






































令和３年１２月２０日

さいたま市 都市戦略本部

（デジタル改革推進部）

ＤＸの推進

【議題】

資料３



本市のデジタルトランスフォーメーションの現状と課題について

さいたま市では、市民サービスの向上と市役所業務の効率化に向け、令和２年11月に「さいたま市デジタルトランスフォー
メーション（ＤＸ）推進本部」を設置した。令和２年度においては、新型コロナ感染症の拡大に伴い、非常時における行政
サービスの維持を念頭に、４つのWGにおける検討を中心に推進本部の議論を進めてきたが、令和３年度においては、アフ
ターコロナも見据え、総合的な観点からデジタルトランスフォーメーションを推進するため、本年４月から、DXコンセプトとして
「さいたまデジタル八策」を打ち出すとともに、「三本の矢」による施策の整理を進め、令和４年度の当初予算要求へと繋げて
いる。
国においては、デジタル行政の統合的な推進等を図るため、本年９月にデジタル庁が創設されるとともに、自治体の業務シ

ステムの標準化についても本年の通常国会で法律が成立し、令和7年度までに各自治体は標準システムに移行することと
なっている。

コロナ禍を契機に顕在化した、人と人との接触機会を避けるための行政サービスにおけるデジタル導入に引き続き取り組みつ
つ、さらに社会におけるデジタル化が進展すると見込まれるアフターコロナ、いわゆるSociety5.0を見据えて市役所の在り方を
問い直していく必要がある。
また、国が主導して進められているシステムの標準化やクラウド化などに計画的に対応していくことにより、Gov-Cloud（仮

称）のスケールメリットを活かしつつ、十分な市民サービスを継続的に提供するために必要な取組を行うこととする。

現 状

課 題

1

＜WGで検討しているテーマ＞

・窓口オンライン化の推進（手数料等のキャッシュレス化を含む。） ・市民や職員がデジタル時代に適応する方策
・政策立案に資し、かつ個人情報等の取扱いにも配慮したデータ活用 ・システム標準化への対応 等



ＤＸ推進により目指すべき姿

行政サービスを受けるために必要な市への手続等によって発生する市民の負担（時間、移動及び情報取得の
コスト、その他の制約条件）を可能な限り減らす。
行政サービスをはじめ、地域社会全体のデジタル化を推進していくことにより、市民一人一人の生活環境を、
日々豊かで自由なものにしていく。
データの活用やデジタルツール導入によって、効率的かつ的確で、かつ職員満足度も高い持続可能な行政を実
現する。
時代の変化や新たな危機にも迅速に対応しうる柔軟かつ堅牢なデジタル基盤及び体制を構築する。

