
講演会・研修会概要

自治体 DX
( デジタルトランスフォーメーション )
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「DX( デジタルトランスフォーメーション )」という言葉が、官公庁の文書や資料でも見
られるようになりました。2020 年 7 月に政府が発表した「骨太の方針」においても「デジ
タルトランスフォーメーションの推進」が明記されています。経済産業省は DX の特設サイ
トを設置し、農林水産省では DX の推進チームを組織化しました。そして、政府においても
2021 年 9 月を目処に、デジタル庁の設置が推進され、関係法令の整備が推進されています。

また、広島県では DX 推進本部を設置し、群馬県では CDO が設置されました。浜松市、
出雲市、別府市、都城市、島田市など、基礎自治体でも「デジタルファースト 宣言」を行う
自治体が増えています。

この背景には、テクノロジーによって誰もが自分らしく生きられる人間中心の社会を共創
しようという世界の潮流があります。

しかし、これだけ自治体の DX の重要性が高まり、政府も音頭を取っているにも関わらず、
自治体における DX は足踏みしている現状があります。また、多くの DX に関するご相談が
社団にも寄せられています。

そこで、一般社団法人 Publitech では、啓発活動の一環として、DX（デジタルトランスフォー
メーション）の講演会・研修会を開催しております。

ぜひこの機会に、DX の概念や国内の取り組み事例などを学んでいただき、DX 推進の各
種取り組みに役立てて頂ければと存じます。

本研修会の目的は以下の通りです。
１　知る：職員が DX にかかる意義と内容について、知って整理する
２　考える：職員が共通の認識の下、DX について考える土壌をつくる
３　行動する：職員が DX について知って、考えて、少しでも良いので小さな一歩を踏み出
　　すよう動機付けをする
　　単なる勉強会・研修会ではなく、自治体の成果につながる内容を心がけています。

・DX が何かを知りたい。国内外の事例を知りたい。
・DX を推進したいが、自治体として何をしたら良いかがわからない
・DX を推進したいが、職員の理解と意識がついてこない
・具体的に DX の取り組みを推進していきたい

目的

はじめに

具体的には以下の課題に対して有効です
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【講師】

石坂達

菅原直敏　
福島県磐梯町 CDO( 最高デジタル責任者 )
愛媛県「デジタル総合戦略 ( 仮称 )」代表コーディネーター
一般社団法人 Publitech 代表理事。
ソーシャルワーカー ( 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士の有資格者 )。
株式会社 Public dots & Company 取締役兼 CDO 他。

「テクノロジーで人々をエンパワメントする」というミッションの下、「人に優しいテクノロジーもつかって
共生社会を共創するエコシステムのモデル構築」を目指し、磐梯町において DX の実践や、また全国各地の
自治体の DX のアドバイスを行なっている。
参考：一般社団法人 Publitech ホームページ a　https://publitech.jp
磐梯町デジタル変革戦略室のページ b　https://www.town.bandai.fukushima.jp/site/dx/
愛媛県デジタル総合戦略 ( 仮称 ) 骨子案 c
https://www.pref.ehime.jp/h12110/documents/ehime_dx_kosshi.pdf

株式会社 Public dots & Company パートナー
愛媛県「デジタル総合戦略 ( 仮称 )」リサーチ責任者
島根県出雲市「デジタルファースト推進計画 ( 仮称 )」副プロジェクトマネージャー
合同会社 PLUCK 代表社員。
株式会社ワークスアプリケーションズにて ERP パッケージ導入・保守コンサルタントとして従事後、島根
県海士町に移住。株式会社巡の環 ( 現：株式会社風と土と ) にて、地域づくり・研修事業コーディネーター
として、地域をフィールドにした企業研修や景観計画策定など様々なプロジェクトを担当する。
その後、沖縄県久米島町に移住。地域おこし協力隊として従事後、起業。「デジタル技術は使われなければ
意味がない」をモットーに、運用しやすくシンプルな仕組みで課題を解決する「いなか IT コンサル」とし
て活動している。

