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・高度IT 人材育成プログラム
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・障碍者向け支援プログラム

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

資料:
愛媛県ホームページ
平成 27 年度「愛媛県 県推計人口」
平成 24 年度「経済センサスｰ活動調査」
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平成 26 年度「障碍者人口等統計表」
愛媛ボランティアネット「県内NPO法人の概要一覧」

地方 四国地方
面積 5,676.10 km²
知事 中村時広氏
県庁所在地 〒 790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2
総人口 1,392,314 人 (2015 年 2 月 1 日)
NPO 法人認証数 523 (2015 年 4 月)
情報通信業者 547 (2012 年4月1日)
合計特殊出生率 1.52 (2013年)
障碍化率 28.66% (2014 年 4 月 1 日)

～
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日本マイクロソフト 代表執行役社長 樋口泰行
「愛媛マルゴト自転車道」構想は、ICT のパワーを駆使して生活をより豊かにし、知事が

述べたように健康・生きがい・友情を増幅させることのできる取り組みだと感じています。

今回の愛媛県との取り組みは、「公共サービス イノベーション」の推進にあたる活動と位

置付け、プロジェクトを支援していきます。
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愛媛県と日本マイクロソフト 協働の背景

世界では、自転車は通勤・通学の手段としてだけではなく、健康・生きがい・友情を与え

てくれるものだという考えが普及しています。今回の愛媛県と日本マイクロソフトの連携

は、この考えをベースとした『自転車新文化』に向かう大きな力になると確信しています。

愛媛県知事 中村時広氏

2014 年 1 月 10 日、愛媛県庁において「地域活性化協働プログラム」の実施に関する覚書を締結、その後4月22日には

「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」開設を記念し、改めて記者発表会を行いました。中村県知事と日本マイクロソフ

