
【資料２】
メンバーの皆さんから

見た課題の共有

デジタル化推進本部事務局
(総務部情報戦略課)



■人によって言うこと違うんだよなぁ…
・副課長までOKとったのに… また１から資料修正かぁ…

■完璧にやったつもりでも、ミスがなくならない…
・えぇ！！！違算… やっと工事発注終わったのに…
・ヤバッ！赤伝やっちゃった… ３重チェックしたのにぃ…

■同じような作業を何回やらないかんのかしら…
・また庁内照会… この前も同じような資料作ったよなぁ…

ダンドリよく仕事しよう！
① テーマ（キャッチコピー）

② 対象とする人物像・団体像

③ その人物・団体が困っていること、なぜ困っているのか

豊田市全職員

若手の不満

※特に若手職員のモチベーションアップ

非効率な仕事

無 駄 な 残 業

やる気の低下

サービスの低下
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・ルールを決める
・ダンドリ（シナリオ）を決める
・誰でも同じ質の仕事ができる！

⑤ 何かを変えたり、実現することへの課題

⑥ ①～⑤を提案・重要視する理由

④ それらを解消するためには何を変えるべきか、何を実現すべきか

質の高いサービスの提供

業務プロセスを整備する 役に立つツールを使う

・事例を参考にまずは使ってみる
・たくさんの機能は不要
・専門部署できっちりメンテナンス

※相互に関連性を持たせたデータベースを運用

スマートな仕事

・総論：賛成！！ 各論：反対⤵
・これまでも… 今も… これからもなんとかなるでしょ
・誰がやるの？ あなたでしょ（私ではないでしょ）
・時間が経つと いつの間にか元に戻ってたりして…
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① 選挙をより身近に！！
② 投票率が低い若年層。
③ 若年層に立候補者の情報は身近になく、投票も実際に投票所
へ行かないと投票ができないという煩わしさがある。
どのような立候補者に投票をしたら市民生活にかかわるのかがよ
く分からない。勝手に演説を行っているとの印象。
④ アプリを使った投票・立候補者情報の取得。
⑤ 法・条例改正、アプリ開発。
⑥ 投票権が引き下げられ、若年層にも“投票”という意識がある
中、投票率は良くない。そもそもの投票の煩わしさが起因してい
るのではないかと思料したため。
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（１）テーマ：過去・現在・未来を繋ぐデジタル化

（２）対象１：伝統芸能の保存会
対象２：地域活動の主催者

（３）対象１の困りごと：担い手不足（子ども）
対象２の困りごと：参加者の固定化、高齢化

（４）対象１の理想像：地域の魅力と認識され、子どもたちが積極的に参加する
対象２の理想像：町内の様々な年齢層・新規の方が参加し、交流の場となる
→ 理想像を実現するために

★地域住民への周知方法の見直し ★参加することの利点の創出
「①聞いて」→「②見て」→「③やって」→「④ハマる」
①②にデジタルを導入することでより多くの人に興味をもってもらう
③④は対象１、２が活動を通して、子どもや新規参加者に魅力を伝える
※③④の中でもデジタル化し、伝統や地域活動の魅力を創出することも

（５）実現への課題
・伝統・地域から連想される「しがらみ」のような負のイメージを消し去る必要あり
・「やらなくても良いこと」を「やってもらう」にはどうすれば良いか

（６）提案を重要視する理由
伝統や地域のために今まで頑張ってきた人、今頑張っている人、これから頑張っていく人た
ちがいます。今まで頑張ってきた人たちの思いを繋ぎ、今をそしてこれからを生きる人たち
が多くの仲間と伝統を紡ぎ、素敵な地域を作るための一助となるような取組をしたい。
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①テーマ（キャッチコピー） スタートアップ企業との連携

②対象とする人物像・団体像

28才、男性、妻(28才)と子供１人(男3才)、スタートアップ企業
社長 (社員3人)、土壌解析に関する特許取得済、東京都在住、
過去に国主催のコンペで受賞歴あり、 BtoG経験なし

