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前橋市スーパーシティ準備検討会 第１回会議

日時

令和２年 １０月１６日（金）午前９時３０分～１１時００分

場所

前橋市役所 ４階庁議室

出席者

別紙「出欠名簿」のとおり

発言内容
（進行）

１． 開会

松田情報政
策担当部長

２．アーキテクト・顧問あいさつ
共愛学園前橋国際大学大森学長、前橋市山本市長、内閣府知的財産戦略
本部構想委員会田中委員、前橋商工会議所中島専務（曽我会頭代理）、
群馬大学平塚学長

３．出席者紹介
事務局から各委員の紹介
４． 議事
（１）会則の制定等【資料１、２、３】
事務局から説明。質疑応答、意見なく原案のとおり承認された。
（２）ワーキンググループの設置【資料４】
（３）概要説明（全体・先行ワーキンググループ）
（２）
、
（３）について事務局から説明
先行ワーキンググループ（以下 WG）について各 WG 代表者から説
明
・
「まえばし IDWG」
：日本通信株式会社福田代表取締役
・
「前橋市主導で取り組んでいる WG（マイナンバーカードの利活
用）
」
：松田情報政策担当部長
・
「ファイナンス WG」
：デロイトトーマツコンサルティング株式会
社廣瀬シニアマネージャー
岩下委員

【資料４】で気になったが、
「ヘルスケア（医療・ 介護）
」とあるが、先
ほどの説明では PHR 健康サポートも含まれている。「健康・医療・介護」
に記載を変更する方が適切ではないか。

事務局

おっしゃる通りだ。そのように記載するようにしたい。現状はこれらの
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WG 案で考えているが、本案をベースに今後発展させていくことについて
はご了承ください。
※その他質疑応答、意見なく原案のとおり承認された。
（４）意見交換
岩下委員

マイナンバーカード（以下 MNC）の利活用が、スーパーシティ（以下 SC）
の仕組みを通して手段となるとのことだが、MNC は 5 年か 10 年かで更新
が必要だ。その点は問題ないのか。

小林委員

MNC 本体の有効期限は 10 年、IC チップ内の電子的な鍵（電子証明書）
の有効期限が 5 年。電子証明書は、MNC 発行後 5 回目の誕生日に更新する
必要があるが、電子証明書の更新の際、カード本体は変わらず、IC チップ
内のみが書き換えられる。カード本体が変わるのは 10 年単位。

岩下委員

IC チップ内の情報はどのように更新されるのか。

小林委員

電子的な鍵が更新されるだけで、何も変わるものはない。

岩下委員

では、更新した場合も MNC をコアとして進める事業に支障はないとい
うことか。

小林委員

そのとおり。更新したことで ID が判別できなくなるといったようなこと
は起きない。

福田委員

補足するが 5 年毎の更新は電子証明書であり、鍵は変更されない。また、
MNC で鍵を生成するアルゴリズムがあるが、現在の方法が米国では 2030
年以降に使用禁止となる。その為、2025 年までに新しい方式に切り替えな
ければならない。カードそのものを 2025 年以降に再発行する手続きは必要
となる。こういった課題は抱えているが対応していくことは可能かと思う。

天野委員

「スケジュール・枠組み・ルール」について、12 月頃募集開始、2 月まで
に提出、4 月か 5 月に認定とあるが、一方で住民投票を行うという話があっ
た。住民投票を行った際に、投票数の過半数で否決されるなどグランドルー
ルはどうなっているのか。
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事務局

内閣府の７月時点の情報では、住民投票によって住民合意を得ることを
基本とするという話だったが、８月時点で「住民投票」か「協議会」
、
「区域
に係る議会の議決」
「その他」から適切な方法を選択という表現に変わって
いる。
片山さつき氏の資料によると本市のようなブラウンフィールド型（既存
の街の中で実施する）の場合は、市民に関係する事業に対しては、
「住民投
票が必要だと思われる」という表現になっており、国からの正確な指示はな
いが、現状では「住民投票的なもの」が必要だと認識している。
また、住民投票で否決されたからといって進められない訳ではないよう
だ。ただし、多くの住民の理解を求める努力はするべきというのが、非公式
ではあるが内閣府からの話。新たな情報が開示されればお話したいと思う。
補足だが SC の区域指定後、1 年程度の期間をかけてスケジュールを作成
する中で、内閣府と調整しながらその辺りは決定していくのではないかと

