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１ デジタル化、ＤＸ推進に関する計画の位置づけ 1

令和４年9月策定 第２次嘉麻市総合計画（後期基本計画）

〇デジタル化への対応

〇DXの推進
・RPA、AI-OCR等の活用拡大、業務効率の向上
・電子決裁、電子契約、ペーパーレス化、テレワーク、ビジネスチャットツール活用等、業務の横断化、
業務の効率化

・業務のアウトソーシング、デジタル化による事務の簡素化・効率化を図り、スマート自治体の実現

嘉麻市デジタル推進
計画

デジタル化、DX推進に関する個別具
体的な基本計画の策定と実施
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令和４年度
（2022年度)

令和5年度
（2023年度)

令和6年度
（2024年度)

令和7年度
（2025年度)

令和8年度
（2026年度)

全国的デジタル対応

手続関係の電子申請実
装

行政事務のデジタル化、
アウトソーシング

その他重要事項

２ 嘉麻市デジタル推進、DXスケジュール等

（１）全体スケジュール

・申請フォーム導入 ・申請フォーム作成
・関係例規整理 ・ペーパーレス

マイナンバーに
よるオンライン
手続き対応

・自治体システム標準化

・各課ヒアリング ・業務分析等
・電子決裁（文書、財務等）

・セキュリティポリシー改正 ・セキュリティ研修の実施
・情報機器の更新（サーバー、クライアント）
・職員の情報機器スキルの向上
・多様な働き方への対応（テレワーク、リモート会議等）
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令和４年度
（2022年度)

令和5年度
（2023年度)

令和6年度
（2024年度)

令和7年度
（2025年度)

令和8年度
（2026年度)

嘉麻市デジタル
推進協議会

デジタル推進計
画策定／実施

・策定準備
・協議会設置
・先進事例調査

・計画策定
・アンケート等
・先進事例調査

実施／進捗管理 実施／進捗管理 実施／進捗管理

市（DX推進本部）

設置／検討 検討／実施／進捗管理 検討／実施／進捗管理 検討／実施／進捗管理 検討／実施／進捗管理

市議会・市民

本部会議 隔月開催予定 ／ 職員PT随時開催

計画策定

推進計画策定協議 推進計画進捗協議等

随時報告

２ 嘉麻市デジタル推進、DXスケジュール等

（２）各組織スケジュール

デジタル推進実施
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令和４年度
（2022年度)

令和5年度～
（2023年度)

市（DX推進本部）

①10/17開催 ②11/24開催 ③12/16開催
④1/27開催 ⑤2月20日開催

⑥３月下旬開催予定

※１～２月毎に開催予定

職員PT

・1/6～1/26に間に、各第１回職員PT開催
（スケジュール、課題等の共有）

・1/27の本部会議にて、各職員PTの
スケジュール、課題等の報告

※随時、各課題等の対策、対応策、
KPI等について開催（毎月開催）

※会議の開催手法については、各PTリーダー
及び事務局担当者で打合

※随時、各課題等の対策、対応策、
KPI等について開催（毎月開催）

※会議の開催手法については、各PTリーダー
及び事務局担当者で打合

本部会議

職員PT

２ 嘉麻市デジタル推進、DXスケジュール等

（３）DX推進本部、職員PTスケジュール



３ 嘉麻市デジタル推進協議会 ①位置付 5

嘉麻市（DX推進本部）
※市のデジタル化、ＤＸ（Digital 
Transformation）化を進める市の横断的
組織（令和4年10月1日設置）

◆組織
本部長 市長
副本部長 副市長、教育長
部員
福祉事務所長、総務課長、
総務課付参事、デジタル戦略課長、
財政課長、総合政策課長、
人事秘書課長、人事秘書課参事
防災対策課長、こども育成課長
市民課長、土木課長
学校教育課長