③その人物・団体が困って
いること、なぜ困っている
のか
（As-Is、現状の姿、仮説）

・自社技術が活用できる担当部署が不明。
・市の課題が不明確。また、課題の予測もできない。
・自社技術の新規開発を進めたいが、資金繰りが苦しい。

④行政が、それらを解消する
ためには何を変えるべきか
何を実現すべきか
（To-Be、どうあるべきか）

・市所有の公開可能データのWEB公開（GIS活用）
・市の具体的な課題のWEB公開
・民間活用補助金DB（国、県など）の構築及びWEB公開
・市職員のデータ分析能力の向上及び課題の明確化

⑤行政が何かを変えたり、
実現することへの課題

・各種データを一元管理する課が存在しない。（所管バトル）
・市職員のデータに対する認識が低い。
・スタートアップ企業への広報活動が下手。

⑥①～⑤を提案・重要視
する理由

・スタートアップ企業との連携が、課題解決の一助となる。
・民間の補助金活用で、市の予算の削減が可能となる。
・特許は特命随契対象のため、契約事務が軽減される。
・市職員の意識向上、スキルアップに繋がる。

5



① オンライン上に居場所を作る市役所
② 全ての（困りごとを抱えた）市民
③ 【例】
・住民票が欲しいけど市役所に行けない
⇒平日は仕事等で時間がない。市役所等に行くのが手間
・福祉について聞きたいけど来庁、電話ができない
⇒精神的な病やコミュニケーションが苦手。

④・住民票という紙ではなくプラットフォーム上での提示でOK
・AIチャットボット等で対面せず２４時間対応可能。
・個人情報の壁を無くす。（一度相談した内容を蓄積し、
他の相談であっても一元的に対応できるようにする）

⑤ 行政意識改革、市民意識改革
⑥ 福祉的に困っている人の多くは、精神的に不安定であった
り、
コミュニケーションが苦手な人が多い。福祉だけでも多くの課
が関わることが多く、その都度一から内容を話さなければなら
ない市民は負担に感じると思うため。 6



現
状

将
来
像

場所

地域情報が
伝わっていな

い。

関心を持たれない。
活動資金・人手が

不足している。

地域課題の解決法が
わからない・できない。

届けたい相手に
情報が伝わ

る。

協力者・応援者が
増え実施者と繋がる。

様々な主体の活動が
地域課題に貢献す
る。

『情報』がつながる

『ヒト』がつながる

『カネ』がつながる

『コト』がつながる

一体で進める

住民

共働きで時間がない。
知る機会が少ない。

（40代・女性Wさん）

自治区

情報発信（回覧文書）の
書き方を工夫しているが
住民が読んでくれない。

(60代・男性Kさん）

消防団

大変なイメージを持たれて
敬遠される。参加より先ずは
活動を知ってほしい。

（４０代・男性Sさん）

市民活動団体

まずは活動を理解してほしい。
活動資金が補助金頼み

（５０代・女性Kさん）

地域自治組織

地域課題の解決法がわからない
解決策の検討から計画書策定と
着手までに時間がかかり過ぎる。
負担感が大きく、後任がいない。

（６０代・男性Tさん）

ICTの場創り
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自己投影成長型システム
地域活動による経験値で
成長（LvUP)し、様々な特典

住む町を知る
各住民組織や学校、市が発信する地域
情報(中学校区毎）を整理し見やすく。

懐かしい
なぁ

みんなでつくる”まちづくりメタバースシティ”

『とよたまちづくりクエスト』

タイトルイメージ

HOME画面イメージ
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①使ってみよう豊田市のマイページ
②対象とする人物像・団体像
◆豊田市で手続きをしたいマイナンバーカード保有者
（引っ越し・戸籍届出・子ども関係・福祉関係・年金等）

③その人物・団体が困っているこ
と、なぜ困っているのか

【やりたくてもできない】
◆どのような手続きが必要かわから
ない
◆ホームページを見てもわからない

【やり方はわかってもできない】
◆市役所に行く時間・手段がない

④それらを解消するためには何を変
えるべきか、何を実現すべきか

【わかりやすく伝える】
◆ここを見ればすべてわかるという
場所（マイページ）を作る
◆視認性・操作性がよいものを意識
する

【電子申請の促進】
◆時間・場所にとらわれない仕組み
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①使ってみよう豊田市のマイページ

