磐梯町デジタル変革に関するオンライン審議会記録
（第 1 回審議会）
会議日時
場

令和２年１１月９日（月）午前１０時００分 開会
午前１１時００分 閉会

所

オンラインにより開催

出席者数

委員定数 ６ 名中

出席者 ６ 名

椎名 毅

小山ひろみ

中元淳二

桂 Jasmine 末利子

大久保光伸

前田諭志

出席委員

欠席委員

出席した者

書

記

磐梯町長

佐藤淳一

磐梯町 CDO

菅原直敏

デジタル変革戦略室長

穴澤竜一

デジタル変革係長

長 泰志

地域おこし企業人

星 久美子

（１）報告事項
① 磐梯町の DX 戦略の概要について
② 磐梯町の業務可視化と BPR の現状
③ 磐梯町のセキュリティー対策の現状
（２）協議事項
① 開催通知、情報共有におけるチャットツールの活用について
② 提供資料等のペーパレス対応について
付議事件

③ 審議会のオンライン配信とアーカイブ化について
④ 磐梯町のデジタル変革について
⑤ 磐梯町の業務可視化と BPR 等について
⑥ 磐梯町の情報セキュリティについて
（３）その他
次回（12 月）審議会の開催について

会議の概要

（別記のとおり）

【会議の概要】
ž

全員揃いましたので、ただいまから磐梯町デジタル変革に関する審議会を始めさせていただきま
す。
（穴澤）

ž

審議会を始めるに前に今回磐梯町デジタルん議会委員をお願いすることなりました皆様に委嘱状
の交付させていただきます。ご紹介を兼ねてお名前をお呼びさせていただきます。椎名毅 様、中元
淳二 様、桂 Jasmine 茉莉子 様、大久保光伸 様、小山ひろみ 様、前田諭志 様、6 名の方よろし
くお願いします。
（穴澤）

ž

代表しまして椎名毅 様に委嘱状の交付をさせていただきます。
（穴澤）

ž

委嘱状、椎名毅 様、磐梯町デジタル変革に関する審議員に任命する。任期令和 2 年 11 月 2 日か
ら令和 4 年 11 月 1 日まで。令和 2 年 11 月 2 日磐梯町長 佐藤 淳一。（町長）

ž

他の委員の方には後ほど郵送にて委嘱状をお送りしますので、よろしくお願いします。（穴澤）

ž

磐梯町デジタル変革に関する審議会を次第により進めさせていただきます。
（穴澤）

ž

開催に先立ち町長 佐藤 淳一より挨拶申し上ます。
（穴澤）

ž

皆さま、おはようございます。本日は磐梯町デジタル変革に関するオンライン審議会の第 1 回目
になりますが、よろしくお願いします。磐梯町もデジタル変革を去年から進めてきているが、さま
ざま新しいことを進めてきているが、さまざまな課題にもぶつかってきています。全国初となるオ
ンライン議会も進めてきてはいますが、今度は本会議についてもオンラインを進めていこうと議員
間で話し合っているが、法律的な問題をはじめさまざまな課題が出てきている。あとは磐梯町はデ
ジタル通貨を導入しようとしている、これについてもさまざまな問題が出てきている。いろんな意
味でのデジタル変革に関すること、もしくは、セキュリティに関すること、条例、規則や要綱等法
律に関わるもの等について皆さまの忌憚のない意見と、見知を生かしていただけながらひとつひと
つ解決していけたらと思います。
（町長）

ž

次に役員選出ですが、磐梯町デジタル変革審議会設置要綱の説明を若干させていただきます。要
綱の第 5 条には審議会には会長及び副会長各 1 名を置き、委員の互選とするとなっております。会
長副会長につきましては過日顔合わせ会の時にすでに皆さんの内諾を得ておりますので、事務局の
私の方からご報告をさせていただき、皆さんの満場一致の御同意をいただきたく思います。会長に
つきましては、椎名毅 様にお願いしたいと考えております。副会長につきましては、中元淳二様に
お願いしたいと思っておりますが、皆様よろしいでしょうか？（穴澤）

