のラインに人の代わ
りにロボットを入れるというような感じの考え方
と、それからもう一つが、AIだとかデータ化とい
うことによって、新たな価値を創出すると。AIで
何かもうかりませんかといって来られる方は、大
体、じゃあ、こういうことをしてはどうでしょうと
提案をすると、大体、じゃあ、それはラインに機械
を入れたら、人の腕の数ですね、３人分の人の置き
替えになるので、工数、これぐらい減るんですねと
か、そういう換算を始める人たちが多いんですけれ
ども、そういうのは、ほぼ間違いなくAIだとかと
いうものを人の代わりに置き替えたいと。
　そうではなくて、AIから新しい価値を生み出す
という方向の意識を皆さん持っていただきたいなと
いうふうに、ずっと思っておりまして、最近の講演
ではこの話が多いんですけれども、例えば、これ
グーグルですよね。皆さん、だからもうパソコンな
り、スマートフォンなり、あらゆるところで、グー
グルは本当に意識をせずに。
　一昔前、グーグルサービスがまだ始まったばかり
の頃というのは、わざわざこのホームページに皆さ
ん出かけていって、それで、このホームページから
検索キーワードを入れてたものなんですけれども、
最近はもう、そのままスマートフォンだとかのブラ
ウザだとか、要するに、いろんなところにもうグー
グルのこの検索窓が入り込んでいますので、今は皆
さん意識しないで検索してると思うんですけれど
も、グーグルというのは、だから、皆さん御存じの
とおり、データを活用して、ガーファと呼ばれる巨
大企業になっていった、いろんな、４つの会社の中
の一角なんですけれども、それが、じゃあ、どうい
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うふうに価値を生み出したかというのをもう一回見
直してみますと、グーグルというのは、この検索窓
しかないわけですね。そこから、そのキーワードを
入力してやると、何が起きるかというと、私のこれ
ブラウザの動きなんですけれども、お米というキー
ワードを入れると、なぜか、お米に関しては、どう
いうところが産地だとか、どういう銘柄があるだと
か、そういう辞書的な情報が出てくる代わりに、ア
マゾンプライムのサービスがトップに出てくるんで
すね、私の検索の場合には。
　これ、何でかというと、私がそのアマゾンプライ
ムの会員で、いろんなものをアマゾンで買物してい
るからということもあると思うんですけれども、要
するに、ここでは、もはやグーグルというのは、検
索業ではないですよね。検索の手伝いをしているだ
けではなくて、こういうふうに、だから広告ですね。
アマゾンの広告業の役割も果たしてますし、アマゾ
ンと私を仲介する仲介業の役割も果たしています。
　要するに、もらっているデータといえば、私たち
消費者が入力しているキーワードだけなんですけれ
ども、そのキーワードを使って、様々な検索業では
ない、いろんな業務をやっているわけですよね。広
告したり、仲介したり、販売したりもします。そう
いうふうにして利益も蓄えていかれて、それで量子
コンピューターなんかも開発されたりすると。とい
うふうに、新しい価値までも創造してしまっている
と。で、製造業でもあると。本当に、データから単
なる人の置き替えをすることをしているわけではな
くて、それを使って全く新しいこと、新しい価値を
生み出していると。要するに、もともとの、こちら
の広告業だとか、仲介業というのは、いろんな人
が、町なかの人たちが、検索という行為を通じて入
れてきたキーワードを分析することによって、誰
がどういうものを欲しがっているかという方向か
ら、そのデータを分析することで、じゃあ、そうい
う人たちをつないであげれば商売になるなというふ
うに、新しい商売に展開していっているわけですよ
ね。こういうデータからの新しい価値の創造といい
ますか、まさにそういうところなんですけれども。
　そういうことが、本当はAIに求められているこ
とといいますか、大事なことは、新しい価値をつ
くっていくことだと。単に人の労働を置き替えてい
くというだけですと、例えば、先ほどのロボット
アームの例でいいますと、人間がやってた業務を全
部自動化したところで、そこが天井になってしまっ
て、それ以上の利益って望めませんので、24時間続

けて働けるようにはなりますけれども、売れるマー
ケットにも限界があると。そうではなくて、新しい
ところに展開していくというような考え方が大事で
はないかなというふうに思います。
　そこから引いて、Digital transformationというお
話なんですけれども、今日、パネルの中にも入って
おられます伊丹市様の、例えば、新庁舎の紹介の動
画が非常に興味深いので、これ使わせていただくん
ですけれども、ちょっとだけ、これやってみます
ね。
　伊丹市様の新庁舎の紹介をする動画で興味深いの
が、全体で４分ありますので、ぜひ皆さん見ていた
だきたいんですけれども、このコンセプト動画とい
いますか、プロモーション動画、面白いところは、
この後半のほうなんですよね。
　今の、新庁舎の紹介の動画の中で、実際に、この
後のパネルディスカッションの中でも触れられると
思うんですけれども、伊丹市さんって、その新庁舎
のほうにいろんな技術とかも入れられてるんです
が、あくまで市民目線から見る情報交換とかがス
ムーズになると。本当に短いところで、それをAI
だ何だって、細かいところに触れないで、ぱっと述
べられてるんですね。
　 で す の で、 伊 丹 市 様 が、 例 え ば、Digital 
transformationをやっておられるんですよというこ
とを紹介すると、何か、えっという期待外れじゃな
いかというような反応もあるんですけれども、これ
こそDXなんですよね。
　本質的に、何かというと、業務の進歩、特に市民
にとってのサービスを改善するというところが本質
であって、あくまでAIだとかデジタル技術という
のは業務改善するための道具なので、これ主役に従
う従のものなんですよね。
　ですので、先ほどの動画の中でも、本当に短くし
か触れられていませんし、細かい技術のことは、も
うほとんど触れられていない。市民の方がどういう
ふうに利用できるような庁舎になるかという紹介を
されていて、これこそが技術の本質だなと。要は、
業務の改善をこういうふうにされていますというと
ころが大事なところです。
　世の中で、データサイエンスの教育というと、
データの扱い方だとか、コンピューターのスキルだ
とか、そういうとこにフォーカスが当たることが多
いんですけれども、本当に一番大事なのは、何のた
めに、そのデータを取ったり、分析したり、それか
らAIを導入したりするのかということ。あるいは、
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DXをやる目的とかテーマ設定。要するに、課題で
すね。誰にとっての、何の課題を解決するかという
のは、本当に一番大事なところでそれが一番。もう
一つのビジネス欲というのが生かされてくるところ
が、最後の解決の部分なんですけれども、最近、大
学教育の中では、データサイエンスの部分、データ
エンジニアリングの部分、この辺りがあまりにも
フォーカスされ過ぎていて、問題設定だとか、解決
策の社会の導入、そこの部分がちょっとおざなりに
なりつつあるんじゃないかというふうに、我々は、
今危機感を持っています。
　ここは、だから社会情報科学って、学校の名前の
背景の紹介なので、これはちょっと飛ばしますけれ
ども、要するに、私たちが育てなきゃいけないとい
いますか、大学でも育てようと思っている人材とい
うのは、IT系のスキルを持っていて、きちっと分
析もできる、その技術を持っているのは大事なんで
すけれども、そもそも何の課題をやろうとしてい
て、AIを導入しようとしているのかと。あるいは、
どこのビジネスの部分を解決していって、Digital 
transformationを起こそうとしているのかと。そう
いうところが本当に大事なところであって、そこの
ところを忘れないようにという教育が大事だなと
思って、日々取り組んでいます。
　実際に、そのカリキュラムを組んでみたりして、
それで、専門課程とかに向けて、基礎的な技術とか
を結構やっていると、あまりそれをやり過ぎると、
その技術の部分にばかりフォーカスが行ってしまう
ので、君たちが本当にやるべき部分は、課題発見だ
とか、問題解決なんですよってことを、きちんと覚
えてもらうために、１年生の段階から、スーパー
マーケットに、実際に見学とかに連れていったりだ
とか、それで、そのスーパーマーケットの店長に
なったつもりで課題を解決しなさいというような形
で演習をさせています。
　今年は、コロナでこういうことになってしまいま
したので、昨年度、１年目は、学生全員連れていっ
たりしたんですけれども、今年は、その代表の学
生、１人か２人かにカメラだけ持たせていって取材
させるだとか、店長さんともオンラインでミーティ
ングしながら、お店の課題について教えていただく
だとか、こんなことをしたりしています。
　現場で、DXだとか、そういうことを意識づけし
てはいきたいんですけれども、どうしても、そのス
キルも教えなきゃいけないので、寿司のネタとかを
分析させたりしていると、分析はできるようになり

