
２　パブリックコメントの集計結果

（１）提出者数

メール ＦＡＸ 書面 計

12 1 0 13

0 0 0 0

3 0 1 4

15 1 1 17

（２）検討結果一覧

番号 件数

1 　意見の趣旨を踏まえてDXビジョン案に反映します。 3

2 　意見の趣旨はDXビジョン素案で取り上げており、趣旨に沿って取り組みます。 25

3 　意見の趣旨はDXビジョンには取り上げませんが、事業実施等の中で趣旨を踏まえて努力します。 8

4 　意見の趣旨は、今後の検討･研究の課題とします。 5

5 　意見の趣旨に沿うことは困難です。 1

6 　意見の趣旨を関係機関･団体に伝達します。 0

7 　その他 2

44

（３）分野別意見数

件数

全般 5

１章　ＤＸでめざすこれからの目黒 21

２章　ＤＸの推進に向けて 10

３章　参考資料 1

その他（全体への意見、不明等） 7

44

団体

合計

目黒区ＤＸビジョン素案に対するパブリックコメント実施結果

１　パブリックコメントの概要について

　「目黒区パブリックコメント手続要綱」（平成２１年２月２５日制定）に基づき、令和３年１２月１５日から令和４年１月２０日まで目黒区ＤＸ
ビジョン素案に対するパブリックコメントを実施しました。お寄せいただいたご意見とそれに対応する検討結果をパブリックコメントの実施結果と
してまとめています。ご意見は、原則として全文を掲載していますが、長文にわたるものや重複、具体的な名称等については、趣旨を損なわない範
囲で一部省略、追記、要約又は分割している場合があります。

種別

個人

合計

議会

計

内容

分野名

【パブリックコメント実施概要】

○募集期間：令和3年12月15日～令和4年1月20日

○周知方法

ア めぐろ区報（12/15号）、目黒区ホームページ、

LINE、Twitter、YouTube等

イ 素案閲覧・配付場所

目黒区総合庁舎区政情報コーナー・DX戦略課、

地区サービス事務所（東部地区を除く）、

住区センター、図書館
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DXビジョン素案に対するパブリックコメント

0001 01 個人 メール マイナンバーの行政機関同士での連携によるサービス向上に期待したい。
先日、除籍謄本の請求をするために身分証明としてマイナンバーカードのコピーを提
出したが、それとは別に親子の関係性を証明する書類を求められ、少しがっかりし
た。
「行政機関同士で連携・照会し、マイナンバーから親子関係が追跡できる」、「地方都市
の除籍謄本も、コンビニなどで取得可能」、「死亡の事実が固定資産税などの情報と
連携し、持ち主不明の土地が少なくなる」などに期待したい。

DX戦略
課

2 DXの取組を進めていくためには、マイナンバーカードは必
要不可欠です。マイナンバーカードの普及を促進していく
とともに、適正な個人情報保護とセキュリティ対策を徹底
しながら、活用を検討してまいります。

0002 01 個人 メール 基本コンセプトは大変結構で、自宅にいながらで、各種手続きなどができ、利便性が
増すと思う。ただし、なりすましや、錯誤の訂正、修復など、バックアッププランやシニ
ア含め、全区民に優しいＤＸ化を期待している。

DX戦略
課

2 安心してデジタル技術の恩恵を受けられるよう、個人情報
保護やセキュリティ対策を徹底していくとともに、デジタル
技術の活用が難しい方が取り残されることがないよう、デ
ジタル機器の操作方法等について、相談会・講習会の実施
や、支援員の設置・育成など、情報格差（デジタルデバイド）
解消に向けた取組を進めてまいります。

0002 02 個人 メール 経費節約、情報共有の迅速化、国、東京都との緊密な連携をお願いしたい。 DX戦略
課

2 デジタル技術を上手に活用し、「もっと、こうだったらいい
のに」をかなえるため、国や東京都など多様な主体と連携・
協力しながら取り組んでまいります。

0003 01 個人 メール 区報のpdfはスマートフォンでは読みにくいので、スマートフォン用に編集したものを
作ってほしい。意見募集用のメールフォームもスマートフォン対応されていないよう
なので、こういうところを改善していくのもＤＸだと思う。

広報課 2 スマートフォンに対応した情報発信は大変重要であると考
えています。ご意見の趣旨に沿って、時代の流れに則した
伝わりやすい情報発信や、入力しやすいフォームづくりな
どに取り組んでまいります。

