
- 1 - 

 

 

 

 

 

 

磐梯町デジタル変革に関するオンライン審議会記録 

（第 8 回審議会） 

会議日時 
令和 3 年７月 21 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 システム更新の概要及び進捗について 

② 業務改善（BPR）各課ヒアリングの実施について 

③ 地域デジタル通貨（デジタルとくとく商品券）の発行について 

(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、それではお待たせいたしました。只今より第 8 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、椎名会長より挨拶をお願いいたします。（小野） 

 今回で 8 回目ということですけど、デジタル変革審議会、今日も闊達な議論をさせていただきたい

なというふうに思います。今日の議論が終わった後に小野室長から今後の進め方について皆さんに

ご相談ということもあるようなので今日以降も引き続き、活発が議論ができるよう、どんどん、ど

んどん、こちらとしてもいいパフォーマンスを提供できるようになれればというふうに思っており

ます。それでは審議に入りたいと思います。（椎名） 

 それでは要綱の規定によりまして、会長座長にて進めていただきますよう、お願いいたします。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。今日の報告事項 3 点ございますので、最初にまとめて報告いただい

た方がよろしいかなと思います。 

まず、1 点目、システムの更新の概要と進捗状況についてということで、事前にサイドブックスで資

料もいただいていますので、大久保さんからぜひご報告をいただきたいと思います。（椎名） 

 それでは、さっそくご説明をさせていただいてもよろしいでしょうか。（大久保） 

 はい、おねがいします。（椎名） 

 はい、磐梯町では 7 月 1 日にですね、町全体の DX 戦略といったものを正式にホームページから公

開しているのですけれども、私の方では 4 月から DX 戦略室の皆様と手を取り合いながら、システム

の方針について調整をしてまいりました。具体的には一番左に書いてあります企画フェーズのとこ

ろですね。現状分析から課題を抽出してソリューションを提案、有識者の方々から意見を伺いなが

らスコープの決定という部分の流れで進めてきたところです。 

具体的なアクションプランにつきましては、2 番目の BPR はこの後にご説明がありますけど、シス

テムの更新のみならず、コミュニケーションデザインであったり、教育のあたりも含めて検討して

きたという経緯がございます。 

バリューのところ、特に意識しているところなんですけど、一番上に書いてある財源といったあた

りが肝になったおりまして、例えば現在オンプレミスで実装されているところ、保守費用だけでか

なりの金額をお支払いしているといったあたりがありますので、コスト削減した金額を投資に仕向

けたりですとか、磐梯町のデジタル経済圏というような書き方をさせていただいておりますけど、

ふるさと納税であったり、いくつかその財源に充てられるようなものがありますので、システム単

体ではなくてですね、経済圏全体で意識しているといったところが大きいと思います。ワンストッ

プですとか、ワンスオンリーの辺りはデジタル庁ですね、中央省庁の方針に沿って進めているとこ

ろでございまして、少しチャレンジを行いたいなと思っているところについては、２つですね、実

際に今回パブリッククラウドで実装するといった時に、環境を構築するためにテンプレートいうも

のが配布可能となっています。これらを他の市、町の方々にご利用いただくということで、かなり
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の期間と工数、セキュリティ面に関しても、実装されたものですので、こういったところから社会

