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千葉市の抱える行政課題
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人口減少や、高齢化は避けられない課題！
「肩車型社会」へ

現役世代 1.14人で
1人の高齢者を支える
時代が到来！

2060年
《肩車型》

65歳以上1人に対し
20～64歳は1.14人
出生中位・基準推計

働き手も減少！

2060年には、最低で
現在の65%(28万人)
まで減少

財政への圧迫も…

福祉関係経費の増と、
働き手減少による市税
収入の減少が…

こうした課題への適応や
災害への備えなどを考えると…

ICTを活用した抜本的な
見直しが不可欠！
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主な高齢者関係事業費の推計
（市費ベース概算）

約1.7倍



千葉市行政改革推進指針（平成27年３月策定）

① 将来世代に責
任を持つ行財政
運営

少子・超高齢社会の進展、社会基盤の更新需要の増大、公共
施設等のライフサイクルコストなど、本市を取り巻く中長期的な動向
を的確に把握した結果、費用対効果が低いものについては、早期に
事務事業の廃止を含めた見直しを行うなど、課題を先送りせず、将
来世代に責任を持つ行財政運営を推進する。

② 行政運営の透
明性と説明責任

事務事業に投下している行政資源（ヒト・モノ・カネ）の分析を行
い、職員のコスト意識をより一層喚起するとともに、行政運営の透明
性を高め、市民への説明責任を果たす。

③ 市の役割の最
適化

本市には、首都圏の一翼を担う都市として国の機関が、また、県
庁所在地として県の施設が多く立地している。国、県、他の自治体、
企業等との役割分担等を通じて、市の役割を見直し、担うべき活動
領域の最適化を図る。

④ 多様な主体との
連携

本市には、大学等の高等教育・研究機関や企業のほか、既に多く
の地域コミュニティ、ＮＰＯが存在している。行政課題を機動的に解
決する機能も併せ持つ地域コミュニティ、ＮＰＯ、大学、企業等の
各主体と連携し、民間機能等を積極的に活用することで行政サービ
スの向上を図る。

⑤ 合理的・ 効率
的な事業手法の
採用

限られた行政資源にて行政サービスを有効に提供するため、最新
の技術を活用した自動化・省力化や市民自身によるセルフサービス、
既存民間サービスの利用など合理的・効率的な手法を採用する。

① 調達改革
（一元化）

全庁的な視点により、システムの一元化や発注単位の見直しなどを行
い、業務の効率化及びスケールメリットによるコスト縮減を図る。

② 課題抑制型事業へ
の転換

課題発生後に課題を解決するのではなく、課題が拡大する前に予防
策を講じる課題抑制型事業に取り組むことによって歳出削減を図ると
ともに、サービス提供に既存の民間サービス等を活用する。

③ 業務の整理統合・
集約化

類似事業・業務、実施主体等の集約化により、資産の有効活用や
施設維持管理費の削減を図る。

④ アウトソーシングの
活用

事務事業の実施主体を再検証し、民間委託や人材派遣などのアウト
ソーシングを積極的に活用することにより、行政サービスの向上や業務
の効率化を図る。

⑤ 連携・協働の
推進

地域コミュニティ、ＮＰＯ、大学や企業等との連携・協働を推進し、行
政サービスの向上や行政運営の最適化を図る。

⑥ ICTの活用 ＩＣＴを活用した新たな仕組みの導入により、迅速かつきめ細かな行
政サービスの実現を図る。

⑦ 資産の有効活用 資産を有効に活用し、必要な財源の一部を確保することで、事務事
業の円滑な推進を図る。

 行政改革における基本方針として５つの項目を定め、選択と集中の観点で事務事業を抜本的に見直すこととし、
事務事業の見直しには、７つの改善・改革の手法を活用して取組みを推進。

基本方針 改善・改革の手法

2



地域で起きている様々な課題（道路が傷んでいる、公園の遊具が壊れている
といった地域での困った課題。）を、スマホ等を使って市民がレポートすることで、
市民と市、市民と市民の間で課題を共有し、合理的・効率的に解決すること
を目指す仕組み。
※平成26年9月から運用開始

