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磐梯町官民共創・複業・テレワーク審議会記録 

（第９回審議会） 

会議日時 
令和３年７月 15日（木）午後３時 00分開会 

午後３時 56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) 報告事項 

① 7月 14日実施宝ラボ審査会について 

② 7月 10日実施宝ラボ事業「謎解きロゲイニング」の実施について 

(２) 協議事項 

① 旅する公務員を実現するためのガイドライン作成のために抑えるべきソフト

面でのポイント 

② 自治体内の複業人材に対するマネジメント/信頼関係構築に必要なもの 

(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、それでは定刻となりましたので、第 9 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。まず、小田会長よりあいさつをお願いいたします。（小野） 

 はい、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。今日もそれぞれ皆様らしいご意見、ご

感想など、どしどしお寄せいただいてですね、本当に多様な議論をしていければと思っております

ので、どうぞよろしくお願いします。（小田） 

 ありがとうございました。続いて議事でございますが、審議会設置要綱の規定によりまして、会長

座長にて進めさせていただきたいと思います。会長、よろしくお願いいたします。（小野） 

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

まず、報告事項です。1番、7月 14日実施宝ラボ審議会について報告よろしくお願いします。（小田） 

 はい、私の方から報告をさせていただきます。官民共創認定プロジェクト、磐梯宝ラボでございま

すが、令和 3年度第 1回目の審査会を昨日 7月 14日に開催いたしました。応募期間は約 1か月、応

募案件は 2 件でございました。本審査会には、中嶋委員に審査委員に加わっていただきまして、副

町長、担当課長、町民 1 名の 4 名で審査を行わせていただきました。初めての審査会の運営での課

題も多く見つかりまして、結論から申し上げますと、審査会の皆様からのご意見を踏まえ、担当課

で実現可能な条件について検討を行い、後日結論を出すとの事になりました。応募者の方へは、遅

くとも 1 週間以内には課としての原課として方針を協議いたしまして、提案者の皆様に結果と実現

に向けて整理すべき内容をご相談する流れとなったところでございます。審査会につきましては、

応募者の方からのプレゼン 10分、質疑応答 5分という構成で実施いたしましたが、審査会の皆様か

ら聞きたい内容も非常に多かったので、今後審査会の時間構成を見直すとともに、応募された方に

つきましても、具体的な住民ニーズ等を踏まえたご提案をしていただけるように、事前に磐梯町の

ことをもっと知っていただく機会などを提供していきたいというふうに考えてございます。以上で

ございます。（小野） 

 ありがとうございます。委員の皆様からのご意見等よろしくお願いいたします。ご意見ある方、挙

手していただければ。 

大丈夫でしょうか。 

そういたしましたら、報告事項２に行きます。7月１０日実施。宝ラボ事業謎解きロゲイニングの実

施についてよろしくお願いします。（小田） 

 はい、それでは、審議会の五十嵐というよりは、宝ラボの運営五十嵐としてご報告をさせていただ

きます。 

それでは、画面を共有します。 

こちらが宝ラボの活動記録を載せている Noteです。Noteを見ながら報告をさせていただきます。 

7 月 10日に謎解きロゲイニング、略して謎ロゲを開催しました。このゲームというのがですね、磐

梯町の地図上に観光名所だったりとか、地元の人ぞ知るところなんかに点数を配置して、制限時間
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内にその点数を稼いで回るというゲームになっています。それにプラス、チェックポイントに行く