貢献に寄与できればという思いがあって進めてまいりました。 

こちらは勉強会の流れなんですけども、業界の有識者の方々から意見をいただきつつ、システムの

方針を進めて参ったんですけど、大きく２つに分かれておりまして、まず、経済圏のグランドデザ

インの方は、サルぼぼコインの古里さんであったり、フィンテック協会の元代表理事であったり、

経済産業省さんですとか、コード・フォー・ジャパンさんにお力添えをいただいてまいりました。 

一方のシステムに関しましては、マイクロソフトの有識者の廣瀬さんであったり、もともと外務省

でご一緒させていただいていた稲葉補佐官、そして、自治行政局を担当されている CIO の三木さん、

品川区役所で働かれていたサイボウズのローコードの責任者である方々にご協力をいただいてきた

ところでございます。これらにつきましては、随時ホームページ上にですね、このような形でおさ

係長が更新をしてのっけてくださっているので、動画自体はですね公開はしていないんですけども、

このような意見交換をおこないましたというような公開を行ってきたところ、例えば埼玉県の横瀬

町さんですとか、教育を担当されている方々からぜひ勉強会に参加させてくださいみたいなお話が

ありまして、前回の Google のお話の時には、実際に別の町からご参加をいただいたというようなこ

ともございました。 

次のスライドからはですね、実際にどのようなモデルを考えているかというところをご紹介させて

いただきます。 

まず、このスライドなんですけど、左に書いてあるところが、通常の自治体とか民間企業で実装さ

えれているオーソドックスなネットワーク構成になっています。これまでと環境変化の違いによっ

てですね、テレワーク等を外部から利用するというようなシーンが多くなってきましたので、この

入口と出口だけを守るケースですと、例えば入口出口のところを突破されると、町役場のすべての

リソースにアクセスされてしまうというような懸念性がありますので、現在の流れ的に右に書いて

ありますように、アイデンティティですとかアクセスコントロールのあたりからセキュリティを担

保する、いわばゼロトラストセキュリティモデルというようなものを実装しようというようなコン

セプトで進めております。 

もうひとつチャレンジングなところになりますが、自治体と教育機関の当たりもプラットフォーム

を統一できないかというようなチャレンジを行っています。このきっかけとしましては、これまで

文科省さんがお持ちだったセキュリティガイドラインといったものがそこまで更新されていいなか

ったんですけど、今回中央省庁で統一されております、政府情報セキュリティのための統一基準に

準拠するようなかたちで大幅なアップデートがありました。こちらが 5 月の末になります。その内

容を読み解いてみますと、パブリッククラウドに関しては中央省庁のガイドラインにすべて準拠し

ていると。教育 IT に関する項目も新設されていたり、もちろん、総務省さんと文科省さんそれぞれ

守るべきところというのが違いますので、文科省に関しては、例えば個人情報保護のあたりですと

か、特に教育機関ですので細かく書いてあると。一方で自治行政局のあたりも単純にセキュリティ

ポリシーに関するガイドラインのみならず、個人情報保護条例の見直し等参照しなければいけない

ようなガイドラインが複数ありますので、一概に統一するというようなことはできないですけども、

住み分けを行うことでうまく相乗りできるじゃないかなというふうに考えているところです。 

次に IT ロードマップについてご紹介させていただきます。現在３年スパンで考えているのですけれ

ども、右側からマイナンバー利用事務の接続系でこれが J-LIS と言われておりまして、マイナンバ



- 4 - 

 