ž

異議ありません。
（各委員）

ž

ありがとうございました。それでは、会長に選出されました椎名毅 様より一言ご挨拶をいただき
たいと思います。
（穴澤）

ž

皆様改めましておはようございます。本日御多様な中、本オンライン審議会にご参加いただきあ

りがとうございます。皆様から御推挙いただき、会長という重責をになわしていただくこと、非常
に力不足ではありますが、オンラインでやるというっことで、非常に初めてのことでもありますの
で、難しいところもありますが、ぜひどうぞよろしくお願いします。磐梯町のデジタル化推進のた
めに今ほど町長からいくつか課題をご提示いただきましたが、皆様方ここにいらっしゃる方々は、
各方面でご活躍されていらっしゃる方々ばかりですので、ぜひとも磐梯町のデジタル化推進のため
にお力をお貸しいただけますようよろしくお願いします。これから長い委嘱期間ですけども、ぜひ
皆様よろしくお願いいたします。
（椎名）
ž

続きまして、副会長の中元淳二 様よりひと言ご挨拶をお願いします。
（穴澤）

ž

会津大学の中元でございます。おはようございます。副会長に選任していただいたということで、
私の方は会津大学で現在教授として働いておりますが、会津地方のことを色々と勉強させていただ
いて、色々磐梯町の方にお役に立てればと考えいておりますので、どうぞよろしくお願いします。
（中
元）

ž

それでは議事に移らせていただきます。デジタル変革審議会設置要綱第 5 条第 2 項の規定により
まして、議長を会長にお願いしたいと思います。椎名会長、よろしくお願いします。（穴澤）

ž

議長を引き継ぎさせていただきます。それではまず一番最初に皆様方から 1、2 分ほど簡単に自己
紹介をしていただいて、特に今どこからご参加いただいているかということおっしゃっていただき
ながら自己紹紹介していただけたらと思います。
（椎名）

（各委員及び事務局員、各自自己紹介を実施）
ž

ひととおり自己紹介をしていただきましたので、議事に入りたいと思います。まず本審議会の目
的を改めて皆様で確認をして、どういうゴール設定をするかということを情報共有したいと思いま
すので、事務局から磐梯町の DX 戦略の概要ついて簡単にご説明をいただきたいと思います。事務局
の方ぜひよろしくお願いします。
（椎名）

ž

画面共有をさせていただきますので、少しお待ちください。デジタル変革戦略ということで、磐
梯町は、総合計画の方にデジタル変革を誰もが自分らしく生きられる共生社会の実現する手段とし
て行っていくと位置付けておりまして、それに基づいてデジタル戦略室を 7 月 1 日に設置をいたし
まして、また、合わせてこのデジタル変革戦略を策定して、これに合わせて進めさせていただいて
います。内容は、多岐にわたるのですが、概略について簡単にお話をさせていただきたいと思いま
す。
磐梯町には使命と将来像、ミッション、ビジョンですね。誰もが自分らしく生きられる共生社会
をみんなで作っていく、このためにデジタルを使っていくということを明確にしております。これ
は、議決案件で議決もされておりますので、議会、行政双方がひとつのミッションとして進めてい
く形になっています。そういった中で、具体的なビジョンとして、町長が従前より訴えております、
自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい魅力ある町づくりというものをひとつのかたちにしてまい
りたいというかたちになっております。そういった中で行動規範を定めて、さらには戦術の中にあ
る戦略であったり、戦術といったものを何を用いていけばいいのかというかたちで取り組みを進め
させていただいております。したがって、磐梯町にてとってデジタル技術は手段ですので、当然、

