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この曲線はなんでしょう？
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過去及び将来人口推計値でした

出所：「国土の中期展望」中間とりまとめ概要」（平成23年2月、国土審議会政策部会長期展望委員会）に平成29年推計を追記。
http://www.mlit.go.jp/common/000135837.pdf

平成29年推計（中位）では、
2050年 10,192万人
2100年 5,972万人
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このグラフはよく見かけますね

出所：「平成28年版 情報通信白書」
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc111110.html



人口を増やすには
出生率を上げるしかない
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主要各国の合計特殊出生率

出所：「平成29年版 少子化社会対策白書」
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2017/29pdfhonpen/pdf/s1-5.pdf

国・地域 合計特殊出生率 調査年次
フランス 1.92 2015年

スウェーデン 1.85 2015年
アメリカ 1.84 2015年
イギリス 1.80 2015年
ドイツ 1.50 2015年
日本 1.45 2015年
タイ 1.4 2013年

イタリア 1.35 2015年
シンガポール 1.24 2015年

韓国 1.24 2015年
香港 1.20 2015年
台湾 1.18 2015年
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日本における合計特殊出生率の推移

出所：内閣府webページ
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/data/shusshou.html
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わが国は少子化対策が急務

あらゆる施策を総動員して
人口減少を食い止めるべき

イラスト：いらすとや http://kids.wanpug.com/illust107.html
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しかし効果が出るまでには
時間がかかる



AIやIoTなど
使える技術を総動員して

「時間を稼ぎ」
この間に施策の効果を発現させる
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データは新しい石油である

「パーソナルデータ：新たな資産カテゴリーの出現」
（世界経済フォーラム・2011年）

11http://fromnewworld.com/archives/29



データ活用で変わる
行政サービス
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「予測・予防」

「マスから個」

「民間サービスの活用」
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「予測・予防」
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犯罪予測サービス「pledpol」

http://www.predpol.com/ 15



出所：THE WALL STREET JOURNAL
http://blogs.wsj.com/digits/2014/01/24/how-new-yorks-fire-department-uses-data-mining/ 16

火災発生予測
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https://enevo.com/

「Enevo」 （フィンランド）
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「マスから個」



自動車保険「PROGRESSIVE」

https://www.progressive.com/auto/snapshot/ 19



呉市の取り組み

出所：呉市におけるジェネリック医薬品使用の取組（厚生労働省）
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/kouhatu-iyaku/dl/03_10.pdf） 20

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/kouhatu-iyaku/dl/03_10.pdf


http://www.kenpo.gr.jp/kubota/contents/topics/generic/sample.pdf 21



糖尿病重症化予防（石川県能美市）

出所：糖尿病の重症化予防の取り組み（石川県 能美市役所 健康推進課 川本素子）
（http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000073206.pdf） 22

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000073206.pdf


糖尿病重症化予防（石川県能美市）

出所：糖尿病の重症化予防の取り組み（石川県 能美市役所 健康推進課 川本素子）
（http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000073206.pdf） 23

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12600000-Seisakutoukatsukan/0000073206.pdf
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「民間サービスの活用」



家計簿アプリ「Zaim」の給付金・控除情報

http://zaim.net/ 25



26http://www.yelp.com/

「yelp」



27http://www.au.kddi.com/information/topic/auwallet/20150825-01.html

「Umbrella stand/Dust bin」



自前主義からの脱却

人々が日常的
に使うサイトや
サービス

役所

役所

住民

住民

他の
サービス

民間の情報
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役所 住民

オープンデータ
/サービスAPI

従来

これから



行政：コスト削減

住民：利便性向上

企業：ビジネスチャンス

29



既存の制度のまま
ICTを活用しない
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デジタル化にあわせて
制度や行政サービスを

抜本的に見直す
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サービスデザイン
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無人レジ「レジロボ」（パナソニック、ローソン）

出所：TBS News i
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20161212-00000061-jnn-bus_all 33



「Amazon Go」

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc 34



AIとデータ活用
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働き手が減る中で
いかに行政サービスを

維持するか
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行政職員の生産性向上
が必須
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行政業務の分析例：狛江市における健康支援課の勤務状況（延べ勤務時間の割合）
出所：「自治体窓口サービスのあり方の調査報告書」（2012年3月、財団法人東京市町村自治調査会）をもとに作成

部署によっては1日の1/2が問合せ対応
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行政情報標準化・AI活用研究会
・2017.07設立
・2018.06.28現在、77自治体が参加

第3回研究会（2018.05.30開催）の様子
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AIスタッフ総合案内サービス実証

・研究会参加自治体のうち35団体が参加
・実施期間：2018年2月19日から3月末まで
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サービス利用イメージ

AIが候補の選択肢を出してく
れます。下の入力欄から自由
に質問することもできます。

詳細は各自治体のwebページ
で案内します。

出所：三菱総合研究所および日本ビジネスシステムズ 出所：川崎市webサイト
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AIスタッフが回答できる分野

