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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 9 回審議会） 

会議日時 
令和 3 年 8 月 18 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   

磐梯町 CDO 補佐官 前田聡一郎   

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) 協議事項 

① 磐梯町ＰＲ・マーケティング戦略について 

(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、それでは只今より第 9 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、挨拶をお願いします。（小野） 

 はい、よろしくお願いいたします。椎名でございます。今回第９回ということで、磐梯町の PR・マ

ーケティング戦略について議論をさせていただくということで、前田 CDO 補佐官から後ほど説明が

あるかと思いますが、資料だけ事前に拝見しましたけど、非常に素晴らしいもので、議論できるの

が非常に楽しみでございます。今日も引き続きぜひ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した。それでは審議会設置要綱の規定によりまして、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、よろしくお願いいたします。今日の議題は、PR・マーケティング戦略について皆さんで議論

をするということで、これだけなので、じっくり時間をとって議論をできればと思う次第でござい

ます。先ほど、事前に前田さんにもお話をしましたけど、議題はこれだけなので、２０分前後ご説

明いただいて、残りを皆で協議をするということでよろしいかというふうに思います。それではで

すね、この磐梯町 PR・マーケティング戦略のご説明をよろしくお願いいたします。（椎名） 

 それではよろしくお願いいたします。改めまして磐梯町 CDO 補佐官の前田聡一郎と申します。よろ

しくお願いいたします。CDO の菅原に付きまして補佐をさせていただくということで、その補佐の

うちのデザイン側の補佐をさせていただいているという形でございます。本職も実際デザイナーで

ございまして、デザイン業を、福井に住んでいるですけれども、福井県を中心にさせていただいて

いるという次第でございます。仕事柄 PR であったり、マーケティングだったりということも結構さ

せていただいておりまして、今回もですね、磐梯町様の方でこういった戦略を作らさせていただき

ましたという次第でございます。 

さっそくご説明に参りたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。画面共有頂

戴しますね。PDF のアクロバットを繋ぎますので、よろしくお願いいたします。 

既にですね、このような形で配付をさせていただいているかなというふうに思いますが、今日のご

説明をするだけの資料をご用意させていただきましたので、そちらの方を見ながら、ひとつ、ひと

つ説明をしていけたらなというふうに思います。本日の PR・マーケティング戦略ですね、この本戦

略というのは、職員の方たち皆様がですね、町の情報をよりよく発信できたりとか、また逆にです

ね、よりよく町のご意見を集めることができたりですね、これを戦略内では、コミュニケーション

のインフラを作ると仮定的に表現しておりすが、それができるようになると、それが最終的には職

員の方お一人、お一人がですね、全員 PR、全員マーケティングが行えるようになることということ

を目的として作らせていただいております。皆様にお伺いしたいんですけども、広報だったり、マ

ーケティング戦略だったり、行政が作られたものって見たことある人って、いかがですかね。（前田） 

 ないですね。僕。（椎名） 

 ありがとうございます。でも、おひとり手をあげていただきましたね。ありがとうございます。ポ
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イントは広報 PR 戦略に限らずなんですが、ある程度こういった戦略書はちょっとした型といいます

か、よく見る形みたいなものがあったりするんですけど、よくある戦略の構成というものはだいた

いこんな感じでできていることが多かったりします。まず、総論ですね、総論の中では社会的背景

であったりとか、その市町とかが戦略を出しておりますので、その大戦略の中での位置づけはどう

なのであったりとかですね、PR であったりとか、マーケティングが目指すビジョンであったりとか、

そういった総論を説明する部分であったりとか。 

あとは各論的なところですね、メディアをどのような構成でこれから運用していこうかいうのを書

いていこうかとかですね、そういった感じのところが書いてあるところですね。例えば広報体制で

あったりとか、メディアミックスしていきましょうであったりとか、メディアの刷新をかけていき

ましょうであったりとかというところですね。 

もう一つは職員研修をかけていきましょうといったところであったり、職員お一人お一人の意識を

変えていこうであったりですね、そういったところが書かれていたりします。これらを全部含めて

戦略という形でよく出ていることが多いですね。実際読んでみますと、超、勉強になるって感じな

んですよ。実際なるほどって思うように網羅的に書かれていまして、さすがだななんて思いながら

読むんですけども、その反面なんですが、ちょっとここに書かせていただいたとおり、職員の皆様

は現場レベルでどのように対応すればいいのかいうのは分らなかったりですね、戦略書なんで分か

らないといったら、分からなくても当然かもしれませんが、この戦略書というのは、職員とのコミ

ュニケーションに役立っているのかなと。一体誰に向かってこの戦略書って書いてあるんだろうだ

ったりですね、あとは広報や広聴ですね、そしてマーケティングなどは、どのように分類されてい

るだろうかったところだったとか、目まぐるしく移り変わる情報を扱う仕事なんですね、広報であ

ったり、マーケティングであったりとか、いろんなサービス出てきておりますし、いろんな風に市

場の状況っていうのは変わっております。その変わりゆく中で、3 年とか、５年とかっていうフォー

ムでどかって決めてしまって、そのとおり進めと言われても、途中で色々変わるよねとかですね、

そういった感じの疑問も出てきたりするわけです。こういった疑問が残りますので、今回はこれら

について考えたものが今回の戦略となるという形で、作らせていただいております。ここまでよろ

しいでしょうか。 

はい、ありがとうございます。 

具体的にどういう感じで意図をして作らせていただいたかというところなんですけども、本戦略の

要点という形でまとめさせていただきました。まず３つございます、大きくわけますと。 

一つ目が自治体の行政実務に即したものであることということと。 

二つ目職員がお一人お一人が全員 PR、全員マーケティングができるもんであることということ。 

三つ目が戦略書自体が内部広報物であることということを意識して作らせていただいております。 

ちょっと簡単なところからいきましょうかね。まず、この戦略書自体が内部広報物であることなん

ですけども、ちょっと言葉があれですが、行政の戦略書というとちょっとお堅いといいいますか、

表現としては、そんな感じのものが多かったりするんですが、今回作らせていただいたこちらの内

容なんですけども、ちょっと雑誌ぽく作らせていただいたんですね。コラムなんか交えて構成的に

雑誌っぽく書かれていいるですけれども。 

皆さん、全体的にざっと目をとおしていただけましたかね。 

はい、ありがとうございます。 
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ちょっと、雑誌っぽく作らせていただいております、途中で漫画なんか入れたりして、分かりやす