市民のスマホを活用した「ちばレポ」

市民による
レポート

ベンチが
壊れている

１ ２ Web公開3市民による
課題発見

4 市民の力を発揮できる課題

市役所が解決

市民が解決

市役所でなければできない課題
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公用車等に搭載するスマホで道路舗装を撮影し、ＡＩで損傷箇所を自動検出してシステムに送信新機能の概要

Copyright(C) 2018 Sekimoto lab Institute of Industrial Science, University of Tokyo

1 ダッシュボードにスマホを設置
2 道路損傷抽出アプリを起動

3 道路損傷を検出すると
緑色の矩形で表示

【①車載スマートフォンによる路面の撮影】 【②道路巡回結果表示画面（広域）】
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次世代型市民協働プラットフォーム 『My City Report』（略称：MCR）

「ちばレポ」はMCRに進化し、AIを活用した新機能も

 東京大学、 (一社)社会基盤情報流通推進協議会、(同)Georepublic Japanが主体となり、
国立研究開発法人情報通信研究機構の委託研究事業として、千葉市をはじめ、複数自治体が参画して開発した
次世代型市民協働プラットフォーム

 「ちばレポ」をベースとした市民協働用アプリの“MCR for Citizens”と、AIを活用した道路損傷検出機能を備える道路管理者向けアプリの
“MCR for Road Managers”で構成



（位置情報・写真）

地域課題

１．クローズドだった情報 ⇒ オープンになる地域課題

copyright(C)2014 ZENRIN CO., LTD.（Z14LD第1048号）

（市役所と課題を共有）

可視化
共有化

（市民みんなが課題を共有できる）

コミュニティを意識する

意識化

行動・参加
住みやすい街にしたい！
良い環境の街にしたい！

きっかけ

街を意識する動機
街を良くしたい行動に２．市民の意識の変化

「ちばレポ」を活用した協働による街づくりの考え方
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企業と共に目指す未来型の国際都市①
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ドローンを活用した宅配サービス
幕張新都心に近接する東京湾臨海部の物流倉庫から、ドローンにより海上や河川の上空を飛行し新都心内の
高層マンションまで運ぶ構想

東 京 湾

優位性①
東京湾臨海部に物流倉庫が
数多く立地している

優位性②
輸送ルートの大半が海上(距離約10km)､
花見川(1級河川)などの上空である 花見川

≪幕張新都心の立地環境≫
・東京湾に近接
・臨海部に物流倉庫が点在
・超高層マンションの整備
・電線地中化

幕張新都心
エリア

優位性③
首都圏でも大規模な都心型住宅
･若葉住宅地区 約4,500戸(予定)
･幕張ベイタウン 9,400戸(供給済)

➢特区構想（市川～幕張までの一連の
ルートの飛行）の実現を目指し ､
様々な実証を実施
・自律飛行での物資輸送（2016.4）

・アプリによる注文、LTE遠隔制御、海上飛行
（2016.11）

・往復約12km海上飛行（2017.6）

・物流倉庫での非GPS-GPS切替（2018.9）

・マンション住戸までの個宅配送（2018.10）

➢次は ､
東京湾海上や JR ･道路上空の
｢第三者上空｣｢目視外｣｢補助者なし｣
飛行の実証



企業と共に目指す未来型の国際都市②

海浜幕張駅

○幕張新都心は計画的に機能ごとに整備されている一方で、
施設間に一定の距離があるため､来街者の多くが
JR海浜幕張駅と目的施設との「単純往復」となっている。

⇒自動運転車、パーソナルモビリティなどの導入により、
拠点間の移動負担を軽減することで「回遊性」を向上させ､

交流人口の増加による賑わい創出を図る。

目的地間の
単純往復

回遊性の
向上！

海浜幕張駅

自動運転等を活用した回遊性の向上！
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ﾊﾟｰｿﾅﾙﾓﾋﾞﾘﾃｨ・ｼｪｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

