
プロジェクト期間: 

 
平成 24 年 6 月 4 日 

  

平成 25 年 6 月 3 日 

協働プログラム 

・IT 人材育成サポート プログラム 

・NPO 基盤強化プログラム 

・高齢者向け ICT 活用推進プログラム 

・教育分野人材育成プログラム 

地域活性化協働プログラム活動報告書 
Local Revitalization Program Report 

資料: 

岩手県ホームページ 

平成 24 年岩手県人口移動報告年報 

平成 24 年度「経済センサス - 基礎調査」 

平成 23 年度「人口動態統計」 

地方 東北地方 

面積 15,278.89 km² 

知事 達増拓也氏 

県庁所在地 〒 020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1 

総人口       1,303,351 人 (2012 年 10 月 1 日) 

NPO 法人認証数      428 (2013 年  4 月  1 日) 

情報通信業者             436 (2006 年) 

合計特殊出生率           1.41 (2011 年) 

高齢化率         27.9% (2012 年 10 月 1 日) 

～ 
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  概要と成果 

  具体的活動とスケジュール 

  総括 

  

＜岩手県 NPO 基盤強化プログラム＞ 

  概要と成果 

  具体的活動とスケジュール  

  総括 

  

＜岩手県 高齢者向け ICT 活用推進プログラム＞ 

  概要と成果 

  具体的活動とスケジュール  

  総括 

 
 
＜岩手県 教育分野人材育成プログラム＞ 
  概要と成果、総括 
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IT 人材育成サポート プログラム 

NPO 基盤強化プログラム 

日本マイクロソフト 代表執行役社長 樋口泰行 
これまでも地域活性化協働プログラムに取り組んできましたが、今回は被災地の復興を 

最優先課題とする点で大きく異なります。県民 一人ひとりの ICT スキルを高めるだけで

なく、人のつながりに ICT を生かすことも重点ポイントの 一 つにしたいと考えています。 

地域活性化協働プログラム 
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岩手県と日本マイクロソフト 協働の背景 

岩手県 

企画立案 

会場の提供 

広報活動 

日本マイクロソフト 

企画立案 

講師の派遣 

教材、ソフトウェアの提供 

震災からの復興、岩手県が掲げる『希望郷いわて』を実現するには、ICT の利活用を欠

かすことはできません。今回のプログラムによって、県内における ICT の利活用を進め、

復興を加速し、地域の活性化につなげたいと思います。 

岩手県知事 達増拓也氏 

2012 年 6 月 4  日、岩手県庁において「地域活性化協働プログラム」の実施に関する覚書を締結しました。 

覚書にサインした達増知事と樋口社長は、プログラムに対する熱意を語りました。 

高齢者向け ICT 活用推進プログラム 

岩手県と日本マイクロソフトは、県内における個人や団

体、組織等による ICT 利活用の促進を通して、東日本大震

災津波からの復興を進め、さらなる地域活性化に向けて連

携していくため、2012 年 6 月 4 日、地域活性化協働プロ

グラムの覚書を締結した。 

 
岩手県では、「いわて県民計画 ゆたかさ・つながり・

ひと～いっしょに育む『希望郷いわて』～」を策定し、震

災からの復旧・復興、さらにはその先にある「希望郷いわ

て」の実現に向けて、県民、企業、NPO、市町村など、地

域社会を構成する多様な主体が、共に支え合いながら取組

みを進めている。 

 
日本マイクロソフトは、震災の後、クラウド サービスを

活用して、岩手県庁ホームページの安定稼働を支援するな

ど、県との連携関係を構築した。 

 
今回のプログラムでは、両者が協働して県内における 

ICT 利活用を幅広く進めることにより、震災からの復興、 

産業の振興、誰もが地域で安全に安心して暮らせる環境の

実現に貢献することを目標とした。 

 
具体的なプログラムとして、「IT 人材育成サポート プロ

グラム」「NPO 基盤強化プログラム」「高齢者向け ICT 

活用推進プログラム」「教育分野人材育成プログラム」の 

4 分野を選択し、2012 年 6 月から、県内の NPO などの協

力を得て、県と日本マイクロソフトが協働で講座・セミ

ナー等を実施した。 

 

 
両者の役割分担 

覚書締結式 

教育分野人材育成プログラム 

「希望郷いわて」の実現 

復興の取組 

NPO 

企業・団体 

県民 

教育機関 

市町村 
県 

協働の輪 

参画の輪 
ICT 利活
用で計画
の推進に
貢献 



全体統括 

プログラムと担当部署 

岩手県 
政策地域部 

地域振興室  

 

日本マイクロソフト 

社長室 企業市民活動推進部 

● IT 人材育成サポート プログラム 
地方自治体にとって、IT サービス関連の事業創出は地域の産業振興と雇用創出を図る上で欠かせないテー

マである。しかし、急速に進化し続ける IT の習得や、顧客の多様なニーズに対応することは難しい。「IT 

人材育成サポート プログラム」では、日本マイクロソフトが持つノウハウを活用して、製品・サービス等

の開発を行うための実践的なセミナーやトレーニングを実施。岩手県内の IT 関連産業の活性化と高度人

材の育成を目指した。 

 

● NPO 基盤強化プログラム 
震災以降、岩手県では、地域の復興に向けて さまざまな NPO が活発な取組みを展開している。しかし、

こうした NPO が今後も長期的に活動を続けていくためには、資金確保や人材育成などが大きな課題とな

る。「NPO 基盤強化プログラム」では、県内の NPO および NPO 活動を支援している団体等を対象に、

ICT スキルを活用した団体運営のノウハウを習得するための講座を実施した。 

 

●高齢者向け ICT 活用推進プログラム 

震災により被災した沿岸部では、高齢者を始めとする被災者の社会的孤立を防止するため、さまざまな対
策が行われており、ICT が孤立防止や生きがいづくりに役立つツールとして期待されている。「高齢者向
け ICT 活用推進プログラム」では、高齢者が安心して生活し元気に活躍できるよう、沿岸部の高齢者およ
び高齢者の ICT 活用を支援する団体等を主な対象として、ICT 活用の利便性を周知するイベントおよび  

