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磐梯町官民共創・複業・テレワーク審議会記録 

（第 8 回審議会） 

会議日時 
令和３年 6 月 23 日（水）午前 9 時 00 分開会 

午前 9 時 43 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 五十嵐 大輝 

小澤 綾子 中嶋 貴子 

尾崎 えり子 玉置 真悟 

欠席委員   

出席した者 

磐梯町 CDO 菅原 直敏   

デジタル変革戦略室長 小野 広暁   

地域活性化起業人 星 久美子   

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）協議事項 

① 磐梯町デジタル変革戦略第 2 版ついて 

（２）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、それでは皆さんおはようございます。只今より第 8 回磐梯町官民共創テレワーク審議会を開

催させていただきます。まず、小田会長よりご挨拶をよろしくお願いいたします。（小野） 

 はい、皆さんおはようございます。早いもので、審議会も８回目ということで、どんどん進んで参

っているんですけど、今日もですね、皆様のそれぞれの価値観で活発な議論をしていただければと

思っていますので、よろしくお願いいたします。（小田） 

 はい、ありがとうございます。それでは審議会設置要綱の規定によりまして、小田会長座長にて議

事を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。（小野） 

 はい、さっそく始めさせていただきます。 

まず、協議事項としまして、磐梯町デジタル変革戦略第 2 版についてということで、菅原 CDO の方

からご説明お願いいたします。（小田） 

 はい、承知いたしました。それでは画面の方をちょっと共有させていただきます。 

それでは、すでに皆様にもですね、データでお送りさせていただいております、デジタル変革戦略

第 2 版という事でですね、この審議会に比較的関連のありそうな官民共創、そして、複業、テレワ

ークに係る部分を中心にご説明を差し上げたいというふうに思います。本当にたたき台というか、

素案段階の状態のものでございますので、そういった意味では、内容的にもまだまだ書きかけの部

分があったりするんですけど、そういった中でも、皆さんのご意見をいただけたらと思います。 

全体の部分はこういう形ですね、基本的にはミッション、ビジョンからバリューから戦略、戦術ま

で落とし込むというピラミッド型の形で書かせていただきまして、ビジョンとして１から６まで今

のところ設定をさせていただいております。 

そのビジョン６つに対して戦略項目が１６ございまして、その下に戦術が紐づいていくという形に

なります。ミッションについては従前より話しておりますように、誰もが自分らしく生きられる共

創社会を共創していくという、デジタル変革戦略室、そして、磐梯町の総合計画にも記載されてい

るこの事項について、どのようにビジョンを設定して、デジタル技術も活用して進めていくのかと

いう形で進めさせていただいております。 

ビジョンについてなんですけど、今回一番大きいポイントは副題にデジタルからデザインへという

ふうに書かせていただいたようにですね、磐梯町も本当に１年以上ですね DX という取り組みを、世

の中で持ち上げられる前から取り組んできた中で、いよいよデジタル技術の活用というか前提をあ

る程度構築して、より住民本位であったり、職員本位であったり、いわゆるユーザーの皆さんとい

うものを念頭に置いた場合の、設計デザインの部分が重要であろうということで、デザインへとい

う形になっております。従前より CDO とか DX の D というのは、デジタルだけではなくて、まずは、

創造的破壊、Distraction というふうに言いますけど、破壊のところと、そして、データですね、そ

してさらには最後にデザインというものが内含されているということを念頭にいれて進めていきま

したので、いよいよそういったフェーズになってきたということです。 

なので、そういったものを含めてですね、ある程度前提となるシステム設計とかが目途が立った段
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階で、脱デジタル宣言ということで、これはデジタル技術を使わないということではなくて、いち

