
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

 

磐梯町官民共創・複業・テレワーク審議会記録 

（第６回審議会） 

会議日時 
令和３年４月２7 日（火）午後３時 00 分開会 

午後３時 52 分閉会 

場所 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 

出席委員 

小田 理恵子 玉置 真悟 

小澤 綾子 五十嵐 大輝 

尾崎 えり子 中嶋 貴子 

欠席委員   

出席した者 

磐梯町長 佐藤 淳一 地域活性化起業人 星 久美子 

磐梯町 CDO 菅原 直敏   

デジタル変革戦略室長 小野 広暁   

書記 デジタル変革係長 長 泰志   

付議案件 

磐梯町官民共創・複業・テレワーク審議会 

（１）報告事項 

① 磐梯町デジタル変革戦略室の新体制について 

② 官民共創関係事業の進捗について（説明：小野室長） 

（２）協議事項 

① ばんだい宝ラボ～磐梯町官民共創プロジェクト～について 

（３）その他 

 

会議の概要 （別記のとおり） 
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【会議の概要】 

 それでは、定刻となりましたので、第 6 回磐梯町官民共創・複業・テレワーク審議会を開催させて

いただきます。私、進行をさせていただきます磐梯町デジタル変革戦室長の小野でございます。よ

ろしくお願いいたします。まず、会長あいさつでございますが、小田様、よろしくお願いいたしま

す。（小野） 

 はい、よろしくお願いします。今年度また新たに始まりました。皆さん、今年もですね、町民のた

め、あるいは、社会のためにですね、役立つような提言をどんどんしていければと思いますので、

よろしくお願い申し上げます。（小田） 

 ありがとうございました。それでは、議事に入らさせていただきますが、審議会設置要綱の規定に

よりまして、小田会長、議長となって進めさせていただきます。小田会長、よろしくお願いします。

（小野） 

 よろしくお願いいたします。そうしましたら、私の方から議事進行させていただきます。まず、報

告事項 1 番、磐梯町デジタル変革戦略室の新体制についてということで、ご説明の方、小野室長か

らお願いいたします。（小田） 

 はい。それでは、説明をさせていただきます。磐梯町のデジタル変革戦略室、昨年 7 月に発足して

いたわけでございますが、実態といたしましては、磐梯町の政策課の中にいるような状況でござい

まして、課長も兼任、選任の職員は係長のおさのみというような状況でございました。ただいま、

画面を共有させていただきます。少々お待ちくださいませ。 

はい、こちらがですね、新年度からの組織図となります。これまでどおり CDO がトップでございま

して、そして、今回新たにですね、CDO 補佐官、お二人が任命されました。画面の右側になります。

CDO 補佐官、前田様。こちらにつきましては、UI・UX を含む町のデザイン全般のアドバイスをし

ていただくということになってございます。その隣り、ＣＤＯ補佐官の大久保様でございますが、

こちらはセキュリティ関係全般のアドバイスをしていただくということでございます。少し左にも

どっていただきまして、ＤＸ戦略室長、これまで政策課長が兼務でいたわけでございますが、4 月 1

日から専属ということで私が配属させていいただくことになりました。で、その下、地域プロジェ

クトマネージャー渡部というものがおりますが、これも新規で配属になったものであります。こち

ら外部複業人材ということでございまして、現場におけますＤＸに関しまして全てのプロジェクト

マネージをやっていただくということでございます。その隣、ＤＸ戦略係長、これまでどおり おさ 

でございますが、その下にですね、ＤＸ戦略係として金子が専属で配属となりました。右側にまい

りまして、星さんに関しましては、内容に関しましてはあまり変わってないんですけど、国の制度

の方が変わりまして、地域活性化起業人というような名称になったという変更でございます。一番

右側、同じく地域活性化起業人として広報業務、久慈というものが配属になってございます。この

者、星野リゾートから派遣していただいている者でございます。主に SNS 等々による情報発信を担

っていただくということになります。それと同じく磐梯町の会計年度任用職員、会計年度任用職員

と申しますのは、令和 2 年度の地方公務員法の改正によりまして新設された制度で、身分的には公
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務員です。昔で言うところの役所の臨時・嘱託と言われている非正規だった職員が今は、地方公務