ICT スキルを習得する講座等を実施した。 
 

●教育分野人材育成プログラム 

現在、教育現場では効果的な授業づくりのツールとして ICT の導入が進んでいるが、一層の利活用を図る
ためには県内教職員の ICT スキルの向上が期待されている。「教育分野人材育成プログラム」では、e

ラ ーニング システム「ICT スキルアップ オンライン」を 6 月から翌年 2 月まで提供し、小学校・中学
校・高校・特別支援学校の教職員（登録者数 38 人）に ICT のオンライン トレーニングを実施した。 
 

岩手県との地域活性化協働プログラムの概要 
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NPO 基盤強化 

プログラム 

高齢者向け ICT 活用推進 

プログラム 

岩手県 

政策地域部  

NPO・文化国際課 

 
日本マイクロソフト  

社会貢献部 

岩手県 

政策地域部 

地域振興室  

 
日本マイクロソフト 
技術統括室 

IT 人材育成サポート 
プログラム 

岩手県 
商工労働観光部  
科学・ものづくり振興課 
 
日本マイクロソフト  
技術統括室 

教育分野人材育成 

プログラム 

岩手県 

教育委員会事務局 

学校教育室 

 
日本マイクロソフト 
パブリックセクター 
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岩手県との地域活性化協働プログラムのスケジュール 

    全体 IT 人材育成サポート プログラム NPO 基盤強化プログラム 高齢者向け ICT 活用推進プログラム 教育分野人材育成 プログラム 

2012 年 
  

6 月 
6 月 4 日 
覚書締結式  

  

6 月 28 日 
第 1 回 中間支援ネットワーク 

関係者会議 

in 盛岡  

e ラーニング システム 

「ICT スキルアップ オンライン」 

提供開始 

  7 月     

  8 月     

8 月 26 日 
第 1 回 NPO 向け (中間支援) 

ワークショップ 

in 盛岡 

  

  9 月   

9 月 12 日 
第 1 回 経営力・技術力向上セミナー 

in 盛岡  

9 月 27 日 
第 2 回 中間支援ネットワーク 

関係者会議 
第 2 回 NPO 向け (中間支援) 

ワークショップ 

in 釜石 

  

  10 月   

10 月 24 日 

「シニア ICT リーダー」になろう 

in 宮古 

10 月 25 日 

「シニア ICT リーダー」になろう 

in 久慈 

  11 月   

 11 月 22 日 
第 2 回 経営力・技術力向上セミナー 

in 盛岡 

  

11 月 8 日 
楽しくパソコンを使おう 

in 釜石 

11 月 9 日 
楽しくパソコンを使おう 

in 大船渡 

11 月 21 日 
楽しくパソコンを使おう 

in 宮古 

11 月 22 日 
楽しくパソコンを使おう 

in 久慈 

  12 月     

12 月 13 日 

パソコンでつながろう 

 in 釜石 

12 月 17 日 

パソコンでつながろう  

in 大船渡 

12 月 19 日 

パソコンでつながろう 

 in 宮古 

12 月 20 日 

パソコンでつながろう 

 in 久慈 

2013 年 1 月   

1 月 18 日 
第 3 回 経営力・技術力向上セミナー 

in 盛岡 

1 月 21 日 
第 3 回 中間支援ネットワーク 

関係者会議 
第 3 回 NPO 向け (中間支援) 

ワークショップ 

in 一関  

  2 月     

e ラーニング システム 

「ICT スキルアップ オンライン」 

提供終了 

 
  

3 月     

4 月 

4 月 26 日 

NPO 向け Windows 8 ご紹介セミナー 

in 盛岡  

 

4 月 18 日  

最新 Windows と Office を学ぼう 

in 釜石  

4 月 19 日 

最新 Windows と Office を学ぼう 

in 大船渡  

4 月 24 日  

最新 Windows と Office を学ぼう 

in 宮古  

4 月 25 日 

最新 Windows と Office を学ぼう 

in 久慈 

4 月 26 日  

最新 Windows と Office を学ぼう 

 in 盛岡 

5 月 

5 月 21 日 
第 4 回 経営力・技術力向上セミナー 

in 盛岡 

5  月 31 日 
第 4 回 中間支援ネットワーク 

関係者会議 
第 4 回 NPO 向け (中間支援) 

ワークショップ 

in 盛岡 

6 月 
6 月 21 日 
成果報告会 



岩手県では、「希望郷いわて」の実現を目指し、産業・雇用の創出を含め、さまざまな取組みを進めている。こうした

取組みの中で、IT は「ものづくり」を始めとするさまざまな産業の高付加価値化・高効率化に寄与する重要なツールと

して位置づけられており、IT 関連産業の成長を図ることによって、地域全体の競争力の強化と発展を実現し、さらに新

規雇用の創出につなげていくことが期待されている。「IT 人材育成サポート プログラム」では、IT 関連製品・サービス

等の開発を行うための実践的なセミナーやトレーニングを実施し、岩手県内の IT 関連産業の振興および高度人材の育成

につなげていくことを目指した。 

概要と成果 

活動概要 

プログラムの持続可能性 協力体制と生まれた成果 
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岩手県 IT 人材育成サポート プログラム  

●アプリケーション ソフトウェアの開発に必要な技術や
知識を習得することを目的として「経営力・技術力向上セ

ミナー」を開催した。 

 

●岩手県情報サービス産業協会、いわて組込み技術研究会

の会員企業を中心に参加者を募り、高度人材の育成による

製品開発力の強化を目指した。 

 

●セミナーは計 4 日間にわたって行われ、アプリケーショ

ン ソフトウェアの開発に必要な基礎知識から、新たに導

入されたユーザー インターフェイスに対応するためのプ
ログラミング技術、開発製品の認証にいたるまで幅広く解

説。初心者でもすぐに活用できるスキルを身につけるため

実践的なトレーニングを行った。 

 

●岩手県立大学、岩手大学、一関工業高等専門学校の学生

や企業の若手技術者の参加も得て、次世代 IT 産業の発展
を担う人材育成の観点も踏まえたセミナーとすることがで

きた。 

●現在地域で活躍する IT エンジニアや、将来地域で活躍
する可能性のある学生が最新テクノロジに関する知識やノ

ウハウを身につけることにより、地域産業の IT リテラ

シーの底上げが期待できる。 

 