ましたと。データに触れるようになりましたと。で
も、だから、お店様に対してどういう提案をしたら
いいのか分かりませんというふうに、課題発見の部
分の相談が、今、増えてきてしまっているのは、な
かなか、先ほどのDXの話と同じで、何がもともと
やりたかったことであって、それに対して、データ
の分析というのは、どういう役割なのかというとこ
ろを忘れがちになってしまうからですね。ですの
で、この辺りは、しっかり思い出してほしいなとい
うふうに思っているのが、最近、教育をしながら感
じているところです。
　これから、本日、パネリストの皆様に話していた
だきますけれども、一番大事なポイントというの
は、導入されている、その個々のAIだとか、そう
いう技術も大事は大事なんですけども、一番大事な
のは、その解決したかった課題の部分だと私は考え
ています。どういう課題を解決したくて、それに対
して解決するために導入された技術やAIに、どん
なものがあったかと。これも非常に参考になると思
いますので。
　さらに、もう一つ言いますと、こういうAIだと
かというのは、導入するときに、なかなかその効
果、例えば、こういう技術を導入したら、どんな効
果が得られるということが承認されないと、組織の
中ではお金がつかないわけなんですけれども、そこ
の苦労話というのは、二番目に大事なポイントだと
思います。
　最後に大事なのが、こういうAIだとかの技術の
評価というのは非常に時間がかかります。例えば、
だからAIを導入して、予算がこういうふうに、こ
れぐらい削減されたというのは非常に分かりやすい
んですけれども、例えば、それ利用する人がどう感
じただとか、定性的に測らなきゃいけない部分とい
うのはなかなか時間のかかるところなので、今後、
どのように自治体の皆様が続けていこうと考えてお
られるのかと。そういう方針というのは非常に重要
だと思いますので、こういったところをポイントと
して、皆様には聴講いただければと思います。
　それから、パネリストの皆様にも、こういった部
分につきまして、後ほど議論させていただければと
思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。
　以上で、私からの導入の講演を終わらせていただ
きたいと思います。ありがとうございました。
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○笹嶋　それでは、パネルディスカッションに移っ
ていきたいと思います。

　　　　まず最初に、本日、パネリストでお越しい
ただいています神戸市、伊丹市、加古川市の
皆様から、それぞれ10分程度で、各市の取組
を御紹介いただければと思います。

　　　　では初めに、神戸市の森様から取組の御紹
介をよろしくお願いします。

○森　　はい。神戸市情報化戦略部の森と申しま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

　　　　時間も限られていることですので、神戸市
の取組を御紹介します。

　　　　神戸市のデジタル化の取組でございますけ
れども、阪神間どこの自治体も同じだと思う
んですけれども、25年前の阪神・淡路大震災
から、ずっと業務改革を続ける中で、大きな
転機になったのは、平成29年の働き方改革の
推進チームの設立と、あと、今回のコロナが

非常に大きな転機になったということでござ
います。

　　　　特に、平成29年６月に、神戸市では働き
方改革推進チームというのを、ほかの自治体
に先駆けてつくりまして、市民サービスの
改革、それから職員の働き方改革のために、
ICTをどう活用して、業務改革をしていくの
かということをずっと進めてきております。
これは業務改革部門、情報化部門、いわゆる
職務の服務労務を担当する部門、この３つが
一体になって進めてきているというところで
ございます。

　　　　神戸市の働き方改革の目指す姿としまし
て、職員に関しましていうと、例えば、在宅
勤務ですとかテレワークといった柔軟な働き
方。特に、子育てですとか介護、こういった
業務。あるいは、職員がほかで能力を高めた
いというもののニーズにも応えられるような
柔軟な働き方。それから、業務の省力化です
ね。徹底したペーパーレスですとか、あるい
は電子化、こういったこと。それから、あ
と、やはり、テレワークとか在宅勤務をやり
ますと、どうしても顔を合わせる機会がなく
なりますので、庁内、どうやってコミュニ
ケーション取っていくかといったところを、
デジタル技術を用いて解決していこうという
ことでございます。

　　　　また、いわゆる職員の、市民とのフロント
部分ですね、区役所の業務改革につきまして

研究発表大会全体会

パネルディスカッション要旨
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　　　　　大田　幸正（伊丹市総務部総務室情報管理課長）
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コーディネーター：笹島　宗彦（兵庫県立大学社会情報科学部准教授）
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は、スマートで優しい市民サービスというこ
とで、とにかくもう、わざわざ役所に来なく
てもいい。なるべく来ないでくださいといっ
た部分であるとか、あるいは、来ていただい
ても、なるべく分かりやすく、そしてなるべ
く早く手続が終われるということ。それか
ら、時間と場所を問わず、自分の欲しい情報
が手に入る、あるいは、分からないことが分
かるような状況に持っていくということを目
指す姿としております。

　　　　29年６月に、推進チームを結成しましてか
ら、例えば、バックヤードの業務を集約した
りですとか、フリーアドレスを入れたり、あ
るいは、フレックス、それから、ペーパーレ
スの徹底ですね。

　　　　それから、AI。先ほど先生からお話があっ
たのは、AIの導入といったことですとか、
あるいは、ウェブ会議の本格的な導入。それ
から在宅勤務の取得要件も、それまで育児・
介護を対象にしていたものを、自分が効率よ
く仕事をできるんだったら別に構いませんよ
ということで緩和をしたりですとか、あるい
は、庁内の無線ＬＡＮ、コミュニケーション
のためのグループウエアを入れたりといった
ことをずっとやってきておりますというとこ
ろですね。

　　　　それから、最近ですと、サテライトオフィ
スを入れたりですとか、消耗品の調達のシス
テム化をしたりですとか。それから、来年度
からは、手続のスマート化ということで、ま
た後ほど御説明しますけれども、といったこ
とも本格化させていくということをずっと続
けておりました。

　　　　そこで起きたのが、今回のいわゆるコロナ
でございます。神戸市は、兵庫区役所でも職
員の感染が発覚をしまして、窓口を１日もう
完全にクローズをしなければならないといっ
たことですとか、あと、出勤を７割停止する
といったことがやはり要請されまして、今ま
でのその働き方改革の方向性自体は、もちろ
ん間違ってなかったんですけれども、とにか
く、これをもっとスピードを上げていく必要
性に駆り立てられているというのが実情でご
ざいます。

　　　　その中で、やはりデジタルを使って、単に
物事をデジタルに置き替えるということでは

なくて、デジタルで変えていくということ。
Digital transformationを進めていかなければ
いけないということで、この辺は、恐らく皆
さん、非常によく御承知のことかと思うんで
すけれども、神戸市の置かれた、自治体の置
かれた、こういった環境下においても、豊か
で質の高い市民生活ですとか、あるいは、将
来の持続的な成長、あるいは安全で安心なま
ちづくりというのは、ずっと将来に渡って続
けていかなければいけないという中で、やは
り、神戸市は、Digital transformationに取り
組んでいくことにしております。

　　　　例えば、オープンデータですね。オープン
データのポータルサイトもつくっておりまし
て、データカタログもつくっているんです
けれども、この辺というのは、神戸市まだま
だ、やっぱり取組としては遅れているなとい
うのは、私は認識をしているところですけれ
ども、例えば、今回のコロナ禍では、オープ
ンデータとして提供しているものをメディア
が自由に使ったりですとか、それを広めてい
ただくことで、市民が、別に誰かに言われる
までもなく、与えられた情報の中で、自分
が得た情報に基づいて、正しく適切な行動を
取っていただくという、そういった自立した
市民の行動を促すということはできたのかな
というふうに考えております。

　　　　それから、行政手続のスマート化ですね。
スマート化というか、分かりやすくいうと、
基本的には、オンラインで自分の手続がで
きますよ、わざわざ役所の窓口に来なくても
いいですよという環境をつくるんですけれど
も、目的としては、はっきりしております。
利便性の向上と、あと、やはり、窓口開ける
と職員が頑張らなければいけないので、それ
だけ人手取られますよねということで、来な
きゃ、別に、窓口というのは、そんなに大き
く広げる必要はないので、業務生産性も上が
りますよね。バックヤードもデジタルにする
と省力化しますよねということ。

　　　　それとあと、デジタル。スタートから終
わりまで、ゴールまでデジタルにすると、業
務のデータが取れます。どこで、誰が、ど
う迷って、時間がかかってるのかということ
が、データとして可視化できますので、それ
に基づいて、BPRをやっていくということを
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神戸市は狙っています。令和７年度末まで
に、スマート化のカバー率、これを70％にと
いう明確な目標を立てまして、これから進め
ていくというところでございます。

　　　　それから、職員のICT、デジタル技術のス
キルの向上ということで、いろいろ今まで、
システムをベンダーさんにつくってもらって
いたのを、自分らでつくれたら早いじゃない
の、あるいは修正も早いじゃないのというこ
とで、これは新聞でも報道されました、マイ
クロソフトと連携をしまして、コロナ対策と
いうことで、チャットボットですとか、ある
いは申請状況の検索サイトですとか、あるい
は音声での案内、こういったことをしたりで
すとか、あるいは、サイボーズのkintoneと
いう製品、こういったものを使って、どんど
ん、それぞれの職場で、業務改革を進めて
ください、あるいは業務の効率化を進めてく
ださいということで、これ、特にkintoneは、
それほどデジタルに精通してない職員でも、
いろんなアプリですとか、システムが組める
ということで、今、非常に神戸市の中でも活
用が広がっているところでございます。