※

認識している。

ア＝ｱｰｷﾃｸﾄ
ア大森総括

申請前には住民投票は不要ということか。

事務局

そうなる。

ア田中委員

サービスを適用する範囲の中では住民投票をする必要があるか否か、範
囲外の住民投票は不要か等の課題はあるということ。

事務局

そうなる。

ア田中委員

前橋市の SC の在り方については、デジタル技術によってスローシティを
創るという点が日本の中でも稀有だと思う。人を起点としたデジタル社会
を創ることを目指すことが前橋市の SC 構想の良い面だ。大森学長はどうお
考えか。

ア大森総括

そうあるべきであり、そうでなければ市民の共感は得られない。最先端を
目指しつつ、市民が最先端技術によって、ゆったりした時間を過ごせる街に
なるイメージを創っていくことが大事だと思う。デジタル化していく社会
の未来像が SF 化した忙しい未来ではなく、緑の中で、ゆったりした時間を
創っていくことを前橋市の SC 構想では日本全国にお見せできるのではな
いか。
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ア山本市長

医療機関では、失効した保険証などによる逸失利益は大きいか。

小中委員

現状、目視での保険証の確認を行っており失効した保険証で受診される
ケースも多い。年間、割合としてもかなりの額で、およそ３～５％あたりの
逸失利益が出ている。
現在、医師会としてもオンライン資格確認という形でマイナンバー（以下
MN）とデジタルの保険証をかざすことで瞬時に有効か無効か分かるシステ
ムを、来年 3 月を目途に順次整備していく予定で取り組んでいる。

ア山本市長

群馬大学医学部付属病院では手術も多いので大変ではないか。

浅尾委員

具体的な逸失利益額は分からないが、かなりの額だと思う。また、保険証
を確認する手間も非常にかかっているようなので、自動化されると非常に
効率化される。

ア山本市長

現在、前橋市の総医療費が約 600 億なので 3％とすると 18 億。先ほど説
明いただいた SIB で想定された 18 億の利益は確定されたようなもの。その
18 憶の利益で介護や医療だけでなく、健康増進にも活用できると良い。

ア大森総括

先ほどの事務局からの説明で「市民合意の基に必要な時に必要な情報を」
とあるが、主語を明確にした方がよいのではないか。誰が利用するのか、誰
に利用されるのか、オプトインの発想が分かる記載にしたうえで、可能な限
り市民の皆さんから情報を提供してほしいが、必ずしも提供する必要はな
く、安全性を担保している点が分かる記載にした方が良いと思う。

事務局

おっしゃる通り。次回には市民合意の仕組みについて詳しく説明できる
資料を用意する。

ア大森総括

他国（中国やトロント）の市民合意での失敗事例を参考にし、そのような
事態は避けるべきだ。

福留委員

前橋市が SC として先進的な取り組みを全国に先駆けてできそうな感触
を持った。
「まえばし ID」というコンセプトと、コンセプトの実装が肝にな
ると思う。
現在の日本のデジタルは、今回のコロナでの定額給付金事業で市民にと
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っても不便で、市役所にとっても事務負担になるということが改めて証明
された。一番のボトルネックは本人認証であり、
「まえばし ID」はその点を
非常に簡易にする仕組みとして日本全体のデジタルの模範になるのではな
いか。
今までは、個人情報をどうやって保護するかについての守りに関する議
論は徹底的になされてきたが、それでも個人情報流出や、事件や事故が相次
いだことで、活用や攻めの方向の議論がなされていないのが日本の現状。そ
の中で「まえばし ID」は、前橋市市民のため、或いは前橋市の財政の改善
に繋がる個人情報の活用のコンセプトがあると認識している。個人の情報
を個人が活用してほしいという意思を表明し、市民に役立つサービスを提
供し進めていくことが日本のデジタルを前進させることに繋がると思う。
谷川委員

