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事業者名
株式会社１３７
ツール名
学校連絡・情報共有サービスCOCOO



【EdTech市場の当社の捉え⽅】
① 誰⼀⼈取り残さない 教育DX & 教育の情報インフラ構築

教職員の業務負担軽減、保護者への利便性向上
② エビデンス（データ）の利活⽤提案
個別最適な「豊かな学び」と「健全な育成環境」への貢献

【当社の市場分析】
教育のICT化の加速による
情報格差の拡⼤
■情報格差の要因
①インターネット環境
②多⾔語での対応
③⾝体的障害（視覚聴覚障害）に対する社会環境

教職員の業務負担を軽減し、⼼⾝のゆとりある学びの環境づくりと、学校と家庭の信頼関係の再構築が⼤切な時代。学びと健全な育成環境
には、教職員/保護者、そして⽣徒⾃⾝の⼼⾝の健康が⽋かせない。
誰⼀⼈取り残さない教育の社会インフラを⽬指す教育DXを通し、より良い学びの環境づくりに向けた新たな価値提供へと、技術の進化と

ICTシステムツールのデザイン設計は、ユニバーサルデザインが必要。また、スマホやタブレット、PCなどのデバイス限定されることなく、
インターネットが利⽤できない家庭への配慮、また、⾔語や視覚・聴覚障害の壁を超えて情報共有を⽬指す必要がある。



【解決したい課題】
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• 感染症対策に向けた迅速な情報収集＆共有
• 学級閉鎖/学校閉鎖などにも必要な⽋席者数
（データ）の⾃動集計

• 学校に来にくくなっている児童⽣徒の早期発⾒
• 迅速な対応に向けた情報共有の効率化

⽋席・遅刻連絡

全⾃動集計数 2万件以上

【導⼊学校数】８⾃治体 総数８６学校（導⼊準備中含む）
【⽋席連絡受理件数】20,846件（運⽤開始学校数 26校の集計）

（2020年4⽉〜2020年12⽉1⽇現在） より良い育成環境に向け
データに基づく政策策定や研究へ

【⾃社の位置付け】 教育の情報インフラをつくる
家庭と学校の連絡・情報共有を教育委員会(⾏政)ともリアルタイムに利活⽤できるよう、児童⽣徒(⼦ども)たちの成⻑を⽀
援するシステムへと展開します。

新型コロナの影響で、家庭への連絡や、先⽣同⼠の情報共有、児童⽣徒の健康観察や状況把握など、多くの課題が顕在化されました。⻑期にわたるコロナ対策で、
先⽣⽅の業務は増え、児童⽣徒は学校での学びの環境が⼤きく変わりました。
緊急事態宣⾔発令に伴い、学校⾏事の変更に伴う家庭へ連絡も増え、先⽣に授業以外の負荷がさらに増えています。学校や先⽣、保護者が疲弊しないよう、ま

た、学習の遅れや⽋席が増えている児童⽣徒へのケアに先⽣や保護者が時間を取れるよう、このような時こそ、EdTech(教育（Education）×テクノロジー
（Technology）がその⼒を発揮します。
先⽣⽅の業務負担を軽減し、リアルタイムに⾃動集計される⽋席理由（感染症や発熱、体調不良など）や⻑期⽋席者数などを教育委員会や保健所などが調査分析
するための情報共有を業務負担なく迅速化し、より良い教育・育成環境づくりに向けてエビデンスに基づいた政策判断へ活⽤へ貢献します。未来に繋がる⼦どもた
ちと⼦育てに関わるすべての⼈に安⼼と快適を提供するために、教育の情報インフラをつくります。

＜例＞学校別⽋席理由別⽋席者数のリアルタイム⾃動集計から期待できること



特許を⽣かし、
誰⼀⼈取り残さないをテーマに
学校教育現場の課題解決に向け
ユニバーサルデザイン＆⼈間中⼼設計のデザイン思考からシステムを設計し開発。
・国内特許２件取得、国際特許２件出願済み
2019年3⽉横浜市と協定書締結から６校から実装検証開始し、現場に寄り添ったシステム開発で
改良改善を積み重ね、2020年サービスリリース。
導⼊活⽤学校の教職員/保護者から⾼い評価を得ており、学校や⾃治体からお問い合せ増加。
・⽂部科学省主催教職員の働き⽅改⾰フォーラムにて導⼊校が優良事例紹介
・⽇本政策投資銀⾏主催 第８回⼥性新ビジネスプランコンペティションにて、⼥性起業家⼤
賞・最優秀ソーシャルビジネスプラン受賞サービス
・クラウドのWEBシステムサービスにて、ユーザーからのヒアリングを⽣かし、社会課題を解決
するシステムへと改良改善し、アップデートしていくサービスとして、評価が⾼い。
・画⾯がわかりやすいので、マニュアルは不要との現場からの評価。