公道での
試乗体験ツアー
（2017.8、
2018.10）

歩道を活用した
自律走行の
実証実験

（2017.1～）

自動運転

公道実証実験
（2019.5.23～24）

ハンドルがない自動走行
バスの公道実証実験
（2019.10.15～18）



千葉都心
蘇我副都心

幕張新都心

実施エリア

◎千葉都心エリア、幕張新都心エリア
その他…
○蘇我臨海部エリア、京葉線・総武線をつなぐエリア

※各エリア間の相互乗り入れ可能
※民間所有地についてはエリア外にステーションを設置していることがあります。

利用方法
①まずはアプリをダウンロードして会員登録
②スマホでステーション検索･自転車予約が可能
③自転車に搭載された端末を操作すると､自動でスマートロックが開錠し､
利用開始
④別のステーションで返却可能

利用料金

※クレジットカード決済､携帯電話会社のキャリア決済に対応。
70円／15分（12時間最大1,000円）

公募で選定したOpenStreet株式会社との共同実施。
都市部におけるシェアサイクルの有効性を検証。

2018年3月26日～2020年1月末
実施期間

シェアサイクルの実施

8「千葉市シェアサイクル事業」の本格実施を決定（令和２年２月～令和７年３月）

シェアサイクルの利用により
蓄積した各種データは、
オープンデータ化！



防災 こみ出し 税額明示 地域情報

【公開URL】
http://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/chibadataportal-
top.html

□ データセット（データカタログ）

□ アプリ（アプリカタログ）

□ 刊行物（刊行物カタログ）

□ 著作権規定

公開状況（令和元年８月現在）
・オープンデータ 3,373件

CSV156件、excel790件、その他2,427件

活用事例の件数（令和元年８月現在）1８件

・有償刊行物 ・無償刊行物 ・有償地図
・刊行物無償ダウンロード ・情報公開制度 など

有償・無償の刊行物情報等を提供

データ利用に関する著作権表示（クリエイティブ・コモンズ）

 千葉市のオープンデータ公開サイト「ちばDataポータル」では、オープンデータ等を掲載するデータカタログサイトをはじめ、
オープンデータの活用により創出されたアプリケーション等を紹介

オープンデータ公開基盤（ちばＤａｔａポータル）

ホームページ編集部分

オープンデータ設定部分

ＣＭＳのホームページ
編集画面（抜粋）

ページをオープンデータ
・ページ全体をオープンデータにする際に設定
・メタデータのみ手入力（概要・ライセンス等）

添付をオープンデータ
・ページ内の特定のファイルをオープンデータに
する際に設定。

・メタデータのみ手入力（概要・ライセンス等）

セルフサービスによるデータ公開の仕組み
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 株式会社ウェザーニューズが、平成29年度事業として、
千葉市や国が保有する防災関連のデータを地図上で重ね
合わせて表示するマップを作成。

 千葉市のほか、室蘭市、弘前市、郡山市、大津市、三重
県、武雄市がマップを公開。

オープンデータを活用したアプリの例

ICT防災マップの公開

作成者 株式会社ウェザーニューズ
公開日 平成29年6月23日
主な機能 ○防災関連データの重ね合わせ

○浸水履歴の表示

http://weathernews.jp/s/gensai/chiba_city.html

ちば保育園マップの公開

http://papamama.code4chiba.org/

作成者 Code for Chiba
公開日 平成28年11月30日

主な機能
○地図表示
○保育園の絞り込み
〇保育園の空き状況 10

 Code for Sapporoが作成した
「さっぽろ保育園マップ」を基に、
平成28年度の協議会の事業として、
ちば保育園マップを作成。

 千葉市のほか、室蘭市・浜松市・
奈良市・郡山市が各々保育園マッ
プを公開。

http://weathernews.jp/s/gensai/chiba_city.html
http://papamama.code4chiba.org/


「ちばレポ」のデータセット

URL：
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/
chibarepo_opendata.html

場所 レポートされた場所の住所や緯度・経度
内容 レポートの内容
分野 「道路」「公園」などのレポート内容の業務分野
レポート日時 市民がレポートを投稿した日時
受付日 市として受け付けた日
対応完了日 市の対応が完了した日
対応状況 「受付済」「対応済」などの対応状況
その他 レポーターIDや写真のIDなど