　　　　あとは、テレワークですね。こういったも
ので、コロナのときにも、非常に数は不十分
でしたけれども、今、大体、いっときで、最
大で、同時に2,000人が在宅で、自分のデス
クと同じような業務ができるような環境とい
うのを一応つくっていますということです
ね。それは、ペーパーレスですね。これはも
う言うまでもなく、デジタルツール、あるい
はDXを進めていこうと思うと、情報がアナ
ログになっているとまずデジタルに置き替え
る手間が発生しますので、これは、はなから
デジタルにしましょうということで、この辺
は徹底を進めていると。

　　　　ほかにもいろいろ、テクノロジーの活用
事例というのはあるんですけれども、神戸
市は、その取り組むDigital transformationの
本質ということなんですけれども、これから
非常に激しい、既にもうそうなんですけれど
も、変化の激しい社会になっています。ある
いは、今回のような、コロナみたいなことと
いうのは、今まで想定できなかったんです
けれども、これからは普通に起こって当たり
前ですよね。それから、市民のニーズが非常

に多様化しています。生まれた場所、家族構
成、あるいは本人の好み、宗教。あるいは、
もしかしたら国籍とかLGBTとか、そういっ
たものもあるんですけれども、これにいかに
きめ細やかに対応していくかということが、
やっぱり重要になってくるだろうと。

　　　　あるいは、自治体が自ら社会課題を完結し
て、解決していくという時代ではないと思い
ます。民間で得意な人は、そちらと一緒に連
携してやっていくということが重要になって
きますし、あるいは、そういった方にサービ
スを担っていただこうとすると、やはり情報
をどんどん出していかなければいけないとい
うことで、多様な担い手と共に新たな価値を
もたらすということ。それから、市民に、や
はり、情報を積極的に開示していって、市民
に適切な判断ですとか、行動を取っていただ
こうということで、我々が全てカバーをする
というのは、やはり難しいですし、特に、災
害のときには、自ら命を守るということを、
やはり、御自身で判断できるような、そう
いった情報提供をまずしていくと。そうした
ことをして、さらに、職員は、業務生産性の
向上を極めていって、公務員として、本当に
やらなきゃいけない仕事に専念をするという
ことを目指す。これに向けて、デジタル技術
を徹底して活用していくというのが神戸市の
Digital transformationの本質だというふうに
考えております。

　　　　非常に雑駁ではありましたけれども、私か
ら、神戸市の今の取組とについての説明は以
上でございます。ありがとうございます。

○笹嶋　森様、ありがとうございました。非常に興
味深いお話でした。

　　　　では、続きまし,て、これに関する討論で
すとか質疑ですとかは後のほうでまとめて行
いますので、一旦、次の方に替わっていただ
きたいと思います。

　　　　次は、伊丹市の大田様から、伊丹市の取組
についての御紹介をよろしくお願いします。

○大田　Smart Itami宣言。伊丹市の新しい働き方
への取組について、御紹介させていただきま
す。

　　　　伊丹市は、全国初の自動交付機をはじめ、
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まちなかミマモルメという、見守りカメラに
設置したビーコンを使って、子どもや認知症
高齢者の見守りサービスというのを全国で初
めて開始しております。

　　　　先ほど、笹嶋先生からも御紹介いただき
ましたけれども、伊丹市は、令和４年11月
に、新庁舎の整備を目指しております。市民
の安全、安心な暮らしを支え、夢と魅力があ
ふれる庁舎を基本理念としまして、４つの基
本方針を掲げています。このうち質の高い行
政サービスを実現する庁舎という中で、AI、
RPAの取組やペーパーレス、キャッシュレ
スというような取組も進めてまいります。

　　　　まず、伊丹市がSmart Itamiに取り組む背
景でございますが、大きく４点ございます。

　　　　１つが、今後、労働人口が減少していく中
で、スマート自治体への転換が求められてい
ること。それから、AIやRPAなどの新しい
デジタル技術の進展があること。それから、
ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめと
した、働き方改革関連法への対応。そして、
新庁舎への整備に対応した新しい働き方への
変革。こういった背景がございます。

　　　　そこで昨年の６月、市長からSmart Itami
を宣言をしまして、超勤レス、ペーパーレ
ス、キャッシュレス、この主に３つのレスの
取組を進めていくこととなりました。

　　　　まず１つ目、RPAの取組です。業務の自
動化として、RPAというのがいろんなとこ
ろで、官民問わず使われておりますが、伊丹
市では、平成30年度に、幾つかのツールを実
証実験という形で使って、まず、省力化への
可能性というのを確認しまして、昨年度は、
国の革新的ビッグデータ処理技術導入推進事
業、こちらを活用しまして、主に税務のほう
での取組を始めました。

　　　　当初は、税業務において、特別徴収の異動
届など、５つの事務に対して取り組む予定で
したが、取り組んでいく中で、税務部門の
ほうから、積極的に、この業務でも使えるん
じゃないかというような声が出てきまして、
最終的には21業務に対して導入をしておりま
す。

　　　　この結果、トータルで830時間、約71％の
業務時間の削減が可能となりまして、かつ、
今まででしたら、システムの利用権限によっ
て、特定の職員に集中していた事務の負荷分
散にもつながりましたし、入力ミスや手戻り
が減って、職員の心理的負担が軽減されると
いう効果も見受けられました。

　　　　そして、今年度、Smart Itamiの取組をさ
らに進めていくために、一般財団法人地方自
治研究機構との共同調査研究事業という中
で、大きく４つの取組をしていくことになり
ました。その中で、AIの活用による業務効
率化の効果検証。それから市民、職員のニー
ズ把握。先進自治体の事例調査。それから、
ペーパーレスに向けた削減計画の検討。そし
て最終的に、新庁舎における次世代型の総合
案内はどうあるべきかというような研究でご
ざいます。

　　　　今回、伊丹市のほうでといいますか、AI
には大きく４つの観点で分類されると考えて
おります。

　　　　まず１つが、機能強化、それから代替えと
いう、このどちらに当てはまるかというよう
な観点。それから、職員向けの業務生産性向
上の取組なのか、住民向けの住民福祉増進の
取組なのかというところです。

　　　　今回、その共同調査研究事業で取り組んだ
のは、この赤い図形で囲んだ４つの取組と、
AIコンシェルジュの在り方の研究になりま
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す。
　　　　まず初めに、AIチャットボットの取組に

ついて御紹介させていただきます。
　　　　伊丹市では、新型コロナウイルス関連の業

務が非常に輻輳して、特に、特別定額給付金
の問合せ等で、電話が殺到するという状況が
５月から始まりましたので、これを解消すべ
く、新型コロナウイルス関連のQAのみ５月
20日から先行して取組を開始しまして、その
後、８月中旬から、全カテゴリーに拡大して
導入をしております。

　　　　 簡 単 に、 画 面 の 流 れ を 説 明 し ま す と、
LINEからでも、スマートフォンからでも、
パソコンからでもいけるんですが、「しつぎ
おとうふ」君という豆腐のマークのアイコ
ンを選択していただきますと、このように
チャットの画面が出てきまして、メニューか
ら選択していただくこともできますし、質問
の入力欄に、キーワードを入力すると、それ
に関連する言葉が表示されます。

　　　　このように、インフルエンザと入れていた
だきますと、インフルエンザに関連する回答
のメニューというのが表示されまして、それ
を選択しますと、このように簡単に内容を表
示しまして、このリンクをたどっていきます
と、ホームページが案内されるというもので
ございます。５月から取組を始めまして、９
月までの状況を、こちらの表にまとめさせて
いただいております。

　　　　まず初め、緊急事態宣言が始まり、特別
定額給付金のオンライン手続が５月から始ま
り、そういった中で、コロナウイルスに特化
したAIサービスを開始しました。

　　　　その後、７月中旬から８月にかけて全カ
テゴリーへの対応を進めます。その過程で、
ちょうど、この第２波というのが、この７月
から８月にありまして、それに沿うような形
で問合せの件数も増えておりました。

　　　　併せて、市民の方にアンケートも取りまし
て、声としましては、24時間使えること、電
話窓口よりも気軽に使えること、ホームペー
ジの検索よりも簡単に使えるといった評価を
いただきました。

　　　　そのほかの取組として、AI OCRでは、手
書きの文字をAIの機能を使って読み取ると
いう実験もしました。こちらの方は、用紙の

汚れとかチェックするマークを誤読してしま
うということとか、自治体特有のネットワー
ク間のデータの移動に手間がかかるというこ
とも確認できました。

　　　　また、議事録の方では、特に会話辞書とい
うのをあらかじめ登録することで、正当率が
向上するということが確認できました。およ
そ、人が手作業でやるよりも半分ぐらいの時
間で、議事録が作成できるということが確認
できました。