くしたりですね、コラム入れたりとかしてですね、やっております。これもですね、単純におしゃ

れにしたかったていう、そういう意図ではもちろんなくてですね、皆様とこの冊子をとおしてコミ

ュニケーションをとりたいからこのような形をとらせていただいております。といいますのも、戦

略でちょっと難しくてどうしようかな現場でって、そういうふうにですね、そこのロスをなくした

いんですね。読んでいただいたらなるほどって分かっていただいて、なおかつこれを持ちながら、

僕が勉強会とかを開催した時でも、スッと伝わるような形で作りたかったってところが結構ありま

す。どうしても広報といいますと、町の方を対象とする広報であったりとか、町の外のかたですね、

町外、市外の方とかですね、を対象とすることが多かったりするんですけども、意外と見落としが

ちなのが役場内ですね、庁内ですね、そこへの広報っていうのも意識して今回このようなデザイン

を作らせていただいたという次第でございます。なので、読んでいただくだけで、ちょっとこんな

言い方もあれなんですけど、勉強になるような形で意図して作られているというような形でござい

ます。というのが、まず、これが３番になりますね。 

次は、１番ですね。自治体の行政実務に即したものであることということの中にですね、段階的な

アップデートっていうことと、活動を表す主要語の明確な定義というような形で書かせていただい

ております。これはどういうことかっていう事をご説明させていただきます。 

まず、自治体の行政実務に即しているということですね。ひとつひとつ正直やっていっていただき

たいなというのが強い思いとしてあるんですね。いきなり戦略としてドカッて夢を見せられても、

叶えるの難しいよっていうふうに思わずに、一個、一個クリアしていけば実装してけるよねってい

うところをより強く考えております。そのためにですね、PR、広報、広聴、マーケティング組織に

はバージョンアップデートが必要ってページを設けさせていただいているんですけれども、ドカッ

と全体像をお見せするじゃないんですよ、先ほどのはどっちかというとドカッと全体像をお見せす

る戦略だったんですけど、この戦略書はその一部しか見せていないんです。ここの部分しか今回お

見せしいていなんですね。と言いますのも、僕がそうなんですけども、色々ドカッと言われてもで

きないんですよね。でなくて、一個、一個ちゃんとできるとこから皆様とともに作っていきたいと

いう思いがありましたので、このような形でですね、全体像を一応このような形でラインは引いて

いるんですけど、そのうちのまずはここだけっていう形で、今回編集させていただいているような

形です。で、今回というのは何かと言いますと、PR・マーケティングの基盤整備ですね、ここに書

かれてありますとおり、「また、混同して用いられがちなマーケティングや広報、PR などの言葉を

明確に定義し、」というふうに書かれてあります。なんでこんなことを書いているのかといいますと

ですね、このページにこういう定義をしているんですけれども、結構定義が曖昧なまま運用してい

ること多いんですよ。結局、広報ってどういうことなのって読んでいても、なんかすごい網羅的だ

なって思うような戦略でも、読んでいても結局広報ってどういうことなんだろうなってことが、わ

からなかったりすることが結構多かったりするですね。定義が曖昧だと、もちろん目的も曖昧にな

りますし、目的が曖昧になると、目標も曖昧になりますし、連鎖的にいろいろ曖昧になってくる形

ですね。そうではなくて、私たちはこれをするんだよってことを、まず、断定的にお伝えをさせて

いただいております。例えば PR ですと、そもそも行政広報みたいな形でいうようにですね、広報っ

て言葉自体がどちらかというと、行政の場合では強く出がちなんですけども、PR って言葉をこちら

定義させていただきました。これはなんでかってと言いますとですね、広報の中には、広聴があん
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まり含まれていない感じなんですね、概念的に。で、PR って、普通に聞くと宣伝活動みたいなイメ

