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磐梯町官民共創・複業・テレワーク審議会記録 

（第 10 回審議会） 

会議日時 
令和３年 8 月 19 日（木）午後３時 00 分開会 

午後３時 31 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 地域活性化起業人 星 久美子 

磐梯町 CDO 補佐官 前田 聰一郎   

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 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） 

  

町長 副町長 総務課長 課長 係長 係員 

 

      



  

- 2 - 

 

【会議の概要】 

 それでは、只今より第 10 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。まず、小田会長よりご挨拶をお願いします。（小野） 

 はい、みなさん、こんにちは。私のいる横須賀はですね、すごくいいお天気で、久しぶりに本当に

晴れ晴れとした日なっています。最近本当に大雨が続いてですね、各地で災害が起こってますけれ

ども、我々も本当に地域の皆さんとですね、そういった部分を踏まえてですね、共助のところです

ね、組み立てていければいいななんていうふうに最近思う今日この頃でございます。また今日もで

すね、皆様と闊達なご意見交換ができればいいかなと思っていますので、なにとぞ宜しくお願いし

ます。（小田） 

 それでは、審議会設置要綱の規定でよりまして、会長座長で議事を進めていただきたいと思います。

よろしくお願い致します。（小野） 

 はい。では私の方から議事進行させていただきます。まず、今日はですね、協議事項といたしまし

て磐梯町 PR マーケティング戦略についてということで、前田 CDO 補佐官の方からご説明いただき

ます。前田 CDO 補佐官、よろしくお願いします。（小田） 

 では、改めましてよろしくお願い致します。 CDO 補佐官の前田聰一郎と申します。よろしくお願い

致します。初めましての人もそうでない方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、

私磐梯町の方でですね CDO 補佐官をさせて頂いておりまして、菅原の下ですね、CDO 機能うちデ

ザインの方ですね、主に担わせていただいている、そういった補佐官のお仕事をさせていただいて

おります。 

実際にお仕事としましても、福井県に私住んでいるんですけれども、福井県でですね、こういった

デザインであったりとか、 PR だったりとか、マーケティングだったりというお仕事をさせて頂い

ておりまして、今日はですね、磐梯町の PR マーケティング戦略というものをお作りして参りました

ので、そちらをみなさんにご説明させて頂き、その後にですねご意見の交換などをさせていただけ

ればなというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。 

ではですね、早速ちょっと画面を共有致しますね。よろしくお願い致します。 

はい、よろしくお願い致します。今日お話しする内容を少しまとめてまいりました。こちらに書か

れている内容とですね、ちょうどこちらもうすでに皆様の方に事前に見ていただいているかなとい

うふうに思うんですけれども、こういった戦略書の内容がございます。 

今日話しさせていただくこの磐梯町の PR マーケティング戦略なんですけれども、こちらの戦略の目

的は何かと言いますと、職員の皆様がですね町の情報をよりよく発信できるうになるための戦略、

この戦略内ではコミュニケーションインフラを作るなんていうふうに仮定的に表現をさせて頂いて

おりますが、それができるようなるための戦略であり、最終的には職員の方おひとりおひとりがで

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おります。 

本戦略が要点としましては、この 123 つが並んでおりまして、これは後ほどご説明をさせていただ

こうと思います。 
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で、ですね、まず最初にちょっとご説明をさせていただきたいのが、こういった PR とかマーケティ