いちをそれを使うことにデジタルですよみたいなことをあえて言っていく必要もない状態になって

いるという、当初の目標としていたところを改めて確認をしている形になりますね。分かりやすく

言えば、どんな人もですね ATM を見てですね、あれもデジタルの技術を使っているんですけど、DX

ですとかフィンテックだとか言うようなことはないようにですね、当たり前に日常に存在しますよ

ねっていうだけの話にしていきたいなって部分がございます。 

その中でまず一つ重要なのが、働き方の再デザインということなんですけども、働き方をですね、

役場は職場という機能があると思うんですけど、その時の職場としてとらえた時には、当然職員の

皆さん、職員の皆さんだけでなくてですね、一緒にかかわっている色んなパラレルワーカーの人達

も含めて、その人達がユーザーになっていくわけですので、その人達を中心に働き方を再デザイン

していく、それをいつでも、どこでも、誰とでもという形でやっていける形にしていきたいという

ふうに思っております。 

次はサービスですね。サービスを受益される方はですね、それは住民の方だけには限らないわけで

すけど、そういったサービスの受益者の人をユーザーとしてとらえた時の、その人達を中心とした

形に再デザインしたという、役場としての機能を役場本位からそっちの方に移していくという再デ

ザインを行っていきたいというふうに考えています。その際に一番重要なことは、決してお手間を

取らせませんということなんですけれども、つまりですね、時間だとか労力をかからない、そうい

った住民本位、ユーザー本位の形に再デザインしていきたいというふうに考えている部分になりま

す。 

他にも参加の再デザインというところはですね、この審議会もそうなんですけれども、磐梯町は今、

住民の方、町民の方だけでなくて、本当に多様な人達に関わったいただくことによって、様々な課

題を解決して価値を作るということを行っています。そういった意味では、今の参加のデザインが

どうしても、一部のところに偏っていますので、そういったことも含めていい参加のデザインをし

ていきたいなというふうに考えております。 

他にも官民共創のデザインということで、まさにこの審議会のど真ん中のところなんですけど、境

界を意識しない環境づくりということで、従前より官民共創という言葉を磐梯町ではあえて使って

まいりました。ただ、デジタル変革戦略室のチームのメンバーの意識としては、そもそも官と民と

いう、そういった前提条件とか、分け方自体ある意味がないというか、そこに意識してもしょうが

ないという部分は考えておりましたが、ただ、とは言ってもそこがないと、既存の前提でやられて

いる方には理解しづらいということで官民共創という言葉を使ってきましたけど、ここなんか官民

共創の横線が入っているんですけど、官民共創という、官と民とでなんか分け隔てがあったもので、

何かを作っていくんじゃなくて、ただ、そこに様々に人や企業がいる、それで共創している、ただ

の共創なんですよっていうところ。そういったとこを改めて進めていいきたいなという部分で官民

共創の官民にあえて横線を入れているという形になっているという部分になります。 

他にもですね、自治体をゼロベースで検討していくみたいな取り組みも、ちょっと仮で置かさせて

いただいているんでが、内容を深めながら検討してきたいというふうに思っております。 

あと、バリューについては、多少文言の整理をしたんですけども、基本的には変わらない形で行っ

ているいう形になります。ミッションとビジョンについては、基本的に一度設定したらあまり変え

るものではなんですけど、あるいは変えるためには、特にこの冊子を変えていかなきゃいけないん
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ですけども、戦略、戦術、戦略についても基本的な戦略を変えるところについては、町議会の皆さ