ミッション、ビジョンがブレないのであれば、その手段がその時々によって RPA なのか、ブロック
チェーンなのか、AI であるのかは、柔軟に、可変的に進んでいきますし、時として、デジタル技術
を使わない手段のが適切であればそれを選択することもデジタル変革であると考えております。
総合計画がちょうどこの 3 月に改定をされまして、この中でデジタル変革についてもしっかり明
記をされているということで、町の統一見解として進めているという現状があります。こういった
中で、デジタル変革とは組織の根本的なところを変えていくという側面もありますので、特にデジ
タ変革戦略室におきましては、行動指針というものを従来の役所の世界の保守的なものから、逆に
挑戦をしていけるようなかたちで、什の掟ということで会津藩の子供たちがお勉強していたものを
もじって、例えばできない理由を並べてはなりませぬというかたちであったりとか、デジタル変革
は挑戦しなければならないので、挑戦しなければなりませぬ、しかし、挑戦すれば失敗することも
ありますので、失敗はせめてはなりませぬとか、行動変容というものから物事を進めさせていただ
いております。
職員も正規職員で 70 人強、他の嘱託等を入れて 100 人程度でございますので、職員の研修も昨年
から全員研修も含めて行っているという現状でございます。
戦略自体は総論、各論からなりまして、総論においては、PDCA というプラン、ドゥ、チェック、
アクションというものではなくて、この瞬間に瞬発力でどんどん判断をして決断をして進めていく
という、OODALoop という思考を行っています。行政計画によくあるような、網羅的なものは磐梯
町の規模ではちょと難しいところがありまして、したがって、何が優先順位として高いのかはその
時折選択しながら、可変的に物事を進めていくということで、行政の計画、戦略の中では比較的ユ
ニークな運用形態をとらしていただいている。
組織形態におきましては、本日皆様に関わらさせていただいております事務局は、町長、副町長、
その横にあります最高デジタル責任者、私は最高デジタル責任者でありますが、その下に条例で設
置されたデジタル戦略室、室長は本日出席しております穴澤でございますが、その下にデジタル戦
略係ということで、おさの方が控えているというかたちになっております。
したがって、組織の立て付けからわかるように、全庁を見渡したかたちの組織になりますし、政
策課の下に情報係、いわゆる ICT、システム系を扱うセクションは、このまま残っておりますので、
磐梯町ではデジタル変革と ICT 部門は明確に分けて取り組みを進めているかたちになっております。
なのでデジタル変革戦略室も中が基本的にはオンライン、ペーパーレスは完全に実装されたかたち
で行っていますので、組織形態も多様な人材が関われるものとなっています。最高デジタル責任者
である私が、民間の経営者を含めた複業人材を兼任しているところもございますので、そういった
意味におきましては、多様な方々、たとえば本日出席している星もそうですが、民間企業から関わ
るかたちになっております。今回のオンラインの審議会に関しても、その延長線上にございまして
磐梯町は比較的人材というものをかなり重視しておりまして、こういった多様な人材の方々が全国
各地どこからでもその知見を磐梯町のために供用していただけるような状況を積極的に作っていく
というかたちになっております。
デジタル変革に関して磐梯町では大きく三つのカテゴリで分かれておりまして、まず一つは行政
体のデジタル変革ということで、いわゆるオンライン化であったり、議会は別組織ではありますけ
ど、議会もその文脈の中にひとつ入ってくるのかもしれません。マイナンバーカード等もこのなか
に入ってくるものであります。もう一つは地域のデジタル変革というかたちで、いわゆるスマート