ングとかいった広報とかですね戦略っていうのがいろんな自治体であったりとか、民間の方からも

とかですね、結構出てたりするんですけれども、よくあるその戦略の構成というのがありまして、

ちょっといったんそれをまとめさせていただきました。 

で、よくある戦略の構成というと、戦略案の総論と各論というふうな形で分れているんですけれど

も、まず、総論としては社会的背景がこの様に書かれていてですね、それであったりとか、例えば

何々市のですね総合計画がありますのでその総合型の中でこういった戦略を担うんですよであった

りとかですね、そういったその戦略的位置付けであったりとか、あとは、とは言っても、うちの市

やうちの町はこうなんだよねっといった、こういった現状の課題と分析であったりとかですね。じ

ゃあそういったギャップを埋めるためにはこんなビジョンを描いてですね、こういった理想的なそ

の姿を描いてやっていきましょうみたいな形でやるのが総論でございます。 

で、今度各論の方はですね、例えば職員様お一人お一人の研修であったりとか、どのようなその発

信体制にするのかであったりとか、細かいところであったり、あとはそのメディアのそれぞれの役

割とウェブサイトがございますね、それは広報紙もあると思いますといったメディアの役割であっ

たりとか、それとかメディアをミックスさせることであったりとかっていうことについて述べられ

ております。まあ具体的なところに関しても各論ですねで述べられているとような形でですね、で

きあがっているっていうのが戦略のまあおよその構成かなっていうふうに思いますで、やっぱりこ

ういった戦略ですので、すごくフォーカス的な視点と言いますかね、あのいい意味で高く秀でてで

すね、全体を見ているという形で、いい感じなんですよ。僕もこういった戦略を作らせていいただ

くのによく勉強させていただくんですけど、すごいな、細かいところまで気を使ってかいているな

って思うんですけど、その反面ですね、この戦略なんですが、職員の皆様は現場レベルで具体的に

どう対応すればいいのかであったりとか、この戦略書自体が職員様とのコミュニケーションの役に

立ってるのかなぁであったりとか、あとはその広報や広聴、そして、マーケティングっていう、そ

もそもの概念ですね、これっていうのはちゃんと仕訳けられて定義されているのかであったりとか、

あと何よりですねめまぐるしく移り変わる情報っていうものを扱う仕事なんですね、もうすごくス

ピーディに変わってますよね、世の中って。何なんですけれども、途中で指針が変わった場合です

ね、じゃあ、どうやって対応していくんだろうと。戦略って結構長期的に見て、ドカッて出すこと

が多いんですけれども、その長期的見たその間にですね、変わったらどうすんだろうとかですね等

の疑問が残る形となっております。 

で、これのことについてお答えしたのが今回の戦略となります。目指すところは実際このよくある

戦略の構成のところですごく似てはいるんですよ。やっぱり社会的な背景があったりとか、理想的

なビジョンがあったりとか、こんな風に発信体勢変えていこうとか、職員教育していきましょうと

かですね。最終的似てる形なんですけども、アプローチが違うというふうにご理解いただければと

存じます。 

はい。ということで、そういうふうに形で作らせていただいたのがこちらの磐梯町 PR・マーケティ

ング戦略というふうになっております。 

 では、少し戻りましょう。本戦略が要点のうち少しちょっと簡単なところからご説明をさせていた

だこうかなというふうに思っております。まずはですね、この戦略書自体が内部広報物であること
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ということでですね。この戦略なんですけれども、磐梯町の職員の皆様向けに作らせていただきま