ん等々にですね、ちゃんとご説明をしてから変える形になる。ただ、戦術はですね、例えばどうい

うソリューションを使っていくか、例えば Ai スピーカーを使いますということであったりだとか、

そういったことっていうのは、非常に今デジタル技術の進歩とか早くてですね、世の中の環境って

変わってくる。それは運用の中で柔軟に変えていきます。なので、この冊子の中にですね、書いて

ある戦術項目もミッション、ビジョン、戦略に逸れない範囲であれば、柔軟に戦術を変えながら取

り組んで行くというところは担保させていただいております。 

あとは組織の在り方とかですね、磐梯町役場のデジタル変革戦略室の人の状況ということですね、

そっくりな顔の人が並んでいたりするんですけれども、名前だけ違ってですね、これは今仮置きの

段階でして、こういう過程でこういった冊子が作られていくんだという、こういうところも隠さず

見せていくオープンな磐梯町というところで、ご容赦いただけたらと思っております。 

あとは当然第１期の戦略があるわけでありまして、ここを無視してこれが進んでいくわけではなく

て、当然第１期の戦略というものをしっかり振り返っております。それを振り返ったときに１００

点満点で達成度を考えた時にこういう形で各取り組みの進捗状況が出されておりまして、だいたい

平均値で５０ちょっとになったという形になっております。 

それ以外のところで各論で戦略、戦術というのがあるんですけど、この審議会で関係するところで

いいますと、例えば、いつでも、どこでも、だれとでもですね、職員の皆さんがやりがいを持って

自分らしくお仕事をできるための設計という形で取り組んでまいります。 

そういった意味ではですね、まず業務を分解していく、従前ビジネス プロセス リエンジニアリン

グっていう、業務本位の設計でなされたんですけど、ちょっと磐梯町はですね、業務本位で業務を

見直すというよりは職員本位で見直すという部分でフォーカスしたいというところでビジネス プ

ロセス リデザイニングという言葉が適切ではないのかというところでちょっと考えております。 

具体的な戦術としてはですね、情報のシステムインフラについては来年 4 月 1 日を目途に刷新をし

ていくという形で、自治体で言うと最先端の形ですね、リモートワークが問題なくできる状態、ゼ

ロトラストの概念等々も使いながらですね進めていくって形になってですね、これは CDO 補佐官の

大久保さんを中心に進めております。 

旅する公務員実証実験ですが、ちょっとここも具体で詰めていかなきゃいけないんですけど、旅す

る公務員というのはふざけて言っている訳でなくて、旅をしながらでもお仕事ができる環境がある

ということは、世界最高セキュリティ環境とリモート業務環境と、様々な規則がそこにしっかりと

合わせられているという状況になっています。旅という言葉をどんどんいろんな言葉に置き換えて

いただきたいんですね、子供と一緒にお仕事をするとかですね、親の介護をしながらお仕事をする

とかですね、自分のライフスタイルに合わせてお仕事をするとかですね、この言葉をどんどん入れ

替えていただければよくて、つまるところ、職員の皆さんのライフスタイルというものと、仕事の

成果というものを合わせてですね、両方が両立するような形のものというものを設計していきたい

という部分がその根底にはございます。 

あとは官民共創のところになりますけれども、複業人材の関与環境の仕組みの整備というところで、

今本当に多様な複業人材の方に、DX 戦略室だけでなくて、そもそも考えてみますと審議会の皆様も

やはり、様々のお立場で関わっていただけているんですけど、こういったものをよりちゃんとした

仕組みの中に乗っけてですね、皆さんが本当にいい形で関われる仕組みを作っていきたいなという
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ふうに考えております。他にもですね、官民共創の取り組みということで、様々な取り組みが進ん