⑤何かを変えたり、実現すること
への課題

◆全庁を巻き込んだ抜本的な取り
組みが必要（事務量の増加）

◆必要な手続きを把握したうえで
システム構築が必要

◆周知方法の確立

⑥①～⑤を提案・重要視する理由

◆市役所を利用する大多数は、②
で挙げた手続きのために来庁する

◆幅広い年齢層が対象となる

◆実体験上、困っている人が多い
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項目 提案内容

①テーマ（キャッチコピー） いつでも どこでも 市役所

②対象とする人物像・団体像 窓口に来庁する市民・事業者

③その人物・団体が困っていること、なぜ
困っているのか
（As-Is、現状の姿、仮説）

・平日のみの対応
・市役所窓口での申請・閲覧など
※そこでしかできない状況

④それらを解消するためには何を変えるべ
きか、何を実現すべきか
（To-Be、どうあるべきか）

・電子申請化
・市の所有情報の外部発信

⑤何かを変えたり、実現することへの課題 ・紙申請から電子申請化
・窓口閲覧情報をWEB公開

⑥ ①～⑤を提案・重要視する理由 ・市民及び事業者の来庁頻度の軽減
・申請事務の効率化

関心ごと：②リモートワーク・働き方改革 ⑫インフラ
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① ひとり親家庭への支援って何があるの？
② 高校生以下の子を養育するひとり親
③ 使える制度や支援が分かりづらい。情報が制度窓口、
支援窓口ごとに散らばっている。
戸籍は市民課、調定・転籍は裁判所、手当は子ども家庭課、医
療費は福祉医療、園は保育課、学校は学校教育課、生活困窮は生
活福祉か社協、ＤＶはきらとよ、高校は県、就職はカプチーノか
ハロワ
④ 事務分担ではなくニーズや学齢期ごとに整理する。
社協など他団体の支援も紹介できるようにする。

⑤ 庁内調整。他団体の支援制度をどこまで提供できるように
するべきなのか。
⑥ 横展開できるから。
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① ファミサポ事業のデジタル化、効率化
② ファミサポ利用者
③ ファミサポ（子育て世代とボランティアをマッチングする事
業）がアナログ。申し込みは電話のみ、支払いは現金のみ、顔合
わせは面着のみ、マッチングは職員のカンと経験に頼っている。
④ Web申込、クレカ・スマホ決済、Web打合せ、AIマッチング
等の導入で、利用者にとって使いやすく、職員負担も減る仕組み
に
⑤ 予算。AIマッチングができるのか。
⑥ 制度としては良いものだと思うので、色々な面で利用しやす
くなると子育て世帯の負担を減らせる。
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① 旅行命令～支払事務難易度高い
② 職員
③ 各工程に細かいルールがあり、間違えやすい。マニュアル
ページ数多い。会計課の人も問い合わせ対応、伝票処理にかかる
工数多いのでは？
④ 間違えにくい入力画面の設計。命令～支払い事務の簡略化。
⑤ どういう設計がよいのか。システムと財務オンラインとの連
携どうするか。
⑥ 時短、事務ミス削減

細かいルール
・10枚以上は綴り紐でしばる。集合伝票は旅行者の一覧表作成
が必要（日付手書き、一覧表は債権者登録順）、自宅と行先の直
線距離をはかる方法不明
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① 会議室足りない問題
② 職員
③ 会議室が足りない。探すの手間、遠い、場所がないから日程
変更など。
④ 会議室を使う会議を減らす。テレワーク、フリーアドレス、
の推進により机の数を減らして会議スペースを捻出する。紙を減
らしてキャビネットを捨てる。食堂の有効活用。
⑤ なんとかなっている感がある
⑥ 今後ずっと抱えていく問題
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① テーマ（キャッチコピー）
モノオモイが繋がるものづくりのまち

② 対象とする人物像・団体像
氏名 豊田 一郎
年齢、性別 44歳 男性
家族構成 妻（43歳）、娘（16歳）、父（75歳）
勤務先 △△株式会社
仕事内容 製造業
プロフィール 最近、モノを買う、使う、捨てることについて

