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1 目的と概要 

(1) 背景 

我が国では、急速な少子高齢化の進展に伴い生産人口の減少が見込まれてお

り、当市においても正規職員、任期付職員及び会計年度任用職員等の職員数の

見直しを今後検討する必要がある。 

また、当市は平成 23年に発生した東日本大震災による業務量増加のため、多

くの自治体から職員を派遣いただき業務を行ってきたが、令和 2 年度をもって

復興・創生期間終了に伴い職員の減少が見込まれる。 

加えて、令和元年 12月以降に発生した新型コロナウイルスを想定した「新し

い生活様式」の実践によるテレワークや時差出勤等を推進するため、業務の効

率化及び定例的作業の見直し等は喫緊の課題であり、この課題解決のための業

務効率化を目的とした人工知能(以下「AI」という。)及び Robotic Process 

Automation(以下「RPA」という。)等を活用したスマート自治体への転換を図る

必要がある。 

 

(2) 目的 

AI 及び RPA を活用した事務作業自動化ツールを導入し、行政事務の簡素化、

業務の自動化による生産性や作業品質の向上に資するため、当市の業務に AI技

術を取り入れた光学文字認識機能(以下「AIOCR」という。)及び RPAを試験導入

し、その効果の測定や次年度以降の長期的運用を見据えた課題等の検証を行う

ことを目的とする。 

当該検証については、当市への寄附(以下「ふるさと納税」という。)におけ

る「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に伴う申請業務等とし、業務分析や

見直しの効果や課題を検証・整理して、本格導入に向けた検討を行う。 

 

(3) 実施体制 

総務企画部総務課 ・実施計画策定 

・業務選定 

・契約事務 

・AIOCR・RPAの実行状況確認及び微調整 

・繁忙期の AIOCR・RPA処理の実施 

・実証実験全般調整 

市民生活部市民課 ・総務企画部総務課が行う業務のフォロー 

産業振興部 

商工観光課 

・業務分析 

・業務フロー作成 

・業務実施 

・実測 



株式会社アチカ ・環境構築 

・業務フロー・シナリオ作成 

・技術支援 

・報告書作成 

 

(4) 実証実験に使用したツール 

ア AIOCR 

ソフトウェア名 「Tegaki」＋「Seisho」 

イ RPA 

ソフトウェア名 NEC Softwere Robot Solution 

 

2 実証実験対象業務 

(1) 対象業務選定理由 

近年、全国的にふるさと納税が認知され、特に今年は新型コロナウイルス感

染症予防対策のため外出及び外食を控え、自宅で過ごす時間が多くなったこと

もあり当該寄附件数は右肩上がりに推移し、当市においても次のとおり増加し

ている。 

 平成 30年 令和元年 令和 2年 

寄附件数(件) 13,727件 36,740件 50,068件 

金額(千円) 187,412千円 528,848千円 712,381千円 

 

 

また、平成 27年 4月 1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始ま

り、ふるさと納税した寄附金控除を確定申告せず寄附した自治体に申請するこ

とで税控除が受けられるようになったため、当該特例制度に伴う申請件数も寄

附件数に併せ次のとおり増加している。 
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 平成 30年 令和元年 令和 2年 

申請件数(件) 3,210件 9,602件 14,963件 

 
 

このため、当該業務に対する事務効率の向上及び業務の改善が早急の課題で

あったこと、また、全国及び県内近隣自治体においても導入に向けた実証実験

の結果が良好であったことから、当該業務を実証実験の対象として選定した。 

 

(2) 対象業務の検証 

業務フロー図及び処理時間は、別紙のとおり 

 

3 検証結果 

(1) 定量効果 

現行処理時間 2,597時間 

導入後処理時間 1,733時間 

削減時間 864時間 

削減率 33％ 

詳細は、別紙のとおり。 

 

 

 

 

※ 当該処理時間等は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に伴う申請業務

の総時間であり、AIOCR及び RPA導入した部分のみを抜粋したものではない。 
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(2) 定性効果 

区分 効果の内容 

業務の見直し 

及び効率化 

・ 業務への AIOCR及び RPA導入検討に伴い、業務の可視

化、業務手順の整理、既導入自治体へのヒアリング等を

行うことで、現状の課題抽出をすることができる 

・ AIOCRの読取率向上のため、帳票見直し等の合理化を

図ることができる 

・ 業務の可視化、業務手順の整理をすることで、適切な

業務の引継ぎができる 

・ 業務全体の最適化の意識付けができる 

業務の正確性 

向上 

・ 単純な入力作業を機械が行うことにより品質の低下

及びミスの発生が最小限となる 

繁忙期のワーク

シェアリング 

・ AIOCR及び RPAの処理は、業務に精通していない者で

も応対することが可能なため、繁忙期において業務主管

課は事務作業自動化ツール処理前及び処理後のチェッ

ク作業に特化することができるようになるなど繁忙期

のワークシェアリングが容易となる 

 

(3) 本格導入後に効果が期待できるもの 

区分 効果の内容 

ペーパーレス化 ・ AIOCR読取するため、スキャンした画像を保存及び管

理することが可能となるため、帳票の整理を早期に行う

ことができる 

自治体間の RPA

シナリオの共有 

・ 他自治体で作成したシナリオを共有することができ

るようになれば、新たにシナリオ作成する必要がなくな

るため、予算外コストの軽減及びシナリオ改善の共有が

できる 

 

(4) AIOCR等の読取率 

読取申請書枚数 読取項目数 正読項目数 正読率 

144枚 1,584項目 1,566項目 98.9％ 

358枚 3,938項目 3,685項目 93.6％ 

(注釈) 