シティの文脈もひとつだと思いますが、地域通貨であったり、前田さんからお話があった交通の関
係、こういったことも地域のデジタル変革に入ってくると思います。あとはそれ以外に所蔵しない
ところをその他とのデジタル変革として括らさせていただいております。
主な取り組みとしてはこういったかたちで色々な取り組みを進めていこうということで進めてお
りますが、後ほどご覧いただきたいと思います。あとは各論で行政、地域、その他の DX というもの
をこういったかたちで細かく分類してすすめておりますが、当然最初は行政の DX というものに重き
を置いておりますので、この部分が項目としては比較的多くなっております。特に磐梯町が、今回
審議していただきたいことのひとつに、業務を可視化してそれをしっかり整理をする、業務改革、
BPR をしていくフェーズに入っている。そのうえで情報をデータ化して ICT 化することによって磐
梯町はステップに則して物事を進ている。磐梯町は最近メディアに取り上げられることが多いが、
基本的には ICT 化という文脈におきましては、1700 ある自治体の中で極めて遅れた自治体である現
状は我々も把握をしている。したがって、RPA や AI 等のソリューションの話にいくレベルには達し
ていないが、一方で業務の可視化、情報のデータ化、情報の ICT 化をしっかりやっていく過程によ
って速やかに進めていけるのではないか。地域の DX については、マイナンバーカードの取得率の向
上であったり、デジタル技術の推進を進めることによって取り残されてしまう人が出てしまう可能
性があるので、デジタル活用支援という形で各地域に、それを取り残さないような人材を配置する
措置でそういったかたのベースを上げていくという施策をおこなっていきます。
（CDO）
ž

ただいまの事務局の説明会ご質問等はございますでしょうか？（椎名）

ž

確認をさせていただきたいんですが、説明いただいた磐梯町の DX 戦略の中で、本審議会で審議す
べき内容について改めて確認させていただきたい。具体的にどんなことを協議すべきなのだろうか
（椎名）

ž

1 番大きな枠組みとしては、デジタル変革というものを、大枠で進めておりますので、全体像を含
めて皆様にご協議いただきたい。といいますのも、先ほど説明したデジタル戦略は第一版となって
おりますが、通常の行政計画と違うところは、それを定めたから 1 年 2 年普遍というわけではなく、
どんどん内容がクリアされるごとに、内容をどんどん改訂していく形になっております。その際に、
改定の内容を含めてより専門的なご指摘等をいただきたい場面が出て参りますので、皆様のご意見
を反映して改定する戦略に反映させていきたいと思っています。これが 1 番大枠の部分でございま
す。
そして、各論の部分ですが、とりあえず年度内 3 月までにおきましては、各論として大きな論点
が二点ございます。まず 1 点目は、セキュリティの関係の問題になって参ります。ご承知のとおり
磐梯町はこうした形で、オンラインという形で様々なことをして、当然効率的で様々な価値を生ん
でおるのですが、一方でこれを全庁に広めていくにあたりまして、セキュリティーというものが極
めて大きな課題になるということがわかってまいりました。特に今年度中に全職員が、ワーケーシ
ョンスペースでテレワークを体験するという研修を行っているのですが、その時に情報の持ち出し
のあり方であったり、あるいは、大久保先生の専門だとは思いますが、政府がクラウドで業務の標
準化等を進めているのですが、これを近隣の町とか市等々と連携したりすることもあります、磐梯
町単独で行う場合でありましても、オンプレミスからクラウドにしたときの、セキュリティーのあ
り方にどういう風にしたらいいのかという所が、残念ながら磐梯町はセキュリティーポリシーが平