と謎解きのヒントが隠されてまして、そのヒントをもとに謎解きをするとさらに高得点と。チェッ

クポイントだったり、謎解きには地元への愛着が深まるような仕掛けがされてますので、非常に地

域おこしのイベントとして効果的だなと思って宝ラボで運営しているところです。結果しては、20

チーム、50 名ほど参加いただきました。町内外が半々くらい。ここには載せてないんですけども、

町内の商店だったり、各施設での売り上げというのが、約 6 万 5 千あがったという結果が出ていま

す。 

ちょっとスクロールしていきますが、これが集合写真ですね。このように磐梯町の湧き水を巡って

いただいたり、酒蔵を巡っていただいたり、家族連れも非常に多かったので、家族の部の表彰なん

かもして喜んでいただくことができました。 

総合評価としては、参加者からアンケートを取りまして、10 段階中、平均 8.3 ポイントというよう

に非常に満足度の高いイベントになったかなと思っております。 

改善点としては、町内の参加が約半分だったんですけど、運営している人の知り合いだったりとか

になっているので、チラシとかポスターの配付もやったんですけど、それを見てからの流入ってい

うのは、少なかったという結果になっております。 

謎解きロゲイニングっていうのは、高校生が起案者でして、それを大人の方がサポートするという

ような 2 人体制でやっています。それを宝ラボの方でサポートしているんですけど、これを継続的

にお金だったり、人件費も彼ら二人にかかってくるので、継続的に開催していくにはどうしたらい

いかなというのがこれからの宝ラボのサポートの改善かなと思っております。謎ロゲの報告は以上

となります。（五十嵐） 

 はい、ありがとうございます。委員の皆様、ご質問ですとか、意見とかよろしくお願いします。 

いかがでしょうか。 

尾崎委員。（小田） 

 はい、ありがとうございます。最後のところ、自走していくための予算のところでのご質問なので

すけど、二人の人件費だけでこれって継続していけるかたちですか。（尾崎） 

 二人にもちゃんとビジネスとして成り立っていただきたいなというのと、町側もですね、告知、広

告費だったりとか、協賛費っていうので、協力していければと思っているので、そこの予算とりだ

ったりとかの工夫は必要かなと思っております。（五十嵐） 

 なるほど。それって町から予算をとること以外になんか自分たちで回せるモデルみたいのを考えて

いるのですか。稼いでいくっていう。（尾崎） 

 例えばアプリ化するなどは、この謎解きロゲイニングのチーム方では考えているところですね。あ

とは磐梯町のオフィスを出している渋谷 QWS ですね。QWS っていうのがビジネスコミュニティの

よになってまして、そこのメンターというか、スタートアップ企業の方々とも議論しながらこの謎

ロゲプロジェクトの磨き上げ、どうやったらビジネスとして成り立つかというのも今議論をしてい

るところですね。（五十嵐） 

 なるほど。ありがとうございます。とても素敵なイベントだし、価値も高いなと思っているので、
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補助金だったり、予算を取りに行くというよりは、なんかこう、もちろん、それも一方の方法とし

てはありだと思うんですけど、なにか自走してけるようなかたちがあればいいなと思って質問しま

した。ありがとうございます。（尾崎） 

 ありがとうございます。（五十嵐） 

 他の委員の方、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。本当に素敵な取り組みだなと思って聞いていて、私自身も体験して

みたいなと思っているんですけども、参加された感想の中で何か特徴的であったりしたことや、磐

梯町にとってこれを続けることでどんなバリューになっていくとか、未来がこんなかたちになった

らいいなあみたいのが、あがっている感想の中で何かあったりとか、まとまっているものがあった

ら、教えていただきたいなと思いました。（小澤） 

 はい、私が見たところだと、やはりコロナ禍なので、このような大自然の中で体を動かすというの

は、非常に貴重な体験になったという声がよく聞かれました。町内の方からはすごくうれしかった

んですけど、なかなか町内をこんなに隈なく、細かく回る機会はないと。なので、実際知らなかっ

た場所もあったし、自分の町を知る良いきっかけになったという、運営の意図どおりの価値を生み

出せたかなというふうに思ってます。（五十嵐） 

 なるほど。運営の方々の想像を超えるフィードバックみたいのは何かあったりしますか。（小澤） 

 想像を超えるようなフィードバックですか。小野室長、なにかございましたでしょうか。役場の方

から見て。（五十嵐） 

 私も実は参加する予定だったんですが、諸事情によりまして役場待機となっておりまして、本体に

は参加していないんですが、開会式、閉会式、参加された方々との意見交換とかさせてもらったん

ですけど、これって本当に町の中を隈なく歩いて、自分たちが住んでいる町なのにわからないこと

が実はあったとかっていう気付きもあったり、町外者の方も磐梯町のことをいろいろと知ってもら

ったり、なによりもですね、磐梯町の中をいろいろと巡って、お金を落としていっていただけると

いう、ちょっと、雑な言い方なんですけど、本当に経済効果もあるんだな。本当にこれが今の 2倍、

３倍の規模になったときには、結構なお金が回ってくるじゃないのかなというところがあります。 

私も初めてこのロゲイニングっていうものを目の当たりにしまして、これって本当に面白い取り組

みなんじゃないかなというふうに思いました。以外と皆さん、このロゲイニングってどんな風にや

ってみんな参加するのだろうって思って見ていたんですけど、皆さん、本当に本気でといいますか、

こんなに楽しんで参加していただけるとは思わなかったんで、閉会式も本当に皆さん盛り上がって

おりましたので、これは非常に人の輪っていうか、楽しみの輪を作っていくには非常に効果的では

ないかと思ったところです。以上でございます。（小野） 

 ありがとうございます。参加された皆さんの話を聞くと、私自身もやっぱり参加してみたいなって

なるんですけど、 どんどんこれが本当に、これがあるから磐梯にきたいみたいな注目のひとつにな

ったらいいのかなと思うので、ほかにこういう取り組みをしているところがあるのかどうかわから
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ないですけど、磐梯らしい特色を出してこれがあるから行きたいと思ってくださって、もちろん町

