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磐梯町デジタル変革に関するオンライン審議会記録 

（第 7回審議会） 

会議日時 
令和 3年 6月 16日（水）午後３時００分開会 

午後３時 58分閉会 

場所 オンラインにより開催 

出席者数 委員定数 5名中出席者 5名 

出席委員 

椎名毅 桂 Jasmine末利子 

中元淳二 前田諭志 

小山ひろみ  

欠席委員   

出席した者 

磐梯町 CDO 菅原直敏 地域活性化起業人 星久美子 

磐梯町 CDO補佐官 大久保光伸   

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   

付議事件 

(１) 報告事項 

① 議会オンライン委員会の環境改善について  

② 議会議員全員協議会及び農業委員会のペーパレス化について  

③ マイナ１００％への取り組みについて  

④ 地域デジタル通貨（デジタルとくとく商品券）について 

(２) 協議事項 

① 戦略第２版に関する諮問について 

(３) その他 

 

会議の概要 （別記のとおり） 
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【会議の概要】 

 はい、みなさんこんにちは。只今より第 7回磐梯町デジタル変革審議会を開催させていただきます。

まず、椎名会長よりご挨拶をよろしくお願いします。（小野） 

 いよいよ第７回ということで、今回７月１日に発行するという、デジタル化戦略のたたき台をいた

だきましたので、これに対する議論をしていただいて、答申を出していくという流れでやらせてい

ただきたいなと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。（椎名） 

 ありがとうございました。それでは審議会設置要綱の規定によりまして、椎名会長座長にて進めて

いただきたいと思います。椎名会長、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。それでは今日、報告事項４点ございますけども、小野室長のほうか

らご報告いただきたいと思います。（椎名） 

 はい、それでは、①から④までございますので、一括して進めさせていただきます。画面を共有さ

せていただきます。画面共有になっておりますでしょうか。 

①議会オンライン委員会の環境改善についてということでございます。実はオンライン委員会、議

会の方でやっておるわけでございますが、３月に通信障害等々が頻繁に発生しまして、あんまり状

況がよくなかったといことでございましたので、改善を行いました。 

改善案のひとつめにつきましては、県のセキュリティクラウドが通信遅延の問題になっているので

はないかということでございましたので、独自に Wi-Fi を３階に設置しまして、その Wi-Fi で接続

をさせていただきました。続きまして、２点目はですね、これまで委員会室の大部屋ごとにモニタ

ーと収音スピーカーを設置して居ったわけですが、今回から各議員さん、お一人に１台ずつ、ノー

トブックのパソコン、あとヘッドセットを利用しまして、通常の今やっているような TV会議システ

ムで委員会を接続しまして、環境が改善されたところでございます。こちらにつきましては、各委

員会の委員長さんからも改善されたということで評価をいただいているところでございます。 

続きまして、２点目。議会議員全員協議会及び農業委員会のペーパーレス化についてでございます

が、こちら資料等はございません。議会の全員協議会、今回の６月定例会の中におきまして、今後

議会の全員協議会の資料につきましては、ペーパーを全て廃止するというような決定がなされまし

た。こちら議員さんの提案でなされたところでございます。議案につきましては、今後になります

けど、どの議案は、ペーパーで出さなきゃいけないのか、それ以外は全部ペーパーレスでいいのか

ということを議会の方で話し合っていただくことになります。あわせまして、農業委員会の方でも、

この度ペーパーレスの試行をするということになりました。iPad を利用しまして、サイドブックス

を利用した資料の表示を導入するということになっております。こちら本審議会の委員であります

前田さんも農業委員会の委員をしていただいておりますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思

います。なお、教育委員会の方につきましても現在、紙とペーパーレスとの併用で進めているとこ

ろでございます。 

③でございます。マイナ１００％の取り組みということで、画面を共有させていただきます。磐梯

町、町民のデジタル化の基盤といたしまして、マイナンバーカード１００％を目指しますよってい
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うことで取り組みが進んでおります。現在、４８％の普及率、福島県では、僅差で２位というとこ