した。 

色んな人にたくさん見ていただこうというのは、もちろんそういった意図もあるんですけれども、

それよりも、何よりもまず磐梯町の職員の方がすごくわかりやすくですね、磐梯町の職員の方がや

る気になっていただいてですね、そういった形にならないとそもそも意味ないよねっていうふうに

思ったんですね。なので、そういった形で作らせて頂いております。 

つい広報とかって言いますと、市内とか町内、県内とかいうような、そういった住民の方相手の広

報を考えがちなんですけれども、それはもちろんまちがってないですよ。まちがってないんですけ

ども、それだけではなくって、まず中に実際働いていらっしゃる方との意思をとろうとしたり、情

報をしっかり伝えたりするってこともすごく大事かなというふうに考えております。 

ですので、こちらにか書かれてありますようにわかりやすく一つ一つであったりとか、コラムや漫

画などを交えて雑誌風の構成にということで作らせていただいているんですけども、結構ね、文字

少なめにできているかなというふうに考えております。 

コラムとかですねこんな風に挿入させて頂いたりとか、あとはこういった用語の定義をした後にで

すね、じゃあその用語の定義ってどういうことっていうのをもう 1 回ちょっと漫画で表現したりと

かですね、そんな形のアプローチをとらせていただいたりなどをしております。 

そしてですね、ちょっとごめんなさい。一番の方に戻りましょうか。自治体の行政実務に即したも

のであることというふうに書いてあります。これがですね結構ユニークというか、独自性があるか

なっていうふうにと私の方でも思ってるんですけれども、ドカッと戦略を出すのではなくてですね、

こちらの最初のほうに記させていただいている、ここですね、PR 広報・マーケティング組織にバー

ジョンアップデートが必要ですよっていうふうに書いてあります。こちらになるんですけれども、

ドカッと示さずにですね、まず一個一個で階段登っていきましょうよという構成をしております。

ですので、全体像はある程度示すんですけれども、今回この戦略書で示したが実はこのバージョン

1.0 のここだけなんですね、バージョン 1.0 PR・マーケティングの基盤整備ということでですね。そ

もそも誰に情報を届けるのかであったりとか、マーケティングとか広報とか PR って言葉ってちゃん

と定義してますかねっていうところですね、しっかりと 1 回定義させて頂いたという形になります。

意外とここを定義せずにフワッとしたまま進んでいること結構多いんですよ、広報ってこうだよね

っていうのなんか謎の暗黙了解みたいのがありまして、それで進んじゃうことが結構多いんですけ

れども、皆さん一回 Google で広報とかマーケティングとか検索してみてください。たぶん全然違う

のがそれぞれ 1 位から 10 位まで解説全くちがうのが出てると思います。なのにそのまま進んじゃっ

てるんですね。そうじゃなくて、うちでは広報こう扱いますよ、うちではマーケティングとはこう

いう意味で扱いますよっていうのをしっかりと 1 回定義してから先に進むっていうことをこちらで

考えています。で、なおかつ、誰に届けるのかというところも大事ですよね。例えばその先ほどち

らっとお伝えしましたような磐梯町の職員の方向けなのか、それとも磐梯町町民の方なのか、それ

とも外に住んでいらっしゃる、もしかしたら磐梯町に興味を持ってくださる方向けなのかっていう

のが、意外と分けてなくてですね、なんとなく情報をふわって出してる事が多かったりするんです

けども、もう少し、あなたに向けて出してるんですよって、意思をはっきりさせてから出しますと、

出すメッセージが尖ったりですね、力を持ったりするものでございますので、そういったことをし

っかりやっていきましょうねっていう形で書いております。これですね、今お伝えしたのは、活動



  

- 5 - 

 