0004 01 個人 メール 小学校・中学校の授業動画アーカイブを作成して欲しい。
授業動画アーカイブがあれば、保護者が動画を閲覧し、家庭で工夫して教えることも
できるし、生徒の自主学習に活用できる。また、不登校の生徒も授業を受けることが
できるようになり、教員も他の先生も授業を学ぶ機会にもなり、授業の質の向上にも
つながる。教員用に補助教材（プリントなど）のデジタルアーカイブを登録できるよう
にすれば、教員の事前準備の時間の節約にもなり、働き方改革にもつながる。

教育指導
課、学校
ICT課

3 　全ての子どもたちの可能性を引き出し、「個別最適な学
び」と「協働的な学び」を実現するためには、対面指導か遠
隔・オンライン教育かという二項対立ではなく、対面指導を
基本としつつ、児童・生徒の発達段階や学びの内容に応じ
て、遠隔・オンライン教育を適宜適切に取り入れ、双方の良
さを最大限生かしていくことが重要であると認識しており
ます。
　本区では、ICTを活用しながら、対面指導を通して協働
的な学びを実現し 多様な他者と共に問題の発見や解決に
挑む資質・能力の育成を図っており、授業動画のアーカイ
ブは作成していませんが、不登校や感染症等で登校できな
い児童・生徒に対しては、保護者の要望に応じて、双方向
オンライン授業等を行っています。
　なお、教員が、教材等のデータを保存し、区立学校の教員
同士で共有することができるよう、デジタルアーカイブと
して、学習用情報端末のクラウド上に共有ドライブを作成
しております。

対応
区分

検討結果（対応策）所管課
整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容（要旨）
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DXビジョン素案に対するパブリックコメント

対応
区分

検討結果（対応策）所管課
整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容（要旨）

0005 01 個人 FAX 「主な取組」の中にデジタルデータとそれを守るセキュリティを明記すべきである。
今後区の職員がより積極的にデータを扱うことになるが、常に個々がセキュリティを
意識したものになる必要があり、そのデータをアクセスした記録から参照した職員が
特定できる事を予め告知しその記録自身が個々の職員を守ることも認識させる必要
がある。それとは別に全体としてデータの保全を確実にして、たとえデータ破損やラ
ンサムウェア等によりデータアクセス不能になったとしても元に復元できる仕組みが
必須である。

DX戦略
課

2 安心してデジタル技術の恩恵を受けられるよう、引き続き
個人情報保護やセキュリティ対策を徹底してまいります。

0005 02 個人 FAX 「２　DXって、なにをするの？」の「９　だれ一人取り残されない、みんなが暮らしやす
い目黒区になります」で、視覚障害、聴覚障害の方への対応が明記されていない。
現在の技術では、文章の読み上げ、音声によりデータ入力、チャットによる文字での
対話、自動翻訳など、視聴覚障害の方や日本語に不慣れな外国人へのより積極的な
対応が可能であり、今後さらなる技術革新も期待できる。

DX戦略
課

2 区のDXに対する取組では、「だれ一人」取り残されない、
みんなが暮らしやすい目黒区を目指しております。
その実現に向け、区民一人一人、それぞれの状況に応じた
対応を行ってまいります。

0005 03 個人 FAX 「DXビジョン」には、不用意に英文略語を使わないといった配慮が必要である。
デジタルを扱う情報技術では、急速な発展のための造語が多く英語由来であるため
英文略語が多用される。英語圏では元の英文から意味が分かるが不用意に日本語の
文章にこれを使うことは目黒区としては避けたほうがわかりやすい。例えば「ICT」な
ら英語圏にならって、用語集の充実とは別に文中で「情報通信技術（ICT）」の様な配
慮が必要だと思う。

DX戦略
課

1 ご意見の趣旨を踏まえ、修正します。

0005 04 個人 FAX デジタル化に際して、データの内容の変更・追加が必要である。
例えばある施設の位置を特定する場合、従来は「住所」が採用されていた。しかしデジ
タル化に際しては、この施設を地図に落とし込むことを可能にするために、有効な
データとして「緯度・経度」を追加することが必要になる。このようなデータの追加に
よって、例えば現在目黒区の地図で探すページがGoogleMapになっているが、国
土地理院の地図を活用することも可能になる。また、ある町会の範囲を多角形として
定義して地図に書き込めるデジタルデータとして活用できるようになる。

