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はじめに　「宮崎市DX推進方針」の策定にあたって

■本市は、市役所改革推進ビジョンにおいて、市民の幸せのために全力を尽くす組織づくり
　 を掲げました。
■そのための手段として職員の意識改革と働き方改革を求めていますが、その中心的な取
　 り組みの一つがデジタル・トランスフォーメーション（以後、「DX」という）です。
■デジタル化と合わせて制度や組織、業務のあり方を変革し、市民のために便利で豊かな　　
　 社会づくりを目指します。
■令和4年7月に発出した「宮崎市デジタルチャレンジ宣言」は、その決意を示したものであ
   り、具体的に取り組みを進めていくために「宮崎市DX推進方針」を策定いたしました。
　

■宣言や方針を示して終わりではなく、実行力にこだわって取り組みを進めてまいります。



「市民」「地域」「市役所」の３つの分野において、デジタル技術を最大限に活用し、
市民一人ひとりが豊かに暮らせるまちづくりを推進することを宣言します。

「宮崎市デジタルチャレンジ宣言」について

 社会環境の変化と国の動きも踏まえて、本市は令和４年７月７日に「宮崎市デジタル
チャレンジ宣言」をしました。今後、この宣言を市政運営の原則的な考えとして、本市のデ
ジタル化の取組み方針を策定し、各種施策を推進します。
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１．「宮崎市DX推進方針」の策定について



（１）「宮崎市DX推進方針」策定の背景と目的

■インターネットの発展、コンピューター性能の向上、そしてスマートフォンの出現等により
　 私たちの生活は大きく変わりました。
■その根底にあるデジタル技術は効率化を促すだけでなく、社会の幅広い分野において
　 新たな価値を生み出し続けています。
■一方、行政における市民サービスや業務の進め方において、デジタル技術が十分に活
　 かされているかというと決してそうではありません。
■少子高齢化、財政健全化、新型コロナウイルス感染症等へ適切に対応するためにも、
   デジタル技術を活かした制度や組織、業務のあり方への変革が求められています。
■そのため、本市におけるDXを推進するための基本的な考え方や方向性、取り組み内
   容を示すことを目的として、「宮崎市DX推進方針」を策定します。



デジタル トランスフォーメーション

「テクノロジーによって生活が変わり、より良くなること。」

最新技術
テクノロジー

変革
（変わって新しいものになること）

定義

（２）DX（デジタル・トランスフォーメーション）とは



（３）国の動向

デジタル庁など関係府省庁との調整を経て、「骨太の方針２０２２」に「自治体DX推進計画の改定により、
国の取組と歩調を合わせた地方自治体におけるデジタル化の取組を推進する」旨が記載された。



令和４年９月２１日～令和７年３月３１日

　　　

　国が示す「自治体DX推進計画」及び「自治体DX推進手順書」を踏まえ、「宮崎市デジタル
チャレンジ宣言」を実現するため、基本的な考え方や方向性を示すもの

（４）「宮崎市DX推進方針」の位置づけ

方針の位置付け

期間

国の動向



２．「宮崎市DX推進方針」について
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（１）市の現状
現状