　　　　最後に、多言語翻訳になりますが、こちら
の方は、日本語から外国語に変換して、さら
に、その外国語を日本語に再翻訳するという
ことで、音訳された内容が正しく伝わってい
るかどうかという確認もできましたし、通訳
者を介さずに相談ができるということで、市
民の方からも好評をいただいております。

　　　　伊丹市の取組は以上になります。

○笹嶋　はい。大田様、ありがとうございました。
　　　　また、質疑とかディスカッションについて

は、この後でまとめて行いたいと思います。
　　　　では続きまして、加古川市の藤原様、よろ

しくお願いします。

○藤原　はい。よろしくお願いします。
　　　　それでは、加古川市におけるICTの取組に

ついて、簡単に御説明させていただきます。
　　　　まず、本市は、まち・ひと・しごと創生総

合戦略において、子育て世代に選ばれるまち
を掲げて政策を進めているところですけど
も、県下でも犯罪発生件数が多く、平成27年
には、加古川河川敷で殺人事件が発生するな
ど、市民の安全・安心の確保というのが大き
な課題でした。

　　　　そのような中で、本市の一大事業となった
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のが、見守りカメラ、見守りサービスの事業
です。平成28年度から検討を進め、平成29年
度、30年度の２年間で、小学校の通学路を中
心として、市内全域に約1,500台のカメラを
設置しました。地図上の赤い点が見守りカメ
ラの設置場所であって、全域をカバーしてい
ることが分かります。地図の上の写真が、見
守りカメラの写真ですけども、カメラを設置
した電柱には、この緑色のシートを張って、
防犯効果を高めています。なお、カメラ画像
は、警察の捜査協力として提供するほか、条
例で厳格に運用するよう定められています。

　　　　そして、見守りサービスです。見守りカメ
ラの中に、BLE機、Bluetoothの検知器を搭
載し、左下の写真にあるBLEタグを持つ子供
や高齢者の位置情報を御家族に知らせるとい
うサービスを官民共同事業として実施してい
ます。

　　　　次に、データ利活用型スマートシティ推
進事業ですけども、見守りサービスをさらに
高度化するために、平成29年度に、総務省の
データ利活用型スマートシティ推進事業費補
助金を活用して日本郵政と協定を締結の上、
郵便車両にも検知器を設置しました。

　　　　また、市の公式アプリであるかこがわアプ
リを開発し、こちらにも検知機能を搭載しま
した。現在、約4,000ユーザーが登録されて
おり、見守りカメラ、かこがわアプリ、公用
車、郵便車両、合わせて5,900の検知器で市
内を検知することで検知精度を高めていま
す。

　　　　もともと、この見守りサービスは、子供の
見守りを前提に検討が進められ、見守りカメ
ラの設置場所も通学路を中心に検討がなされ
ました。現在は、認知症高齢者の行方不明事
案にも効果を発揮するということで、高齢者
に向けた勧奨も進めているところです。

　　　　次に、かこがわアプリについてです。これ
は加古川市の行政情報の入り口となるスマホ
アプリで、現在、１万6,369人の方にダウン
ロードしていただいています。画面の下のほ
うにアイコンが並んでいますけども、防災ア
プリや子育てアプリなどの、加古川市のほか
のアプリや、市のホームページ、バスロケー
ションシステムなどの他サイトへのリンクが
張られており、かこがわアプリから加古川市

のいろんな情報へすぐ展開できるようになっ
ています。

　　　　また、先ほどお話ししましたように、かこ
がわアプリの機能として、見守りタグの検知
の機能があります。11月末現在で3,975人に
ユーザー登録していただいているんですけ
ども、ログインして見守りのアイコンを押す
と、見守りタグの検知器となります。ウォー
キングや散歩に出られるときに、見守り機能
をオンにしていただき、見守りタグの検知を
支援する見守りボランティアとして活動して
いただくことを推奨しています。

　　　　次に、プッシュ通知機能ですけども、ユー
ザー登録していただいたときに、年齢や性別
等の属性を登録していただいており、その属
性や位置情報で通知する対象を絞って通知す
ることができる機能となっています。

　　　　もっと利用者を増やすという命題はありま
すけれども、ユーザー登録されている方は30
代、40代の方が多く、一番行政に遠い方が利
用していただいている点というのは、個人的
には評価しているところです。

　　　　そして、かこがわアプリは、共同利用を目
的としてオープン化しています。見守りカメ
ラの設置には大きな予算が必要になります
が、アプリを利用することで、容易に見守り
サービスが導入できることになります。

　　　　実績としまして、平成30年度は662件。令
和元年度は876件の映像データを警察へ提供
しており、犯罪解決に役立っているようで
す。このグラフは人口1,000人当たりの犯罪
発生件数を示したもので、オレンジ色が兵
庫県全体、青色が加古川市のデータとなりま
す。もちろん、地域の防犯活動は継続されて
いますので、カメラを設置したからと断定
できるわけではないですけども、市内の犯罪
発生件数は減少して、県を初めて下回ること
もできました。これらの取組が評価されて、
30年度には、国交省の先進的まちづくりシ
ティーコンペにおいて、国土交通大臣賞を受
賞しました。

　　　　ここ最近の取組を幾つか御紹介させていた
だきます。

　　　　まず、認知症の早期発見に向けた実証実験
についてですけども、認知症を発症する前の
軽度認知障害の段階で治療すれば、進行を遅
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らせたり、うまくいけば回復する可能性もあ
ると言われています。行動パターンから、軽
度認知障害を発見するAIエンジンを開発で
きないかということで、昨年度、NTTデー
タ、アルソック、ジョージ・アンド・ショー
ンと加古川市の４者で協定を結びました。

　　　　加古川市民の方にモニターとして参加して
もらい、睡眠センサーや電力センサー、見守
りサービスにおいて行動データを取得し、そ
のデータによってAIエンジンを開発すると
いう実証実験を、今年度まで実施していると
ころです。

　　　　このAIエンジンの開発は、ジョージ・ア
ンド・ショーンさんが、これまでにも研究さ
れてきたもので、今回の実証実験ですぐに実
用化されるものではないかもしれませんけれ
ども、市民にも参画してもらって、未来への
社会貢献を行うということで、意義のあるも
のだと考えています。

　　　　次に、市民参加型合意形成プラットフォー
ムについてです。今年度、本市スマートシ
ティのビジョンを示す加古川市スマートシ
ティ構想を策定しているところです。庁内で
ワーキンググループをつくって、いろんな意
見をもらったんですけども、どうしても行政
目線になってしまって、市民目線の意見が
なかなか集まらないというところが課題でし
た。そんなときに、Code for Japanさんが、
自分たちが主体となって町をつくろうとい
うDIY都市というコンセプトを提唱されまし
た。そのコンセプトに共感して、ぜひ、本市
のスマートシティ推進に協力してもらいたい
という思いから、10月15日、協定を締結させ
ていただきました。

　　　　協働事業の第一弾として、今、進めてい
るのが、市民参加型合意形成プラットフォー
ム、Decidimです。Decidimとは、バルセロ
ナで開発された、市民が政策立案に参画する
ためのオンラインツールで、これをCode for 
Japanさんが日本語化されました。イメージ
としては、ツイッターやフェイスブックな
どのSNSに近いもので、１つのテーマに対し
て、市民と行政が議論を深めることができま
す。10月30日から11月27日まで、アイデア収
集フェーズとして、骨子案に対する意見を求
め、160ユーザーから178のコメントがありま

した。
　　　　これまで、市民からの意見聴取といえば、

審議会やパブリックコメント等がありますけ
ども、審議会では、委員さんは関係団体の代
表であったり、公募委員の方も数名程度でし
た。また、パブコメは意見をもらって回答す
るという一往復だけになります。Decidimは、
誰でも何人でも参加できますし、意見のやり
取りも納得するまで可能です。さらに、時間
や場所の制約がないので、これまで参加した
くてもできなかった子育て中の方や、会社員
の方なども気軽に参加することができます。
今回は、試行的に実施していますけども、こ
れからこういった手法がスタンダードになる
のではと期待しているところです。

　　　　最後に、行政内部事務におけるICTの活用
についてです。

　　　　RPAについては、昨年度より運用を開始
し、住民情報システム、内部管理システムの
入力事務などで活用しています。運用として
は、業務主管課から依頼を受け、情報政策課
の職員が作成します。処理自体は、アクセス
のマクロをつくるようなもので、そんなに難
しいことはないようです。処理実行も情報
政策課が行い、資産管理が煩雑にならないよ
うにしています。実績として、今年度上半期
で、定額給付金の処理も含めて、約4,700時
間の削減となっています。

　　　　AI議事録については今年度８月に導入し
ました。実績としては、10月末までに50会議、
約380時間の削減となっています。ただし、
削減時間の計算方法は、会議の５倍議事録作
成にかかると見込んで、そのうちの７割が削
減できるという理論値になりますので、あく
までも目安となります。