表す主用語の明確な定義ですね。 

この 2 番目、職員をおひとりおひとりが、全員 PR、全員マーケティングというふうに書いてありま

すが、これがちらっとお伝えした、例えば対象をしっかり決めましょうねであったりとか、あとは

ですね今日もあのいらっしゃってくださっていますけれども DX 室の外部メンバー、戦略室のです

ね、メンバーですね、あの職員でない方です、プロパーの職員ではない方である五十嵐さんとかが、

PR マーケティングの専門員となってですね、旗を振っていただくという形になっております。そし

て、情報構築のフローを再構築したであったりとか、ケースに応じた情報発信のフローや指針づく

りということですね、これが 後ろの方になるんですけれども、横断型組織をつくっていきましょう

ということで書かれてあります。特にですね、最初のほうは、今までこう設置されておりますデジ

タル活用推進の方に PR 推進員っていうのをいったん兼務していただいてですね、将来的にはなにか

しらのこういった機能を持った組織、もしくは、横断型の組織というのを作っていくのかなという

ふうに思っているんですけれども、前段の組織としてそのような形で考えております。 そのトップ

といいますかね、旗振り役として今日来ていただいております、五十嵐さんのような方がこちらで

すね活躍しいただいたりとか、もちろん、彼だけではなくてですね、職員の方個人個人も活躍して

いただくために、そもそもレギュレーションをもう少ししっかりした方がいいですよねとか、こう

いった狙いを決めてやってみましょうであったりとかっていう形の情報発信指針をつくったりです

ね、じゃあ、どういった確認フローするのかっていうのはもう一回見直したりっていう形で、しっ

かりと地ならしいったんさせていただきましたですね、作っていくという形でございます。 

で、それに伴いましてと現在まであったこういったインターネット上のアカウントであったりとか

っていうのも、いったん整理をさせていただきます。その内容がですね、そのアカウントが本当に

対象とする人々のことをしっかりと考えていて、その対象とする人々に対して何をそもそも伝えた

かったんだろう、何をそもそコミュニケーションしたかったんだろうということを、そういった果

たすべき役割目的っていうものをですね、しっかりと見定めてですね、こちらの方も整理していき

たいなっていうふうに考えております。はい。だいたいザックってご説明させていただきました。

その他いろいろコラムが入っておりましてですね、結構グラフィックデザインは理屈で説明できる

とかですね、デザインとかって実はあのちょっと理屈で考えていくってことができるんだよとか書

いてあるんですけれども、こんなのであったりとか、少しずつこういったあのコラムも入れながら、

ちょっとずつ職員様に対してお伝えしていって、職員様の質を上げていくという形で考えています。

で、将来的なんですけれども、職員の皆様がですねお一人お一人が自律的に広報であったりとか、

そのマーケティングであったりとか、PR であったりとかっていうところに向かって進んでいけるっ

ていう、そのなんていうんでしょうね、一人一人がディレクターになれるような感じですかね、主

体的にですね、そういった形の状態っていうのを目指しております。外部の人に頼ってですね、変

に外部の人に左右されないような形ですね、普通の主体的に職員の皆様が旗を振っていけるような

状況っていうのを目指して作っていけたかなというふうに考えております。 

とりあえず矢継ぎ早ではございますが、ご説明させていただきました。いったんちょっとボールを

お返しさせていただきますね。（前田） 

 はい。ありがとうございます。今の内容についてご意見ですとか、ご感想、あとはあのもう少しこ

こを聞きたいといったところでも結構ですので、皆様よろしくお願いします。 
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コメントある方挙手して頂けると助かります。 