でいますけども、そういったものがより活性化する形で進めていけたらと思います。 

第１版はですね、比較的デジタル変革戦略室中心で作ったんですけど、今回はいよいよ各課にもで

すね、考えを出していただきながら、全庁一丸となってこの戦略を策定しているという形になって

おります。 

様々な内容がございますけど、こういった形でザクっとですけれども皆さんの審議会に関わるとこ

ろを掻い摘んでご説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。（菅原） 

 はい、菅原 CDO ありがとうございました。皆さん、この内容についてご意見ですとか、ご感想をぜ

ひお願いいたします。はい、尾崎委員（小田） 

 この資料は基本的な職員の方が読んで、職員の方が理解するっていうためのものですか。（尾崎） 

 はい、まず基本的には行政の実務を進めていくための方針ですので、まずは職員の皆さんが、特に

DX を進めていくに当たっての方針になりますね。職員の皆さんを念頭にいれて作っています。だだ、

当然これ自体が町民の方々にも知っていただきたい内容でございますので、そういった意味では、

オープンにしていろんな人にご覧いただけたらなと思っております。（菅原） 

 なるほど。その視点でいくと、カタカタが三分の一くらいあって、誰がどの単語を正しく理解でき

るのだろうってのが、非常に難しい資料だなというふうに思いました。行政の方がこのレベルをす

べて、デザインひとつとってもいろんな捉え方がある中で、プロセスだったり、インフラだったり、

よく出てくる言葉もあれば、リデザインとか新しい言葉もたくさん出てきていて、これは要素分解

したり、翻訳したり、なんかそういうことをしなくても大丈夫なんでしょうか。というところがち

ょっと不安になりました。（尾崎） 

 はい、ありがとうございます。まさに仰るとおりだと思います。まずこの戦略というものが誰を対

象に、メインにしているのかという面では、まずは職場の進めるところの職員の人達の理解に合わ

せていくという必要があります。そのうえで、町民の方に関しては、町民のどのレベルに合わせて

いくかという話もありますので、その部分に関しては、標準的な、何を持って標準かということな

んですけれども、あくまでもそうなんですが、一番できない人に合わせるというものではなくて、

一般的な人であれば注釈をつければ理解できるような形のレベルに定義をし直しであったり、今、

言葉も当然仮置きですので、同じ内容を示せるのであれば、より平易な形にしていけたらと思いま

す。また、すごく難しいところというのは、カタカタだから理解できないという訳じゃなくて、カ

タカナの言葉を日本語に置き換えてみても、概念自体がそもそもやっぱ理解できないで理解できな

いことがあるところは、やはり一定数は残ってしまうのかなと思っていますので、この内容自体は

最低限職員の人には理解できる内容にしたいなというふうには考えています。逆に言うとですね、

町民の皆さんと接するときにはですね、デジタルのデの字も使わないで行こうっていうのが、私た

ちの戦略であったりもするので、そこはまさにご指摘のところであったりもするので、言葉ひとつ

ひとつもですね、丁寧に対応していきたいと思います。（菅原） 

 もちろん職員の方もそうだと思いますけど、外に出すときは小学生でもこの町のビジョンを理解で

きるってことが、私の好きな方向性としては、理解度、知識レベルにもよると思いますが、全員が
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これを見て町の目指している姿とかに、共感してワクワクできるってことが、そもそもビジョンを

書かれている紙なので、みんなが読んで理解してワクワクできないと、本質的ではないなというふ

うに思っているので、そこは相当工夫だったり、かみ砕きが必要だと思いますが、なんか絵で見せ

るとか、図で見せるとか、いろんな人達の、僕だったらこう言い換えるみたいなものが別紙であっ

て、なんか磐梯町ビジョン解読辞典みたいのがあって、それをみんなで作っていくみたいなぐらい、

みんなでこれをどうイメージしていこうかっていうのを巻き込んだ方のがすごく楽しそうだなと思

いました。以上です。（尾崎） 

 まさに仰るとおりだと思います。なので、今日はドキュメントベースの素朴なものなんですけど、

最終的にはデザイナーがおりますので、CDO 補佐官としてデザイナーにデザインをしてもらって、

イラスト別途の話だけでなく、どういう読み手に対しているのかいうのもあるのと、今回、第 2 版

に関してはまだちょっとレベル感がありますけれど、第３版みたいなところに移す時には、より町

民の人とかに巻き込まれて欲しいので、そういったことも含めて視野に入れていきたいと思います

ので、よろしくお願いします。あとはチャットとかで細かい文言とかどんどんいただけると本当に

助かります。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。以上です。（尾崎） 

 はい、ありがとうございます。他の委員の方、質問とか感想とか、ぜひお願いします。（小田） 

 いいですか。玉置です。（玉置） 

 はい、玉置委員、お願いします。（小田） 

 僕が知らないだけかもしれないですけど、ビジョンの中の仮称 北磐梯村構想ってなんですか。これ

ちょっとふわっと書いてあるけど、ちょっと気になったので、お聞かせいただければと思うんです

けど。（玉置） 

 まだ、仮称なので、こう呼ぶかどうかを含めて今ちょっと議論はしてるんですけど、ざっくりいう

と、今自治体を DX する作業っていうと既存の制度だとかそういったものをアップデート、更新して

いくっていう作業がメインになるんですけど、磐梯町のいろいろな取り組みを考えた時には、ゼロ

ベースで考えるアプローチが必要だな、これを私たちはパラダイムシフト、発想の転換という言い

方をしてるんですけど、そういった形をしたいと。ただ、その時によくありがちなんですけど、ス

ーパーシティ構想とかでありがちなんですけど、既存の状態のところでやるとなるとあまりにも町

民の人達を実験台するようなところがあって、私たちもちょっと違うと思っておりまして、そうい

った意味では、何もないまっさらな状態のところにそれに関心がある人達も含めてゼロベースでど

ういうものが作れるのかっていうのは、ちょっと検討してみるということをやってみると、また違

った発想でいろんなサービスの設計ができて、さらにそこにいいものができたら、それを今度は役

場の方に持ってきてもいいじゃないかなみたいなことを、ちょっとやっていけたらいいじゃないか

みたいなところでございます。すいません、あそこの名称はプロジェクト名なので、ちょっとどう

いうのがいいのかというのはご意見をいただけたらと思うですけども。（菅原） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。だぶんトヨタが裾野でやっているうんぬんシティみ
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たいのをイメージすればいいということですか。（玉置） 