強み

弱み ベンチャー企業として、特許取得から新規事業開発を経て、新たなサービス提供開始したことか
ら、⼤⼿企業と⽐較した場合
・導⼊実績が浅い

【⾃社の強みと弱み】

感染症
⽋席数把握と集計

教育環境
システム⽀援

働き⽅改⾰
教職員の業務⽀援

誰⼀⼈取り残さない
情報共有システム

プリント削減
ペーパーレス



【⾃社ツールの概要説明】

誰⼀⼈取り残さない
先⽣を⽀える３つの機能



①⽋席連絡（電話またはWEB）多⾔語対応 【⽋席連絡の⽅法は２つ】
①⽋席連絡専⽤の電話番号へかける
多⾔語対応⾳声⾃動応答

②保護者専⽤
WEBサイトから



②学校連絡のイノベーション︓テキストまたは⾳声配信の⾃動振り分け

Withコロナの活⽤事例
【検温】紙からデジタル配信/集計へ
双⽅向可能、アンケート⾃動集計



③学校⾏事 カレンダー共有 コロナ禍に⼤活躍
・⾏事変更のリアルタイム連絡 ・紙のプリント配布の削減



【本事業にて導⼊した新規学校数】
愛知県阿久⽐町教育委員会様、神奈川県平塚市教育委員会様、徳島県美⾺市教育委員会様、広島県福⼭市教育委員会様、
東京都中野区⽴第⼆中学校様、私学など他多数

学校名（⼀例） 児童⽣徒数 保護者登録率 登録者数総
計 ⽋席連絡 遅刻連絡 早退連絡 登校連

絡 下校連絡

総計 10,464 6,118 1,849 326 835 1,336 

愛知県A中学校 718 名 99% 1,651 1,270 337 32 9 3 

愛知県B⼩学校 477 名 100% 1,702 347 74 8 7 1,266 

愛知県C⼩学校 265 名 100% 79 66 12 0 1 0 

愛知県D⼩学校 942 名 96% 214 131 42 1 9 31 

愛知県E⼩学校 388 名 100% 316 118 151 6 8 33 

東京都F中学校 500 名 66% 852 572 259 14 7 0 

東京都G中学校 344 名 70% 699 508 170 16 3 2 

広島県H中学校 405 名 92% 3,189 1,846 344 224 774 1 

広島県I中学校 623 名 52% 305 234 63 7 1 0 

広島県J中学校 385 名 90% 347 309 35 3 0 0 

広島県K中学校 242 名 97% 726 471 241 3 11 0 

広島県L中学校 317 名 61% 337 209 112 12 4 0 

全国７⾃治体 73校（児童⽣徒数27,244名）



【導⼊校の先⽣⽅のお声】
■保護者様登録について

30⼈学級で登録できない保護者様は２〜３⼈程度。
保護者はQRコードを読み取るとすぐに登録できたので、
スムーズに登録してもらえました。

保護者からの質問に学校が答えられない時は、
サポート事務局が直接やりとりしてくれて
ありがたかった。

今はほぼ１００％の保護者様に登録
してもらってます。

■24時間⽋席連絡 ⾃動受付機能について
毎朝COCOOを⽴ち上げてモニターに投映し、
教員が出⽋状況について確認しています。
⽋席理由と、コメントも⼊⼒できるので⼀⽬で
出席確認ができます。