ージがあるじゃないですか、PR するんだっていうと。そうではなくて、本来の意味というのは、public 

relations っていう意味なんですね。なので、公衆と関係性を作っていくという意味合いが強い言葉

ですので、PR の中に広報と広聴があるんだよ、広聴っているのは、広くご意見を聞きますよ、広報

はというはしっかりとお伝えもしますよっていうのが含まれているって形で public relationsってい

うのを親概念として置かせていただきました。その PR で何をするかって言うと、磐梯町が人々から

理解と信頼を得て良い関係を保つことを目指す活動全般を PR といたしますし、私たちはこれをやっ

ていくんだよということを定義させていただいております。そしてマーケティングなんですけども、

マーケティングも結構ごチャットして用いられがちで、いろんな広い意味を持っているんですけど

も、磐梯町の魅力的な商品、サービスが売れるための仕組みづくりというようなかたちで一旦定義

をさせていただいております。ただ、この戦略においてあんまりマーケティングのことについて触

れておりません。バージョン 1.0 の段階ではですね。まずは広報の方をしっかり整えていこうよって

いうのが、バージョン 1.0 のところになっておりますので、こちらを整えさせていただいているとこ

ろでございます。付随してブランディングであったり、関係人口とか交流人口とか、こういった言

葉の定義も必要かなと思いますので、こちらも定義をさせていただいていると形でございます。 

ちょっとおさらいしますとですね、いきなり全部をやってしまうのではなくて、一歩、一歩段階を

経てですね、バージョンアップをしていきましょうよっていうのが、まずこちらが大きな座組のひ

とつとなっています。その中ですね、まずは 1 回こういうふうに定義をちゃんとしてですね、方向

性をしっかり指し示しましょうというのが、こちらが作らせていただいた内容でございます。これ

をさらに分かりやすくしたので、こういった形で漫画で載ってますね。PR おじさんみたいな感じの

子を作らせていただいたんですけど、こんな感じで載っておりますというような形です。 

その次が職員お一人お一人が全員 PR、全員マーケティングができるような状況になっていいきたい

というところですね。この環境をまず作っていきましょうというところでございます。これはどう

いうことかと申しますと、DX 室の外部メンバーというのが、PR・マーケティングの専門員となっ

て旗をいただく役割っていうのを五十嵐さんと久慈さんという方にとっていただこうかなと考えて

おります。そして、情報構築のフローを再構築したりとかですね、今少し、例えば SNS であったり、

ウェブサイトであったりとかいうのが、その目的が少し曖昧になっていたりとかですね。このチャ

ンネルってそもそも何のためにあるんだっけという、そもそもが抜けてしまっていたり。そこのと

ころをしっかり整えさせていただきましょうというような話をさせていただいております。そして

ケースに応じた情報発信フローや指針づくりですね、ケース的には例えば町内の方に向けての広報

なんですか、それとお町外の方に向けたマーケティングに近いような広報なんでしょうかねみたい

ないろんなパターンが考えられと思うんですけど、そういったケースに応じた情報発信のフローを

しっかり整えてですね、なおかつ、フロー同士が関連しあうような形でですね、指針を作っていく

というような形でございます。それがこちらのページからですね、まず広報、広聴の活動の対象と

いうのをいったん整理をさせていただいております。そもそも PR の対象って結構ごちゃっとしてい

ませんと。これって誰に向けて発信しているでしたっけというところを 1 回整理させていただいて

いるところですね。大きくわかると大きく３のステークホルダーが考えられまして、例えば役場の

職員の方ですね、この戦略書も役場の職員の方に向けて書かれているものでございます。そして、

町民の方、そして町外の方に向けてこのように発信させていただく。これが PR 活動の対象となるの
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は、こういった人たちがいるんですよ。そして現在の PR のチャンネルはこんなチャンネルがあるで

すよという形で整理をさせていただいております。ただ、単純にバスっと分けてしまってですね、

これはもう完全に町民のチャンネルですからもう町外の人は関係ないんですよとかはそんなことは

全くないわけです。いろいろなチャンネルがいろいろなチャンネルと相関しあっているものでござ

いますので、そうやって相関しあって、互いに影響しあっているということも確認しながら進めて

いくということが大事ですよってことがこちらに書かれてあります。現在ですね、広報、広聴チャ

ンネルの精査っていうのは、いったん進めなきゃいけないなってところがございますねっていうの

もまた、この形で漫画にさせていただきますね。 

ちなみにですね、たまにですね、お勉強コラムみたいのを入れさせていただいているんですけど、

ちょっと関連があるものに関して、そういうネタですね、例えばメディアの分類方法であったりと

かっていうのは、こちらのコラムのナンバー３ではあるんですけど、書かせていただいているんで

すが、こういったものが、全部で５か所くらいだったかな、作らせていただいているような形でご

ざいます。 

で、だんだん整理されてきましたと。整理されてきたら、今度は横断型の組織であったりと、実際

に PR を推進する人達っていうのが、必要ですよねっていうことを考えていかねばなりません。今回

は将来的にですね、独立した組織であったり、横断型な組織であったりとか、なんらかの PR であっ

たり、マーケティングを担う組織っていうのが、できていくって思うんですけど、今はですね、DX

戦略室が担いまして、先ほどお伝えしたような五十嵐さんであったりとかっていうのが、音頭をち

ょっととっていただいてですね、現在デジタル活用推進員の方達に PR 推進を兼務していただいて、

いったん、回していただくという形で考えています。その中でいろんな知見が溜まってきたりです

とかですね、バージョンを一歩、一歩あげていく過程の中でですね、こんなふうにしたらどうだろ

うかという意見がでたりすることが考えられますので、進化を経て正式な自立的に動いていく組織

というのを作れたらなというのを考えております。 

これは、磐梯町のデジタル化にも言えることなんですけれども、行政主体が主体的にもっとこうい

ったところをコントロールできるようになっていただきたいんですね。私たちが例えば広報紙のク

オリティをコントロールできたりとか、磐梯町から発信するマーケティングのクオリティっていう

のをコントロールできたりとかっていうところが、それができるようになるっていうのが、目標と

しているところでございますので、皆様にスキルをつけていただくその前にですね、まずはこうい

った組織づくりをいったんつくらせていただくというような形でございます。 

で、具体的な内訳としては、例えば情報発信指針の作成ですね、今日もちょっとミーティングして

いたんですけども、しっかりとレギュレーションというのも今一度定めた方がいいよねという話を

させていただいたりとか、今、こちらに書かせていただいております PR・マーケティング専門員の

配置というのが書かれておりますが、五十嵐さんであったり、久慈さんという方というメンバーの

方にですね、音頭をとっていただくように作っていくかであったりですとかですね。情報発信のフ

ローを整えて誰でもちゃんとしっかりと情報発信をできるような形で整えていくってのを整えてい

くって感じでございます。 

ということで、それが終わりますとじゃあ次の段階ですね。今は側を整えるって形ですけど、しっ

かり地ならしをさせてていただいて、整えさせていただいて、バージョン 1.1、次のバージョンです

ね、今のバージョンは 1.0 なんですけれども、1.1 になった時には、もう少しでも伝えている内容の
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質が高まるようにですね、職員のですね皆様に対して研修を行ったりであったりとか、なんらかの