ー系のシステムを使う時に J－LIS のゲートウェイを介して専用線でクローズドに使っているもので

す。２番目に書いてあるのが LG-WAN の接続系というところでございまして、ここが現在、中央省

庁、デジタル庁中心にガバメントクラウドというような構想がありまして、LG-WAN 系のシステム

は基本的に中央省庁が提供するガバメントクラウドに寄せていくというような方針がありますの

で、その様子を見ながら磐梯町につきましても業務システムができつつあれば、既存の共用クラウ

ドといったものからガバメントクラウドへ移行していくような道筋がたてられているところでござ

います。メーンに考えているところがこのインターネット接続系でして、通常メールですとか、フ

ァイルサーバですとかの業務をおこなっている環境になります。現在は真ん中に書いてある県のセ

キュリティクラウドを経由してインターネット接続を行っているんですけど、特に既存のシステム

の課題を抽出するときに、インターネット接続が遅くてですね、朝会の時に接続できない方がいら

っしゃるですとか、メールの送信に関してもファイルサイズが大きいとですね、メールの送信にす

ごい時間がかかってしまうというような初歩的な課題がありますので、ここをブレイクアウト通信

と言われるようなセキュリテを担保しながらインターネットに高速に抜けていく道といったものを

担保しつつ、セキュリティを守るというような方針で考えているところです。左下の ToBe のとこが

ですね、理想形で現在検討しているところなんですけれども、パブリッククラウド前提で、ノート

PC、そして、キャリアさんともご相談中なんですけれども、公用携帯の導入を考えております。 

次にプラットフォームになりますパブリッククラウドの選定スキームについてご紹介させていただ

きます。６月２８日に私も実際現地に行きまして、サーバルームであったり、既存のネットワーク

環境のあたりを現地調査させていただいたんですけども、これまでですね、有識者の皆様方とか、

あと現地のベンダーさんとも意見交換を行った結果、AWS、Azure、Google Cloud、その他 NTT デ

ータさんとか富士通さんとか各社様々のクラウドを提供しているんですけれども、コミュニケーシ

ョンサービス、特に Teams ですね、磐梯町では昨年度からコミュニケーションツールとしてツール

の試行が進んで来たというところと、あとはオフィス関連の製品、例えば Google さんもゼロトラス

トのソリューションとして beyond corp といったものを既に提供を開始されているんですけども、

彼らの場合はですね、オフィススイートの製品が中央省庁から展開されるようなオフィスの製品に

対応していないというところがあるので、結局重複するようなオフィス製品を買わなければならな

いと。一方で AWS さんの場合は、プラットフォームとしてはですね、色々とクラウドネイティブの

サービスで実現可能なところがあるんですけれども、実務向けの業務サービスといったところがあ

まり充実していないというところがありますので、中央に書いてあります Azure、そして、Teams、

Microsoft365 といったあたりをですね、進めていきたいと思っている次第でございます。 

こちら最後のスライドになりますが、現在も検討中の項目になりますが、大きく７つのチャレンジ

を行いたいと思っています。まず１番目がパブリッククラウドの直接契約です。通常ですね環境構

築をしたりですね、提案を行ってくれるようなベンダーさん、サプライヤーさん経由で調達すると

いうところがあるんですけど、その中間マージンであったり、契約自体ロックインされてしまうと

いうような懸念がありますので、ここは導入する Microsoft さんとの直接契約といったあたりにもチ

ャレンジしたいと思っています。 

2 番目もそうなんですけども、まだ中央省庁でも事例ができておりませんでして、例えば総務省が展

開している政府共通プラットフォームというところも、間接契約にはなっているんですが、契約変

更があれば随時契約変更をして従量課金相当の支払いというところころまで寄せつつあります。そ
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の壁を超えるために会計の方々にもご理解をいただきながら進めていくというような必要があるの

ですけれども、１番、２番に関してはここは打破できると、他の市町の方々にもメリットというも

のが出てくるのではないかなと思っております。 

３番も非常に重要でして、これも私が担当している外務省、財務省ではすでに準委任契約で案件の

構築を進めているところなんですけども、これまでは成果物を定めてウォーターフォール型で一括

ベンダーさんにお願いして、いわば丸投げみたいな方式が主流だったんですけど、今回我々が試行

しようと思っているのは、内製化に近い形で成果物を定めずに役割分担をしつつ、一緒に進めてい

くというようなですね、伴走型の準委任契約でのシステム構築といったものを検討しています。 

４番目が教育機関との連携でして、５番目が公用携帯、６番目がセキュリティポリシーの整備です

ね、昨年からの課題でしたので、粛々と進めていきたいというところなんですけれども、ISMS とい

いまして、情報セキュリティマネジメントシステムの認証があるのですけれども、こちらの取得を

目指してみてはいかがでしょうかといったあたりをですね、私の方から提案させていただきます。

まだ、インターネット接続環境に関しても整備ができていないので、来年度、もしくは再来年度に

差し掛かってしまうかもしれませんけれども、例えば自治体ですと杉並区ですとか、私がメインに

携わってきた金融機関でも、ソニー銀行さんとかはですね、独自に ISMS を取得したり、中央省庁で

すと、入札の条件にＩＳＭＳが取得されていること。なんてこともありますので、情報セキュリテ

ィ推進を行ううえでひとつの基準があった方がですね、一体感を持って皆様方と進められるのでは

ないかということで６番目に盛り込んでいます。 

７番目は特にツールは必要なものではないのですけれど、Teams を導入するとＳhareＰoint という

サービスがついてきます。町の中のポータルサイトの中で現在紙で行っている申請のワークフロー

といったものもすべて電子化してですね、決裁申請ワークフローに乗せるとペーパーレス化という

あたりも進んでいくのではないかなと考えているところでございます。 

私からのプレゼンテーションは以上になります。一旦こちらで椎名会長にお戻ししてもよろしいで

しょうか。（大久保） 

 はい、ありがとうございます。どうしましょうか。ここで一旦切って、皆さんから質問、ご意見、

ご要望、なにかございましたら、ぜひよろしくお願い足します。 

補足があれば、まず、ＣＤＯの菅原さんからいただければと思います。（椎名） 

 それでは、私から補足ということでよろしいでしょうか。（菅原） 

 はい、お願いします。（椎名） 

 先月ご審議をいただいたデジタル戦略の方があったと思うんですけど、あちら方で大きなところで、

いつでも、どこでも、誰とでも、という形でビジョンをかかげまして、そういった働き方をしてい

くためのひとつの情報システム、インフラのあり方という部分であったりですとか、職場のＢＰＲ

の関係でワークフローを変えていくときに、インターネット系から、さらにもっと言うと、クラウ

ド系のところいくってみたいなところまでの方向性は示させていただきました。そのうえで、今度

は具体のアクションに落とし込んでいいくというところでＣＤＯ補佐官の大久保さんの方を責任者

として今回のようにつめてまとめていっているというところでございます。 

最終的にはもう少ししっかりとした形でお示ししますけど、その代表的な部分っていう位置づけで
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皆様のご意見をいただけたらと思います。（菅原） 

