
人口約 14万人、“さかなの街”として知られる静岡県焼津市では、これまで使用していたノート
ブックPCの更新にあわせて、全職員約 670人の情報端末を、インテル® Core™ i5 プロセッ
サー搭載のWindows* 8タブレットに更新しました。機動力に優れたタブレットの活用により、
ペーパレス会議が実現し、資料作成の工数や、紙のコストの削減が進んでいます。さらに、市民
窓口での活用、テレビ会議を利用した来庁者への通訳サービス、幹部職員の自宅での業務支
援やスケジュール参照など、ワークスタイルの変革が実現しています。

課  題

•  会議資料の作成にかかる作業負荷の削減：会議のたびに、大量の資料を作成し、印刷するた
め、職員に作業負荷がかかっている。

•  市役所職員の業務の効率化：既存のノートブックPCでは画面の解像度が低く、キーボードにも
耐久性がない。ディスプレイとキーボードも分離できないため、最適なポジションで作業しづらい。

•  市民サービスの向上：窓口における市民サービスの業務で、よりわかりやすい説明を可能にし
て、住民の満足度を高めたい。

ソリューション

•  インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載Windows* 8タブレット： 21.5型の外付け液晶ディ
スプレイ、フルサイズキーボード、マウスを接続することで、デスクトップ並みの操作性を実現。
タブレットスタイルでは、ビューワーとしてPDFや Excel*などの文書を参照。

導入効果

•  パフォーマンスの向上：従来のノートブックPCに比較して CPU速度が高速化。メモリーも 2
倍とすることで、より快適に業務アプリケーションが利用できるようになった。

•  ペーパレス会議の実現：デジタルファイルを参照することで紙の資料がなくなり、1カ月に 1回
開催の会議で約 2,000枚が削減された。会議資料の作成にかかる工数も削減している。

•  消費電力の削減：省電力性が向上したタブレットと、標準搭載の「ピークシフト機能」により電
力消費を抑制。外付け液晶ディスプレイと合わせても従来のノートブックPCより消費電力が
少なくなった。

ビジネス価値

•  コスト削減：5年間の総額経費の比較で、前回のシステム更新時と比較して約 3割、約
3,000万円のコスト削減が実現した。ペーバレス化により紙のコストも削減されている。

•  ワークスタイルの変革：タブレットになったことで持ち運びが楽になり、自宅でのスケジュール
チェックやメールチェックなどが可能になった。テレビ会議を使ったコミュニケーションも実現
する見込み。

•  市民サービスの向上：タブレットの精細で美しい画面を利用した窓口説明、ビデオ会議を利用
した外国人向けの通訳サービスなどが実現。

焼津市
所在地：静岡県焼津市本町 2-16-32

面積：70.62 km²

人口 /世帯数：14万 3,262人 / 5万
4,740世帯（2014年 8月末現在）

概要：静岡県の中央部、東京と名古屋の
ほぼ中間に位置する人口約 14万人の市。
「人がキラリ 海がキラリ まちをキラリ～ 

活力と自然の恵みに満ちたまち 焼津～」を 

将来都市像として、「災害に強いまちづくり」 
など32の施策を進めている。 

カツオやマグロを使った佃煮やさばなどを 

原料とした黒はんぺんや、トマト、メロン、 
ナシなどの農産物を特産品とする。

http://www.city.yaizu.lg.jp/

導入事例
Windows* 8タブレット
Windows* 8へのアップグレード、モバイルの生産性
政府 /公共部門

全職員約670人にタブレットを一斉配布し 
ワークスタイル変革と市民サービス向上を推進
インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載タブレットでパフォーマンスを向上させるとともに、 
ペーパレス会議で月 2,000枚の用紙コストを削減

http://www.city.yaizu.lg.jp/


Excel*やAccess*で作成したマクロやVBAなど
Windows*の資産を無駄にすることなく利用可能

「パフォーマンスの高い 
インテル® Core™ i5 プロセッサー 

搭載タブレットの導入で、 
職員の業務スピードは 
格段にアップしました」

焼津市
総務部 情報政策課

課長
吉田 和之 氏

ワークスタイルの変革を目指し 
Windows* 8タブレットの採用を決定

静岡県の中部に位置する焼津市は、駿河湾
に面した焼津港を中心に発展を遂げてきま
した。カツオとマグロの水揚げ量は全国 1位
で、市内の飲食店では焼津港で獲れた新鮮
な魚料理が堪能できます。毎年 7月から 8
月になると市役所では、焼津の水産業者に
伝わる「てぬぐいじゅばん」を起源とする「魚
河岸シャツ」を着用して執務する「魚河岸クー
ルビズ」を実施して、市内外に広く「焼津らし
さ」をPRしています。