目指すべきＤＸの姿
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＜さいたまデジタル八策＞

市
民
満
足
度
の
向
上

行政手続の
市民負担軽減

地域社会全体の
デジタル化

デジタルを活用し
た効率的で的確

な行政

変化や危機に対
応しうる柔軟性

①、③、⑦

②、③、⑥

④、⑧

⑤、⑧



本部会

幹事会
PT（プロジェクトチーム）

窓口オンライン化
WG デジタル活用WG データ活用WG 業務改革WG

キャッシュレス
SWG

・データを各部局が利用して成
果を上げていくための仕組みの
策定

・電子申請等の一層の拡大

・窓口も含めたキャッシュレス納
付の拡大

テレワークSWG 業務効率化SWG

・市民のデジタルスキルの向上の
支援（窓口WGとも連携）

・職員のデジタルスキルの向上や
デジタル化推進に向けた組織
の在り方、人材の活用方策

さいたま市ＤＸ推進本部 体制図（現行）

・システム標準化に対応するた
めの方策を中心に検討

・在宅勤務等の働き方改革の
推進及びシステム整備の検討 3

情報統括監、関係課⾧
戦略の立案、関連施策の管理、軽微な事項の審議

市⾧、副市⾧、各局⾧級
重要事項及び戦略の審議、施策の方針

担当職員による局担当制
庁内外の情報ハブ

・令和２年１１月 設置
・令和３年 ４月 再編

・RPAなどのデジタル技術を活
用した業務効率化の検討



②オンライン化済※
（電子申請システム他）

271件

※Ｒ3.2月末時点の数

④押印が国の法律・県の条例等に基づくもの 302件
（国の法律等により義務付けられているもの）

⑤押印が市の条例・規則・要綱等に基づくもの 3,506件
（市が独自に見直せるもの）

押印を要するもの ※登録印含む
305件

令和2年度末までに押印廃止
3,201件

⑥押印が不要なもの 1,928件

①本市の行政手続き 計6,007件

③オンライン化未対応 5,736件

※ すでに「署名又は記名押印の選択」となっている手続、
国・県の法令等改正によりR3.4.1時点で押印不要となる手続含む

見直し可能な手続の約９１％
3,201件／3,506件

取組① 行政手続における押印見直し（R3.4.1時点）
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多様な働き方や業務継続の観点から、以下の３つの形態を踏まえ段階的な環境整備を行う。

取組② 本市におけるテレワークについて
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１ 在宅勤務 （介護や育児、けが、妊娠等）通勤負担へ配慮が必要な職員への支援拡充

職場に出勤しないで自宅を就業場所とする勤務形態。オフィスに出勤することなく、自宅の執務環境の中で行う
働き方で通勤負担が軽減され、時間を有効に活用することができる。

３ モバイルワーク
外勤における移動時間を利用できるなど、働く場所を柔軟にすることで業務の効率化を図ることが可能な働き方。

訪問、出張時等の時間の有効活用、他自治体のオフィス利用によるコワーキング等

２ サテライトオフィス
自宅の近くや通勤途中の場所等に設けられたサテライトオフィスで業務を行う働き方。
通勤時間を短縮しつつ、在宅勤務やモバイル勤務以上に環境の整った場所で業務を行うことができる。

常設設置に限らず、臨時設置や会議室の一部活用などスペースの有効活用

フェーズ１ 令和４年度末まで

フェーズ２ 令和５年度以降

新制度・環境の構築

本格実施

本市の実施状況や他市の取組等を参考に、端末や職員の意識、制度等のハード、ソフト面の環境を構築。

テレワーク実施環境の整備や制度の構築を行い、恒常的な「働き方」の一つとしてテレワークを本格実施。
本格実施に合わせて、さまざまな職場環境を念頭に、「働き方改革」の観点を踏まえ、テレワークを推進するとともに、
テレワークが職場での「働き方」の選択肢として定着するよう、意識啓発等にも併せて取り組む。



取組③ オンライン化（キャッシュレス化）に向けたスケジュール
オンライン化 ： 令和４年度は約２,５００手続（年間受付件数：約３６５万件）をオンライン化する予定。

キャッシュレス化 ： 収納機会拡大に向け、納付書のスマートフォン決済等新たな納付方法を推進。

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

オンライン手続数（全6,000） 900（約15%） 3,400（約57%） 4,400（約73%） 5,000（約83%） 5,400（約90%）

納付書での新たな納付方法を
導入した科目の割合

50% 50% 60% 順次拡大 順次拡大
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オンラインも窓口も
業務フローを一元化キャッシュレス決済

電子申請システム
・マイナポータル
・汎用的電子申請システム
・公共施設予約システム 等

オンライン相談

エンドトゥエンド接続

相談後または相談しながら
電子申請

令和7年度までに
原則すべてオンライン化

電子申請

プッシュ通知・電子回答

自ら
電子申請

デジタル
デバイド対策

手入力なし

市民等とのコミュニ
ケーションに専念

ペーパーレス

窓口でデジタル活用

誰にでも使いやすい
ユーザーインターフェース

３密回避

基幹系システム

窓口でも電子申請（書かない窓口）

集中処理による
業務効率化

市民等 職員

１０年後
の目標
イメージ



「３本の矢」による取組について
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「デジタル新提案」や「デジタル総点検」の結果を踏まえ、令
和４年度以降の予算要求に向け、各局として現時点で想定
されるデジタル関係施策を「さいたまデジタル八策」のコンセプ
トに沿って整理。