 はい、それでは皆さんからご意見、ご要望、ご質問等なにかございましたらぜひお願いいたします。 

 じゃあ、はい。（前田） 

 ありがとうございます。前田さん、よろしくお願いいたします。（椎名） 

 先ほどの、丸投げではなくて準委任契約で入っていただいて、伴走で構築支援していただくような

というお話で、その後というか、最終的なイメージってありますでしょうか。ずっとと言いますか、

専門的な内容になってくると、どうしても専門的なエンジニアが必要だと思うんですけど、ある程

度庁内の職員でも対応できるよなところっていうのは、どんどん移管していくイメージなんでしょ

うか。（前田） 

 前田さん、本当にありがとうございます。ＤＸ戦略室自体が時限性のある組織ですので、まずは伴

走するような形でスキルトランスファーも行いつつ、例えば職員である金子さんやおささんとかで

すね、ＩＴに長けている方と一緒にやっていきますと。ただ、想定している作業は、例えばアカウ

ントの作成であったり、簡単なワークフローの作成といったあたりで、例えばファイヤーウォール

とかセキュリティ周りの設定となると、ベンダーさん、プロの方々にやっていただく必要があるの

かなと思っています。ですので、初めは１年間なり、２年間この準委任という形で入っていただく

のがいいと思っているですけれども、それ以降は完全に保守フェーズになりますので、薄く、浅く

プロの方に入っていただいて、リモートで対応いただける作業が全てだと思っておりますので、こ

の２年間構築も含めて進めるというところは準委任、それ以外のところは改めて他社を含めて入札

でも構わないと思っておりますので、保守は保守で薄く貼っておくと。そんな流れで考えていると

ころです。（大久保） 

 わかりました。クラウドの機能自体もどんどん日々アップデートしていって、キャッチアップして

いくのが大変だっていうのもあるので、そのあたりをうまく切り分けしつつ、なるべく中にノウハ

ウが蓄積していくようになるといいのかなと思いました。（前田） 

 どうもありがとうございます。今、まだ立ち上がってはいないんですけれども、例えば、今回 Azure

で確定した場合は、自治体向けの Azure のユーザ会とかが拡充してくるとですね、隣の市町さんと

かと課題を共有したり、失敗事例を共有したり、細かいセキュリティの設定とかまでは、NDA の都

合上、シェアはできないと思うんですけど、そういったエコシステムができていくと、職員の方々

のスキルも上がっていったり、あとはノウハウが溜まるようなるエコシステムといったあたりも形

成されていくと思いますので、おそらく、これを発表した１年度、２年後、もっと同じようなこと

をやってくださる自治体が増えて、エコシステムが形成されていくと素晴らしいなと期待している

ところでございます。（大久保） 

 はい、ありがとうございます。他にご意見、ご要望、ご質問等ありますでしょうか。 

ありがとうございます。桂さんお願いします。（椎名） 

 はい、ありがとうございます。パブリッククラウドの選定スキームのところ個人的にもすごく勉強
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になって、結構 Azure 系ってなんかお堅いイメージがあるじゃないですか、やっぱり。とっつきに

