
Google が実現する公共機関のデジタル変革と、自
治体様におけるシームレスなコミュニケーションのア
イディア
”Communication ideas for local governments”
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デジタル トランスフォーメーション （DX） が重要な政

治アジェンダに

● 新型コロナウイルスのパンデミックがきっかけで在宅

勤務、リモート授業、遠隔診断等の必要性が高まった

● デジタル技術を用いた行動変容の必要性

● 新内閣の重要アジェンダに浮上

● デジタル庁設置へ



デジタル トランスフォーメーション（DX）とは

● 情報技術（IT）を用いて革新を行う

● 従来の紙ベースの作業の電子化ではない

● 新しい発想で組織と仕事を変える

● 個人の生活は既に変革されている

● 制約を取り除き、ゼロベースで考える

● チャレンジできる組織が必要

● これらを実現する人材育成が重要

● 組織変革 + 人材育成 + 先端技術



① 組織変革

● チームの力を最大化

● カルチャーが重要

● 心理的安全性

② 人材育成

● 教育プログラム

● プロジェクトでの学習

● 多様性の確保

③ 先端技術

● AI・機械学習

● データの活用

● クラウド

DX を成し遂げるために必要な三要素

 



コミュニケーションの源泉となる基盤
のご紹介



アイディアを実現するパーツ：Google Cloud 製品群
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Google Cloud

630 億ドル
2019 年 12 月までの 3 年間の Google 全体の
資本的支出

グローバル スケール
現在、世界に 24 リージョンを保有し、今後も
拡大予定

セキュリティを重視
約 20 年にわたる安全なクラウド運用の実績

高い信頼性 
各業界固有の基準に準拠



米国コロラド州運輸省:
データを活用した交通量把握と交通制御

● 道路上の車両の速度、天
候、交通事故等のリアルタ
イムデータを位置情報を元
に統合し、交通量把握と交
通管制に活用

● BigQuery 上にデータマート
を構築

● Waze の位置情報データや
AI による画像解析も活用



道路セグメント：事故の影響を受ける
範囲の定義

Waze で報告された事象：事故、渋
滞等

システム内の道路情報に
Waze からの情報を統合

● 道路局が管理する 600,000 の道路セグ
メントと 100 万を超える Waze インシデン
ト情報を位置情報を元にリアルタイムで
マッピングして統合

● 道路局内部情報と Waze 情報を統合す
ることで、道路状況をより正確に把握可
能となった

交通局の設定したイベント：
事故、道路封鎖等



音声認識
(Speech-
to-Text)

音声合成
(Text-to-
Speech)

自然言語処理に
よる対話管理
(Dialogflow)

Te
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y
 統

合

● Contact Center AI （CCAI） - コールセンタの電話・チャットボット応答を AI で自動化
● 音声認識、音声合成、自然言語処理対話管理等の AI 技術を統合

● 米国イリノイ州にて COVID-19 に関する問い合わせ対応コールセンタを AI で構築
● Cisco 電話システムとの統合までを 2 週間で構築完了
● 最大 20 万コール／日を処理。99.99% のコールをその場でタイムリーに処理。

米国イリノイ州雇用安定局:
AI によるコールセンタの自動化を実現

有人オペレーター



米国ハワイ州

● 地域住民へ伝える情報を Google Translate API で 100 以上の言語に翻訳

● 人手による翻訳のコストを大きく削減

● 緊急時の災害情報を全住民に母国語で通知可能に

100 以上の言語 
がサポートされ
ている 

4 人に 1 人 の住人
が英語以外の言語を
自宅で使用

Google API はまさにゲームチェンジャーでした。簡単に使えますし、必要な
時にクラウド上ですぐに購入し利用できるのです！

Todd Nacapuy
Chief Information Officer, State of Hawaii

情報を全ての住人が

利用可能に 
（No one is left behind）

“
出典：Economic Development and Tourism, STATE OF HAWAII, “NON-ENGLISH SPEAKING POPULATION IN HAWAII”, April 2016, 
https://files.hawaii.gov/dbedt/economic/data_reports/Non_English_Speaking_Population_in_Hawaii_April_2016.pdf

https://files.hawaii.gov/dbedt/economic/data_reports/Non_English_Speaking_Population_in_Hawaii_April_2016.pdf