員の身分をもって年度間の雇用ではありますけれども、会計年度任用職員という身分を与えられて

おります。その穴澤という者が、磐梯弘報、または広報全般の補助を行っているという形になりま

す。現場磐梯町デジタル変革戦略室に室長以下 6 名の人員が常に常駐をして業務に当たるというこ

とになりまして、DX も今後本格的に進んでいくというような状況・体制づくりが確立されたという

ことでございます。説明は以上でございますが、今回新任で任用されました前田様、大久保様、渡

部様、久慈様の経歴につきしては、本日の添付資料にもございますが、町のホームページにも掲載

してございますので、今審議会を視聴されている方につきましては、ぜひそちらのホームページの

方を参照していただければと思います。以上でございます。（小野） 

 はい、小野室長、ありがとうございます。委員の皆様から今のご説明に関しまして質問等ございま

すでしょうか。私の方から簡単に質問させていただいてもいいですか。体制がかなり強化されたと

いうふうに見えるんですけど、これによって具体的にどんなものが変わっていってですね、それが

どういう形でみえてくるのかみたいなところを今わかる範囲で教えていただけますか。（小田） 

 はい、これまで兼務の課長が 1 人、専任の係長が 1 人という体制だったものが、これだけ人員が強

化されたということについては、現場で具体的なプロジェクトをどんどん進めることができるとい

うところが 1 点、ま、それは当然でありますが。その他、前田様、大久保様、渡部様、こういった

外部人材の方が入ってきていただいた、そういったプロの目で物を見て進めていくことができると

いうのが、かなり我々からすると心強い、非常にエンパワーメントできたなというような感がして

おります。これまで、大抵わからないシステム系の更新でありますとか、専門的なところになって

いきますと、どうしても業者さんのいいなりといいますか、そういったものが多かったわけであり

ますが、今度は内部からアドバイスをしていただける方がいる、そして現場でそれをマネジメント

してくれる方ができたということに関しましては、今後かなりスピード感、加速度をもってプロジ

ェクトを進めていけるのではないかというふうに思っております。以上であります。（小野） 

 はい、ありがとうございます。外部の専門人材を組織の中に専属というかたちで置かれたというと

ころが非常に着目すべき話なのかなというふうに思います。今後はたぶん具体的な取り組みですと

かいうのは、もう少し時間が経ってからになるとは思うのですが、そのあたりも今後の組織運営で

すとか、あるいは、この取り組みがですね、職員の皆様の人材育成とかスキルの伝播にどういうふ

うに繋がっていくのかってところは、非常に興味があるところでございますので、またどこかのタ

イミングでですね、取り組み方の報告をいただければありがたいなというふうに思います。 

他に皆様の方からご質問とか、ご意見ございますでしょうか。 

 はい、中嶋さん、お願いします。（小田） 

 すごく厚い組織になったなというふうに感じております。この組織に関しましては、DX は期限付き

での役職という形になるのでしょうか。（中嶋） 

 はい、お答えいたします。このＤＸ戦略室、デジタル変革戦略室というのは、3 年間の時限組織であ

ります。3 年間で磐梯町のＤＸをやって、行政の中に溶け込ませる、行政サービスを向上させるとい

うことをやっていく組織であります。 
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すべてのプロジェクトを DX 室で行うというのではなくて、各課で行う業務を DX 化する、そのお手

伝いを DX 戦略室でやるというような考えでおります。3 年間の時限組織でありますので、1 年目は

二人三脚で実際その業務を行う課と事業を取り組んで、2 年目には、自転車でいうならば補助輪の役

割になって、3 年目になったら、補助輪もとって見守って、4 年目には我々はいなくなって原課は自

立するというようなイメージをもって行っております。そのような形で原課、実際に町民に触れ合

って事業を行う課のお手伝いをする、これがＤＸ戦略室の役割というふうに認識してございます。

以上であります。（小野） 

 ありがとうございました。（中嶋） 

 他にご質問とか、ご意見がある方いらっしゃいますでしょうか。 

はい、よろしいでしょうか。そういたしましたら、報告事項２の方に進みたいと思います。報告２、

官民共創事業の進捗についてということで、こちらも小野室長の方からご説明をお願いいたします。

（小田） 

 はい、画面を共有させていただきます。２ページあるわけでございますが、今、画面に示されてお

りますのは包括連携協定の一覧でございます。現在磐梯町が企業さん等と結んでおります包括連携

協定、６件ございます。一番上、終了日に着色されているところ、コニカミノルタさんとの包括連

携協定につきましては、業務終了ということで終了してございますが、残り５つの包括連携協定に

つきましては、現在継続中、事業についても取り組み中というような内容となってございます。 

続きまして、次のページにまいりまして、こちらは協議事項の方でも触れさせていただきますけど、

官民共創認定プロジェクトの一覧でございます。現在これまで７事業を展開してございまして、着

色してあります５つの事業につきましては、完了してございます。現在、２つ事業が進捗中。で、

現在も申請が上がってきているものもが多々ございます。こちらについては、後ほど協議事項の方

で触れさせていただきますが、現在官民共創関係事業につきましては、このような状況で進んでい

るというような内容の報告まででございます。以上でございます。（小野） 

 はい、ありがとうございます。そうしますと協議事項の方で、この共創プロジェクトの方について

はまた具体でということになると思うので、一旦報告の方はこのような形でよろしいでしょうかね。

皆さん。 

はい、ありがとうございます。そういたしましたら、次に協議事項の方に入らさせていただこうと

思います。 

ばんだい宝ラボ 磐梯町官民共創プロジェクトについてということで、こちらの説明はですね、DX

戦略室の星さんの方からお願いいたします。（小田） 

 それでは、私の方からご説明の方をさせていただきます。今、画面の方共有させていただきます。

こちら磐梯山のイラストが載っている画面、表示されおりますでしょうか。（星） 

 はい。（小田） 

 ありがとうございます。それでは磐梯町官民共創プロジェクト、ちょっと長かったところもありま

して、愛称の方、今回の審議会の委員でもある五十嵐さんにつけていただきまして、ばんだい宝ラ
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ボというところで、これを愛称といたしまして、磐梯町と一緒にアイデアを実現するプロジェクト