くいかなっと思ったけど、他のものとの連携っていう面だと確かに安心かも。GoogleCloud だと私

は結構信用してたんですけど、確かにマクロとか使うときにちょっとカスタマイズとか必要だった

りして、そういうところが個人的にはすごく勉強になりました。 

これをたぶん自前で運用していくことになると思うんですけど、この辺結構流動的だと思うんです

よね。1 年でどんどん状況が変わってきたりして、そういった時に見直しのスキームってのは、年単

位とかそういうスパンで組んでいるんですかね。今って。質問です（桂） 

 ありがとうございます。やはり使われているユーザーの方々、職員の人達の利便性がメーンだと思

いますので、その後を変えるようなマイルストーンは置いてないんですけど、ロックインしてしま

うのは、システムリスクのひとつとして大きな課題として捉えておりますので、いつでも離脱でき

るような方法っていうのは、仕込んでいるところです。 例えば今回ブレイクアウト通信の設定に

関しても、環境定義を標準化して外部の方々に、例えば GitHub とかで共有するような方法を選んで

いるですけども、そうなるとベンダーさんどこの人達が入ってきてもすぐに着手ができると。で、

移行しようと思っても、有識者の方々が見ればですね、Google の BeyondCorp ももう一段階業務に

即した形で便利になったので、移行しましょうとっていう時にですね、標準化の設定が仕込んであ

れば、移行っていうのは容易になりますので、そのあたりを慎重に力を入れて進めているところで

ございます。（大久保） 

 そうですね。わかりました。ありがとうございます。（桂） 

 他は皆さん、大丈夫ですか。 

ちょっと、私の方からも伺いたいですけど、系統が３つあるわけですので、マイナンバー系と、

LG-WAN 系、インタネット接続系と。例えば、インタネット接続系で色々やっていたものを LG-WAN

系に移さなければならないなんてことがあったりするんですかね。そこら辺の関係性が分からなか

ったので、教えていただきたいのですが。（椎名） 

 はい、ご質問ありがとうございます。現在 LG-WAN 系で提供されているサービスがほとんどが Web

系のシステムです。ですので、だいたい LG-WAN 系の端末から皆さんブラウザ経由で接続されるも

のがほとんどなんですけれども、磐梯町の場合は、例えば住基の情報とか、個人情報を含まないシ

ステムは、ある程度インターネット系で業務ができるような住み分けができているというところが、 

他の自治体よりもリモートワークに適しているじゃないかなというところが挙げられます。今後で

すね、ガバメントクラウドをはじめ、その LG-WAN の方中央省庁で中央集権的にですねサービスと

統一していくんですけど、そこであまり光インターネット接続系と LG-WAN のネットワークを相互

に連携させる仕組みっていうものをですね用意をしたくはなくてですね、よくある方式で３層構造

におけるβとかβ´って言われるんですけど、インタネット接続系から LG-WAN にセキュアに繋ぐ

ゲートウェイとかを設けているところがあるですけど、正直そこを作ることが一番のセキュリティ

ホールだと思っていますので、業務でクロスはさせないというような大方針で考えていると。あと

は、インタネット接続環境に関してもブレイクアウト通信って言ってますけど、外から接続するよ

うなホームページを公開するようなサービスというのは、今、中にありませんので、そういったリ

スクも低減できるといった面で、完全にインタネットと LG-WANのところは住み分けて考えている。
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ですので、業務も行き来しないようにですね、政府の動向を見ながら注視をしていく必要があるの

かなと思っています。（大久保） 

 そうすると、LG-WAN 系っていうのは、国の方で要求されているものをここでやるだけで、それ以

外は全部クラウドでやるという整理でよろしいですか。（椎名） 

 はい、大きなところはそのような方針で考えています。（大久保） 

 わかりました。（椎名） 

 これば県のセキュリティ共有クラウドというですね、業務サービスを提供しているプライベートク

ラウドが既にありますので、このあたりは磐梯町だけがもうすべて使いませんというのは中々言え

なくて、皆さんコストシュアしておりますので、そこは皆様方と２年後なり、３年後なり、完全に

ガバメントクラウドに寄せるまでの間は、慎重に意見交換しながら、進めていく必要があると思っ

ています。（大久保） 

 中元先生、小山さん、何かご意見ございましたら、お願いします。（椎名） 

 ありがとうございます。 

例えばなんですが、将来的に役場であったり、自治会館であったり、空間でとれたデータであった

りっていうものを繋ぎこみたいときに、どこまでセキュリティラインってあると思うんですが、例

えばフォーマットであったり、要件っていうのをすり合わせるのを、都度都度その部門があるのか、

繋ぎこみにおいてはなにがしかのフォーマットが出てきてそれに開発者側が合わせていくのか、そ

いったガイドライン的なものは、まだそこまでではないと思いますけど。（小山） 

 ご質問ありがとうございます。今回実は９月の議会に向けて、次回の審議会の時には、もう一段精

緻化された見積の対象項目に関して皆さまにご説明できると思うんですけど、まだデータウェアハ

ウスの構築まで含めるか、悩ましいところです。実務的にいろんな自治体のデータ利活用の事例、

オープンデータを含めて進んでいて、その事例をみんなで眺めてですね、これが磐梯町で使えるか

なみたいなのをやってみたんですけども、正直あまりメリットが出せるスキームってまだ見つかっ

ていないところが現状でして、我々がもしできるとしたら、アクセンチュアさん中心に、都市ＯＳ

っていうような考え方で、データの標準化を進めておりますので、もし、溜め続けるとしたら、api

はこの api の標準仕様です。データは iot に関してはこの仕様でため込んでいきますと。そういった

あたりルール付けをしておけばですね、各社がバラバラにデータを持って後で苦労するというよう

なことを防げるかなと思っておりますので、次のフェーズではぜひチャレンジをしてみたいと思っ

ています。（大久保） 

 ありがとうございます。（小山） 

 中元先生、どうですか。（椎名） 

 はい、ご説明ありがとうございます。非常に細かい説明で私も勉強させてもらっているなと思って

いるですけど、大久保さんがい今仰った都市 OS に関しては、ちょっと今会津若松の方でアクセンチ

ュアさんと、都市 OS のデータの出し方とかやってますので、ちょっとお聞きいただければと思いま
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す。 