ト 代表執行役 社長 樋口が双方の立場から、本プログラムに対する熱意を語りました。

愛媛県では、「愛顔（えがお）あふれる県づくり」を

テーマに、「実需の創出」を合言葉として愛媛の産業を活

性化する活動を推進してきました。愛媛県内の産業や特産

品、土地の魅力を最大限に活かした地場ビジネスの活性化

を図ろうとするものです。
その中でも、本四3ルートで唯一、自転車が通行可能な

「瀬戸内しまなみ海道」を中心とした、愛媛が世界に誇る

コンテンツを有機的に活用、サイクリングで世界に情報発

信し、「サイクリング・パラダイス＝エヒメ」(2014年1

月締結時)をスローガンとした活性化を目指そうという取

り組みが始まりました。
コンテンツ発信において ICT 利活用が不可欠であった

ことと同時に、その実現には、協定終了後の持続性を高め

るため、県内における個人やNPO団体、大学機関や障碍者

支援の組織等による 包括的な協働が必要でした。
愛媛県と日本マイクロソフトは、ICT 利活用におけるア

ドバイザーとしての役割だけでなくこの地場のビジネス活

性化の地域活性化に向けて産学官で連携していくことを念

頭に、2014年1月10日、地域活性化協働プログラムの覚

書を締結し、この覚書に基づいて、両者連携して開発を進

めてきた「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」を

4月22日（火）に公開しました。

「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」では、「瀬戸

内しまなみ海道」を中心に県下全域で自転車道の整備等

を行う「愛媛マルゴト自転車道」（26コース）の紹介と、

県内・県外（国内、国外）から集まる初級者から上級者

までのサイクリストに幅広く様々な情報を発信。
また、サイトから、サイクリスト、県民からのフィード

バック情報を更に県作成ブログ、YouTube、Facebookな

どソーシャルメディアサイトへ自動的に再発信する利用

者参加型情報サービスにより、県内外のサイクリストの

誘客と地域の活性化を推進。また、蓄積したデータを分

析し今後の産業振興の計画において参照できるモデルと

なっています。
愛媛県の ICT 人材育成を推進する具体的な支援プログ

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」 「障碍者向け 支援プログラム」

の３ 分野を選択し、2014 年 7 月から、県内の NPO な

どの協力を得て、県、NPO、大学と日本マイクロソフト

が協働で講座・セミナー・コンテスト等を実施しました。

覚書締結とサービスサイト開設発表記者会見

ユーザー

覚書

地域活性化協働プログラム

IT 人材育成サポート プログラム

NPO 基盤強化プログラム

障碍者向け 支援プログラム

日本マイクロソフト

NPO 企業・団体愛媛大学

サイクリングを中心とした観光振興

サービスサイト

えひめICT利活用推進コンソーシアム

愛媛県

参画・協働

支援

市民

サイクリスト



●協働プログラムにおける全体活動
愛媛県における ICT 利活用推進を前提とした以下３つのプログラム

の推進・支援にあたり協働プログラム全体スケジュールの管理、

広報活動の推進を協働して実施。また、プログラムの実施にあたり

特定非営利活動法人等で組織するコンソーシアム特定非営利活動法人

「愛媛県IT推進協会」を支援する。

●高度 IT 人材育成プログラム
地方自治体にとって、高齢化社会、労働人口の減少、雇用機会の減少などの社会課題への取り組みと同時

に、新しい雇用創出のための最新のICTサービス関連の知識・技術の習得は必須となる。また、一過性の活
動に留まらず持続性の高い育成を維持するためには、地域の教育機関との協働を行うことにより、日本マ

イクロソフトの持つソフトウエア開発技術、実務的なクラウドテクノロジーを習得することができる。愛

媛県の「高度 IT 人材育成プログラム」では、愛媛大学 大学院と協働することにより、専門技術者や学生、

中小企業などの技術者向けの専門セミナーやトレーニングを実施。愛媛県内の ICT 関連産業の活性化と高

度人材の育成を目指した。

●障碍者向け就労支援プログラム
協働プログラムの中心にある「サービスサイト」の運営管理は、愛媛県からの委託により地元の障碍者支

援を行う特定非営利活動法人により担われる。 ICT の専門知識を習得することにより、より多くの障碍者

就労機会を創出しようとすることを目的としている。「障碍者向け 就労支援プログラム」では、実際にサ

イト運営やソフトウエア開発を行う障碍者や、そのサポーターを対象に ICT スキルを学ぶセミナーを日本
マイクロソフトの育成ノウハウを持って実施。障碍のある方が高度なクラウド技術を身につけることで、

サービスサイト以外にも、新たなビジネスの雇用の創出を目指すものである。

● NPO 基盤強化プログラム
自治体と連携し、市民の力で地域課題を解決する上で、NPOの基盤強化は、重要なインフラづくりとなる。

様々な地域課題に取り組むNPOが、多くの支援者からの共感を得て、自立して活動を続けていくために、

「NPO 基盤強化プログラム」では、①県内のＮＰＯにプレゼン作成のスキルや効果的なプレゼン方法のノ

ウハウを伝授することの出来るNPOリーダー育成と、②県内のNPOのプレゼン力強化とを両輪で行った。

集大成として地域を巻き込んだ愛媛プレゼンコンテストを実施し、NPOのみならず企業や学生も参加した。

愛媛県との地域活性化協働プログラムの概要
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全体統括

プログラムと担当部署

NPO 基盤強化
プログラム

障碍者向け 就労支援
プログラム

愛媛県 男女参画・県民協働課

認定NPO法人イーパーツ
特定非営利活動法人 ぶうしすてむ

日本マイクロソフト 社会貢献部

愛媛県 障害福祉課

特定非営利活動法人 ぶうしすてむ

日本マイクロソフト 技術統括室

高度 IT人材育成
プログラム

愛媛県 産業創出課

愛媛大学 大学院 理⼯学研究科

日本マイクロソフト 技術統括室

愛媛県
総合政策課：全体統括
情報政策課：システム構築企画
観光物産課：コンテンツ企画

日本マイクロソフト
社長室 企業市民活動推進部：
全体統括、広報活動、講師の派遣
教材、ソフトウェアの提供等

※2014年4月22日 記者発表時 みきゃんが
日本マイクロソフト 品川オフィスに訪問
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愛媛県との地域活性化協働プログラムのスケジュール