というとろで、ご紹介の方をさせていただきます。 

プロジェクトの概要になるんですけど、こちらは磐梯町の外の方、企業や個人の方が磐梯町と一緒

にやってみたいことですとか、磐梯町の地域資源を活用して、チャレンジしたいこと等の提案を受

け付けるような仕組みになっております。それが、磐梯町が目指す、子や孫が暮らし続けたくなる

町、誰一人とり残さない共生社会の実現に繋がる可能性を持っているようなプロジェクトであれば、

町の方でそれを審査させていただきまして、認定されたものを応援させていただくというようなも

のになります。こちらは、埼玉県の横瀬町さんの横ラボという仕組みを参考とさせていただいてお

ります。 

こちら２０２０年度にトライアルのところで、仮称のところで始めさせていただきまして、一旦、

こちらに関しましては、申請書を磐梯町に提出いただきまして、そちらの案件を個別に DX 戦略室の

事務局の方で協議して承認するような形をとらせていただきました。２０２１年度、本年度に関し

ましては、申請書を磐梯町に提出いただくとこまでは変わりないですけれども、ぜひ、町の方々に

も関わっていただきたいというところがございますので、四半期に一回、町民や磐梯町に所縁のあ

る人、外部人材の方も交えて、審査会を実施するような形で認定の方を行っていきたいと考えてお

ります。認定されたプロジェクトに対する支援といたしましては、磐梯町だからできるサポートを

５点ほど考えております。 

まずは、行政だからできるサポートといたしまして、ビジネスや実証実験系のチャレンジに関しま

しては、特区申請であったりとか、公共領域での協力要請などのコーディネートを行わせていいた

だく予定で考えております。 

また、外部人材を含めまして、多様な共創人材が磐梯町の中にはいらっしゃいますので、こういっ

た方々との引き合わせの方も行っていきたいと考えております。 

また、活動拠点といたしまして、磐梯町と渋谷の方にあります２つのサテライトオフィスがござい

ますので、こちらを活動拠点として活用いただくように調整を図っていきたいと考えております。 

また、定期的なイベント開催といたしまして、プロジェクトを提案された方々が交流できるような

イベントであったりとか、地域の方と繋がっていただけるイベントの方も定期的に開催して、関係

人口の皆様同士が繋がっていただけるような、そんなところも考えております。 

また、広報のサポートといたしまして、磐梯町が公認させていただいているプロジェクトとして町

からも情報発信のご協力をしていきたいと考えております。対町内に関しましては、町の公式の LINE

ですとか、広報誌を使ってお届けしたいと考えております。対町外に関しましては、SNS やプレス

リリースを使って情報の発信のご協力をさせていただきたいと考えています。 

こうした宝ラボのミッション・ビジョンの部分なんですけど、ビジョンといたしましては、磐梯町

の地域内外の人材の方々が、磐梯町がわくわくするようなチャレンジ・活動を起こしていただくこ

とで、チャレンジが生まれ続けるような磐梯町になっていくところを目指しております。 

また、そこにおける磐梯町のミッションなんですけれど、こうしたチャレンジが生まれやすい仕組

みを作ること、そして、ここで認定されたプロジェクトを伴走させていただくというところをミッ

ションに置かせていいただいております。 

KPI といたしましては、令和２年度については１０のプロジェクトをまず先行で認定しようというと

ころで動いておりましたが、着地としては７件となっております。こちらは先ほど小野が紹介させ
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ていただいた内容となっております。中期といたしましては、できれば１００の認定プロジェクト