はい。小沢委員。（小田） 

 はい。ご説明いただき、ありがとうございました。初めて観させていただいた時からすごくあのポ

ップで分りやすくて、こういう資料ってなかなかないんじゃないかなというふうに楽しく拝見させ

ていただきました。 

これは配付の仕方というか、みなさんはどういう形で参照したりとかですね、件数形式で１回学ば

れているのかとか、どういうふうに配付して、どういうふうに浸透しているのかというあたりをお

聞かせいただけますでしょうか。（小澤） 

 まだこれから発表させていただく内容になりますので、特にわかってるわけじゃないんですけれど

も、今後もおっしゃられたように勉強会だったりということは予定していますね。（前田） 

 今の前田補佐官の補足でございますが、来週の月曜日にこの戦略を議会の方に説明することとなっ

てございます。その後９月に入りましてから職員に勉強会の機会を設けまして、説明をしていきた

いというふうに考えております。予定としましては、バージョン 1.2 までは全職員に身につけていた

だいて、広報力といいますか、実際に伝える力というものを養っていただきたいなというふうに考

えているところでございます。以上です。（小野） 

 はい。ありがとうございます。私もそうなんですけど、とても素敵なこういうマニュアルというか、

参照するものがあっても、なかなか見にかなかったりしてしまうので、皆さんの DNA にどう刻んで

いくかが重要かなというふうに拝見していて思いました。とても見やすく浸透しやすいものになっ

ていると思うので、皆さん、見ていただいてこれを大切にしていただけるといいなあと勝手ながら

思いました。ありがとうございます。（小澤） 

 はい。ありがとうございます。（前田） 

 他の皆様、いかがでしょうか。本当に感想ですとか、ちょっとここ聞きたいでもよろしいので、少

しざっくばらんにお話ができればと思います。（小田） 

 はい（中嶋） 

 はい、中嶋委員。（小田） 

 ありがとうございます。本当に何かすごい読んでいっても私も勉強になるような内容が沢山詰まっ

てて、すごくこれを一緒に勉強研修できる職員の方も幸せだなあというふうに感じる良い資料だな

っていうふうに思いました。実際、公務員の方というか、役場の方って町民の方向けに広報ってい

うか、お知らせを伝えるっていうことは意識にあると思うんですけど、なかなかマーケティングっ

ていうなんか概念っていうか、マーケティングをするっていう意識っていうのがどれぐらい今持っ

てらっしゃるのかなっていうところにすごく興味があったっていうところと、あと、磐梯町のホー

ムページ、私はもう磐梯町の町民なのでよく磐梯町のホームページなんかを拝見させていただくん

ですけども、磐梯町だけではなくて、だいたい市町村の自治体のホームページってものすごく見づ

らいんですよね。なので、欲しい情報になかなかたどり着かないっていう、結構情報あるんだろう
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けど、そこにどうやってたどり着けばいいのかわからなかったりとか、難しかったりとか、やっぱ