デジタル再設計

デジタル新提案（職員提案 215件、事業者提案 46事業者、229件）

① 各局職員から、個人として市が取り組むべきと考える新たなデジタル化施策の提案を募集。

各局が行う事務や施策、システムの取扱い等について、デジタル化
等を行うことにより一層の改善を図ることが可能か自己点検を実
施。

 課題等がある事業のうち、 ３２.０％において、今後新たに「対
応策の取組を進める予定」があると回答。

デジタル総点検（203課対象）

「■課題が解決されれば具体化を検討したい」
⇒ＤＸ推進本部が関与し、課題解決に向けたサポートを実
施することで、今後、具体化を推進してまいりたい。

② デジタルサービス提供事業者等からDXに関する提案を募集し、施策担当部局に情報を提供。

■予算化に向け、具体化を進めたい ■現時点では実現が難しいが、課題が解決されれば具体化を検討したい
■すでに同じ目的の事業や施策を実施中又は実施予定 ■現時点で実施の予定がない

4.8%

25.3%

27.5%

42.4%
②

「■予算化に向け、具体化を進めたい」
⇒予算化に向けて支援を行ってまいりたい。18.6%

37.2%
33.0%

11.2%

①



「さいたまデジタル八策」による施策の整理について①

① さいたま市の全ての手続きをデジタルへ

② デジタルで支える新たなさいたま市民生活へ

＜具体施策＞ 電子申請・届出サービスの対象拡大、キャッシュレス決済の対象拡大、
WEB口座振替受付サービス導入 書かない窓口の設置 等

行政が直接提供※しているサービスにおいてデジタルを最大限に活用し、市民生活を向上させてい
くことを目指す。
※行政が制度設計を行い、民間がサービス提供主体となるもの（例 保育所運営）を含む。

マイナンバーカードを活用しつつ、市民向け行政手続のオンライン化や手数料等のキャッシュレス化な
ど、行政手続のプロセスにデジタルを活用することで、人と人との接触機会の低減を図ると共に、市民の
利便性を向上させる。

＜具体施策＞保育所等におけるデジタル化の推進、高齢福祉サービス提供に係るデジタルの活用、先進技術
を活用した消防体制の強化、成人式におけるQR受付システムの導入 等

＜主な指標＞ 原則すべての行政手続をオンライン化（令和７年度まで） 等

＜主な指標＞ 市民意識調査（ICT分野）の満足度30％以上（令和７年度まで）
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「さいたまデジタル八策」による施策の整理について②

③ 市民のデジタルへの道を拓くさいたま市へ

④ 市民の信頼の下、データが変えていくさいたま市へ

デジタル化の推進の両輪として、デジタルデバイドの解消を図るとともに、年齢、障害の有無等を問わ
ず、市民がデジタルの恩恵を享受できることを目指す。

事業の方向性や方針の決定などの根拠として、データを収集・分析・活用することにより、データに基づく
施策実施に資する。併せて、データ活用によるスマートシティの取組を進めていく。

＜具体施策＞ 地域において高齢者等がデジタルの活用を習得できる環境の整備、就学援助オンライン学習費支
給、タブレットの翻訳アプリを利用した外国籍の市民への支援、さいたま市GIGAスクール構想の推
進 等

＜具体施策＞ さいたまシティスタットの推進、データ分析に基づく保健事業の推進、タブレットを利用した学習状況調
査、スマートシティさいたまモデルの推進 等

＜主な指標＞ デジタルデバイド対策事業の講座に対する理解度90%以上

＜主な指標＞ データ分析支援事業による課題解決件数75件以上（令和７年度まで） 等
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「さいたまデジタル八策」による施策の整理について③
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⑥ 様々な人と、ともにデジタル化を進めるさいたま市へ