私は色々な市町村や地方活性のプログラムに参加しているが、コロナ渦
でのテレワークの広がりにより人々の意識が大きく変わってきていると思
う。
中でも移住は 1 つの大きなトレンドとして実際に現象化してきている。
ある調査では移住を検討する際、一般の方は８指標で検討することが分か
っており、例えば、今よりも広い家になるか、大規模な商業施設があるか、
カルチャーを感じる施設があるか、将来性がある街か、子育てしやすいか、
治安がよいか、医療体制が充実しているか、そして行政サービスに期待でき
るかです。大都市圏からの距離などでなく、永住を検討して移住することも
調査から分かっている。
前橋市は SC とスローシティという２つのスローガンがあり、これからク
リエイティブ産業・人材を誘致する際にポテンシャルが高い地域。現在検討
している事業らが実生活をどのように充実させるものかも、オプトインに
おいては非常に重要な要件になると思う。違った側面からも今後の資料作
りの手伝いをしたい。

浅尾委員

現在は初診でもオンライン診療が可能だが、問題は、初診時は患者の資料
が何もないこと。そういった面でも顔認証が実現すれば本人を確認する意
味で、なりすましを防ぎオンライン診療での重要な基盤になるのではない
かと思う。

ア山本市長

その場合、パーソナルデータは診察なのでオプトインとして開示を共有
できるという前提なのか。
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事務局

市民自身が情報を提供するという方であれば、オンライン診療でも顔認
証で確認できるということ。具体的なイメージがなければ市民も判断でき
ないので、今後分かりやすい動画などでご説明したいと思う。

ア山本市長

現在市役所 1 階で MNC 関連の各種サービスの設定支援などを行ってい
るが、こういったことを更に進めていくのか。

事務局

加賀市の MNC の交付率は 60％程度で非常に高い。MNC 申請時に 5,000
円分の商品券を渡したことが交付率に繋がったようだ。何かしら市民がメ
リットを感じなければ、MNC の交付率を上げることは難しいと感じてい
る。市民が MNC を申請したくなるサービスを SC 構想のイメージの中でも
考えていきたい。

ア山本市長

パーソナルヘルスレコードにより、適正な診察を受けられるということ
になれば、患者さんは十分なインセンティブが得られるのではないか。

事務局

NHK の調査でも 67％の人が自身にメリットがあれば、情報を提供して
も良いというデータが出ていた。しかしメディアでは反対意見の方が話題
になる。エビデンスを基に説明していくことが市民とのコンセンサスの中
でも重要なのではないかと思う。

小中委員

先ほど浅尾先生からオンライン初診の話が出たが、患者さんの顔だけで
本当にＩＤ化できるのか。例えば、手のひら認証というものもあったが終生
変わらないもの（瞳など）でＩＤは完全に確保されるのか医師会としては気
になるところだ。

事務局

生体認証の方が間違いないと言われているが、福田委員にご説明いただ
く。

福田委員

スマートフォン・顔・ＭＮの３つを連携した「まえばしＩＤ」で、例えば
私が救急車で運ばれた際に、薬の服用履歴などの医療情報が救急車にすぐ
転送できることが医療の面では必要だと考える。そういった意味では、顔で
認証できることは非常に重要な意味を持つ。
一方で、どの生体認証も 100％完全なものではない。しかし、例えば前橋
で生活していて群馬県内で倒れた場合には、顔認証だけでも充分対応でき
ると思う。これが県外の場合には厳しいが、普段の生活圏内では十分可能
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だ。
スマートフォン・顔・MN の３つを技術的且つ、法的にしっかり紐づけ使
用できるようにすることで利便性が向上すると考える。
常識的な感覚を技術がいかにサポートするか。極論とすると、技術面では
1 億人の顔認証は不可能だが、前橋市で実施する価値はある。例えば沖縄旅
行に行った際、スマートフォンさえあれば、顔認証でなくても本人のＩＤが
とれる。例えば私が、群馬大学医学部付属病院で撮影したＭＲＩ画像を登録
しておけば沖縄の病院にも転送されるといったサービスを目指したい。
金井委員