手続きのためだけに来庁し、窓口が混雑している

同じ内容を何枚も紙に書いて申請している

窓口では現金での取扱いが主流となっている

少子高齢化、若年層転出、生産年齢人口減少が課題となっている

コロナ禍により地域経済が疲弊してきている

デジタル格差が広がっている

紙文書中心の業務を行っている
システムへのアクセス、働く場所が限定されている

デジタル人材が不足している

市民

地域

市役所

　市の現状を踏まえ、市民一人
ひとりが豊かに暮らせるまちづくり
に向けて、基本的な考え方や
方向性、取り組み内容を示して
いく必要があります。

「宮崎市DX推進方針」を策定



　  　 市民や企業がデジタルの恩恵を享受できる地域の環境を整備します。

　　　　「いつでも」「どこでも」「手軽」な行政手続きと、「行かない」「書かない」「待たない」時間や場所　
　　　に制約のない市民サービスを実現します。

 
　  　 職員は生産性を高めるためにデジタル社会に対応するワークスタイルへシフトします。

基本方針

行政手続きのオンライン化
マイナンバーカードの
普及及び利活用

スマート行政サービス

情報発信のデジタル化

地域基盤のデジタル化

地域経済の活性化
社会の変化に応じた

学びの提供
デジタルによる防災・減災

多様な働き方の推進

庁内インフラ整備

DX人材育成・確保

システムの標準化・共通化

1

（２）基本方針と主な取組

主な取組

市
民

地
域

市
役
所

２ ２

３ ３ ３

４ ４ ４

市民

地域

市役所

1 1

２



行政手続きの
オンライン化

スマート行政
サービス

情報発信の
デジタル化

マイナンバー
カードの普及
及び利活用

取組の方向性

主な取組

・自治体マイナポイント施策等の拡大
・健康保険証としての利用や公金受取口座の活用
・資格証、認定証などの活用

・SNSの更なる活用
・広報等のデジタル発信充実
・個別通知の電子的配布検討
・オープンデータの推進

・国が指定する申請のオンライン化
・その他の申請・申込オンライン化の促進
・公的個人認証サービスを利用した申請システムの検討
・電子契約の導入

　「いつでも」「どこでも」「手軽」な行政手続きと、「行かない」「書かない」「待たない」時間や場所に制約の
ない市民サービスを実現します。

取組の方向性

主な取組

取組の方向性

主な取組
・セミセルフレジ、電子決済促進
・遠隔サポート窓口導入検討
・申請窓口サポートシステムの検討
・コンビニ交付の促進、転出・転入ワンストップ

取組の方向性

主な取組

　ぴったりサービスや汎用電子申請ツールを活用した行
政手続きのオンライン化により市民の利便性向上を図る。

　マイナンバーカードの利活用範囲を拡大し、すべての
市民がカードを所有している状態を目指す。

　ICTを活用した窓口サービスを提供し、市民の庁舎
滞在時間の削減を図る。

　情報発信を紙媒体からデジタル媒体へシフトし、市
民に伝えるべき情報を適切なタイミングで発信する。

（３）-①　【市民】 目指すべき姿

１

２

３

４

基本方針



地域基盤の
デジタル化

社会の変化
に応じた学び

の提供

デジタルによる
防災・減災

地域経済
の活性化

取組の方向性

主な取組

取組の方向性

主な取組

取組の方向性

主な取組

取組の方向性

主な取組

・公共施設へのWi-Fi環境整備
・地域コミュニティのデジタル活用
・都市OSの検討

 効率的且つ安定的な経営や担い手の育成・確保の
ため、各産業分野におけるデジタル化の支援を行う。

・自治体マイナポイントや電子決済の利活用促進
・観光、農業、商工業など各産業のデジタル化促進
・デジタルマーケティング活用

 市民がデジタル機器や技術に触れることができるような
環境を整備し、人や地域のデジタル格差解消に努める。

・市民向けデジタル講座等の充実
・リスキリング（学び直し）環境の提供
・デジタル教材の活用

・避難所のデジタル環境整備
・防災システムの再構築
・環境関連のオープンデータ化と活用促進

 災害発生時に迅速な対応を行うため、システムによる
防災情報の一元化を図るとともに、市民が様々な媒体
を通じて広く情報を収集できる環境を構築する。

 地域の方々がデジタル技術を活用しやすい環境を整
備する。

（３）-②　【地域】 目指すべき姿

市民や企業がデジタルの恩恵を享受できる地域の環境を整備します。

１

２
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４

基本方針



多様な働き方
推進

システムの
標準化
・共通化

DX人材
育成・確保

庁内インフラ
整備

取組の方向性

主な取組

取組の方向性

主な取組

取組の方向性

主な取組

取組の方向性

主な取組

・ガバメントクラウド移行準備
・国の定める標準システムへの移行

・長期的視点からのDX人材の育成プラン作成
・デジタル機運醸成とDX人材を育成する研修実施
・民間との人材交流実施

　職員の仕事と生活の両立、また災害時など特殊な
環境においても、場所を問わず、業務の遂行や必要
な市民サービスの提供ができる環境を構築する。

　業務データやシステムのクラウド利用を前提とした庁
内インフラ環境の整備を行い、生産性の向上を図る。

　研修等によりデジタル技術やデータに精通した職員を
育成するとともに、外部人材も積極的に活用し、庁内
デジタル機運の醸成を図る。

　基幹系２０業務について、令和７年度末を目
標に標準準拠システムに円滑に移行する。

・テレワーク、データ活用の促進
・AI、RPA活用
・庁内フリーアドレス、環境整備
・業務フローの見直し、デジタル化促進（BPR）

・庁内インターネット環境の拡張
・個別システムの見直し（原則クラウド利用を促進）
・セキュリティ強化

（３）-③　【市役所】 目指すべき姿

職員は生産性を高めるためにデジタル社会に対応するワークスタイルへシフトします。
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基本方針



市長

副市長
CIO   

（副市長）

各部局長

（４）宮崎市DX推進体制

助言・提案
指示

宮崎市DX推進会議（R3.11.1設置）設置目的
本市のデジタルトランスフォーメーションを総合的かつ

　　効果的に推進するために設置
所掌事務

DX推進に関する施策の検討、実施
DX推進に関する総合調整
その他DXの推進に関すること

CIO補佐官

CIO補佐官

各部局、課

区分 職名

会長 市長

最高情報統括責任者
（CIO）

副市長（総務部の事務を
担任する副市長）

副会長 副市長（他の副市長）

会員 各部局長
（政策推進会議の会員）

最高情報統括責任者
補佐官（CIO補佐官）

総務部参事
（デジタル化推進担当）

【DX推進会議構成員】

DX推進室

指示

連携

指示

 「市民」「地域」「市役所」の3つの分野において、デジタル技術を
最大限に活用し、市民一人ひとりが豊かに暮らせるまちづくりを推進
すると共に全庁的な体制で宮崎市のDXを推進します。

宮崎市DX推進会議