あと、1 点気になったことで、スライドの６枚目ぐらいのところで、県のセキュリティクラウドって

いうのがあったかと思うんですけど、県の方の動きとかでこれをなんかもうちょっと改善するだと

か、そういった話かなんかはあるのでしょうか。（中元） 

 どうもありがとうございます。まず、県のセキュリティクラウドのところなんですけど、こちら磐

梯町の職員の方も打ち合わせの会合に参加されておりまして、現状すぐに改善されるという話はま

だ聞こえてきておりません。ただ、ここをですね、いきなり抜けてしまうと、先ほどの費用負担や

設定変更の話もありますので、まず、今年度に関しては、普通に線を残して使い続ける。ですので、

ブレイクアウト通信のところは新たに回線を引いて接続をするんですけど、全体の整合性を考える

と、並行稼働をさせた後に１年後なり、２年後なりに皆さんと足並みをそろえて移行するなり、や

めるかとか、そういった判断が入ってくるかと思います。あの都市 OS のあたりはぜひご連携させて

いただければと思います。我々も町で個別に行ってもなかなか成果を出せるものではないので、例

えば現在２台シェアカーとして駅に置いてあるような、自動車も配置されているので、そういった

データもあったり、雪の除雪車とかですね iot 関連ではデータをためつつ利活用するというようなこ

とも進みつつあるので、ぜひですね、そういった会合にはご参加させていただけるようになると非

常にありがたいと思います。 

私からも中元先生に１点ご相談がありまして、ご相談といいますか、今回初めて教育機関と自治体

で持っているシステムで、具体的に Teams で繋いでしまおうと思っているところなんですけど 、

そこの根本的な原因としては、教育機関とかですね、保育所とか保健センターとかで連携をするた

けに専用線を引いてメールを送信していると。実務で行くと財務システム以外では普通のインター

ネットでいいはずなんですよね。そこが Teams で完結できると、個別のチャットを用意して先生方

は県の Teams に入っていくわけなんですけど、常にファイルは共有できますし、見せる見せないの

ところはチャンネル単位でアクセスコントールが制御できるようになりますので、そのあたり物理

的な線が不要になるといったところと、あとは先生方からするとメール以外のチャネルがひとつ増

えてしまうので、面倒くさいなあと思える方もいらっしゃるかもしれないんですよね。まあメール

システムもそもそもが専用線を引いた県と教育機関を包む専用のパイプラインであったところが代

替のサービスになるだけですので、そのあたりは丁寧にご説明をすればですねご理解いただけるも

のかなと思っております。感触としていかがでしょうかね。学校の方々が県の提供する Teams に相

乗りしてくるというようなコンセプトなんですけれども。（大久保） 

 私共学校の方、学校は学校でも大学の方なんですけど、大学の方も結構色々使っているアプリで今

議論があったりしているんですけど、メールベースでやっぱり古典的にやられている先生が多いん

ですけども、学生さんは最近は Slack なんかをチャットツールによく使ったりとか、あと Teams で

すね、そちらのツールを使っているので、Teams を使った方がもうちょっと授業の効率が上がるん

じゃないかって話もあって、当然なんじゃないかなと考えております。そういった意味では学校の

方で Teams を使っていくっていうのは大きいのではないかと思ってますけど、学校側の方が最近

GIGA スクールでちょっと対応が大変だという話なので、ちょっと丁寧にやっていただく必要は確か

にあるのかなと思います。ちょっとコメントになっているかどうかあれなんですけど、以上です。（中

元） 
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 どうもありがとうございます。教育担当の方々ともですね、技術的な対話を丁寧に行いながら進め