■家庭への連絡について

個⼈、クラス、学校全体など、様々な単位で
お知らせ配信ができるのがとても良いです。
⽋席した⽣徒への次の⽇の時間割の連絡を、
予約配信で放課後に送信しています。

紙では伝えきれないことも担任の先⽣が保護者様に連絡できます。
英検の持ち物確認や、部活動など、⾃由にメンバーを選べるのも
助かります。

メールだと保護者がいつでも
確実に確認できるので便利。

■導⼊効果

保護者と電話が繋がるまで学校に残る必要がなくなりました。
保護者はいつでも確実にお知らせを受け取れるため、連絡が
スムーズになりました。

保護者からの情報が統計処理されているので、
⽋席状況やクラスの状況、感染状況等が把握
しやすくなっている。

阿久⽐町⽴英⽐⼩学校様

中野区⽴第⼆中学校
松⽥校⻑先⽣

福⼭市⽴鷹取中学校様

平塚市教育研究所
荒川様

中野区⽴第⼆中学校様
朝の⽋席連絡の電話が
ぐっと減りました。 24時間⾃動で⽋席連絡ができるので、働い

ている保護者にとっても気軽に学校へ連絡で
きるようになったとの声が届いています。

⻑期⽋席者の教育委員会への
報告業務に活⽤できた。

朝の⾮常に忙しい時間帯に⽋席連絡が多いのですが、
専⽤の回線を使って連絡を受け付けられるのは、学校
の電話に負荷がかからず、とてもありがたいですね。

セキュリティを重視し、⼀⼈⼀⼈違う保護者登録⽤のQR
コードとなっていますが、先⽣⽅は配布に神経を使うこと
もあります。今後さらなる技術の進化を期待します。

【導⼊校の先⽣⽅のお声】

黒田千佳�




申請時に提出した「事業計画」に対する結果の
【分析及び考察①】

保護者が⽋席連絡をオンライン上で選択し
コメントを⼊⼒できるので、
学校は⼀⽬で出席確認できる
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先⽣のお声
「朝の⽋席連絡の電話がぐっと減った」

働いている保護者にとっても気軽に学校へ連絡できる

• 年度途中からの導⼊にも関わらず、1万件以上の⽋席連絡がシステムを利⽤して⾏われ、先⽣の⽋席連絡対応、集計業務
に⼤きく貢献できた。

• 24時間⾃動受付により、保護者は都合の良い時間に学校への⽋席連絡ができるようになった。
• 朝の職員室の電話が鳴らなくなった環境から、先⽣同⼠のコミュニケーションが活発になった。



【分析及び考察②】

• 緊急時の連絡や学年・クラスごとの⼀⻫連絡だけではなく
個別/クラス別に連絡ができ、電話が繋がるまで学校に残る必要がなくなった。

• ⽇常的な連絡に活⽤されることで、教職員の働き⽅改⾰および保護者の利便性
向上に直結することがわかった。

• 保護者が受け取りたい⽅法（テキストまたは電話の⾳声）を選択でき、システ
ムが⾃動振り分け配信をするため、先⽣はこれまでメール送信後に、電話連絡
していた保護者へのお知らせ連絡の負担が軽減された。

• 保護者の個⼈情報が表⽰されずに、宛先が選択できるシステムであることから
管理職も安⼼して活⽤いただけた。

• アンケートの⾃動集計表⽰により、双⽅向の連絡ツールとして、業務効率化が
進み、出退勤時間が短くなった学校もあった。

• デジタル化により、従来存在していた情報格差が解消することも判明した。
（聴覚障害の保護者からのメッセージ）

• 外国語を⺟国語とする保護者も翻訳アプリ等を併⽤することで
教職員・⽀援者の⼿を借りずに学校のお知らせを確認することが可能となった。



【分析及び考察③】

⽋席の多い⼦の保護者は助かっていると思います

COCOOにより⼦供も親も、落ち着いた気持ちで朝の時間を過
ごすことができるようになった。

学校を⽋席がちな⼦さんを持つご家庭では、朝の忙しい時間に、
体調が悪く休む⾒たいと、親に申し訳なさげに告げに来ていた
お⼦さんが、保護者がCOCOOを使えるようになってから、⼦
どもの表情がよくなった。毎朝の⼼の負担が減り、幸せになっ
た家庭も多いのではと感じる。
（参考︓導⼊校保護者様インタビューより）

• 保護者が簡易に⽋席連絡ができる環境により、⼼理的負担も軽減されたとのお声が多く届いた。
親⼦間のコミュニケーションや家庭の雰囲気が良くなることへの影響も⾒られるとのお声もあった。