株式会社 Public dots & Company パートナー
愛媛県「デジタル総合戦略 ( 仮称 )」プロジェクトマネージャー、研修講師
広島県三次市「自走型 DX 推進支援」研修講師、事務局支援
システムインテグレーション企業にて官民両方のシステム運用・保守業務に従事。2 大手通信企業のシンガ
ポール支店にて、国際通信網及び業務システムのクラウド移行によるデジタルプラットフォーム構築の企画
に従事。自社開発のセキュリティ製品の販売代理店向け営業に従事。「子どもの学びの選択肢を増やす」をモッ
トーに沖縄県久米島高校教育寮にてへき地での教育格差是正および住環境での学びの最大化を図る。現在は
不登校児童生徒を対象とした ICT 在宅教育の担任に従事。

cba

菅原直敏 / 石坂達 / 内村未来
※現在、菅原に対して、多くの講演依頼を頂いているため、他の講師の場合は、比較的早く
対応することが可能な場合もあります。

菅原直敏

石坂達

内村未来

https://publitech.jp
https://www.town.bandai.fukushima.jp/site/dx/
https://www.pref.ehime.jp/h12110/documents/ehime_dx_kosshi.pdf
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【形式】

●山口市で８会場を結んで実施した研修会の様子

※実際の講演の動画 ( ウェビナーです。リンクをクリックしてください。)

●オンライン講演「自治体のＤＸと磐梯町の実践について」( 福島県会津地方振興局 )
　https://youtu.be/uSYZpC0eGag

●自治体におけるデジタル変革の進め方〜磐梯町の取り組みも踏まえて
　https://youtu.be/Z-RrZMYnKoE

●自治体における複業の可能性と女性活躍
　https://youtu.be/vpv9xZWh3ZM

●オフライン形式：実際に会場に足を運び実施します。質疑を入れて１時間半〜２時間程度
のお時間が必要です。

●オンライン形式：オンライン会議ツールを用いて実施します。
※山口市様での研修では、市内８箇所の役所施設を繋ぎ開催しました。また、岡山県様や
愛媛県様の研修では、各市町村担当職員が、各役所からオンラインで参加しました。
その他、形式・内容ともに主催者様のご要望に合わせて柔軟に対応することが可能ですの
で、ご相談ください。

なお、講演の内容は基本的にオープンにして頂いて構いません。
したがって、オンライン・オフライン問わず、実施した講演のスライドは共有させて頂きます。
また、ライブ配信で庁内各所へリモートで配信したり、動画を撮影し、庁内研修様に活用し
て頂いても構いません。積極的にご活用ください。

https://youtu.be/uSYZpC0eGag
 https://youtu.be/uSYZpC0eGag
https://youtu.be/Z-RrZMYnKoE
https://youtu.be/vpv9xZWh3ZM


4

自治体職員が対象ですが、特に首長を含めた幹部職員が参加することを推奨させて頂いてい
ます。政策決定権者や管理職が意識を共有して、議論をできる土壌をつくることが、DX 推
進の近道だからです。また、議員の参加も同様の理由で推奨しています。

・講師経費 ( 交通費、宿泊が発生する場合は宿泊費 )
・同行者経費：同行者を 1 名つけさせて頂いています。予めご了承ください。なお、その際

に動画撮影等もしますので、講演後、データにて共有させて頂きます。
・講演料：0 〜 30 万円程度 (DX を通じて、自治体を変革することで、社会的価値を創出す

る活動のため、講師料が措置できない場合は講演料なしでもお引き受けしております。ま
た、頂いた講演料は、全て一般社団法人 Publitech の運営費用に充当しており、講師やスタッ
フはプロボノとして 1 円も受け取っておりません。特に代表理事の菅原は講師料を全額社
団に寄付することで一般社団法人 Publitech の運営費用に充当しています。より多くの自
治体に DX の重要性を知って頂くために、ご協力頂けたら幸いです。