考えることが多くなり、モノへの感度が高い

＜最近感じていること（例）＞
・自分の自転車 ⇒ 昔買ったが、乗ってないな…
・父の大工道具 ⇒ 沢山あるが、保管場所がないな…
・娘の彫刻刀 ⇒ 購入したが、使う機会がないな…
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③ その人物・団体が困っていること、なぜ困っているのか
（As-Is、現状の姿、仮説）
・家にあるモノを整理したいけど捨てるのはもったいない
・まだ使えるものは、誰かに使ってもらいたい
・そもそも使う機会が少ないものは、買いたくない

④ それらを解消するためには何を変えるべきか、何を実現
すべきか（To-Be、どうあるべきか）
・捨てる前にリユース・シェアリングに関する情報がある
・簡単な手続きでモノを譲る、貸す、借りることができる
・買わずに借りることができるサービスがある

⑤ 何かを変えたり、実現することへの課題
・手軽に誰でも利用できる、モノの有効利用サービスの構築

⑥ ①～⑤を提案・重要視する理由
・SDGsや3Ｒ等、環境に配慮した行動ができる市民を増やす17



① 生活便利マップ（ここの近くって何がある？）
② メイン【検索者】土地勘のない人・・・将来の市民や「いますぐ近くの施設を調べたい」お客さん

サブ【登録者】お客さんを増やしたい施設
③【検索者】現在地なり、検索地なりに土地勘がないので、希望する居住地が見つからない、

ほしいサービスを受けられない、時間がかかる
【登録者】 利用者を増やしたい！

大型やチェーン店（施設）に客を取られがちだけど、同様のサービスはうちでも
できるんだけどな。実はうちにはこんな強みがあります。

④ 地図上で、ピンを落とすと、
・デフォルトでは最寄りの主要施設までの最短経路と徒歩／車所要時間が表示される
・当然、検索内容に応じた個別フィルタも可能
⑤ 最短経路を示すシステムの提供者確保、施設登録事業者の確保
⑥ 「いちいち調べるのはめんどくさい」×「実はまちのポテンシャルが高いのでは」のコネクト

【交通系】
〇駅
・駐車場
〇バス停
・駐輪場（自転車）
・駐輪場（バイク）
〇ガソリンスタンド

【公共施設】
〇避難所
〇こども園
〇小学校
・中学校
・高校
・市役所、支所
・交流館

【その他】
・宅配BOX

【生活系】
〇総合病院
〇診療所
〇歯医者
〇銀行
〇ATM有店舗
〇コンビニ
〇スーパー
〇薬局（薬剤師ON／OFF）
〇郵便局
〇ポスト
・美容院
・獣医
・眼鏡屋
・居酒屋（チェーン店ON／OFF）
・パンク治せる自転車屋
・喫煙所
・自動販売機

指定点

某コンビニ〇〇店
徒歩5分／車1分

■■こども園
徒歩11分／車3分

某飲食チェーン店〇〇店
徒歩9分／車2分

図：イメージ 表示施設案
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① 庁内オープンデータ（まずは中から整理を進めましょう！）
② 市職員
③ あの課にあるデータがあれば、資料がすぐ作れるのに、すぐ見れない。そもそも提供が難しい
といわれる。だけど、それって本当かな。公務員は守秘義務かかっているけどなあ。
④ 原則、主観を含めないデータを庁内で共有する。
⇒単一時点の見栄え重視の情報より、連続したシンプルな情報の羅列がほしい。
ただ単に共有するのではなく、見る側のレベルに応じた表示出力もできるようになるとよい。
⇒入力は一度行うのみで、半自動（可能なら全自動）でビジュアル化できるとよい。

⑤入力者の負担軽減：入力アシストシステムの構築、スクレイピングやマクロ、RPAを駆使
アウトプットの目ぞろえ：全員が細かな情報を見る必要はないので、段階分けが必要
“伝わる” アウトプット媒体の確保：自動グラフ化ツール等
念のためのセキュリティ対策：だれがいつ閲覧したかのログ管理はできるようにする。