を認定して、様々なプロジェクトが磐梯町で起こっている状態を目指していきたいと考えておりま

す。 

これまでの活動の経緯と今後の予定についても少しご紹介させていただきます。昨年の１２月にこ

ちらの認定制度の要綱が作成されてプレスリリースが行われて、現在７件が認定されております。

こちら先ほど申し上げたところで、継続関係のところ、一旦６号・７号以外は終了という形で小野

の方からご説明させていただいたのですけれども、いくつかの案件に関しましては、継続をしてい

きたいというようなところを提案者の方からいただいておりますので、このあたりの調整を今行っ

ております。 

続きまして、３月にばんだい宝ラボがいよいよ始動しますというところで、キックオフイベントを

開催させていただきました。こちらは座長の小田さんの方にもコーディネイトいただきまして、ト

ークセッションの方を鎌倉市さん、横瀬町さんと一緒に行わせていただきました。約７０名の方に

参加いただきまして、今後官官連携みたいなことにつきましても含めて検討しているようなところ

でございます。今年度に入りまして、審査員の募集の方を行っております。こちらは公募と町から

個別に声かけをさせていただくところで、審査員の方々を募っていく予定となっております。５月

に関しましては、６月に審査会を行う予定ですので、こちらの告知の方をさせていただきます。 

また、実際にどのようなプロジェクトが行われているのかというところを知っていただきたいと考

えておりますので、先行して活動していらっしゃるプロジェクトの方を紹介して行きたいと考えて

おります。 

また、対外的なところでは、定期的なミートアップの開催を開始していきたいと考えております。 

また、地域の方々の関わりしろを作っていきたいと考えておりますので、官民共創拠点や町の出張

所で町民の方々の困りごと、やってみたいことなどをお茶っことかそういうような形の場を開いて

ヒアリングしていきたいと考えております。それを踏まえまして、６月に第１回の審査会を行うと

いうところが直近の予定となっております。 

運営体制といたしましては、現在、DX 戦略室主導で動いているんですけど、先ほど小野が申し上げ

ましたとおり、３年間の時限組織ですので、２年かけてできれば自走化できるような組織を目指し

ていきたいと考えております。 

審査員に関しましても、先ほど、町だけで行うのではなく、町議会の方、商工会長ですとか、行政

区長さん、子供などを含む若手の方や女性の方、また、例えばカテゴリーのところで教育系のテー

マがあれば、教育に携わっているような方々にも審査の方に関わっていただきたいと考えておりま

す。審査会に関しましては、DX 戦略室がデジタル組織というところもありますので、こちらはオン

ライン開催のところを原則としております。誰でも審査員になっていただけるようなところでサポ

ートとしていきたいと考えております。 

それで、本題の協議事項、相談事項についてご報告させていただきます。ご相談さしあげたいとこ

ろは３点ございます。まず１点目が町民の認知度向上、巻き込みのところについてぜひご意見をい

ただきたいと思っております。実際、今、宝ラボで認定されているプロジェクトにつきましては、

よそ者と町が勝手にやっているいうような印象が持たれていることもあるかと考えております。ぜ

ひ町民の方にも関わっていただけるような関わりしろを町や事務局としてどう創出していくか、ぜ

ひこちらについて皆様からご知見をいただきたいと考えております。 
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２点目といたしましては、先ほど申し上げましたとおり、運営組織の自走化の部分でございます。

こちら DX 戦略室が発展的解消をするような２年後を見据えまして、事務局の運営体制整備につきま

して、ぜひ皆様からこちらにつきましてもアイデアをいただきたいと考えております。 

３点目といたしましては、先行地域の横ラボさんの方で認定プロジェクトが多産多死である。様々

提案があるのだけれども、そういったものがやはり提案者の温度感であったり、地域の方の協力が

得られないとか、そういうような状況を踏まえると、多産多死のような状況が生まれているという

ようなお話を伺っております。できることなら持続可能なフォローアップ体制ですとか、提案され

たプロジェクトが自走していけるように、どのようなサポートをしていくところがいいのか、その

あたりにつきましても皆様からご知見をいただきたいと考えております。 

駆け足になってしまいましたが、私からの説明は以上となります。ぜひ、ご知見のご共有の方、よ

ろしくお願いします。（星） 

 はい、ご説明ありがとうございます。ご意見ですとか、今いただいたご説明に対する更なる質問等

ですね、ざっくばらんにお話ができればと思いますので、皆さん、積極的にご質問等していただけ

ればと思うのですが。最初の方、どなたか。 

小澤さん、お願いします。（小田） 

 はい、こんにちわ。小澤です。質問させていただきます。ひとつ目点なのですけど、よそ者が勝手

にやっているではなくて、町民の皆さんにも関わってもらうような仕組みをつくりたいというとこ

ろでなんですけど、現在はどのようにこのプロジェクトの内容を発信していたりとか、町民の皆さ

んに関わってもらうような仕組みみたいなものがあるのかというのをお聞かせいただければと思う

んですけど。（小澤） 

 はい、こちらに関しましては、プロジェクトの性質によってなかなか町民の方々を巻き込めるとい

うものになっていないものもございます。たとえば Ai スピーカー等であれば、実際に地域の民生委

員の皆さん達へのご協力をお願いするというところもありましたので、そういった形、民生委員の

部会の方でご説明させていただいて、ご協力をお願いするということはあったのですけれども、そ

れ以外のプロジェクトに関しましては、プレスリリース等の発信に止まって、なかなかそれ以外で

告知するというところがなかったというところが今の現状となっております。（星） 

 なるほど。ありがとうございます。定期的にやはり、ここに行けば情報があるという場を作ってい

ただくとか、先ほどチラッとお見かけしたんですけれども、LINE とか町民の皆さんが親しみやすい

ツールで発信をしていくのがいいのかなと思っていて、以前も議論の中に出ていたかもしれません

が、それがもしかしたら紙ベースかもしれないんですけれでも、なるべく関わってもらう方々のレ

イヤーに沿って、この方々だったら、例えば、ＬＩＮＥで告知できるよね、広報できるよね、SＮＳ

の Twitter とか Facebook とかそういうのでできるよねとか。この方々は紙だよね。もしかしたら行

政の機関とか、学校を巻き込んだりとかしての告知なのかもしれないのですけど、関わっていただ

きたい人をレイヤーに分けて、その人たちが日々どんな形で生活をしていいて、どういうふうな形

だったら情報収集しやすいのか、というのをひとつ考えていただけるといいのかなというふうに思

いました。それが１つ目のコメントなのですけど。色々と考えられているとこもあると思うですけ

ど、シェアさせていただきました。 



 

- 8 - 

 