実施年 月 全体・広報活動
高度 IT 人材育成

プログラム
障碍者向け

就労支援プログラム
NPO 基盤強化

プログラム

2014 年
1月

1月 10日
覚書締結

２月

３月

４月

4月22日
「愛媛マルゴト自転車道サービス

サイト」オープン
記者発表会 in 

品川マイクロソフト本社
メディア露出

SNS発信・拡散

５月
5月29日

Microsoft Dynamics
CRM 勉強会

６月
６月11日

Microsoft Azure
勉強会

6月30日
ナレッジネットワークによる
プレゼン・イベント実施講座

７月

８月
8月1日～2日

えひめITフェア2014
マイクロソフト出展

８月27日～29日
リレーショナルデータベース

技術習得講座

８月１日～2日
えひめITフェア2014

プレゼン講座

９月

雑誌「TURNS」秋号
記事掲載

9月8日
南海放送ニュース掲載

9 月8 日～12日
愛媛大学と連携

高度 IT 人材育成プログラム
研修 in 松山

10月

10月26日
「サイクリングしまなみ」

イベント
マイクロソフト自転車部

ボランティア参加

10月27日～28日
サービスサイト技術習得講座

10月10日
イーパーツ、ぶうしすてむ

プレゼン講習・
ワークショップ

11月

12月

12月27日
BS-TBS 特別番組

「未来の歩き方 2014」
取材・特集

12月6日
イーパーツ、ぶうしすてむ

プレゼン講習・
ワークショップ

2015 年 １月

1月14日
クラウドサービス技術

習得講座

２月

マイクロソフト企業市民活動
レポート トップ記事掲載

愛媛県 中村知事 ＋
日本マイクロソフト 社長 樋口

対談

2月23日～27日
クラウドサービス技術

習得講座

2月7日
プレゼンコンテスト in えひめ

３月 企業市民活動レポート配布開始

3 月3日～3月6日
愛媛大学と連携

高度 IT 人材育成プログラム
研修 in 松山

5 月
5月14日

活動報告会



愛媛県では、地域産業の活性化・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、ICT 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、ICT 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。「高度 IT人材育成プログラム」では、ICT 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、愛媛県内の ICT 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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愛媛県 高度 IT 人材育成プログラム

●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プログラミングの基礎か

らアプリケーション開発の基礎までを学んだ。

●愛媛県情報サービス産業協会、愛媛県IT推進協会の会員
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 9 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、データベースアクセスにいたるまで幅

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。

●愛媛大学等の学生や企業の若手技術者の参加も得て、次

世代 ICT 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 ICT 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ーに関する知識や

ノウハウを身につけることにより、地域産業の ICT 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、全てのトレーニングコンテン

ツを公開、愛媛大学に無償でライセンス提供することによ

り、継続的な地域 IT人材育成をサポートする。

●日本マイクロソフトとの協働プログラムを通じて、愛媛

県に ICT 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、愛媛県において ICT

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。

● ICT 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 ICT 人材の育成を通じて、愛媛県の地域産業

が発展を遂げ、更なる活性化が期待される。

●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。

最新のテクノロジー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。

●愛媛県は参加者の募集、会場準備、イベントの運営など

を担当。さらに、愛媛県情報サービス産業協会、愛媛県IT

推進協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 9 回のセミナーに加え、高度 ICT 人材の育成を図る各

種講座を開催した。

経営力・技術力向上セミナー



愛媛県における ICT 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
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愛媛県高度 IT 人材育成プログラム

役割分担

愛媛県 ： 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＞

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

日本マイクロソフト担当者のコメント

実施担当者のコメント

愛媛大学大学院理工学研究科 電子情報工学専攻 情報工学講座 小林真也教授

愛媛大学では、知識の習得だけでなく、知識を活かして課題を解決できる実践的な ICT

人材育成に取り組んでいます。学生たちは実際に地域の課題の発⾒から理解、解決策の

立案、実現までを学びます。実践的エンジニアを地元で育成することは、地域の人材を

厚くし情報化推進や産業活性化につながります。これまで大学では難しかったシステム

開発などの現場教育を、日本マイクロソフト及び愛媛県と連携することで充実させるこ

とができました。「知っている」から「使える」知識を持つエンジニア育成へ。愛媛か

ら世界で活躍する人材や起業家の育成につなげていきたいと考えています。

地域の枠を超え、世界中へとつながる ICT 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、ICT 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

