
自治体向けサービス概要シート 

サービス名 embot(エンボット) 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

ダンボールと電子部品で組み立てるロボット教材です 

タブレットやスマホからロボットを動かし、プログラミングを学習できます 

サービスの内容 

 

教育現場で、このようなお悩みはありませんか?  

・GIGA スクールで、タブレットの導入は決まったが、学習コンテンツが無い 

・プログラミングで、画面の中で動かすのではなく、リアルにロボットなどを動かしたい 

 

embot なら工作とプログラミンが同時に学べます 
embot とは  

・ダンボールと電子部品で組み立てるロボット教材で、自分だけのロボットを制作できます 

・ダブレット上のアプリで、作ったロボットを制御し、楽しみながら論理的思考を学習できます 

・ロボットを作るだけでなく、サーボモーターの動きを利用し、正多角形を描いたり、応用学習ができます 

・プログラミンをするアプリは無料で利用できます 

・先生向けの研修会や、オンライン学習、テキスト等も提供可能です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モバイル空間統計情報を導入するメリット  

◆タブレットでロボットを制御することで、児童が論理的思考を、自然に学ぶことができます 

◆高学年の児童は、サーボモーターの動きを身近にある物の動作を学ぶことで応用力が身に付きます 

 

導入自治体名 
栃木県大田原市(地域に役立つロボットを作る)、岩手県雫石町(正多角形を描くロボット) 

東京都府中市(メトロノーム等、身近な物をロボットで作る) 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 学びのプラットフォーム「gacco」 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

gacco は、スマホや PC を活用し、いつでもオンライン学習ができるプラットフォームです 

職員向けの研修、地域プロモーションに活用できます 

サービスの内容 

 

このようなお悩みはありませんか?  

・教育現場にタブレットが導入されたが、先生方が使い方で苦慮している 

・伝統文化を継承する担い手が見つからない 

・「ふるさと検定試験」などで魅力を広くプロモーションしたい。 

 

gacco なら「学び」のコンテンツを配信できます 
gacco とは  

・ドコモが一般講座などを提供しているプラットフォームを活用し、個別に作成した講座を受講するしくみです 

・受講者は、スマホを使い、隙間時間に気軽に受講することができます 

・教育現場では「プログラミング教育」が必須科目となりましたが、ICT が苦手な先生もプログラミングを学べます 

・コンテンツを視聴した後、質問やグループディスカッション、アンケートによる効果測定ができます 

 

 

 

 

                                                画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

gacco を導入するメリット  

◆先生方の ICT スキルを隙間時間に学ぶことができます 

◆地域文化の匠の技をノウハウをコンテンツとして残すことができます 

◆検定試験等、地域の魅力をコンテンツ化し、広くプロモーションができます 

 

導入自治体名 
愛媛県(南予のブランド訴求)、熊本県(鳥獣対策のノウハウの継承、農業アカデミー) 

渋谷区(タブレットを活用した教員向け研修)、愛媛大学(反転学習) 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
 
 

2



3



4



5



自治体向けサービス概要シート 

サービス名 ※pepper プログラミング教室・防災・情報モラル・環境などの教育 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

※100 字以内で記載 

プログラミング教育をスクラッチベースで pepper を用いて行います。また、既設

のプログラムであるスクールテンプレートにて防災教室、情報モラル教室、環境教

育などを行うこともできます。 

サービスの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
導入自治体名 全国多数。小中学校 800 校以上。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 

(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 

(電話)  080-4891-7681 

(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 情報モラル学習支援 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

情報モラル授業の教材を提供。モラルの向上を図る。 

サービスの内容 

 

 

導入自治体名 京都市教育委員会他。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 

(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 

(電話)  080-4891-7681 

(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 魔法のプロジェクト 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

障がいのある子どもたちの生活や学習を支援します。ICT 機器の無償貸

与、セミナー開催、サイトで公開など。（今年度分は募集終了。） 

サービスの内容 

 

 

 

導入自治体名 2019 は全国 58 団体。 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 成長ログサービス 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