システム導入したりであったりとかの形で、質を向上させれるための何かっていうのをさらに負荷

していいくっていうのが、1.1 で考えております。でさらにそんな 1.1 の時にですね、現在のバージ

ョン 1.0 を動かしている時に最初の想定したものと違うものがもしかしたらこうしたほうがいいじ

ゃないのっていう意見が出てくるかもしれないんですよ。戦略どおりにいくわけではなくて。そこ

は結構面白いところで、なんかソフトウェア開発に似てません、なんかバグ見つけては直すみたい

な感じのね。なんかそんな感じのことを組織に対してもできたらいいなというふうに思っておりま

す。そういったちょっとした柔軟性を組織にこう持ち込んですね、よりよい情報を発信できるよう

な形でですね、組織というものを作っていけたらなっていうふうに考えております。 

はい、とりあえずサクッとですが、ご説明をさせていただきました。ありがとうございました。も

のすごく緊張しました。（前田） 

 ありがとうございます。そしたらですね、室長または菅原さんからですね、補足があればぜひご意

見等いただければと思います。（椎名） 

 はい、私の方から補足というかですね、今回前田さんからご報告いただいた戦略ですね、デジタル

戦略はですね、あのデジタル戦略の方にも位置付けられているものでございまして、今までその広

報、マーケティング、ブランディング、PR とかいうのと、そういうのは個別にあったりとかですね、

比較的アナログを前提に構築されてきたんですけど、今世の中も社会はですねマーケティングとか

PR というと基本デジタルがベースになっておりますことと、そういったものをデータで扱うことで

総合的にやっていけるということで、今回ですね、用語の整理を含めてですね総合的な形で制御す

るという新しい取り組みをさせていただいた形になります。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。（前田） 

 ありがとうございます。整理すると、バージョン 2.0 で完成なのかな。それは要するに磐梯町のデジ

タル変革戦略と対をなすというか、一体をなす、一部分を構成するものであるという理解をすると

いうことですね。その位置づけで当審議会で議論をするということになるんですね。 

そしたら、皆さんから PR・マーケティングご専門の皆さんもいらっしゃるので、ぜひちょっとご意

見とか、ご感想、ご意見、そのたいろいろご質問あればぜひお願いします。（椎名） 

 専門の方もいらっしゃるんですよね、そういえば。はい、ありがとうございます。（前田） 

 町長、お戻りになりまたけど、もし、町長から補足があれば。ちょっとその前に。（椎名） 

 基本的にはですね、広報っていうのは基本的に大事ですし、町内向けだし、町内というのは、役場

向け、そして町内向け、そして町外向けでもあるんですけども、そういうところに正確なデータを

出していくことによってやっぱりいろんな磐梯町の状況を共有できる仕組みを作っていければと思

っています。いままでそういう仕組みがなかったということだと思うんですね。これはこの要する

に星のリゾートというところをですね私経験してきたというところがありまして、星のリゾートは

基本的にはもう本当に広報力だけで認知をあげていていっているところはですね、本当にこれは重

要なところだと思っています。どういうような広報をするかによって、どういうブランドとして認
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知されていくのかっていうのも、非常に大事なポイントだと思っているんですね。ですから磐梯町

も、どういうポジションでどういうブランドで認知されていくのかっていうのをですね、非常に大

事かなというふうに感じています。そのためにどういうようなですね、見せ方をしていくのかです

とか、磐梯町が考えていることがどういうことなのかということをですね、かみ砕きながら説明し

ていくということもありますし、ある意味専門家の方々には、とんがった形で告知をしていくって

こともあるでしょうし、いろんな手段としてですね、広報っていうのは磐梯町の目指していく魅力

あるまちということを考える時には、非常に重要な手段になってくるかなと思っております。この

間も前田さんとお話したのはですね、結構地元向けの新聞ですとか、テレビっていうのは、本当に

町内向けに必要ですよねということで、やはりなかなか広報誌ってものが、全員に見られているは

ずじゃなくて、５％、１０％という話でしょうし、ホームページ等ほとんど見られていないじゃな

いかなと思っていますが、やはりそういったところが、ある意味公明正大な新聞とかテレビに取り

上げることによって、磐梯町が何をしようとしてるのかっていうのを直接町民に伝わるというのは

ですね、非常に大事なことなんだろうと思っていますし、それによっていろんな興味を持つことに

よって、町民がですね、やはり共創協働のまちづくりっていうような形で関わってもらえるという

のは非常に広報力によってできるような可能性がすごくあるのかなというふうに思っていますの

で、今回、前田さんに作っていただきました広報の内容をかなりまとめていただきましたので、こ

れをどういうふうにして磐梯町で実践していくかってところもですね、進めていければと思ってお

りますので、皆さんからいろんな意見をいただこうと思います。よろしくお願いします。（佐藤） 

 はい、ありがとうございます。 

そしたら、小山さんからお話を伺ってもいいですか。（椎名） 

 初めまして。ADDReC の小山と申します。（小山） 

 よろしくお願いします。（前田） 

 もしかして、専門家的なイメージでご指名いただいたのかなと思ったんですが、普段ですね、国際

ブランディングディレクター講座という、国際日本のコンテンツであったりいうのを体系立てたり、

同ブランディングしていくかみたいな講師をしてはいるんですが、あくまでもまちづくりであった

り、長期的に見た時に今何をするか、先ほど前田さんが仰ったように時間軸の違いですね、そのた

めにバージョン 1.0 ってされているんだと思うんですけど、長期的ビジョンの中で今、何を発信して

いくかということをやり続けること。これが非常に大事になってくるんだろうなというふうに考え

ております。さっと町長の方からもお話ありましたが、星の屋さんはブランディング領域でやはり

非常に有名な企業さんでして、 日本においてまだその PR であったり、プロモーションですね、こ

の辺りブランディングも含め、体系立てて大学で学べるとか、学校で学べるところ非常に少ないの

で、まだまだやりながらの領域だとは考えています。 

で、今回の今んご教示いただいた内容で、面白い点が 2 つほどあるなぁと思っていたんですけれど、 

一般的にはまちづくりであったりですとか、DX の領域もそうだと思うんですが、開発者側での発信

がどうしても多くなってしまうというので、なかなかユーザーであったり、生活者目線に届くよう

な文言に置き換わっていないということがあるので、 今回非常にわかりやすく体系立てて、まとめ

ておられるなあっていうふうにみておりました。 
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もう一点ですね、インバウンドの時もそうだったんですが、お金落としてくれる人に向けてのプロ

