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群馬県前橋市：超スマート自治体の取り組みについて
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【群馬県前橋市：超スマート自治体の取り組みについて】
■１

視察目的

横須賀市における EBPM(Evidence-Based Policy Making の略。証拠に基づく政策決定)の一層の推進をはかる
ため、官民ビッグデータの活用を掲げる前橋市の本取組みを先進事例として視察した。
EBPM の推進については、私の議員 1 期目の質疑において一般質問で取り上げて1おり、また、所属会派「よ
こすか未来会議」のマニフェストでも掲げている。要するに、政策立案・効果検証を、感覚や経験ではなく、具
体的な事実やデータに基づいて行おうということである。
今回視察した前橋市は「水と緑と詩のまち」をキャッチフレーズし、赤城山と利根川に代表される自然環境、
萩原朔太郎の文学における功績を有する風光明媚な地であるものの、人口減少トレンドは本市と変わりない。財
政難の中で、行政課題の多様化・複雑化に向き合うには、EBPM による真に効果的な政策決定が欠かせない。そ
こで、東京大学・三菱総合研究所・帝国データバンク、という日本のデータサイエンスにおける最先端の組織を
巻き込んだ本取組みを、横須賀市での EBPM 推進のヒントとすべく視察した。

■２

「官民ビッグデータを活用した EBPM 推進」

所管部局によるご説明

説明者：3 名
・政策部情報政策課情報政策課係 副主幹
・政策部未来の芽創造課 副主幹
・政策部未来の芽創造課
●事業推進の背景
背景には人口の量（人口数）
・質（人口構成）がある。現在前橋市の人口は約 33 万人だが、2060 年には 22 万
人程度への減少をみこむ。老年人口比率も 2010 年には約 24%であったものが、2060 年には約 40%となる。地
域課題が複雑化し、中心市街地活性化・公共施設再編・空き家対策など、複数ある課題に対し、単一の答えでは
対応が難しくなっている。さらに、税収減による財政難も重なり、行政があらゆる公共サービスを提供するのは
限界である。
これらをふまえ、市は総合計画の中で「地域経営」という考え方を掲げ、
「めぶく。～良いものが育つまち～」
をビジョンとしている。それぞれの主体的な活動を促し、つなげ、支援するために、様々なステークホルダーと
の①目線合わせ＝議論の前提となる現状の共有 と、②納得感醸成＝事業効果とマイナス面の具体的な認識 が
重要であり、エビデンスが不可欠である。
●きっかけ
地元選出の衆院議員が、三菱総合研究所・帝国データバンク・東京大学空間情報科学技術研究センターの共同
研究の実証の場として前橋市へとつなぎ、2017 年 11 月に「超スマート自治体研究協議会」が発足した。大学と
の連携となる場合、えてして技術志向になりがちであるが、本件では「課題志向」
、あくまで地域の課題解決のた
めの取組みを意識している。
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平成 30 年 6 月定例議会 一般質問(6 月 6 日)。横須賀市で「EBPM」の語を用いて議場で質疑が交わされたのはこの時が初めてであった。
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●全体最適をデータでみられるように
スモールデータとは、ある目的のもと集められた、活用範囲が限定的な“結果”のデータであるととらえるならば、
ビッグデータとは、特定目的がなく、集められた活用範囲が不特定な“考える”ためのデータであるといえる。
●モデルケース１：赤城山の人の流れの分析
従来は、山頂でカウントし、登山者の人数を数えていたものの、どういった人が来たのかは全く分からなかっ
た。さらに、赤城山は富士山に次いで裾野が広い山であり、山頂エリア以外の訪問者はわからなかった。しかし、
データを活用し調べたところ、山頂：南麓＝１：３の訪問者数比率であることがわかり、南麓には 1,590,810 人
/年に対し、山頂エリアは 523,675 人/年であることがわかった。この数字が見えたことで、打ち手として、エリ
ア全体を回遊させる取り組みが考えられるようになった。

視察当日配布資料より引用

●モデルケース２：中心市街地の人の流れの分析
赤城山は自動車保有率が全国 1 位であり、公共交通の利用が低迷している。そもそも、1,2 時間に 1 本しか来
ないバスなど、公共交通の整備に課題が多く、課題の詳細を可視化するために、
「前橋版 MaaS 構想」として鉄
道・バス・自動車・徒歩などを色分けし、点の動きとして、人の動きの可視化をはかった。
●モデルケース３：電話帳データを活用した空き家の推定
電話回線を停止している家を空き家の可能性が高いとして推定した。この推定をもとに、住民基本台帳データ、
固定資産税台帳データ、水道データなど、自治体の保有するデータを活用すれば、より高精度に推定が可能とな
る。
全市空き家調査をゼンリンに委託し行ったが、毎年度同じ予算をかけて調査ができないという難点がある。こ
うしたシステムが、代替するものになりうるのであれば、空き家問題を所管する部局としても利用したいとの意
3