　　　　AI OCRについては、現在調達が完了し
て、本番運用に向けて準備をしているとこ
ろです。今後、AI OCRが本格的に運用され
始めると、AI OCRからRPAに連携する処理
が増えてくることが見込まれます。そうなる
と、RPAの作成業務が増加し、情報政策課
の職員の負担が増加するという可能性もあり
ますので、今後は、RPAを業務主管課に任
せるということも考えなければいけないと考
えています。

　　　　これらで人件費が下がるのかといったこと
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を言われる方もいらっしゃるんですけども、
節約した時間を業務改善に生かして、さらな
る効率化を進めるといったふうに、地道に改
善を重ねて、大きな成果に結びつけていくこ
とが大切だと考えています。

　　　　今後も市民の声を大切にしながら、市民の
QOL向上のためのサービスを展開し、合わ
せて行政事務の効率化も推進していきたいと
考えているところです。

　　　　以上で、加古川市の説明を終わります。あ
りがとうございました。

○笹嶋　はい。ありがとうございました。
　　　　ここまで、パネリストの皆様、神戸市、そ

れから伊丹市、加古川市から、それぞれの自
治体の取組を御紹介いただきまして、非常に
興味深いといいますか、まさに、実際の現場
にAIを導入されて、様々な苦労をされてい
るということが非常によく分かりました。あ
りがとうございました。

　　　　これからはパネルディスカッションに入っ
ていきたいと思うんですけれども、幾つか共
通の御質問といいますか、それをちょっと用
意しておりますので、それについて少しずつ
やり取りをしながら、視聴されてる方から、
チャットとかそういったところからももし質
問があれば、また随時取り入れられるものは
入れていくという形で進めていきたいと思っ
ております。

　　　　では、まず初めに、パネリストの皆様に、
共通でお聞きしたいことの１つ目なんですけ
れども、まず、本日、御講演いただいた取
組のいずれか、どれでも、全部でも構いませ
んけれども、そういうものを導入された前後
で、職員の皆様ですとか、市役所を利用され
ている市民の皆様ですとか、そういったとこ
ろで、何か目立った変化といいますか、何か
見られたことはありますでしょうか。

　　　　森様から順番にお聞きしたいんですけれど
も、よろしくお願いします。

○森　　はい。２つほどありまして、１つは、今回
のコロナの定額給付金で、マイナポータル
を通じて神戸市オンラインで申請された方っ
て、全体の70万世帯のうちのわずか５％に満
たなかったんですけれども、別途、神戸市が

コロナ対策で中小企業向けに用意した補助金
ですとか、あるいは、最近始めた、ひとり親
世帯の高校生の通学定期代の補助、これを別
のオンラインの申請の方法を用意をしたんで
すけれども、こちらは、それぞれオンライン
での申請率が80％、90％超ということで、オ
ンラインの申請の、ちゃんと口をつくって仕
組みを用意をしてやれば、市民の方は、やは
り便利なほうを選ぶんですよというところが
一点。

　　　　 そ れ と あ と も う 一 点 が、 先 ほ ど、 私、
Kintoneなんかの事例を取り上げたりとかし
たんですけれども、特に、業務でいろいろ、
やっぱりアナログな仕事のやり方ですとか、
あるいは、紙の処理で苦労をしている職員
に、道具を使ってこういうことができるんで
すよということを見せてやると、やはり知恵
は現場にありますので、いろんな使い方をし
てきて、今までの仕事のやり方を変えてもい
いんだとか、あるいは、こんなことができる
んじゃないかという、そういった創意工夫
が、大分現場で出てくるようになってきまし
た。そういった意味では、何か今までどおり
仕事をやるのではなくて、何かを変えていこ
うという、そういった芽が着実にこの組織の
中で出てきているというのは、２つ、非常に
大きな点だというふうに思っています。

　　　　以上です。

○笹嶋　はい。ありがとうございました。
　　　　続きまして、同じ質問で、伊丹市様いかが

でしょうか。

○大田　そうですね。まず、RPAのほうでは、シ
ナリオの開発に携わった担当者が、何とかし
て、RPAにどうやったら仕事をさせられる
のかというところ、今までのやり方をどう変
えたらいいのか。いい意味で、どうやった
ら、もうちょっと楽に仕事ができるかという
のを考えるようになってきていますので、結
果的に、それが意識改革とか、業務の効率化
につながっているところがあると思います。

　　　　もう１つは、AIチャットボットを使うこ
とによりまして、今まで、電話だと、その電
話を受け付けた担当者しか市民からどういう
声があったのかというのは把握できなかった
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んですけれども、チャットボットですと、デ
ジタルで、どういう問合せがあって、どうい
う回答をしたのかというのが残りますので、
そういう市民が求めている情報の見える化に
つながっていると感じております。

　　　　以上です。

○笹嶋　はい。ありがとうございました。
　　　　続きまして、加古川市様いかがでしょう

か。

○藤原　はい。まず、市民に対してですけども、見
守りカメラを設置したことで、特別、個人の
生活に影響するものではないんですけども、
市民意識調査というアンケートを毎年実施し
ていまして、昨年度の市民意識調査の中で
は、見守りカメラの認知度というのが67％と
いうことで断トツに高い認知度を誇っていま
した。

　　　　また、子供の見守りやパトロールなどの安
全対策についての満足度というのも、平成28
年度の63％から令和元年度は66％いう形で、
微増ですけども、安全に対する満足度も上
がっているので、そういう意識は高くなって
いるのかなと。

　　　　今回、御紹介はしませんでしたけども、定
額給付金の加古川市版オンライン申請という
のをやりまして、全国的にも高い評価をいた
だきました。これに対しては市民からも反響
が大きくて、担当課は、新型コロナ対策の課
なんですけども、お礼のお手紙をいただいた
りだとか、ツイッターなどでもお褒めの言葉
をたくさんいただいたりとかいう形で、こち
らの方はすごく評価が高くて、ICTの便利さ
というのをすごく実感してもらえたのではな
いかなと思います。

　　　　職員に対しては、こういったICTの取組を
する中で、スマートシティという言葉を、市
長からも、何かあるごとに、職員に伝えてい
ただいていますので、スマートシティという
言葉を知っていますだけだったのが、大分、
当事者意識を持てるようになってきたのかな
と感じています。

　　　　今、構想をつくっているところで、構想を
策定して、みんなでやりましょうという意識
醸成をどんどん図っていきたいなと思ってい

るところです。
　　　　以上です。

○笹嶋　はい。ありがとうございました。
　　　　今、１つ目の質問に関しまして、皆様にお

聞きして、共通に感じたことなんですけれど
も、やっぱり職員の方といいますか、現場
の方の意識というか、……だんだん意識が変
わってきたと。

　　　　よく言われていることに、なかなか現場と
いうのは、こういう新しいものを導入してい
くと、何か反発といいますか、抵抗といいま
すか、古いやり方を守ろうとしたりするとい
う、何か抵抗のようなものがあるというよう
なことも言われることがあるんですけども、
そういったことに関しては、皆様どうお感じ
でしたか。

　　　　次の苦労話のところにもつながっていくと
は思うんですけれども、現場サイドでも、市
民サイドでもそうなんですけれども、何かこ
こが難しかっただとか、こういうとこ、苦労
されただとか、そういうことってございまし
たでしょうか。

　　　　そしたらまた、順番にお聞きしましょう
か。神戸市様から順番に。はい。

○森　　はい。そういった意味では、苦労という
か、今でもそれはもちろん苦労してるんです
けれども、現場の方というか、我々公務員は
押しなべてそうだと思うんですけれども、基
本的に昨日やっていたことを今日やれば、あ
したも給料がもらえると、そういう文化の中
で育ってきています。昨日までやっていたこ
とが要は善だということで、そういう文化の
中で育っていると、変化に対して、やはり変
化をしなければならないということに対して
ものすごい不安感を覚えます。その不安感と
いうのは、変化をさせたことで批判されると
いうことに対してものすごく不安で、そうい
うことを経験したくないから物事を変えたく
ないという、そういう心理に陥っているん
じゃないかなというふうに思っています。

　　　　ですので、１つは、やはり例えば、あえて
変えて、挑戦をして、失敗をしたことに対し
ては、現場の人を責めないという、そういう
安心感というのは必要なのかなということが
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一つ。あと、もう一つは、例えば、これは民
間の企業なんかでもそうなんですけれども、
市場環境が劇的に変わっており、公務員とか
役所を取り巻く環境も劇的に変わっている中
で、変化をしないということが許されますか
ということを、これは逆張りなんですけれど
も、厳しく問うていくことというのはやりま
した。

　　　　直接、もちろん、現場の職員に対して、そ
れを投げかけたというわけではないんですけ
れども、その辺を意識改革という、北風と太
陽的な、そういう意識改革というのは、やっ
ぱりせざるを得ないというか、当然やってい
かないと進まないかなというのは、私の中で
は感じています。