※令和５年1月5日本部員一部修正

※専門事項を検討協議する職員プロジェ
クトチーム（PT)を設置

※詳細は後頁参照

嘉麻市デジタル推進協議会（以

下「協議会」と表記）

◆設置目的（第１条関係）
・嘉麻市におけるデジタル化の推進、施
策等の調査審議

◆所掌（第２条関係）
市長の諮問等に応じ、次に掲げる事項

について調査審議
・嘉麻市デジタル推進計画に関する事項
・その他デジタル化の推進等に関し、市
長が特に必要と認める事項

◆組織（第３条関係）
・委員 １２人以内
・識見者 １人以内
・公共的団体等が推薦する者 ９人以内
・公募委員 ２人以内

◆庶務 デジタル戦略課

嘉麻市議会

市民

諮問
（調査、審議）

答申
（計画検討、
進捗管理）

報告
（議会、メール等）

お知らせ
（広報誌、ＨＰ，

ＳＮＳ等）
※必要に応じ説明

会も検討



３ 嘉麻市デジタル推進協議会 ②委員構成 6

区分 所属 氏名 備考

学識経験者 九州工業大学情報工学部 准教授 川原 憲治

公共的団体等の推薦 嘉麻市ＰＴＡ連合会 髙松 美紀

公共的団体等の推薦 嘉麻・桂川地区保育協会 岡本 洋子

公共的団体等の推薦 嘉麻市商工会 有光 勇樹

公共的団体等の推薦 嘉麻商工会議所 室井 秀行

公共的団体等の推薦 かま男女共同参画推進ネットワーク 長野 美津子

公共的団体等の推薦 嘉麻市民生委員児童委員協議会 原田 景子

公共的団体等の推薦 社）嘉麻市社会福祉協議会 角 ちひろ

公共的団体等の推薦 嘉麻市教育委員会 松岡 瞳子

公共的団体等の推薦 嘉麻市観光まちづくり協会 田中 民子

公募委員 公募委員 山口 希代子

公募委員 公募委員 大塚 樹里

（敬称略：順不同）
※備考欄・・・正副会長
決定後、表示予定



３ 嘉麻市デジタル推進協議会 ③諮問 7

４嘉デ第 １９０号
令和５年２月２０日

嘉麻市デジタル推進協議会
会 長 ●●●● 殿

嘉麻市長 赤 間 幸 弘

諮問書

嘉麻市においてデジタル化を推進していくことに伴い、嘉麻市デジタル推進協議会条例（嘉麻市条例第２６号）第２条の
規定に基づき、下記について諮問します。

記
１ 嘉麻市デジタル推進計画（案）及びデジタル化の推進に関する事項

【諮問理由】
国では令和３年９月にデジタル庁を設置するなど、全国においてデジタル社会の実現に向けた取組みが進められている状況

であります。
本市におきましても第２次嘉麻市総合計画後期基本計画に基づき、来るべきデジタル社会に向けて、市長を本部長とした嘉

麻市ＤＸ推進本部を設置し、庁内にて横断的な取り組みができるよう組織体制の強化を行い、デジタル化の推進を図っていま
す。
以上のことから、貴協議会におかれましては、住民の利便性を向上させると共に、行政の業務効率化を図り、行政サービス

の更なる向上のため、嘉麻市におけるデジタル化の推進、施策等の調査審議をお願いし、嘉麻市デジタル推進計画（案）及び
デジタル推進に関する取り組みに対し、答申を賜りたく、諮問する次第であります。 以上



４ 嘉麻市デジタル推進計画 8

①事業目的
全国的に取り組みが進められているデジタル化への対応として、嘉麻市のデジタル化のさらなる推進、住民の利

便性向上、業務効率化、行政サービス等の向上等につながる取り組みを具体的かつ実効性のある嘉麻市デジタル推
進計画として策定

②事業内容
・調査、分析（システム、コンテンツ等）
・動向調査、評価分析、影響分析
・基本方針、目標設定、スケジュール設定
・計画作成

③計画策定理由
・市民への分かりやすい行政運営の説明責任
・市としての計画的な行政運営
・国県等の補助制度、交付金等の可能性向上
・庁内DXの推進
・小さな拠点施設等の各施設DXの推進
・外部委託等による行政改革推進

