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中津市 行政経営改革・デジタル推進課

森下 泰介

八面山から望む中津平野



中津市におけるDX取り組みの背景

➢ 本格的な人口減少への危機感
➢ コロナ禍による課題の顕在化
➢ 根拠に基づく政策決定（EBPM）の重視
➢ 財政状況の悪化

R3当初予算テーマを「デジタル元年」に

➢ 外部人材の任用（DX推進監）
➢ デジタル化推進ツールの導入
➢ 行革部門にDX推進係を新設

重点施策への位置づけ
に際し、若手職員の

意見集約
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中津市DX推進ロードマップ ～デジタル元年、未来に向けて～

取組みの方向性 R3（2021） R4（2022） R5（2023）～ 目指す将来像

マイナンバーカードの
普及促進・利便性向上

行政手続のオンライン化

キャッシュレス決済の導入

「書かない」
「行かない」
市役所の

実現

市民向けアプリケーション開発

業務フローの見直し〔BPR〕
事務効率化・省力化

テレワークの対象業務の拡大
新たな働き方

への転換

ペーパーレスの徹底

基幹系システムの
クラウド・標準化

庁内LANの無線化
フリーアドレスの導入

ITインフラの
整備・更新

情報セキュリティ対策

データの公開・利活用推進

デジタルディバイド対策

地域の
デジタル化

対策

人材育成・意識改革

DX推進監・地域情報化アドバ
イザー

庁内
推進体制

・
意識フロー
イメージ

臨時窓口の開設 ‣ 「ほとんどの市民がマイナンバーカードを取得」

押印廃止
電子申請システム本格導入 ‣ 電子申請サービスの拡充（マイナポータル・LoGoフォーム）

オンライン決済拡充

ノーコードツール導入・開発

チャットツールの本格導入
内部系システム更新検討

窓口でのキャッシュレス決済導入‣

アプリ開発の横展開・サービス拡充

情報プラザパソコン講座
デジタル活用支援講座

対面でのサポートサービスの検討

RPAの本格導入
業務フローの見直し〔BPR〕

情報化推進委員会
（DX専門部会）

～デジタル元年、未来に向けて～

RPAの全庁展開
AI・チャットボット等の導入検討・実証実験

グループウェア・内部系システム更新

現状分析・活用検討

セキュリティポリシーの改訂
セキュリティ対策研修

電子決裁の推奨
庁内会議のペーパレス

基幹系システムのクラウド化
に係る検討・方針決定

庁内LANの無線化に係る
検討

電子決裁の文化定着、新たな庁内会議

基幹系システムのクラウド化、国標準化との整合性確認

※庁内LANの無線化に係
る検討を踏まえ、決定

セキュリティポリシーの改訂
セキュリティ対策研修〔全庁〕

オープンデータの更なる公開
統計情報の見える化

‣

フリーアドレスの導入に向けて
検討（ネットワーク・庁舎）

‣

‣

‣

‣

‣ ‣

‣

‣

‣

「いつでも・どこでも・だれでも」
“今より身近な”市役所の実現

‐ 新しい公共の在り方 ‐

人の温もりを実感できる
相談支援や窓口対応の充実

認 知
行動
変容

挑戦
展開

好影響
横展開

市民視点で、
「誰一人取り残さない、

人に優しいデジタル化」＠中津

DX
文化定着

時代を捉えた行政運営の
最適化を図り、生産性の高い
業務に集中できる環境実現

行政経営改革・デジタル推進課

多くの市民がマイナンバーカードを取得

電子申請、オンライン手続の充実

中津市版アプリ展開・アップデート⤴

職員自らがあらゆる手法で業務改革

「政策市役所」を実現する職場へ

“働き方”を選択できる職場へ

‣ ITリテラシー向上・
セキュリティ対策〔新規採用〕

みんなでDX！

‣ Civic Tech（ｼﾋﾞｯｸﾃｯｸ）
始動



「書かない」「行かない」市役所

三光コスモス園



ほとんどの書類で
押印廃止

6月から、各種申
請書類、庁内文
書、請求書などで
押印廃止

１

マイナンバーカード連携
キャッシュレス化へ

マイナンバーカード
連携やキャッシュレ
ス決済も今年度
中に導入予定

４

オンラインフォームで
電子申請

簡単な申請やアンケートなどは、「LoGo
フォーム」を使ってオンライン化が加速中

２

電子申請の入口を
一元化

市HPにアイコン
を設置し入口を
一元化。より、簡
単・便利に

３