行政情報
マネジメ
ント課

3 目黒区オープンデータカタログサイトで公共施設の位置情
報、町丁目のポリゴンデータを提供しています。今後も
オープンデータの拡充に取り組んでまいります。

0005 05 個人 FAX 現状のDX関連の情報通信技術（ICT)では、文字に注意を払う必要がある。
この資料では、用語の略称の英文字が全角文字になっているのに、「Society 5.0」
は半角文字となっていて統一が取れていない。実際、このPDFファイルはブラウザの
ページ検索機能を使って文字列検索をすると標準が半角文字なので不具合が出てし
まう。英文字の略称を使うなら半角文字で統一すべきである。

DX戦略
課

1 ご意見の趣旨を踏まえ、修正します。
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DXビジョン素案に対するパブリックコメント

対応
区分

検討結果（対応策）所管課
整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容（要旨）

0006 01 個人 メール 目黒区のＤＸで大切なのは、以下のとおりと考えている。
（１）目黒区民に対するサービス向上
・マイナンバーカードを活用したリモートサービスの充実（住民票のコンビニ交付以外
へのサービス拡大）
・はんこが必要な申請等の廃止
・目黒区役所等に行かなくても行政手続きができる仕組みの拡大
・更なるサービス向上
（２）目黒区役所が保有する情報の情報公開と情報の管理・保管
・目黒区が行っている各種の会議等の情報公開
・目黒区が保有している情報の公開
・目黒区の各種行政情報の管理・保管（情報の保管期間の見直しと保管）
（３）目黒区役所内の業務の見直し
・業務の効率化
・目黒区役所内の押印の廃止
・稟議の電子化や回覧者の削減による意志決定の迅速化

外部のコンサルティング会社には丸投げなどせず、目黒区の職員が脳に汗をかいて
ぜひ考えて実行すること

DX戦略
課

2 ご意見は、みなさんの「もっと、こうだったらいいのに」を
かなえていくために重要な提案であり、DXビジョン素案
でもその内容・趣旨を取り上げています。
区職員が中心となり、様々な外部の知見等を活用しなが
ら、DXの取組を推進してまいります。

0007 01 個人 メール DXビジョンは、非常にわかりやすく便利だと思う。 DX戦略
課

7 DXビジョン素案にご理解をいただき、ありがとうござい
ます。
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DXビジョン素案に対するパブリックコメント

対応
区分

検討結果（対応策）所管課
整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容（要旨）

0008 01 個人 メール 当素案は、絵図などが多く、とても読みやすく親しみやすい。また、多角的な視点より
まとめられているので理解しやすい。ただし、具体的かつ本質的な検討課題につい
て、解決するのかどうかが疑問である。例えば、行政(例　補助金や交付金申請手続
き)のデジタル化に関しては、縦割り行政を打破するべくデジタル化行政には、次の
通りの現状課題があり、その行末を不安視している。

現状課題
①我が国のマイナンバー制度の下では、個人情報保護の制約のため，ＩＤを介した各
組織がもつ区民情報を紐付けできない。法令改正の困難さのために改善するのに消
極的である。
②手続きが紙ベースの個人証明やハンコの文化から脱出できず、添付書類をＰＤＦ化
やスキャナーで読ませ、デジタル化する手間や持参作業をかけている。
③目黒区の中長期計画基本方針によれば、区民サービス事業のディジタル化検討は、
横断的ではなく、各施策責任担当部署による従来の縦割り方式で検討されると理解
している。

本来期待されるデジタル化効果
①マイナンバーカードによる各組織保有情報を紐付けして、個人情報の管理を十分行
い、横断的な行政による一元管理を行う。
②申請者の作業簡素化で、より迅速な対応が可能となる。
③行政負担の軽減とよりきめ細かいサービスが提供できる。
④区民申請型から、プッシュ型の区民サービスが提供できる。行政統合化データに基
づく受給要件を満たした資格者に自動振り込みが可能となる。

DX戦略
課

2 DXの取組を進めていくためには、マイナンバーカードは必
要不可欠です。マイナンバーカードの普及を促進していく
とともに、適正な個人情報保護とセキュリティ対策を徹底
しながら、活用を検討してまいります。

0009 01 個人 メール デジタルで社会を良くするコンセプトも素敵だと思うが、SDGsにはあまり触れられ
ていないようなので、環境作りが入っていた方が良いと思う。
今はあまり一人ひとりが意識しない分野だと思うが、これからの未来に向けて必要条
件のように思う。SDGsは知らない人が聞くと、なかなか個人では取り組めないこと
のように聞こえるが、DXを生かすとSDGsも実現していけるし、DXの人材育成にも
繋がっていく。ぜひ目黒区がロールモデルになったらいいと思う。