・支払先は、経費・講師料共に一般社団法人 Publitech 宛でお願いします。
※口座情報
　三井住友銀行　新宿西口支店　普通　4326487　
　一般社団法人 Publitech　　ｼﾔ ) ﾊﾟﾌﾞﾘﾃﾂｸ

一般社団法人 Publitech
事務局担当者：河村
メール： dx@publitech.jp
住　所：東京都渋谷区渋谷二丁目 24 番 12 号渋谷スクランブルスクエア 15 階

対象

費用

お問い合わせ先
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講演会・研修会 参加者数 対象者 開催場所 主催 備考

自治体 DX 勉強会 35 官民 都内 ( 一社 )CDO Club 
Japan 他

第２回パブリテックサミット 60 民間 鎌倉市 ( 一社 )Publitech

会津若松市 DX 勉強会 35 官民 会津若松 Aict ( 一社 )Smart City 
Institute Japan 他

島田市幹部職員研修会 150 自治体 島田市 島田市 市長含む幹部職員・静岡
新聞掲載

三次市幹部職員研修会 120 自治体 三次市 三次市 市長含む幹部職員・中国
新聞掲載

地域活性化センター職員研修会 35 自治体 都内 ( 一財 ) 地域活性化
センター

秋田県湯沢市職員研修会 100 自治体 湯沢市 湯沢市 副市長含む幹部職員

大村市自治体 DX 70 自治体 大村市 大村市 ２回開催

山口市 25 自治体 山口市 山口市

特別勉強会
みんながわかる自治体 DX 入門

25 官民 渋谷 QWS ( 一社 )Publitech 他

自治体向け Web セミナー 82 自治体 オンライン ( 一社 )Publitech 他

MAIA 236 官民 オンライン ( 株 )MAIA 他

empowerd Japan 320 官民 オンライン Enpowered Japan

さいたま市議会・民主改革会派勉強会 10 議員 オンライン 民主改革

立憲民主党青年局勉強会 35 議員 オンライン 立憲民主党青年局

CDO サミット 500 民間 都内・オン ( 一社 )CDO Club 
Japan

SCIJ ウェブセミナー 91 民間 オンライン ( 一社 )Smart City 
Institute Japan

會津価値創造フォーラム DX 勉強会 30 自治体 オンライン 會津
価値創造フォーラム

Publitech × MAIA 自治体セミナー 70 民間 オンライン ( 一社 )Publitech 他

酒田市市民公開研修 350 自治体 酒田市・オン 酒田市

三重県議会 DX 研修会 25 自治体 オンライン 三重県議会 県議会初のオンライン研
修会、伊勢新聞掲載

磐梯町職員研修 35 自治体 磐梯町 磐梯町

磐梯町職員研修 35 自治体 磐梯町 磐梯町

パブラボ講演 30 議員 オンライン ( 株 )Public dots & 
Company

Meiji Seika　ファルマ様内部勉強会 8 民間 オンライン Meiji Seika　
ファルマ内部

山口県 DX 研修 100 自治体 オンライン 山口市 市内７か所の支所も繋い
で開催

第１回電子自治体推進セミナー＠岡山県 20 自治体 オンライン 岡山県電子自治体
推進協議会

岡山県・及び市町村の各
担当者

東海若手市議会議員の会勉強会 19 自治体 オンライン 東海若手
市議会議員の会

主な実績 ▶︎ 2020 年度
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講演会・研修会 参加者数 対象者 開催場所 主催 備考