ろになってございますが、今回ですね、いよいよ磐梯町に待ちに待ったスーパーマーケットがオー

プンするということになりまして、そのスーパーマーケットで使える電子マネーに３，０００円を

プレゼントと、マイナンバーカードを新規作成した場合については、おひとり３，０００円をプレ

ゼントというようなキャンペーンを実施させていただきます。今お見せしているのが、今後町民に

お渡しするチラシの原稿であります。先着３００名様ということで、今回につきましては、開店す

るスーパーマーケット、リオンドールさんなんですけど、そちらの方に申請の出張窓口を設けまし

て、申請を受け付けるということでございます。オープン当初から週末、日曜までについては毎日、

その後は７月の末まで水曜日と日曜日にこちらの時間で窓口を開設するということとなってござい

ます。こちらにつきまして、少しでもマイナンバーの普及を進めていきたいと思っております。ま

た、今後も町民の方々に作っていただけるようなからくりを作っていきたいというふうに考えてお

ります。 

４番目でございます。地域デジタル通貨、デジタルとくとく商品券について説明をさせていただき

ます。画面を共有させていただきます。こちらも今まで審議会の中で説明をしてまいりましたが、

ようやく現実化ができるというわけでございまして、こちらトクトク商品券のチラシでございます

が、トクトク商品券自体はこれまでも発行してきた、町民にとってはおなじみの商品券なんでござ

いますけど、今回、左側の２０％のプレミアがついている通常の商品券の他に、２５％のプレミア

をつけたスマートフォンのアプリで決済を行う、電子商品券もあわせて発行いたしますよというと

ころでございます。こちらにつきましては、すでにアプリに関しましては、すでに Google、アップ

ルともに配信を開始してございます。現在、６０事業者が商品券の取扱事業者となってございます

が、そのうち半数の２９事業者が電子商品券の方も取り扱っていただけるという事になってござい

ます。こちらにつきましては。実際に事業者の方々、町民の方々に使っていただきまして、使い勝

手を検証させていただきまして、今後の展開に繋げていきたいと思います。 

駆け足でございますが、報告事項①から④まで説明させていただきました。以上でございます。（小

野） 

 はい、ありがとうございます。皆さんから報告事項について何かご意見等、ご質問等ございますで

しょうか。なんかご感想でも、なんでも楽にお話しいただければと思いますけど。 

そしたら今日は、この協議事項に時間を裂きたいので、とりあえずここはサクッと終わらせて、協

議事項のご説明にいきましょうか。 

菅原 CDO、お願いいたします。（椎名） 

 はい、それではですね。画面を共有させていただきます。 

磐梯町デジタル戦略第 2 版、デジタルからデザインへというものをですね、これについてご説明を

させていただきたいと思います。すでに皆様へもペーパーレスにて共有をさせていただいている内

容でございます。今日は基本的には素案レベルのラフなところでございますけれども、ここで皆さ

んからご意見等々をですね、いただきながら反映をさせて、議会へもご説明をして、７月に策定を

という運びで進めて参りたいと思います。内容も多岐にわたりますので、重要と思われるところを

中心にお話をさせていただきたいと思います。 

今回のポイントは副題にありますようにデジタルからデザインへという部分になります。大きい体
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系列としてはこういう形になってくるんですけど、さらに細かく分解していくとこういった形で、

ミッション、使命ですね、そしてビジョン、６つありますけど、そこに戦略というものが１６個ご

ざいまして、その下に戦術という具体的取り組みが紐づいていく形になってまいります。 

ミッションについてはいつも申し上げてますように、誰もが自分らしく生きられる共生社会を共創

とともに作っていくという、この使命のもとに磐梯町の総合計画に掲げられております将来像であ

る、自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい魅力あるまちづくり、共創共同のまちづくり、これを

行っていくための戦略、ビジョンがございまして、６つあるんですけど、それにもとづいて作って

いくとい形になります。 

まず、ひとつめのビジョンなんですけど、デジタルからデザインへ、ここは今回の一番のポイント

になります。磐梯町は従前より DXとかデジタル技術は手段でしかないという考え方に立っておりま

すので、当然それが目的になることはありませんし、昨年の７月１日デジタル戦略室を設置したと

きに、３年間の時限的措置として位置づけております。その心はですね、当然３年間でデジタルと

いうことをあえて言う必要もない当たりまえの前提条件として、それらをひとつの手段として使っ

ている状態を職員も含めて、町民も含めてやっているという状態、これをつくっていくという不退

転の覚悟で行っております。ちょうど１年経ったところにおきまして、ある程度前提条件の目途が

ついたところで、脱デジタル宣言、つまりもうデジタルというものをあえて言う必要がないのを改

めて残りの期間でやっていくというところを宣言すると同時に、今あらゆるものがですね、デジタ

ルの問題というよりもデザインの設計の部分が非常に重要であるというところを、さらに明示をし

ていくために、デジタルからデザインへとい形になってまいります。 

ビジョンの２としてはですね、働き方の部分なんですけども、働き方の再デザインということで、

磐梯町としては、いつでも、どこでも、だれとでも、働ける状態というものをデジタル技術も使っ

て実現をしていく。そういった将来像を描いております。 

３番目のビジョンですけど、サービスの再デザインということで、先ほどの働き方の再デザインと

いうのが、対職員であったりとか、磐梯町の業務に関わる人たちをユーザーとして捉えるところの

デザインだとするならば、サービスの再デザインというのは、磐梯町のサービスとか手続きの受益

者である人達です。この人達をユーザーとして捉えたときのデザインを作っていく、その時のひと

つのポイントが決してお手間を取らせませんということですね、その方々の時間や労力を取ってい

くということ、これはかけがえのないものを取っていくということになりますので、こういったも

のができうる限りならないような形に再構築をしていくという形になってまいります。 

ビジョン４、参加の再デザインということなんですけど、自治体というのはですね、住民とかいろ

んな方達、ステークフォルダの方達に囲まれて今運営をされているわけでありますけれど、当然こ

の審議会の委員の皆様もそうなんですけれども、参加のあり方というものを今までの住民というそ

こに住所がある人達だけを対象とした参加というものだけでは、もう捉えられない時代になってい

まして、様々なステークフォルダをあえて改めて定義し直して、住民、あるいは、町民とかですね、

そういったものをあえて定義することで参加のあり方を再デザインする形になっております。これ

は、役場の機能をですね、働く場所＝職場、サービスを提供する場所＝役場、自治をする＝自治体

というところの３つの機能に分けた時のそれぞれのユーザーというものを想定したときの再デザイ

ンになります。つまり、この３つに共通することというのは、いままではそういったデザインが、

役場本位、役場目線で行われていたものを、改めてユーザーの目線に捉えなおして全て再構築をし
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ていく、その手段としてデジタル技術も有力なものであるという捉え方をしております。 