愛媛県においてますます拡大され、産業振興が ICT の力によって実現されることを期待

しています。

総括

開催日 内容 参加者

2014/9/8 C#基礎編 - 配列とコレクション 34 名

2014/9/9 C#基礎編 - オブジェクト指向とライブラリ 35 名

2014/9/10 C#基礎編 - ファイルアクセス 35 名

2014/9/11 C#基礎編 - WebService利用 36 名

2014/9/12 C#基礎編 - コンソールからのネットワーク利用 34 名

2015/3/3 C# 応用 - LINQ プログラミング 13 名

2015/3/4 Windows プログラミング編 – ASP.NET MVC 15 名

2015/3/5 WPF による デスクトップ アプリケーション 12 名

2015/3/6 WPFによるUIデザイン ～ XP, Form UI からの移行 ～ 12 名



今回のプログラム開始前から、愛媛県では、障碍のある方の就労を積極的に行っている企業や団体、県など自治体とも

連携して就労支援を行っている組織などがあり、中には ICT を事業の柱にしている企業・団体もありました。そこでプロ

グラムでは、障碍のある方の ICT スキルをさらに高めてもらい、さらに高度な仕事をしていただくことを目標に企画を進

めていきました。

 障碍のある方の ICT を使った活動や就労の支援を行って

いる「特定非営利活動法人 ぶうしすてむ」と、障碍のある

方の就労移行支援事業を行うなど障碍のある方の支援に積

極的な ICT 企業「株式会社フェローシステム」に所属する

方々に、クラウドサービス「Microsoft Azure」や統合型顧

客管理アプリケーション「Microsoft Dynamics CRM」の講

座を実施した。講座修了後も、受講された方々が、独自に

団体・社内でセミナーを実施するなどし、広く、深く、高

度な IT スキルを身につけていった。

 今回のプログラムで制作された「愛媛マルゴト自転車道

サービスサイト」の制作会社から、スキルトランスファー

のための講座や技術サポートを受け、今後、メンテナンス

やバージョンアップの管理運営を行っていけるようにした。

 高度な ICT スキルを身につけたことで「愛媛マルゴト

自転車道サービスサイト」の管理運営を、障碍のある

方々が行っていくことになった。

 在宅でも業務を行いやすい ICT 開発のスキルを身につ

けることは障碍があるからこそ重要で、今回のプログラ

ムにより、在宅勤務なら就労が可能な障碍のある方の就

労チャンスが拡がった。

 最先端のクラウドサービス、統合型顧客管理アプリ

ケーションの講座を受講し、高度な ICT スキルを習得し

たことで、今後、同様の技術を取り入れたサービスを受

託開発する基盤ができ、障碍のある方のより賃金の高い

就労への可能性が拡がった。

 高度な ICT スキルが必要な「愛媛マルゴト自転車道

サービスサイト」の管理運営を障碍のある人が行うこと

は全国的にも稀で、特徴的な事例となった。

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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愛媛県障碍者向け就労支援プログラム

講座受講風景

概要と成果

愛媛県での障碍のある方の就労支援への取り組み
e-ICA (エイカ) (Ｅhime ICT Challenged Association)

障碍のある方が事業所や在宅で就労をする際の事業推進と受注拡大を目的に、愛媛県内の印刷や ICT

関連の加盟事業所で構成する 「共同受注窓口」。2013 年に施行された、公的機関が物品やサービス

を調達する際、障碍者就労施設などから優先的・積極的に購入を推進するために制定された「障害者

優先調達推進法」を推進する形で 2013 年に設立され、2014 年に一般社団法人化。

松山市テレワーク在宅就労発注奨励金

テレワークを行う従業員を雇用する指定事業所に対し、発注奨励金として支払額の1割を交付支給。



具体的活動とスケジュール
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愛媛県 障碍者向け 就労支援プログラム

