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日本商工会議所様

2022年4月21日（木）第15回情報化・第11回国民生活・第７回教育合同委員会

本日の内容には Google の非公開資料が含まれますため
録画・録音・SNS等への投稿はご遠慮下さい

「 Google アプリ」の実践活用による

中小企業・商工会議所の

デジタル化・
人材育成について

イーディーエル株式会社 平塚知真子

資料２

https://amzn.to/3aGTTgb


平塚 知真子

イーディーエル株式会社

代表取締役
Google 認定トレーナー
国内で６番目に認定を受ける。
著書に『Google 式10Xリモート仕事術』（ダイヤモンド
社）4刷2万部・台湾語・中国語版・Audibleがある
ダイヤモンド・オンライン 連載222万PV達成
（2022/03）

教育学マスター
筑波大学大学院教育研究科卒。成人教育・教育社会学の

修士号を持ち、セクターを超えた各種組織の情報共有に

よる活性化を継続して実践・研究。大学院2年時に創業

IT研修講師約20年20,000人超の受講生

起業前には日商PC検定についてパソコン教室で指導、起

業後にはNetCommons、Google Workspace 等各種IT活

用研修を教員、学生、経営者、ビジネスパーソン、主婦、

NPO等に向けて計20年以上に渡り、提供している

Schoo人気授業殿堂入り（2021年）

NHK Eテレ『プロのプロセス』に2021/11/16出演！

クラウドマスターとしてPTA会長役でNHK Eテレ
チョコレートプラネットさんと共演しました！

２

https://amzn.to/3aGTTgb
https://diamond.jp/ud/authors/5fb235f37765618eb2010000
https://schoo.jp/news/2021/2021-10-01#:~:text=Google%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%92%E7%B5%84%E3%81%BF%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%81%A6%E6%88%90%E6%9E%9C%E3%82%9210%E5%80%8D%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BB%95%E4%BA%8B%E8%A1%93%20%E3%80%8CGoogle%E5%BC%8F10X%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A1%93%E3%80%8D
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005180420_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005180420_00000#in=0&out=91
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イーディーエル
株式会社（EDL) Google Cloud Partner 

Specialization Education
2017年に Google の研修パートナーに認定。2018年実績

を認められ、 国内３社のみの特別な認定を取得。

Google 活用書籍ベストセラー3冊
『今すぐ使える Google for Education』（技術評論

社）

『Google Workspace for Educationで創る10X授業の

すべて』（東洋館出版社）がベストセラー

Google 10X活用研修実績国内No.1 !!

2020年度は Google 認定教育者687人の合格をサポート

13,000人に研修を実施＜実績＞

2021年は135自治体504回17,300人に研修を実施

全国各地に14名のトレーナーがおり、現地開催に対応可能

「Googleマル秘活用術」でリモートワークの効率が劇的アップ！
第１回・解説動画

ダイヤモンド社 公式チャンネル

３

https://www.edl.co.jp/googlecloudpartner
https://amzn.to/34Lyqim
https://amzn.to/3lx96pk
https://www.edl.co.jp/googlecloudpartner
https://youtu.be/TQmDS8C-R4s
https://youtu.be/TQmDS8C-R4s
https://youtu.be/TQmDS8C-R4s
http://www.youtube.com/watch?v=TQmDS8C-R4s


1. 2021年はGIGAスクール元年

○ 毎年50万人の Google 卒業生が社会へ

2. IT化とデータ活用がもたらす生産性劇的向上

○ DXとは？

○ 中小企業でも実現可能なDXと必要な３ステップ

○ 学校で教わらなかった考え方と知識を学ぶには？

3. Google で10倍の成果をすぐ出せる、これだけの理由

○ Google 成功の秘密 10X（テンエックス）とは？

○ なぜ Google か？

○ 成功事例紹介

4. コラボの力で10X実現

○ 職員向け体験セミナーを無料でご提供

本日の内容

４



2021年に Google を使って教育DXした教育委員会は全国半数

2021年はGIGAスクール元年
ギ ガ

毎年50万人の Google 卒業生が社会へ

５



@ 2022 イーディーエル株式会社

日本の教育DX準備完了！
一方、社会は？

数年後には、ドラえもん®の未来道具を
使える若者たちが続々社会へ

６



出典：経済産業省 中小企業庁「中小企業のデジタル化に向けて」（2020年7月）

なぜIT化すべきかわからない人が9割
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会社に行かないと
みんなの予定がわからない