コラボレーションのアイディアにつ
いて



一般企業が DX を実現できない場合、2025〜2030 年に
国内で最大 12 兆円もの経済損失が生じる可能性

出典：経済産業省 DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本

格的な展開～、2019 年 3 月

しかし、製造業で DX を実現できている現場は
少なく、DX が「進んでいる」企業はわずか 10%

出典：日経XTECH、2020 年 11 月

10%

DX 促進に苦労している”会社”は多い

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00081/00007/


世界中で、80% が固定席を持たない現場でのワーカーで、
彼らはしばしばテクノロジーの恩恵を受けられないことがある

70% の現場ワーカーはテクノロジーによって仕事をより効率的に
できると答えている

彼らには以下の目的のツールが必要
● コミュニケーション
● オペレーションとロジスティクス
● オンボーディング
● トレーニング

出典： Emergence, 2020、2020 年 12 月

彼らはより良いツールを必要としており、それを提供することでワー
カーと会社の双方にメリットがある

80% 70%

現場従事者にテクノロジーの恩恵を

https://www.emcap.com/technology-for-the-deskless-workforce-2020/


情報が一元化できず更
新も手作業、紛失や汚

損の恐れがある

拠点間でのミーティング
やリアルタイムでの連携

が難しい

人手不足をカバーする

には、非デジタル環境で

の知識の伝達や教育に

は限界がある

コロナの状況下でも物
理的に移動しないと研
修が受けられない 

情報が
紙ベース

拠点間の
連携

研修 人手不足への
対応

デジタル化で
ボトルネックを解消し、
コラボレーションを実現

非デジタル環境では‥

非デジタル環境でのボトルネック



解決できる人
（有識者・専門家）

困っている人

相談

解決策の提示
＜①＋②＋③＋④＞

経験したナレッジより最
適解を選択

解決に向けたやりとり

問題発生
専門家へ相談

解決

①
②

③

④

④

コミュニケーションの基本



有識者①

困っている人

有識者②

有識者③

①

③

相談

相談窓口

解決策の提示
＜①＋②＋③＋④＞

解決に向けたやりとり

問題発生
窓口へ
相談

解決 ④

有識者④

②

③

知
識

知
識
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見
聞
・技

術

コミュニケーションの基本・実際は



コミュニケーション、コラボレーション、そして資料の作成

Google MeetGmail

コンテンツ

コラボレーション

ツール

Chat

・スプレッドシート

・ドキュメント

・スライド

業務に必要な機能を

1 か所にまとめました

Jam board
ほかにも...

Calendar



Chromebook

皆様の組織の PC 運用負担を軽減し、皆様が本業に使う貴重な時間を作り出すこと

Chromebook と Chrome Enterprise で始めませんか？

Enterprise 機能

統制された

 Chrome デバイス

Chromebook Chrome Enterprise



機能

● 軽量 - 70g 

● 長時間バッテリー

● 8MP HD カメラ

● スピーカー

● マイク

● スクリーン

Google Meet を使って遠隔地とハンズフリーなコミュニケーションを

Solution Value

Glass をつけた人の見ているものをそのまま共有

Meet だけで全ての作業員とコミュニケーション可能に

シンプル、使いやすい、作業員による操作が殆どいらない

ウェアラブルコンピュータ

安全

● IP53 認定

● 技適取得済

Simple to Use

● “タップ/スワイプ” or “声” で操作

● 眼鏡のように着用



Google Glass の利用例

①　診療記録の確認

②　見ていることを

　　そのまま見せる

③　検査アプリと連動

④　チェックインや

　　チェックアウト

① ②

③ ④



コラボレーション製品の連携

Chromebook

起動時間短縮
複雑なセットアップ作業大幅軽減

簡単なコミュニケーション手段

安全なナレッジ共有

専門家の知識共有



専門技術の共有・継承



内閣府防災担当資料抜粋

http://210.149.141.46/updates/h280414jishin/h28kumamoto/pdf/h280929shiryo02.pdf

基礎自治体現場での問題

・被害状況に比例し、罹災証明書発行要求に被災者が多く訪れる
・罹災証明発行には家屋被害認定調査が必要、これは専門知識が必要で調査人数が限られる
・他自治体からの支援では賄えず、異なる職種の職員が対応することがある
・現場での判断を持ち帰る事により、家屋被害認定調査が伸び、罹災証明の発行が遅れる
・被災者からの苦情対応に追われる