●日本マイクロソフトでは、トレーニング コンテンツを
今後、順次公開していく予定。今回の取組みの成果が県内

に広まるようサポートを続けていく。 

 

●日本マイクロソフトとの協働プログラムを通じて、岩手

県に IT 人材の育成を支援するノウハウが蓄積されたと考

えられる。そのノウハウを活用して、岩手県において IT 

産業の活性化を促進する新たな施策が策定されることが期

待される。 

 

● IT は、さまざまな産業の高付加価値化・高効率化に寄

与する。高度 IT 人材の育成を通じて、岩手県の地域産業
が発展を遂げ、震災からの復興の後押しとなることが期待

される。 

●マイクロソフトイノベーションセンターから講師を派遣。

最新のテクノロジの情報とともに開発環境を提供した。ハ

ンズオン形式のトレーニングを行うことで、実践的なスキ

ルの習得を図った。 

 

●岩手県は参加者の募集、会場準備、イベントの運営など

を担当。さらに、岩手県情報サービス産業協会、いわて組

込み技術研究会など地元団体の協力を得て、円滑にセミ

ナーを実施することができた。 

 

●計 4 回のセミナーに加え、高度 IT 人材の育成を図る各
種講座を開催した。講座の実施に当たり、岩手県外の自治

体とも協力を行うなど、県の枠を超えたコラボレーション

が実現した。 

 

 

 

 

経営力・技術力向上セミナー 



岩手県における IT 関連産業の振興および高度人材の育成を目指し、アプリケーション ソフトウェ

アの開発に必要な技術や知識を習得するための講習会を実施。 

●経営力・技術力向上セミナー 

具体的活動とスケジュール 

08 

岩手県 IT 人材育成サポート プログラム  

役割分担 

岩手県 … 受講者の募集、会場準備、セミナー運営、広報、関係機関との調整等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、技術支援等 

＜主体: 県、日本マイクロソフト＞ 

場所 開催日 内容 参加者 

第 1 回 盛岡 9/12 
日本マイクロソフトが提供するプログ
ラムや各種事例の紹介等 

12 名 

第 2 回 盛岡 11/22 
Windows 8 の操作概要・新機能の解説、
IT 関連企業による実例紹介 

34 名 

第 3 回 盛岡 1/18 
C# によるプログラミングの基礎、
XAML による UI プログラミングの解説 

10 名 

第 4 回 盛岡 5/21 
Visual Studio 2012 でつくる最新アプリ
ケーション開発を紹介 

34 名 

日本マイクロソフト株式会社 

技術統括室/イノベーション センター 本部長 田丸健三郎氏 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

県担当者のコメント 

岩手県 商工労働観光部 科学･ものづくり振興課 主査 伊藤正和氏(24年度担当) 

 
自動車・半導体・医療機器などのものづくり産業の集積を目指す岩手県にとって、IT 
が次代のものづくり産業の高度化、地域経済社会の発展、そして地域の復興に重要な役

割を果たしていくものと捉え、「IT 人材育成サポート プログラム」の取組みに参加さ
せていただきました。今回、日本マイクロソフト様と共同で実践的な講座を実施し、ク

ラウドや Windows 8 など最新の技術動向に触れる機会を得られたことは、受講企業に

とっても貴重な経験になったと感じています。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

地域の枠を超え、世界中へとつながる IT は、「どんな場所」でもビジネスを展開でき

るメリットがあります。今回のプログラムは、参加者のスキルアップだけでなく、IT 

の持つ可能性への気づきにつながったと感じています。今後、その可能性を開く取組み

が岩手県においてますます拡大され、産業振興が IT の力によって実現されることを期

待しています。 

総括 



概要と成果 

震災の発生後、被災地をはじめ岩手県の各地域では、地元住民、NPO、企業などによって自発的な救援・復旧・復興活

動が活発に行われてきた。復興を目指す地域のさまざまなニーズを前に、多様な主体が公共サービスに従事する「新し

い公共」への期待がますます高まっている。「希望郷いわて」の実現を図るため作成されたアクション・プランでは、

「新しい公共」を推進するためのしくみを構築するとともに、その実現において大きな役割を担う NPO の持続的な活動

を支援する方針が打ち出されている。こうした施策を後押しすべく、「NPO 基盤強化プログラム」では、県内で活躍す

る NPO に ICT 利活用のノウハウやスキルを身に付けてもらうことで、その運営基盤の強化を目指した。 

●被災地の復興を支援する NPO が長期的・継続的に活動

を行っていけるよう、NPO の運営基盤の強化につながる 

ICT スキルの習得を目指した。 

 

●県土が広く、多数の中間支援組織がある岩手県において、

より高い波及効果が得られるよう、中間支援組織のスタッ

フを対象として全 4 回のワークショップを開催。受講者を

通じて、さらに多くの NPO スタッフへ ICT スキルや NPO 

運営のノウハウが普及していくことを目標とした。 

 

●各ワークショップでは、「情報共有」「情報発信」「事

業計画の作成」「プレゼンテーション」などをテーマに、

NPO の業務改善・効率化につながる ICT の活用方法を紹

介した。 

 

●オプション講座として、県内の中間支援組織および 

NPO から参加を募り、「NPO 向け Windows 8 ご紹介セミ

ナー」を開催。Windows 8 と Office 365 の最新機能を 

NPO の業務に役立てるためのコツを紹介した。 

 

 

 

 

●震災以降、日本マイクロソフトは岩手県の沿岸部で活動

する NPO をパートナーとして復興支援に取り組んできた。

これまでの協力関係をもとに、NPO 基盤強化プログラム

の開始にあたっては、NPO、県、日本マイクロソフトの 3 

者で構成内容を検討。NPO の課題やニーズに対応した講

座を提供することができた。 

 

●被災地で活動してきた経験から、ワークショップ参加者

の多くが、被災者と支援者をつなぐ  ICT の重要性を強く
感じていた。そのため、講座に対する意欲も高く、アン

ケートでは「もっと講座を開催して欲しい」という回答を

いただいた。 

 