あと、３点目の持続可能なフォローアップというところなのですけれども、こちらに関してはです

ね、プロジェクトの皆さんとはどれくらい定期的にコミュニケーションを事務局の皆さんがとる機

会があるのかなと思っていて、例えば、定例の月１回くらいのペースでプロジェクトの内容とか、

ステイタスとか、いろいろと共有してコミュニケーションする場があるのか、全くそういう場がな

いのか、そういう頻度とか、コミュニケーションの内容をちょっとお聞かせいただけたらと思いま

した。（小澤） 

 ありがとうございます。こちらにつきましても、プロジェクトによって異なっているというところ

が現状です。実際にこちらのフォローアップの部分に関しましては、五十嵐さんと、私方が主に担

当をしているところではあるのですけれども、毎週定例のような形で実証実験の期間が決められて

いて、スピーディーに非常に進めなくてはいけないものに関しては、週次でプロジェクトの定例会

を行ったりするものもあれば、月１回最低でもプロジェクトの振り返りを行っているものもござい

ます。なので、こちらに関しましては、実際認定された後に磐梯町に関係する方々にも声をかける

形をとりまして、どういった形で進めていくのかっていうところを擦り合わせて、それに沿った形

で行っております。逆にこのあたりが足りないと、あまり活動がないままに期間が過ぎてしまった

りすることがあることが昨年度までの反省としてございます。（星） 

 なるほど。定期的なチェックポイントみたいのがあるといいのかなと思って、お互いに何か困って

いて、お互いにできることが何かないのかということを、そこも事務局との共創をしていくとよい

のかなと勝手ながら思いました。（小澤） 

 ありがとうございます。（星） 

 他にご質問、ご意見のある方、ぜひお願いいたします。 

玉置さん、お願いします。（小田） 

 はい、玉置です。すみません。課題の３点目の多産多死の解消なのですけど、課題としてプロジェ

クトがなくなっていくことが問題であるという前提があると思うんですけど、自分の観点で言うと、

ある程度もう役割を果たしたものが、プロジェクトを終了することには、それほど違和感がないで

すけれども。本当は終わらせたくはないのだけれども、なんらかの事情で終わるプロジェクトがあ

るのを解消したいということなのか、それとも、できる限りプロジェクトは長くやった方がいいと

いう意味なのか、詳しめにその辺を教えていただいていいですか。（玉置） 

 大変失礼いたしました。ご指摘ありがとうございます。そこで申し上げますと、玉置さんが仰った

前者のところを想定しております。全てのプロジェクトに長く続いてほしいというわけではなく、

おそらく発展的に解消するものももちろんあると思いますので、例えば何も活動をしないまま終わ

ってしまったものだったりとか、そういうものが発生させないようにしていきたいと考えておりま

す。理由といたしましては、プロジェクトがこんな形で立ち上がったのに、町としてみれば、町民

の皆さんにとってみると、何も活動しないまま終わって、それは意味があったのかのかというとこ

ろで、見られてしまうものもあるかと思いますので、そういったことがあまり起こらないようにし

ていきたいなっていうところについて課題感を感じておったところです。（星） 
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 すいません。ご説明ありがとうございます。数を優先するのか、質を優先するのかみたいな部分に

繋がってくるような気がするんですけど、いろいろ試行錯誤をして、いろんな数やってみてダメだ

ったらダメでバッと閉じていくというのは、やり方としてはあるような気がしたので、ちょっとお

伺いをした次第です。すみません、ありがとうございました。（玉置） 

 一旦、ＫＰＩも１００と置かせていただいたのですけど、今の話も踏まえましてどういう方向性に

持っていくのかってところを改めて磐梯町の中でも議論をして行きたいと思います。（星） 

 他にご質問、ご意見願いします。 

尾崎さん、お願いします。（小田） 

 はい、ありがとうございます。ちょっと限定の所になるかもしれないのですけど、このプロジェク

トの中心人物は町民の方が担うものですか。（尾崎） 

 プロジェクトの中心が誰が担うというところでよろしいでしょうか。（星） 

 はい。（尾崎） 

 はい、こちらに関しましては、磐梯町の外の人が基本的には提案を行うというところを思っており

ます。もしくは、磐梯町の方と一緒に提案をしていただくという形をとっています。（星） 

 実際に始まったら、磐梯町の人がそもそもいるプロジェクトもあれば、全くスタート時点ではいな

いプロジェクトもあるということですか。（尾崎） 

 はい、さようでございます。例えばなんですけれども、一つ目のものに認定されている Ai 議事録と

いうものに関しては、磐梯町の行政職員の業務負担を軽減するというところで、議事録を Ai で自動

化するというものなのですけれども、こちらまず提案があった段階では、磐梯町の中でこの人がや

ろうって決まっていたわけではなく、提案を受けてそれをどこの課で使えるかみたいなところにつ

いて議論をして、入っていただくものもあるという形になります。（星） 

 なるほど。なるほど。ステークホルダーがたくさんいるので、全てのプロジェクトに町民が関わっ

ていなくてもいいじゃないかなと思っていて、例えば Ai 議事録なんかは、別に町民が自分たちのメ

リットを感じて、なんか関わりしろをっていうのも、結構難しい気がしていて、自分たちにメリッ

トがあるプロジェクトには関わりたくなると思いますし、そのメリットをどう伝えていくかってい

うのが、こんなのやっているよって言われても、別に自分の生活に関係なかったら興味ないので、

そこをどういうふうに接続してあげられるかなっていうのが１点。あと、このプロジェクトのメイ

ン活動場所みたいのって決まっていたりするんですか。（尾崎） 

 こちらに関しましては、プロジェクトによって活動のフィールドが変わってきます。たぶん、Ａｉ

スピーカーとかであれば、高齢世帯の実際のお宅になる場合もあれば、例えば磐梯町の日本酒をＰ

Ｒしたいっていうところになると、磐梯町の地域資源を生かして東京等でＰＲするようなプロジェ

クトもあったりするので、ちょっと活動の拠点が定まっていないというところがあります。ただ、

やはりそうなってきてしまうと、そういったプロジェクトが実際に町民の方々に知っていただく機
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会がなかったりするので、一応磐梯町と渋谷の方にですね、living anyuwher commons という場所