成 19 年に改定したものが最新のバージョンとなっておりますので、当然この 11 年間で社会のセキ
ュリティー環境、デジタル環境は変わっておりますので、こういったものを精緻にすることによっ
て、おそらく日本の自治体の中においても完全にセキュリティーポリシーを実施している自治体は
なかなかないと思いますが、そういったものを来年の 3 月をめどに作っていきたいという事があり
ます。
二点目ですが、磐梯町は ICT 化が極めて遅れておるのですが、しかし着実にステップを踏んで進
めておりますので、こういったやり方というのはしっかりとした成果につながっていくと思います。
そういった中でまず業務を可視化する。可視化は既に終わっております。どんな業務が磐梯町にあ
って、印鑑がどれだけ押されたか、それぐらいまで業務の数を数えており、手続きの数についても
数えております。この中で、今ある業務を単に ICT 化していくだけでいいわけではなく、アナログ
の中でこの手続きが必要なのか、この条例のこの項目が必要なのかとか、こういったそもそも業務
の必要性であったり、そういったものを仕分けていく作業をしっかりした上で、データ化、ICT 化の
フェーズにいかなければ、さらに最後にある、価値を作っていく DX 化の段階にいけないと考えてい
ます。この中に置いていくつかの視点が重要になってきます。まず 1 点目が、これは小山先生の専
門だと思いますが、デザインの分野なんですね、つまり、町民本位のかたちにすべての設計を変え
ていくという、この作業が極めて重要になると思います。恥ずかしながら、役所の仕事というもの
は、役所の目線で進められていくことが多くございまして、これを町民目線に、役所の中の DX であ
れば職員の目線を最初にビジョンに掲げて、あるいは最近であると、女性の子供が生まれる職員と
か、子供を育てながらやっている職員の人たちが本当に働きやすい職場を完全に作るビジョンを掲
げた上で、それを逆算してデジタル技術も使っていってそれを変えていく作業をしていきたいので、
そういったところに置きましては、今回女性の審議員も多数入っていただいているので、そういっ
たご知見をいただきたい、デザインとか、当事者本人の視点の部分がございます。
と同時に、当然この後データ化、ICT 化を進めるにあたっては、データ化をするにはあたってどう
いうデータ化がいいのか、ここは本当に中元先生が専門家と思いますが、データのあり方の建て付
けの部分を、さらにはその次のフェイズに行った ICT 化の部分でどういうソリューションが適切に
なっていくか、こういった結構タフな話をですね、ちょっと ICT 化までは 3 月にはいかないと思い
ますが、3 月までに BPR からデータ化のところまで進めたらと思います。＿COD
ž

ありがとうございます、ご質問はございますか?（椎名）

ž

質問というわけではないのですけれども、今、菅原 CDO をからお話しいただいた件にコメントを
したいと思います。DX 変革に向けてですね、環境の変化に柔軟な、規定並びにガイドラインを作る、
素晴らしい発想だと思っています。中央省庁ですとか、自治体につきましても、なかなかガイドラ
インの変更が時間がかかったり、マスターとしている行動規範なり、例えば政府ですと、標準ガイ
ドラインといったものがあるのですけれども、そこが改訂されないことによって実務に落とせない
なんて話も聞いてはいます。特に、自治体の皆様ですと、総務省さんのガイドラインと経済産業省
さんが企業向けに持っているガイドライン、2 月以降にイスマップというクラウドに関するものです
と、新しい第三者の評価というものがきますので、そのあたりの私の方で皆さんにご理解いただけ
るようにどこかで説明する機会をいただければと思っております。今のお話の中で時間軸で見ます
と、1 番重いのが、例えば、データの取り扱い基準とか、ツールを使う前提よりも、もうちょっと業

務に近いところですかね。その辺になると規定とか規則で縛られるものだと思っております。もう 1
段ライトなもの、おそらく、今年度中に取りまとめられるのが、ガイドラインレベルのものだと思
っておりまして、ガイドラインですと、例えば、入札とか運用でどのようにリモートワークのツー
ルを使うかといったあたりはすぐに実行できるものでありますし、後は着手されている項目もいく
つかあるとは思いますので、その辺 2 つの軸、メインストリームで変えなければいけないところは、
通常の規定を変えるところでやったらいいと思うのですが、ガイドラインの変革につきましては、
既に事例等ありますのでその辺を皆さんとディスカッションさせていただいた上ですぐに運用に入
っていければと思っております。
（大久保）
ž

ありがとうございます。他にございますか?（椎名）

ž

ありがとうございました。私に期待していただいているデザインの部分なんですけど、まず、中
長期と今回の 3 月までのフェーズに分けるお話をいただきまして、例えばデジタルではなく私の得
意流儀である、空間であったり、場であったり、デザインの話でたとえさせていただくんですが、
例えば、一カ所いつもとても賑わっているエリアがあったとします。町民の方がとても満足して使
っているように見えます。今のフェーズでする必要があるのが、じゃぁその場が、いかによりよく
活用されているか、どうすればもっと便利になるかという部分だと思うんです。ただもう少し深い
インサイトを探っていくと、エリアの特性上、カフェであったり 1 人になれる場所がないので、皆
さん仕方なくそこを選んでいたというインサイトが見えてくることもあるので、先ほどメインスト
リームの話とライトの話がありましたが、そういった視点で皆様と共有して行けたらなと思います。
（小山）