生まれてから亡くなるまでの生涯を通じた成長、発達、健康状況など

を電子記録情報管理します。母子手帳機能～高齢者の認知確認機能な

どを 1つに集約したクラウドサービス。 

サービスの内容 

 

 
導入自治体名 大阪府池田市他 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 ショートタイムテレワーク 

企業名 ソフトバンク㈱ 

サービスの 

特徴 

女性活躍の支援を官民で盛り上げていくための事例共有と啓蒙促進。

ソフトバンクの横浜市での事例を紹介し、賛同を募り、自治体と共に

推進。例えば子育てなどで一時的に仕事から遠ざかっていた女性の支

援などを進める。 

サービスの内容 

 

 
導入自治体名 横浜市 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) CSR 本部・杉浦昌彦 
(郵便番号・住所) 名古屋市中村区名駅 1-1-3 JR ゲートタワー39F 
(電話)  080-4891-7681 
(e-mail)  masahiko.sugiura@g.softbank.co.jp  
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 健康マイレージ 

企業名 株式会社 NTT ドコモ 

サービスの 

特徴 

住民の健康づくりの習慣化と健康意識の向上を目指し、ドコモが健康事業の運営をサポートし

ます 

サービスの内容 

 

住民の健康事業で、このようなお悩みはありませんか?  

・医療費を抑制のため、定期健康診断を実施しているが、受診しない人がいる 

・健康ポイント事業を実施しても、参加者は高齢者が多く、現役世代が少ない 

 

健康マイレージなら楽しみながら健康増進が図れます 
健康マイレージは  

・住民の健康増進や健康意識を高めてもらうため、アプリと歩数計で、楽しんで歩けるようサポートします 

・ただ単に歩くだけでなく、目標を持って歩き、他の方と競い合い、目標の達成感を味わうことができます 

・風景を楽しみ、街の魅力写真を共有する機能もあり、プロモーションにも有効です 

・マイレージの運営事務局は、ドコモにて実施しますので、自治体様の稼働は少なくてすみます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康マイレージを導入するメリット  

◆住民の方の健康意識が高まります 

◆歩くだけでなく、健康教室や健康体操など、スマホやタブレットで自宅エクササイズができます 

◆健康事務局の運営管理も、ドコモが実施するため、手間が少なくてすみます、 

◆ウォーキングコースを歩くことで、新たな街の魅力を発見できます 

 

導入自治体名 
埼玉県、横浜市、東京都葛飾区、新宿区、山形市、 

名古屋市、静岡県⾧泉町 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名)東海支社 法人営業部 公共営業担当:勝瑞、鵜飼 

(住所) 愛知県名古屋市東区東桜 1－1－10 アーバンネット名古屋ビル 

(電話)052-968-7865  (e-mail) aichi_kokyo@nttdocomo.com 
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自治体向けサービス概要シート 

サービス名 グッピーヘルスケア［for City］ 

企業名 株式会社グッピーズ 

サービスの 

特徴 

健康事業を無料のスマートフォンアプリを使いアプリ低コストで実現します。 

豊富な健康管理機能で、歩くこと以外でも地域住民の健康増進が可能です。 

サービスの内容 

 

アプリを通して、自治体の健康施策や地域活性を実現 

 

 

自治体向け、健康事業の推進サービスです。 

医療費削減のために治療から予防にシフトしている中、多くの自治体が抱える課題をス

マホの健康管理アプリで解決し、健康増進や地域活性につなげます。 

 

▼自治体が抱える主な課題と当社のソリューション▼ 

 

・健康事業に働く世代の参加者が少ない→紙を使わず、スマホ 1台で参加可能 

・コストが高い→スマホが歩数計代わりになるため、地域住民へ活動量計の配布が不要。 

・管理に手間がかかる→地域ごとの利用状況が PC で一目瞭然。事業の結果は定期レポー

トで報告。 

 

導入自治体名 東京都、新潟県、小田原市、西東京市、富士市、有田市 

問い合わせ先 

(担当部署・担当者名) ヘルスケア事業部・奥井 章仁 

(郵便番号・住所) 〒163-0613 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル 13 階 

(電話) 03-5908-3883 

(e-mail) hc@guppy.co.jp 
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