と渋谷 QWS という場所がありますので、こちらを実際にご利用いただけるように、提案いただいた

方にはこの場所が使えるというところであったり、実際に使っていただけるような機会を今年度増

やしていきたいと考えております。（星） 

 なるほど。なんか町民の方々がふらっと行ける場所にふらっと関わりしろがあるっていうのが、一

番初めのステップとしてはいいと思っていて、毎日おじいちゃんたちが将棋しに行く場所にラジオ

みたいにオンライン会議が流れているとか、どういう話をしているかということにはじめは興味が

なくてもそこにいることでなんとなく情報を得られていたみたいなことが、もし実現できれば、町

のことに人が関心を持つって、なかなか政治も自分たちに直結するのに全然関心を持てなかったり

しているので、結構難しい中で、どうやって日常の中に入れていくかみたいなところが結構肝なの

かなというふうに思いました。（尾崎） 

 ありがとうございます。まさに実際町民の方々の生活導線に町がどう出張っていけるかってすごく

大事なところだと思っておりまして、実は６月下旬に町にスーパーできるというところがございま

す。で、このスーパーのところに町のコミュニケーションスペース、町の出張所みたいなところを

作れればというところで、今ご相談の方を差し上げているところですので、そういったところで、

例えば先ほど資料の中にも入れたような町民の方とのお茶っこであったりとか、ちょっと気軽にふ

らっと何かやれる、感じられるような場所を作って行きたいと思いますので、そういったところに

ついても、ぜひ、しっかり取り組んで行きたいと思います。（星） 

 ありがとうございます。（尾崎） 

 はい、他にいかがでしょうか。中嶋さんお願いします。（小田） 

 私も今尾崎さんの話を聞いて、今度スーパーにそういうコミュニティスペースを作ったらいいと言

おうとしたら、本当に今それをされようとしているという話だったので、良かったなというふうに

感じています。そういうスーパー、磐梯町に唯一のスーパーになるので、本当に生活の中心になる

と思うので、そこにあるといいですよねと思いました。で、資料今見て、町民にとってわかりやす

い言葉って話だったんで、KPI ってなんですかって思ったんです。（中嶋） 

 ちょっと、目標みたいなところですね。（星） 

 KPI１００ってっことはどういうことですか。（中嶋） 

 KPI として、そういった１００のプロジェクトを生み出すというとこで記載させていただいておりま

した。（星） 

 なるほど、ありがとうございます。すごいお勉強になります。 

郡山のデパートの中に、コミュニティスペースで郡山をこういうふうにしたいっていう市民の方の

意見を集めるようなスペースが確かあったなと思ったので、そういうちょとしたご意見箱みたいの

があって、よくイメージ的にはスーパーのお客様の声みたいな感じで、ご意見を貼ってみたいな感

じのスペースが郡山の方にもあったなと思ったので、そいった感じて町民の人が本当に今町でこう
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いうプロジェクトをやってます、他にも皆さん、参加されませんかみたいな感じで、すごくハード

ルを低い感じで、気軽に意見を貼り付けられるとか、書き込めるみたいなところがあるとすごくい

いのかなってふうに感じました。以上です。（中嶋） 

 ありがとうございます。ぜひ中嶋さん、そこ一緒に行かせていただいて、こんなふうにボードをど

う作ったらいいかというところは、ぜひここの皆さんが磐梯町に次来ていただけるタイミングでボ

ードお設置の仕方とか、一緒に作らせていいただけると大変うれしいなと思っております。私そう

いったセンスが全くないので。（星） 

 私もないですけど、ぜひ一緒にやりましょう。（中嶋） 

 なんかわくわくしてみんなが貼りたがるようなものを作っていきたいと思います。（星） 

 いいですね。（中嶋） 

 イオンだとか、どっかのスーパーが寄付をどこにするかみたいのを自分が買ったレシートを、たく

さん寄付をする団体を並べておいて、そこを自分たちで、顧客が選べるみたいなのがやったときに、

すごく面白いなと思って、応援のしかたとして、コメントを書くっていうのも結構ハードルが高い

と思ってて、１００もあるだったら、選べることって、結構人間って面白かったりとか、興味を持

つので、ずらーと並んでる中からふらーと毎日行って、今日はこれに投票しようとか、がんばれみ

たいなカードをどこに入れるかだけでも、関りがちょっとずつできてきて、俺が応援したやつって

１００個の中で今どんな感じなんだろうみたいなことに、なんか興味を持ってもらえるようなこと

をどう設計するのかっていうのと、自分で選んでいるという気持ちの醸成をどうやってしていくの

かっていうのが、ボードにしろ、関わり方にしろ、すごく重要だなと思っているので、そこはぜひ

ぜひ設計の時も工夫できると面白いだろうなと思いました。（尾崎） 

 ありがとうございます。ぜひ取り入れたいです。あとチャットの方で町長の方がコメントくれたと

ころなのですけど、この町の出張所に私が座っていますというところです。（星） 

 機会がありましたら、絶対スーツじゃない方がいいと思います。むしろ町長だったんかいぐらいの

フランクさで座ってて、みんながお茶飲むときに何となく話していたら、この人町長だったくらい

の馴染み方じゃないと、みんな逆にその椅子に遠巻きに座っちゃうとあまり意味がなくなるので、

どこまで親近感みたいのを出せるかというのが結構重要かなと思います。（尾崎） 

 ありがとうございます。町長聞きましたか。ぜひ服装のことお願いします。（星） 

 だいたい僕は土日はラフな恰好をしていますから。私だってわからない方が多いです。（佐藤） 

 自転車に乗ってらっしゃいます。（中嶋） 

 小野室長もぜひスーツじゃない恰好でよろしくお願いいたします。（星） 

 宝ラボの運営事務局もやっているんですけど、そこのコーディネーターとして事例を共有させてい

ただくんですけど、２つお話をさせていただきます。一つがですね、ちょっと画面共有させていた

だくんですが、調度今日ですね認定がおりまして、謎解きロゲイニングというものを企画していま



 