・ 読取設定の修正を複数回行ったため、直近 2回の読取結果を測定した。 

・ 申請書読取 11 項目中 10 項目がプリンタ等により印字されたものである

ため、正読率は高めとなっている。 

 



・ 第 1 水準及び第 2 水準漢字での読取となるため、当市の名前で多く使用

されている「﨑」などの文字は、「崎」として読取されてしまうが、仕様の

ため正読判定としている。 

・ 枠線(ボックスライン)を用いない項目では、スペース判断できず意図的

なスペースを詰めて読取してしまうが、こちらも仕様のため正読判定とし

ている。 

例)「釜石 花菜」 → 「釜石花菜」 

「釜石市只越町 3-9-13 2階」→「釜石市只越町 3-9-132階」など 

 

4 本格導入に向けた考察 

(1) 導入に向けたスケジュール 

事務作業自動化ツールを導入するに当たり、テストデータだけでは想定でき

ないことが発生するため、安定的な稼働には一定程度時間が必要であることか

ら、あらかじめ余裕を持った導入スケジュールを計画する必要がある。 

また、稼働時においても余裕をもったスケジュールを計画することにより、

処理データが少ないうちから不具合の発生を早期に発見し是正することが重要

である。 

 

(2) 帳票様式等の見直し 

AIOCRにおいて正確に読み取るための帳票定義が難しい場合があった(文字が

小さい、色が薄い、文字が枠に収まっていない等)。導入する際には、正読率を

高めるため帳票様式を次のことを注意しながら見直しを検討する。 

・ 文字は大きく記載又は印字可能なように枠を広げる。また、枠からはみ

出して記載することも考慮し、上下の間隔を広くとる。 

・ 電話番号、口座番号などの記入する桁数があらかじめ想定できる項目に

ついては、1桁ずつ記入可能なように枠を設ける。 

・ 生年月日の元号など選択する項目については、「○」で囲むものより「□」

などのチェックボックス方式とする。 

・ 受付印に押印される日付けの読取りは誤読が多いので、同一受付日ごと

にデータ化時に受付日を一括で入力する方式とする。 

 

(3) ペーパーレス化 

AIOCR 読取使用時に使用したスキャンデータを問い合わせ又は確認などに使

用することとし、紙媒体は早期にファイリング又は保管場所に移送し管理する

よう徹底する。 

スキャンデータは、AIOCRによるデータ化するためだけの使用ではなく、ペー

パーレス化を進めるための第一歩でもあるため、積極的な活用を行い執務室の

確保及びセキュリティの確保という相乗効果に努める。 

レ 



(4) 導入に伴う課題 

・ 個人情報取扱の厳格化 

本実証実験の対象となった「ふるさと納税ワンストップ特例制度」に伴う

申請を含め、現在導入を検討している業務の多くが個人情報をデータ化しそ

の後に処理することとなる。 

このため、申請書などの紙媒体のみならずスキャンデータなど電子データ

の取扱いを各例規等に基づき処理することを厳格に求められる。 

・ RPA実行ログ、処理結果(納品物)の保存方法 

実証実験により明らかになった課題として、RPA実行時に処理端末内にある

ログ(操作履歴)についての取扱いである。 

ログは、RPAによる処理後に不具合があった場合など、不具合又は機能改善

の解明に重要な役割を果たすものであるが、当該ログに個人情報の一部が履

歴として残されることが判明したため、各処理実行後に処理結果(納品物)と

同様に各例規に基づき処理がある。 

また、RPA の処理時は処理実行端末を操作可能な状況にする必要があるた

め、夜間の無人による処理時には処理実行端末を施錠可能な部屋に移動し処

理させるなどの対応を行う必要がある。 

・ AIOCRスキャンデータ(画像)、処理データの受渡しについて 

AIOCR の処理については、LGWAN-ASP サービスを利用したが、LGWAN 環境と

他ネットワーク環境間のデータ受渡しを現時点では電子媒体を使用する方法

しかないため、当該電子媒体について強制的に暗号化可能な電子媒体を使用

するなどの対応を行う必要がある。 

・ RPAシナリオ作成 

RPAシナリオ作成方針については、市職員による作成又は外部委託による作

成の意見に分かれている。外部委託する場合においても新規業務の開拓、既

存業務の改善及びエラー発生時の対応など一定程度職員にも知識を有する必

要があるため定期的な研修が必要である。 

・ 職員の意識改革 

今回の実証実験において大きな定量効果を生み出すことができた理由の一

つとして職員の意識改革が大きく貢献している。 

本実証実験を行う前に当該実験を行う産業振興部商工観光課の担当職員は

既導入自治体へのヒアリング、当該実験に伴う事務作業の変更及び処理結果

(納品物)確認ツールの作成など当該実験による変化に自らが考えいち早く対

応した。 

既存事務からの変更は、心理的な負担は大きいが変更に対する拒否反応を

示さず、いち早く対応できる意識改革及び体制づくりが必要である。 

 

 



(5) 導入を希望している業務 

・ 総務企画部税務課 

相続税第 58条関係 

償却資産申告関係 

・ 市民生活部市民課 

人口統計事務 

高額療養費勧奨通知作成 

支給決定通知作成 

医療費給付申請書処理 

被保険者資格異動処理 

保険料還付金処理 

・ 保健福祉部健康推進課 

新型コロナ等予防接種関係 

・ 保健福祉部子ども課 

児童手当関係 

保育入所関係 

・ 教育委員会学校教育課 

スクールバス利用申込書 

・ 共通 

アンケート関係 