●ナレッジ ネットワークの森戸裕一氏を講師に迎え、現
状の課題や問題点を顕在化させながら、解決へ導くワーク

ショップを展開。現場ですぐに生かせる実践的な知識とス

キルの提供を行った。 

 

 

 

 

● NPO の活動を市民、行政、企業に正しく伝えることは、
取組みの継続、さらには団体の存続にかかわることである。
ICT を使った PR 力の向上が、行政や企業など、外部から
のサポート獲得につながることを期待したい。 

 
●セミナーに参加した中間支援組織から県内の NPO へ 

ICT スキルや運営ノウハウが伝えられ、各団体の業務効率
化、運営基盤の強化につながることが期待される。 

 
●今回のワークショップは、県、NPO、日本マイクロソフ
トの横連携のパートナーシップによって実現した。この経
験は、マルチ ステークホルダーの在り方を再認識する結
果となり、被災地の復興に向け互いに協力して取組みを進
めていく土台をつくることができた。 

 
●日本マイクロソフトは、地域活性化協働プログラムに加
え、「東北 UP プロジェクト」などを通じて地元 NPO と
連携し、ICT を活用した被災地支援に取り組んできた。今
後も、被災地の復興に向けて、パートナーシップを継続し
ていきたいと考えている。 

 

 

活動概要 

プログラムの持続可能性 協力体制と生まれた成果 

岩手県 NPO 基盤強化プログラム  
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NPO 向け (中間支援) ワークショップ 



被災地の復興を支援する NPO が長期的・継続的に活動を行っていけるよう、ICT スキルや運営ノ

ウハウを習得するための講座を実施。 

 

 
 

具体的活動とスケジュール 
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● NPO 向け (中間支援) ワークショップ 

場所 開催日 対象 参加者 

第 1 回 盛岡 8/26 NPO 中間支援組織  15 名 

第 2 回 釜石 9/27 NPO 中間支援組織 19 名 

第 3 回 一関 1/21 NPO 中間支援組織 29 名 

第 4 回 盛岡 5/31 
NPO 中間支援組織、 

NPO 
46 名 

オプション講座 盛岡 4/26 
NPO 中間支援組織、

NPO  
14 名 

岩手県 NPO 基盤強化プログラム  

＜主催: 県、いわて NPO 中間支援ネットワーク会議、日本マイクロソフト＞ 

役割分担 

内容 

岩手県 … 事業内容の確認、広報、関係主体への共有、評価アドバイス 

いわて NPO 中間支援ネットワーク会議 … 事業の活動主体 (担当: いわて連携復興センター) 

日本マイクロソフト … NPO の皆様と事業内容づくり、検討課題に応じた事業の調整 

 

第 1 回 

NPO の現状を分析しながら、課題と解決方法を考えるワークショップを開催 

 

第 2 回 

事業計画の作成や会議進行などに役立つ ICT 活用術を学ぶ講座を開催 

 

第 3 回 

プレゼンテーションで求められる「伝える力」の向上を目的とした講座を開催 

 

第 4 回 

NPO 活動を市民や行政、企業に正しく伝える「広報」の方法を学ぶ講座を開催 

 

オプション講座 

Windows 8 と Office 2013 の最新機能を体験しながら、NPO の活動に役立つ ICT 

スキルを学習するセミナーを実施 



総括 
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岩手県 NPO 基盤強化プログラム  

日本マイクロソフト担当者のコメント 

県担当者のコメント 

NPO 基盤強化プログラムについては、日本マイクロソフトといわて NPO 中間支援ネッ

トワークの連携事業と言っても過言ではない位に中間支援組織 の方々にご協力いただ

き、県内各地でワークショップ等を実施してきました。参加した NPO の方々には、こ

の間の取組みを通じて「ICT 利活用により自分たちの想いを可視化すること」、「共感
を得て活動するためには想いをどう表現すればよいか」を学んでいただくことができた

と感じています。本県の最大の課題は震災からの復興ですが、県としても、本プログラ

ムの成果を県内各地に波及させ、NPO の活躍により一日も早い復興が実現するよう、

取組みを進めてまいります。 

 

参加者の声 

日本マイクロソフト株式会社  

社会貢献部 渉外・社会貢献担当課長 龍治玲奈氏 

震災以降、被災者の目線で丁寧な支援を続けてこられた NPO の皆様の活動は、非常に

大きなインパクトのあるものです。しかし、今後も NPO が被災地で活動を続けていく
には、企業からの資金調達や行政による支援策など、さまざまなバックアップが欠かせ

ません。NPO の活動内容をより多くの人に知ってもらうために ICT が活かされ、これ

によって地域の復興を目指す NPO の取組みがさらに大きく広がっていくことを願って

います。 

岩手県 政策地域部 NPO・文化国際課 特命課長 佐々木真一氏 

震災後、多くの NPO が岩手県内で立ち上がり、地域の課題解決の担い手として活動しています。

しかしながら、岩手県における既存の NPO も経験が豊富とはいえず、成長段階にあります。そん

な状況の中、ICT だけでなく、プレゼンや、広報といった貴重なノウハウもご教授いただきました。

今回の取り組みの成果として、上記だけでなく、行政、企業、NPO がそれぞれの得手を活用し、

不得手を補い合う一つのモデルを築けたと自負しております。社会の中で役割を果たせる存在に向

けて今後も取り組んでまいります。 

NPO 法人いわて連携復興センター 事務局長 葛巻徹氏 

(アンケートから) 

