
 
デジタル技術活用の取組み 

 

２０．行政内部業務における DX 推進 
 
事業Ⅰ RPA を活用した業務の効率化 

予算額 ２７，８８５千円 

事業の目的・概要 

区では、令和 2 年 12 月 25 日に閣議決定された「デジタル社会の実現に

向けた改革の基本方針」、「デジタル・ガバメント実行計画」及び同日に総務

省が策定した「自治体デジタル・トランスフォーメーション（DX）推進計

画（令和 4 年 9 月 2 日改定）」にもとづき、デジタル技術を活用した業務の

変革に取り組んでいる。 

行政内部の更なる業務効率化を推進し、人的資源を行政サービスの更なる

向上に繋げていくため、RPA（ロボティック・プロセス・オートメーショ

ン）の導入を拡充する。 

 

【RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）】 

人間がパソコンを操作して行う定型的な作業をソフトウェアのロボットに

よる自動的な操作によって代替すること。 

主な事業内容 

令和 4 年度より、全庁業務を対象に RPA の導入を開始し、業者委託によ

るロボット開発、職員への RPA 周知を目的とした全庁説明会、RPA 導入対

象業務を抽出するための全庁調査及び RPA 導入対象業務の選定等を実施し

た。 

令和 5 年度は、業者委託によるロボット開発に加え、研修を実施したうえ

での職員によるロボット開発（内製化）を行い、RPA 導入を拡充して更な

る業務効率化を推進する。 

 

【実績及び今後の導入予定】 

令和 4 年度導入実績 4 課 10 業務 

令和 5 年度導入予定 7 課 13 業務 
 

担当者 

【RPA を活用した業務の効率化について】 

情報政策課長 

島田 司  電話 03-3908-8887 

 



事業Ⅱ 保育所等の利用調整における AI の導入 

予算額 １２，１４２千円 

事業の目的・概要 

保育所等の入所選考（以下「利用調整」という。）について、事務の効率

化による職員の負担軽減と選考時間の短縮による区民サービスの向上を図る

ため、令和 6 年 4 月入所分の利用調整から、申請者情報と施設情報をもと

に、AI（人工知能）によって効率的に最適な利用調整結果を導き出すマッチ

ングシステムを導入する。 

主な事業内容 

利用調整は、現在、紙媒体の選考名簿をもとに職員の目視手作業により実

施しており、4 月期においては、申請締切日から結果通知まで 2 か月を超え

る期間を要するなど、区民サービス上の課題がある。本課題の解決に向けて

は、令和 3 年度実施の外部コンサルティングを活用した業務改革（BPR）に

おいて、AI の導入が提言された。 

活用に向けた条件整理等を進める中、利用調整における AI 製品の導入実

績がある事業者との実証実験において高い効果を確認できたことから、製品

及び構築事業者を選定し、令和 6 年 4 月入所分から申請者情報と施設情報を

もとに、AI によって効率的に最適な調整結果を導き出す AI マッチングシス

テムを導入する。 
 
（1）導入効果＜４月入所第一次利用調整＞ 

①利用調整業務にかかる日数を 1 週間程度短縮 

②利用調整結果の通知時期を 2 月中旬から 2 月上旬に前倒し 

③入園内定した場合の保護者の円滑な復職に向けた調整や、入園内定し

なかった場合の代替手段確保等に向けた迅速な対応を可能にする 
 
（2）導入スケジュール 

①令和 5 年 2 月     公募型プロポーザルによる業務委託の受注者

選定 

②令和 5 年 4 月～１２月 AI マッチングシステム構築 

③令和 6 年 1 月～２月  令和 6 年 4 月入所分から導入 

（精度確認等のため、従来の利用調整も並

行実施） 

④令和 7 年 1 月～２月  令和 7 年 4 月入所分は AI のみで実施 

（結果通知の早期化を実現） 

担当者 

【保育所等の利用調整における AI の導入について】 

保育課長   

中田 雄平  電話 03-3908-9129 

 



