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「（仮称）仙台市ＤＸ推進計画」（中間案）に対する意見の概要と本市の考え方について 

１ 計画全般に関する意見 
 

意見の概要 本市の考え方 

1  デジタルはあくまで手段であり、社会

全体の変革が目標ではないか。主役は仙

台に住み、学び、働く人々。 

 本計画では、デジタル技術を活用すること

によって、市民サービスの利便性を向上させ

るとともに、豊かで安心して生活を送ること

のできる環境づくりに向けて「ひとを中心と

した DX」を掲げております。本計画の推進に

あたっては、市民・事業者等との連携・協働を

図りながらその趣旨を踏まえて取り組んでま

いります。 

2  ＤＸ推進計画にはＳＤＧｓについて

の記述がない。計画に書き込み、個別目

標に１７のゴールを記述することで、行

うべき方向が明確になり、市民、企業と

の共通認識の基盤になるのではないか。 

 ご意見のとおり、市民や企業等の多様な主

体と連携して取り組むにあたっての共通の理

念として、持続可能な開発目標（SDGs）と本

計画との関係についての記述の加筆を行いま

す。 

3  多くのデジタル化項目が記載されて

いるが、財源が不明。投資額・削減効果

も明確にしてほしい。デジタル化にかか

る政府への提案（制度・予算）を行うよ

うお願いしたい。 

 各項目については、本市の独自の財源で実

施しているものや、国の交付金等を活用し実

施するものがございます。今後も国に対し、

デジタル化に関する財政措置の拡充等の、必

要な働きかけを行う等、各取組みの実施にか

かる財源の確保に努めるとともに、取組みに

かかる費用や想定されている効果等の分かり

やすい説明に努めてまいります。 

4  『図 DX における「デジタル化」』に

ついて、”データベース”の括りに”データ

分析”の記載まで入れるのは無理がある

のではないか。 

 また、”RPA によるデータの正規化・

標準化”について RPA をまず使おうとす

るのではなく、重要性と処理の効率を考

えてシステム構築するべきではないか。 

 ご指摘の図表における見出しと記載内容の

整合性につきましては、いただいたご意見を

踏まえ内容を精査し対応してまいります。 

 また、本計画では、BPR により業務プロセ

スの標準化や最適化を図ったうえで、RPA 等

デジタル技術を積極的かつ効果的に活用した

市役所の業務改革に取り組んでまいります。 

5  DX の定義に、「制度を改革」する視点

が欠けているのではないか。DX の定義

に「デジタルを前提に理想的な制度や政

策、組織の在り方を目指して変革」する

こと、「データとＩＣＴを効果的に活用

し、イノベーションが起きるよう法制度

を改革する必要があ」ることを記述して

ほしい。 

 本計画における DX の定義は「デジタル社

会の実現に向けた改革の基本方針」（令和 2 年

12 月 25 日閣議決定）を参考に、新しい技術

に合わせた制度や政策、組織の在り方等の変

革を定義の内容としておりますので、原案の

とおりとさせていただきます。 
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２ まちのデジタル化における視点に関する意見 
 

意見の概要 本市の考え方 

6  人材育成の部分が不安に感じる。仙台

圏の大学で情報通信工学を学んでも、泣

く泣く仙台を離れ首都圏で就職する若

者は多いと思う。 

 首都圏で研鑽を積んだ地元出身の中

堅社会人を受け入れたほうがスピード

感をもってＤＸを推進できるのではな

いか。東京や首都圏の IT 企業の誘致、

サテライトオフィスの進出に尽力して

ほしい。 

 本市の若者の首都圏への転出は定常的にみ

られており、ご意見のような若者世代の傾向

もあるものと認識しております。本計画では、

ICT 関連企業の誘致の取組みを進めるととも

に、IT 人材育成にも取り組んでまいります。 

7  高齢者のデジタル教育では、シニアに

よるシニアのための学び合いが有効。シ

ニア NPO が市と共創して人材育成に努

める体制を敷くべき。 

 シニアがマイナンバーカード等を利

用しオンライン手続きを行うにはハー

ドルが高い。このためのポータルサイト

を運営してはどうか。 

 スマートフォンを保有しない・保有で

きない方もいるが、訪問型の相談環境や

端末を配備してはどうか。 

 本計画では、高齢者がデジタルサービスに

関する相談・助言が受けられる機会を設ける

ほか、スマートフォンの使い方やオンライン

手続きにかかる講座を開催し、「誰にも優しい

デジタル化」を推進することを掲げておりま

す。様々な団体との協働も視野に入れながら、

デジタル社会をもっと親しく感じてもらえる

よう取り組んでまいります。 

8  計画の早期の実現を期待する。市民や

事業者がデジタル化したサービスを享

受できないことのないよう支援するこ

とが必要。デジタル弱者を取り残さない

という安心感も必要。 

 本計画では、市民の誰もがデジタルサービ

スにアクセスでき、デジタル化の恩恵を受け

られ、誰も取り残されないよう、「誰にも優し

いデジタル化」を掲げており、この趣旨に沿っ

て様々な取組みを推進してまいります。 

9  システムやアプリの開発には、地元企

業や仙台に事務所を置く企業を活用し、

システムやアプリの他自治体への横展

開をサポートするなど企業の育成につ

なげてほしい。 

 本計画では、地元 ICT 関連企業と幅広い分

野の協業の創出や、ICT 人材の育成等の取組

みを掲げており、これらを通じて地域産業の

活性化に取り組んでまいります。 

 