その後にですね、官民共創のデザインということで、境界を意識しない環境づくりということなん

ですけでも、官民のところに横線が入っているところがポイントでございまして、もともと磐梯町

としては官民共創って言葉をあえて分かりやすく言うために使っていたんですけど、そもそも私た

ちの意識の中には、官と民というものをあえて分けていくという意識はございません。最終的には

ただそこに共創、ともに作っていくものがあるというだけでございますので、そういった意識を醸

成していくような取り組みをするために境界を意識しない環境づくりという形になります。特に磐

梯町のデジタル変革戦略室はですね、組織体としては日本の自治体にはあり得ないような形でいろ

いろな人材が関わりあいながら、一つの価値を行政体としてつくっている形になっておりますので、

今後そういったトレンドというものは磐梯町においては、ひとつの大きな柱になっていきますので、

そういったことも含めていくことになります。 

最後なんですけど、脱デジタルをしてなにがしていけるのかって事なんですけど、もともと磐梯町

は、デジタル技術の話なんか早く終わらせて次のフェーズにいかなければ、それこそ新しい私たち

が考える世界観というところ。それがですね、今、仮称北磐梯村構想という表現をさせていただい

ているんですけれども、ちょうど昨年１２月に磐梯町で行われましたイベント、官民共創のイベン

トの中でですね、自治体というものをゼロから作っていくということ、これを行っていくべきはな

いかという、提案がなされたところであります。その心はなんですけども、今の DXという取り組み

というのは、あくまでも既存の制度、既存の組織、既存の文化、そういったものをアップデートし

ていくという、更新作業なんですけど、そもそも DXの一番本質的なところっていうのは、アップデ

ートではなくて、その前提自体を全部変えてしまって、いわゆるパラダイムシフトをしていくとい

うところに本質的な意味があると私達は捉えております。アップデートからパラダイムシフト、更

新から発想の転換、それをやるやめにはですね、伊勢神宮がですね、２０年ごとに建物を替えてい

くみたいな発想だと思うんですけど、第１町役場、第２役場みたいなところで、今の町役場はアッ

プデートの作業をしながらも、新しい役場というものをゼロから構築することによって、今までな

かったようなユーザー本位の形で構築をし直してみるという作業にも取り組んでいきたいと思って

おります。 

あとは磐梯町十の掟はですね、多少内容をリライズしながらですね、基本のコンセプトを変えずに

やっていくという形になっております。いよいよですね磐梯町の様々な取り組みというものが、地

味なところから形になってきまして、特に最後の感謝し、他の模範とならなければなりませぬとい

うとこにありますけれども、私たちは当初からやることは日本の自治体のモデルにしていく、日本

を変えて、ここには書いてありますけれど、日本をこえて磐梯町から会津地方、日本、そして世界

を変えていくと、これだけの強い宣言をさせていただきますので、頑張りますので、ご支援の程よ

ろしくお願いいたします。 

戦略、戦術に関しては、ミッション、ビジョンというものは基本不動でございまして、戦略のとこ

ろも、これを変えていくためには、基本的にはうちの場合はですね、町の議会の方に報告をすると

いう形をとっているので、この冊子を更新することによって。ただ、戦術の項目をですね、細かい

ソリューションをどうするか、取り組みをどうするかというのは、今この時代目まぐるしく変わっ

てまいりますので、当然ミッション、ビジョン、そして戦略にそれない範囲であれば、この冊子を

変えることなくしてですね、私たちのやり方を変えていけるという仕組みになっております。磐梯
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町役場の組織図ですが、これはラフなんでもうちょっとちゃんとした形にはなってくるんですけど、

