
千葉市 市民局    

平成26年 8月 

 
「Government 2.0」に向けた千葉市の取り組み 

 
ち ば レ ポ 

 
～これからのまちづくりにおける行政、市民の役割～ 



アジェンダ（お話ししたいこと） 

 

 

① 千葉市がGov2.0に取り組む背景 

② 千葉市の考えるGov2.0 

③ 「ちばレポ」実証実験 

④ 今後の「ちばレポ」の方向性 
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いま、そこにある、千葉市の課題 
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 H27年をピーク（97.2万人）に減少に転じる見通し 

年少者人口はH24年をピークに減少 

高齢者人口は増加し、H27年には高齢化率が25.8% 

 人口減と少子高齢社会 

 財政難と公共サービス 

 社会の絆とまちづくり 

 H4年の政令市移行時に都市基盤整備 

実質公債費比率は、H27年に22.4%の予測 

 H21年「脱・財政危機宣言」以降、財政再建が本格化 

単身世帯が増加しており、H23年末には平均世帯人員が2.3人 

町内自治会加入率は、H23年には71.5%に低下 

災害時に自力避難が困難な要援護者が約4万6千人（H25） 
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行政をとりまく環境の変化 
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• 高度成長が終わった今、予算枠は大幅には増えない 

• 行政依存体質からの脱却が必要 

• 自助、共助、公助のバランスをもう一度考える必要 

• 市民のニーズにきめ細かく応えるには、市民の参画が不可欠 

• 市民が本格的に街づくりに関わるための制度作りが必要 

• そのためには、行政と同じ情報を市民に持ってもらう必要がある 

• 高齢者の生きがい対策のためにもボランティアの促進を 

行政が何でもやる時代は終わり 

これからは市民によって支えられる街へ 
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行政をとりまく環境の変化 

◆ 行政と市民のつながりに変化が生じている！ 
 

 
共働きの増加などを受けて、従前の行政と市民のチャンネル 
 
（自治会など）への加入率が低下している。 
 
 
若い世代を中心として、ICTの利用率が大幅に高くなっている。 
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地域のつながり 

ICTの利用率 

乖離が生じてしまっている状況
の中で、結びつきを作ることがで
きる可能性が、ICTにはある！ 
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行政をとりまく環境の変化 
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◆ ＩＣＴに何ができるか？ 
 
地域連携が弱っている中、情報共有をどのように強くしていくか。 
 
 
それをどのように行政への参画に結び付けていくか。 

インターネットを始めとするICTへの期待 
  
 ・地域のつながりを再生 
 
 ・業務の効率化 
 
 ・市民サービスの向上 
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スマート市役所へのＩＣＴ活用 
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◆ スマート市役所とは？ 
 

「スマート」とは、「ムダ・モレ・ズレがないこと」 
実現には、「与えられた資源の中で、それ以上の価値を生み出す
ために、マッチングを行うこと」が重要 

 
・業務を改善し、市民ニーズにあったサービスを提供 
 
  行政サービスと市民ニーズのマッチング 
   
  （住民負担の軽減と、新たなサービスの提供） 
 
 
 
・市役所の制度、ノウハウ、データの公開・共有 
 
  行政の持つ情報と、市民・企業の知見とのマッチング 
 
  （住民参画の仕組みつくりとオープンデータ） 
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スマート市役所へのＩＣＴ活用 
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◆ ＩＣＴ活用による「スマート市役所」に向けた取り組み 
 

① 窓口事務の効率化等による市民の時間の返却 
    →総合窓口によるワンストップサービス 

    →インターネットを活用した事前申請の実現 
 

② 一人ひとりの市民に向き合い受給漏れをなくす 
    →市民ポータルによるプッシュ型サービス 
 

③ 保有データの分析によるコスト縮減 
    →不正受給の発見、戦略的事業展開 
 

④ オープンデータによる市民サービスの向上 
    →企業・市民による新たな価値の創造 
 

         ⇒ 市民が豊かな生活を実感できる市役所 へ 

 

 

 

業務プロセス 
改革 

オープンデータ 
 の推進 
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ガバメント２．０ 

2009 オバマ大統領が就任時、「透明性（transparency）」、「国民 
    参加（participation）」、「協業（collaboration）」という 
    オープンガバメントの３原則を示す 
 
2009 ティム・オライリーが、ガバメント2.0を提唱 
    （ ITを活用したプラットフォームとしての政府や、Do  It 
      Ourselves な社会をイメージ  ） 
 
2010 英国キャメロン首相が、「大きな政府」ではなく「大きな社会 
    (Big Society)」を打ち出す 
    （ 中央政府から地方自治体への権限移譲、地域住民の行政へ 
      の参画、民間非営利部門の支援、政府データの公開など ） 
 
★ポイント★ いずれもオープンデータやＩCＴを媒介として 
       個人やコミュニティを中心とする新しい社会を目指す 
       考え方は同じ！！ 
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ガバメント２．０ 

 
千葉市は、こう考えます！ 
 
 ・行政と市民との役割を変える 
 ・行政の仕組みをバージョンアップさせる 
 
 
 
・ＩＣＴの活用により行政が保有していた情報を共有 
 
・政策決定や公共サービスの提供に際し、市民が参画 
         
                市民と行政のフラットな関係 

 
 
市民が納得する行政サービスを提供し、行政の効率化を達成 
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オープンデータ 

ちばレポ 
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  ちばレポ  しくみ 
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市役所の役割 

市民の力 市民の力を発揮できる課題 

市役所でなければできない課題 

市民によるレポート 

スマホのＧＰＳ機能を 
使った写真レポート 

市民協働による解決 

行政による解決 

ちば 
レポ 

道路の不具合など 

公園の不具合など 

地域における 
課題発見 

１ 

3 

３ 

２ 

◆ちばレポのしくみ 

http://www.city.chiba.jp/index.html


  ちばレポ イメージ（実証実験時） 1 
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クリックすると…。 