項 目 実 績

オンラインフォーム数（※） 249個

回答総数 約20,000件

フォーム当たり最多回答数 1,770件

一覧ページ掲載手続き 50件

オンラインフォーム実績

【10月末時点】 ※テスト用フォームを除く

163

86

フォーム数内訳

庁外向け 庁内向け

73

19
28

43

申請・届出 予約

照会・調査 アンケート



マイナンバーカードの普及

•休日窓口の開設

•商業施設での臨時窓口

•ワクチン接種会場での受付

•期日前投票所での受付

•出張窓口サービス

交付数 41%

申請数 47%

【10月末時点】
ワクチン会場での受付



業務の効率化

豊前海の鱧



チャットツールの導入

•セキュリティを確保した職員間の連絡・
情報共有が可能に

•業務マニュアルや過去の経緯を簡単に共
有でき、効率的な事務引継ぎにも貢献

ペーパーレス化

•市議会提出議案、部課長会議等でペー
パーレス化を実現

•コピー機にPDF化機能搭載



オンラインフォームを利用した
業務の効率化

•各種照会・集計事務の効率化

•窓口・電話対応時間の削減

•ワクチン接種業務への対応

•教員の校務効率化を支援

•被災箇所のオンライン報告実験



学校評価アンケートの
オンライン化

学期ごとに行う学校評価アンケート
のオンライン化実証実験

ワクチン接種業務への
迅速な対応

ワクチン対策室との連携により、状
況の変化に応じた迅速な対応が可能
に

✓ 基礎疾患のある方や受験生に対す
る接種券優先送付

✓ 高校３年生・受験生のワクチン接
種予約フォーム

✓ ワクチンパスポート申請 etc.

（9校が実証実験にトライ）
✓ 集計作業はデータをダウンロード

⇒コピー⇒貼り付け、で終了
✓ すべての学校が「業務が大幅に効

率化した」と回答

教員の働き方
改革を後押し



スマホで被災箇所報告
をやってみた

8月の台風時、農地災害箇所の
報告をスマホで行い、集約す
る手法を試行

✓ ネット接続できないエリアから
の報告に課題

✓ 業務フローの整理が必要
✓ 迅速な集約への期待も…



簡単・便利なアプリ開発

渓石園の紅葉



市民に役立つサービスを段階的に

既存資源を活用

したサービス

ニーズに応じ

たアプリ開発

データ活用・シ

ビックテック

フェーズ２

フェーズ３

Calendar Map

Online Form

フェーズ１



からあげマップ



サイクリングルートマップ



選挙ポスター掲示場所マップ



ごみ資源カレンダー



アプリケーション開発
保育施設に関するサービスをスマホで完結



www.nakatsudx.com

DXの取り組みを紹介する専用ページ



DX推進について

からあげの聖地中津



まず、職員自身が変革する

幹部職員に対するDX進捗報告・研修会 啓発チラシ（電子版）の発行



Nakatsu DX Award



デジタルディバイド対策

➢ PC講座・スマホ講座の開催

➢ 中山間地高齢者の生活調査

【リテラシーに関するディバイド対策】

➢ 中山間地における高速インターネッ

ト網整備

➢ 公共施設のWiFi環境整備

【インフラのディバイド対策】

➢ 市HPのアクセシビリティ対策

➢ 防災関連情報などの多言語化

【言語や障害に関するディバイド対策】

➢ 就学援助世帯に対する無線通信機器

の貸与

【経済的なディバイド対策】

➢ デジタル化（効率化）で生まれる

リソースを対面サービスへ

【その他】



外部人材について

➢ 新しい価値観やサービスへの視点を得るには外部人材の活

用が不可欠

➢ デジタル政策すべてに詳しいわけではない（得意分野があ

る）

➢ 調達コスト削減に過度な期待はしない

➢ デジタル化を丸投げしない（事前に業務の整理が不可欠）

➢ フルタイムでなくてもいいが数時間だと中途半端になる

ケースも

➢ 自治体側が「何が問題なのかうまく説明できない」ことも

多い



DXを進めるために留意していること

➢利用者視点（使いやすい・わかりやすい）

➢まずやってみて、改良していく

➢計画や組織づくりに注力しすぎない

➢職員の理解・協力が不可欠

➢デジタル化は業務フローの見直しとセットで

➢DX推進 ≠ IT経費増

➢誰一人取り残さない ≠ できない人がいるからしない

➢データの利活用（新しい価値の創造）の視点

➢デジタル化ではなくDX