④計画策定期間
・2022(R4)年12月~2023(R5)年12月頃まで
※予算、令和４年度12月補正予算議決
（令和5年度まで、繰越明許設定）

⑤計画実施期間
・計画策定~2026(R8)年度
（※デジタル推進については、随時実施）



５ 嘉麻市ＤＸ推進本部 9

◆設置目的
嘉麻市の経済発展と社会的課題解決を両立するＳｏｃｉｅｔｙ５．０社会の実現を目指し、近年、自治体をとりまく

環境の激しい変化に対応し、デジタル技術やデータを活用して、住民の利便性を向上させるとともに、業務効率化を図
り、行政サービスの更なる向上に繋げるためのデジタルトランスフォーメーション（以下「ＤＸ」という。）を推進す
るため嘉麻市ＤＸ推進本部（以下「本部」という。）を設置する。

◆所掌
次に掲げる事項について総合的検討を行い、方向性を決定し、推進する。
⑴ ＤＸによる庁内業務の改善に関する事項
⑵ ＤＸによる市民サービスの向上に関する事項
⑶ その他ＤＸ推進に関する事項

◆庶務
本部の庶務は、デジタル戦略課において処理する。

◆設置
令和４年１０月１日施行



５ 嘉麻市ＤＸ推進本部 10

本部長

嘉麻市長 赤間幸弘

本部員

・福祉事務所長 石坂禎久 ・総務課長 平川俊昭

・総務課付参事 安陪博士 ・デジタル戦略課長 小林純一

・財政課長 吉門幸一 ・総合政策課長 大村輝生

・人事秘書課長 縄田崇 ・人事秘書課参事 原田幸治

・防災対策課長 上村淳二 ・こども育成課長 廣谷友紀

・市民課長 野川由紀子 ・土木課長 井桁徹典

・学校教育課長 芳野浩司

（※令和５年1月5日 本部員一部修正）

副本部長

副市長 山田卓嗣

副本部長

教育長 木本寛昭

（事務局）デジタル戦略課
・課長補佐 古賀義宏
・係長 伊藤一将
・係員 吉村真緒
・係員 藤本れんり
・係員 鈴木美紗紀

（DX推進本部） （DX推進本部／プロジェクトチーム（PT)）

各検討事項に関し、専門的に検討を行う
職員プロジェクトチーム
①デジタル推進計画PT
②市民サービス向上PT
③庁内業務改善PT
④電子決裁、ペーパーレスPT
⑤安心安全デジタル推進PT
⑥子育て、教育デジタル推進PT

⑦デジタル促進職員PT（U36)

検討
指示

結果
報告



６ 嘉麻市ＤＸ推進本部／プロジェクトチーム（PT) 11

【PT設置】（令和５年1月27日現在）

①デジタル推進計画PT
・デジタル推進計画策定検討

②市民サービス向上PT
・オンライン申請推進、普及促進
・マイナンバーカード普及促進
・オープンデータ促進

③庁内業務改善PT
・行政手続きオンライン化
・システム標準化推進
・働き方改革

④電子決裁、ペーパーレスPT
・電子決裁（文書）
・電子決裁（財務会計）
・電子決裁（人事給与）
・ペーパーレス等事務改善

⑤安心安全デジタル推進PT
・防災デジタル推進
・土木、農林、水道等、
事業課デジタル推進

・GIS統合検討

⑥子育て、教育デジタル推進PT
・子育て、教育デジタル推進

⑦デジタル促進職員PT
（U36:概ね３５歳以下職員にて構成）
・デジタル促進

※令和５年1月5日職員PT一部修正（６PT⇒７PT)