内の方もそうなんですけど、外からも人を呼び込んでお金を循環させていけるようにしたらいいの

かなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。（小澤） 

 はい、ありがとうございます。他の委員の方いかがでしょうか。 

はい、中嶋さん、お願いします。（小田） 

 はい、私も参加しようとしてたんですけど、ちょっと家族の用事が入ってしまって申込ができなか

ったので、申し訳なかったなあと思うんですけど、私のやっている教室の方にもポスターを貼らせ

ていただいて、実際それを見て私に対しての問い合わせというのが、何回か実際はありました。 

ただ、リアルな町民の人がポスターを見てのリアルな声っていうのもちょっといくつかあったかな

っていうのを感じてます。というのは、興味はあるけれども、参加していないって方がいるのです

けども、その理由としては、やっぱり、面白さがまだわからないって部分と、実際家族で参加した

ら１万円かかるなっていう、リアルな価格を算出してちょっと参加を踏みとどまったという声も何

件かありまして、この謎解きロゲイニングがこんなに面白いだよっていう価値と価格が合致すれば、

きっとそれだけお金出しても参加いたいなと思われたのだと思われるんですけど、今住んでいる磐

梯町を歩くのに１万円か。みたいな感じで考えてしまって、参加を踏みとどまった方っていうのも

実際何件か声を聞いたので、そのあたりも、町民参加される方には何かプラスアルファがあったり

とか、それだけお金を出してもこんだけ面白いことがあるんです、こんな経験ができますよってい

うのをもっと PRできると、より町民の方、ポスターを見て参加したいっていう方も、興味持って行

かれる方とかも増えるじゃないかなというふうには感じました。はい、次回はぜひ参加したいと思

います。（中嶋） 

 はい、ありがとうございます。今の中嶋さんの価格の件とか、いろんな今ご知見をいただきました

けど、その点についていかがでしょうか。（小田） 

 はい、まさしく今中島委員からいただいた言葉が全てだと思います。今回につきましては町として

も結構 PR の方サポートが入りまして 、子供さん達にいいんじゃないかなということで、各学校の

方から 、児童生徒さん全てにシェアしてもらったりとか 、色々したんですが、やはりご意見を伺

いますと、やはり一人大人 3500円というような話、これちょっと高いんじゃないのっていう話なん

ですけれども、実際、事務局の方に確認しますと、これはもう完全に製作費ですよということなん

ですね。先ほど尾崎委員からも出ましたように、これを自走していくカラクリというものが必要に

なってくる、そうした時に、この料金設定でやっていかなきゃいけないのか、安くしてもっといっ

ぱい参加してもらうのか 、そういったところっていうのは、実際非常に悩ましいところで、本当に

経営と言いますか、その運営が成り立っていくかどうかというところについて、もうしばらく試行

錯誤が必要になってくるんじゃないか。かといって、これが参加者がいなくなって消えていくのは

とてもとてももったいない事業ですので、これについてどうしたら自走していくことができるのか、

それまでどんなことがサポートとしてできるのかってことをよくよく考えていかなきゃいけないな

というふうに考えてございます。以上であります。（小野） 

 はい、ほかの委員の方、ご意見ですとか、ご感想いかがでしょうか。 
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私の方からも質問というか、ご意見なんですけど、すごく素敵な取り組みだなって思ったのですけ

ど、たぶんリピーターになっていく人達って、外から来た人って、磐梯町の人と触れ合ってそうい

う交流ですとか、交流をとおして地域を好きになっていくというところがすごく重要になってくる

のではないかなというふうには感じているのですけど、そういった例えば一緒に参加される方の町

民の方との交流ですとか、あるいはお店ですとか、施設の方との交流ですとか、そのあたりってど

ういう感じで設計されていて、今後どんなふうに進めていくようなかたちで考えられているのか少

し教えていただければと思います。（小田） 

 はい、今回、いろんなお店も回ったんですけど、そこの交流っていうのは結構まちまちだったかな

と思います。謎ロゲのお二人をちょっと車に乗せて僕も町中を案内したんですけど、時間をかけて

お話をさせてもらった、例えば磐梯酒造さんなんかをちょっと気を利かせて飲み物をわざわざ用意

してくださったりとか、そこで参加者と会話が生まれたり、お酒造りの話をしてくださったりとい

うのはあったんですけど、やっぱり、そこの町内の商店だったり、事業者の巻き込みっていうのは、

どうしても町に住んでいる人達の協力も必要なところだと思うんで、やっぱりそこは町としてもサ

ポートをしていきたいなというふうには思ってますね。なので、今回は謎ロゲのお二人が主体でい

ろいろと動いてもらったんですけど、今後は町民と協力して、まさに官民共創していくことがこの

謎ロゲのスケールしていくポイントかなと思っています。（五十嵐） 

 はい、ありがとうございます。（小田） 

 はい、私もしゃべってよろしいでしょうかね。（小野） 

 はい、お願いします。（小田） 

 小野でございますが、今回私は本体には参加できなかったんですけど、いろいろ開会式や閉会式と

かを見ていまして、閉会式をやる前にロゲイニングの結果などを集計する時間が若干あるんですね。

今回は公民館の中で参加した皆さんにお待ちしていていただいていたんですけど、もし、この時間

あたりに何か温泉施設でもあって、みんなに温泉に入ってもらうとかそういったのもありだよねと

いう話をしながら見てたんですけども、もし、将来的にコロナが去ってですね、待ち時間において

みんながちょっとお茶でも飲みながら町民の人達と町外の人達と交流するような時間とかそういっ

たのもとれれば、待ち時間なんかも有効になるよねっていう話もしてございました。それについて

は、これから先、やり方についてももっと工夫ができると思いますし、町内の事業者の方々がもっ

と協力してただけますよ、先ほど磐梯酒造さんのお話もありましたけど、例えば謎解きロゲイニン

グの中の謎に例えば酒造りのクエスチョンを入れていくとか、そういったことをしてもっとそちら

の方と関わっていく、時間であちこちのポイントを回るぞっていうよりは、そういったところの話

をじっくりと聞いて関わっていくとか、そういったところのやりかたもまたひとつあるのかなとい

うふうに感じているところです。以上であります。（小野） 

 ありがとうございます。他の委員の方、いかがでしょうか。 

本当に、今、それぞれの地域がいろんな交流の取り組みですとか、あるいは人が来てくれるような

事業をしていく中で、それぞれの地域に本当にすばらしい資源があると思うんですよね。それが最

後に本当にここっていうふうに行きたいってなるかというと、最後は人かなというふうに私は思っ
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ていまして、本当に人との繋がりとか、そこに行ったらあの人がいるよねとか、酒蔵のあの人とま