事業Ⅲ 戸籍証明書コンビニエンスストア交付の導入 

予算額 ５４，５３４千円 

事業の目的・概要 

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等で戸籍証

明書（最新のみ）の交付を実現する。現在当区に本籍を有する者が戸籍証明

書を取得するためには、窓口への来庁あるいは郵送請求に限られている。 

本事業の実施により、窓口来庁が不要となり証明窓口の混雑緩和が期待で

きることや、郵送請求が不要となることで為替購入のために郵便局へ来訪す

る手間が省け、必要な時に証明書の取得が可能となる。 

主な事業内容 

当区が管理している戸籍証明書について、コンビニエンスストア等で取得

することを可能とする。 

 

【交付の流れ】 

（1）請求者は、全国のコンビニエンスストア等に設置されているキオスク

端末に利用者証明用電子証明書が格納されたマイナンバーカードをセッ

トし、画面の指示に従って操作を行う。 

 

（2）請求情報は専用回線（LGWAN 回線）を通じて、利用者証明用電子証

明書により本人確認され、サーバー経由で戸籍情報システムに送信され

る。 

 

（3）戸籍情報システムからは、同様の経路でキオスク端末に証明書情報が

送信される。 

 

（4）請求者が手数料を納付し、証明書が交付される。 

担当者 

【戸籍証明書コンビニエンスストア交付の導入について】 

戸籍住民課長 

松村 誠司  電話 03-3908-8735 

 



 
デジタル技術活用の取組み 

 

２１．地 域 の 情 報 化 推 進 
 
予算額 ３７，３１８千円 

事業の目的・概要 

新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化や新たな担い手づ

くりが求められる中、町会・自治会内でのコミュニケーションのデジタル化

を支援し、町会・自治会活動の充実を図る。 

また、令和 3 年度に Wi-Fi 環境を整備した北とぴあにつづき、赤羽会館及

び滝野川会館にも整備を実施することにより、利用者の利便性向上を図る。 

主な事業内容 

（1）町会・自治会デジタル化支援事業 

町会・自治会の役員等を対象とし、SNS やアプリ等を利用したグルー

プ内での情報共有や情報発信の方法、オンライン会議等について、町会・

自治会単位で講座等を実施する（計 20 町会・自治会を予定）。 

1 町会・自治会あたり全 3～4 回程度（1 回約 2 時間）とし、町会・自

治会会館等で行う。 

 

 

（2）区民施設の Wi-Fi 環境整備 

赤羽会館及び滝野川会館における公衆 Wi-Fi 環境整備工事を実施する。 

担当者 

【地域の情報化推進について】 

地域振興課長 

  古平 聡  電話 03-5390-0091 

 



 
デジタル技術活用の取組み 

 

 

２２．高齢者のデジタルデバイド対策 
 

予算額 ２０，０００千円 

事業の目的・概要 

ICT 機器に不慣れな高齢者を対象として、身近な ICT 機器であるスマー

トフォンを活用した講座を実施することにより、高齢者のデジタルデバイド

の解消とともに、生活の質の向上を図ることを目的とする。 

災害・防犯など緊急性の高い情報を確実に取得できるようにすることや、

外出が減ったコロナ禍において、自宅での自発的なフレイル予防・介護予防

活動の取組みを促すほか、区が発信するイベントなど、役立つ情報を受け取

れるようにすることを目指す。 

主な事業内容 

（1）対象者 

65 歳以上の区民でスマートフォンを所持している方 

 

（2）講座の概要 

①1 講座は全 2 回（1 回 2～3 時間程度） 

②会場は、区内公共施設 7～8 か所 

③講座修了者のスマートフォン操作相談会（フォローアップ）や受講修

了者同士の交流会を実施する。 

 

（3）講座の内容 

①講座では、区指定アプリをダウンロードして使い方を習得するほか、

QR コードからの情報の読み方などを習得する。 

②交流会では、スマートフォン操作技能を有するアクティブシニアや大

学生を活用し、介護予防につながる体操や認知症 VR 体験などを実

施する。 

 

（4）その他 

本事業の実施は 3 か年（令和 5～7 年度）とし、3 か年で 2,000 名の

受講を予定（初年度は 500 名） 

 

担当者 

【高齢者のデジタルデバイド対策について】 

長寿支援課長 

  滝澤 麻子  電話 03-3908-9017 

 