開催日 内容 参加人数

2014/5/29 Microsoft Dynamics CRM 勉強会 7 名

2014/6/11 Microsoft Azure勉強会 7 名

2014/8/27～29 リレーショナルデータベース 技術習得講座 6 名

2014/10/27～28 サービスサイト技術習得講座 6 名

2015/1/14 クラウドサービス技術習得講座 2 名

2015/2/23～27 クラウドサービス技術習得講座 2 名

日本マイクロソフト株式会社

技術統括室プリンシパルアドバイザー大島友子

今回の愛媛県とのプログラムは、障碍のある方の “共同受注窓口”「e-ICA (エイカ)」 が

既に運営されていたこと、その中の ICT の事業者である、ぶうしすてむ様、日本フェ
ローシステム様とプログラムの企画から進められたことで、明確な目的を持って実施す

ることができました。高度な ICT スキルを活かした、かつ楽しいアイデアのサービスが、

今後「愛媛の障碍者発」で生まれることを、大きく期待しています。

総括

日本マイクロソフト担当者のコメント

特定非営利活動法人 ぶうしすてむ

理事長 川崎壽洋氏

私たちの NPO では ICT を活用した障碍者の就労支援を行っています。今回「愛媛マル

ゴト自転車道サービス サイト」の管理運営を担当し、日本マイクロソフトの支援を受

け「Microsoft Azure」や「Microsoft Dynamics CRM」などの知識や技術を学びました。
通勤が困難な障碍者が⾸都圏の仕事を在宅就労する事例も出始めています。最新の技術

を習得し、高度な IT スキルを身につけることで、さらに障碍者の雇用創出につなげて

いけると期待しています。

実施担当者のコメント

株式会社フェローシステム

代表取締役社長 三好大助氏

実施担当者のコメント

当社の運営する「就労移行支援事業所フェローICT」では、ICTの習得を通して一人ひと

りの長所に光を当てた支援を行っています。今回学ばせていただいた「Microsoft

Azure」や「Microsoft Dynamics CRM」の知識は、本サイトのみならずさまざまな応用
が利き、障碍者の可能性を大きく広げることができると思っております。このプログラ

ムを通して、たくさんの障碍者が付加価値の高いスキルを身につけて就職し、誇りを

持って働くことができることを心から期待しています。



概要と成果

自治体と連携し、市民の力で地域課題を解決する上で、NPOの基盤強化は、重要なインフラづくりとなる。

様々な地域課題に取り組むNPOが、多くの支援者からの共感を得て自立して活動を続けていくために、「NPO 基盤強化プロ

グラム」では、①県内のＮＰＯにプレゼン作成のスキルや、効果的なプレゼン方法のノウハウを伝授することの出来るNPO

リーダー育成と、②県内のNPOのプレゼン力強化と両輪で行った。

集大成として地域を巻き込んで行われたプレゼンコンテストには、NPOのみならず県内の企業や学生も多く参加し、NPOな

らではの“地域を巻き込んだ”場となった。

●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。

●NPO活動により高い波及効果が得られるよう、中間支援

組織のスタッフを中心にリーダー育成を行った。

●各ワークショップでは、「情報共有」「情報発信」「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 の活用方法も紹介した。

●「プレゼンコンテスト」というゴールを設けることで、

多くの団体が目的をもって技術習得に取り組めた。

●県、日本マイクロソフトとともに地元愛媛と東京のNPO

中間支援団体も講座構成の検討チームに関わり、一年間の

覚書終了後も、基盤強化活動が続く体制を創り上げること

ができた。

活動概要

受講者の声

協力体制とプログラム持続の可能性

愛媛県 NPO 基盤強化プログラム
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右上：パワーポイント研修・ＩＴスキルも勉強
右下：プレゼンコンテスト投票サイト・一般投票も可能に

左上：日本マイクロソフトのエバンジェリスト西脇によるプレゼン講義
左下：プレゼンコンテストに向けてワークショップを実施

●情報の整理・伝え方について学ばせていただきましたの

で、とてもよかったと思います。

●質の高いプレゼンを提供するための資料のまとめ方、準

備方法を学ぶことができました。 また、たくさんの方の

考えを聞くことで、自分の視野を広げることができました。

●パワーポイントの知らない機能を知り、今後のプレゼン

等にとても、役に立つ勉強ができました。

●アイデアを出し合うことで、物事を広くとらえることが

でき、新たな可能性を感じることができました。
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● NPO向けワークショップ