識がうかがえた。

■３

視察所感と、横須賀市に活用する上でのポイント

●１ 何のためのデータなのか、考えて取り組むこと
言わずもがなではあるが、データは、存在するだけでは価値が生まれない。どのような行政課題を把握・解決
するためにデータを収集するのか（データの収集）
、また、データからどのような行政課題と解決法が見いだせる
のか（データの活用）が前提になければ、EBPM の推進ははかれない。「スモールデータとは、ある目的のもと
集められた、活用範囲が限定的な“結果”のデータであるととらえるならば、ビッグデータとは、特定目的がなく、
集められた活用範囲が不特定な“考える”ためのデータであるといえる」と担当職員のご説明にあった通り、ビッ
グデータの活用と、スモールデータの活用にはそもそもの性質の違いがある。ビッグデータを巡る議論において
は、
「何に使うかは現時点ではわからないけれど、誰かが何かを見出して活用してくれるはずだから、自由に使
えるようにとにかく公開しよう」2という、オープンガバメントの視点を本市に根付かせることが大切であり、ス
モールデータについては、政策立案過程にデータサイエンティストの視点を入れ、課題解決のために真に有用な
データの収集・活用がなされることが大切なのではないか。なぜわざわざこれを強調するのかといえば、横須賀
市における市民へのアンケート調査などを見ると、聞いておくべき項目が盛り込まれていない事例や、聞きかた
に些か問題があるのではないか、と思われる項目が見られることがあり、また、
「非公開としなければならない理
由がなければ、全てオンラインで掲載しておく」ような、前のめりなオープンデータ化までは至っていないと感
じるからである。
●２ GIS 以外の視点も積極的に取り入れること
GIS（Geographic Information System：地理情報システム）は、その名の通り、地理情報を扱うシステムであ
る。視察でご紹介いただいた「超スマート自治体研究協議会」のモデルケース 3 つはいずれも大規模な地理情報
を扱う高度かつ有用なものであることは疑いの余地がない。同協議会は、国土交通省の「スマートシティモデル
事業」における「先行モデルプロジェクト 15 事業」の一つ3に選出されるなど、全国から注目を集めている。実
は、
「スマートシティモデル事業」における「重点事業化促進プロジェクト 23 事業」には横須賀 MaaS シティ実
現コンソーシアムが選ばれており、横須賀市もスマートシティの分野においては、全国を先導する立ち位置にい
る。また、両市ともに、経済産業省・国土交通省の「スマートモビリティチャレンジ」の支援対象事業4に選ばれ
ており、地理情報を活用したスマートモビリティの社会実装における先駆的な取り組みが、国からも期待されて
いる。
その上で、本視察を通じて感じたことは、超スマート自治体研究協議会のモデルケース 3 つはいずれも、GIS
を活用した色合いが強い事例であることだ。それ自体の良し悪しという話をここで展開したいわけではない。む
しろ、こうした GIS をさらに積極的に活用しつつ、
「地域生活の継続支援」という目的のもとでは、地理情報以
外のデータ活用との連携が一層重要になるだろう、ということだ。自治体が保有するデータの活用は、個人情報
利用の観点から様々な議論は必要であるものの、例えば「被保険者の健康の保持増進」と「医療費適正化」を目
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例えば、福井県鯖江市の「データシティ鯖江」が参考になる。https://www.city.sabae.fukui.jp/about_city/opendata/datacity-opendata.html
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https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi07_hh_000139.html

4

https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190618004/20190618004.html
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的として本市で策定されている「横須賀市国民健康保険第 2 期データヘルス計画」5のように、レセプトというあ
る種の“スモールデータ”を行政計画の根拠とする取り組みは、分野によっては既に進められている。視察時の質
疑の際も、
「行政も縦割りとなっている。空き家問題を所管する部局は空き家の減少が、リノベーションを所管す
る部局は空き家の活用がそれぞれ主目的となる。民間データ、たとえば地価データ・経済活動に関するデータを
組み合わせることで、空き家を活用に回すべきエリア・人の流れが生み出しやすいエリア、などが見出しやすい
だろうと思っている。課題は各部局で山積しているが、この取り組みでやろうとしていることは、各部局の課題
を解決できる仕組みをつくろうということ」という意見がきかれた。情報政策を、単に、情報政策を所管する部
署だけにとどめることなく、全庁横断的に、課題解決に生かす上では、欠かせない視点ではないか。