ž

他に皆さんどうですか?（椎名）

ž

大枠のところでなんですけど、セキュリティーに関連してなんですけど、住民のプライバシーポ
リシーに関して結構、デジタル化するとなると自分がデータ化されて悪用されるんじゃないかと、
心理的重圧を感じる方がすごく多いと思うんですけど、特に年配の方はそうで、私のやってるお店
とかでもメールアドレスくださいとか、LINE の ID をくださいとかいうとすごく嫌がられることも
多々あるので、そこをプライバシーに関してサービス提供事にどこまで情報を出せるか住民本位な
んですよということの周知ってすごく大事だと思います。自分がデータ化されるっていう意識がす
ごく強い方多いという印象が年配の方にはあるので、そこに関してどういった周知をしていくのが
いいのかと考えられると良いのかなって思う。そこで多分いろんな設計も変わってくると思うので、
並行して考えられるようになるといいなと思います。
（桂）

ž

ありがとうございます。どうですか中元先生と前田さんは。何かコメントあればよろしくお願い
します。
（椎名）

ž

確かにさっき菅原さんの話にあったように、町民に対してはほとんど今町がやっていることが伝
わっていないと思ってまして、やり方もいろいろあるとは思うんですけれども、今説明していただ
いた内容を、ものすごく噛み砕いて時間をかけて説明していくっていうアプローチもあるかなって
思いますし、一方でこういう説明をしなくても、こういうことがデジタル変革でやることなんだと
いう、物だったりサービスであったり、というかたちで見せてわかっていただく、これがそうなん

なんだってわかっていただく、ある意味意識しなくてもいいレベルで、これが DX だとわかってもら
うアプローチもあるのではないかと思う。その場合、先程のジャスミンさんの話にもあったように、
情報提供したらどういうメリットがあるんですか？ていうのがちゃんと説明できるようになってい
る必要があって、さらにできれば、すぐ実感してもらえるようになっていれば、理解してもらいや
すいのかなあと思っているんですが。その辺についても皆様の意見を聞いてみたいなと思いました。
（前田）
ž

はい、ありがとうございます。̲椎名

ž

私の方から、意見を言わさせていただいてよろしいでしょうか。住民の方が理解するのに、例え
ば、セキュリティーポリシーの策定っていうところがあったかと思うのですが、セキュリティーっ
てなかなか住民サービスに結びつかないところがあったりするかと思うんですよね。非常になかな
か、積極的にやるには、どの自治体さんも難しいのかなと私の認識としてあるのですけれども、セ
キュリティーをやるとしたらば、技術的に高度な内容を知らなければいけないということで、職員
さんがそういったことをどういったところで学べるんだろうという、研修の所ですかね主に、会津
大学のほうでは学生をいろいろ教育して、情報通信技術についてもセキュリティについても専門の
先生がいて教えているのですが、そういった人材をどのように育てていくのかというのは、最初に
考えていただければいいのかなと私の方では認識している。同じく BCP についても、もちろん職員
さんは業務のほうは詳しいとは思うのですが、そういったところをシステム化するときにですね、
やはり専門的な技術とかが必要になってきますので、そういった人材をいかに育てていくのかとい
う点について、皆さんと意見交換させていただければいいのかなと思います。
（中元）

ž

はい、ありがとうございます。事務局の皆様、どのように進めましょうか？今いろいろご意見を
いただきましたが、一つ一つご回答したほうがいいのか、これはこれで聞いといて次に進めたほう
がいいのか、どうしますか?（椎名）