開催日 対象 内容 参加者

2014/6/30 NPO
ナレッジネットワーク代表取締役 森戸裕一先生
によるプレゼンテーションやイベント運営の講義

22 名

2014/8/1～2 NPO
えひめIT フェア2014

日本マイクロソフト エバンジェリスト 西脇哲による
プレゼンテーション講座

31団体
59名

2014/10/10 NPO・中間支援組織
イーパーツ、ぶうしすてむによる

ハンズオンのパワーポイント講習とワークショップ

6団体
10名

2014/12/6
NPO・中間支援組織・

企業・学生
イーパーツ、ぶうしすてむによる

ハンズオンのパワーポイント講習とワークショップ

15団体
29名

2015/2/7
NPO・中間支援組織・

企業・学生
NPO向け 基盤強化プログラム
プレゼンコンテスト in えひめ

63 名

愛媛県 NPO 基盤強化プログラム

役割分担

内容

愛媛県 ： 事業内容の確認、広報、関係主体への共有、地元への定着についてのアドバイス

イーパーツ・ぶうしすてむ ： 講座の構成や進め方、連携団体の調整等、事業の中心的な役割を果たす

日本マイクロソフト ： 事業内容の提案と調整

第 1 回 2014/6/30 第 2 回 2014/8/1～2

NPOが自らの活動を市民や行政、企業に正しく伝え、共感者を増やすための効果的なプレゼンテー

ション方法やイベント運営について学ぶ。愛媛ＩＴフェア期間中に開催されたプレゼンテーション

のエバンジェリスト、西脇資哲とのセッションには、31団体ものNPOが参加した。

第 3 回 2014/10/10 第 4 回 2014/12/6

第一回目・二回目の受講者がプレゼン実践講座を実施（リーダー育成）。プレゼンコンテスト in え

ひめに向けて、愛媛の魅力を共有するためのアイディアをワークショップ形式で議論。次第に広く

市民社会に関わる企業や学生さんの参加へと拡がっていった。

第5回 2015/2/7

プレゼンテーションコンテスト in えひめの実施。地域の活性や障碍者の就労等、多様な課題への解

決方法が提案された。審査には、審査員や当日会場に集まった市民のみならず、ウェブを通じて広

く参加ができる方法がとられた。

具体的活動とスケジュール



総括

13

愛媛県 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

情報発信ノウハウを習得する「広報・発信力向上講座」の実施を契機に、講座受講者が

講師となる「プレゼン実践講座」やプレゼン力を競う「プレゼンコンテスト」の開催な

ど、日本マイクロソフト様との連携に加え、ＮＰＯ法人等との協働により有意義な活動

ができました。

地方創生のためには、地域で活動するＮＰＯ等の力が今後ますます重要になります。多

くの人の心を動かし、活動内容を理解・共感してもらう広報の実践により、活動の輪を

さらに拡げていただき、地域課題の解決に向け引き続き御尽力をいただければ幸甚です。

中間支援NPOの声

日本マイクロソフト株式会社 法務・政策企画統括本部

政策企画本部 渉外・社会貢献担当課長 龍治玲奈

今回も愛媛県・ぶうしすてむを始めとする地元NPOの皆様、そして東京の認定NPO法

人イーパーツさんと何度も協議を重ね、一年間の講座体系を創り上げました。

NPOの基盤強化は一朝一夕にできるものではなく、時間をかけて積み重なければなり

ません。そのような意味において、今回「基盤強化チーム」が出来た事は、本当に有難

いことでした。プレゼンコンテストの「マルゴト賞」のプロトタイプも「チーム」力の

結晶です。報告会でご覧いただけることが楽しみです。

愛媛県県民環境部県民生活局 男女参画・県民協働課 担当係長 石丸正雄氏

はじめに、NPO基盤強化プログラムに参画させていただき、様々な経験を通して多く

を学ばせていただきました。ありがとうございました。今回参加されたNPOの方々も

情報の整理や発信方法など多くを学び持ち帰ったと思います。中間支援活動を行う立

場とし、NPOの現場・マネージメント部門でのIT化はとても重要と感じております。

しかし、現状成果を上げている団体は一部です。今回の様な支援プログラムを継続し

て展開することにより、これからの社会において担い手のひとつになりうるNPOの総

合力向上が期待できると考えます。

中間支援屋・Code for DOGO 事務局長 兼久信次郎氏

認定NPO 法人イーパーツ 会田和弘氏

今回、基盤強化の講座を受けられたNPOの方々が、そこで得たノウハウを他へ
伝え、そして共に学び、競い合う場づくりに参加させていただき、感謝しており
ます。

この一年間、愛媛県・日本マイクロソフト・そして愛媛県内の非営利組織の方々
が、時には朝早くから、又時には真夜中に、多々の議論を重ねてひとつずつ課題