ていきたいと思います。教育側のライセンスは実は GIGA スクール構想でエントリーすると無償で提

供されますので、その office のバージョンの方がすね、実は利便性が高くていろんな機能があるん

です。むしろ町側も相乗りさせていただきたいくらいなんですけれども。そこは使わない手はない

というふうに考えておりますので、でも、もし、残念ながら今回教育サイドは Teams に乗りません

という話であれば、そもそも無償なので、スモールスタートどころかですね、やめますとの一言で

誰もコスト的には損失はないのかなと思っているところです。私からは以上です。ありがとうござ

います。（大久保） 

 はい、ありがとうございます。追加で皆さんからご意見いただきたいですけど、もしなければ次に

行きたいと思います。 

2 項目目と３項目目は室長からなんですけど、全部を含めてお願いします。（椎名） 

 はい、そででは説明させていただきます。２点目業務改善ヒアリング各課ヒアリングについてでご

ざいます。令和２年度コニカミノルタ様のご協力をいただきまして、磐梯町役場の業務量調査を行

いました。これをベースに今年６月にアンケートをとりまして、これからそのアンケートの内容に

基づきまして、各課ヒアリングを行う予定でございます。ヒアリングに関しましては、その組織の

長である課長等ではなく、現場を把握している係長、もしくは担当、ここらへんをヒアリング対象

にすることにしております。先日職員勉強会で Kintone とかいろいろお話をお伺いしました。そう

いったものが活用できるところがあれば、ぜひ入れていいきたいというふうに考えているところで

ございます。個別最適化にならないように注意しながら、こちらの方はヒアリングを進めていきた

いと思っております。こちらが１点目でございます。 

２点目、③でございますね、地域デジタル通貨、デジタルとくとく商品券についてでございます。

画面を共有させていただきます。こちら以前にもお話させていただきましたけども、磐梯町では地

域経済の振興ということで、紙の商品券を発行してまいりました。規模的には１千万円でございま

す。そこに２０％のプレミアムを付けて発行していましたけど、今年は、さらに１千万円分、こち

らはゼロ金利の時代に２５％もプレミアムが付くというとんでもないサービスで電子商品券を発行

したところでございます。こちら平日分５００万円を７月１５日に、休日発行分を７月１７日の土

曜日に販売したわけでございますけども、両方等も即日完売となったところでございます。こちら

ですねその時の地方テレビ局のニュースがありますので、ちょっと見ていただきたいと思うんです

けど、画面見えておりますでしょうか。音声も合わせて共有させていただきます。 

（ニュース動画の視聴） 

はい、ということでございまして、結構お年寄りの方がピックアップされて映っておりましたけど、

私も現場で見ていた感じ、結構な数のお年寄りの方がいらっしゃっておりました。デジタルデバイ

ドをかなり心配はしていたんですけども、意外と皆さん使いこなしているなというところでありま

す。正確な数字がつかめていないんですけども、現在アプリをインストールしていただいた方、実

際購入された方ではないんですが、２８２端末くらいあるんですけども、その中で年齢が分かって

いる方で６５歳以上の高齢者の方につきましては、概ね２割という数字でございました。端末をイ

ンストールしているってことで考えますと、この数字というのは、だいたい購入者の中でも結構そ
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のくらいの数がいるんじゃないかなというに考えているところでございます。こちら会津大学の購

買部で使われております「白虎」のシステムを利用してマイナーチェンジして使わせていただいて

おりますが、現在のところ幸い大きなトラブルもなく順調に運用が進んでいるところでございます。

以上、２番、３番、報告を終わらさせていただきます。（小野） 

 はい、ありがとうございます。何か皆さんからご意見、ご質問等このご意見にございましたら、ぜ

ひお願いします。 

前田さん、よろしくお願いします。（椎名） 

 僕も町民なんですけど、あまりにも早く売り切れて買えなかったんですけど、最終的にはやっぱり

オンラインで購入できるようになるといいなというのはちょっと思いました。物理的な場所に行か

ないと買えないといのがありましたので。 

ただ、どうしてもオンラインでやると、今、例えばカードからチャージするとしたら決済の手数料

がかかってその分減ってしまう問題があるので、そのあたりをどうやって解決していのかが課題か

なというふうに思いました。将来的にはぜひスマフォで買えるようになるといいなというのと、必

要な時に買えるようになったらいいなと思いました。ちょっと感想のようなかたちですけど。（前田） 

 よろしいでしょうか。（小野） 

 はい。（椎名） 

 まさしく、前田さん仰っていただいたとおりでございまして、今回のデジタルとくとく商品券って

先ほどニュース画像で見ていただきましたように、現金を持って商工会に行って、スマフォにチャ

ージしてもらって、お店で使っていただいて、お店さんは、お店の端末を商工会に持ってきて、小

切手に換金していただくという、非常に入口と出口はアナログなままということでございます。そ

ちらをチャージする、換金するシステムをどのようにしていけばいいのかということもございまし

て、うちの町長もずっと言っておりますけれど、例えば会津管内で共通のデジタル通貨みたいにし

てやっていったらいいんじゃないかということもございますので、そこらへんについては今後十分

に検討させていただきたいと思います。ご意見有難うございました。（小野） 

 私もちょっと質問したかったのっても入口と出口のところだったんですけど、なかなか難しいです

ね。デジタル通貨を使ってもらっている商店の側は、売り上げが立ったら商工会に持っていくんで

すか。それで小切手をもらうとすると、現金が手元に入るのってどのくらいのサイトなんですか。（小

野） 

 こちらですね、商店側のアプリに現金が貯まっていくからくりでございます。それを商工会に持っ

ていって、商工会の端末で即時に換金して小切手でお渡しいたします。渡すと今度は小切手を持っ

ていって、通帳に入れてもらうなり、なんなりするという流れでございます。（小野） 

 なるほど、商工会に貯まった売り上げを毎日持っていくわけではないのですね。数日のタイムラグ

はある。（椎名） 

 そうですね、町内の取り扱い商店さんの中では、即日で換金された方もいらっしゃいますし、ある
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程度一定貯まってから決済すると形の方もございます。（小野） 