やっている人間もこういうかたちでだんだん関わってきたという、ちょっとここの図には入ってな

いんですけど、２つの オンライン審議会も記載をさせていただいて、書いていく形になるかと思い

ます。このペンギンの絵がなぜあるかということはですね、私たちはファーストペンギンであると

いう意志を室長が表明されたもの、ちょっとフリー素材だと思うですけど、ちょと本番のものに記

載されるかは分かりませんけど、そういった遊び心をもってそういったものを作らせていただきま

した。当初より戦略はですね、いわゆるＰＤＣＡのような答えが決まっているものに対して改善を

伴わしていくってサイクルではなくて、OODA LOOPSというですね、本当に瞬発力でやっていくと

いうやり方でやって参りましたので、まさにこの戦略の作り方もそういった形になってまいります。

そして選択的戦略ということなんですけど、基本的には行政のありがちな網羅的なものではなくて、

私たちができる資源の中で優先順位をつけて取り組むべきものは何なのかというところを、今地点

の部分としてこの戦略に記載されて選択的に載せていくという形なっています。なので、当然この

中にないものをやらないということではありません。さらには可変的戦略ということで、常に柔軟

に変わっていくということで、行政のこういった戦略計画のあり方としては極めて珍しい運用を行

っていると思われます。 

他にはですね、当然第 1 期の戦略というものがどうなったのか、こういうところをいい加減にする

のではなくて、ちゃんと振り返って、失敗したものはなぜ失敗したのか、次に何を生かすべきなの

かということを当然おこなっております。実際問題としてこれらの取り組み事項をいわゆる１００

点満点でそれぞれやっていった時に、今回は５０点強の点数という形になっておりますという部分

になります。 

あと各論としまして具体的な取り組みというものを細部で書かさせていただいています。全てを説

明していると時間がございませんので、イニングな動向としては最高デジタル責任者、私は CDOで

すけど、CDO というものはそのうちフェードアウトしていくものですので、今度は最高デザイン責

任者という形でデザインを重視した、デザイン系の方向にかじを切っていくというところを仕組み

としても担保をしていきたいというふうに思っております。あるいはですね、広報、PR、マーケテ

ィング、あるいはブランディングのようないわゆる似たような概念で、いままでごっちゃに混同さ

れていた部分も、磐梯町では CDO補佐官にデザイン担当も配置しておりますし、広報の専門家も入

れておりますので、一旦すべて整理しなおして、あるべき形というものを磐梯町から定義をして磐

梯町から取り組んでまいりたいと思っております。 

あとはですね、パブリックデザインという括りの中で、デザインを体系的に公共のデザインのあり

方は何なのかということをお示ししていくってことを今年度取り組んでいきたいというふうに思っ

ております。 

また、働き方のデザインに関してはですね、BPR といういわゆるビジネス プロセス りエンジニア

リングという業務指向のものではなくて、私どもはリデザイニングという形でよりもっと大きいと

ころですね、ユーザー本位形で働き方というのを変えていかなければならない、その中で一番象徴

的なポイントしてはかわいい職員には旅をさせよという戦略があるんですけども、私たちは職員が

旅をしながら仕事をできる状態を作りたいと思っております。その心は、旅をしながらでも仕事が

できる状態というのは、最も最先端の業務環境、セキュリティ環境が整っていなければできないわ

けでございまして、そういって意味では、そういった環境をいち早く作っていく。その象徴的な行
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為として旅をするという部分を考えております。 

そのほかにもですね、情報システムインフラ更新の関係は詳細の細部にわたるので、これはこの計

画を作って。今日も参加をしております CDO補佐官の大久保補佐官を中心としてですね、いわゆる

ゼロトラストの概念を用いながら、基本は全部インターネット系から saasの方に振ることによって、

シンプルなシステム設計にして、もっというと極端な話あまり大きな業者さんに入っていただかな

くても、構築していけるような、非常に柔軟でしなやかな、しかし、セキュリティに関しては堅牢

な取り組みいうものを作っていきたいというふうに考えております。その辺のサービスのデザイン

等々は来年度以降本格的にやっていくということでございますけれども、どちらかというとフロン

トの方の手続き申請の関係などを取り組んでまいりたいと思っておりますけども、今年度は特に町

民のリテラシー向上というものに取り組んでまいります。 

他には傘下のデザイン等々もございますけども、官民共創のデザインというところで人材の部分で

あったり、官民共創プロジェクトの創出であったり、そういったところを取り組んでいきたいと思

います。まだちょっと詳細の内容はないんですけど、各課における取り組みというものをここに記

載をして、今回は各課からもしっかり当事者意識を持って参加をするというところで、記載をさせ

ていく形になろうかというふうに思っております。 

最後は北磐梯村構想という形ですね、この構想自体も８月の末日を目途にですね、構想という形ま

た別の形でお示していく形になりますけども、まさにゼロからのデザインという形で、根本的なも

のを全てですね取っ払ってですね、所要の状況を全部廃して本当に必要な、ユーザーにとって必要

な自治体のあり方とは何なのか、自治のあり方は何なのか、こういったものに対して取り組んでま

いりたいというふうに思っていきます。 

ということで、ちょっと時間がかかりましたけど、ざっくりこんな感じです。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。非常に大きなお話だなあとデジタル化戦略、ぜひ、皆さんからいろ

いろな忌憚のない意見をいただきたいです。感じるところ、思うところ、感想、いろんなことがあ

ると思います。ぜひ、どなたからでもよろしいので、われこそは口火をという方からぜひお願いし

ます。 

はい、ありがとうございます。ジャスミンさん。（椎名） 

 はい、ありがとうございます。すごく納得感があるというか、私、日頃ソーシャルゼットのネイテ

ィブ世代、いわゆるＺ世代の方達とよく接するですけど、彼らって、接せる場面が割と小売りさん

のご相談とかが多いですね。その時に、衣食住ってカテゴリーで消費をするって前提で話すと、思

想の地滑りが起きるんです。なんでかっていうと、Z世代の子達って、消費を通して社会と繋がりた

いって考えたないんですね。消費で問題を解決して欲しいとか。彼らの思想って、どういったら正

しくあてはめられるかなと言った時に、衣食、働く、同住で消費財だったりそういうものに関りな

がら、参加しながら使っていく、働きながら関わっていく、そういうことしたいっていう意識がす

ごく高くって、やっぱり、根源になるのが一時条項と接して生きていきたいという欲求があるんで

すね。行政から降りてきた生き方に対して当てはめてルール、ルールっていうやり方って、もう終

わってくるのかなという感じは、私はすごく実感としてあって、すごくいいなって思いました。磐

梯町はみんな住みたいじゃないかなと思うじゃないかなと思いました。以上です。（桂） 



- 8 - 

 