  



3 

 

３ 行政のデジタル化における視点に関する意見 
 

意見の概要 本市の考え方 

10  DX 化で便利になる反面、これまで以上

のセキュリティ強化やシステムが根付く

までは膨大な労力・予算がかかるだろう。 

 最終的に市民が利用する段階でさらに

便利になっていないと意味がない。 

 引き続き情報セキュリティの確立に努め

安心・安全を確保しつつ、多様化する市民ニ

ーズに応えより便利に市民サービスを利用

できるよう「ひとを中心としたＤＸ」に取り

組んでまいります。 

11  テレワークの見通しがまるで立ってい

ないように見える。一方で名刺管理クラウ

ドの導入が進んでいる事を考えると、対面

での応接を避けるべきコロナ禍において

優先順位がおかしいのではないか。 

 本計画において、感染症まん延時の職場に

おける職員の接触機会低減のためテレワー

クの活用を進めてまいります。 

 なお、分野によってはやむを得ず対面を要

する業務もございますが、その場合でも待ち

時間や接触機会を極力少なくする等のため、

市役所業務のデジタル化を進めてまいりま

す。 

12  仙台市ＤＸ推進のためには、全国に声を

かけ、市民、Ｕターン、Ｉターン者などア

ーキテクト（設計者）を選定し育成すべき。 

 ＤＸを着実かつ効果的に推進するには、Ｉ

ＣＴに関する知識やスキルだけでなく、経営

や業務の変革に関しても推し進めることの

できる人材が必要となります。このため、本

計画においては、産学官金連携によるＩＣＴ

人材育成・確保の支援や地域企業におけるＩ

CＴ人材確保の支援等を掲げており、そのた

めの効果的な手法等について、様々検討しな

がら取り組んでまいります。 

13  マイナンバーカードの早期な普及促進

をお願いしたい。マイナンバーカードにつ

いて、市が発行する各種カードとの紐づけ

や、市の職員証や企業の社員証としての活

用、市議会議員に携帯を義務付けるなどの

普及策で、実生活で利用できるサービスを

追加すべき。 

 マイナンバーカードの交付につきまして

は、引き続きその促進に努めてまいります。 

 また、マイナンバーカードの活用による行

政手続のデジタル化等、市民が利便性を実感

できる取組みを着実に進めるとともに、いっ

そうの普及促進につながるよう工夫を重ね

てまいります。 
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４ まちと市役所の協働の視点に関する意見 
 

意見の概要 本市の考え方 

14  市民、行政、民間などの役割分担の抜本

的見直しに伴う、社会の再設計（リデザイ

ン）という観点で、市民を中心として、行

政・企業・大学・デジタル企業が一体とな

って話合いながら、未来の仙台つくりを

行う市民共創の場を提案する。 

 本計画では、民間事業者、大学と連携しな

がら行政課題や地域課題の解決に向けた取

り組みを行ってまいります。いただいたご意

見を踏まえ、目指すまちの姿を様々な主体の

間で共有し、ともにデジタル化に取り組んで

いけるよう DX を推進してまいります。 

15  個人情報の利用やマイナポータルの機

能や使い勝手などについて、仙台市と市

民が連携して共創により評価・改善提案

を行えないか。 

 スマートシティ・仙台の実現に向けて、ま

ちと市役所が協働して取り組むことが重要

と認識しております。ご指摘の点に関連する

取組みについての情報発信とともに、これに

対するご意見も伺いながら、改善に努めてま

いります。 

 

５ DX の推進体制に関する意見 
 

意見の概要 本市の考え方 

16  DX を進め、市民サービスの質の向上、

人件費の削減、労働環境の改善には賛成

する。 

 問題点は職員の意識づけ。役所内でデ

ジタル化が必須であることについて教育

指導すべき。 

 デジタル化を妨げている役所内の回線

を高速化すべき。 

 役所内で DX 化を進めるには、労働環

境改善・業務効率化につながることを掲

げ全部署で同時に進行することが必要で

はないか。 

 社会全体としてデジタル化への変革が求

められるなか、本市においてもデジタル社会

への対応が必要と認識しております。 

 本計画では「行政のデジタル化」の視点に

おいて、全庁的に計画の総合的な調整や進行

管理を行いながら市役所内の各部局が一丸

となってデジタル・トランスフォーメーショ

ンを推進し、市役所業務の変革に取り組んで

まいります。 

17  仙台市は本分野では必ずしも先頭を走

っていない。国内外他都市の先進事例を

調査分析し実現可能なものからサービス

実装し追いつく作戦になる。 

このためには以下が重要。 

・市職員（特に若手）の創造力 、チャレ 

ンジ精神 

・市民、行政、 地元企業 、地元デジタル 

企業、大学の巻き込み 

・国家戦略特区制度を通した法改正への 

大胆な挑戦 

 本市では、すぐに実行に移すべき施策を

「デジタル化ファストチャレンジ」として昨

年 11 月に取りまとめ、デジタル化の取組み

を進めております。本計画では、目指すべき

方向性を明らかにし、市民、民間事業者、大

学などの学術・研究機関、市役所がそれを共

有したうえで、連携して DX に取り組んでま

いります。 

 