 そうですね。あれもまさにゼロからスマートシティを作るみたいな文脈だと思うんですけど、ちょ

っとあのレベル感や規模感とはちょっと比較にならないんですけど、コンセプトとしてはちょっと

似たようなところがあると思います。（菅原） 

 はい、わかりました。ありがとうございます。（玉置） 

 はい、ほかの委員方いかがでしょうか。 

はい、小澤委員。（小田） 

 はい、ありがとうございます。いただいた時にものすごい量だなというふうに、いろいろと考えら

れて作られているのだなっていうのをすごく感じました。ありがとうございます。 

先ほども第 3 版にしていくにはやっぱり町民の皆さんどういうふうに巻き込んでいくのかっていう

ことが大事だというお話もありましたけど、これがなんかものすごく思いが集まったものなので、

絵に描いた餅になってしまわぬようにするのが、皆さんにカスケードして、皆さんが本当に DNA に

刻んでいくことが本当に一番重要なんじゃないかと思うんですけども、今役場で働いている皆さん

とか、町民の皆さんにこれをカスケードしていくに当たって、実際にこんなことをして広めていこ

うというふうに考えられていることが既にもしあったら、聞かせていただけたらなというふうに思

います。一番なんか難しいところなのかなというふうに思うんですけども、何か既にあったらと思

いました。はい。（小澤） 

 はい、ありがとうございます。前提としてこの戦略自体が既存の行政計画とちょっと違うのは、柔

軟にどんどん更新していけるって仕組みにしてあります。どんどん、どんどん、版をうまく変えて

いける、当然なんでも自由って訳ではなく、最低限議会にご説明するっている担保はしてるんです

けども、そういった形にさせていただいております。やっぱり、スピード感を持ってやらなきゃい

けないっていうところと、要するにいろんなところの理解を待っていたらできないってところはス

ピード感をもたなければいけない。でも合わせなきゃいけないってところも兼ね合いをもってやっ

ていかなきゃいけないとうところで、進めていきたいというところです。そういった中でいよいよ

第２版に入った時に従前からやはり私どもも町民の皆さんにどうアプローチをしていくのかという

ところは、常に心を押さえてきたところでございまして、この戦略も全部が住民の皆さんに関係あ

るかというと、身近なところに関係があるかというと、全部ではなかったりするので、一番な身近

なところからキープ地として入ってただく。しかも、住民の皆さんといっても、世代によって違う

ので、例えばですね、お子さんのいるお母さんとか、お父さん世代、磐梯町の場合は保育所、幼稚

園、そして、小学校、中学校全部公立なんですけど、そこには例えばですね、比較的 IT に明るい人

も多いので、システムを導入することによって、紙の連絡をなくすみたいなやりとりを始めながら、

そういうアプローチでやっていくみたいなことをやらせていただくみたいなことをやっていった

り、高齢者の方へのアプローチであれば、Ai スピーカーみたいな、見守り支援みたいな見せ方の中

で、どうしていくのかみたいに入っていく。それと、今年度はですね、デジタル活用支援員という

形で、民生委員さんみたいな形でデジタルに詳しい人が寄り添って支援するっていう形で結構なん

でも聞けるような状況を地域において作る形でそれを落とし込む形にしております。かなり具体の
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話なんですけど、マイナンバーカードみたいな話に関しては、今度磐梯町にもですね、リオンドー

ルってスーパーができあがって、すごく期待値が高いですけど、そこにですね、マイナンバーカー

ドを作ると一人３０００円分のポイントが付くキャッシュレスですみたいな。そういうのを寄り添

って教えてあげるみたいなってですけど、デジタルというよりより実利に合わせて生活に落とし込

んでいくみたいな結構いろんな工夫をしております。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。ものすごく面白いなと思いますけど、たぶんきっと皆さんそれぞれ