 そういう感じなんですね。結構即日換金もできるし、しなくてもいい感じなんですね。（椎名） 

 そうなんです。（小野） 

 そうするとあれですね。商店の方にあんまり利益がない、そういう感じがします。プレミアム商品

券とか下手すると商店の方々の手元にお金が入ってくるのに何か月もかかったりしてきます。そう

するとあとは入口部分ですね、前田さんが仰っていたとおりというふうに思います。 

皆さん、他に何かご質問、ご意見等もしあれば。 

ありがとうございます。小山さん、お願いします。（椎名） 

 今回オンライン決済じゃなくてリアルの場所で販売されたということで、わりと年配の方がメーン

で２割ほど来られて割合としては高かったのかなと思うんですが、ご高齢の方、年配の方がこれを

販売することで、実際に消費が活発になったとか、どのあたり商品が売れたっていう、経済効果っ

ていうのはどういう形でしたでしょうか。（小山） 

 まだ、発売から今日でちょうど１週間ですか。こちらは傾向としましては、磐梯町に最近オープン

したばかりのスーパーの売り上げがかなり主たる率を占めております。で、おそらく、８月、今現

在取り扱いはないんですけど、８月になりますと JA、農協さんのガソリンスタンドでのデジタルと

くとく商品券の取り扱いが始まります。例年の傾向からしますと、JA のスタンドさんが実はシェア

がかなり高いんですね。ですから、そのためにとっておいているというようなことも、もしかした

らあるのかもしれない。こちらにつきましては、実際最終的にわかるのは、本当に冬、１２月の末

で販売が終了した時でないと、本当の傾向はちょっとわからない。今の傾向ですと、半分は JA スタ

ンドさん、あとは町内のセブンイレブンさんとか、道の駅さんとか、そういったところが大きくシ

ェアを持っていたところでございます。今回はそこに新しくできたスーパーというのが入りました

ので、さあどうなるのかなというところでございました。（小野） 

 ありがとうございます。（小山） 

 ありがとうございます。ジャスミンさんよろしくお願いいたします。（椎名） 

 はい、ありがとうございます。さっき映像を見ていてすごいなあと思って。普通のご高齢の方が普

通に使っていて、結構理想の形なのかなと思ったんですけど。その反面、もしかすると、デジタル

デバイドって、年齢以外の変数が結構隠れているじゃないかなっというふうに思って、例えば、家

族と同居しているかとか、携帯の状況とかですよね、なんかそういうのも炙り出せて行けたら結構

いいのかなと思いました。以上です。（桂） 

 はい、今、ジャスミンさんからお話いただいたところなんですけど、確かに今回、私も役場長いも

んですから、結構町民の方々の顔は存じ上げております。お一人暮らしでもスマートフォンを持っ

ている。家族と同居なんだけどもスマートフォンを持っていない、使わない。こちらですね、結構

分析大変なのかもしれないですけど、実際それを使う意思があるかないか、それを使うことによっ

て何かいい事があるかないか、なんでもそうなんですけど、そうなるだと思うんです。そこいらへ
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んについて、もう少し、我々は町民の方々とお話ができる、顔が見えるっている場所におりますの

で、実は私もですね、リオンドールさん、スーパーの方に時々行って、２、３時間居て、使ってい

るお客様にいろいろお話を聞いたりしているんですけども、そういったところをちょっとヒアリン

グを進めていきたいと思いますので、なんか皆さんどういうかたちでスマフォを使っているのか、

なぜ使わないのかというところもちょっとお話を聞いてみたいと思っております。どうもご意見あ

りがとうございます。（小野） 

 用途自体は完全にデジタルでデータとれるんですか。最後。（椎名） 

 はい、こちらですね、紙の時には売り上げを商工会さんの方で集計をしていただいたんですけど、 デ

ジタルはリアルで今どこでいくら使われているというのがすぐにわかります。（小野） 

 じゃあ完全に見えるわけですね、どこの店舗でいくら売り上げがあるかみたいなところも。（椎名） 

 はい、誰がいつに買ったかもわかってしまうということですね。（小野） 

 これ、記名式なんですか。商品券を買う時。誰かもわかっちゃうですか。（椎名） 

 はい、こちらアプリを登録する際にそういったお名前を全部入れていただくとこがあります。（小野） 

 ああ、なるほど。変数って意味でいうと、そこに抵抗感がある人もいたりはするのでしょうね。（椎

名） 

 それはあるかもしれませんね。（小野） 

 やっぱり貨幣の最大のポイントは匿名性です。 

 中元先生、ぜひ最後しめでご意見いただければと思います。（椎名） 

 ちょっとデジタル通貨のところで、デジタル通貨を大学内で使っているんですけど、入口のところ

ですね、食堂へ行ってですね、現金でチャージしなければいけないというのは、大学でもまだそこ

はオンライン対応になっていないので、もしかするとこれは大学で１回実験したほうがいいのでは

ないかと思ったのと。 

あとは、年配の方々結構使ってもらっているので、名前のところは確かに私もですね、名前を入力

して、大学の場合は学籍番号を入力しなければならないですけど、学籍番号なんてないんですけど、

それでインターフェイスどうなっているですかみたいなことは最初はありましたが、使っている方

が気にするのは個人情報のところですかね、使っている内容が売店とかにわかっちゃうとさすがに

気持ち悪いって方がいらっしゃると思うんで、そのあたりをちょっと注意してやっていただいたら

いいじゃないかなと思います。以上です。（中元） 

 はい、ありがとうございます。特に皆さんから補足等なければ、ボールを室長にお返ししたいと思

います。 

大丈夫ですか。 

よろしくお願いします。（椎名） 

 椎名会長、ありがとうございました。 
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その他でございますが、事務局の方からは特にございませんが、皆様の方から何かございますか。 

よろしいでしょうか。（小野） 

 はい、大丈夫です。（椎名） 

 以上を持ちまして、第８回磐梯町デジタル変革審議会終了させていただきます。大変どうもありが

とうございました。（小野） 

以上で審議会を終了し、閉会する。 
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