
～ヒロシマアップデート～ 

雨にもまけず，風にもまけず，そしてコロナ
にも負けない，そんなヒロシマになりたい  

広島県 総務局 

総括官（情報戦略） 

DX推進本部 副本部長 

桑原 義幸 
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講演者紹介 

氏名: 桑原 義幸（くわはらよしゆき） 

肩書: 総務局 総括官（情報戦略) 

CIS: Chief of Information Strategy 

役割: 情報部門責任者 

Replace with your picture 

企業ロゴ 
ロゴの利用がNGの
場合にはこの枠を 
削除ください 

• 略歴: 35年以上に渡りDEC, KPMG, アンダーセン等の米系企業にて情報技術の研究・開発に
従事。2003年金融庁入庁を皮切りに行政機関における情報戦略や政策立案に手腕を発揮。
2011年4月広島県CIOに着任，2016年6月情報戦略総括監に就任。また昨年7月のDX推進本部
の設置とともに副本部長に着任，未来の広島県の実現に向けた政策の立案に着手，現在に至る。 

• CISSP(公認情報システムセキュリティプロフェッショナル） 
• 2017 Asia-Pacific Information Security Leadership Achievement受賞 

• 広島県: 人口約280万人，政令市の広島市を含む23の基礎自治体を有する年間予算規模１兆円
の中国地方中堅都市 
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西日本豪雨災害 

新型コロナウィルス 

and 
デジタルトランスフォーメーション(DX) 

 
危機とチャンス 
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ヒロシマスピリッツ 
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全ての情報戦略の背景 
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湯﨑知事就任以降 

●2010年(H22)12月行政経営刷新計画 策定 

  
ICTを駆使した「ワークスタイルの変革」 
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ニャンと！ 
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 非常勤のCIOとして着任，その後 

 2016年6月より情報戦略総括官として常勤職員として登用，現在に至る 

2011年(H23)4月1日 
広島県CIOの誕生 
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ビジョンとミッション 

Mobility Flexibility Governance Knowledge Management 

目指せ！自治体のベストプラクティス 
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ベストプラクティス 
• 常に目指すは… 
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幹部はペーパレス 
H25～ 

知事！ 
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議会もペーパレス 
H30～ 
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働き方のバリエーション
  

どこでもワーク 

いえでもワーク 

そとでもワーク 

みんなのオフィス(サテライトオフィス) 

じゆうなオフィス(フリーアドレス) 
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西日本豪雨災害 
~ 2018年7月6日 ~ 
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人的被害  

死者：    130名強(※) 

行方不明者：     5名 

負傷者：     127名 

全壊：   1,029軒 

半壊・破損：4,786軒 

床上浸水：   2,926軒 

床下浸水：   5,009軒  

※災害関連死含む 

土石流・土砂崩れ：5,000ヶ所以上 

山陽自動車道 
法面崩落2箇所、冠水1箇所 

土砂流入8箇所、表層崩落1箇所 

中国自動車道 
法面崩落7箇所 

広島呉道路 
法面崩落2箇所、盛土崩落1箇所 

停電： 18万8000戸 

断水： 21万1008戸 

社会インフラ被害 
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発災前 

 

 

本庁舎 A庁舎 B事務所 

・コラボレーション基盤 
・ファイルサーバ 
・個別業務システム など 

Data Center 
LGWAN接続環境 

マイナンバー利用事務 

行政LAN・WAN 

仮想化 

専用線・広域イーサ接続 

 テレワーク 
 ※閉域網接続に対応可能な機器のみ接
続が可能 

閉域網接続 

Fire Wall 

DMZ 

公式Web/防災系情報提供システム など 

閉域網接続 

 

 

リモートアクセス 
※インターネット経由の 
 接続は認めない 

The Internet 
 

 

県民のみなさまへの情報提供 

仮想化 
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本庁舎 A庁舎 B事務所 

・コラボレーション基盤 
・ファイルサーバ 
・個別業務システム など 

Data Center 
LGWAN接続環境 

マイナンバー利用事務 

行政LAN・WAN 

仮想化 

専用線・広域イーサ接続 

 テレワーク 

閉域網接続 

Fire Wall 

DMZ 

リモートアクセス 

The 
Internet 

 

 

県民のみなさまへの情報提供 

広島県ホームページ 
防災情報システム  など 

マルチデバイス 
環境 

Vmware Horizon 
閉域網接続 

 

 

 

 

危機管理対応のため， 
専用仮想環境も維持 

発災後 
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結果的に 

クラウドストレージ 

パブリッククラウド 

端末の選択の自由 

仮想化環境 

BYOD 

本庁 自宅等 

地方機関 
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教訓 
～雨にもマケズ～ 
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BCP vs 働き方改革 