「ICT を活用した新しい会議の形を知ることができて新鮮だった。」 

「ICT を活用していかないと、時代に遅れ、若者に置いていかれそうで焦ります。」 

「プレゼンテーションの事前準備の大切さや、動画の活用の仕方等、勉強になりました。」 

「グループ ワークの際、行政の方が参加され、行政の立場のお話が聞けたので参考になった。 

 次回以降もお願いしたい。」 

「会議運営と ICT に関するお話では、実感するとことが多く、明日から始められる内容で、とても勉強になった。」 

「今後機会が増えるであろうプレゼンテーションに関する基本的な考え方についてわかりやすく説明いただけた。」 

「机上の理論のみならず、プレゼンテーションの実践を経て、力がついていると感じた。」 

「普段行っているプレゼンテーションを見直すヒントがたくさん得られた。」 

「中間支援組織は、プレゼンテーションの技法などを NPO に伝えていく役割がある。」 

「各 NPO のレベルアップ、さらなる自立に向けて、こうした機会は大切だと思う。引き続き講座でさまざまなことを 

 学べるようにしてほしい」 



震災により被災した本県沿岸部では、ICT が被災地の安全の確保、暮らしの再建、なりわいの再生に大いに役立つと期待

されることから、さまざまなサービスを実現するシステムの整備や ICT 機器の導入が、企業やボランティアの支援を受

けながら積極的に進められている。高齢者を始めとする被災者の孤立防止や生きがいづくりにも ICT が役立つと期待さ

れていることから、これまで ICT になじみが薄かった高齢者の方々に抵抗感なく利活用していただける環境づくりを進

めるため「高齢者向け ICT 活用推進プログラム」を実施。沿岸部の 4 地域 (大船渡、釜石、宮古、久慈) において、高齢

者の ICT 普及を身近な立場でサポートする「シニア ICT リーダー」の養成を目指した。 

概要と成果 

沿岸部 4 地域で「シニア ICT リーダー養成講座」の実

施を決定、参加者募集を行った。個人での応募のほか、

各地域で高齢者等に向けてパソコン教室を行っている団

体 (シニア ネット) にも参加いただいた。(参加団体: 特定

非営利活動法人 e ネット・リアス、大槌パソコンクラブ、

シニア ネット・リアス大船渡、シニア ネット・リアス高

田、特定非営利活動法人夢ネット大船渡、やまだシニア 

ネット、身体障がい者パソコンサポーター、宮古市勤労

青少年ホーム、特定非営利活動法人シニア ネット久慈、

パソコンサークル久慈) 

 

「シニア ICT リーダー養成講座」として、今後の活動に 

ICT を生かすことを学ぶワークショップや、高齢者が ICT 

を楽しむための講座、Windows 8 や Office 2013 といった

最新製品を学ぶ講座を開催した。 

 

ICT リーダーが、今後も地域を越えて交流したり学んだ

り、自分たちの活動を発信する場として「岩手 ICT リー

ダー交流サイト」を構築した。 

高齢者向け ICT 活用推進プログラムの実施をきっかけに、

地域で独自に活動していたシニア ネットを多数発掘する

ことができた。 

 

前年度、地域活性化協働プログラムに参加した山梨県の 

NPO 関係者を講座に招き、ICT の活用事例を紹介しても

らった。参加者から多くの質問の手が挙がり、ICT スキル

を学習・活用する意欲アップにつながった。 

 

日本マイクロソフトが被災地で実施した「東北 UP プロ

ジェクト」で IT 講師研修を受講した地元 NPO スタッフ

の方々に講師アシスタントとして協力いただき、研修の

成果を生かしていただくことができた。 

 

「岩手 ICT リーダー交流サイト」は、地元 NPO のゴー

フォワードジャパンに協力いただき、Office 365 を使って

構築された。同サイトには沿岸部 4 地域の団体に加え、

盛岡に拠点を置くいわてシニア ネット、ゴーフォワード

ジャパンが参加してスタートした。 

講座の後、参加者が自発的に復習をする場を持つなど、

ICT スキルを身につけようと積極的に学ぶ姿が見られた。

シニアの ICT スキル向上が地域の活性化につながり、復

興の後押しとなることが期待される。 

 

講座の内容だけでなく、講師の心構えや講座の進め方、

わかりやすいテキストについて学んでいただくことがで

きた。今後の ICT リーダーとしての活動に大いに生かさ

れることが期待される。 

 

「岩手 ICT リーダー交流サイト」が構築されたことで、

今後も、ICT リーダーが地域を越えて交流したり学ぶため

のプラットフォームを持つことができた。 

 

「岩手 ICT リーダー交流サイト」には、県や日本マイク

ロソフトからも、活動に役立つ情報や講座テキストなど

のコンテンツを提供。それらを活用して、ICT リーダーの

さらなるスキルアップや、県内の高齢者の ICT 活用促進

が期待される。 

活動概要 

プログラムの持続可能性 協力体制と生まれた成果 
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岩手県 高齢者向け ICT 活用推進プログラム 

「シニア ICT リーダー」になろう 楽しくパソコンを使おう 

パソコンでつながろう 最新 Windows と Office を学ぼう 



具体的活動とスケジュール 
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岩手県 高齢者向け ICT 活用推進プログラム 

●「シニア ICT リーダー」になろう 

役割分担 

岩手県 … 企画、会場提供、広報、関連機関との調整等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、コンテンツの

提供等 

ICT リーダーとして活動する際に、ICT をどのよう

に活用できるかを学ぶワークショップ。 
開催日 対象地域 参加者 

10/24  宮古 7 名 

10/25 久慈 11 名 

●楽しくパソコンを使おう 

イラスト作成、デジタル写真編集、ムービー作成

など、ICT の楽しさと便利さを学ぶ講座を開催。 

役割分担 

開催日 対象地域 参加者 

11/8  釜石 17 名 

11/9 大船渡 15 名 

11/21  宮古   7 名 

11/22 久慈 12 名 

岩手県 … 企画、会場提供、広報、関連機関との調整等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、コンテンツの

提供等 

●パソコンでつながろう 

Office Web Apps や SkyDrive などを使って、コ

ミュニケーションを図る方法を学ぶ講座。 

役割分担 

開催日 対象地域 参加者 

12/13  釜石 14 名 

12/17 大船渡 16 名 

12/19  宮古   6 名 

12/20 久慈 13 名 

岩手県 … 企画、会場提供、広報、関連機関との調整等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、コンテンツの