出所：三菱総合研究所

妊娠・出産、子育て、教育、結婚・離婚、引越し・住まい、就職・退職、高
齢者・介護、ご不幸、戸籍・住民票・印鑑登録、税、国民健康保険、国民
年金、水道・ガス・電気、交通、駐輪・駐車、都市計画、ごみ・環境保全、
食品・衛生、ペット、消費生活、健康・医療、文化・スポーツ・生涯学習、市
民活動・コミュニティ、防災、防犯、救急・消防など

以下の住民向け行政サービス分野について回答します。
最初は回答できないこともありますが、使えば使うほど、賢くなっていきます。

AIスタッフ総合案内サービスが回答できる分野
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実証参加自治体

利用サービス 実証参加者 実証参加
団体数

実証参加団体名
（公表可の団体のみ、五十音順）

自団体用サービス
を用意

住民＋
行政職員 7 掛川市、川崎市、高浜市、所沢市、豊田

市、袋井市、三島市

行政職員 17
愛知県、足立区、市川市、大垣市、小鹿
野町、笠間市、春日井市、埼玉県、仙台
市、館山市、戸田市、豊橋市、練馬区、
函館市、船橋市、水戸市、他1団体

他団体用サービス
を体験 行政職員 11 金沢市、鎌倉市、小金井市、国分寺市、

兵庫県、藤沢市、室蘭市、他4団体

合計 35

出所：三菱総合研究所 ※ 団体名非公開の自治体は「他○団体」と記載。
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システム構成イメージ

AIスタッフ総合案内サービス

Q&A
データベース

AIを活用した
対話エンジン

（職員向け）

省庁等のWeb
ページ

公益事業者などの
Webページ・天気予報

・電車運行情報
・検索上位ワード
・ニュースなど

自治体のWeb
ページ

法律・条令
通達・先例など（職員も利用）

管理サイト

サービス拡大検討中

出所：三菱総合研究所及び日本ビジネスシステムズ
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行政分野におけるAI活用事例
対象者 AI活用事例 自治体 事業者等

住民向け

子育て制度に関する案内サービス（実証） 川崎市、掛川市 三菱総研
住民問合せ対応（総合案内）サービス（実証） 35自治体 三菱総研
インタビューボット（対話型ヒアリングサービス）（実証） 新潟市 三菱総研
ごみ分別案内（試行） 横浜市 NTTドコモ
コールセンターの自動応答システム（開発中） 札幌市 公募

AIを活用した子育てイベント情報の提供 さいたま市 美園タウンマネジメント協会、ソフ
トバンク

職員向け

戸籍業務に関する職員支援システム（開発中） 大阪市 公募

走行写真から道路の損傷状況を自動判定（実証） 千葉市、市原市、
室蘭市、足立区 東京大学

保育所入所選考マッチング（実証） さいたま市 富士通

健診・レセプト情報等をもとに保健指導（開発中）※ 見附市、常総市 筑波大学、つくばウエルネスリサー
チ、NTTデータ経営研究所

健診・レセプト情報等をもとに保健指導（開発中）※ 広島県 広島大学、DPPヘルスパートナー
ズ、ホライイゾン、OKWAVEなど

知事の記者会見の要約をAIで自動作成（実証） 徳島県 メディアドゥ
会議・記者会見の議事録をAIで自動作成（検討中） 大阪府
※ 日本医療研究開発機構（AMED）の平成29年度「AIを活用した保健指導システム研究推進事業」

出所：三菱総合研究所
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行政分野における今後のAI活用可能性

活用方法 AI活用可能性
問合せ対応 ・チャット、電話、窓口等での問合せ・相談対応を、AIやロボットで代替
翻訳 ・外国人居住者や観光客向けに自動翻訳サービスを提供

予測・予防 ・犯罪・火災・災害などの発生を予測し未然に防ぐ
・糖尿病重症化や生活保護に陥りそうな人を予測し事前に支援

お薦め ・イベント、給付金、支援制度など、一人一人に応じたサービスをお薦め
政策立案 ・各種統計データや過去の実績、類似事例などをもとに政策立案を支援
業務効率化 ・ニーズとシーズの最適マッチング、事務処理の自動化
法律等作成 ・法律や条例などの文案の作成やチェックを支援
議会議事録 ・音声認識による議会議事録の作成支援、解析
インフラ管理 ・道路や上下水道などの社会インフラの状況把握や補修計画作成を支援
教育 ・一人一人の状況に応じた学習メニューの作成・支援
医療 ・診断・治療法検討
交通 ・コミュニティバスやごみ収集車、除雪車などの自動走行

人事・労務管理 ・採用、人員配置、人材育成、離職抑制、ストレスケア
出所：三菱総合研究所



AI駆動のガソリンはデータ
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AI vs 人

ではなく

AIを使う人 vs 使わない人



fin.
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