モーションであったり、ＰＲって非常に闊達だったんですけれども、役場で働いておられる方で、

その後ろにおられる町民の方に向けて分かりやすい広報として、発信をされるというのが非常にユ

ニークだなぁと思って、聞かしていただいておりました。で、最終、行政主体でコントロールでき

るようになればいいというのは、どうしても代理店を挟まずに直接自分の言葉でいいところを伝え

るようになるのが、ダイレクトにメッセージが届いてくるようになると思いますので、非常に分か

りやすいご説明ありがとうございました。（小山） 

 ありがとうございます。僕の言いたいことをすべて言っていただきました。ありがとうございます。

（前田） 

 ありがとうございます。そういったところをやってらっしゃる方のご意見というのは、一番最初に

お聞きしたいな思ってまして、今の小山さんのご意見を含めて、皆さんからご意見あれば、ぜひ、

お願いします。 

ジャスミンさん、お願いします。（椎名） 

 はい、分かりやすいご説明をありがとうございました。これ系って、やっぱり私もコンサルティン

グする際に結構やるんですけど、最初に全体像を見せるんで、結構ハードルが上がっちゃうんです

よね、なので、すごく噛み砕かれて段階的になって、すごいできそうっていう感じが、一番印象的

でした、資料として。 

で、思ったのが、一番ハードルが高いなって思うのは、やっぱり、メンバーひとりひとりが自立分

散的にマーケティングをやっていくという、それを普段型組織からはじめようという時に、やっぱ

りインナーブランディング捉え方のぱらつきっていうのが、たぶん、一番ボトルネックになるんで

はと思っていて、私どものマダラバって会社でも、 Ｃ to B to B のプラットフォームをいくつか運

営しているので、コアメンバーまではブランディングできるんですよ。でも、それが磐梯町でいう

と関係人口レベルとかになってくると結構コントロールがしずらくなるじゃないですか。その時に

コアに据えるもの何しようとか、そういうコントロールをどうやっていくのかなって、すごく興味

深いなと思いました。（桂） 

 ありがとうございます。そうですね、そもそも組織文化を変えたりとかすること自体もすごく時間

がかかることですし、このブランディングって、どうしても本当に感度が高い人ってある程度の割

合に今限られてくるかなというふうに思うんですけれども、そのある程度の割合の質がどの程度の

ものなのかであるあったりとかですね、そのある程度も質の人たちに伝えるものは何かであったり

とかによって、全然その全体の influence って変わってくると思って、その辺は含めて設計は今後先

ほどお伝えした、五十嵐さんであったりとか、専門員の方ってあったりとか、実際現場で働いて下

さる皆さんだったりとかと一緒に考えてきたらと考えております。（前田） 

 ありがとうございます。（桂） 

 はい、ありがとうございます。あのもし菅原さんからなんか追加することがあれば、ぜひ、適宜ジ

ャンプインしてください。 

そしてら次、前田諭志さんからもうご意見いただければと思いますけど。（椎名） 
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 はい、わかりました。そうですね、印刷物であったり、web であったり、ＳＮＳであったり、色々