○笹嶋　はい。ありがとうございます。
　　　　では、続きまして、伊丹市様いかがでしょ

うか。

○大田　今年度、AIに関する汎用的なAIの利活用
というところでの実証実験を進めているんで
すけれども、どうしてもAIが万能というよ
うなイメージを、いろんな方、持ってらっ
しゃってて、実施にやってみると、あれ、こ
んなこともできないの？ということが結構
あったりするんですね。

　　　　それは、実はAIに問題があるというより
は、我々のふだん取り組んでいる業務の在り
方だったり、見せ方だったりというところの
問題が、AIによって浮彫りにされたという
ところがあったと思います。

　　　　例えば、チャットボットでいいますと、大
体準備されている質問のうち３分の２ぐら
いしか対応できなくて、残りの３分の１と
いうのは、実は対応する市のホームページ
がなかったりといったこととか、あるいは
AI OCR読んでみたけれども、うまく読めな
かった。原因は何かというと、枠が小さかっ
たりとか、枠が区分されてなかったりという
ところだったりします。

　　　　これは、AIだからというよりかは、もと
もと、やっぱり人が書くに当たっても枠が小
さいなとか、そういう問題はあったと思うん
ですね。そういったAIの取組を通じて、根
本というか、根幹にある課題というのが浮彫

りにできたのかなというところが効果として
あったかなとは思います。

　　　　以上です。

○笹嶋　はい。ありがとうございました。
　　　　加古川市様、いかがでしょうか。

○藤原　森部長がおっしゃってたように、職員がな
かなか変化を恐れるというところもあるかと
思うんですけれども、加古川市の現状を見て
ますと、やっぱり平時の業務の繁忙さにもう
いっぱいいっぱいで、なかなか新しいことを
していこうという余力が生まれてないという
ところもあるのかなと思います。

　　　　例えば、軽度認知障害の実証実験なんかに
しましても、こちらのほうから、こんな事し
ませんかというふうに担当課の方に投げたん
ですけども、これについては、いいことじゃ
ないかということで、担当課の方もすごく協
力的に今も進めてくれています。

　　　　そういうところもありますし、何かをし
ようとしたときに、いや、もう今それどころ
じゃないと。業務でいっぱいいっぱいで、そ
んな余裕がないというようなところもありま
す。

　　　　定額給付金の加古川市版オンライン申請に
ついては、もともとこれをやり始めたきっか
けというのが、紙の申請書が返ってきたとき
に、どういうふうにデータ化していくかを話
していて、紙の方には、プライマリーキーに
なる番号はある、あとは結局、口座情報だけ
データを入れればいいんじゃないかというよ
うなところになって、それだったらもう市民
にオンラインで入れてもらったらどうだとい
うようなアイデアが出てきています。市民の
方も便利になるし、それを受ける自治体側も
便利になるというような、ウイン・ウインの
関係ができたというところが成功なのかなと
思います。ICTを入れるときに、行政側の事
務が負担になってしまったら続かないと思い
ますので、そういうところも気をつけていか
なければいけないのかなというふうには思っ
ています。

○笹嶋　はい。ありがとうございました。
　　　　今、お聞きしていて非常に面白いなと思っ
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たのが、何か職場の文化といいますか、現状
を維持していきたいと。実は、私は今までの
キャリアの半分ぐらい民間企業におりました
が、その民間企業の方も、状況としてはあ
まり変わっていないような気がしておりま
して、やっぱり現状を維持したいという圧力
は、どこに行っても強いですね。

　　　　例えば、最近の若い人たちはどうなんです
か。例えば、数年の間に入庁されてきている
ような若い人たちの意識というのは、やっぱ
り現状維持なんでしょうか。

　　　　これ、皆さんにお聞きしたいんですけど、
どなたからでも御自由にどうぞ。

○森　　はい。よろしいですか。
　　　　現状維持かと言われると、やっぱり、そう

いう人とそうでない人がいるというのは当た
り前のことなんですけれども、最近入庁して
きている職員って割と素直な子が多いので、
これがやり方ですというふうに言われると、
そのとおりやるし、割と新しい道具を与える
と、それについて面白がって、いろいろやっ
てみるというのは特性としてあります。

　　　　なので、今の若い職員さん、これもう人材
育成が全てなんだと思うんですけれども、変
化に対応していけるように、もう若いうちか
ら、そういう体験をさせます。そういう体験
をさせると、割と面白がって、こんなこと
もできる、あんなこともできる、面白いやみ
たいな感じで、割と乗ってくれる人がいるの
は、今の若い子って、そういう意味ではいい
かなというふうに私は期待するところです。

○笹嶋　ああ、すみません。ありがとうございま
す。

　　　　ほかの市の方はどうですか。最近の若い方
というか。

○大田　そうですね。伊丹市ですけれども、若い人
というより、特に、自分の子どもとかを見て
いると、もう当たり前のように、タブレット
とか、スマートフォンとか使っているし、入
力も音声入力を当たり前のように使ってい
ます。うちの６歳の娘でも、もう音声入力で
LINEしてきたりとかするような時代なので、
そういうこと、そういう子が、もうどんどん

市役所に入庁してきたときに、本当に今のや
り方でいいんだろうかという危機感は持って
います。

　　　　やっぱり小さな成功事例の積み重ねという
のを、いかに庁内で共有していくかというこ
とが大事だと思っていますので、いろんな
取組の成功事例なり、こういうことできてい
ますよというところをいかに細かく、日常的
に周知していくか、共有していくかというと
ころが１つ鍵になるのかなとは思っています
し、当然そういうことを理解できる部長職、
課長職というのをつくっていかないといけな
いかなと思っております。

○笹嶋　ありがとうございます。
　　　　加古川市様、いかがですか。

○藤原　はい。先ほど言ったように、仕事に追われ
てというような話もありましたけど、構想の
策定をするときに、全課に対してアンケート
を取ったんですけども、その中で、こういう
ふうに変えていくべきだというような意見
も結構あって、ちょっと僕はびっくりしま
した。そういうところもあるので、課題意識
を持っていろいろ変えていったほうがいいん
じゃないかという職員がいるというのも確か
です。そういう職員が何か１つやってみて、
成功できたら、じゃあ、次はこれもいけるん
じゃないかというような、うまく連鎖して
いけば、いいんじゃないかなというふうには
思っています。

○笹嶋　はい。ありがとうございます。
　　　　Zoom側、チャットのほうに、高橋様から

御意見いただいておりまして、何か現状維持
の組織文化に引っ張られていっていますとい
うことなんですけど、ちょっと具体的に、も
し差支えなければ、マイクオンなり、画面の
方にも出てきていただいて構わないんですけ
れども、御意見いただけますでしょうか。

○高橋　はい。三田市役所の高橋と申します。

○笹嶋　どうもありがとうございます。

○高橋　ありがとうございます。
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　　　　笹嶋先生、ちょうど２年ぐらい前、研修来
ていただきましたね。

○笹嶋　ああ、そうですか。その節はお世話になり
ました。

○高橋　こちらこそ。私は入庁８年目でして、ちょ
うど３、４年ぐらい前に、同じ世代の人たち
で、同期の研修とかというのがあったんで
すけど、どうしても組織文化として同じこと
をちゃんとやっていくんだと。ある意味、き
ちんとこなしていくというのは、それはそれ
で大切なことなので、特に、そういう税務で
すとか、そういう同じことをきっちりやらな
いとね、ミスはないようにねという人になる
と、どうしてもその文化というのが、すごく
引っついています。１回ちょっと駄目かもし
れないけど、チャレンジしていこうかという
のが、多分こういうDXとかには必要だと思
うんですけど、そうじゃない精神が、なんか
染みついていってるなというのは、肌感覚と
して感じたなというところですね。

○笹嶋　ありがとうございます。
　　　　それは、やっぱり評価制度ですかね。私、

実は最初に入った会社は、結構古い体質とい
いますか、一部上場ではあるんですけど、減
点法で評価されてるなというのを、いろんな
ところで感じられるような組織だったので、
そういうところだと、やっぱり現状維持にな
りますよね。チャレンジするメリットがあま
り見えてこないといいますか、チャレンジに
対して、だから失敗のリスク取ってるのに、
失敗したときはマイナスにしかならないの
で、それはちょっとあれですよね。

　　　　今ちょっと三田市様の状況といいますか、
肌感覚で感じておられることは、非常に興味
深くお聞きしたんですけども、ほかの市の皆
さんはどうですか。何か、今の、この肌感覚
で、割と若手の方が感じておられることとい
うのは、皆様の市のほうでは。

○藤原　よろしいですか。

○笹嶋　はい。どうぞ、どうぞ。

○藤原　加古川市なんですけども、三田市さんが
おっしゃってたように、例えば、税なんかで
すと、納税通知書を発送します。で、額が間
違えてたといったら、絶対新聞に載るんです
ね。じゃあ、行政の内部では、その対策はど
うするんだとなったら、また二重チェックを
増やすとかいうふうな形になっていって、ど
んどん正確性を増すために仕事を増やしてる
ようなところが今までずっとあったと思うん
ですね。それで、絶対に間違いを犯してはい
けないというような組織風土になっていった
んじゃないかなというのは思います。スマー
トシティについては、新しい業務になります
ので、そこはチャレンジな部分があってもい
いのかなというふうには思っています。