• 3⽇以上連続⽋席者や⻑期⽋席者などが⼀覧リスト表⽰されるので、管理職の先⽣も集計などに時
間を取られることなく、必要な⼿⽴てに時間を使えるようになった。



課題 創意⼯夫 今後の対策
各学校の実情に合った
活⽤⽅法・利⽤ルールの模
索

担当者の先⽣とのコミュニケーション
他校の活⽤事例の情報提供
活⽤事例発表会の開催

サポート事務局による各学校への伴⾛⽀援

先⽣⽅への使い⽅・活⽤⽅
法の浸透

教職員向け説明会（研修）の開催
Eラーニング動画の提供
担当者の先⽣による研修実施のサポート

活⽤事例発表会、先⽣同⼠の情報共有のためのオン
ラインコミュニティ

学校内での役割分担 各学年にCOCOO担当者を決め、担当の先⽣を中
⼼に運⽤
先⽣同⼠の教え合い

サポート事務局による各学校への伴⾛⽀援

保護者サポート 保護者向けお問合せ窓⼝を設置
事業者が直接保護者対応を実施

継続的な保護者サポート窓⼝の運営

教職員の個別メールアドレ
スがない

フリーメールアドレスを学校別に取得または
個⼈メールアドレスをログインIDとして利⽤

期待する⽀援︓教職員への1⼈1ID（メールアドレ
ス）配備

インターネット環境がない ⼀般教職員のパソコンはインターネットに接続で
きない
⼤きなモニターへ画⾯を映して利⽤

期待する⽀援︓環境整備

【導⼊から運⽤における課題とそれを克服するための創意⼯夫】

導⼊前にオンラインや訪問による研修を⾏い、
疑問点はその場で解決

上⼿に取り⼊れている先⽣と、そうでない先⽣もいる。
スキルによる使いこなしにまだ差はある



会社概要

https://www.137.co.jp
URL

⿊⽥ 千佳
代表取締役社⻑

2014年1⽉（2014年11⽉より営業開始）
設⽴

本社 東京都港区南⻘⼭4-17-33 グランカーサ南⻘⼭2F
横浜オフィス 横浜市港南区⼤久保1-16-37 ⿇⾐フラッツ301号室

所在地

社会課題解決に向けた事業構想(プロジェクトデザイン)、新規事業企画開発
Webコンテンツの企画開発、運営販売に関する事業
⼈材育成・教育に関する事業

主な事業内容

横浜市⾦沢区様、東京都⾜⽴区様、横浜市⻘葉区様、横浜市都筑区様、
横浜市南区様、横浜市港北区様、横浜市⻄区様、横浜市鶴⾒区様、
横浜市旭区様、横浜市神奈川区様、横浜市港南区様、埼⽟県吉川市様、
東京都中野区様、埼⽟県上尾市様、栃⽊県市⾙町様、群⾺県藤岡市様など

サービス導⼊実績 202１年1⽉末現在

【緊急時情報伝達システム「5co Voice」（ゴコボイス）】

横浜市⽴市ケ尾⼩学校様、横浜市⽴上菅⽥笹の丘⼩学校様、横浜市⽴鴨居中学校様、横浜市⽴蒔⽥中学校様、
横浜市⽴みなと総合⾼等学校様、横浜市⽴横浜総合⾼等学校様、横浜市⽴左近⼭特別⽀援学校様、東京都中野区⽴第⼆中学校様、
愛知県阿久⽐町教育委員会様、静岡県教育委員会様、他多数

【学校連絡・情報共有サービス「COCOO」（コクー）】

株式会社１３７



未来を担う⼦どもたちのために社会課題と格差を減らし、⼥性（⺟親）⾃⾝も幸せになる事業をデザインする。
次の世代に安全安⼼な暮らしの営みの⼤切さを伝え、未来を創る事業を⽣み出し続けたい。

そのためにも、今回新たなシステムサービス開発を進めます。

事業背景および⼤切にしていること

幸せになるために 働く
学校現場が疲弊している。⼈を育てる環境にゆとりある時間を⽣み出すことが先決。教職員も保護者も誰もが使え、情報共有が簡単スムーズになるよう、
より良い学びの環境づくりに向け２つ⽬のサービスデザイン設計からシステム開発に着⼿。
特許を⽣かし「学校の働き⽅×教育ICT」をユニバーサルデザインで設計。2019年3⽉横浜市と協定書締結から実装検証開始。
「学校連絡・情報共有サービスCOCOO（コクー）」を６校にて試験導⼊。2020年4⽉サービス版リリース（実装検証から改良改善）
2020年EdTech補助⾦対象事業者として、全国⾃治体および学校への導⼊が広がり始めている。

テクノロジーを社会課題の解決に⽣かす
3.11をきっかけにグローバルファイナリストに選定のコア機能を活かし、緊急時情報伝達サービス「5co Voice」をリリース。15⾃治体への導⼊が進み、
安⼼安全に対する潜在的意識の⾼さを再認識。
「学校連絡・情報共有サービスCOCOO（コクー）」では、24時間⽋席連絡⾃動受付（多⾔語対応）機能はユーザーニーズも評価もともに⾼く、
2019年4⽉からすでに１万回以上の活⽤実績。教職員の作業負担の軽減から、より良い学びの環境づくりを⽬指す。

2011年東⽇本⼤震災をきっかけに、社会課題の解決と新たな社会的・経済的価値の創出を⽬指し、2012年4⽉事業構想⼤学院⼤学に⼊学。
岩⽥修⼀教授の師事のもと、世界の公共財として災害に備える「Save the Baby プロジェクト」を⽴ち上げ、
世界銀⾏ハッカソンのグローバルファイナリスト。

ビジネスそのものを通して社会に貢献する
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