BCP 
働き方 

改革 × 
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両輪の実現 

BCP 
働き方 

改革 

As-Is 

BCP 
働き方 

改革 

To-Be 
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平時でも非常時でも 

同じ働き方が出来ること 
～慣れ親しんだ環境・UI・UX～ 
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次の一手！ 
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オフィス不要！？ 新職員端末7200台 
～2019年後半更新～ 
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自治体DX実現に向けて 
自治体組織がDXを進めるためには 



広島県が目指す自治体DX 

• 行政プロセスのDX 

– “継続性”を意識したデジタライゼーション 

– 行政サービスのコンシェルジュ化 

• 仕事・暮らしのDX 

– ものづくりでのデジタライゼーション 

– サービス分野のデジタライゼーション 

– 暮らしにかかわるデジタライゼーション 

• 地域のDX“スマートシティ” 

– 様々なデータのオープン化 

– ”Super Smart Prefecture”へ 

5年先、10年先に向けて今やるべきこと 

https://wisdom.nec.com/ja/article/2019122603/index.html?cid=wis_np543 

https://wisdom.nec.com/ja/article/2019122603/index.html?cid=wis_np543
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新型コロナウィルスの猛威 
~ 2020年4月以降 ~ 
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コロナ対策アプリケーション 
４つのアプリケーション 
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登録する利用者のユーザビリティを確保したインターフェース 
様々なデバイスから登録可能、チャットボットを利用したスムーズな登録 

PC、モバイルでも類似したインター
フェースを提供することで、“同じ感覚”
のインターフェースがユーザをサポート。 

クラウドサービスを活用なので、ユーザ
の時間があるときに、登録しやすい環
境を選択。（通勤のタイミングでモバ
イルで、出勤直後にPCから） 
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継続してコロナ対策で追跡アプリケーションを構築中 
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更に！ 
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広島コロナQRサービス（8月14日サービス開始） 
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店舗ごとにポスターとPOPを発行 
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Best of Breed 
～最高・最強の組み合わせで！～ 
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教訓 
～コロナにもマケズ～ 
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緊急時に求められるデジタルプラットフォーム 

1 すぐに使えてフレキシブルなデジタルプラットフォーム 

2 行政業務に適したデジタルワークフローとデータ統合可能なデジタルプ
ラットフォーム 

3 優れたユーザエクスペリエンス（ユーザ体験）を提供するデジタルプ
ラットフォーム 



41 41 

“今”やるから価値がある 
”Nice to Have”から“Must to Have”へ 
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広島県が目指す姿とDX 
自治体のDXを牽引する広島県 
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最新の技術を活用した産学官の共創活動を推進するためのオープンな実験場  
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 広島県の主なDXの取組 

＜通信基盤整備：広ギガ県＞ 
・県内FTTH100％に向けた整備 
（全国33位→上位圏内へ） 

通信基盤整備 

＜新技術活用獣害対策＞ 
・IoT活用によるニホンジカ被害対策 
・新技術活用による公園内イノシシ被害軽減 

鳥獣害対策 

＜ひろしまシフトツーリズム＞ 
AI・デジタルマーケティング等を活用 
した広島への移住・定住促進事業 

移住・定住促進 

＜広域MaaS推進＞ 
・広域的なMaaSの実証実験 

交通 

＜人流データ活用・連携＞ 
・県内11エリアの人流データの 
 把握・発信 

＜新型コロナウイルス感染症対策＞ 
・広島コロナお知らせQR 
・取組宣言店 

新型コロナ感染症対策 

＜学びの変革推進＞ 
・ICT環境（1台/人PC）整備 
・ AI活用による個別最適な学び 

＜GIGAスクール構想の実現＞ 
・県立中学/高校/特別支援学校 
 への校内通信ネットワーク整備 

教育 

＜子どもの成長支援＞ 
・保育施設AI入所選考システム 
・AI活用による子どもの予防的支援 

AI 

子育て 

デジタルインフラマネジメント 

＜データ利活用基盤の構築＞ 
・地形データ等を共有・活用しながら 
 様々な取組を推進 

＜水害リスク把握・発信＞ 
・AIによる画像解析により 
 リアルタイムに水害リスクを把握 

防災・減災 

＜観光地スマート化推進＞ 
・デジタル技術等を活用した 
 ストレスフリーな観光地整備 

観光 

＜地域産業AI/IoT等活用促進＞ 
・AI/IoTを活用した実証事業 
・データカタログサイトの構築 

産業イノベーション 

スポーツ 

＜ﾌﾟﾛｽﾎﾟｰﾂの新たな応援ｽﾀｲﾙ構築＞ 
  ・新しい技術を活用したリモート応援等 
  の実証事業 
  ・チームの収入確保策の検討 

応援・交流 

＜上下工水事業＞ 
・浄水場等の自動運転化に 
 向けたAIの活用 
・スマートメーターの導入検討 

水道 

AI 

混雑状況 

AI 
混雑予測 

※総務省：ブロードバンド基盤の整備状況（2019年3月末現在） 

広  県 
遠隔教育 

テレワーク 遠隔医療 

 
 