令和２年度第１回愛媛県 ICT 推進会議 50 官民 オンライン 愛媛県 県・市町及び県内の民間
企業、愛媛新聞掲載

三次市研修 50 自治体 オンライン 広島県三次市 幹部・有志職員対象

会津地方首長 DX 研修（2 日間） 50 自治体 オンライン 福島県会津地方振興局 会津地方 17 市町村長他
自治体職員

会津地方首長 DX 研修（2 日間） 50 自治体 オンライン 福島県会津地方振興局 アーカイブ、
福島民報掲載

第２回デジタル総合戦略本部会議 30 自治体 オンライン 愛媛件 副知事含む幹部職員、
愛媛新聞掲載

鈴鹿市勉強会 15 自治体 オンライン 鈴鹿市

出雲市幹部 DX 研修 10 自治体 出雲市 出雲市 情報政策課職員

会津地域課題解決連携推進会議 30 自治体 柳津町 福島県会津地方振興局 北会津地方 13 副市長村
長他行政職員

愛媛県デジタル推進員研修 90 自治体 愛媛県 愛媛県

宇和島市 DX 幹部研修 60 自治体 宇和島市 宇和島市 副市長含む幹部職員

三重県自治体 DX 研修 11 自治体 オンライン 三重県 県・市町担当者

出雲市研修（２日間） 50 自治体 出雲市 出雲市 市長含む全部長級職員

出雲市研修（２日間） 60 自治体 出雲市 出雲市 課長級職員

こがね会講演 30 官民 オンライン 磐梯町・猪苗代町・
北塩原村

3 町村長、企業、
行政幹部等

三次市研修 60 自治体 三次市 三次市 係長級職員

九州自民党系議員研修 3 議員 熊本市 議員有志 九州県内県議会議員

西条市 10 自治体 オンライン 西条市 情報政策セクション職員

出雲市 DX 研修 3 回 90 自治体 出雲市 出雲市 課長級職員

出雲市 DX 研修 3 回 90 自治体 出雲市 出雲市 IT 推進員

八幡浜市 36 自治体 オンライン 八幡浜市 幹部職員

大村市 DX 研修 63 自治体 大村市 長崎県中小企業家
同友会大村支部

大村市長、市内中小企業
経営者

会津広域観光推進議員連盟勉強会 30 議員 西会津町 会津広域観光推進
議員連盟 会津地方地方議員

関東学院大学 KGU かながわ学講義 68 民間 オンライン 関東学院大学

デジタルみらい会議 67 官民 福井市・オン 福井テレワーク女子他

合計 3754

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/aizu-dx-training.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01240a/aizu-dx-training.html
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●萬屋島田市副市長より

　菅原様の講演の市職員の反響は大変なもの で、特に「今までのデジタルの概念がいかに 不
」たっかすやりかわ変大が体自容内の演講「、たま。すまりおて出く多が題話のと」かたいてし足

との声も多く上がっておりま す。人事課から、翌日の静岡新聞掲載記事の送付があったと 思
いますが、新年３日以降市内を回っております と、市民から「島田は、何かありそうだ ね」
との声が多く聞かれ、市民の反響も少しずつ出ているところです。
染谷市長とは、まずできるところからということ で「デジタル活用支援員」の展開方法につ
いて、検討を開始しているところです。引き続き、お世話になることがあろうかと思います。
その節は、よろしくお願いいたします。

●静岡新聞 (2019 年12月 28 日朝刊)

 ●中国新聞
　(2020年2月12日 朝刊 )

 自治体様の声やメディア掲載
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●伊勢新聞 WEB
　(2020 年7月7日)

●「自分らしく生きるために」ワーケーションを推奨する地方自治体の幹部 
       OCEANS 取材記事

https://oceans.tokyo.jp/lifestyle/2020-0917-7/

●「都市の悩みを技術で解決！パブリテック始動」日経 XTech へのシリーズ連載
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00601/

https://oceans.tokyo.jp/lifestyle/2020-0917-7/
https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00601/
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●佐藤一夫湯沢市副市長より
本日は本当にありがとうございました。
間違いなく受講した全員の心になにかが突き刺さったものと思います。
これからも、御指導くださいますようよろしくお願いいたします。

●湯沢市の研修アンケート結果と研修風景