焼津市がWindows* 8タブレットを導入し
たきっかけは、システムのリースが満了を迎え
ることにありました。同市では、1981年にホ
スト・コンピューターを導入し、以後も継続的
に強化を進めてきた歴史があります。2008
年に大井川町を編入合併した際には、住民、
税務、福祉などの「基幹業務システム」、人事
給与、財務などの「内部情報システム」などを
一斉にオープン化し、職員が一般的な業務を
行うための内部情報系端末を、Windows* 
XP搭載のノートブックPCに変更しました。
そして、そのシステムのリースが切れるのが
2013年 10月で、さらに 2014年 4月に
Windows* XPのサポート終了が迫ってい
たことから、新たな内部情報系端末の選定に
入ります。

焼津市では当初、従来どおりのノートブック
PCへの置き換えを想定していましたが、コス
ト削減やワークスタイル変革の観点から、当
時市場に浸透しはじめていたWindows* 8
タブレットに着目します。総務部 情報政策課 
課長の吉田和之氏は、「採用に至ったタブレッ
トはノートブックPCと比べて安価で、CPU
の性能も高く、Microsoft* Officeも搭載
しています。Windows*ベースで作成した
さまざまな業務アプリケーションが利用できる
ほか、Excel*や Access*で作成したマクロ

や VBAなどの資産を無駄にすることもない
ことから採用を検討しました」と語ります。

外付け液晶ディスプレイとの組み合わせで 
従来環境と変わらない操作性を実現

しかし、その段階では市役所で使用している業
務アプリケーションが最新のWindows* 8に
対応しているかはわかりません。そこで、各部
署に対して個別アプリケーションの対応状況を
確認するとともに、更新作業を進めていた内部
情報システムが対応可能であるかを検討し、
すべてがクリアになったところでWindows* 
8タブレットの導入を決断しました。

ところが、庁内調整を行ってみると、タブレッ
トに対して各部門からさまざまな意見が寄せ
られてきます。総務部 情報政策課 情報政策
担当 主幹の中島勝己氏は、「職員からは、今
までと同じように仕事ができるのか、机上ス
ペースは狭くなるか、セキュリティーや紛失や
盗難の対策はどうなるか、といった声があが
りました」と説明します。職員を説得するため
には、それらの懸念を払拭する提案が重要と
考えた情報政策課は、タブレットが持つ利便
性に目を付けます。

まず、従来のノートブックPCと同等以上の使
いやすさを実現するために、21.5型の外付
け液晶ディスプレイと、フルサイズのキーボー
ド、マウスを用意。タブレットを接続すること
で、自席ではデスクトップ PCのように業務
ができるようにしました。また、会議や打ち合
わせの際にはタブレットスタイルで持ち歩き、
PDFやWord、Excel*の書類が会議室な
どで参照できる機動力をアピールして理解を
求めたといいます。

「サンプル機器を持って各課を回り、職員ひと
りひとりに実際に操作してみせながら説得し
た結果、最終的には 75％の職員の賛同を得
ることができました」（吉田氏）。

会議ではタブレット単体で資料を閲覧自席ではタブレットにディスプレイとキーボードを接続 
して利用



STYLISTIC Q702/G（富士通）
11.6型液晶（1366×768ドット）を
搭載したタブレット。タブレットスタイルで
は、薄さ12.7mm、重さ約 850gの薄
型・軽量ボディーにより、持ち運びでも負
担にならない。液晶ディスプレイは電磁
誘導方式デジタイザーに対応し、附属の
ペンで手書き入力もできる。タブレット単
体での利用のほかにも、別売のキーボー
ド、ドッキング・ステーションを装着するこ
とで、ノートブックPCのように書類作成
などが可能になる。標準で指紋センサー
を装備するほか、カスタムメイドで暗号化
機能付きの SSDを採用することで、不
正利用からも防御する。節電対策として、
ACアダプター接続時でも、電力消費を
抑えるピークシフト機能や、液晶ディスプ
レイの輝度調整や使用しない機能の無
効化を簡単に設定できる省電力ユーティ
リティーも装備する。