DX戦略
課

1 ご意見の趣旨を踏まえ、修正します。

0010 01 個人 メール 現在、町内会を通じてまわってくる情報は、できるだけLINE等のSNSや、目黒区役
所のサイトの掲示板で周知することとしてほしい。近隣の人とのつきあいや情報交換
は重要ではあるが、感染症の危険のある回覧板は、そろそろやめてもらいたい。

DX戦略
課

4 さまざまな団体におけるDXの取組と連携・協力しながら
取り組んでまいります。

0010 02 個人 メール スマホとPCのどちらにかたよることなく、両方を並行して、どちらからも常に区政に
アクセスできるようにしてほしい。高齢者にはタッチパネル式のスマホは、うまくセン
サーが反応してくれないため、PCのほうが数倍も使いやすいことをご理解いただき
たい。

DX戦略
課

2 さまざまな状況の方がいることを踏まえ、区民の視点に
立ったサービスを提供をしてまいります。
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DXビジョン素案に対するパブリックコメント

対応
区分

検討結果（対応策）所管課
整理
番号

枝番 区分 種別 意見内容（要旨）

0011 01 個人 メール 高齢者のデジタルリテラシーの向上に取り組んでほしい。特に、スマホは持っている
が、Zoom 、Webex等のオンライン会合、オンライン講座等を苦手としている７０歳
代、８０歳代の高齢者が身近にも多いため、電話相談・面談相談・オンライン相談・
FAX相談・メール相談などに対応する「もっとお気軽相談センター」のような組織を
作ってほしい。

DX戦略
課

2 デジタル技術の活用が難しい方が取り残されることがな
いよう、デジタル機器の操作方法等について、相談会・講
習会の実施や、支援員の設置・育成など、情報格差（デジタ
ルデバイド）解消に向けた取組を進めてまいります。

0011 02 個人 メール コロナ対策にスマートウォッチの活用推進を提案する。イメージは以下の通り。
１.区民協力者１０００0名程度を募集。参加を確保するため協力費あり。
２.協力者には以下の健康情報(例示)を毎朝定期的にDX戦略課に送信。
①体温②血圧③心拍数④前日の行動歴マッピングその他コロナ禍撲滅対策に必要な
ビッグデータ集積に資する情報
３.目黒区は、都及び国と協働し、これらのデジタルデータを解析し、事後的消火活動
的ではない未然防止的行動規範策定を行い、協力者個々人に行動規範をアドバイス
し、行動をフォローする。
４.目黒区は協力者個々人のコロナ感染状況・発症状況等を解析し、新コロナ対策立案
実行に資する。

DX戦略
課

4 スマートウォッチをはじめとするウェアラブル端末の利用
は、端末を身に付けて使用することにより、これまでには
ないデータの活用方法が生まれる可能性があるものと認
識しております。その活用にはセンシティブ情報の取扱い
やコスト面など多くの課題もあることから、今後の研究課
題といたします。

0012 01 議会 メール 情報通信などデジタル技術の進歩は、人々の幸福や健康に資するものでなくてはな
らず、地方自治体においても地方自治の発展や住民の生活や福祉の向上のために有
効活用していくことが求められる。しかし、国が進めようとしている「デジタル改革」
は、閣僚の発言やマスメディアはじめ各方面の識者からも、個人情報保護をないがし
ろにし、権力による国民監視を強め、財界の利益に奉仕する危険な内容であることが
指摘されている。利便性や効率性の強調だけでなく、文字通り「区民目線に立った
サービスの実現」を推進していくこと。

DX戦略
課

2 安心してデジタル技術の恩恵を受けられるよう、引き続き
個人情報保護やセキュリティ対策を徹底していくととも
に、区民目線に立ったサービスを実現してまいります。

0012 02 議会 メール 目黒区の個人情報保護条例は、個人情報の本人以外からの収集の禁止、目的外利用
の原則禁止、外部提供の原則禁止、外部の電子計算組織との結合禁止、また、個人情
報の開示、訂正、消去、目的外利用の中止を求める権利を明記するなど、自己情報コ
ントロール権、情報の自己決定権を保障している。このような区の個人情報保護条例
を守り、発展させていくことが住民の大切な個人情報を守る防波堤にもなる。システ
ムの標準化やオープンデータ化などを口実にした個人情報保護条例の改定は行わな
いこと。

行政情報
マネジメ
ント課

5 現在、条例に基づき個人情報保護制度を運用している各
地方公共団体は、今後、個人情報の定義や個人情報の取扱
いの規律等、制度の全般において個人情報保護法の適用
を受けることになります。本区においても、同法の規定に
基づく個人情報保護条例の内容の検討を含め、新制度の
施行に向けて的確に対応できるよう、取り組みます。

