
　セールスフォース・ドットコムは、クラ

ウドサービスの専門企業だ。プラットフ

ォームやCRM（顧客情報管理）といっ

たサービスを国内外で多くの企業に提

供しているが、最近、官公庁や地方自治

体が同社のサービスを相次いで導入し

ている。

　「特にアメリカの官公庁では、現在セー

ルスフォース・ドットコムでパブリックセン

ターを率いるビベック・クンドラが、第1次

オバマ政権下でCIOを務めていた時に提

唱した『クラウド・ファースト』の実現が

進んでいます。当社は米国保健福祉省

（DHHS）に対し、同省の職員向けIT

ヘルプデスクを提供し、3年間で12万

5000ドルから20万ドル程度のコスト

削減に貢献しています。また、従来使って

いたアプリを当社のプラットフォーム上

で運用しているので、使い勝手を損なう

こともありません」とセールスフォース・ド

ットコムの浦野敦資氏は言う。

　米国では農務省の内部申請業務シス

テムの改善にも取り組んだ。連携のな

い複数システムを、同社のプラットフォ

ーム上に再整理したのだ。

　セールスフォース・ドットコムのクラ

ウドサービスを公的な業務に取り入れ

る動きは米国だけでのものではない。

日本でも、国会答弁の認証を得るシス

テムを省庁単位で導入した実績があ

る。これにより、官庁の役人が現場に

待機している必要がなくなり、残業が

減った。当然、セキュリティはそれに見

合った高い品質を担保している。

　地方自治体での採用も増えており、

規模や地域を問わず、数多くの採用実

績がある。そのうちの1つが、和歌山県

白浜町の『白浜リンク』だ。これは

2015年夏以降開発・実証を重ね、

2016年9月から本格展開を予定して

いるモバイルアプリ。これを使うと、観

光や防災、子育て支援やボランティアと

いった、主に子育て世代の新たな住民

の生活に直結する情報を、スマートフォ

ンで簡単に参照できる。情報を提供す

る側は、既存の情報を容易に白浜リン

クへ結びつけることができる。

　もう1つ、自治体と住民のコミュニケ

ーションを高めた例として、千葉市の

「ちばレポ」がある。これは、同社の

CRMシステムを基に千葉市の要望を受

けて開発したもので、ちばレポユーザー

として登録している市民から、道路や

公園など市が管理する施設の損傷や不

具合を、スマートフォンのカメラを使っ

て写真や動画で報告してもらうという

使い方をする。市民は撮影後、都合の

いいときに報告ができて、市役所側は、

電話では説明が難しい場所の特定や損

傷具合を確認する手間が省ける。

　「市からは、報告をしてくれた人に対

して、準備中なのか対応済みなのか、状

況を簡単にフィードバックできる点を

評価いただいています。また、この仕組

みは街灯切れのチェックを、市の職員

の巡回ではなく、最初に気付くであろう

近隣住民の方に依頼するという使い方

もできます」（浦野氏）と、将来の用途

拡大の可能性も示唆する。

　同社では、白浜や千葉での成功事例

を踏まえ、次のステップに踏み出す準

備を始めている。地方自治体への様々

な形での貢献を見据え、「住民接点強

化ソリューション」のメニューを、年内

の提供開始に向けて整備中なのだ。こ

れは、住民一人ひとりへのよりきめ細や

かな、スマートフォンの普及に代表され

る、変化する多様な手段でのコミュニ

ケーションを可能にするものだ。標準

化された共通プラットフォーム上では、

いくつもの住民向けサービスを、容易

にかつスピーディに構築できる。

　「自治体のIT担当者の方の中には、

以前はご自身でCOBOLでコードを書

いていたという方もいらっしゃいます。

しかし、最近はアプリケーション開発を

ベンダーに任せることが増え、改変の

自由度、柔軟性が落ちたと感じている

方も少なくありません。その点、この

『住民接点強化ソリューション』を導入

していただければ、IT担当者がイニシ

アチブを発揮して、クリックベースでシ

ステムを改善できます。これは開発コス

トを大幅に削減することにもなりま

す」と、浦野氏は自由度の高さと効率性

を語った。

　また同社では、地方自治体のニーズに

応えるため、LGWAN経由でのサービス

提供に対応し、従来国内では関東に1カ

所だったデータセンターに加えて関西地

区に第2データセンターを開設していく。

また、同社のプラットフォームは全国地域

情報化推進協会（APPLIC）の定める地

域プラットフォームに準拠している。これ

により、ネットワークとクラウド双方のハ

イブリッド化が実現する。自治体によりIT

システムにはそれぞれの規制が伴うが、

ハイブリッド・クラウドの利用がこれを回

避してくれる。

　「地元のデータベースにある情報を、

都市部のアンテナショップに派遣され

ている県職員が、県庁内の自席にいる

ときと同様の使い勝手で参照できるよ

うにもなります」と浦野氏。これまでは

難しいとされてきた、こういったきめ細

かなニーズにも、セールスフォース・ドッ

トコムなら応えられる。「企業の方には

顧客満足度を上げるために使っていた

だいている当社のサービスを、自治体の

方には、自治体に適した形で住民の満

足度を上げるために使っていただき、自

治体としてのROI（投資対効果）を上げ

てもらいたいと考えています」。

　より早く、より低コストで、より高い

住民満足を得るために、セールスフォー

ス・ドットコムのサービスは自治体に欠

かせないものになっている。

スマートフォンの普及やデータ量の増加など、コミュニケーション手段が多様化
する中、IT を活用した自治体から住民への情報提供のあり方が問われている。
官公庁や地方自治体への導入実績が豊富なセールスフォース・ドットコムのク
ラウドサービスを使えば、素早く容易に、低コストでその変化に対応可能で、
高いセキュリティの下で、住民満足度を高められる。
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