その媒体はあると思うんですけど、ちょっとその仕事柄気になるなと思ったのが、運用をどうされ

るのかというところをちょっと気になったんですけど、例えば私から見て一番大変そうだなって思

ったのがＳＮＳですけど、結構あれだけ媒体があって、やろうと思えばそれぞれに一人選任を付け

てもいいぐらいのものだと思うんですね SNS って、本当にちゃんとやろうとすれば。 

あとはやっぱり送った後にその町民からフィードバックとか、なんかコメントあったら、そういう

のをそのどうやって返信も含め、なんか相談が上がってきたものをどうやって取りまとめて返すの

かですとか、Web だとアクセスログが取れると思いますけど、紙の場合にフィードバックをどのよ

うに得るのかですとか、その運用のところをどのようにお考えなのかといったところと、これは今

後だと思いますけど、マーケティングの対象としての町民をどのようにその今捉えられているのか、

ある程度具体的に今の町のホームページの Web とかから、こういう情報が求められているんじゃな

いかとか、こういう人が見ってるとか、逆にこういう人が見てないをどうするかみたいなところで

すとか、届ける相手がどのくらい捉えられているのかそのあたり。 

最後に一個だけ思ったのが、２つ目に関係すると思うですけど、町民が発信側に絡む余地があるの

か、そのあたりお聞きしたいなと思います。（前田 諭志） 

 ありがとうございます、はい。全部で 3 つですよね。一つ目がごめんなさい、何でしたっけ。運用

ですよね、はい。ありがとうございます。運用であったりとか、2 つ目の質問の町民のどのように捉

えているのかっていう、例えばニーズの把握であったりとか、その辺のところもあるのかなってい

うふうに思ったんですけれども、そもそも戦略作る段階でそれって分からない話だと思うんですよ

ね、町民がどうこうって。なんでかっていうと調査してないからなんですけど。なおかつ、運用に

関してもなんですけれども、ある程度全体的なその状況っていうのは一応把握はしたんですけれど

も、じゃあこれが本当に具体的に必要かどうかであったりとか、これはそもそもなんでこんなこと

するんだっけであったりとかですね、そういった事っていうのは、一つ一つ精査をしていかなけれ

ばいけ ないっていうふうに考えているんですね。で、こういった戦略書って、そういったものも全

部含めて最初からどかっとみたいな形での情報提供して、じゃあこのとおりやってみましょうみた

いな感じとかもあるかなと思うんですけれども、アプローチとして、今回の戦略ではそのような形

をそもそもとっていないんですよ。そういうことは考えられますよね、でも、ちゃんと一個一個実

践的、実務的に一つ一つちゃんとやっていきましょうっていうのはこの戦略の星になっております。 

で、画面の共有しますね。そのため、こんな感じですねあのこういったバージョンをいろいろ定め

させていただいてまして、例えばこう伝えるべき情報をしっかり詳しく知るっていうふうに書かせ

ていただいておりますが、伝えるべき情報を把握するために職員を各対象に調査を行うための調査

手法を身につけたりとか、実際に調査をおこないますっていったところをバージョン 1.2 で行ったり

とかですね、そういった形でやっていく予定でございます。 

で、現段階の SNS の運用とかに関しましては、いったんですね、存在しているもののうちそのアカ

ウントが対象とする人々や、そのアカウントが果たすべき役割目的というものを、ちょっと 1 回見

直して、いったんこのどちらかというと減らす方向で考えております。議論のうえ、結局じゃあ減

らさなかったってのは可能性としてあり得るんですけど、いったんちゃんと減らしてして本当に必

要なものを残して、そこからどうやって運用していくのかっていうところを考えているところにな
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っていますね。で、実際本当に仰られるように SNS にもいろんなエンゲージメントの測定の仕方が

あったりとかですね、広告との関連はどうだとかですね、そういったそのクロスでどう集計するの

かとか、色々なデータの取り方も考えられますし、KPI の設定の仕方も考えられるかなというふうに

思うんですけれども、それも合わせてきて一緒にこれから作っていくという形でございますね。 

三つ目のご質問って、コラボ的な観点でしたっけ。（前田） 

 そうですね、町の今は職員を中心に町の中から情報を町民に対して伝えるって段階かと思っている

んですが、やっぱり、どうしてもその中からその外と言いますか、一方ー通行になりがちかなと。2

つ目の相手をどうとらえるかというのも、ある程度その町民がそこになんか関わってもらえるよう

な感じになるとやりやすいのかなと思っています。（前田 諭志） 

 はい、まさに仰られるとおりでございます。はい。で実際ですね、このバージョン 2.0、まだ何も実

は書いてないんですけれども、それ以降にあのそういったフェーズに入るんじゃないのかなという

ふうに検討しております。コラボレーションであったりとか、クリエイティブなところですね、そ

ういったところに入っていくのではないかなというふうに考えておりますが、現段階でそこまでス

コープを広げ過ぎてしまうと、またちょっと混乱きたしてしまうのでは、なんていうのでしょうね、

この進みが少しやはり遅くなってしまうというところもありますので、あえてスコープを限定して

いるという感じですね。すごくだから、専門家の皆様からすると、これもあれも出なかったしで、

わりかし物足りないんじゃいの的なところもあるんじゃないのかなと思うんですけども、実際そう

いった話っていうのも、これを定める前段階で結構させてもいただいてはいるんですよ。だけれど

も、あえて 1 回こうグッとさせていただいているというのは感じではありますね。なので、ちょっ

と引き続きまた一緒に前田さんとこういった話ってガンガンできたらなっていうふうに思いますの

で、さすがこういったご意見いただいて、すごくあのありがたいと思いますので、また、いろいろ

お聞かせください。以上でございます。（前田） 

 ありがとうございました。（前田 諭志） 

 ありがとうございます。中元さんお願いします。（椎名） 

 私、大学の先生なので、あんまりデザインとか、PR とか、マーケティングとか、あんまりちょっと

縁が遠いので、コメントするのはちょっと難しいかなと思ってお聞きしていたんですけど、ひとつ

気が付いたというか、知っている限りでいうと、会津若松は今私は住んでいてですね、会津若松市

で観光関係の広報っていうか、確か会津若松プラスっていうホームページがあるんですけど、それ

がですね、たしか観光にも一応関連してるんですけど、たしか地域ポータルサイトみたいな形にな

ってて、市民とか、個人とかの方が欲しいデータをどういうふうに見せるかっていう形で、なんか

データを提供しているサイトなんで、もしかしたら、将来的には町民の方もそれぞれ欲しい情報っ

て、それぞれ違うものがあるかと思うので、そういうところをこれからやっていくのかなというふ

うにちょっと思いました。 

またですね、あともう一点はですね、広報に関しては、やってたのは、今大学の方で、女性のため

のＩＴキャリアアップ塾っていう塾を開いてて、その受講生を福島県内から募集をしてたんですけ

ども、その時広報がちょっと必要になってですね、いろんな広報のやり方があって、大学のホーム
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ページなり、SNS なりで、ちょっといろいろ情報周知したんですけれども、実はその中で一番効果