 ありがとうございます。まさに仰るとおりで、私がよく申し上げているのは、２０世紀の価値観と

２１世紀の価値観の違いというんですけど、２０世紀はどうしてもいろんな仕組上とか限定的であ

ったので、資源も限られていたので、法律や制度に市民方が合わせていくって形にならざるを得な

かった。これはこれでしょうがなかったと思うですけども、今、デジタル技術の進展とかも付加を

されてですね、役所が逆にユーザーである市民であったりとか、町外の人達に合わせていく、個別

対応していくことが可能になってきたので、まさに生き方を国が決めて標準世帯だっていってやっ

ていくってやり方ではなくて、多様なあり方を合わせていくということこそが、誰もが自分らしく

生きられる共生社会のひとつのアプローチに資するのかなという部分があって、今回そういう感じ

にしております。（菅原） 

 他皆さんどうですか。どんどんジャンプインしてください。 

ありがとうございます。小山さん、お願いします。（椎名） 

 ありがとうございます。非常に有意義な取り組みだなと思ってお話を伺っておりました。広義の意

味のデザインというのが、本当に大切なポイントだなと思ってお話を伺っておりまして、デザイン

もどうしても目的に寄せてしまうと、プロダクトアウトであったり、何を作るかというところにフ

ォーカスされてしまうんですが、そもそも誰のために何をするんだっけというところもしっかり掘

り下げて、それを横串にいろんな戦略に落としていくっていうことだなって理解しています。私ど

も会社も、私自身も神戸と東京をいったり来たりとか、スタッフも愛知にいるメンバーもいれば、

愛媛にいたりですとか、シンガポールにいてっていう多様な働き方をしている中で、セキュリティ

の問題であったり、プロジェクトにどう参画していくかっていうような日々日々本当に考えながら

取り組んでいるので、それを行政側から担保されるような動きをされるというのは、本当に素晴ら

しいなと思ってお話を伺っておりました。 

一方、ジャスミンさんがお話をしてくださった Z 世代に関しては、自分事と自分の関心軸と自分が

やりたい、働きたいことをいかに紐づけられるかということが大事になってくると思うので、北磐

梯村構想があったと思うんですけれども、皆が自分事で有機的に関われるようなそういうプロジェ

クトになったらいいなと思いました。 

あと１点、町づくりであったりですとか、特に行政のビジョンになると、今欲しいものと、特に町

づくりの場合は３０年後に欲しいもののズレっていうのが出てくると思うので、どこまでを有機的

な範囲にして、どこまでをアジャストさせるような動きをしていくのかなっていうのが、今後また

お話ぜひ深めていけたらなと思いました。以上です。（小山） 

 はい、ありがとうございます。まさにですね、そこは今後小山委員のご助言等もいただきたいとこ

ろなんですけど、まさにデザインといっても、制作物のデザインみたいなところから、施設のデザ

イン、役場自体のデザイン、地域のデザイン、そして、社会のデザインとレイヤーをしっかり分け

ていかなきゃいけないのと、私たちがよく言っているが、点のデザイン、線のデザイン、面の上デ

ザイン、そして、立体のデザイン、そして最後の時間のデザイン、こういったものをちゃんと見せ

ながらやっていかなきゃと思っています。ただ、今ちょっとこのレベルのレイヤー分けなので、こ

れを今年度中により皆様のご助言もいただきながら、体系的な形にすることによって、磐梯町とい

う実証フィールドにおいてひとつのモデルを作って、今全国の自治体がそこで悩んでいらっしゃる
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ので、ひとつのモデルになっていけたらと思っております。よろしくお願いいたします。（菅原） 

 前田さん、手を挙げてくれてましたか。はい、よろしくお願いいたします。（椎名） 

 小山さんの話を受けてということで、ちょっと聞きたかったんですが、デジタルからデザインへっ

ていうところが、デザインってすごく意味が広いのと、よく言われる日本語でデザインに相当する

言葉って直接的にはあまりないので、みんながいろんな意味にとりそうだなって思ったんですが、

まず、デジタルからって言ったところで、DX、町のいろんなものをデジタル化する、最終的にトラ

ンスフォームさせるといったところを、脱ということであれば、それを終えるのか、何らかの形で

次の段階に行くって意味でのデザインってことだと思うですけど、DX、トランスフォームなり、デ

ジタル化はもう終わった、もしくは、終えるというつもりでよいのかというところと、デザインっ

て広い意味では、企画するとか、構想するとか、前段階のイメージなんですけど、さらにここから、

いろんなものを町民を巻き込んで企画構想していくって意味、そういった捉え方でよいのか、言葉

の意味が広いだけに、どういう意味でデザインというものを町民に伝えていくのか、この辺りをち

ょっと認識をお聞きしたかったです。（前田） 

 はい、最初のデジタルとデザインということなんですけども、この冊子にも書いてあるんですけど、

当初より私共は、私は最高デジタル責任者ですけど、ＣＤＯのＤとかデジタルのＤは、デジタルだ

けではなくて、まずは Destruction、破壊ですね、そして、Data、そして最後に Designの Dである

ことを常に言ってきたんですけど、その中で、だんだんとデジタルの部分の比重が減っていって、

Destructionも今、どんどん壊しまくってます、私も室長と一緒にいろんなものを壊してますので、

ちょっと壊しすぎてしまったので、ちゃんとデザインしていく。なので、再デザインって使ってい

るところと、デザインって使っているところを分けています。再デザインっていうのは、Destruct

したものに対してリビルドしていくっていうかリデザインしてくってところ、さっきのゼロのとこ

ろはゼロからなので、デザインって表現を使って意識的に分けて表現をしています。というところ

なので、今後はデータとデザインが重要になってくることと、デジタル変革戦略室は３年間の限定

なんですけど、それが終わったらデジタルやらないのかってことではなくて、当然デジタルって手

段として生き続けますので、それは使っていくんですけでも、いちいちデジタルだってことを言い

ながらやる物ではなくて、当たり前のスキルセットとして持った、当たりまえの手法として持って

やっていくというところにやっていきたいという部分での、脱デジタル化とか、そういうところに

なります。今後も常にデジタル技術を使う余地は出てきますし、もっと大きくなっていくとこだと

と思います。私よく言うですけど、高齢者の人でもＡＴＭを見てあれをデジタルだって人はいない

と思うんですけど、それだけ浸透する部分にしていきたい部分がまず１点ございます。 

あと、デザインっていうのは使うフェーズ、フェーズによって使い方って分けていかなければなら

ないと思います。私共はパブリックデザインという括りの中で、５つのレイヤーに仮に分けている

んですけど、先ほど申し上げたように、いわゆるチラシであったり、配付物であったりとか、プロ

ダクト的なもののデザインですね、どちらかというと造形美的なところとか、UI 的なところのデザ

イン。あとは公共施設的なもののデザインですね。あとは役場の機能も含めたデザイン、さらに面

としての地域としてのデザイン、さらに社会といういろんな制度とかそういうものも含めたデザイ

ンというレイヤー分けをしておりまして、その中で、今回は特に役場というところに結構集約をし
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てこの戦略の中では歌っております。今時点ではですね。その時にデザインは何なのか端的に言い