焼津市
総務部 情報政策課
情報政策担当 主幹

中島 勝己 氏

焼津市
総務部 情報政策課

課長
吉田 和之 氏

ユーザーの操作性を落とさないため 
起動時はデスクトップ画面を表示

タブレットの調達に際しては、従来のノート
ブックPCと同等以上の性能を持つインテル® 
Core™ i5 プロセッサーを搭載した富士
通 の「STYLISTIC Q702/G」を 選 定し
ました。調達台数は全職員 672人分で、
Windows* 8が 562台、県が管理するシ
ステムと同期させる必要があった土木部門の
110台はWindows* 7としています。

ただし、従来のノートブックPCからタブレット
に切り替えることで、Windows*の操作性
が変わり、職員が混乱することが予測されま
した。そこで、電源を入れてログオンした際に
は、従来どおりのWindows* XPのような
デスクトップ画面が表示されるように設定変
更し、「スタート・メニュー・ボタン」を追加して
います。さらに、1カ月間はヘルプデスク業務
をアウトソーシングし、職員からの操作に関す
る問い合わせに集中的に対応することで早
期定着を図りました。

タブレットの配布は、2014年 3月に完了し、
2014年 4月から本格的な利用が始まりま
した。現在、自席での通常業務では、外部ディ
スプレイ、キーボード、マウス、LANケーブ
ルをタブレットに接続して利用しています。タ
ブレット本体と外部ディスプレイの画面には、
別々のアプリケーションを表示させることもで
き、片方で資料を参照しながらもう一方の画
面で書類を作成することも可能です。

また、係長職以上の幹部職員には、キーボー
ド付きのドッキング・ステーションを配布し、タ
ブレットとドッキング・ステーションを自由に持
ち出せる権限を与えました。一般職員も所属
課長への申請することで、市役所の本庁、出
先以外の建物にタブレットを持ち出すことが
可能です。ただし、セキュリティーには十分配
慮し、ディスクはすべて暗号化、ネットワーク
も VPNによって暗号化しています。利用時

はウイルス対策ソフトで常時監視しているほ
か、資産管理ソフトで個々の端末を厳密に管
理し、アクセスログを定期的に解析していま
す。運用面にも配慮し、部課長全員を対象と
した情報セキュリティー管理者研修を実施し
て、意識を徹底させました。

タブレットを利用している職員の反応につい
て中島氏は、「インテル® Core™ i5 プロセッ
サーのパフォーマンスに満足している様子で、
従来のノートブックPCより速く動くといった
感想が寄せられています。外部ディスプレイ
を利用することで画面サイズも大きくなり、表
示できる Excel*シートのサイズが大きくなっ
たことも好評で、テンキー付きのキーボード
で数値入力が楽になったという声も聞こえて
きます。バッテリー持続時間についてもカタロ
グ値で約 4.6時間と、会議室や庁舎外での
利用なら十分です」と話しています。

ペーパレス会議やテレビ会議による 
通訳など、タブレットの 
機動力を生かしたサービスを開始

タブレットの導入で、焼津市は想定以上に
ワークスタイルの変革が進みました。導入し
て最初に変化が現れたのが、ペーパレス会
議の実現です。現在、市長を筆頭に約 40人
の幹部職員が月 1回行っている幹部会議で
は、全員がタブレットを持参し、画面上で資料
を見ながら会議を行っています。その結果、
1回の会議につき約 2000枚の用紙が削
減されました。中島氏は「それまでは幹部会
議資料の印刷・製本に半日かかっていました
が、現在は 30分もあれば終了します」と語り
ます。幹部会議でタブレットを率先して利用す
ることで一般職員の会議でもペーパレス化が
進み、今後ますます浸透していくことが期待さ
れています。