生体認証について、なりすましできない技術が 2 つだけある。1 つはＤＮ
Ａ鑑定、もう一つは静脈認証。顔認証も精度は高いがなりすましは可能だ。
高額なものは顔認証とスマートフォンのＩＤを組み合わせるなどで対応し
て、大概のものは顔認証で可能だと思う。現に顔認証は商用的には広く使わ
れている。静脈認証は、技術的にもサーバー上の制約があり、データの採取
にも時間がかかる。前橋市での認知症の徘徊者向けの実証実験でも集まっ
たデータは 2000 データ程度で思うようにデータがとれなかった。その点、
顔データは顔をかざすだけで登録できるので顔認証とスマートフォン、Ｍ
ＮＣの関係は非常によいと思う。

小林委員

オンライン初診の話では、併せて薬もセットになってくると思うので、正
確に本人を特定し、薬を渡すことについても検討できるのではないかと感
じた。

ア大森総括

大学では入試の際にアナログで顔認証本人確認を行っている。それが自
動化できると便利だ。

事務局

小中先生の質問に対して補足だが、
「まえばしＩＤ」というのは３つの組
み合わせ。ＭＮＣの中の法的にバックグラウンドがある個人認証・電子証
明、スマートフォン内の電子証明と顔データ。用途に分けて組み合わせ方を
変更することが「まえばしＩＤ」の基本であり、様々なものに利用できるの
ではないかと模索しているところ。

福田委員

先ほどの大森学長のご発言は非常に重要で、大学入試の例のアナログの
顔認証も普段何気なく行っているが、デジタル化というだけで大きくやり
方を変更しなければならないと考えてしまう。現在の技術で今まで人間が
何気なく行っていたことを技術の支援を受けることができるようになる、
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と説明すれば皆さん受け入れやすいのではないか。最先端技術を使いなが
らも、グリーン＆リラックス、スローシティといった非常に落ち着いた生活
環境で、働いたり普段の生活を送ることができることが前橋のＳＣなのだ
ということを色々な方々に訴えかけられる気がする。
宇留賀オブ
ザーバー

SC 認定にはライバルが多いと思うので何が強みかを突き詰めなければ
いけないと思う。田中委員や大森学長のお話にあったように、イノベーショ
ンを突き詰めていくと結果的にスローシティに繋がるなど、福田委員のお
話のように、我々が無理にデジタル技術を使うのではなく、スマートフォン
が我々の日常に自然に浸透したように日常生活の延長に、ごく自然にデジ
タルの恩恵があり、その結果がスローシティに繋がるといったことを話し
ていくことが強みになると感じた。
山本県知事の番組で、ＳＣ担当の坂本大臣にご登壇いただいたが、イノベ
ーションがこれからの地域に非常に重要だと話をされていた。イノベーシ
ョンで地域の良さがなくなるのではなく、寧ろ地域のゆったりと生きてい
ける面が、より際立つことを提示していけば全国でも特徴的な取り組みに
なると思う。こういったコンセプトを、行政主体でなく民間主導で進めた結
果として非常に住みやすい街になることは良いと思うし、県も 2040 年に向
けて環境とデジタル化を進めていく考えだが、一番重要なのは群馬らしい
文化、群馬の土壌、群馬にしかできないことだと思っている。それらを突き
詰めていくと地域の未来が見えてくるのではないか。
前橋の取組みが、先導となり県内各市町村が流れに続いていこうとなれ
ば大変ありがたいし、大森学長が総括ということでこれから教育面もイノ
ベーションを高めていきたい。知事と共に参加させていただく。よろしくお
願いします。

５．その他
・次回の準備検討会について
11 月 20 日午後 1 時 30 分～午後 3 時 00 分で開催する。
※事務局より後日開催通知を送付する。
６．閉会
以上
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