ますと、先ほど言った機能と言ったら、職場、役場、自治という３つの機能に分解できますので、

それぞれのユーザーがいますので、その役場本位のものをまず一旦、究極的にユーザー本位に再設

計していく行為をデザインというふうに定義、捉えて、まずは進めてまいります。その時に今鋭い

ご指摘があったんですが、デザインというのは、日本人の方、世界の方は知らないんですけど、基

本的には最後の行程のデザインですね、色彩を整えるとか、イラストを整えることをデザインと捉

える方が多いですけれども、私たちが逆でして、一番最初の企画とか、発案とか、この段階からデ

ザイナーというものが存在して入っていて、そのトータルな部分で最後まで見ていくという立ち位

置に立っております。４月１日より CDO補佐官、デザイン担当として、前田さん、別の前田さんで

すね、デザイナー入っていただいたのは、まさにその工程から入ってもらうという形を今実践をし

ております。 

北磐梯村構想等もですね、最初の企画の段階からデザイナーが入ってやっていくという形でビジョ

ン設定しております。ただしですね、これを町民の人にという話になってきますと、そこはまた違

ったフェーズの部分があるので、あえてデザインというよりも、結果的に関係性のデザインとかい

ろんなものをした時に、結果にこういうものがデザインだったんだいうふうに体感値で理解しても

らう方がいいのかな。というのは、今のデジタル変革戦略室の人達も皆デザインというと、絵だと

かイラストみたいなロゴみたいな話をしていたのが、今、室長もですね、デザインというと、ピン

と来てですね、小躍りするくらいになったので、そういった意味では、そういった体験値がすごい

必要なのかなと思っております。（菅原） 

 なるほど、今の菅原さんのお話だと、次にデザインに移るのは、そういう町民主体の、ユーザー中

心的な、まずデジタル化するところからそういう方向に移っていくような意味合いかなと捉えたん

ですけど。町民に伝える時に、町民を巻き込んでいって、いろんな事を決めていくんだ、それがデ

ザインなんだっていうのが分かると、説明としても分かりやすいのかなと感じました。（前田） 

 仰るとおりで。関係性のデザイン、それが参加のデザインという部分なんですけど、ただこれも住

民ですね、住所を持っている住民の人だけに捉われていませんで、磐梯町は多くの町外の人達によ

って活性化している部分もございますので、そういった人達の参加のあり方というものも合わせて

デザインをしていく、あるいは、町外の人と住民の関係性をデザインしていく。あらゆる部分をデ

ザインしていきたいというふうに考えております。（菅原） 

 ジャスミンさん、手を挙げていませんでしたか。（椎名） 

 すみません。ありがとうございます。 

広い意味でのデザインとデジタルの関係性が私の領域なんですけど、SDGsとサスティナビリティの

話にすごく似ているですけどね、SDGsって海外だと今サスティナビリティがひととおり終わって、

リゼネリティブ、再生産性のある、例えば土に埋めたら肥料になる素材を使おうとか、もう先に行

っているですよね。去年からアムステルダムがドーナツ型経済モデルを採用しました。それが今ま

でと一番違うのが、オーバーシュートしない、とりすぎない、やりすぎないことを実現しつつ、か

つ、社会的に底を作らない、誰一人置いていかないのをちゃんとモデル化しているですけど、日本

で今サスティナビリティがやっと出始めた段階、結局サスティナビリティを実現しようとすると何
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が起きるかっていうと、現状の棚卸から始まるんですよ。やっぱり。それがずっと伸ばしていこう

としてたことに対して、伸ばすよりも持続可能性を優先した場合、どうゆう選択肢が良かったんだ

っけ。棚卸の要件定義的の感じですね。今のデジタライゼーションも全く同じ話だと思っていて、

一旦今できる、持てるテクノロジーだったりで、どれだけ私たち自由になるだっけという話、その

要素をもってどんな未来がデザインできるだっけというところがすごく似ているなと思って、考え

るときに当てはめやすいかなと思いました。以上です。（桂） 

 まさに仰るとおりで、磐梯町がミッション、ビジョンというのを最初に打ち立ててそこをかなり重

視するのは、世界観から入っていって、そっから線を引く、現状から線を引くというやり方をやっ

ておりますので。あと磐梯町がこういう取り組みをできやすいのが、比較的既得権が少ない地域で

あると。良くも悪くもいろんな既得団体がなかったりですとかがいろんな意味であったりするので。

あとっすごくコンパクトであることもやりやすい理由のひとつでもあるので、逆にそこを強みにす

ることによって、おっきい自治体ではできない取り組みをやっていきたいなというふうに思ってい

ます。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。中元先生、大久保さん、どうぞご発言お願いします。（椎名） 