たお話をしたいよねとか、たぶんそういうふうになってくるかなというふうには思っております。

ぜひ資源と町民の皆様とのご理解を得たうえになると思うんですけど、そのあたりもぜひぜひ深め

ていっていただけるといいのではないかというふうに思いました。 

報告事項の方は以上になります。 

では、2番の協議事項の方に移らせていただきます。 

協議事項の１です。旅する公務員を実現するためのガイドライン作成のために押さえるべきソフト

面でのポイントについてよろしくお願いします。（小田） 

 はい、小野から説明させていただきます。画面を共有させていただきます。画面映っていますでし

ょか。こちらにつきましては以前審議会の方でご審議いただきました磐梯町デジタル戦略第 2 版の

一部でございます。この中の将来像２といたしまして、働き方の再デザイン、いつでも、どこでも、

誰とでも、その中の戦略５、かわいい公務員には旅をさせよと、かなりエッジの効いた言い方でご

ざいますが、ゼロトラストを概念を用いたシステムの構築でございます。この背景といたしまして

は、将来像に現在ハード面としてですね、ゼロトラストの概念を用いたシステムの構築というもの

を進めております。年度内には、システムの方は完全に構築していきたいと考えているところでご

ざいます。しかしながら、ハードだけ導入されましても、運用のガイドライン等が定められていな

いと、組織としてテレワークの選択的導入は成功しないと考えているところでございます。そこで

複業人材としてテレワークの実践知見をもっておられます審議会の皆様に注意事項でありますと

か、成功のポイント等について、忌憚なくザックバランにご意見をいただければと思いまして、今

回はかるところでございます。よろしくお願いいたします。（小野） 

 はい、ありがとうございます。皆さん、今のお話をお聞きした範囲でご意見とか、ご感想とか、ご

質問とかあればよろしくお願いします。 

玉置さんとか、いかがでしょうか（小田） 

 たぶん、言われるかなとか思っておりました。お話を聞いていて非常に興味を持ったのが、ゼロト

ラストのシステム構築っていうのは非常に興味があって、今、国の方でもいろいろとデジタル化絡

みで地方公共団体の情報システムに関する動きが活発になっている中で、磐梯町さんがどういうシ

ステム構成されるのかってところは非常に気になるところではあるんです。そのうえで今回はテレ

ワークに適したシステム構成をされるということなんですけど、どうしても先ほど室長が仰られた

とおりシステム構築だけではいかんなくて、例えば、制度面が追い付いてくるかどうかというとこ

ろは結構重要なところだと思うんですけれども。 

ちょっとここで質問させていただければ、今磐梯町さんでテレワークに関する規定なり、制度の形

っていうのをどういうふうに考えておられるか、もう制度としてあるのか、今後整備をしていく予

定なのか、そのあたりちょっとわかれば教えていただきたいですけれども。（玉置） 

 はい、お答えいたします。磐梯町におきまして、テレワークに関して規定等に関しましては、今回

のシステム整備と併せて、セキュリティポリシーの制定とかを併せまして行っていく予定でござい

ます。現段階であるのは、新型コロナでもし仮に役所の中で陽性者がでましたとか、そういったと

きのために、仮に臨時的にテレワークをするというようなことを作成しておりますが、幸いにもま
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だそういった事態に陥っておりませんので、実際テレワーク自体については、研修を昨年全職員を