- 12 - 

 

す。磐梯町のいたるところにチェックポイントを置いて、チェックポイントになぞなぞを設定して

ですね、謎解きをしながら町のチェックポイントを歩き回ることで、地元のことがよく知れるとい

うＲＰＧゲームなんですけど、これを企画しようと思ってます。僕も磐梯町で生まれたんですけど、

ロケハンを先々週とかにしてました。地元の商店だったり、おじちゃんだったり、企業さんで話を

聞くと、全然知らない磐梯町の歴史がそこに詰まっていて、改めて磐梯町への愛着が沸いたなと思

うんですけど、これを町民も巻き込みながら、町外の人も誘致してやろうと思っています。これを

やることによって町の外と中との接点ができるのと、町の人がナビゲーターとしてつくとコミュニ

ケーションが生まれてすごく活気がでるなと思っているので、これをひとつの事例としてコミュニ

ケーションが発生するプロジェクトというのを意図して今動かしているところです。これも先ほど

星さんが仰っていたような、たくさん生まれて、たくさんなくなってしまったという話を生かして

このプロジェクトを今、力を入れて進めているところです。 

もうひとつが超帰省というという取り組みがあります。超帰省は、日本中のいろんなところに自分

の第二の故郷を作って、そこにいつでも帰省できるような関係を構築していく。なので、関係人口

をひとつ上位の概念で信頼関係人口っていうのを作っていこうという取り組みをしています。ここ

もですね、こういう謎解きロゲイニングと掛け合わせてあげることで、地元の人との交流によって

信頼関係人口を作っていくというような動きを宝ラボの中で進めようとしているところです。この

ふたつのプロジェクトは、磐梯町が渋谷ＱＷＳにオフィス機能を持っているのですけど、僕がＱＷ

Ｓで知り合った方々と進めています。ＱＷＳもですね、問題意識であったり、社会課題に取り組ま

れている方が多くいるので、そこと磐梯町がマッチングして実現したプロジェクトなので、これを

運営事務局としては、しっかりと形にしていきたいなと思って動いているところです。委員の皆さ

んもまだ磐梯町にいらしたことがない方も多いと思うので、謎解きロゲイニングだったり、超帰省

の活動を通して磐梯町に愛着を持てるような設計をしてますので、お楽しみにという共有になりま

す。（五十嵐） 

 はい、ありがとうございます。皆さん、ご意見等いかがでしょうか。 

小澤さん、お願いします。（小田） 

 五十嵐さんのお話を聞いていて、メチャクチャ磐梯町に行くのがさらに楽しみになりました。（小澤） 

 ありがとうございます。（五十嵐） 

 ぜひ参加させていただきたいなと思うのですけど、先ほども皆さんディスカッションされていた中

で、人が集まるところに自分の意見を反映させるようなボードがあったりとか、投票をできる仕組

みがあったりっていうのがあるといいよねっていうところで、私が普段車いすユーザーっていうと

ころもあって、場に行けないって人たちもうまく参加できる仕組みがあるといいなと個人的には思

って、そういった人たちは普段いったいどこにいるんだろうっていうのを考えてみて、もしかした

ら、ディケアのところなのかもしれないですし、場に行けないってなると、さっきスーパーって話

をしてましたが、子供自身ではもしかしたらスーパーに１人で行くのはなかなか難しいとなると、

お子さんだったら、例えば学校でそういうふうな自分の意見を反映させるような場所があったらい

いのかなとか思ったりとか、かなり高齢の方々であったら、高齢の方々が集まっている場所がある

のかもしれない、で、普段はスーパーとかに行けない人たちでも、何かしらそういうふうに関われ
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る仕組みというのがあるといいなと思ったのと、五十嵐さんのゲームの話を聞いて、それ私絶対参