 はい、それでは私の方からよろしいですかね。ちょっとシステム面で補足をさせていただきたいと

思います。今のビジョンを実現するために、結構これまでシステムが足かせになっていたことって

いうのがですね、あると思っています。システムを改修するときに財源が必要になってくるので、

まずはどのようにその財源を抽出していくのかと。そのアプリは例えばベンダーさんと直接契約を

して間接費用を除いてハードウェアの保守費用とかを全て経費の方に仕向けたりですとか、浮いた

費用でセキュリティを強化しつつ、ロケーションに依存しないような環境を実現できるようにとい

うところで動いているところです。ただ、ルール違反はよくないので、私の方で複雑に絡み合って

いる例えばデジタル庁でもっているクラウドのガイドラインですとか、役場のところは自治行政局

が作ってるガイドラインがありますと。最近アップデートされたんですけど、教育のところに関し

ては文部科学省さんがガイドラインを出していると。その３つが全体で５００ページくらい資料が

あって、おそらく自治体の職員の方が見ても、中身がですねどれに従えばいいか分からないと思う

ので、私の方で今サマライズしたものを作ってます。この資料を調べたらですね、世の中どこにも

なかったので、磐梯町からひとつの案ですとして提示していこうかなと思っているんですけど、同

じ作業を他の１７００のですね市、町でやる必要は全くないと思いますので、どうやって縦割りに

なっているところを技術で超えるためにルールを守っていくのかという観点と、予算を抑えつつセ

キュリティを担保していくかとその２つを目標に進めているところでございます。今後、公平性で

すとか、安全性、あと町民目線といったような観点で我々のシステムに関しても、戦略が、骨子が

できあがりましたら、皆様方にご説明を差し上げてですね、ご意見等を賜りたいと思っております

ので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。（大久保） 

 はい、ありがとうございます。中元先生、いかがですか。（椎名） 

 こちらデジタル変革戦略をちょっと読まさせていただいて、非常にデジタルからデザインって言葉

で興味深いかなと。私なんか大学でデザインの話をするとなるとよくやっているのは、産学連携っ
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ていわれる、民間企業さんと色々協力をして大学とでイノベーションを起こすような活動をおこな

っていくというような話があるんですけど、従来ですと、大学の方でいろいろと研究をして、研究

成果を企業さんの方に売り込みに行くような形のモデルだったんですけど、最近ですねパートナー

企業さんと価値を第一にして、そこで大学の知を企業さんの役に立てるかっていうデザインの方が

重要になってきているのかなというところで、こういった意味でデザインってのはすごく世界的に

デザイン指向っていわれているところもあるので、そういったものを一番においてやっていくのは

町民のためにもいいのかなと思います。 

また、働き方の再デザインって話があったと思うんですけど、私なんかが思うのは、学びかたの再

デザインですよね。働くにしてもいろいろ学習をしていかなきゃいけないんで、どういった学びを

ですね、いままでは自治体は講義で先生に教えてもらったり等の従来的なかたちは、ギガスクール

とかが始まってですね、学び方についてデザインが、やり方を変えていかなきゃならないという流

れになってきているのかと思いまして、そういったところも意識して取り組んでいただけると面白

いと思いました。すみません、以上です。（中元） 

 はい、ありがとうございます。（椎名） 

 そうですね、教育のデザインに関しては澤ＣＩＯを中心に教育のＤＸ文脈で別建てでやってますの

で、そういった意味ではそこもまたどんどん共有していければなというふうに思います。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。 

雑駁に僕の感想だけお話させていただきますと、サービスの一定を基準とした考え方にパラダイム

シフトが起きるはずであるというのは、僕もずっと思っているし、ずっと言ってるし、そうならな

きゃいけないと言われてるし、ノーマティブな理屈でそう思っていて、実際テクノロジーでそう変

わるかどうか正直よくわかっていないけど、でも、ノーマティブな理屈として、そうでなきゃいけ

ない。ひとりひとりが尊重される、ひとりひとりが自分を定義する幸せを自分で遂行できる社会に

ならなきゃいけないと僕は思っている。なので、非常に共感もするし、今後の社会はこうなるだろ

うなと思って聞いていました。 

磐梯町デジタル変革戦略の位置づけ、お話を聞いているとようは、庁内の話ってところを整理する、

自治体を経営するというのもよし、行政というお仕事を前提にすると、最終的には住民の方々が今

言ったような誰もが自分らしく生きられる共生社会をつくるってところに落ちなきゃいけないけ

ど、今はとりあえずはまず庁内を整理するという理解ですかね、職場、役場、自治というお話を３

ワードでいただいたのは、職場庁内の職員さんの皆様方の職場としての部分と、自治っていうのは

たぶん、なにを意味しているのかなって考えていたんですけど、県との関係性とか、国との関係性

みたいなところで、役場ってのが住民との関係性でみてるのかなと。なんとなくそんなことかなと

思って聞いていましたけど。たぶん関係性の整理で言うと、県、国との関係性と、それから、対住

民との関係性、庁内で職場の職員の皆様方の働き方等の関係性ということなのかなと思って。お話

は非常に素晴らしいと思っておりまして、あとはそこの視点がうまく整理してワードをなんかうま

く整理できると、いいものができるんだろうなという感想を持ちましたというぐらいのところです。 

この町長が出しているビジョンを庁内の働き方だけでは、じゃあ住民はって説明になるって先ほど

前田さんが仰って話と同じ話だと思うですけど、住民にどう落ちるのかの未来像を別の文書で出す
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のがいいのか、この文書での改訂版バージョン３で来年出すのがいいのか、何がいいのかちょっと