レポートデータのID レポートに関するデータと突合するためのID
コメント 市からコメントした内容
作成日時 コメントが作成された日時

レポーターID レポートに関するデータと突合するためのID
作成日時 レポーター登録した日時
その他、属性情報 レポーターの誕生年、職業、性別

投稿されたレポートに関する主なデータ

投稿されたレポートへの市からのコメントに関する主なデータ

ちばレポの参加登録者に関するデータ
（個人を特定する情報は含んでおりません。）
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千葉市のオープンデータ推進に向けた基本的な考え方や方向性
を定める指針を策定し、指針に基づく取組みを進めています。

【公開URL】
http://www.city.chiba.jp/somu/joho/kaikaku/opendata_guideline.html

○策定日 平成26年12月19日
主な項目 内容

目的
市政の透明性及び信頼性向上、市民生活の利便性の向上、
市民協働の推進、新産業の創出並びに経済活性化を図り、
行政の高度化及び効率化に資する。

基本原則
○本市が保有する情報は、法令、条例等による制約がある
情報を除き、積極的にオープンデータとして公開する。

○営利目的又は非営利目的であるかを問わず活用を促進する。

取組みの
方向性

○ホームページで公開しているデータは、原則として
オープンデータとして公開する。

○利用者の利便性を高めるため、
ホームページにデータカタログサイトを整備する。

オープンデータの活用の方向性

◆千葉市オープンデータの推進に関する指針
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オープンデータの活用促進に向けた連携

〇目 的
企業、大学及び行政が連携して、ビッグデータ・オープン
データの具体的活用策の検討等に取り組み、市民サービスの
向上や産業の発展等に寄与し、利便性の高い公平・公正な
社会の実現に資することを目的としています。

〇構成団体
・一般会員（１１県市）：武雄市、千葉市（事務局）、奈良市、福岡市、三重県、室蘭市、

大津市、郡山市、日南市、浜松市、桑名市
・特別会員（６者） ：東京大学大学院 情報学環 須藤修 研究室

日本アイ・ビー・エム株式会社
日本マイクロソフト株式会社
一般社団法人オープン・ナレッジ・ファウンデーション・ジャパン
一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアム
ヤフー株式会社

◆ オープンガバメント推進協議会

※設立時の写真

〇設立日 平成25年４月１日
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日時・場所等

プログラム

日 時：令和２年１月19日（日）13:30～17:10
場 所：ホテルグリーンタワー幕張 ロイヤルクレッセント（４階） （ J R京葉線「海浜幕張駅」南口より徒歩約３分）

主 催：オープンガバメント推進協議会 後 援：IT総合戦略本部（申請中）、総務省（申請中）、千葉県

13：30～13：35 開会挨拶 オープンガバメント推進協議会会長 熊谷俊人（千葉市長）

13：35～14：05 シビックテック活動報告
登壇者 ： Code for Saga代表、内閣官房オープンデータ伝道師 牛島 清豪 氏

Code for Chiba代表 浦本 和則 氏
Code for NAGAREYAMA代表、Civic Tech Zen Chiba代表 白澤 美幸 氏

14：05～15：25 シビックパワーバトル
オープンデータを用いて、市民が自ら住むまちの魅力をプレゼンで競うイベント。参加者を高等学校の生徒または大学等の学生に限定し、

協議会加盟自治体のチームで動画予選を行い、予選を勝ち抜いた３自治体のチームと開催地である千葉市チームの４チームで決勝を行う。
テーマ ：「わたしの好きな〇〇市」
出場団体： 北海道大谷室蘭高等学校(室蘭市)、浜松学芸高等学校(浜松市)、奈良市高校生観光特派員(奈良市)、千葉市立稲毛高等学校(千葉市)