0012 03 議会 メール 企業が管理・運用するガバメント・クラウドの利用は、法律では「努めるものとする」と
規定されているが、義務ではない。このシステムはこの間、ネットワーク中枢での故障
やシステム障害などが発生し住民サービスに支障が出ている。ガバメント・クラウドの
使用はやめること。

情報政策
課

4 ガバメント・クラウドについては、現在先行事業として検証
が行われており、そうした状況も注視しながら、検討してま
いります。
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0012 04 議会 メール 素案では、「デジタル技術を使うことが適さない場合には、デジタル技術に頼らない
手法で行うこともあ」ること、「窓口や対面による相談はなくならず、業務の最適化に
より、職員がやるべき業務・職員しかできない業務は、これまで以上に親切・丁寧な対
応ができるようになる」としている。ＡＩなどのデジタル対応は万能ではなく、マニュア
ルとして確立されている対応はできるが、突発的な対応、イレギュラーな相談や対応
はできない。何よりも、職員は窓口の経験を重ねることで、専門性やノウハウが蓄積
される。
国はマイナンバーカードの押し付けや行政手続きのオンライン化で「行政の効率化」の
名のもとに自治体の窓口業務の削減を進めようとしている。こうした「自治体窓口の
ＡＴＭ化」ではなく、対面の相談・申請窓口はさらに充実させ、住民からの相談を待つ
窓口ではなく、区側から手を差し伸べる相談・申請窓口へと発展させること。

DX戦略
課

2 ご意見のとおり、DXの取組は目黒区基本構想に定めるま
ちの将来像を実現していくための手段のひとつであり、デ
ジタル技術を使うこと自体が目的ではありません。デジタ
ル技術を上手に使い、業務の見直しや最適化を図ること
で、「もっと親切・丁寧な区民サービス」を提供できるよう、
進めてまいります。

0012 05 議会 メール 民間からの外部人材登用は、当人が「全体の奉仕者」たる「任期の定めのない常勤職
員」の地方公務員として定年まで働くことが想定されていない。区が特定の企業の利
益のためにではなく、公正・中立の立場に立って行政を執行させるためには、外部人
材に地方公務員法が定める服務規定を順守させる任用を行うこと。自治体職員とし
て職務に専念する勤務条件を必須とすること。また、職務は区への技術的な助言や援
助にとどめるとともに、職務上知り得たことは外部に漏洩しないよう徹底させるこ
と。

人事課 7 任用に当たって適用される地方公務員法等の法令順守に
ついて、周知徹底を行ってまいります。

0012 06 議会 メール デジタル技術に精通する新たな人材は専門職の地方公務員（常勤職員）として採用
し、定年で公務に専念できる勤務条件を確保するとともに、中長期的な視点に立って
育成すること。

人事課 4 DXの取組の進捗状況等に応じて、様々な手段で必要な人
材の確保を行い、職員の人材育成に取り組んでまいりま
す。

0013 01 個人 メール 進め方において、以下の２点が列記されている。
○組織と前例の壁にとらわれない！
○デジタルは・・・×目的　○手段
この意味合いを、具体的に記載していただきたい。特に職員に対して今までの仕事の
やり方を変革することを促すような言葉に変更していただきたい。

ややもすると、今までの行政の仕事のやり方を、タブレットを使ったやり方に変更す
ればよいのだろう、とか、今の業務フローをシステムエンジニアに渡してサーバーやシ
ステムを構築すればよいのだろう、と言った考えに進みがちになることが懸念され
る。デジタルを行う前に、トヨタカイゼンで使われる「業務の整流化」を行っていただ
きたい。単に書類を複数部署で回付するようなやり方や、担当者が作成した書類を係
長、課長、部長と複数回確認するような仕組みが本当に良いのか。回付することの目
的、業務の目的に照らし合わせて、その行為が本当に意味のある、必要な業務なのか
を考えていただく。目的に沿った業務の進め方に見直していただくこと。それをとこ
とん実施した上で、初めてデジタルツールを構築する、という手順でＤＸを進めること
にしていただきたい。