【新潟県三条市：マイナンバーカードによる独自サービスについて】
■１

視察目的

三条市におけるマイナンバーカードを活用した独自サービスをどのような背景のもと整備したのか伺い、マイ
ナンバーカードを活用し横須賀市で何らかの業務改善ができないかを考え、ひいては横須賀市の情報政策全体の
方向性を考える一助とするため足を運んだ。
マイナンバーカードを使って何かが画期的に便利になるのかと問われれば、YES とも、NO とも言い難いのが
日本の現状ではないだろうか。私は電子行政の推進に大いに賛同しているが、マイナンバーカードが普及すると
は思えない。普及させなくてよい、と言っているわけではなく、現状では普及するとは全く思えないという意味
だ。そもそも、電子行政を推進するために国民に番号を振ったにもかかわらず、なぜ「カード」という実物が必
要なのか意味が分からない。クレジットカード、運転免許証、健康保険証、ポイントカード、病院の診察券…日
本人の財布にはカードがあふれかえっている。そこにさらに一枚カードを足すという。生活実態を捉えていない
としか言いようがない。何より、高度な個人情報であるナンバーが、カードに記されている点で、セキュア（安
全）ではない。
ともあれ、電子行政の推進と、それによる住民生活の向上に少しでも資するよう、始まってしまったマイナンバ
ーカードの活用には取り組まねばならない。総務省が 2019 年 6 月に配布した資料「マイナンバーカードの普及
促進等のポイント」6では、2022 年度に国民ほぼ全員がマイナンバーカードを持っている想定になっている。曰
く、
「令和 4 年度中にほとんどの住民がマイナンバーカードを保有していることを想定し、国は具体的な行程表
を(2019 年)8 月をめどに公表。市町村ごとのマイナンバーカード交付円滑化計画の策定の推進と、定期的なフォ
ローアップを行うとともに必要な支援を実施」と記されている。マイナンバーカード活用に取り組むからには、
普及させねばならないし、普及させるからには、市民が活用するインセンティブがあったほうがいい。今回視察
した三条市は、金属加工が地場産業として根付き、隣接する燕市と合わせ「燕三条」として全国的な知名度を誇
っているが、基幹系システム標準化、デジタル化、オンライン化…などに関する国の施策検討の場に頻繁に招か
れる「情報政策の名物課長」
（総務部情報管理課長）が在籍していることでも、自治体関係者の中ではよく知られ
ている。今回の視察では、課長から直接お話を伺った。
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https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3070/de-taherusukeikaku.html

6

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dgov/dai4/siryou1-1.pdf
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■２

マイナンバーカードによる独自サービスについて

所管部局によるご説明

・説明者 1 名：総務部情報管理課長
●マイナンバーカードに先立つ取り組み１ 住民情報系システムの共同化
県内全自治体に声掛けしたが、①ベンダーの囲い込み②改革への後ろ向きさがある自治体の存在 があり、最
終的には新潟県内 5 自治体（長岡市、三条市、見附市、魚沼市、離島である粟島浦村）が共同化に加わることと
なった。市町村合併が、随意契約での割高なシステム導入を生んでいた過去があったこともあり、共同化により
10 年間で約 50%のコスト削減（93 億円→47 億円）となった。
●マイナンバーカードに先立つ取り組み２ 住基カード
住基カードの時代に、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の前身団体からの補助事業として、今のコンビニ
交付機能につながるような自動交付機導入事業があった。当初の国からの説明とは異なり住基カードが必須交付
とされず、任意交付となったせいで目測が外れ、自動交付機の利用が低迷した。事態改善への対策として、カー
ド交付手数料の無償化や独自サービスの実施へと踏み込んだ。結果、住基カードの交付率は全国平均の 3 倍(約
5%→約 14%)となった。
●マイナンバーカードによる独自サービス
図の通り、
①証明書のコンビニ交付
②窓口支援
③図書貸出受付
④避難所の入退所受付
⑤選挙の投票入場受付
⑥職員の出退勤管理
を 2016 年 1 月から、さらに
・期日前投票の宣誓書記載の省略
・学校などの出退勤管理
・民間優遇サービスの提供を 2018 年から実
現した。課長によれば、マイナンバーカード
の登場により一気に進んだ、というよりは、
2003 年「街なか行政サービス拡大特区」に三条市が申請し、自動交付機の運用・利用頻度向上に励んだ7という
背景など、情報化政策に前向きな姿勢が、現在の証明書のコンビニ交付等に寄与しているそうだ。
【独自サービスに関する簡単な説明】