で引っかかるポイントが違うと思うので、より普段身近なところからっていうのはすごくすてきだ

なっていうふうに思いました。なんかこれが進むと、ものすごくハッピーになるんだよみたいな、

すごい幸せなっていうのが、さっき尾崎さんが仰ってましたけど、誰もがわかりやすい形であって、

そこに向かっていくための案のひとつなんだよっていうのがわかると、よりいいのかなというふう

に思いました。ありがとうございます。（小澤） 

 ありがとうございます。それに付随してなんですけれども、７月の紙の広報が磐梯町にあるんです

けれども、そこで７月はですね、デジタル変革室の特集って形になっておりまして、そこにおいて

は町民の皆さんがご覧になるものなので、そこについては大変分かりやすい形でやるという部分で、

室長ともですね、DX って言葉を使わないでどう表現していくとかですね、結構いろいろあれですね、

今五十嵐委員が出してくださってますけど、そこは町民目線で先ほどあったようにですね、言葉ひ

とつひとつを含めて神経を使ってですね、小学生にも当然わかるように作っていきたいと思ってお

ります。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。面白そうだなと思っております。（小澤） 

 はい、ありがとうございます。ぜひ冊子の方もできたら見せていただきたいなというふうに思いま

した。（小田） 

 はい、協力させていただきます。（菅原） 

 はい、中嶋委員、いかがでしょうか。（小田） 

 はい、ありがとうございます。この第２版を拝見させていただきまして、DX の取り組みがだいたい

１年位経って、より具体的な姿っていうのが見えてきた感があるのかな。最初１年目がスタートし

たときには、どういうことをやるのかなみたいな感じだったんですけども、今回この内容を見て、

より具体的にこういうことが進んでいるんだなってことを見ることができて。あと町民の目線から

してもいったい町は何をやっているだろうっていう感じもすごく強かっただと思うんですけど、だ

んだん少しずつ町の取り組みっていうのも実際感じる場面とかも出てきているので、そういうのも

実際町民の方も少しずつこういうのをやっているだなということも、わかってきている部分もある

じゃないかなと思ってます。さっき CDO が仰ったように明日リオンドールがオープンするので、そ

の時にマイナンバーカードの取り組みだったり、そういうのもひとつなんだよみたいな感じで、実

際町民の方に実感してもらう場面が増えると、よりそういうことなんだっていうふうになっていく

じゃないかなと思ってます。 

実際参加の再デザインってところだったりとか、あとサービスの再デザインですね、町民の方にと
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っては、サービスの再デザインっていうところが一番より身近な部分だと思うんですけど、私の中

でパッとこれを見た時に、興味があったのが、情報通信インフラに全町民がアクセスできるように

する事っていう事が書いているですけども、すべての住民がインターネットのアクセスできる環境

を整備するって書いてあるんですけれども、こらは教育的なところでも、これから絶対重要になと

ころになってくると思うので、これが実現するとすごく生活もだし、教育もだし、いろんなところ

も充実してくるなって思っているので、すごく期待しております。 

広報とかでも来月特集があるってことだったので、やっぱりなかなか Facebook だったりとか SNS

とかだと、見る人はみるけども、全然タッチしない人はタッチしないと思うので、まだまだそうい

う広報だったりとか、回覧板だったりとか、本当に町民の人が手にするものっていうところもすご

く大事にしていきながら広げていっていただければなというふうに感じました。ありがとうござい

ます。以上です。（中嶋） 

 はい、ありがとうございます。DX を進めるときに、２つの道筋があってですね、ひとつは町民の皆

さんに目に見えて分かりやすく伝えていかなきゃならない部分と、あとは、伝えなくても粛々と地

味にやらなきゃいけない部分ってちゃんとありまして、みんながアクセスできる環境を作るってい

うのは意外と地味な作業であんまり派手でなくて、ただ、皆さんが普段水道をひねるときに水道管

を敷設した人であったりとか、そこが地面の中にあるってことを気にされる方っていらっしゃらな

いと思うけれども、日本って当たり前のように電気と水道が通ってますね。私たちはデジタル技術

のインフラもそうあるべきだと思っておりまして、普段と山の見た目とか川の流れって変わらない

んですけども、その背景にいろんな町の役場の職員も含めて努力したインフラがしっかりと整って

いて、それが、お子さんも、高齢者の方も皆さんが当たり前に使えている、逆にもうそんなことに

いちいちすごいななんて言わなくていいような状態を粛々と作っていくいうこともあわせて大切か

なというふうに思っております。なので、みんながアクセスできるっていうのは、何をもってアク

セスできるのかという部分もあるんですけど、これはちょっと決意表明の部分も含めて記載すべき

だと思ってい記載させていただきました。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。五十嵐委員、いかがでしょうか。（小田） 

 僕は最近磐梯町にいてですね、町民の方だったりとか、家族とも会話するですけれども、やっぱり

カタカナがよくわからんという言葉が結構聞かれます。なので、デジタルの次にデザインとか出て

きても、さっき尾崎さんや中嶋さんが仰ったように、カタカナの言葉って解釈がすごく分かれるし、

よくわからないものなので、そこを丁寧に分かりやすく説明してくのが大事かなと思うのと、あと

町で体感するのは Web は全然見られていないんだなというのを結構思います。僕は３０ちょっとな

んで、SNS、デジタルネイティブではあるんですけど、Facebook ページや SNS でイベントの告知

や募集をしても全然参加数が上がらなかったりするので、でもやっぱり広報誌とかはすごくみられ

ているんですよ。なので、町長も仰ってるようにデジタルとアナログを場面に応じて使い分けるこ

とだったりとか。うちの親が一番反応を示していたのが、役場で行われる廃品回収なんですよね、

こういう廃品回収って町民の方とコミュニケーションをとれる場でもあるので、こういうところに

ちょっと休憩所を出してあげたりとか、町民とコミュニケーションをとる、意見収集をするってす

ごく大事なのかなというふうに今磐梯町にいて思います。なので、今度宝ラボの方で謎解きロゲイ
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ニングというまち歩きイベントもあるんですけど、そこは町内外から参加してくださる予定なので、