⑥ 他者にとって隠れた価値のある重要なデータがまだまだ共有できていない気がする。
そもそもそのデータがあることすら知らない可能性も含め、作業効率上のロスも感じる。
→これを皮切りに、庁外へのオープンデータも加速できれば と。

例）人口推移
・毎月の人口動態は『豊田市の今月の人口』で庁内外ともにオープン化されている。
・ただ、月別に個別化されているため、データを集めてつなげる手間がかかる。
・推移の情報はグラフ等で見れる形式になっていない。

→もとは住基なので、システム組めば、そもそもCSV化とかは自動でできるのでは？
→人口施策は重要であり、その推移は複数部局で把握すべき情報だけど、各課で似たような
整理をしていないか。（そもそもやっていないか。）
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図 家族形成期世代の転出入状況 （人）

図 月別人口推移 （人）

全人口

特定の属性や
区間を指定した
ら、こんな図が
出てくると便利
ではないでしょ
うか？

→これを様々な
視点を持つ方
が見ると、『気
づき』につなが
り、施策に反映
できるのでは？
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① ら～く（楽）・ワーク・スタイル

② 市役所職員（市役所利用の市民もターゲットに）

③ 市民のニーズの多様化に合わせて、業務内容が細分化する中、従来の
ワークスタイル（事務所に来ることが前提、膨大な紙資料など）では限界が
近づきつつある。また、ライフスタイルの変化（通勤方法変更、子どもの進
級、親の介護など）にも対応が難しく、どちらかを犠牲にしなければならな
い。リモートワークのようなワークスタイルの変化を促す仕組みはあるが、
従来のワークスタイルはリモートワークに合っていないことが多い。

④ 楽に、楽しんで仕事ができるようになる、「 ら～く・ワーク・スタイ
ル」への切り替え。
⇒「働く場所を選ばないで、事務所にいる時と同じレベルの仕事ができる」
の実現メインとする。業務の効率化が必須となるため、同時に改善も図るこ
とに。仕事内容に縛られないリモートワーク活用。ハード面の整備も必須、
フリーアドレスは要検討。内部資料は原則ペーパーレス。
⇒職員のライフスタイルの変化があっても、同じレベルの仕事ができるよう
になることで、市役所を利用する市民にも、途中で担当が変わったり、申請
事務が滞るといったことが無くなるような恩恵あり。
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⑤ ワークスタイルの見直しが必須となるため、業務の棚卸及び改善を前提
とする。リモートワーク中の業務への集中力の確保が最大の懸念事項（子ど
もが近くにいても仕事に集中できる？業務への従事をどこまで厳密化する
か）。とにかくイニシャルコスト（棚卸に関する事務量、ペーパーレス化）
が膨大。「ら～く・ワーク・スタイル」を必要ない、とする職員をどうやっ
て巻き込んでいくか。

⑥ 市民向けの課題整理は多くあると思いますが、自分たち職員の課題も整
理すべきと考えました（前者は攻めのDX、後者は守りのDX）。
また、小1の壁といった、働く側の問題を解決するだけでなく、問題を抱え
ていない職員も楽しく働けるような仕組みを構築することに、DXの意義が
あるのでは、と思っております（マイナスをゼロ・プラスにするだけでな
く、ゼロをプラスにする）。
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① メタバースを活用した人材マッチング

② 求職中の学生、求人中の企業

③ 求職中の学生と、求人中の企業との人材マッチング支援を実施してい
る。対面によるヒアリングなどを実施しているが、現地に来れない学生・企
業や本音を語れない学生もいる。また、対面ヒアリングとなると、どうして
も学生側にとって参加へのハードルが高くなる。

④ 学生が興味を引き、かつ参加者が楽しめるイベントへの昇華として、メ
タバース（現実からの延長となる仮想空間）を活用した人材マッチング支援
を実施する。
⇒学生・企業双方が、アバターを作成し自宅・事務所から参加するイベント
を想定
⇒アバターを通した会話（＝相手の顔が見えない状態での会話）の方が本音
を言いやすい、という話もある。
⇒従来のリアルにおけるマッチング支援も併用する。
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⑤ 公的なメタバースの構築が必要（VRChatのような外部サイトでの実施は
情報セキュリティ等で困難と思われる）。参加者側にもある程度の設備を要
求することになる（VRゴーグルが必須とまではいかないが、PCのスペック
はある程度必要）。学生だけでなく。企業側の参加をどれだけ集められる
か。