対象にやったきりで、それ以降具体的な動きはないというのが状況でございます。以上であります。

（小野） 

 すいません。ありがとうございました。例えばなんですけど、旅をさせるって話があったんで、た

ぶん出張がらみとかが考えられるのかなと思うんですけれども、例えば３日間出張で東京に出ます。

間に休日とか挟んで、そのあたりはお休み取ってで、またお仕事して帰ってくるみたいなことにな

った時に、間に私事が挟まったりとかするのって、今磐梯町さんの方で認められたりするんですか

ね。制度して。（玉置） 

 そこらへんにつきましては、運用と言うんでしょうか、例えば金曜日から月曜日まであって、出張

期間があったんだけども、実際公務に入るのは金曜日と月曜日だけだって言う場合については、土

曜日と日曜日いついては私事ですよねってみたいな事についてはあります。私もかつて長期研修出

張に行った時については、期間についてはズラズラズラッと１か月間とかってあるんですけれども、

土曜日曜については通常の体系、休日ですよ、とそんなこともございました。（小野） 

 それというのは、制度面で認められているという認識で大丈夫ということなんですか。（玉置） 

 そうですね。（小野） 

 わかりました。すいません。私からは以上です。（玉置） 

 ありがとうございます。たぶんテレワークに関する運用面などで皆様の方がご経験なさっていると

ころで、一般論でもいいんですけど、ご経験の中で、こういったところ気を付けた方がいいねとか、

こういう工夫が必要だね、みたいなところのご意見がでればいいのかなというふうには思ってます

ので、そのあたり少しザックバランにご意見いただければというふうに思います。皆様いかがでし

ょうか。 

尾崎委員。（小田） 

 ちょっとセキュリティとか、制度とか、運用とちょっとズレるかもしれないですけど、大丈夫です

かね。 

かわいい職員に旅をさせろって言うんですけど、旅で得るものって何だろうっていうところの記載

がなかったような気がしていて、別に役所の中でもいいじゃん、役所の中と同じことが旅しながら

できるじゃん、だったら別に旅しなくてもいいじゃん、ってなりそうな気がしているので、職員の

人達が外の世界を見ること、普段出会わない人たちとの会話に出会うこと、見ないものを見ること

がどれくらい磐梯町にとって、新しい価値をもたらすのかっていうそこの目的みたいなところが、

実は大切なんじゃないかなというふうに私は思っています。そこからたぶん運用の面でも、ずっと

普段のルーティン業務をしなきゃいけないですか、外に出た時も、それだったら別に役所の中でい

いじゃん、って話になるので、どんな仕事を持っていくのかっていうのも、もしかしたら、仕事の

切り分けをして、旅に出るときはできればこういう仕事をやってきて欲しいみたいなものも、ちょ

っと切り分けは必要なのかなというふうに思いました。以上です。（尾崎） 

 今のご意見に対して、いかがでしょうか。何かございますでしょうか。（小田） 
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 こちらは CDO菅原さんの方からお話ございませんでしょうか？（小野） 

 いろいろとご意見ありがとうございます。この戦略の意味というのは、旅をするっていうところい

ろんな形に読み替えていただけばいいなと思ってまして、旅をしながらを、介護をしながら、子育

てをしながら、あるいは東京の大学院に通いながらとかですね、職員も今いろんなライフスタイル

で働く者が増えてきたというか、そういうニーズがあることと、当然、これから優秀な人材を役場

に来てもらうためにはより働き方の柔軟性をより職員本位にしていくことが、非常に大切であると

いうところを考えています。 

そういった目的のもとに、磐梯町ではテレワークを一つ象徴的な取り組みとしてできるようにでき

たらいいな。ただ、その中でテレワークを問題なくできるためには、システムの環境であったり、

ハードウェアの環境、通信インフラの環境、そして先ほど室長からありましたけど、運用の規則等々

をしっかり整備いていくということが重要になってきますので、そういったところをもっと職員が

感じてもらえるようなものがあるといいかなと思っております。自発的にそういったことをしたい

職員、もちろんテレワークは強制するものではないので、選択的って言葉を使うのはそういったと

ころで、コロナが発生したとか、業務においては強制的にやるものなのですけど、そういった自由

な働き方みたいなものを一部の職員がやりたいっていうものを全庁的にみんなが理解できる状態に

する方法ですね、そういったアドバイスをもっといただけると助かります。（菅原） 

 何々しながら働けるだと、そもそも働かなかったものが働けるってスタンダードにもっていくって

いうためのものなのか、なんかあのキャッチコピーを見ると、さらに磐梯町はさらにその上をプラ

スにするっていうところを取りにいっているのかなと思ったので、介護しながら働けなかった、東

京からは働けなかったけど、今回テレワークのシステムと制度を作ったから働ける、さらにそうい

う働き方が、役所にもたらす価値だったり、今興味を持っていない人たちもそれをやることによっ

てどうなっていくのかっていうところが、あったほうが、例えば、市民の方々も、たぶんここまで

テレワークが広がる前って、仕方がないからテレワークだよねって言われていたものとそんなに変

わらないというか、介護をやってて働かなくちゃいけないからテレワークで働けるようになって良

かったよねみたいなところの常識から一歩先に行けない気がしてて、それをやりながらテレワーク

をすることの価値みたいなものが、プラスアルファ乗っかるとメッチャ新しいなと思ったっていう

ところなので、そもそもそれをまず働けるようにするのが、メッチャ大変なことなんだよってこと

なんだと思うんですけど、ちょっと私はそれを数年前からやっているので、さらにもうちょい上に

磐梯町ならこう持っていけるといいなと思って質問させてもらいました。（尾崎） 

 今の尾崎委員の話で言うと、私たち私見でちょっと想定しているところで、例えば旅をする公務員

の文脈でいうと、例えば今 LACという LivingAnyWhere Commonsという施設が磐梯町にあって、

全国に何十か所ってあるんですね。今例えば想定しているのが、そういった本当に企業さんとのコ

ラボレーションができるので、LAC の母体であるライフルさんと協力しながら、実証実験として、

沖縄から北は北海道の方まである拠点を回りながら、そうするとその拠点には地域のプレーヤーで

あったりだとか、そういうのに感心を持つ人たちがいるので、その中で職員がですね、いろんな人

たちと会うことによって、そこで職員自体の意識が変わっていくことと、当然磐梯町の認知に繋が

ることと、そういう自治体さんと関係性を持って連携を取りながら、新しい形のとりくみを実践し
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ていくみたいな、当然そういう付加価値を、やっぱりただテレワークをやるだけではどこでもいい