そこも休憩所を設置して、ついでにこういうデジタルの取り組みについてもヒアリングをしたりし

て、接点を増やすっていうのをちょっとやってみようかなと思っているところです。以上です。（五

十嵐） 

 はい、ありがとうございます。CDO の方から今のご意見コメントをいただけますでしょうか。（小田） 

 はい、大切なのは、今までの役所の在り方っていうのは、町民、住民を一元的に捉えていたところ

がありまして、情報の取得って広報でとる人もいるし、当然広報で取らない人もいるというところ

もあって、そこを丁寧にやっていくっていうところがすごく大切だなと。デジタルの時代のいいと

ころってのは、そこをある程度データで可視化をできるので、本当に広報読んでいる人ってどのく

らいなんだろう、Ｗｅｂ見てる人どのくらいなんだろうとか、今、広報の改造を一生懸命やってる

ですけど、広報も紙面が限られているので、QR コードとかを入れることによって、インタラクティ

ブにすること、情報量を増やすことができるなみたいなことも今試しておりまして、今後はハイブ

リットになっていくでしょうし、当然、五十嵐委員くらいのデジタルネイティブの人も３０年後に

は、いいお年になっているので、そのころの皆の情報の取得のあり方変わってるので、常にそうい

う時間軸でも、ものを見て、しかも人によっても、ものを見て、そういう形で丁寧な設定をやって

いく必要があるし、それをあまりコストをかけずにできるようになったのが、ようやくデジタルの

意義なのかなと思っております。とはいっても、一番身近なものは話してやるのが一番いいので、

話しながらこっちに持っていくってやり方をかなりやっています。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。今の意見交換を踏まえてまた少し聞きたいこととかがある方はいら

っしゃいますか。 

それでは、私の方から少し意見をさせていただくと、全体として本当にすごく挑戦的であり、でも

磐梯町さんとしては、これもやれるという判断をされて作らたものだというところは本当に正直す

ごいなという感想を持っています。 

よく行政の方って自治体の規模が小さいからできませんとか、そういった形でやられるケースって

よくあるですけども、磐梯町さんがここまでやられるというところは非常にこれから全国の自治体

にとって、非常に良い結果をもたらすじゃないかなというふうには思いました。 

今、各委員の方から情報インフラの話ですとか、伝え方の話とかも出たかと思うんですけど、私も

非常にデジタルデバイドの課題って全国的に大きな課題だなというふうに思っています。やっぱり

人間って肉体を持った生き物であるので、直接会って話したり、交流するというのも大事である一

方で、行政の少ないリソースを配分していくとなると、デジタルの活用っていうのはどうしても不

可欠になっていくというところで、非常に今各自治体さんが悩んでらっしゃるところだと思うんで

すよね。そういった意味で、リテラシーっていうか、今いらっしゃる高齢者の方々に対して今これ

から磐梯町さんどういう取り組みをされていくのかなっていうところが少し他の自治体さんに向け

てのヒントもあれば、教えていただければなと思いました。（小田） 

 はい、ありがとうございます。デジタルデバイド対策っていうのは、国の方でも示していて、大切

なところというのは、何をもってデジタルデバイドなのかというところをまず考えることと、あと

もうひとつは、それを解消するために、うちの場合、職員もそうですし、住民もそうなんですけど、
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どういう状態にあるとそれが解消されている状態なのかというところをまず可視化するところから