◆ちばレポのイメージ 
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  ちばレポ イメージ（実証実験時） 2 
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  ちばレポ 従来のコミュニケーション 

これまでの地域課題 ⇒ クローズされた情報 
 
  （通報した住民と通報を受けた行政担当だけの情報のやり取り） 
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（通報する） 
住民 

行政 
（担当者） 

電話・メールなど 
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  ちばレポ 新たなコミュニケーション 
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（位置情報・写真） 

地域課題 

ちばレポへの期待（１）⇒ オープンになる地域課題 

  （市民みんなが課題を共有） 

  （市役所と課題を共有） 
ちば 
レポ 

参画・協働意識の誘発 

（潜在的な社会貢献意欲） 

組織化 

（個人からグループへ） 

組織を支援 
・育成 

［行政］ 

可視化 

共有化 
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  ちばレポ 高まる街への意識 
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行動・参加 

コミュニティを意識する 

意識化 

住みやすい街にしたい！ 

良い環境の街にしたい！ 

街を意識する動機 

街を良くしたい行動に 

ちばレポ 

きっかけ 

ちばレポへの期待（２） 
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  ちばレポ 実証実験結果 1 

1 参加者   

～10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～ 

34(4%) 85(10%) 188(22%) 299(35%) 154(18%) 64(8%) 26(3%) 

（1）市民 
 （男女別） 

男性 女性 合計 

658(77%) 192(23%) 850 

市民 市職員 合計 

850 391 1,241 

（2）市民 
 （年代別） 

（人） 

2 ﾚﾎﾟｰﾄ 
  件数 

公開 未・非公開 合計 

593 323 916 (件) 

 （2）ﾚﾎﾟｰﾄ 
   分野 

道路 公園 ごみ その他 

456(77%) 77(13%) 9(1%) 51(9%) 

＊公開分593件のうち 

２ 実証実験の概要（平成26年2月20日現在）  

 （1）ﾚﾎﾟｰﾄ 
   処理状況    

         

受付済 対応中 対応済 

45 133 415 

＊公開分593件のうち 
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１ 実証実験期間 

 平成２５年７月１日～１２月２７日 

  ＊市民の参加登録は平成25年7月16日から11月22日、課題投稿は11月30日まで。 
    インターネットへの公開は平成26年3月末まで。 

http://www.city.chiba.jp/index.html


ちばレポ 実証実験結果 2 
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３ 市民協働に関する分析（実証実験評価報告書(平成25年11月)より） 

 市として市民協働が可能と思われる案件の抽出と類型化を所管局において検証した。 

総数 ○ × 

道路 454 （100%） 77 （17.0%） 377 （83.0%） 

公園 66 （100%） 32 （48.5%） 34 （51.5%） 

ごみ 32 （100%） 1 （3.1%） 31 （96.9%） 

計 552 （100%） 110 （19.9%） 442 （80.1%） 

1 レポートからの可能性の抽出結果  ○協働の可能性がある案件 ×それ以外 

2 市民協働可能と思われる具体的項目 

  道路（77件） 

   ・道路施設等への落書の消去             25件 ・歩道等の草刈り                         19件 

   ・歩道等に散乱するごみの撤去・清掃 12件 ・側溝に設置された集水桝詰まりの解消  8件 等 

  公園（3２件） 

   ・樹木剪定                                     10件 ・公園施設への落書消去                     7件 

   ・公園清掃                                       6件 ・公園適正利用パトロール                  4件 等 

  ごみ（1件） 

   ・ごみステーションの適正排出パトロール 
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ちばレポ 新たなシステム概要  

ちばレポシステム構成 
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レポート 

ちばレポ業務管理システム 
（統合CRM） 

ちばレポWebサイト 

ちばレポスマートフォン
アプリ 

 

Salesforce.com 
クラウドサービス 

市役所所管課による 
業務処理 

市民協働による 
課題解決 
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１ 投稿課題登録・管理機能 

 市民が、スマホやWebブラウザから地域課題を投稿し、対応状況とともに
公開 

２ 個別受付課題登録・管理 

 市民から電話やメール等で受け付けた地域課題を職員が登録し、対応状況
とともに公開（道路・公園） 

３ 資材管理 

 地域課題の対応時に必要となる土嚢、点字ブロック等の資材管理（道路） 

４ 市民協働案件申込・管理 

 地域課題解決のため市民協働可能な案件を登録し、参加者を受付・管理す
る。 

５ ポジティブ案件登録・管理 

 市民が気づいた市の良い点などを地域課題と同様に市民が投稿し、公開 
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  ちばレポ 今後の展開 1 

◆「ちばレポ」の今後（本格運用・Ｈ26.10～） 
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１ 市民参加継続支援機能 

 インセンティブ付与（行政ポイント）、ゲーミフィケーション 

 プッシュ型情報通知 

 ＳＮＳ連携 

２ 対応内容評価機能 

 投稿内容・対応内容への評価採点・コメント 

 「いいね」等の簡易評価 

３ 蓄積データ活用機能 

 データ集計・分析、可視化 

 オープンデータ化（データベースアクセス、集計レポートのＡＰＩ） 

４ 他都市への展開 

 ソリューションのシェア、協働開発等 →ジャパン・スタンダードへ 
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  ちばレポ 今後の展開 2 

◆「ちばレポ」の今後（高次な活用のために） 
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ちばレポに関するお問い合わせ 
 

千葉市 市民局 市民自治推進部  広聴課 
                
       TEL         043-245-5294 
         e-mail    chibarepo.C@city.chiba.lg.jp 
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