⑥ 各所属のニーズを集約したうえで「VR豊田市役所」を構築し、その中の
「VR豊田市役所・イベントホール（仮）」のようなところで本取組を実施
する、といったことも部会で検討できればと考えています。
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① テーマ（キャッチコピー）
（ワンストップを超える）ノンストップとよた

② 対象とする人物像・団体像
ひとり暮らしのM1Ｆ1層（20～34歳の男性、女性）

③ その人物・団体が困っていること、なぜ困っているのか
 平日は仕事、夜間・休日は私生活が優先となり、決められた時間や
場所に出向く手続きは、優先度が低く、放置されているのではない
か。
例：転入や転出、住民票が必要な手続き、運転免許証
マイナンバーカード取得、選挙など…

 自動車税等のオンライン決済が可能になったが、手数料が付加される
ため年収が低いM1Ｆ1層のオンライン化は伸びないのではないか。
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④ それらを解消するためには何を変えるべきか、何を実現すべきか
 行政手続きのオンライン化（各種手続き、選挙）
 駅や街角で受け取れるポストの設置（AmazonHubロッカー、ネコポス）
 一部直接税オンライン支払の手数料無料化（自動車税、固定資産税）
（提案：豊田市版WAONカードの作成で歳入の確保

（利用金額の0.1％が寄付還元））

⑤ 何かを変えたり、実現することへの課題
 法的整理
 仕組みの構築

⑥ ①～⑤を提案・重要視する理由
 Ｍ1Ｆ1層は、スマートフォンなど情報機器に長けている世代であり、
ネットショッピングやオンライン決済、電子マネーの使用が常態化し
ていると想定している。

 行政手続きを場所、時間を選ばず行える仕組みにより、手続きが身近
なものになり、「面倒、億劫、時間がない」から脱却する。
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27

やりたいことが５分で完了！

見つけやすい・分かりやすい

手続きの連動（一括申請）

自動応答・即時完了

�時間を意識した電子申請のトータルコーディネート

☺：見つけやすいサイト構成・入力フォーマット・アカウントによる自動入力
�：やりたい手続きにたどりつけない・入力に時間がかかる

所管課に委ねるとセンスと出来にバラつきができる。連動されない。

�：電子申請したけど審査が明日・夜間に申請したら仕事中に問い合わせが…

�：○○課の手続きはこれで、△△課の手続きはこっちでもう一回
☺：自動で必要な手続きが一括で申請できる仕組みづくり

電子でやれることは増えていくけど、市民目線でも職員目線でも手間が多い・時間がかかる…
各課はあいち電子申請システムで作ったら、なんとなくデジタル化が完了した気分になっている…

☺：申請したらAI確認でチェック・受付完了

トータルコーディネーターがやりきる！例外は許さない！例外は事務を変える！
→結果的に市民サービスの向上に必ずつながる！
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やりたいことが５分で完了！

もう一歩！鉄壁の守備から攻めを意識した守りへ！

�時間を意識した電子申請のトータルコーディネート

手続きがリアルタイムに全てがつながる

役所あるある…
個人情報保護を第一優先！…そのために分断と確認 → 時間と手間が増える
→間違っていないけど、民間事業者だって個人情報はたくさん保有している。
個人情報を保護しながら、申請から処理を簡単に迅速にする仕組みを採用。

受付・処理の業務体制を変える

窓口で行けばその場で手続きが完了するのであれば、電子も同じかそれ以上
申請 ー 受付 ー 決裁 ー 許可 ー データ反映 － 交付（サービス）

窓口当番（係）があるなら、電子受付当番だってあっていいはず
窓口受付業務を電子でできる。ではなく、電子受付業務を窓口でもできるへ

あいち電子申請 総合文書管理 ○○オンライン 独自システム etc…
統一できないなら、即時連携できる仕組みを！

電子化を各所管課で進める前にぶれない形を決めきる！