専門知識・経験が必要

災害対策：罹災証明発行支援



家屋被害認定調査員
（有識者）

この仕組を用いたノウハウ共有では、

　・システムの作り込みが発生しない
　・複雑なセットアップからの開放
　・臨時対応職員の対応精度向上
　・情報の持ち帰り、再精査の時間が短縮
　・被災者の精神的不安への対応
　・全国どこからでも対応可能、人員の有効なアサイン
　
人員 / 時間 / コスト/ 安心・安全などのメリットが見込まれる

家屋被害認定調査員
(臨時対応職員）

chrome

smart phone

・緊急の携帯通話
・データテザリング
・簡単なチャットメール確認

・大量展開にも耐えうる端末
・現地での入力用端末

・現地状況確認用

役所内待機・遠方自治体役所内

現地派遣

災害対策：罹災証明発行支援



有識者・技術者 臨時対応職員

chrome

smart phone

・緊急の携帯通話
・データテザリング
・簡単なチャットメール確認

・現地状況確認用

・土木：道路橋梁維持管理業務

・農林：伝統技術継承

・消防：火災調査業務

・警察：実況見分・現場検証業務

・水道：上下水道管理業務

・民生：センシティブな状況を扱わない業務

・観光：実地調査・バーチャル観光

　　その他の外部連携業務

この仕組みを他に置き換えると・・

VISION API TRANSLATE API
・大量展開にも耐えうる端末
・現地での入力用端末



多拠点における情報共有



参照：高知県　大規模災害に備えた  避難所運営について（解説）
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/010201/files/2014110500044/04kaisetsu.pdf

基礎自治体現場での問題

● 災害対策本部と各種避難所間での連携の問題
○ 災害発生時の季節などの影響により、必要物資、

支援に想定外が発生する
○ 声の大きい、情報伝達手段に長けた避難所に必

要物資、支援が集まりがち
○ 緊急性が高い事案がほとんどであるため、紙や電

話がメイン、IT ツールが後回しになる
○ 新旧情報が入り交じるため、正しく物資、支援が行

き渡らない

● 外部（団体）との連携
○ 県庁や各社協、支援 NPO などとの連携基盤は存

在していないようにみうけられることで、支援が被
ることが発生

参照：”いわて津波アーカイブ　希望
http://iwate-archive.pref.iwate.jp/student/21iriguti/index3_5.php

災害対策：避難所連携



指定避難所
地域の支援拠点

市町村災害対策本部

県災害対策本部

車中・テント泊

指定外避難所在宅

近隣の指定避難所

福祉避難所　または
広域福祉避難所

災害ボランティアセンター（市
町村社協）

災害ボランティア支援本部
（県社協）

災害対策：避難所連携

Google Meet : 拠点間連絡・映像での情報共有

Google Drive : リアルタイムな物量情報共有

Jam board : リアルタイムな手書き文字情報共有



庁内部門A

庁内部門B

庁内部門C

外部ワーク部門B

外部ワーク部門A在宅勤務

窓口部門

外郭団体

庁内部門E

庁内部門D

この仕組みを他に置き換えると・・ 

AI 
PLATFORM

VISION API

SPEECH-TO-TEXT

TRANSLATE API
Kubernetes 

Engine



グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

パブリック･セクター本部

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

パブリック･セクター本部が公共機関の皆様の

デジタル トランスフォフォーメーションを、

組織変革、人材育成、先端技術適用の全ての側面

においてご支援致します。



Thank you
ご清聴いただき、誠にありがとうございました