関係団体等と連携し、市内企業におけるデジタル活用や市民生活におけるデジタル利用環境の
整備を支援することにより、本市全体のデジタル化を推し進める。

＜具体施策＞ 市内企業DXの支援、ICTを活用した農業経営の実現、
自治会向けICT活用講座の実施、スマートシティさいたまモデルの推進【再掲】 等

＜主な指標＞ 農業者がICTなどを活用した農業技術又は機器を導入した件数（25件以上 令和７年度まで）
（スマートシティとしての）生活支援サービスの実装数（５事業以上 令和７年度まで） 等

⑤ 災害にも強いデジタルを安心して使えるさいたま市へ

デジタルの活用に向けた適切な取扱・運用に関するルールの整備、ICT-BCPの観点を踏まえたデ
ジタルインフラ対応等を行うことにより、災害時も含めデジタルの安心で安全な活用を図るほか、デジタ
ルを活用した防災にも取り組む。

＜具体施策＞ 情報セキュリティポリシー等の見直し、罹災証明発行に係る調査へのタブレット端末の活用、災害
に備えるまちづくりの推進（災害リスクの可視化とGISによる公表） 等

＜主な指標＞重要度の高いシステムにおける可用性の維持（99.9%以上） 等



「さいたまデジタル八策」による施策の整理について④

⑦ デジタルで市民や世界とつながるさいたま市へ

⑧ デジタル時代の新たなさいたま市役所へ

HPやアプリなどを活用し、市民をはじめとして対外的に効果的な情報発信等に取り組むことによ
り、市民等が必要な情報を必要な時に得られる状態を目指す。

市役所内部の業務にデジタルを活用することにより、時間的、地理的コストを削減するなど業務の
効率性を向上させるとともに、職員一人ひとりのライフステージに応じた多様な働き方を可能にする。

＜主な指標＞ 必要としている市政情報を得ることができていると思う市民の割合（70％以上 令和７年度ま
で）

＜具体施策＞ システム標準化対応、テレワーク推進に係る環境整備、執務室・会議室問わず使える情 報端
末の整備、入力事務や審査事務におけるAI-OCR・RPAの活用、庶務事務システム導入、農
地や家屋の調査用タブレット端末の導入 等

＜具体施策＞ チャットボット導入、 SNSを活用した生徒への相談窓口、市民からのスマートフォン道路等報告シ
ステム 等

＜主な指標＞ テレワーク実施者の割合（70％以上 令和７年度まで）、
職員間の打合せ（住民情報を含まないもの）を原則全てペーパーレス実施可能な環境の実現
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デジタルを活用した更なる市民サービスの向上に向けて

１ 組織全体でＤＸに取り組む組織風土の醸成

２ 様々な方がデジタルの恩恵を実感できる取組

中⾧期的な市民サービスの向上を目指し、本市のＤＸを推進し、デジタルを活用した様々な行政
課題の解決を図る際には、予算に加え、職員の業務負担の増加が想定される。そのような状況下に
あっても、各部局がチャレンジ精神をもってＤＸに取り組めるような仕組みを整備する必要がある。

社会のデジタル化の急速な進展に対して、様々な理由から恩恵を受けることが難しい方への対応
策、いわゆる「デジタルデバイド対策」が求められている。高齢者や障害者など、身体的・社会的条件
の相違をひとくくりに捉えるのではなく、個人個人が置かれた環境ごとに異なるデジタル化を推進し、そ
の先にある上質な生活環境の実現に向けて取り組む必要がある。

【行うべき取組】

市民ニーズや業務のボトルネック等を適切にモニタリングし、機動的に対応していくための仕組みの構築
トップダウン、ボトムアップのいずれの政策形成も可能とする円滑な組織コミュニケーションの実現
多様な働き方の下で職員が生産性を最大限発揮するための職場環境の整備や職員のリスキリング

12

【行うべき取組】

行政サービスのDX推進と並行した、サービス利用者のペルソナに合わせたデジタルデバイド対応策の組込み
潜在的なデジタルデバイドの存在を可視化し、速やかに対応するためのリーチ/アプローチ方策の確立
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マイナンバーカードＰＲキャラクター
マイナちゃん

さいたま市ＰＲキャラクター
つなが竜ヌゥ

ありがとうございました。
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