まだまだ「テレワーク？そんなのできない！なぜなら…」

実はスマホで仕事のメ
ールを受け取れない

資料はすべて紙
会社に行かないと仕事できない

承認は基本ハンコ

添付ファイル上限５MB
資料送れないメールボックスの容量

たった200MB

日本の労働生産性 OECD38か国で23位 G7では最下位（NHK 2021年12月17日）
８

http://k10013392901000


@ 2022 イーディーエル株式会社

しかし社会は激変！誰しもユーザーとしては既に体験済み？

他にもVRや電気自動車・ドローン・無人コンビニ等々・・・時代は猛スピードで変化している

オンライン会議

キャッシュレス決済

ネット通販

オンラインレッスン

オンライン観光

世界中でステイホーム

消 費 者

利用率
90％超

利用
世帯率
56.0％
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@ 2022 イーディーエル株式会社

DXとはなにか
デジタルトランスフォーメーション

Digital Transformation

「イノベーション」とは、
昨日とは違う明日を今日つくること
by 『Google式10Xリモート仕事術』 p.56

IT（テクノロジー）＝ 問題解決の手段
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@ 2022 イーディーエル株式会社

とはいえDXはハードルが高い

なぜなら「本当のDX」には、ビッグデータが必要。

時間＋手間＋コスト＋専門知識 なくして

実現が難しい。
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１．自社で集めたスモールデータで

「問題（ニーズ）」を

可視化・分析

そこで、スモールdX
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２．小さな問題（ニーズ）をどんどん

スピード解決（対応）する

＝業務フローやビジネスモデルの変革

そこで、スモールdX
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ただし、スモールdXは

３ステップで初めて実現する

デジタル化
データの即時共有

データ活用で変革
データで問題が可視化

クラウド化
データの活用・蓄積

ビジネスモデルの変革・収益性向上・採用好調効率化と付加価値が劇的に向上

14



@ 2021 イーディーエル株式会社

大曲・伊丹でセミナー後に
実施されたスモールdXとは？
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すでにスモールdXを始めている商工会議所１

大曲商工会議所 https://www.omagari-
cci.com/about/

▶開催報告はこちらから

本日のセミナーでは、参加された会員の皆
様が Google の考え方に感銘を受け、 アプ
リの活用による業務効率化の大きな可能性
を感じることができたものと思います。

実際にアプリの使い方を体験することで、
どう業務に活かすか具体的にイメージが沸
き、 モチベーションも上がっています。

中小企業相談所

経営指導員 佐藤 好範 様

2021年9月28日(火)

セミナー申込みのみでなく、こ
れまでFAXで実施していたよう
なアンケート（食材調査・経況
調査）等もフォーム活用できる
ようになった！
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https://www.omagari-cci.com/about/
https://www.edl.co.jp/post/omagari_2021-09-28


伊丹商工会議所
https://www.itami.jp/about/

▶開催報告はこちらから

セミナーを受講いただいた皆様からは、

「もっと詳しく知りたくなりました。何回
かに分けて、ゆっくり時間をかけて理解し
ていきたいです。」

「今回のようなアプリを活用した体験型の
セミナーを今後も受けていきたいです。」

というお声をいただき、好評のうちにセミ
ナーを終了することができました。

伊丹市立産業振興センター

産業振興課 西川 信道 様

2021年10月15日(金)

すでにスモールdXを始めている商工会議所２
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https://www.itami.jp/about/
https://www.edl.co.jp/post/itami_2021-10-15


© 2017 Google Inc. All rights reserved.@ 2021 イーディーエル株式会社

Think Big, Start Small 
18



もしも10倍の成功が
実現するとしたら
誰をどんなふうに
喜ばせられる？

挑戦せずにはいられない
理想の未来をイメージ

未来からの逆算思考

経験がない
時間がない
予算がない
人脈がない
知識がない
アイデアがない
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大きな成功には
協力者が欠かせない
みんなが関係する大きな10X目標を設定し、

みんなで実現する！

コラボレーション
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@ 2021 イーディーエル株式会社

アプリは、みんなで使い、

組み合わせて使うから10Xする
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@ 2022 イーディーエル株式会社