よという訳なので、そういったものも乗っけていけるようなことをできたらいいなとは思っており

ます。（菅原） 

 ありがとうございます。（尾崎） 

 はい、それに関連して私の方も少し聞きたいんですけど、これからの仕事って、本当に業務ってい

われる、定義された業務だけでなくて、自分が楽しいなとか、好きだなって事をやることによって、

結果的には地域とか組織とか会社にとっての利益に繋がっていくのが今のワークスタイルだという

ふうには理解しています。なんですけど、公務員は今職務専念義務ってありますよね。あれとかの

兼ね合いとか運用面できちんと整理してあげないと、ちょっとなかなか難しいのではないかなと思

ってまして、そのあたりそのあたりは磐梯町さんはどういった形で今整理されているのでしょうか。

（小田） 

 はい、小野から回答させていただきます。もちろん、職務専念義務ございます。遊んでいるわけに

はいかないわけでございますので。こちらのほうですね、将来的にそういったこともできるという

理想像として挙げさせていただいている内容でございます。こちらにつきまして、本当にこういっ

たことができるのであれば、そういった中で町なりの内部の規定について整理をしていかなきゃな

らないというふうに考えています。現段階では、そこらへんまでの整理はしてございません。（小野） 

 はい、ありがとうございます。他の委員の皆様、いかがでしょうか。あるいは皆様の方のご経験で、

こういうところの工夫が必要だねとか、こんなふうにやりましたみたいな話でもよろしいのかなと

いうふうに思います。（小田） 

 すいません。しゃべってもいいですかね。さっき小野室長に質問した出張の合間のお休みの話をし

たのはまさにこの部分で、間にいろいろ組み合わせをすることが可能かっていう、それが制度上認

められるかどうかって、まさに職務専念義務と引っかかってくるところだったんで、ちょっと質問

したんです。和歌山県の場合ですと、例えば 3 日間、あいだ１日仕事して２日お休み間挟んでやる

とかいった場合、私事が間に挟む、ただ、１日は仕事するとかいった場合でも、ちゃんと制度とし

て認められる様な規定を設けたりして対応をしているので、そういった規定整備がないと、仰ると

おり非常に難しいではないかという気はします。すみません。私からは以上です。（玉置） 

 はい、ありがとうございます。他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

よろしければ、次の議題の方に移らさせていただきます。 

次ですね、協議事項２です。自治体内の複業人材に対するマネジメント信頼関係構築に必要なもの

ということでよろしくお願いします。（小田） 

 はい、小野の方から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。こちらもデジタ

ル変革戦略第２版から将来像５ということで、共創のデザインというものでございます。こちらの

背景といたしましては、将来像５で歌っております、役場外のリソース、人材、サービス、製品、

資金等の活用が掲げられております。現在ＤＸ戦略室をはじめ、役場各所におきまして、非常に多

くの外部人材が関わっておりすけれども、現在行政とのコミュニケーションで注意すべき点や受け
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入れるためのマニュアル等につきまして、まとまっていない状況でございます。外部人材と役場内

部をつないでいくために必要なポイント、用意すべきものなどについて審議会の皆様からご意見を

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、ありがとうございます。皆様、いかがでしょうか。外部の人材と庁内を繋いでいくためのポ

イント等についてということでございます。そうですね、例えば違う組織や違う人たちとのコミュ

ニケーションの中で皆さんの方でのお気づきですとか、今進めている中での知見みたいなところが

あればぜひ教えていただければなというふうには思います。 

はい、尾崎委員、お願いいたします。（小田） 

 ちょっと、まだあんまり意見が整理されていないんですけど、私が生駒市で外部人材として関わっ

ている中で感じている事としては、まず、リレーションを作るときに、お互い合う合わないみたい

なものは、企業の中では試用期間みたいなのがあると思うんですけど、もうがっつり入ってしまう

と、両方とも違うなと思っても、もうどうしようもできないみたいなことが結構大変なんじゃない

かなというふうに思っていて、お互いがお互いのやりたいことをやれそうだっていうようなトライ

アルみたいなことをどうやって、やっていければいいのかなというのが１件。 

２件目が、一番たぶん外部人材として私がやってはいけないなと思っていたことは、アドバイザー

になって、当事者にならないってことだと思うんですよね。アドバイザーとして採用するなら、ア

ドバイザーとして採用すればいいと思うんですけど、職員っていうのを一括りにしたらこの人はど

こまでやってくれる人で、どんなスタンスでやるんだろうってことがごっちゃになっちゃうので、

月１回ならアドバイザーが限界だし、週２回だったらどこまで本当に関わってくれるのかというの

も、ある程度ちょっと分類で分けておかないと、一括りに外部人材としてしまうと期待値調整が難

しくて、ちょっとずれてしまうとお互いに不幸だなというふうに思っています。以上です。（尾崎） 

 いかがでしょうか。小野室長、今のご意見に対して。（小田） 

 ズバッと刺されましたね。実際磐梯町の外部人材を登用するにあたりましては、国の制度を活用し

ているところが大きいです。地域おこし協力隊、地域活性化起業人、地域プロジェクトマネージャ

ーを国制度によって、任用したり、採用したりするわけでございますけど、本当に面接等だけ、本

人達はもちろん申し込んでいただきまして、町の方で面接等をして、皆さんのやりたいことは何で

すか。こんなことをやりたいんですか。ああそうですか。じゃあ採用いたしましょう。ってかたち

で入って来た時に、お考えになっている、理想として思っていることを現場で何かしようとしたと

きに、なかなか現場との乖離があるいうようなことは実際ございます。そんな時に組織の中にです

ね、いい上司の人がいたり、いい仲間の人がいたりして、うまく現場との調整をしてくれるといい

んですけれども、以外と役所の掟みたいのに阻まれて、その人が孤立したりとか、自分はこんなつ

もりで来たわけじゃないのにとかってことがならないようにしなければならないというふうに考え

ております。そこらへんをですね、外部の方々を入れるときに例えば何々課に配属いたしますよ、

何々課でこういったことをやってもらいますよ、といった時に配属される原課のほうにもそういっ

た方々が来ます、こういった立場の人たちです、でこういったことをやってもらうことになるので

ってことをきめ細やかに説明をしたうえで受け入れをしていかなければならない。で、ある程度は

そういったことはやってはいるんですけども、やはりその外部人材を受け入れるという措置がもと
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もとなかった役所、田舎の役場の中でそういったものを受け入れていった時にバリバリやっていた