7

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/sankou/030829/16.pdf

住民基本台帳カードを利用して「住民票の写し」及び「印鑑登録証明書」を発行する自動交付機について、特例の導入により、商業施設ビルであ
る「パルム１」に移設し、併せて、その運用時間を市役所窓口時間外でもサービス提供できるよう設定（10:00（日曜のみ 8:30）～19:30）するも
の。
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①証明書のコンビニ交付
住基カードの時代から、三条市が旗振り役となって進めてきたことでもある。
②窓口支援：
（１）証明書発行支援
市役所窓口でマイナンバーカードを提示することで、住民票の写し、税証明、戸籍証明書の申請書への記入を
すべて省略できる。かつ、コンビニ交付と同じく交付手数料を割引する。コンビニ交付が高齢者にとって困難で
ある可能性を考慮し、窓口での証明書発行の支援という運用をカードで行っている。有人窓口対応である安心感
が高齢者にはあると想像できるし、
「お年寄りが「どうやってこれ書き込めばいいですか」と聞いてくる時間を考
えれば、カード受け取って、紙で出した方が早い」とは課長の説明にもあり、まったくその通りである。
②窓口支援：
（２）総合窓口の支援
申請書記載は約 300 種類もあるため、簡素化。職員が記載文言を随時変更可能な機能を実装している。
④避難所の入退所受付
安否確認が来ても、避難者名簿には苗字程度しか記載されないケースが多く、該当者の特定が困難という経験を
水害避難で経験し、このサービスに結びついた。サービス導入後、毎年の避難訓練で試行している。
⑤選挙の投票入場受付
期日前投票や選挙当日に、投票所受付でマイナンバーカードの提示により、顔写真で本人確認し、電子読取によ
り該当者を検索でき、受付を瞬時に完了できる。また、期日前投票では宣誓書をシステムで出力するため、待ち
時間無く投票が行える。すべての投票所に受付専用端末を配置し運用することで、住民の待ち時間の短縮と、従
事職員の負担軽減を実現した。選挙事務の応援職員確保は常に困難であり、住民を待たせることにもなる。2016
年 7 月参院選期日前投票から導入した。課長曰く「学校体育館でも、LAN ケーブルを 100m も用意しておけば
すぐ導入ができる」とのこと。
⑥職員の出退勤管理
超過勤務は、2018 年度において、前年比で半分程度になった。出退勤管理システムは学校教諭も利用しており、
共有 PC に 3,000 円程度のカードリーダーを差し込み運用、専用端末は導入せず、費用はカードリーダーの購入
程度で済んでいるとのこと。
「各教員がエクセルに入力し、それを管理職がとりまとめ、さらに教育委員会に、と
いう仕組みが無駄であったので、導入した」との課長の説明にはただうなずくばかりである。簡単なシステムを
作り、県への報告事項を満たす形としたが、職員の出退勤は in-out のみ。一方で、超過勤務は庶務システムで行
い、出退勤の記録と照らし合わせて人事課が確認している。

■３

視察所感と、横須賀市に生かす上でのポイント

●導入費用もあまりかからず、市民サービス向上に資することは、早急に実施すべき
特に、②窓口支援：
（１）証明書発行支援 については、高齢化率 31%の本市において市民サービス向上に非
常に有効なのではないか。高齢の市民にとって、「ほかの人が待っているから、もたもたしては申し訳ないけれ
ど、わからないから店員を頼らざるを得ない」コンビニは、あまり心地よいとは言えない。自動交付機は、
「わか
る」人にとっては便利でも、
「わからない」人にとってはかえって不便になる。その点、有人の安心感と、カード
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を活用した効率化を両立させたこのサービスは、すぐにでも横須賀市に導入すべきではないか。
●情報システムを「まとめていく」必要性と有用性は高い
マイナンバーカードの活用ではないが、
「名物課長」
のお話に、
「システムをまとめて調達しておらず、ス
ケールメリットを出せていない市町村が多い」との指
摘があり、大変有用だと感じた」
。
情報システムは「見えない建物」を建てて維持管理
いるようなものであり、横須賀市においても億単位の
費用がかかっているが、その全体像は見えづらい。そ
して、これらシステムは、全庁一括で発注されている
わけではない。図に示したような情報政策課が所管す
るシステムの開発・運用のほかにも、教育政策課が所
管するよこすか教育ネットワークなど、情報政策課が
諸課と連携を取ってはいるが、委託先や契約期間はそれぞれ、となっている。
三条市では、情報政策に関して、部局の要望を丁寧に聞いている印象を受けた。
「業務の最適化をはかるのが、
システム導入の目的である。それは『全庁的な業務の最適化』なので、調達をすべてまとめれば、かなり安くな
る」と課長がおっしゃっていた通り、実際に新潟県内 5 自治体のシステム共同化では、10 年間で約 50%のコス
ト削減（93 億円→47 億円）につながっている。この辺りは、全庁的な業務見直しと一括発注のほかに、近隣市
町との広域連携も有用かもしれない。
以上
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