ツール × マインド ＝ 成果

Google のアプリ群 Google 式10X仕事術

劇的なコラボ最強 考え方・ルール

10X活用スキル

操作・組み合わせ術 問題の発見
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Google 活用成功事例 吉田運送 様

「身の丈DX」で

社内改革から物流改革実現へ

⏬「クラウド実践奨励賞」受賞

最大の効率化は「社員全員のICTスキルが上がること」

G-COSでまずはやってみるを決断したことがきっかけ

事務系作業だけでも、年間792時間削減！！
当初はトップダウン▶今は現場から積極的なボトムUP！

【G-COS 導入事例：吉田運送 様】 https://www.smart-work.biz/case02

ICTスキル
の向上

労働時間
の短縮

問題解決スキ
ルの向上 を実現！

23

http://www.youtube.com/watch?v=NcMZ-hEbxYg
https://www.smart-work.biz/case02


中小企業の成功事例＜EDLのお客様＞

事例詳細はこちらから。
PDFでダウンロードできます。
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https://www.smart-work.biz/case


コラボの力で10X実現
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解決すべき５つの課題と課題へのアプローチEDLまとめ

課 題 課題のポイント 課題へのアプローチ

１ イメージできない
IT化によるメリットを
イメージ・実感できない 本人が実体験する機会が必要

2 基礎知識がない
学校で習わなかったので、IT
の用語、基礎基本を知らない 体系的に学べるカリキュラムが必要

3 行動に移せない
身近に成功事例が少なく
教科書もない 身近な成功事例が必要・100業種

4 忙しくて続かない
毎日忙しくて学びを実践する
モチベーションを継続できない DXを学びあう仲間が必要

5 ビジョンがない
何をどこまで、どう学べばいい
か漠然としていてわからない スキルを可視化する指標が必要
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５つの課題に対する当社独自の解決策と
コラボプロジェクト

EDLのこれまでの草の根活動で
５つをすべて解決するソリューション
を発見し、準備しています。

2022年度は、コラボの力で
実現スピードをあげていきたい！
ぜひ貴組織のお力をお貸し下さい！

ｋ 27@ 2022 イーディーエル株式会社

課題に対するEDLのソリューション

１
Google 式10Xを体験する60分オンライン体験
セミナー

２
基礎基本から体系的に自分のペースで学べる

Google 式10X完全習得動画サービス

3
国内100業種100事例
共創プロジェクト開始

４
オンラインで成功事例とスモールdXのアイデアを学

び合える場 スペース10Xを準備

５ 10Xスキルを可視化するチェックリスト100
を考案



今、一緒にはじめませんか

全国津々浦々DXを本気で実現し、

日本の中小企業を元気にするために

「Googleアプリ」の実践活用

地域の中小企業のサポーターとして
Google 活用をスタート！

あらたな成功事例を共創しましょう！
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全国の商工会議所職員様向けに

１時間無料で体験セミナーを

ご提供いたします！
（オンライン・操作体験あり）

Google 式10X体験セミナー

日商からご案内の「デジタル化支援メニュー（セミナー講師・テーマ）」に掲載します。
以下からお申し込みください。「経営課題解決のためのセミナー講師・テーマご提供について」
（2022年３月29日付CCIスクエア）

https://www4.cin.or.jp/it/sme-it-promote/post_9776.html
29

https://www4.cin.or.jp/it/sme-it-promote/post_9776.html


体験セミナー内容（予定）

1. なぜ今 Google なのか？

毎年50万人の Google 卒業生が社会へ

1. Google 式10Xでデジタル人材育成・DX実現

DXに必要な３ステップ

あなたにもできるスモールdX

1. Google 式10X仕事術の伝道

成功事例紹介と目からウロコが落ちる操作体験

設備投資ゼロでDX ※内容は変更となる場合があります
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日商からご案内の「デジタル化支援メニュー（セミナー講師・テーマ）」に掲載します。
以下からお申し込みください。「経営課題解決のためのセミナー講師・テーマご提供について」
（2022年３月29日付CCIスクエア）

https://www4.cin.or.jp/it/sme-it-promote/post_9776.html

https://www4.cin.or.jp/it/sme-it-promote/post_9776.html