外部人材の方々が、いきなりストンと旧態以前としたお役所の掟の中に入って来た時の軋轢であり

ますとか、そういったものについては、皆さんもご想像できると思いますが、そこを埋めていくな

んかいい手法でありますとか、さきほどの尾崎委員からありました経験的なところが、もしご意見

をいただければと思います。お願いします。（小野） 

 はい、ありがとうございます。私もまだ正解はわからないですけど、民間と比較した時に採用のと

ころで、たぶん、小澤さんとか外資系にいらっしゃるのであれだと思うんですけど、民間の採用の

時って、まず現場の人達と話ができたりとか、温度感を知れるじゃないですか。面接をしながらも

その事業部のエースの人達と話ができて、あーなんとなくこの人とは合いそうかもっていう業務

云々ではなく、人とも会えるっていうのが、結構行政の採用ってできないだなって思ったことが受

けた時の大きなショックというか全然分からず入るしかないんだなっていうところがその採用のフ

ローのところで、もし、期待値調整ができるならそういうことをやるのもありだなというふうに思

うのが一つと、当然違うルールの組織の中に入るで、こちら側もある程度そのスタンスでいかなき

ゃいけないと思ってて、そうなった時に募集要項のところに業務内容だけではなくて、やっぱり物

事をかえていくとか、うまくいなないことを前提ですよっていう、なんというかマイナスの部分も

ちゃんと見せたうえで、それを乗り越えてくれる人を募集しているっていうところのターゲットを

絞らないと、なんとなく外部人材を受け入れているし、こんなことも磐梯町できるよっていうのだ

けを伝えてしまうと、できないじゃないかっていうギャップが生まれてしまうので、現場の人達と

いかに会えるかっていうところと採用広告だったり、採用するときにやっぱりキーメッセージみた

いなところをしっかりと現場と合わせておくってか、それを乗り越えられる人が集まるようなキー

メッセージにするっていうが、すごく重要なのかなと思います。はい、以上です。（尾崎） 

 はい、ありがとうございます。他の委員の方いかがでしょうか。 

小澤委員、お願いします。（小田） 

 大丈夫ですか。（小澤） 

 はい、大丈夫です。（小田） 

 ありがとうございます。今からいろいろと整備されていくところだと思うんですけど、すでにもう

取り組まれて、出てきている今後改善すべきところとか、良かった点とか、そういった点はもう整

理されてたりするんですかね。（小澤） 

 はい、外部人材の受け入れに関しましては、年数がまだ１年２年３年と地域おこし協力隊自体も３

年が一番長いところだと思いますけれども、そういったところに関してはある程度経験が溜まって

いるところでございます。やはり先ほどもちょっと申し上げましたけど、外部の方々、専門の知識

を持って入ってきます。役所というのは役場の公務員自体は正直プロフェショナルの集まりではあ

りません。ジョブローテーションがあって、福祉の仕事を３年やりました、建築の仕事を３年やり

ました、人事の仕事を３年やりましたという形で回っていくので、専門の知識の人がいないところ

です。そのところに専門の方々が入っていただけるというのは、本当にすばらいい、ありがたいこ

とで、そういった方々のご意見をいただきながら、そういった専門分野を掘り下げていくというの



  

- 13 - 

 