があったのが、ローカルペーパーっていうか、フリーペーパーですね、あそこに載せたものが一番

実はみんなに見てもらった。募集してもらったという経緯があってですね、一概にちょっとデジタ

ルだけっていうのは結構難しくて、紙とオールドメディアみたいなやつですね、そういうのをうま

く併用して考えていかなきゃならないのかなと思ってました。（中元） 

 ありがとうございます。実は僕、そういうローカル雑誌を作っていた会社出身なんですよ。昔作っ

てまして。そういった観点いうのはすごくよくわかるところではありますね。それとウェブメディ

アの会津若松プラスみたいな形。こういった形が最適かどうかはおいておいて、いずれにせよこの

住民サービスっていうのも IT 化していくものでもありますし、それと Web サイトを構築していく

っていうものが、合流する地点っていうのはどっかでくるかなというふうに思っております。一応

ですね、２０２２年ですね、来年の 7 月ぐらいからちょっと Web サイトの制作っていうのを実際に

開始していこうかなというふうに思ってはいるんですけど、その時にそういった知見の合流と言い

ますかね、そういったところがあったらいいなというふうに思いますし、単純にデザイン的に刷新

したWebサイトを作るとかでそういう感じは恐らくないだろうなっていうのを今のところに想定し

ておりますね。（前田） 

 はい、ありがとうございます。今会津若松プラスを見てましたけど会津若松プラス表示切り替えが

できて、市民向けと、移住者向けと visit 会津という訪問者向けと、大きく 3 つのサイトに別れてて、

見れる人のターゲットを分けている感じですね。（椎名） 

 ログインできるんですねこれ。（前田） 

 Visit 会津だと本当に観光に行きたくなりそうやつで、移住者向けだと移住したくなりそうになる感

じで、市民向けだと選挙だの、防災だの通常のなんていうんですか、何かの情報が得られるような

んで、うまく使い分けをしようとしている感じはしますね。（椎名） 

 なんか発者ポータルとかもあったりして、面白いですね。なんか API 提供してたりとか。（前田） 

 開発者サイトありますねありますね。結構あるね。（前田） 

 ああそうですね。教育 API とかなんか色々あって、真似して欲しいっていうスタンスで作ったんで

すかね（椎名） 

 そうでしょうねぇ。なるほど。なるほど。（前田） 

 はい、ありがとうございます。私も特にマーケティングとか、広報とか、PR とかに詳しいわけでは

ないので、感想ベースになっちゃいますけど、立ち位置の整理をすると、菅原さん、要はこの間確

定した磐梯町デジタル変革戦略の各論の一でデジタルからデザインへというところで情報共有の再

デザインをすると名うったところをまさにこれでやるって言うんですね。最終的には PR マーケティ

ング室というのは、将来的に庁内でできあがるというその準備段階ですかね。（椎名） 

 そうですね、組織として室として置くかは、町長とか上のお考えなのであれですけど、機能として

はやっぱりこうなんていうんですか、横串的にやらなきゃならないだろというのは、もう、やっぱ
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り戦略の中である根底のところになっています。磐梯町ぐらい小っちゃな役場でもですね、やっぱ

り結構その広報というのは縦割りになってしまっていてとかですね、あとは、現場の属人的な能力

に結構依ってしまうところが逆にあったりするので、そこのベースの底上げを図りながら、また、

統合的にやっていくと、特にデータも使いながらやると、より効率的なやり方ができるだろうとい

うところがあります。はい。（菅原） 

 ありがとうございます。僕はこれを見ていて、今の先ほど前田さんのお話を伺って、素晴らしいな

と思って聞いていたんですけど、今菅原さんがおっしゃったような、なんか問題意識みたいなざっ

くり頭の中に片隅にあって、要はその我々が普段はうちだと川崎市ですけど、川崎市の紙で配られ

る広報というのは、自治会・町内会の人たちがものすごく頑張って町内会加盟者配ってるわけです

けど、すごいいろんないい情報は確かに載ってるわけですけど、一方で、いろんなコストかかって

ますし、何より UI が良くない。あんまり見えづらいというか。アクセスしづらいところがあって、

更に言うと、あれは住民に配られているのに、町内でどれだけ情報を把握できて共有できてるんだ

ろうかっていうまぁちょっと疑問には思っているんですね。まず町内で情報共有すると、町内で広

報していくプロセスを、広報していく人たちをこの自律的に育てていくみたいな感覚だと思うんで

すけど、そういう感覚があって、それを目指してるのは非常にいいなぁと思っていて。そうなると、

仮に広報が広報室みないのを将来的に設けて、 一人一人がイメージを持ってれば人事異動で異動し

ても対応できるようになりますってことだなと思って、非常に素晴らしいなと思って聞いていおっ

たしだいでございます。 

あとはやり方といいますか、今やることと、次やることと、段階的にやっていくというのは非常に

腹に落ちるので、特にとコメントもなくて、このままこおしてやっていただければいいのではない

かというふうに感想しかないですけど。将来的な出来上がりのはどうイメージしてるのかなだけは

少し気になって、PR 活動の対象となる人たち三分類しながらどういうふうにチャンネルを整理して

いくんだろうなというところを議論しながらやっていくだろうとは思っています。 

だからこれを見た時、回覧板が電子化されたら面白いなって思って僕は何かこれを読み終えた一番

最初の感想がそうでした。自治会の人たちの労働コストを払って広報紙用を夜中に仕事帰りの自治

会の役員のおじちゃんたちがポスティングをするわけですよ。そうした労働コストをなくすること

ができた非常にいいじゃないかなぁと思って聞いていました。はい。僕の感想レベルで恐縮ですが。

（椎名） 

 ありがとうございます。まさに仰られるとおりで、1 個の広報誌だけっていうふうに捉えてしまうと、

近視眼的になると思うんですね。だけど、それと何何っていうふうに掛け合わせると、じゃあ例え

ば今おっしゃられたようなデジタルの広報誌みたいな形っていう発想が出てきたりとか、色々広が

ると思うんですね。なので、広報とか戦略を考えるうえでは、やはりそういうクロス戦略と言いま

すか、じゃあプッシュ型の配信と広報誌はどの様に連携できるかなであったりとか、ウェブサイト

となんとかかんとかはどのように連携できるかなっていうのをいろいろ考えていくってのは、これ

から大事になってくるかなというふうには思っています。で、全体像に関してなんですけれども、

一応ですね、仮にそのバージョン １の段階がですね、全部イメージは一応作ってはあるんですよ。

その上で逆算して今のを作ったという感じではあるんですけれども、ただ、実際に現場でお話をさ

せていただいて、決めていくその発見し、インサイトを得ていくっていうのが、すごく大事かなっ
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て僕は思ってて、なかなかそこの辺のコストっていうのは、払わないことも多かったりするので、