○笹嶋　はい。ありがとうございます。
　　　　ほかの市の皆さんはいかがですか。

○大田　伊丹市です。伊丹市の場合は、市長のほう
からSmart Itamiという宣言を出して進めて
いるということもありますので、そういった
意味では、まだ進めやすいのかなと思ってい
ます。

　　　　去年から今年にかけてワーキンググルー
プ、若手中心のワーキンググループという
のをつくりまして、その中でLINEの活用で
ありますとか、テレワークの取組、それから
チャットツールの取組、そういったものをい
ろいろ使っていって、その下地があって、今
年度いろんな取組につながっているかなとい
うところはあると思います。トップからチャ
レンジしていいよというようなことを出すと
いうのも、１つのきっかけになっているのか
なと思います。

○笹嶋　先ほどの取組の御紹介の中で、OCRなん
かの話だと、加古川市さんからの御意見に
あった税収の話になりますよね。その中で読
取り失敗だとかというのは、そういうのは、
市民の皆さんというか、何かたたかれたりと
かしないんですか。

○大田　そうですね。伊丹で、今年度、AI OCRの
実証実験に取り組んだんですけれども、率と
しては８割から９割ぐらいの読取り率には
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なっているんですけれども、いかんせん、今
でしたら、パンチャーさんに委託をして、パ
ンチ入力してもらっていると。そっちの方の
精度と比べると、まだまだ追いつかないとい
うところと、結局、見直しをしていけるとは
思うんですけど、現状、AI OCRを工程に取
り組んでしまうと、手作業よりもかえって時
間がかかってしまうというような結果が出て
しまっています。ここは、例えば、部分的に
使うとか、特定の事業所から来るものだけを
使うとか、もうちょっと工夫が必要なのかな
とは思っていますけれども、そういったとこ
ろがクリアできたら、進めていけるのかなと
いうのが今年度の実感です。

○笹嶋　ありがとうございます。
　　　　やっぱり、だから、税務に使えるほどの、

やっぱり、それはクリティカルですよね。だ
から、１つのミスで新聞沙汰になってしまう
というのは、もう本当に、そういうとこで
は、やっぱりまだ性能的に足りていないとい
う、今の実証実験の結果ということですよ
ね。

　　　　はい。ありがとうございます。
　　　　神戸市さんは、いかがですか。

○森　　はい。今の三田市さんの御意見ってすごく
示唆に富んでるなと思ってまして、もちろん
ミスはしないほうがいいんですけれども、ミ
スするなという指示を与えると、例えば、野
球の守備とかでも同じなんですけども、エ
ラーするなというふうに言うと、エラーし
そうなボールは、取りには行きません。人間
として当たり前のことだと思うんですけれど
も。

　　　　積極的に取りに行ったボールが、たまたま
エラーについたのか、それとも、取りに行か
なかったから、エラーがその人につかなかっ
たかというので、褒められるかどうかという
のは、それ評価の軸だと思うんですよ。その
評価するのは誰かといったら上司なんですよ
ね。特に、担当者なんかだと、課長級です
とか、最終的には部長級みたいなところが評
価するのかもしれないんですけれども、１つ
は、評価の軸、組織として評価の軸をどうす
るんですかというところにかかっていると思

います。
　　　　神戸市の場合には、幸いに市長が。もちろ

ん、致命的な失敗はいけないと思うんですけ
ども、失敗をしても、いろんなことに挑戦し
ていきなさいという風土になっています。こ
こは伊丹市さんと同じような環境にあるとい
うことで、神戸市は恵まれていると思うのが
一点です。

　　　　それとあと、もう一点は、例えば、税務部
で何かエラーが起きました。例えば、さっき
あったように、OCRで読取りエラーがあっ
て、それで課税がエラーになりましたという
のは、じゃあ、それに携わって、OCRを入
れた人の責任なのかといったら、それは、責
任は特定の人にかぶせるのは、私は間違って
ると思ってまして、組織として、あるいは仕
事の流れ。広い意味でのシステム、情報シス
テムという意味ではなくて、広い意味での仕
事の流れの中で、どこだったら止められまし
たか、あるいは、止められるようなつくりに
どうしたらできますか。

　　　　しょせん、人間はミスを犯す動物なので、
そういったことを前提に、じゃあ、みんなが
どうすればミスを減らせますかということ
で、多分、特定の人に責任をおっかぶせない
ような雰囲気にすれば。決してミスしてもい
いんだということではないと思うんですけれ
ども、積極的に何か新しいことにチャレンジ
をして、うまくいかなかったときでも、誰か
カバーをしてくれる、あるいは、みんなで考
えてカバーをできるような雰囲気というか、
そういう安心感があると、多分、厳しいボー
ルでも手を出していってくれるんじゃないか
なというふうには思います。厳しいボールを
取りにいかないと、結局ヒットが増えて、い
や、点取られましたとかって言ったら、何
のために、おまえら野球やっとんねんみたい
な、そんなことになるんじゃないかなという
ふうに私は思います。

○笹嶋　ありがとうございます。
　　　　今、皆様の御意見をお聞きしていて、非常

に攻めの風土というか、いいなと思ったんで
すけれども、最近、何といいますか、自治
体の皆様の意識といいますか、変化していな
いのがリスクだというようなお考えという
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のは、私はもう大学の方が足を置いてますの
で、自治体の方ではないんですけれども、ど
うなんでしょうか。兵庫県内の自治体という
のは、皆さんは、そういう意識というか、結
構持っておられるんですかね。

　　　　非常にいいなと私は思っておりまして、ぜ
ひ、いろんな市町の皆様は、どんどん攻めて
いただいて、いろんな技術を試していただい
て、それで、成功は皆でシェアしていって、
失敗はよくチャレンジしたという、他山の石
を上手に積み上げていただいて感謝するとい
うような、そういう雰囲気というか、風土が
できればいいなと思うんですけれども、いか
がですかね。私、自治体の皆様の取組を実際
にお聞きして、いいなと思ったので、ぜひと
いうことで、今日お越しいただいたんですけ
れども、いかがですか。ほかの県内の自治体
の動きですとか、そういったことについて、
何か御存知の方おられますか。

　　　　例えば、全体的な雰囲気とか、お聞きした
ような話でも結構なんですけれども。事務局
の方でも、聴講されてる方でもどなたでも結
構なんですけれども、何か、そういう、県
内の自治体の雰囲気というか、いかがでしょ
うか。今日来られている方がたまたま先進的
過ぎるのか、それとも全体的にだんだんそう
いう機運に変わりつつあるのか。人口減少だ
とか、本当にその自治体も変化していかない
と、今までと同じことでは、このまま尻すぼ
みの状況になっていくというのは、みんな見
えていることだと思いますので。

○森　　それでいくと、割と神戸市って、いろんな
メディアでDXとか、あるいは行革とか進ん
でいるというふうに取り上げていただけるん
ですけども、必ずしもそうかといったら、当
然、失敗事例とか、苦労している事例とか、
あるいは我々が個別に取り組んでいるプロ
ジェクトも、あまりにも進捗が悪いので止め
たことも幾つかあります。

　　　　そういった意味では、マスコミが取り上げ
るほど進んでいるかといったらそうではな
いんですけれども、ただ、やっぱり、例えば
Code for Japanなんかが間に入って、神戸市
と芦屋市とでいろいろ、わあわあやってる中
で、特に、神戸市も現場に行けば行くほど、

自分たちの世界しか知らないので、そういっ
たところで、そういう機会を踏み台にして、
ほかの自治体とこんなふうにやってんだよと
いうふうなことを紹介すると、結構目からう
ろこが落ちたりすることもあるんです。

　　　　例えば、加古川市さんの定額給付金のオン
ラインの事例というのは、僕はあれ、すばら
しいと思っていて、ああいったことは多分、
次に何か起こったときに、あれって使えるな
というノウハウが身についたりするので、そ
ういった意味では、もっと小さいことでもよ
いのかもしれません。県内の市町で、こんな
ことをやっている、あんなことをやってい
る、あるいは、ここで苦労しているというよ
うな、何か情報交換できるような、何かそん
な機会がもっともっとあったらいいのかなと
いうふうに、私はいつもそう思っています。

　　　　場合によっては、ある意味、職員を派遣し
たり、受け入れたりする、研修名目で。そ
ういった人の交流というのは、僕は県内で、
もっとあってもいいかなというふうに思いま
す。