加したいと思ったので、ぜひバリアフリールートを表示していただけたらうれしいなと、思いまし

た。（小澤） 

 いい突っ込みありがとうございます。（五十嵐） 

 ユニバーサルトイレの場所とか。階段とか、段差とか、そういうとこあったら、ぜひ教えて欲しい

なと思いますし、参加させてください。（小澤） 

 はい、謎解きのいいところが、まさにユニバーサルデザインされたゲームでして、例えば視覚障害

がある方に対しては、音でなぞなぞを出したりとか、そういうような対応もできゲームになってま

すので、ちょっとそこも考えていきたいなと思っています。（五十嵐） 

 すごいですね。より楽しみになります。（小澤） 

 はい、ありがとうございます。（五十嵐） 

 ありがとうございます。（小澤） 

 はい、いかがでしょうか。じゃ私の方からもいくつか。町民の方々をどうやって一緒にやっていく

かっていうところで、いろんなお話出たかと思うのですけど、関りだとか、接点のデザインってい

うところはすごく重要だなと思ってまして、今、スーパーですとか、あるいは、その場に行けない

人の話なんかも出たんですけど、今回室の方にデザイナーの方も入られましたよね。これ、すごく

なんか面白い、なかなかない形で、デジタル系のところにデザイナーが入るって非常に珍しいパタ

ーンだなというふうに思ったんですけども、それってすごく重要なひとつの大きな要素なのではな

いかと思っています。 

なので、今後町民の方々とどういうふうにってところに関しましては、そういったデザイン思考だ

とか、UI・UX の思考での関りだとか、接点のデザインっていうのをされていくっていうところをぜ

ひやっていただきたいなってところと、今回、各委員さんから出たお話も踏まえてですね、ちょっ

とこんなふうにやっていきたいんですみたいなところが今後出てくるといいなってふうに思いまし

たというのが、１点目です。 

もう一つが運営組織の自走化というお話がございました。そこに関して今後３年間の時限組織だと

いうお話もありましたけど、その中に今町民の巻き込みって話ありましたけど、もう１点、職員っ

ていうところの視点でいうと、たぶん職員さんたちがこういったことを自力でというか、やられて

いくような形ってのはたぶん考えてらっしゃるではないかなというふうには思ったんですけども、

そのあたりは今どんな形でお考えになられていらっしゃるんでしょうか。（小田） 

 ありがとうございます。１点目の部分のデザイナーの巻き込みの部分は、まさにコミュニティデザ

インの部分で非常に頼ろうかと思っていたところでございます。２点目の職員の巻き込みの部分に

関しましては、やはり職員の皆さん、どうしても異動が発生してしまうので、こちらに関しまして

は、プロボノの方々をまず巻き込ませていただくような形がとれないかなというところを考えてお

ります。ただ、こちらやはりプロボノだけでは、自走していく、事務局運営を担っていくというと

ころは、非常に大変な部分ではありますので、例えばふるさと納税を活用した部分でなんらかのこ
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ういった事務局の運営に繋げていけないのか、そういったことにつきましては、ぜひ検討の方を進

めていきたいと思っていますので、このあたり、どういったものを組み合わせていけば自走化につ

いて、役場内に完全に事務局を置くのではなく、半民半官みたいな形の部分での組織運営につきま

して、また、皆様方にご意見であったりとか、ご助言の方をいただけるようにご相談事項をまとめ

ていきたいと考えております。（星） 

 はい、ありがとうございます。今この審議会というのは、そこの大きな流れをお話してるとこなの

かなというふうに思ってますし、今職員のというふうに申し上げたんですけど、そこは民間の外部

人材と、職員さんとあるいはパラレルワーカーで両方の立場を持たれるような方といろんな方々が

混じりあいながら、いろんな果実を得ていくような形になっていくんだろうなとは思いますので、

そこは今過渡期の中でどういうふうに過ごして、どういうふうに設計していくのかってところは一

緒に考えていければいいのかなというふうに思いました。 

で、最後なんですけど、多産多死の話がありましたけれど、これすごい難しいなと思いました。玉

置さんからもあったんですけど、非常にヒット率を上げるっていうふうなところは、目指すと、逆

に堅いものしかやらなくなる可能性もあったり、あるいは、他都市で成功した事例が、自分の町で

はうまくいくかってところはわからないってところもあるので、そこのトライアルの部分と、なる

べく成功率を上げていくってところのバランスはすごく実は難しいじゃないかなというふうに思っ

たんですね。なので、そこらへんについては、いろんな角度で考えていったらいいのではないかな

というふうに私も思った次第です。そのあたりはいかがですかね。（小田） 

 ありがとうございます。そちらは、ちょっと方向性につきまして菅原ＣＤＯを含めましてこのあた

り再検討をしていきたいと思っております。（星） 

 はい、今やっているところからさらにいろんな要素を入れていきつつという話になるとは思います

し、あるいは、官官連携の話も先ほど星さんからあったと思うのですけど、そのあたりの取り組み

がですね、平行的に進む中で、いろいろ粒度というか上げていくのかなと思いましたので、そこも

ぜひ一緒に審議できたらと思いました。（小田） 

 はい、ありがとうございます。ぜひ官官連携の部分につきましては、官民共創未来コンソーシアム

さんのご協力の方をお願いしたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。（星） 

 ありがとうございます。今、官民連携って話が非常に世間ですごく盛り上がっているのですけど、

やっぱり官と官がお互いの知恵を出し合うってところが非常に今後重要になってくるんではないか

なというふうには思ってます。そのあたりは私共の社団の方でもご支援させていただければいいか

なというふうには、ちょっと別軸ですけどね、思ってますので、よろしくお願いします。 

はい、他にご意見ですとか、ご質問・ご感想ある方いらっしゃいますでしょうか。（小田） 

 小野の方から質問がチャットで飛んでいたので、私の方で解説をさせていただければと思います。

申し訳ありません。やはりこちら町民の方々も見ていいただいているというところもございまして、

ちょっと横文字が多いと伝わらないという指摘を受けていた部分ですので、少しお話をさせていた

だければと思います。 

プロボノのといたしましては、スキル等を生かしたボランティア人材として捉えております。パラ
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レルワーカーに関しましては、五十嵐さんや菅原さんや私のよう形で複業人材のところ示している

ところでございます。なので、こういった知見を持っている方々が町に関わっていただけるような

プロジェクトを作ったりとか、そういったところをコーディネートしてお互いにお互いが価値を発

揮できるような形のもので、コーディネートの方を DX 戦略室でしてきたいと考えております。（星） 

 はい、ありがとうございます。他になければ、次に進まさせていただこうと思います。 

３番としてその他になります。その他で何かございますでしょうか。 

はい、大丈夫そうですね。そういたしましたら、今日のですね第６回磐梯町官民共創複業テレワー

ク審議会の方の次第については全て終了いたしました。こちらで終了させていただこうと思います

が、よろしいでしょうか。 

はい、皆様お疲れさまでした。では、本日の審議会の方、終了させていただきます。ありがとうご

ざいました。（小田） 

以上で審議会を終了し、閉会する。（15 時 52 分終了） 
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