り磐梯町のちょっと例を挙げると、例えばこの間「まなび とき ばんだい」がオープンしましたっ

ていって、お知らせと動画みたいのがアップされてたんですけれども、実際動画を見たいなと思っ

ても mp 4 ファイルがダウンロードされるだけで、ダウンロードしたものの、えっ、それどうやって

見ればいいんだっけみたいな感じで、すぐやっぱりあの YouTube とかも一発でいけないっていう使

い勝手の悪さだったりとか、細かいところがまあちょこちょこ気になっているので、そういう視点、

利用者目線でこういうこと勉強していきながら、実際利用する方が本当に一番欲しい情報を一番簡

単にたどり着けられるっていうデザインとかっていうのも一緒に勉強して磐梯町の情報発信がすご

く豊かなものになっていくことを期待しています。ありがとうございます。（中嶋） 

 はい。ありがとうございます。今いただいたご意見に少しお答えさせていただきますね。 

もう 1 回、画面の共有いただきます。マーケティングは役場の方はどのように捉えてらっしゃるん

だろうということなんですけれども、そもそもマーケティングを磐梯町の方だけではなくてですね、

やっぱり全国的にマーケティングというような観点で情報発信を捉える方っていうのは、もしかし

たら少ないかもしれないです。ただ、もしかしたらいらっしゃるかもしれなくて、そういう人たち

は、先ほどお伝えしたように、ちょっと定義がやっぱりあいまいな可能性も結構あるなぁっていう

ふうに、いろんな書類に目を通してて、思ったりはしたんですけれども、それがゆえにちょっとこ

のような形ですね、用語の定義を 1 回させて頂いたっていう形になるんです。さっきちょっとあの

ワーっていうふうにご説明したので、もう一回丁寧にご説明させていただきますとですね、よく行

政広報というふうに言われているんですけれども、広報ですね、こちらの方ですね、広報だけじゃ

なくて広聴も大事だよねと。あのちゃんと話しを聞く方も大事だよねと。今、おっしゃられたよう

な形ですね、実はこう使い勝手悪いんですよとかでですね、そういった聞こえていない声とかでも、

もしかしたらたくさんあるはずなんですね。そういったのもあるはずよねということで、じゃあ行

政広報だけにここをドカっていうふうに親概念にしてしまうと、少しちょっと弱いかなっていうふ

うに思いました。で、じゃあどうしようかなというふうに考え時に、ここいったん PR、（public 

relations）ですね、と置けばいいのかなというふうにも考えております。で、よく PR 活動というと、

ちょっと広告っぽいイメージあるじゃないですか、俺、ちょっとＰＲ活動やってるだよって言うと、

なんかちょっとうわぁって感じで、大きい声でね、ここにおいしいパフェがありますなんて感じで

やってるイメージなんですけど、そうではなくて、本来の意味は、public relation で公衆としっかり

と関係性を構築するという意味を持つ言葉なんですね。で、なので PR の中に広報と広聴っていうの

を入れさせて頂いております。 

で、先ほどあったマーケティングなんですけれども、これはですねご商売っけがある方に言葉をま

とめさせていただきました。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ですね。

こっちは関係づくりなんですよ。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

活動というような形なんですけども、こちらはしっかり販売できたりであったりとか、例えばです

ね、こちらの方にワーケーションに来ていただくためはどうしたらいいのかであったりですね、そ

ういった形のことを考えるのがマーケティングであるというふうに考えております。もちろん、こ

っちとこっちっていうのは、連動することも多いかなというふうに思ってます。 

あと、もうひとつのお話は何でしたっけ。自分で話していると忘れてしまう悪い癖なんですけど。
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２つ目のご意見、何でしたっけ。（前田） 

 使い勝手のところですね。（中嶋） 

 使い勝手のところですね。失礼しました。使い勝手のところもですね、ちょっとゆくゆく改善して

いけたらなっていうふうに考えてるんですけれども、このマーケティング組織のバージョンアップ

デートが必要と書いております。このバージョン 1.3 のところで web サイトのリニューアルなどを

かけていくっていうのがふうに書いてるんですけれども、これね、実は最初は内校って、もうちょ

っと前のほうが予定で考えられたんですよ。今年の 9 月とかできないかなあみたいな話かちょっと

聞いたんですけども、これちょっと早いかなって正直思いました。ていうのも、なんでかっていう

と、まずはこの基礎、いくら良いものを作っても運用できなかったらだめだよねっていう考え方が

ありまして、まず、その体勢だったりとか、考え方っていうのをしっかりと定めていきましょうで

あったり、ここのバージョン 1.0 っていうのは、ベース作りなんですね。web ベースを作って、じ

ゃあ、今度はその刀を磨くと言いますかですね、しっかりと質を高めるためにそのデザインをもう

少しちょっときれいにするだったりとか、文章を分かりやすいもののすぐであったりとか、コンセ

プトをしっかり定めるであったりとかですね、そういった技術を磨いていただくというのがバージ

ョン 1.1 になります。その上で先ほど仰られていたような実際どう思ってらっしゃるのかですよね、

その町民の方達が。これ使い勝手悪いんでってとこですねをしっかりと把握するために、いわゆる

調査を行うという形ですね、これがバージョン 1.2 になります。で、これらの仕上がりがあってはじ

めてやっとＷｅｂサイトを作れるかな、作って意味があるかなっていう感じでございますので、あ

のその上ですね、仰られたようなもっと使い勝手の良いものであったりとか、ユーザー目線のもの

であったりとかっていうものを作っていけたらいいなっていうふうに考えています。 

で、Ｗｅｂサイトに関しては、その住民の行政サービス自体の IT 化であったりとか、デジタル化だ

ったりとかですね、そういったところとも関わって参りますので、そことも合流させるような形で

すね、web サイトの仕様っていうのは、このタイミングになった時に考えていけたらなって思うで

すけれども、それまではですね、職員の皆様がこの辺の所っていうのが身につけてらして、書式も

ちょっとできたりとかしている形なので、もっと今よりもよい意見交換とかもできるんじゃないの

かなっていう形ですごくワクワクしている感じです。はい。ちょっとしゃべりすぎちゃいましたけ

ど、ありがとうございます。（前田） 

 はい。前田さん、ありがとうございます。すごい気持ちが伝わってきますね。 

あとの方いかがでしょうか。今の話を受けてでもいいですし、この辺もう少し聞きたいなみたいな

ところがあれば、お願いします。 

大丈夫そうですかね。じゃあ、私のほうからも少しだけ。 

これ、職員向けということで今回お作りなられたということで、個人的に私は行政の何かを変える

ときって、やっぱり職員の方のモチベーションとか仕事に対するこれがどういう道筋になっている

のかみたいなところをきちんと示してあげつつ、やはりそれが市民にとって、あるいは自分にとっ

てどういうのかっていうのが、きちんと明確なっていることがそれぞれ何か新しい仕事をお願いす

る時に必要だなぁと思ってんですね。で、今回このマーケティングの部分をお作りになられて、そ

のあたり職員の方々とのコミュニケーションとか、そういったところこれが、皆さんの日常の業務
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の中でどう位置づけられていくかみたいなってどんな感じになっていって、どんな感じに説明をさ