15：40～16：55 パネルディスカッション
テーマ： 協議会の取組とオープンガバメントの推進
モデレーター：一般社団法人ｵｰﾌﾟﾝ･ﾅﾚｯｼﾞ･ﾌｧｳﾝﾃﾞｰｼｮﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ代表、武蔵大学 教授 庄司 昌彦 氏
パネリスト：青山 剛 室蘭市長、 品川 萬里 郡山市長、 熊谷 俊人 千葉市長、 鈴木 康友 浜松市長、 仲川 げん 奈良市長、 小松 政 武雄市長

16：55～17：05 シビックパワーバトル表彰式

17：05～17：10 閉会挨拶 （予定）オープンガバメント推進協議会 品川 萬里（郡山市長）

令和元年度 オープンガバメント推進協議会 公開シンポジウム
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申請書受領 内容確認 確認・補正システム投入 保管押印

受付印

TEXT
ーーー
ーーー
ーーー

AI-OCR
申請書読込、
テキスト化

RPAによる
システム投入

申請書受領 押印

受付印

確認・補正 保管AI-OCR
読込結果
確認・補正

導入範囲

※AI-OCRはオンプレミス端末にて実施

<現状フロー>

<実証時フロー>

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

1

2

3 1,347時間

745時間

64時間

現状

本実証実験

本運用時
計▲1,283時間

▲602時間

▲681時間

帳票内容確認、システム投入時間 システム投入後補正時間
※あくまでも、AI-OCR読取結果誤りに対する補正時間であり、申請内容誤りに対する補正時間は含まれていない

実証におけるAI-OCR読取精度は、96.26％

実証時フローによる業務削減時間は、年間602時間と推計

運用フロー改善により、想定される業務削減時間は、年間で最大約1,283時間 (推計)

効 果

課 題

入念な事前コンサル実施

帳票の統一化
・現状複数存在している帳票フォーマットを、可能な限り統一
・既存帳票の見直しをする際、AI-OCRにて読取容易な記載方法を考慮し作成

運用・保守体制の整備

概 要

平成31年２月～４月にかけて、個人市民税を対象業務として実施
現状の業務フロー内の赤枠部分をAI-OCR/RPA に置き換え、
処理時間を測定
対象帳票は、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動
届出書（千葉市様式）※

なお、現在の帳票数は、年間約55,000件

※従業員の退職・休職・および転勤等の事由が発生した場合に、事業主が従業員
の居住している自治体に対し提出する帳票

AI-OCRとRPAを活用した業務改善（実証実験）

https://2.bp.blogspot.com/-H2eLSLfzvpA/XGjx1UapC6I/AAAAAAABRcA/5Xdh-W7tqk8X1YONndv2B1ykhJ6BRS1bgCLcBGAs/s800/ai_computer_sousa_robot.png
https://2.bp.blogspot.com/-H2eLSLfzvpA/XGjx1UapC6I/AAAAAAABRcA/5Xdh-W7tqk8X1YONndv2B1ykhJ6BRS1bgCLcBGAs/s800/ai_computer_sousa_robot.png
https://2.bp.blogspot.com/-H2eLSLfzvpA/XGjx1UapC6I/AAAAAAABRcA/5Xdh-W7tqk8X1YONndv2B1ykhJ6BRS1bgCLcBGAs/s800/ai_computer_sousa_robot.png


先端技術を活用した行政サービスの向上に向けて

○締結日 令和元年７月11日
主な項目 内容

目的
「１００年」先をも見据えた未来のまちづくりに向けた連携・協力を
行うことにより、千葉市におけるテクノロジーの活用によるスマートな
社会を実現。

連携事項
（１）魅力と活力にあふれる未来のまちづくりに関すること
（２）市民サービスの向上に関すること
（３）行政運営の効率化に関すること
などの７項目

◆NTTグループとの包括連携協定

○締結日 令和元年８月22日
主な項目 内容

目的 千葉市をフィールドとする近未来技術の実装を推進することにより、
社会課題の解決、地域の活性化や市民サービスの向上を図る。

基本原則
（１）ＩＣＴを活用したスマート公共サービスに関すること
（２）先端技術の活用によるスマートシティ化に関すること
などの５項目

◆ソフトバンク・モネテクノロジーズとの包括連携協定
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