ちゃんとそこはしっかりとその辺のコストって言いますかね、コミュニケーションというのをしっ

かりとやっていって、ちゃんとした価値ってのを見つけていくっていうのは大事かなというふうに

思ってますので、あの今僕が描いているものをとはまた違ったものにまだまだなるかもしれないし

っていうところですね。はい、そんな感じでございます。（前田） 

 はい、ありがとうございます。ごめんなさい、あと 1 点ちょっと追加で町長に聞けばいいのか、室

長に聞けばいいのか、菅原さんに聞けばいいのか分からないですけど、デジタル戦略及び広報戦略

に対する庁内の受け止め方っていうか、庁内の職員の皆様方がどんな感じで望んでくれているか、

そこらはそこら辺だけちょっとお伺いしたいですね。（椎名） 

 ド直球で、お願いします。（前田） 

 じゃあ、私からですね、はい、これがですね実はデジタル戦略室の今一番大きな課題の一つでござ

いまして、今年度はですねまさに内部 PR ですね、この点に力を入れていこうというのは、実は組織

の中でも共通認識です。なので、今回の戦略の中でも PR とか、広報というとどうしても外向けって

イメージがあるんですけれども、むしろ最初にやるべきは中向けの PR をしていくというところがす

ごく大切だというふうに思っております。なので、結構デジタル戦略室に近いところから人の意識

は変わっていくんですね。遠くなればなるほどですね、やっぱり意識感というのは変わってくるの

で、そういったところは重要ですし、また、そのすごく細い取り組みですけど、結構チャットツー

ルをもう導入して 1 年半ぐらいになりますけれども、結構町長もですね、自分の言葉で週に一回ぐ

らい、やはり Teams が全員が、職員が見るところに投げかけるとかですね、そういった取り組みを

そのもうちょっとシステマティックに組織的にやっていくことによって、ＤＸに限らず、逆に他の

組織からのＤＸ戦略室に対するアプローチも含めて中でうまく内部 PR 共有してける環境も作って

いきたいというのがかなりあります。はい。（菅原） 

 はい、ありがとうございます。そんなに時間がなくなっちゃったんですけど、今までの議論といい

ますか、ご説明を含めて、追加で皆さんご意見ご要望とか、こうしたほうがいいからみたいのがも

しあれば、ぜひお願いします。  

はい、ありがとうございます。（椎名） 

 ＰＲっていうか関係値をつくっていく際に、経過の発信ってすごい大事だなと思っていて、SNS と

かはそれに適していると思うんですけど、そういう側面でチャンネルの選定とかもされると思うん

ですけど、その経過を出すのがやたら上手い人とかっているじゃないですか。そういう人の発掘で

きると凄く面白いのかなと思います。（桂） 

 そうですね、巻き込み型でやっていくのが上手い人ってやっぱりいますよね。最近有名なのが、西

野彰浩さんとか、なんかああいった方ってすごく上手だなって思うんですけど、そういう形で、な

るほど今こうなっているのか、がんばっているのねって、つい応援したくなったりとか、僕も一緒

にやりますってなるような情報発信ができる人は確かに見つけられるといいかなって思いますね。

（前田） 
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 結構、五十嵐さんとかそれ系ですよね。（桂） 

 五十嵐君はそんな感じのところとかありますよね。そうですね。（前田） 

 そのあたり、楽しみにしています。（桂） 

 かしこまりました。なんか物語がつくれるといいかもしれないですよね。西野さんとか上手な人は

物語性があるですよね。なんかストーリーがあって、今ここに向かって行っていて、四苦八苦して

いてこれ転んでるんだっていうのがなんか物語として見えるみたいな感じのところが強いかなと思

いますので。（前田） 

 なんか起承転結の転の見せられるいいですよね。（桂） 

 そうですね。はい。（前田） 

 ありがとうございます。（桂） 

 はい、ありがとうございます・他に小山さん、今までの議論を踏まえて補足で何かあったらぜひお

願いします。（椎名） 

 はい、ありがとうございます。今回取り組まれておられるもともとＤＸでまちのあり方ですね、こ

のあたりの話から、わりと出口戦略に近い PR であったり、広報。で入り口と出口と言いますか、開

発者側とユーザー側という一番離れているところをどうブリッジするか、このあたり議論されてい

ると思います。私も日々建築であったり、まちづくりで長い時間軸の中で、とはいえ、今今何をし

ていくのか、いわゆるその建築まちづくり空間側の開発者側に近いところと広報や PR、いわゆるメ

ディアに近いところですよね、ここの時間軸の設計であったり、その毎回変わる目的であったり、

で。長期ビジョンも今の落としこみというのは、本当に社会課題であったり、時代背景によっても

日々変わっていくと思うので、あの バージョン 1.1、1.2、2.0 というふうに、少しずつ調整をしな

がらありたき姿に近づけていくようになるんだろうなぁというふうには理解しています。 

ただ、やはり普段取り組んるでいて、なかなか相性が悪い産業同士だなと思って、苦労している部

分もあるので、本当に座組と言いますか、チーム体制を早く構築できて、そのあたりのブリッジが

うまく進むようになれば本当に素晴らしいなと思って今日を聞かしていただきました。（小山） 

 ありがとうございます。もう、おっしゃるとおり、なかなか大変な業務かなというふうに思います

ので、ただやはりそこはこう、突きつめるやっぱり人と人かなというふうに思いますので、そうい

ったコミュニケーションってはしっかりととってやっていきたいなというふうに思っていますね。

（前田） 

 はい、ありがとうございます。あの前田さんもぜひお願いします。ここは専門家じゃないって前振

りを振っているで。（椎名） 

 これどうでした。全体見て面白かったですか。皆さんちょっとそれも聞かたんですけど。面白かっ

たかなぁて。まあ、真面目なあの冊子なんで、一応。面白いかどうかって、あれかもしれないです

けども。なんか読みやすかったですかね、全体的に。 
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ありがとうございます。 

今日は枕を高くして寝れそうでございます。これからですけれどもね。実際に走り出すのは。（前田） 

 はい、もし何か皆さんの中で誰か最後に発言されたい方がぜひいれば、最後にまとめていただきた

いなと思いますが。 

特になし。 

なければ、いったん切り上げてこれで室長にボールをお渡し致しますが。（椎名） 

 はい、ありがとうございます。それでは他に皆様方からなにかございますでしょうか。 

では、何かなければ第 9 回磐梯町デジタル変革審議会を以上をもちまして閉じさせていただきます。

どうもありがとうございました。 

以上で審議会を終了し、閉会する。 