カウンター窓口業務でも活用が始まり、防災
センターではカラー映像を利用した静岡県地
震被害想定図などを市民に見せながら説明
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しています。2014年 9月からは、窓口のあ
るフロアに設置したWi-Fi*を利用してタブ
レットの持ち歩きを可能とし、市役所のホー
ムページなどを参照しながら、住民に行政
サービスを説明する取り組みも始めました。

また、テレビ会議システムを利用して、外国人
来庁者に対する通訳サービスも行っています。

「焼津市の場合、庁舎が 3箇所に分散し、通
訳は本庁にしか在席していませんが、テレビ
会議を用いることで離れた支所を訪れた外
国人のお客様にも対応ができます。カメラに
書類を映しながら説明することもできるので、
通訳やお客様にも好評です」（吉田氏）。

タブレットは外出先での利用も進んでい
ます。焼津市の各部署が運営する公式
Facebook*では、各所で開催される
イベントの様子などを内蔵カメラで撮影
し、リアルタイムに Facebook*にアッ
プロードしています。また、工事現場の
写真を撮影して報告書提出時に添付し
たり、工事現場で設計図面等の参照に
活用したりと、各課においてさまざまな
活用案が出されるようになりました。

さらに、自宅への持ち出しを許されてい
る課長職以上の職員は、ファイルサー
バーに保存されている書類に自宅で目
を通しながら、業務処理を進めています。自
宅で朝一番でメールやスケジュールを確認し
て、当日の予定をスムーズにこなしたり、必要
に応じて自宅からメールを返信したりと、業
務の効率化が加速しました。中島氏は、「現
在は幹部職員が対象ですが、ゆくゆくは一般
職員に持ち出しを許可することも視野に入れ

ています。今後は習熟度を高めながら、活用
範囲を拡大してくことが課題です」と述べてい
ます。

5年間の総額経費で 
約 3,000万円のコスト削減

Windows* 8タブレットの導入で、焼津市
は多くのメリットを獲得しました。まず、2008
年にノートブックPCを導入した時と比較し
て、5年間の総額経費で約 3割、約 3,000
万円の経費削減を実現しています。さらに、
ペーパレス会議により紙の消費量が減少して
いるほか、焼津市全体で電力消費量も軽減
傾向にあるといいます。

「現在、デスクワークで利用する際には、電力
需要が多い午後の時間帯はピークシフトを
適用し、ACアダプターによる充電を強制的
にオフにしています。さらに、タブレットを利用
しない時間は、こまめに画面表示をオフにす
る運用も実施中です。定量的な数値は測定
していないものの、以前のノートブックPCと

比べて電力消費量が確実に少なくなってい
ることは間違いありません」（吉田氏）。

Wi-Fi*やテレビ会議の活用による 
コミュニケーションの活性化検討

今後については、Wi-Fi*環境の整備が課題
で、庁内にWi-Fi*スポットを設置して、セキュ
リティーを確保した接続環境の検証を進め
ています。「3G回線と比べてWi-Fi*はつな
がりやすいので、災害時のコミュニケーション
ツールとしての活躍に期待しています。さら
に、観光用途での活用も視野に入れていく予
定です」と吉田氏は語ります。

タブレットのさらなる活用用途として、
テレビ会議によって往復 1時間かかる
遠方の庁舎とのコミュニケーションを高
め、移動時間やコストの無駄の解消を
目指すほか、将来的には在宅ワークと
も連携し、「どこでもオフィス」を実現し
ていく考えです。さらに、住民向けに在
宅手話サービスの実施など、行政サー
ビスにおいてさまざまな活用を拡大し
ていこうとしています。全国の自治体
で初めて全職員にタブレットを配布し、
ワークスタイルの変革を成し遂げた焼
津市のチャレンジは全国からも評価が
高く、今後の動向が注目されています。
インテルのテクノロジーはパフォーマン

スに優れたWindows* 8タブレットを介し、
焼津市の業務効率化とサービス向上を支援
しています。

タブレットに関する詳細については、http://
www.intel.co.jp/tabletforbusiness/ 
を参照してください。

テレビ会議を活用し離れた庁舎間でのミーティングを活性化
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