提供等 

●最新 Windows と Office を学ぼう 

最新のタッチ対応パソコンで Windows 8 と Office 

2013 について学んだり、「岩手 ICT リーダー交流

サイト」の活用方法を学ぶ講座を実施。 

役割分担 

開催日 対象地域 参加者 

4/18  釜石 12 名 

4/19 大船渡 15 名 

4/24  宮古   7 名 

4/25 久慈 13 名 

4/26 盛岡 24 名 

岩手県 … 企画、会場提供、広報、関連機関との調整等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、コンテンツの

提供等 



総括 

協力団体のコメント 

特定非営利活動法人ゴーフォワードジャパン 理事・事務局長 大橋裕司氏 
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岩手県 高齢者向け ICT 活用推進プログラム 

参加者の声 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

ICT の普及に尽力している団体や個人など「ICT リーダー」達は岩手県内各地に存在し
ていますが、ともすればその地域の中で埋没してしまいがちでした。また、めまぐるし
く変わる ICT の世界を住民一人ひとりの生活にどのように取り込むか、どんなメリット
があるかなど、ICT リーダー達はそれぞれ模索し続けています。そうした地域の ICT 

リーダー達の活動を、緩やかな連帯の中でお互いに支援するしくみの必要性を感じてい
た折、交流サイト構築のお話をいただきました。地域の垣根を超えた連携の中から、新
しい情報化の姿が見えてくるのではないかと期待しています。 

プログラム開始前は、沿岸部のシニア ネットは数団体しか把握できていませんでした
が、県や地元の皆さんのご尽力により、多くの地元で活動されていた団体を知ることが
できました。多くの方にプログラムに参加いただいたことで、今後沿岸部での ICT 活用
を進めるベースができたと思いました。養成された ICT リーダーの皆さんがプログラム
の後も活用できるサイトを構築できたのは、過去の地域活性化協働プログラムにもな
かった大きな成果であり、大変嬉しく、また今後の活用にとても期待しています。 

本格的なパソコン指導、そして具体的な指導要領の説明もあり、我々の学習の進め方に生かせる、得るものが

多い講習会でした。「岩手 ICT リーダー交流サイト」を通じて、各団体の活動情報の発信・収集が可能となり、

自分たちの課題解決の参考にするなど、相互のレベル向上に役立つ情報交換に期待が膨らみます。 

特定非営利活動法人 e ネット・リアス 事務局長 佐々木聖好氏 

シニア ICT リーダー養成講座を受講してみて、どの講座資料もとてもきれいで見やすいことにびっくりしまし

た。また、派遣講師先生の指導法も適切、明快で、大変理解しやすかったです。ICT を活用して趣味やレ

ジャー、地域活動等に取り組んでいきたいと思っています。ありがとうございました。 

 

シニア ネット久慈 会長 金野光男氏 

日本マイクロソフト株式会社 技術統括室  マネージャー  大島友子氏 

県担当者のコメント 

岩手県 政策地域部地域振興室 主査 臼井宏氏 

ICT は震災からの復興に必要不可欠なツールであり、地域で積極的に活用することに
よって、復興を一層加速させることができます。今回、「高齢者向け ICT 活用推進プロ
グラム」を主に沿岸部で展開することにより、講座参加者が最新知識を得られたことに
とどまらず、NPO を中心に県内のリーダー同士が交流・連携する「岩手 ICT リーダー
交流サイト」の構築に結びつけることができ、地域で積極的に活動しているリーダーの
方々の今後の活動基盤が強化された点が非常に有意義だったと実感しています。今後、
同サイトを活用させていただきながら、県内各地のリーダーと連携して、引き続き ICT 

利活用の促進に取り組んでいきます。 

シニアが最も悩むのは、あまりにも IT 産業の進歩が速いこと。その速さに追いつけないのが現状です。そん

な時、こうした講座が開かれたのは嬉しい限りです。PC を愛するシニアは意欲があり、知識に飢えています 

(大げさかな？) がんばるシニアを教育し、シニアの手によって PC を普及すると考えてはいかがでしょうか。 

シニア ネット・リアス大船渡 代表 及川純氏 



現在、教育現場では、授業づくりやさまざまな教育課題の解決のツールとして ICT が期待され、その導入が進められて

いる。一方、情報化の進展にともない、情報モラルや情報セキュリティといった課題に対する認識も高まっている。 

このような背景から、岩手県と日本マイクロソフトは、県内小学校・中学校・高校・特別支援学校の教職員の ICT スキ

ルの向上や ICT 活用指導力の向上を目指し、「教育分野人材育成プログラム」として、 e-ラーニングシステム「ICT ス

キルアップ オンライン」による学習支援を実施した。2012 年 6 月から 2013 年 2 月まで実施し 38 名の登録があった。 

概要と成果 
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岩手県 教育分野人材育成プログラム 

総括 

協力団体のコメント 

日本マイクロソフト株式会社 パブリックセクター統括本部 
アカデミックプログラムマネージャー 西嶋美保子氏 

県担当者のコメント 

岩手県 教育委員会事務局学校教育室 
復興教育担当 主任指導主事 鈴木智香氏 

「ICT スキルアップ オンライン」については、教員の自主的な研修スタイルであること
や情報モラル指導・情報セキュリティ等のプログラムに着目し、利用を呼びかけました。
登録数の伸びは期待したほどではなく、登録したものの接続がうまくいかなかった学校
もあり、案内方法や利用におけるサポート体制等に課題が残りました。今後、活用の継
続があるならば、これらの課題を踏まえる必要があると考えます。教員の ICT 活用指導
力の向上については、どのような場面で ICT を使えば効果的なのかを教員が体験し認識
することが必要であると思います。そのためのコンテンツを増やしたり、教員のスキル
に応じた情報や魅力あるコンテンツを提供していただけると利用が進むものと思います。 

将来を担う子供や若者にとって ICT のスキルは必要不可欠なものになりつつあります。 

子供や若者が ICT スキルを身に付け、それを活かすとともに高い情報モラルを持ち、情
報セキュリティに気を付けることができるようにサポートしていくことが求められてい
ます。今回の教育分野人材育成プログラムをきっかけとして、教職員の方々が引き続き 

ICT 活用指導力を高め、新しい教育に役立てていただけることを期待しています。 

 

 