れていくのかなというのは、少し気になっていたところです。（小田） 

 なるほど。なるほど。今ちょっとに日常的にですね、どのようなコミュニケーションをとっていく

のかっていうのは、こちらに出席していただいている五十嵐さんとかと一緒に考えている途中では

あるんですけれども、とりいそぎといいますか、一番最初のステップしてやるべきことで考えてい

るのが、この戦略書を見ながら一個一個読みあわせてですね、こんな風にやってくんだーみたいな

形の勉強会は僕の方で開催させていただけたらなというふうに考えております。はい。（前田） 

 ありがとうございます。たぶんあのやっていく中でどんどん成功体験が積み上がっていって、こう

いう感じなんだなあというふうに一緒にたぶん作っていくイメージなのかなとは思っているところ

です。（小田） 

 あっそうなんですよ。まさに仰るとおりでして。小さな成功体験をなんかほんと積み重ねていくイ

メージなんですね。ドカッとしたものをなんかこうさあ、みんなでやれみたいな感じじゃなくて、

やってこうぜみたいな感じのとこですね。（前田） 

 そうですよね。だから上からこうやりますじゃなくて、たぶんみんなで仲間みたいな感じで、同じ

目線で一緒にこうやってくイメージですね。（小田） 

 そうですね。はい。（前田） 

 たぶん、これから具体の部分で、こんなことやりますみないなのを、どんどん皆さんの方でお作り

しあるのかなぁと思って。けっこうその辺もかなり興味ありますので。（小田） 

 そうなんです。そうなんです。もう、楽しみなんですよ。ちょっと難しいのが、僕のほうでどれだ

けの先見性を持ったりとか、どの辺までを示した方がいいのかなであったりとか、バランスがちょ

っと難しいかなと思うんですけども、基本的にはやっぱり、本質的には主役というのは、町の職員

の皆様ですので、皆様が活躍できるような形であの実装できていけるように考えています。（前田） 

 はい。ありがとうございます。そのあたりも磐梯町さんのこういった報告って受ける度に次どうな

るのかなって、すごく楽しみなものが本当にどんどん出てくるし、今まで行政でこんな資料を見た

ことないよみたいなのが、どんどん出てきてですね、ほんとにすごい面白いなっていうふうに思い

ますので、これってたぶん、職員の方も思いつつも、一方で重たいなあって思っちゃわないように

していくのは大事かなと思っています。（小田） 

 いや、もう、仰るとおりなんですよ。大輝さんとこの間とミーティングした時に職員さん疲弊させ

ちゃだめだよねって話をして議題に実際上がってるんですよ。じゃあ、疲弊させない、かつ、どの

ように前に進めていくかっていうのは、やっぱりちょっと知恵を絞らないといけないし、やっぱり、

多少はがって頑張るところもあると思うんですけど、それが何か変なバランスをもたらすものでは

あってはいけないかなと思いますので、そんなとことも考えながらやっているところです。（前田） 

 また、ちょっと小さな成功体験の最初ところこんなの考えてますみたいのをぜひまたお聞かせいた

だけると期待してます。よろしくお願いします。（小田） 
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 ぜひとも。ありがとうございます。（前田） 

 他の委員の皆様からご意見等ございますでしょうか。 

大丈夫ですか。はい。では、なければですね。協議事項１の方を終わらせていただきまして、その 2

として、その他の方に移らせていただきたいと思います。 

その他の方で何かございますでしょうか。 

室長、いかがでしょうか。（小田） 

 はい。事務局側からはございません。（小野） 

 はい。ありがとうございます。その他の委員の皆様から何かございますでしょうか。 

はい。なければですね、今日の方の議題はこれで終了ということになりますので、こちらで磐梯町

のですね、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たいと思います。皆様お疲れ

さまでございました。（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。 

 