始めています。例えば職員の場合はどうするかというと、まずはテレワークでも問題なく仕事をで

きる状態になるために、チャットツールと、クラウドストレージとオンライン会議ツールを技術と

して使えて、セキュリティをちゃんと意識する。この状態を最低限持っていければいいというふう

に定義しているんですね。なので、ここに向かわしてくという形になります。 

町民の場合は何なのかってことですけど、町民の場合は町からの情報を Web 等のデータでも取得で

きる状態になってくれることと、あともうひとつは、手続き面ですね、手続きをオンラインにした

時に、オンラインだとか、電子の手続きを問題なくできる状態になってもらうこと。さらに言うと、

その前提には、当然町民の皆さんが先ほどのインフラでありましたけど、みんながインターネット

にアクセスできる状態にあることっていう前提が必要なので、まずここを整えていこう。さらにも

っと言うと、その前提としてはマイナンバーカードを持っているっていることが、結構必要な条件

になっていくので、マイナンバーカードを保有してもらう事っていう形になっています。 

それぞれの政策を考えた時に、通信インフラについては、ほぼ全て世帯の人達がアクセスできるよ

うなところにあるんですけど、一部アクセスできないようなところもあるので、また、いろんな事

由でアクセスできない人もいるので、そこをまずどうするのかってとこが解消のポイントになって

くると思っています。 

マイナンバーカードについても、先ほど申し上げたように粛々といろんなあの手この手を使ってで

すけど、おかげ様で、今、福島県でひょっとしたら一番になれるくらいの普及率になっておりまし

て、いよいよ全国一の、別にこれ競争してもしょうがないですけど、そういうふうにやる状態まで

上がってきた状態です。 

あとはですね、個人の部分のスキルの部分なんですけど、町民を分析してみると、ほぼ 7 割強の人

達はアンケートとかとっても、問題なく使える人たちなんですね。そうすると残りの２、３割の人

達にどうそれを身に付けていただけるのかっていうアプローチが重要になってくると思っていま

す。そこで活躍するのが、まさにさっき言ったデジタル活用支援員ということで、昨年からずっと、

育成もはじめてばっかりの制度ですけれども、磐梯町は比較的みんなが顔を知っているような地域

ですので、そうした人たちがですね、あの人使えんぞって話になったら、ちょっとみんなで一緒に

何かやりましょうみたいな話でやっていける状態をここは一歩一歩丁寧にやっていく形になるかな

っては思っています。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。 

もう１点だけお聞きしたいんですけど、ちょっと具体的な話なんですが、まだ、町民の中にスマー

トフォンとか、インタネットが敷設されていないご家庭っていうのもあるのではないかなというふ

うには思っていて、そのあたりは町としてはどのような位置づけでお考えなんでしょうか。（小田） 

 はい、先ほどの通信インフラをみんなが享受できるっていうところの話なんですけど、大切なこと

は、みんなの家にインターネットの回線がひかれているのは、ひとつのベストの状況だと思うんで

すけど、そこだけにこだわる必要はなくて、家に来なくても、例えば身近にそこにアクセスできる

場所があることでもいいと思っておりまして、例えばですね、磐梯町ですと、世帯別に誰が持って

いないとか可視化できたりする可能性があるので、そういったものを考えたうえで、ちょっとアプ

ローチは色々考えがあるですが、例えば、昭和村さんでしたら、もう、村中に Wi-Fi を作って、そ
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れで全員が受けられるようにしたみたいなパターンもありますし、あるいは、そういう人たちが近

所の公民館とか自治会館みたいなところに、徒歩で行ける範囲にあるのであれば、そういう所に整

備しく形とかですね。やり方のアプローチは色々あるので、そこはちょっと知恵を絞ってみんなが

アクセスできる状態を作っていきたいなというふうに思っております。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。本当に直接の交流とか、世代間の交流とか、そういったところも含

めてインフラのなんて言うでしょうね、ステーションみたいなのも一緒にあるといいなっていうふ

うには思っていて、やっぱり、デジタルとアナログって完全に分かれるものではないので、そこは

これから磐梯町さんとしてのデザインというのを作っていかれるのかなと思いますので、ぜひ、そ

のあたりもまたお聞かせいただければと思います。 

他にご意見、ご感想、ご質問ございますでしょうか。 

そうしましたら、協議事項１の方を終わらせていただきたいと思います。 

議事２として、その他ということで、よろしくお願いします。（小田） 

 事務局サイドとして、その他は特にございません。（小野） 

 はい、ありがとうございます。その他委員の方から何かございますでしょうか。 

なければですね、第８回磐梯町官民共創テレワーク審議会は今日はこちらで終わらせていただこう

と思います。皆さん、お疲れさまでした。（小田） 

 それでは、以上をもちまして、審議会の方を終わらせていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。（小野） 

以上で審議会を終了し、閉会する。（９時 43 分終了） 
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