分からないですけど、こういった形で進んでいけるといいのかなと思って聞いておりました。どう

ですかね。理解としてそんなに間違ってないですかね。（椎名） 

 はい、基本的には。私の考えている役場のデザインというのはここにあるとおりなんですけども、

やっぱり役場というものを捉えたときには、働き方のデザインもユーザーというのは職員、しかも

正規の職員だけではなくて、当然磐梯町には様々な形で関わっている人間も、例えば、私であった

り、大久保さんなんかもそうですねし、皆様ある意味味方を変えればこっちの業務の方に関わって

もらっているという言い方もできますし、そういった意味ではユーザーというのは広いので、業務

実施者というかなり広い捉え方をしています。 

サービスも受けるのは住民だけではなくて、当然サービスを受益する人達というのは、町外の人達

もいらっしゃいますし、いろんな人達がいるので、そういった意味ではあります。 

ここも今住民と表現してますけど、本来的に言うと住所を持っている住民というだけではなて、も

う少し町民、市民という広い枠の中で、磐梯町に関わる人達との関わり方、だから自治、ガバナン

スする人が単純に住民という有権者だけでいいのか、そこへの有権者のない子供達はどうなんだ、

もっと言うとふるさと納税磐梯町は６億円くらいを超えましたけど、一般の住民の方よりも、そう

いう形で納税をしている方達がたくさんいらっしゃるわけで、そういう人たちが何らかの形で磐梯

町に関わってくる仕組みって必要なんじゃないかとかですね。 

こういったものを担保する制度が今日本においては仕組化をされておりませんので、そういった意

味では、それを全部一旦ユーザー目線で再デザインしていくって作業。なのでここの３つ関しては、

再デザインという言葉をあえて使わせていただいております。（菅原） 

 今のいいですね。いろんな関係性がダイレーションしていることで、そこをデザインしていく。分

かりやすい図ではなかったですけど、いい図だな。いい図だなと思ってみてて、今のお話をどっか

総論みたいなところで入れたらいいじゃないですか。今までの住民自治という関係性でいうと、こ

こはこういう関係でした、固定的な関係でした。そこをうまくダイレーションしながら住民も職員

も何もかもいろんな人達が幸せになれるような社会みたいのを、今菅原さんが仰ったようなことを

どっかで定義してご説明してあげると、もっと伝わる気がする。いいお話です。（椎名） 

 まさにそのとおりでして、そこらへんを丁寧にやりながら、概念化していく作業でもありますので、

そういった意味では、挑戦だからこそ新しく概念を作っているところなんですけれども、それをや

っていくというところと、先ほど今後 DXの戦略ってどうなっていくのかということなんですけど、

今回の戦略をご覧いただいてわかったとおり、デジタルってものを、そもそも目的にしてないんで

すけども、より手段として、有力な手段だよという捉え方しかしてないんですね。例えば今回高齢

者のワクチンに関して磐梯町は一切デジタルを使ってないんですね。というのは、住民との関係性

の中において磐梯町においては、アナログな手法でやった方が早くすばらしくできるというところ

ができたので、たくさんの業者がいろんなものを売りに来たんですけども、あえてここはデザイン

で考えた時には、手段としてはデジタル技術ではなかったというでけで、今、ワクチンは問題なく

できています。今度どうなっていくかというと、これは私の私見ですけども、これはどんどんデジ

タル戦略室が終わりに近づくに連れて、総合計画の方にどんどんバージョンされていくだけの話で
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あって、最後は町づくりの中のひとつの要素としてデジタル技術もひとつの手段として使えるよう

になりましたねという話だというふうに思っております。デジタルを特出しするなんてまさに今で

きないからであって、男女共同参画っていうのは、男女の共同参画ができていないからあえて男女

共同参画だっていうのとすごく似てると僕は思っていて、だからそういう段階にもっていきたいと

いうところですね。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。（椎名） 

 はい、さっきの図すごくいいなと思って。分かりやすくて。すごいトリッキーなのって、たぶん、

ユーザー主体に見た時にいろんなロールがオーバーラップすると思うんですよね。あの中で。住民

だったり、働く側だったり。たぶんユーザーがオーバーラップするのが当たり前という扱いを望む

と思います。そうなったときに結構、システムでいうと多次元的なシステムってすごい作るの難し

いなという印象があるので、今度それをデザインの力でどう解決していくのかな、ローカル分散的

なものになるのか、すごい自立的になるのかちょっとすごい楽しみだなと思ってワクワクしました。

以上です。（桂） 

 最初はセグメントしてやっいくんだと思います。例えばさっき北磐梯村構想みたいなをセグメント

としては、当初はデジタルノマドみたいな特定の層、全く今の土着の住民等とは真逆の１８０度違

う磐梯町に住んでいないそういう人達を念頭において設計をしてみるみたいなことですね。実証実

験のやり方はいろいろあろうかと思いますので、その都度いろいろご指導お願いいたします。（菅原） 

 時間も時間ですけど、ちょっと一旦区切りますか。出尽くしたところでもありますし。たぶん、お

酒飲みながらやると、出尽くしてないってことが分かる気がしますけれども。とりあえず１時間の

機会という意味いうと、出尽くしたかなという気がします。一回しめましょうか。はい、お返しし

ます。（椎名） 

 はい、椎名会長、ありがとうございました。それでは以上を持ちまして、第７回磐梯町デジタル変

革審議会閉じさせていいただきます。大変ありがとうございました。（小野） 

以上で審議会を終了し、閉会する。 
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