は本当に素晴らしいところでございます。あとはそれを進めていく中で、お役所には掟という言葉

はちょっと悪いのかもしれませんけど、町民に説明責任がございます。その中で役場の意思決定を

して、それをちゃんと議会に説明をして、そのうえで議会に案件をあげて予算をとってとかという

のがございます。それを待っていると実は結構時間が経っていたりとか、または、こういった審議

会にお諮りをして、なんとか計画をつくりますよって、そのあと予算どりをしますよってこともご

ざいます。そこでやはり外部人材の方々のスピード感からすると役所遅いよね、ずっと予算をとる

とるって結局何か月も先じゃないってところももちろんございます。そこらへんをですね、理解を

いただきながらやっていかなきゃならないとこもあるんですけども、じゃあできるところからやっ

ていこうか、できるところってなんだろうっていうところもあって、そこらへんをですね、やはり

外部の方々のスピード感と内部のスピード感と住民説明をしなきゃいけないステップとそこらへん

の調整というのは結構大変だなというふうには考えているところでございます。すいません、答え

になっているがどうかわかりませんが、以上でございます。（小野） 

 ありがとうございます。今結構大きなテーマでいただいたですけど、たぶん、もうすでに溜まって

いる知見もあるのかなと思いまして、質問させていただきました。それをひとつひとつ整理して、

これに対して我々も意見がないかどうか確認していただけると、より具体的な話ができるのかなと

いうふうには思いました。外部人材に限らず本当にいろんな方と一緒に協業していくは、私も企業

に勤めているので、なかなか難しいなあと思っているので、どんな人も外部内部関係なくいろんな

方と働くというのは、制度を整えていく必要とカルチャーを浸透させていくこと、多様な人達と働

くっていうマインドを職員の皆さん自身も持っていただくことも重要なのかなというふうに思って

います。というのは、私は車いすに乗っているいわゆるマイノリティなんですけど、障害を持った

人とどういうふうに一緒に働けばいいですかという質問をいろんなところからいただきますけれ

ど、やはりベースは同じ人間ですってところで、ひとりひとり個性が違う人たちをどう人材として

生かしていくのかっていうのは一緒に考えていくっていうのをお互いに歩み寄っていやっていけた

らいいのかなというふうに思います。 

あと、さっき尾崎さんが仰っていて、入るまで体験できなくっていうところは企業でいうと、ちょ

うど私はインターンシップの担当をしていて、ワンディのインターンシップの担当をしているので、

ワンディで短いですけども、カルチャーなりこんなことをみんな目指しているのだなっていう空気

感が伝わってくると思うので、そこは１日であっても出せる情報と出せない情報があったりと、難

しいところはあると思うんですけど、一緒に１日過ごすで、ありなのか、なしなのかお互いわかっ

ていくのかなというふうに思いますので、ひとつの案でございます。ありがとうございます。（小澤） 

 はい、ありがとうございます。他の委員の皆様、いかがでしょうか。 

私の方からも１点。たぶん庁内側から見た時のことで考えてみたんですけど、たぶん外部人材の方

って非常に高い専門性を持たれて何かのミッションを担って招聘されるような形で入られる方が多

いと思うんですよね。そうなるとなんとなくなんですけど雰囲気的に外部人材はすごく素晴らしく

って、という形になってしまう、条件ではないんですけども、そういう構図ができてしまうケース

ってよく見るんですよね。そうすると庁内に今までいらっしゃった方っていうのは、外部人材が来

る＝自分達は足らないだというふうにどうしても認識してしまう場合があって、やっぱり人って自

分が価値がないって思わされるのってものすごくつらい事じゃないですか。そうすると本当に仕事
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の生産性も下がってくるし、モチベーションも下がってきちゃうので、そこの庁内と庁外の人達の

上下ではなくて違いであるというところの最初の入口のところのオリエンテーションといういう

か、双方に対してちゃんとした相互理解が必要なのかなというふうに思っていますので、なんかそ

んなプロセスがはいっていくといいじゃないかかなというふうには思っているですけど、いかがで

しょうか。（小田） 

 はい、まさにそのとおりだと思います。先ほどから結局は人と人なんだよというところがございま

したけれども、まさにそのとおりで、一番恐れているのは、外部の方が入って来た。ああ、あの人

が全部やってくれるんだろうっていうのが、一番悪いパターンで。もっと悪いのはよそ者が何かや

ってるぜっていうのは一番避けたい、両方とも避けなきゃいけないところであります。 

そこをですね、まずは入っていただく時に先ほどありましたようなインターンシップ的なものがあ

るかどうか。最近そういったものを、仮体験というのでしょうか、１週間とか働いていただくよう

なことをやっていただくような業種もございました。公募の中にも。そういったものを見ていただ

いたうえで納得性があるうえで、入ってきていただいて、やっていただくというのが、一つ前提と

して必要なのかなというふうに考えています。突然昔の職員採用とか社員採用みたいな感じで、と

にかく応募して、書類選考して、面接して、はい、入りますってことになりますと、どうしてもい

ろいろなものがございます。現場との乖離でありますとか。そういったことがないようにしていか

なきゃならないっていうのが１点。 

納得性があって入ってからも、どうしても現場との乖離、軋轢というものはどうしても出てくると

思います。これについては我々公務員側についても問題があると思います。これについてできるだ

け歩み寄っていけるような仕組みづくりといいますか、人間性を構築していくなんらかの、調和を

もたらせるようななんらかの取り組みというものも必要になってくると思います。そこらへんをち

ょっと丁寧にやっていって、せっかくおいでいただいている方々、今まで役場の職員だけではでき

なかったことが突然何段階もステップアップするチャンスなんで、そこを逃さないようにみんなで

ワッと持ち上げていくような、取り組みが必要だというふうに考えます。以上でございます。（小野） 

 はい、ありがとうございます。なんか移住政策と似ているなって思って聞いていたんですけど、都

会から来る人がお客様になってはいけないですよね。お客様になってはいけなくて、受け入れ側も

過度にありがたがるっていうところはあまりいい関係は築けないと思うので、対等な目線で、対等

に対話ができる関係性っていうのを築いていくということで、最初の入口とその運用ところでかな

りコミュニケーションの設計が必要だとは思うので、そのあたりは本当に試行錯誤になると思うん

ですけれども、やっていく必要があるのかなというふうに思いました。以上です。 

他に皆さん、いかがでしょうか。 

よろしければ、協議事項の方はこれで終わらせていただきたいと思います。 

次に３番その他です。その他何かございますでしょうか。（小田） 

 事務局からはございません。（小野） 

 委員の皆様、いかがでしょうか。 

はい、その他の方も終了させていただきます。 

では、これにてですね第９回官民共創複業テレワーク審議会の方を終了させていただきます。皆様、
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お疲れさまでした。（小田） 

 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。（15時 56分終了） 
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