DX戦略
課

2 ご意見のとおり、DXの取組は目黒区基本構想に定めるま
ちの将来像を実現していくための手段のひとつであり、デ
ジタル技術を使うこと自体が目的ではありません。デジタ
ルツールありきではなく、業務自体の必要性の検証も含め
た抜本的な見直しに取り組んでまいります。
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0014 01 議会 メール 全体的にとてもわかりやすい言葉で書かれており、区民にも知って欲しいという意志
が感じられた。目黒区のDXへの取組で区民にとって便利になっていくことを、職員
への周知はもちろん、ぜひ多くの区民にもPRしていただきたい。

DX戦略
課

3 DXビジョン素案にご理解をいただき、ありがとうござい
ます。今後もわかりやすく効果的に周知を行っていけるよ
う、様々な手法に取り組んでまいります。

0014 02 議会 メール AIチャットボットは24時間いつでも気になったことを聞けるので、日中に時間が取り
にくい世代にとっても便利だと考えるが、ほったらかしにならないよう、きちんと管
理・更新を続けていただきたい。

DX戦略
課

3 ＡＩチャットボットの効果を十分発揮できるよう、問合せに
対する回答の事前準備や、回答内容の管理・更新などに取
り組んでまいります。

0014 03 議会 メール P9 双方向のやりとりができることで、期待も上がっていく。特に若年層にとっては
電話や対面よりも、チャットの方が意見を言いやすいこともある。住民参加の観点か
らも、一方的な発信のみに留まらず、いずれは双方向のコミュニケーションが行なわ
れるようにしていただきたい。

DX戦略
課

2 オンラインで気軽に意見を伝えられる仕組みや意見交換が
できる環境の整備に取り組んでまいります。

0014 04 議会 メール P11  職員のテレワークについては自宅だけでなく、出張先や自宅周辺も選択肢にな
ると便利ではないか。緊急時における職員の参集という観点からも、区有施設や都内
の民間のテレワークオフィスなどとも提携を行なってはいかがか。

DX戦略
課

4 テレワークについては、職員の働き方改革や感染症予防の
観点に加え、扱う業務情報の保護やセキュリティ対策の徹
底などの課題も踏まえ、検討を進めてまいります。

0015 01 個人 メール まず、素案は良くできていると思う。惜しむらくは、区民、素人目線での多くの人々が
わかりやすい、使いやすいＤＸを是非目指すこと。区LINEや、役所内動画、住区セン
ター、シルバー施設で繰り返し流して、情報共有してはどうか。役所、地域包括セン
ター、図書館など区民が出入りする場所でＤＸの使い方を簡潔にまとめたパンフレッ
トを置くと良いと思う。

DX戦略
課

3 DXビジョン素案にご理解をいただき、ありがとうござい
ます。今後もわかりやすく効果的に周知を行っていけるよ
う、様々な手法に取り組んでまいります。

0016 01 議会 書面 ≪目黒区DXビジョンの策定にあたって≫に、以下のコンセプトを載せていただきた
い。

世田谷でもない、渋谷でもない、港でもない・・・
目黒区が目指すDX=生活が楽になり、仕事が楽になる。本質的な豊かさの実現。
私たちの合言葉は、「区役所もジョブ・リノベーション」「区民もライフ・リノベーション」
デジタルの力を用いて、一歩踏み出すことによって、その先にある未来に向けて
あなたが変わる、わたしが変わる、そして、行政サービスが変わる。
さあ、ワクワク、ドキドキを体験しましょう・・・私たちとご一緒に。

DX戦略
課

3 目黒区ＤＸビジョンは、変化の激しい困難な時代に、デジタ
ル技術を上手に活用して区民のさまざまなニーズに幅広
くこたえていくための「羅針盤」として策定します。広い視
野でスピード感を持ち、柔軟に対応していく果敢な挑戦意
識によって、御意見の趣旨を実現させてまいります。

0016 02 議会 書面 デジタルで「もっと」をかなえていく取組
「ラクラク・ワクワクな未来へ」との言葉があるが、素案全体に目黒らしいDX推進の姿
がいまいち感じられない。私案であるが、上記のコンセプトに照らし合わせて、デジタ
ルの力を用いることによって、目黒区や目黒区民にとってベネフィットをどのように
感じ取ることができるのか、言葉や目的を再検討してほしいと思う。

DX戦略
課

2 目黒区のＤＸは、デジタル技術を上手に活用することによ
り、便利な生活、親切・丁寧なサービス、安全・安心に暮ら
せるまちづくりを実現させ、目黒区基本構想に定めるまち
の将来像「さくら咲き　心地よいまち　ずっと　めぐろ」の
実現を目指して取り組んでいきます。区民目線に立ち、区
民の真のニーズにこたえていくよう、取組を進めてまいり
ます。
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0016 03 議会 書面 情報システムの標準化にあたっては、23区の連携や互換性の担保に留意することが
必要だと思う。