 

地形の3次元データ化等 

遠隔施工 調査・設計 

AI 

県内の各市町や企業等と連携しながら，様々な分野でデジタルトランスフォーメーションの取組を推進中。 
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 行政課題の解決 

 デジタル技術を活用して課題解決を図るオープンな実証実験の場である「ひろしまサンドボック
ス」を活用して行政課題の解決策を全国から募集し，実装を見据えた実証プロジェクトを実施。 

 実証プロジェクトを通じて，「官」のＤＸ人材だけではなく，「民」のＤＸをサポートできる人
材も育成。 

法面崩落の予測 除雪作業の支援 路面状態の把握 

例）道路施設の維持管理のＤＸ 
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 オープンデータの推進 

オープンデータを推進するため，本年度中に県保有のデータの棚卸しを実施予定。 

分野間でのデータ連携によるオープンイノベーションを推進するため，データ連
携基盤とデータカタログサイトを構築し，10月12日に公開。 

データ連携基盤

農業 製造業観光
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ヒロシマDXサークルの循環 
～ベゾス風サークル～ 

豊かな 
生活基盤 

県民体験 

情報が溢
れる社会 

シンプルな 
訴求 

選択 

県の成長 

高齢者・
若年に優
しい生活 

UI UX 

data 

・UI 

・UX 

・Data 
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2030年に実現する広島県行政サービスの姿(仮説) 

・マルチチャネル化 

・ノンストップ化 

・シンプル化 

データ連携により自動的
に手続き，対象者に通知 

広島
県 

市町 

企業 国 使い慣れた
ＵＩで確認 

自動手続 例外処理等 

通知 

申請 

データ連携により自動的に 
手続き，対象者に通知 

圧倒的な手続効率化 
とスピードアップ 

迅速な例外処理と 
その分析による改善 
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立ちはだかる壁 
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行政職員 行政職員 

エクセルやワードで用意されたファイルを作
成、もしくは印鑑を押したPDFを作成 

作成されたデジタルファイルを電子メールで
送付！ 

送付されたファイルを開いて自分が作成し
たいデジタルファイルのフォームにコピペ！ 

ただ単に、今やっていることを 
デジタルツールに置き換えただけ 

日本の行政が推し進めてきた「ICT活用」＝「デジタライズ」 

根本的な問題）日本の行政組織のICT活用 
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自治体DX推進の障壁、それは“人” 

1 圧倒的な仕事の世界における優れたデジタルエクスペリエンスの不足 

2 優れたデジタルエクスペリエンス不足からくるデジタル技術への不信感 

3 不信感がデジタルファーストな思考を阻害、変革しない業務プロセス 
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プロセスまでを含めた変革“デジタライゼーション” 

活用できるデータを集める、思考の変革 

行政職員 行政職員 

XXXシステム ◯◯◯システム 

収集した情報をファイルではな
くデータとしてインプット 

必要な情報を要求。 
固定化されている要求はプリ
セットを活用することで入力の
手間軽減と、入力ミスを撲滅。 

ワークフローに従って必要なデータ
をシームレスに連携・更新。不必要
に人に介在させない。 

紙が必要な場合には、
システムに、“それ自
体”を要求。 
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デジタルプラットフォームに不可欠なコンセプト 

1 様々なシステムと連結可能なプラットフォーム 

2 “組織構造”と“仕事の流れ”を繋ぐデジタルワークフローが実装可能なプラットフォーム 

3 ユーザエクスペリエンスに優れたプラットフォーム 
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デジタルプラットフォームが支えるスマート県庁 
組織は必要、業務のためにシステムはある、でもそれを繋ぐ仕組みが求められる 

 

総務局 健康福祉局 商工労働局 農林水産局 

XXXXXシステム △△△△システム ◯◯◯◯システム □□□□システム 

鍵は横串 
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User 

eXperiense 
 

User 

Interface 

人間の本能!? 

不便から 
より便利に 
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DXの意味 
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最後に… 
Super Smart Prefectureを目指して 
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常識の大転換！ 
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常識ってニャンやねん ?！ 
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オフィスで仕事する 
パソコンで仕事する 
 

    これって常識ですか？ 
 

 

           SUPER SMART  PREFECTURE 
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仕事も 
県民サービスも 
学び方も 
  スマートフォンがあれば 
   いつでもどこでも 



ご清聴ありがとうございました 

y-kuwaharab1601@pref.hiroshima.lg.jp 

https://www.facebook.com/Yoshiyuki.Kuwahara 
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