ž

今いただいたことに対して、事務局としてなのですが、BPR とセキュリティーについての話なん
ですが、セキュリティー、特に人材の話についてまさに中元先生のおっしゃるとおりで、庁内の職
員の底上げも当然図っていかなければならないと考えております。その底上げを図ると同時に、外
部のより専門的知見を持った方々のおっしゃるところを理解していける所までには引き上げていか
なければならない。その時に、どういう人材の育成の仕方が良いのか、これも会津大学様にも様々
な教育のリソース等もあるとお聞きいておりますので、そういったところも何か良いかたちでご指
導いただけたらというのが一点ございます。セキュリティーの話して町民の皆様には、意外と裏方
なので、あまり訴求力のある話ではないので、粛々と淡々と進めていくべきものと思っております。
当然セキュリティーって 100%完全なセキュリティーというものは、世の中には存在しないわけであ
って、逆に言えばどこまでのリスクとって何を進めていくのかって判断は今も町長もおりますけれ
ども、そういった判断も皆様のご助言をいただきながらしていかなければならない部分もある。と
同時に、セキュリティーの難しいところというのは、先ほどジャスミンさんが言ったとおりですの
で、住民の方の中にもセキュリティーに対する誤解であったり、認識不足というものが残念ながら
ございます。
ので、ここら辺の部分の認識というものをいかに説いていって、より皆様にとって素晴らしい町

民の生活に持っていけるかたちに広報していくのかというのは非常に大切なことだと思っておりま
す。また、先程前田さんからご指摘のあったとおり、磐梯町が進めているデジタル変革というのは
内部のことが中心でございまして、なかなかまだ町民に伝わっていない状況もございます。そもそ
も全部それを伝える必要があるのか、必要なとこだけ伝えれば良いのではないか、こういった伝え
方そのものについても、町民本位で皆様のご意見をいただきながらやっていきたいと思っておりま
す。
（CDO）
ž

はい、ありがとうございます。今ですねいろんなお話が出ましたけれども、各論として 3 月まで
セキュリティーポリシーの話と、業務の可視化、BPR の話ということで、この辺を対応していきた
いということだったかと思いますけど、この 2 点についてそれぞれ現状報告したうえで情報共有し
ていただいて、どういう形で進めていくのがよろしいかと いう協議をできいればと思います。事務
局の方よろしくお願いします。
（椎名）

ž

はい。承知しました。それでは次の審議会の時までに今いただいたご意見等等を踏まえて、また、
その他その間のやり取り等も踏まえて、進め方であったり、どのレイヤーでやっていくのかという
部分を含めてたたき台を次の回までに出していく形にして、それをもとにまたご議論をいただくと
いうかたちで行けたらと思うのですけども、会長いかがでしょうか?（CDO）

ž

なるほどわかりました。BPR の件とセキュリティーポリシーの件については、次回の審議会の時
までに事務局の方で本日いただいたご意見を踏まえた上で協議できるような形で資料提出していた
だくということでお願いをいたします。お時間なんですけれども、11 時に近くなりましたが、そろ
そろまとめに入る時間となっております。今日いただいた式次第もたくさんですが、報告事項② ③
の業務の可視化、BPR の現状、磐梯町のセキュリティー対策の現状を次回に回すということで、協
議すべき事項④と⑤と⑥についてこれから短い時間ですが少し話をさせていただきたいと思いま
す。まず、今後の運営方法ということについて、情報共有の仕方、情報提供し方、協議のあり方つ
いて事務局からご説明いただければと思います。
（椎名）