DX戦略
課

3 情報システムの標準化については、23特別区がしっかり
と連携して取り組んでいくよう努めてまいります。

0016 04 議会 書面 目黒区のDX推進を遅滞なく進めるうえで「スモールスタート」はできるだけデジタ
ル・デバイドの区民にとっても、職員にとっても、絵で見て分かりやすく、それこそ「ワ
クワク、ドキドキ」できるような仕掛けづくりを効果的に、さらに意図的に作りこんで
いただきたい。

DX戦略
課

2 ＤＸの取組を進めていくにあたっては、区民にも職員にも
わかりやすいことが大切であり、夢を現実にするワクワク
感が重要であると考えております。デジタル技術の加速度
的な進歩を区民のみなさんが実感できるような仕掛けづ
くりを考えてまいります。

0016 05 議会 書面 DX推進の要は、職員一人ひとりにその取組に対する意識を持ってもらうことであ
り、区役所内の「もっと」をかなえたいという声が、大きく形になる仕組みづくりが重
要と考える。そのために、DXに興味のある職員との連携やDX部門から区役所内に
細胞のように入り込んでいくことが必要だ。これは区民に対する素案と同時に全職員
に対する素案であり、DX推進のために全庁挙げてのビジョンとして示すべきと思
う。

DX戦略
課

2 DXの推進にあたっては、職員一人一人が「目黒区がDXに
取り組む目的」を十分に理解し、主体的に考え、行動する組
織風土が求められるため、情報政策推進部が中心的・主導
的な役割を果たしながら、全庁的・組織横断的に取組を推
進してまいります。

0017 01 議会 メール P4 主な取組の中の生活を『もっと便利に！』のところで、24時間365日どこからで
も（オンライン申請）　とある。 デジタルが得意な人、興味がある人が恩恵を受けるの
は当たり前で、全く苦手な人が簡単にオンライン申請できるぐらいにまで分かりやす
くすることがDXのビジョンだと思うので、その視点を持って進めていただきたい。

DX戦略
課

2 デジタル技術の活用が難しい方が取り残されることがな
いよう取り組んでまいります。

0017 02 議会 メール P4 主な取組の中の区民サービスを『もっと親切・丁寧に！』のところで、だれ一人取
り残さない やさしいデジタル化（スマホ相談会など）　とある。 相談会で行っている
ことは本当に有効なのか。学習して一人になった時に果たして操作が出来るのか？
繰り返し使う場面がないと操作を忘れてしまうことも考えられる。暫く操作する機会
がないと元の状態に戻ってしまうものだとも思う。操作が不慣れな方の目線になって
教え方ができる人材の配置や工夫、苦手な方でも分かるようなできる限りの単純化
を心掛けていただきたい。

DX戦略
課

2 デジタル技術の活用が難しい方が取り残されることがな
いよう取り組んでいくとともに、区民目線に立ったサービ
スの実現に向けた取組を行ってまいります。

0017 03 議会 メール P8 「1章 DXでめざすこれからの目黒」 2 DXって、なにをするの？③ 「一人ひとり
に合った情報やサービスを自動的に受け取ることができます。」の中で、どうやって実
現させるの？ に書かれているプッシュ型通知に関して、小さな文字の長文をスマホ
画面で閲覧する見づらさがある。 また、何回も様々な情報が送られて、見るのがおっ
くうになってもいけない。高齢者の方の反応を伺いながら、文章の平易化、短文化、
プッシュ情報頻度の最適化などを考慮しながら対応をお願いしたい。

広報課 2 ご意見の趣旨に沿って、今後とも情報発信の内容や頻度、
タイミングなどを工夫し、一人一人に合った適切な情報発
信に努めてまいります。

0017 04 議会 メール P8 マイナポータルを活用したオーダーメイドの行政情報をプッシュ型通信で届ける
とあるが、区民が自ら調べる時間や負担を軽減することできるよう、また申請漏れが
なくなるような取組となるよう要望する。