○笹嶋　はい。ありがとうございます。
　　　　ほかの市の皆さんはいかがですか。

○大田　はい。じゃあ、伊丹市ですけれども、AI
チャットボット、実は、兵庫県内、特に、阪
神間では、結構いろんな自治体がチャレンジ
をしていました。伊丹の前に、尼崎市とか
丹波市、それから阪神間でいいますと、三田
市、宝塚市もやってましたし、ちょうど伊丹
市と同じタイミングで川西市も始めていらっ
しゃいます。今度、西宮市も始めるというよ
うなことで、結構、周りの自治体が、もちろ
ん神戸市さんもそうなんですけども、周りの
自治体がそういうことを始めているので、そ
の後続で続く自治体もやりやすいという土壌
は一つあるのかなと思っています。

　　　　もう一つ、いろいろ神戸市さんからも話出
ましたけれども、加古川市さんのKintoneを
使った特別定額給付金の取組というのは結
構刺激を受けてまして、本市でも、これから
kintoneというのを活用して、いろいろやっ
ていきたいなと思っていますので、そういっ
たところで、ほかの自治体といろいろ情報を
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共有しながら、ノウハウも共有しながら、全
体で高めていけたら、もっとよくなっていけ
るかなと思っています。

○笹嶋　はい。ありがとうございます。
　　　　加古川市さんは、いかがですか。

○藤原　はい。すみません。どちらからも褒めてい
ただいて、恐縮です。今、ちょうど東播磨県
民局で、加古川市と近隣市町の２市２町が集
まって、東播磨スマートシティ推進協議会と
いうのをつくって、いろいろ情報共有をして
いるところなんですね。

　　　　まだ何かをやっていこうというところまで
はできてないんですけども、そこでちょっと
思っていたのは、人口規模の小さい自治体で
は、コスト的に難しいのではと思います。そ
ういうところは、これからどうやっていくか
というのは課題になってくるのかなと思いま
す。

　　　　去年、ちょうど、森部長に加古川市に来て
いただいて、働き方改革のお話を僕も聞かせ
ていただいたんですけども、部長が言われる
ように、スマートシティであったり、ICTの
取組というのは、いろんなところで情報共有
をして、別に競争するものではないので、一
緒にどんどんやっていくという形ができれ
ば、うれしいなとは思います。

○笹嶋　ありがとうございます。
　　　　今、ちょっと、皆様のお話をお聞きしてい

た中で、情報共有をもっとしたいという意思
のようなものというか、実際発言もありまし
たけれども、そういう機会というのは、実は
あまりないということですか。

　　　　もっとシェアをする機会を持ちたいなとい
うような、そういうことを感じられることっ
て、やっぱり、まあまああるんでしょうか。

○森　　ありますね。

○笹嶋　あまり自治体間で、例えば、その取組の情
報といいますか、そういう成功事例もそうで
すし、失敗事例もそうですし、そういった情
報交換を、だから割と密にといいますか、や
れる場というのはなかなかないと、そういう

ことなんですかね。

○森　　特に、我々のような、例えば行革部門であ
るとか、デジタル、情報課部門というのは、
例えば個人的にフェイスブックでつながった
りとかいうことはあるんですけれども、特に
やっぱり現場の業務にいけばいくほど、自分
たちの業務が、本当にみんな、ほかの自治体
どうやってんだろうみたいな疑問はなかなか
差し挟まないですね。そういう傾向にあるの
で、やっぱり、そういうところというのは、
ある意味、何か我々のほうが道をつけてで
も、そういう、ほかの自治体ってこういうふ
うにやってるんだよみたいな場を、あえてつ
くらないと、多分余り、今、機能していない
と感じています。

○笹嶋　ああ、なるほど。
　　　　いかがですか。ほかの市の皆様、いかがで

すか。

○大田　そうですね。オフィシャルな場という意味
でいうと、県の方で、電子自治体推進協議会
というのがあって、その中で、情報部門では
共有していく。内容についても、原課の方に
も御紹介くださいねという形で、いろいろ周
知はしてるんですけども、なかなかそれだけ
では広まらないなというところがあります。

　　　　私自身も、実は住んでいるのが神戸市なん
ですけれども、ちょうど摂津と播磨の境の播
磨側に住んでいるんで、Code for Harimaと
いう、加古川とか姫路とか高砂とかでやられ
ている集まりのほうにも顔を出す。要は、い
ろんなところに顔を出して、その中でつなが
りを持って、いろいろ情報共有していって、
それをまた自分の自治体のほうにインプット
する。そういうようなことを、今、意識して
取り組んでいますので、その中で、もっと現
場の部署の方から、こういうことはどうなっ
てるの？みたいなところが広がってくればい
い流れになっていくのかなというふうには
思っています。

○笹嶋　はい。ありがとうございます。
　　　　加古川市さんはいかがですか。
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○藤原　伊丹市さんと同じですね。県の電子自治体
推進協議会とかで、そういう情報をもらった
りとか、ホームページを見て、先進事例を見
て、直接お電話差し上げて聞かせてもらうと
か。あとは人のつながりとか、そういうとこ
ろで情報を得ているというような形になると
思います。

○笹嶋　ありがとうございました。
　　　　そろそろ終わりの時間が近づいてまいり

ましたので、皆様に、最後に差支えのない範
囲で、今後の目標といいますか、こういうと
ころを目指していきたいということを、一言
ずついただければと思うんですけれども、ま
ず、神戸市様からいかがでしょうか。

○森　　はい。目標でいくと、市民がわざわざ手
続のために役所に来るというのはやめたいで
すということが一点と、もう一点は、職員が
より職員でなければできないことに専念をし
て、民間なり、あるいは、いろんなNPO団
体と、地域の課題に対して、あるいは市民と
一緒に情報を共有して、一緒に課題を解決し
ていくという、そこに専念をさせてやりたい
ですね。

　　　　以上です。

○笹嶋　はい。ありがとうございます。
　　　　伊丹市さんは、いかがでしょうか。

○大田　はい。そうですね。AIとかDXとか、いろ
んな言葉が今はやりでありますけれども、そ
ういったことに惑わされるんではなくて、デ
ジタル化、デジタル技術の活用というのは、
あくまで手段ですので、どうであれば本当に
市民や職員の役に立つのかというところを
ちゃんと意識して、いろいろツールが必要で
あれば、ツールを導入していくというような
ことを進めていきたいなと思っています。

　　　　その中の大きな１つとしては、神戸市さ
んもおっしゃるような、行政手続のオンライ
ン化というのがあると思うんですけれども、
そのオンライン化、フロントだけ進めても、
バックエンドのほうが、内部手続のほうがデ
ジタル化していないと、結局、紙に打ち出し
て、またそれを見て打ってみたいな形になっ

てしまうので、要は、一気通貫して、このデ
ジタルで、エンドツーエンドで、事務手続が
できて、進捗の管理とかができるような仕組
みというのを意識して取り組んでいきたいな
と考えています。

○笹嶋　はい。ありがとうございます。
　　　　加古川市さんは、いかがでしょうか。

○藤原　はい。加古川市のほうでも、先ほども言っ
た、市民のサービスと行政の事務とウイン・
ウインな関係をつくっていくという形でス
マートシティを進めていきたいです。まだ予
算が伴っているものではないですけども、オ
ンライン申請は進めていかないといけないな
と考えています。

　　　　あとは、今回試行的にDecidimを導入し
ましたので、これは、ちゃんと浸透すれば、
もっと使えるツールだと思っていますので、
もっと業務の中で使えるように広げていきた
いと考えています。

　　　　以上です。

○笹嶋　はい。ありがとうございました。
　　　　本当に、今日は、皆様、各市の取組とそれ

と問題点につきましても非常に分かりやすく
御紹介いただいたので、私自身、大変勉強
になりました。本当にありがとうございまし
た。

　　　　今日のお話の中で、ちょっとまとめになり
ますけれども、気になりましたのは、要する
に、皆様が、主に、情報担当の皆様が個人的
な努力で維持されているといいますか、今、
進められていることというのを、もっと現場
の方たちを巻き込んでいく形で、どんどん情
報も共有して、それから、やれることはどん
どん導入していってと、そういうことが今後
進めばいいのかなと思いました。今回、兵庫
自治学会様に、こういう場をいただきました
けれども、そういうところを、情報共有です
とか、情報発信ですとか、そういうところ、
学会の方からもお手伝いいただければといい
ますか、そういうところもできればいいかな
というふうにも思いました。

　　
○笹嶋　今日のお話といいますか、一旦ここで時間
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になりましたので、パネルディスカッション
のほうは締めたいと思います。まず、パネリ
ストとして御登壇いただいた神戸市の森様、
それから伊丹市の大田様、加古川市の藤原
様、私の心からの感謝を申し上げたいと思い
ます。どうもありがとうございました。

　　　　一旦、事務局のほうにマイク返しますけれ
ども、今後もこういった情報発信の場といい
ますか、情報交換の場としてもそうですけれ
ども、機能していただければ、私としても非
常にありがたいなと思います。

　　　　皆様、今日はこのパネルの場をいただきま
して、本当にありがとうございました。
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