1. 学力向上と ICT 

  

2. パソコン活用基礎 授業編 

  

3. ICT スキル基礎  校務編 

 

4. ICT スキル基礎 小学校編 

 

5. ICT スキル基礎 中学校編 

 

6. ICT リーダーズ 

ICT スキルアップ オンライン 提供コース 

 7. ICT アクセシビリティ 

 

 8. 情報モラル指導力アップ 

  

 9. 情報セキュリティ基礎 

  

10. サーバ運用管理トレーニング 

 

11. 教材活用報告 

 

12. ICT 活用 授業編 (Office 2010 編) 
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同日午後、岩手県盛岡市の盛岡地域交流センター（マリオ
ス）で成果報告会が開催された。2012 年 6 月から 1 年にわ
たるプログラムに関わった県職員や NPO の方々などが参加。
冒頭では、岩手県政策地域部長の中村一郎氏が「沿岸地域は
もとより、県内多くの地域でセミナー等を開催し、多くの
方々にご参加いただきました。ご参加いただいた方々には経
験を活かしてそれぞれの分野でリーダーとしてご活躍いただ
くことを期待しています」と述べた。 

続く基調講演では、日本マイクロソフト 業務執行役員 社長
室長兼シチズンシップリードの牧野益巳氏が登壇。「ICT を
活かして“つながる”地域づくりを」と題した基調講演の中で、
牧野氏は「人々が日常的に ICT を活用することで情報やコ
ミュニティとつながることが重要なのではないか」とコメン
トした。 

その後、各プログラムの成果について、それぞれの担当者か
ら報告が行われた。「NPO 基盤強化プログラム」の報告では、
岩手県担当者と日本マイクロソフト担当者とプログラム協力
者によるパネル議論が行われた。「高齢者向け ICT 活用推進
プログラム」の報告では、プログラムの中で「岩手 ICT リー
ダー交流サイト」を構築したことに触れ、利用者が情報共有
できる場としての活用が期待されると紹介された。 

報告会終了後には「Windows 8 ミニ講座」が行われ、会場内
に設置された体験コーナーとともに、来場者に最先端技術を
体感していただいた。 

2013 年 6 月 21 日午前、岩手県庁と日本マイクロソフトの本

社オフィス（東京都港区）をマイクロソフトの Lync でつな

ぎ、同県の達増拓也知事と同社の樋口泰行 代表執行役社長が

会談し、地域活性化協働プログラムの成果を確認した。 

達増知事は、県内において沿岸部も含めて多くの場所でセミ

ナーが開催されたことに触れ、「情報化が復興加速の重要な

手段になると思います。誰もが希望を抱ける『希望郷いわ

て』の実現を目指し、受講した方々が、それぞれの分野で

リーダーとして活躍してくれることを期待します」とコメン

ト。樋口社長は、「セミナーを通じ、クラウドの利便性や 

ICT を活用した会議の形を初めて知ったという方から前向き
な感想もいただいています。プログラム終了後も、広い県土

を持つ岩手県内で ICT を上手に活用し、地域の絆づくりや活

性化が継続されることを望みます」と述べた。 

成果報告会 

成果報告会の会場は、プログラムの参加者たちで
にぎわった。 

「Windows 8 ミニ講座」では、特定非営利活動法
人＠リアス NPO サポートセンターの横澤 京子氏
が講師を務めた。 
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岩手県 政策地域部長 中村一郎氏 

●開会挨拶 

2012 年 6 月から 1 年間、ICT を活用しながら地域の振興を図り岩手の復興を目指
そうと、さまざまな分野で活動に取り組ませていただきました。1 年でとりあえず
の区切りを迎えましたが、今後も日本マイクロソフト様、プログラムに参加いただ
いた皆さまと一緒に取り組みを継続していきたいと思いますので、引き続きよろし
くお願いいたします。 

日本マイクロソフト株式会社 

業務執行役員 社長室長兼シチズンシップリード 牧野益巳氏 

震災を機に人々が協働し合うことの大切さを学んだように思います。ICT を使って
協働が進み、一刻も早い復興につながることを期待して、地域活性化協働プログラ
ムを実施いたしました。このプログラムには、取組みを通じて培ったノウハウが終
了後も地域に残るという特徴があります。獲得したノウハウが地域全体の活性化に
結びつくことを期待しています。 

ICT は物理的あるいは時間的な距離を解決するツールです。岩手県でも、沿岸部と
内陸部をつないで新しい機会が生まれるかもしれません。クラウドを活用してバラ
バラなデータを一か所にまとめ共有することで、ICT がより身近なものになり、テ
レワークを取り入れた働き方が生まれ、町に活気が生まれています。県土の広い岩
手県だからこそ、ICT でつながるメリットは大きいのではないでしょうか。クラウ
ドのような ICT を最大限に活用することは、地域活動や個人のライフスタイルの基
盤になるのではないでしょうか。これからも日本は変わり続けますが、みなさんと
一緒に、ICT を活用した持続的な発展を目指したいと思っています。 

●基調講演:「ICT を活かして“つながる”地域づくりを」 

●NPO 基盤強化プログラムの報告 

岩手県  政策地域部 NPO・文化国際課特命課長 佐々木真一氏 

以前から各 NPO の基盤強化のため、活動費助成などの支援を続けてい
たのですが、中間支援組織への支援という点では県の取組みが弱いと
認識していました。今回のプログラムで中間支援組織と協働した結果、
各主体が連携する良い取組みになったと思います。 

県担当者のコメント 

日本マイクロソフト株式会社  

社会貢献部 渉外・社会貢献担当課長 龍治玲奈氏 

プログラム終了後も持続可能な仕組みをつくることを目標としました。
その実現には、多様な主体によるマルチ ステークホルダー連携が重要
ですし、ICT は必要不可欠なツールです。中長期的な支援戦略につなげ
ることを目指して、さまざまな講座を開催することができました。 