DX戦略
課

2 一人一人に合った情報やサービスを自動的にお知らせ・お
届けすることをめざし、知らないうちに手続の締切りが過
ぎていたといったことがなくなるように取り組んでまいり
ます。
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0017 05 議会 メール P11 「1章 DXでめざすこれからの目黒」　2 DXって、なにをするの？  　⑧「職員の
働き方改革や業務改革などを通じ、より区民に寄り添ったサービスを行います。」の
中で、「職員が行うべき業務・職員でなければ行えない業務」の時間を増やし、これま
で以上に区民に寄り添った親切・丁寧な対応を行います とある。 これからの職員は、
日常の仕事に従事しながら、DXとしてのオペレーションを習得し、区民に寄り添うた
めの充実した経験を学ぶ時間も必要で、これまでの業務より負荷がかかることが懸
念される。人員削減も同時に行われると、職員が受け持つべき業務の時間を増やす
どころか、業務の質が低下しかねないか懸念される。具体的な進め方をDXというブ
ラックBOXで隠さず、取組のプロセスを可視化し、最適な人員で業務改革を進め、よ
り区民に寄り添ったサービスが行える環境を目指して欲しい。

DX戦略
課

3 DXの取組を推進していくためには、人材の確保・育成が
重要です。全職員が区民目線で区民サービスの質を向上
させていく意識を持ち、適切な知識・スキルを身に付けて
いくよう取り組んでまいります。

0017 06 議会 メール P12 「1章 DXでめざすこれからの目黒」　2 DXって、なにをするの？
⑨「だれ一人取り残されない、みんなが暮らしやすい目黒区になります。」「どうやって
実現させるの？」の中で、デジタル機器の操作方法等について、区施設等を活用した
相談会・講習会の実施や支援員の設置・育成を進めるとあるが、デジタル機器の扱い
に不慣れな方が、身近に相談に行けることが重要。現在、住区センター会議室には
Wi-Fi環境が整備されているのだから、こうした住区センターを活用しない手はない
と考える。また、国や東京都は「デジタル活用支援員」の配置する補助制度も設けられ
ている。これらを利用して速やかに実施していただきたい。

DX戦略
課

2 デジタル技術の活用が難しい方が取り残されることがな
いよう、デジタル機器の操作方法等について、国や東京都
の補助制度を活用しながら、区施設等を活用した相談会・
講習会の実施や支援員の設置・育成など、情報格差（デジ
タルデバイド）解消に向けた取組を進めてまいります。

0017 07 議会 メール P14 「2章 DXの推進に向けて」 1どんなことに注意するの？
(5)「組織と前例の壁にとらわれない果敢な挑戦意識」の中で書かれていることを真
剣に取り組んでいただきたい。これまでは「ウチの仕事ではない」、「これまでやったこ
とがない」と突き返されてきた印象が強い。柔軟さが求められている社会に変化して
いると感じる。

DX戦略
課

2 DXの推進にあたっては、職員一人一人が「目黒区がDXに
取り組む目的」を十分に理解し、主体的に考え、行動する組
織風土が必要であり、全庁的・組織横断的に取組を推進し
てまいります。

0017 08 議会 メール P16 「2章 DXの推進に向けて」 2どうやって進めていくの？
③「DX人材の確保・育成」必要な人材について、外部人材の活用についても積極的に
行っていきます　とある。その必要性は考慮しつつも、あまりに専門性が行き過ぎる
と、端折り過ぎてついていけなくなる恐れがあると考える。職員がついていけたとし
ても、それを提供される区民の中でついていけなくなる方が出てくることを危惧す
る。その感覚を有した、できる外部人材の登用をお願いしたい。

DX戦略
課

2 区民目線でデジタル技術を上手に使って区民サービスの
質を向上させていく観点に立った人材の確保・育成・活用
を行ってまいります。

0017 09 議会 メール 総括的にですが、区民には、「デジタルに精通した方」から、「ついていけてる方」、「苦
手だけど努力されている方」、「ついていけない方」、「固定電話しか持っていない
方」、「連絡手段がない方」など、幅広く存在する。 表紙に書かれている『「DX」は、デ
ジタルを上手に使って、「もっと便利に」「もっと身近に」「もっと楽しく」「もっと簡単
に」いろいろな『もっと』をかなえる取組です。』と書かれてあるが、どの辺りをター
ゲットにしているかはわからない。自治体DXであるため、全区民対象が望ましいが、
「固定電話しか持っていない方」、「連絡手段がない方」は現時点では難しいと考える。
ボリュームゾーンとなりそうな「ついていけてる方」を照準に展開するのでは使えない
方との格差を拡げ、目黒区が目指すDXとしての価値は低くなると考える。大変だ
が、「ついていけない方」まで掘り下げて、ターゲットにしていただきたい。

DX戦略
課

2 目黒区のDXは、だれ一人取り残されることのない、みん
なが暮らしやすい目黒区の実現を目指すものであり、それ
ぞれの状況に応じた取組を進めてまいります。
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