ž

事務的テクニカルな話ですけれども、今後の開催通知、情報共有についてですけれども、チャッ
トツールを活用する形でやっていければと思います。従前は Messenger ベースでやらさしていただ
いておりましたが、磐梯町では Microsoft の Temes を使用しており、これをもし可能であれば、今
後様々な情報共有、開催通知に活用していければ考えておりますので、まずこの点があります。二
点目がですね、資料提供のあり方についてですが、基本的にはペーパーレスで対応さしていただく
のですが、今包括連携協定の中で東京インタープレイス様のサイドブックスを庁内で活用したりし
ておりますので、そういったツールを活用しながらペーパーレスを原則とした対応で進めさせてい
ただきたいと思っております。3 点目がですね、審議会についてですが、今回は試行的に、今日は試
行的に配信をしているのですが、オンライン配信をしていくことと、アーカイブ化をして公開をし
ていくというかたちで進めさせていただきたいと思っております。合わせて文字を起こして、文章
で掲載するという今までの審議会の通常の公開の方法についても併せて行ってきたいと考えており
ます。この点についてご意見等といただけたらと思います。（CDO）

ž

皆さん、特にご意見はございませんか?（椎名）

ž

特に異議もないと思いますので、このような形でおすすめいただきたいと思います。そして、次
回の審議会の開催についてという事ですが、次回の審議会の内容につきまして先ほどお話がありま
したとおり、業務の可視化、BPR の現状、セキュリティー対策の現状についてご報告をしていただ
いて協議をするかたちを想定しておりますが、日程についてはどうしましょうか?日程とそれと後は
宿泊とという

ž

ことですよね、磐梯町に一度は来ていただきたいことですが、ぜひ協議をさせていただきたいと思
います。
（椎名）

ž

事務局ご説明いただけますか。
（椎名）

ž

この内容につきましては、微細に渡りますので室長から説明をさせます。よろしくお願いします。
（CDO）

ž

2 つのパターンを考えさせていただきました。1 つ目が、夕方までに会津若松市のほうにお越しい
ただきまして情報交換会をやりまして次の日の朝審議会を行うパターンでございます。東京駅を大
体 3 時位の新幹線にお乗りいただきますと、18 時ぐらいに会津若松駅に到着できますので、その後
ホテルにチェックインをしていただいて、18 時半位から情報交換会を行っていただきたいと思いま
す。次の日に、9 時から審議会を開かせていただきまして、お昼前に磐梯町駅から電車に乗っていた
だきますと東京駅に 14 時前に到着していただけるというのがパターン 1 です。
もう一つが、パターン 2 といたしまして、その日のうちに審議会と情報交換会を終わらしてしま
って、次の日は帰路についていただくというような日程になっております。東京駅をちょうどお昼
に出発していただきますと、磐梯町駅に 14 時 40 分に到着できますので、15 時から審議会を開催さ
せていただきまして、終了後に情報交換会を開催させていただきまして、その日お泊まりをいただ
いて次の日帰路についていただくという二つのパターンを考えさしていただきました。詳細の日程
についてはこれから調整機能を使いながら調整させていただきたいと思いますが、本日パターン 1
が良いのかパターン２がいいのかだけ委員の皆様のご意見をいただいてから調整をさせていただき
たいと思いますので、よろしくお願いします。（穴澤）

ž

私は日程次第と思っておりますが皆様ご意見はどうでしょうか?（椎名）

ž

まとめやすさでいったらパターン 2 のほうがうれしいです。
（桂）

ž

日程のイメージでいったら、12 月下旬位ですか。（椎名）

ž

12 月中旬ぐらいにさせていただきたいと思います。あんまり年末押し迫っても皆様お忙しいかと
思います。
（穴澤）

ž

複数日にわたって皆様と一緒にいると、オフラインのほうの議論が盛り上がってしまって、審議
会の議論が薄くなってしまうことを懸念しておりました。ということでパターン 2 に 1 票です。
（大
久保）

ž

パターン 2 でお願いします。
（小山）

ž

それではパターン 2 を前提として委員皆さんで日程をオンラインで調整させていただくというこ

とでよろしいでしょうか？（椎名）
ž
ž

異議なし。
（全委員）
本日、ちょうど 1 時間というところで終了させていただきたいということでよろしいでしょうか?
（椎名）

ž

異議なし。（全委員）

ž

それでは、皆様引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

以上で審議会を終了し、閉会する。
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