日本マイクロソフト担当者のコメント 



岩手県 地域活性化協働プログラム 成果報告  

18 

NPO 法人いわて連携復興センター 事務局次長 大吹哲也氏 

参加者のコメント 

【ファシリテーター】 

  NPO 法人いわて連携復興センター 代表理事 鹿野順一氏 

 
【登壇者】 

  岩手県 政策地域部 NPO・文化国際課 特命課長 佐々木真一氏  

      NPO 法人いわて連携復興センター 事務局長 葛巻徹氏  

  日本マイクロソフト株式会社 社会貢献部 渉外・社会貢献担当課長 龍治玲奈氏 

講座を通じて、情報をわかりやすく提供していくことの重要性や、わかりやすく伝
えるために ICT を活用して具体的に明示することの必要性を痛感しました。課題解
決法やプレゼンテーション力、広報力など、毎回の講座で得たノウハウを、今後、
皆さんに提供していきたいと思っています。 

パネル討議 

鹿野氏：今回のプログラムは、行政と
NPOと企業の協働が実現した、岩手県
でも成功事例の一つなのではないで
しょうか。 

 
葛巻氏：中間支援ネットワークや 

NPO の活動を推進するため、あるい
は地域の課題解決のための一つの手段
として、ICT をどう活用するかは興味
深かったですね。行政、企業、NPO 

のそれぞれの強さや得意分野を活かし
たプログラムだったと思います。 

佐々木氏：今回のプログラムをご提案いただいた際、中間支援組織を支援するのであれば、県も連携できる
と判断しました。携わった方々が大勢いたからこそ実施できたプログラムだったと感じています。 

 
鹿野氏：個別の NPOへの支援は以前からありましたが、中間支援組織を何とかしないといけないと感じて
いた矢先でしたので、タイミングが良かったかもしれませんね。ニーズに沿ってプログラムを変えていくフ
レキシブルさも評価できるポイントだったと思います。 

 
龍治氏：今回のプログラムで、これまで実施してきた他の地域との大きな違いは、震災復興でご一緒させて
いただいた経緯もあり、プログラム開始時に NPO の方々とすでに知り合いだったことが挙げられます。震
災で疲弊した NPO の今後につなげる支援にしたい、という想いで進めてきました。パソコンのスキルアッ
プは独学でもできますが、独学では適わない基盤強化こそが重要、というご意見をうかがい、励みになりま
した。 

 
鹿野氏：多くの方が理解を示したからこそのプログラムでしたね。被災地だけではなく、岩手県全域の復興
や協働を進めていく上で、NPO の基盤強化は必要です。ICT を活用して NPO の基盤が強化されることで、
地域の中で解決できることが増えていくのではないかと思います。 
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特定非営利活動法人ゴーフォワードジャパン  理事・事務局長  大橋裕司氏  

岩手 ICT リーダー交流サイト http://www.iwate-ict-leaders.jp 

ゴーフォワードジャパンは、ICT が人と人をつなぐ道具であることに主眼を置き、
活動しています。震災後、避難所のツールが使われておらず、シニアによる ICT 利
活用が伸び悩んでいました。ICT がなくても困らないと思っていらっしゃる方が多
かったのです。しかし、新聞やテレビ・ラジオとは異なり、インターネットには情
報の双方向性があります。一般の方々が普段から使うような仕掛けを作ることで、
ICT の利活用に結びつくのではないかと考え、「岩手 ICT リーダー交流サイト」を
構築しました。組織間の交流や連携の場として、シニアだけではなく、あらゆる年
齢層の利用者に拡大していくことを期待しています。 

●IT 人材育成サポートプログラムの報告 

日本マイクロソフト株式会社 

技術統括室/イノベーションセンター 本部長 田丸健三郎氏 

4 回という限られた講習時間の中で、製品の使い方ではなく、アプリケーションや
ソフトウェアを開発する知識を学んでいただくプログラムでしたが、受講された
方々が何を期待されているのかを学びつつ、試行錯誤と軌道修正をしながら進めて
きました。中長期的に受講者の資産になれば幸いに思います。ICT スキルの蓄積や 

ICT を活用した仕組みが、岩手県内の起業や雇用促進につながるよう期待していま
す。 

●高齢者向け ICT 活用推進プログラムの報告 

日本マイクロソフト株式会社 技術統括室マネージャー  大島友子氏 

離れたところに暮らす家族や友人とのコミュニケーション ツールとして、あるい
は多彩な趣味を拡げるため、さらには健康管理や家に居ながらの買い物など、高齢
者だからこそ ICT は重要ではないかと思います。今回のプログラムを通じて、シニ
アがシニアに教える多くの団体様に出会えたことや、ICT リーダーの交流サイトを
構築できたことを大変喜ばしく思います。交流サイトでは、 今後、Lync を使って
離れたところからミーティングをしたりセミナーを受けたりもしていきたいと考え
ています。お互いにコミュニケーションを図る一つのツールとして、いろいろな
方々に広く使っていただきたいと思います。 

協力団体のコメント 

高齢者向け ICT 活用推進プログラムから誕生した「岩手 ICT 

リーダー交流サイト」は、岩手県内の情報化推進を目的として、
各地域で ICT 普及に活躍しているリーダー（団体・個人）が互
いに交流し、情報交換するための地域ネットワークである。 

現在、5団体が加盟。Office 365 を活用して講習会用のテキス
ト、写真アルバム、カレンダー、資料を共有する会員専用ペー
ジと、加盟団体の活動を広く周知するための一般公開用ページ
の 2 種類から構築されている。 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

日本マイクロソフト担当者のコメント 



マイクロソフトの企業市民活動ウェブサイト 

http://www.microsoft.com/japan/citizenship/ 

■地域活性化協働プログラムに関するお問い合わせ先 

岩手県 政策地域部地域振興室        AB0007@pref.iwate.jp 
日本マイクロソフト 企業市民活動推進部   mjctz@microsoft.com 

岩手県ホームページ 

http://www.pref.iwate.jp/  岩手県 

http://www.microsoft.com/japan/citizenship/
mailto:AB0007@pref.iwate.jp
mailto:mjctz@microsoft.com
http://www.pref.iwate.jp/




岩手県 
〒 020-8570 岩手県盛岡市内丸 10-1   

〒 108-0075  東京都港区港南  2-16-3  品川グランドセントラルタワー 
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