を解決していく様を拝⾒しました。このような地域や立場を超えた連携も、NPO
の活動を支える重要な“基盤”です。今回のプログラムを通じて強化された連携が、
愛媛県で今後更に拡がることを期待します。



「愛媛マルゴト自転車道」サイト概念及びアクセス数

【参考資料】

機能全体像

愛媛県 職員

その他クラウド
サービス連携

（地図・ポイント・ロケーション等） ソーシャルサービス
との連携

コンテンツ・情報・
ユーザーの一元的な管理

スマート
フォン

・コース情報
・コメント、おすすめ、いいね
・会員情報などを一元管理

タブレット PC
その他

デバイス

クラウドサービス＝データベース：②

WEBサイト：①

デバイス連携機能

情報連携

情報発信

【クラウドサービス】

Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Azure

将来のICT
ツール？

利用イメージ

②：データベース＝管理機能

ネットワーク通信Wifi/3G/LTEスマートフォン画面

登録情報管理・会員管理・苦情対応

TOP
画面

場所 情報
登録

Microsoft Dynamics CRM①：WEBサイト画面 Microsoft Azure・bing

サイトアクセス数
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プレスリリース
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【参考資料】

「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」を公開

愛媛県
日本マイクロソフト株式会社

愛媛県（知事：中村 時広）と日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、代表執行役 社長：樋口 泰行）は、愛媛県の展開する
「愛媛マルゴト自転車道」の推進において連携します。

愛媛県と日本マイクロソフトは、ICT（情報通信技術）利活用促進を通して、愛媛県内の地域活性化や情報リテラシー向上を図るため
の覚書を本年1月に締結し、「地域活性化協働プログラム」（注１）を協働で実施することで合意しています。この覚書に基づいて、両
者連携して開発を進めてきた「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」（URL: https://ehime-cycling.jp ）を、本日4月22日（火）に
公開しました。

本サイトでは、“瀬戸内しまなみ海道”を中心に県下全域で自転車道の整備等を行う「愛媛マルゴト自転車道」（現在：26コース）の紹
介と、県内・県外（国内、国外）から集まる初級者から上級者までのサイクリストに幅広く様々な情報を発信します。また、本サイトか
ら、サイクリスト、県民からのフィードバック情報を更に県作成ブログ、YouTube、Facebookなどソーシャルメディアサイトへ自動的
に再発信する利用者参加型情報サービスにより、県内外のサイクリストの誘客と地域の活性化を図ります。

愛媛県では、「愛媛マルゴト自転車道」を推進し、愛媛が「サイクリング・パラダイス」となることを目指しています。日本マイクロ
ソフトでは、愛媛県と連携し、「愛媛マルゴト自転車道」の推進をICTの側面から全面的に支援させていただきます。今回の「愛媛マル
ゴト自転車道サービスサイト」の構築・運用において、マイクロソフトのパブリッククラウドサービス「Microsoft Azure」を基盤とし
て活用します。

◇

「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」の概要は、以下の通りです。

■ サイトの開発・運用体制：
•NPO法人「愛媛県IT推進協会」が立ち上げた「えひめICT利活用推進コンソーシアム」をプロジェクト推進の核として展開します。
•「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」は、コンソーシアムプロジェクト推進メンバーである以下の２社との連携によって、開発さ
れました。
＊株式会社マイスター（本社：北海道函館市、代表取締役社長：瀧 浩幸）：マイクロソフトのクラウドサービスをベースとしたアプリ
開発を担当
＊株式会社エス・ピー・シー（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：岡田 克志）：コンテンツ作成を担当

■ 採用マイクロソフト製品・サービス：
•Microsoft Azureは、スマートフォンからの投稿情報の受け入れや写真・動画を管理するストレージサービス、また、サイトへの認証や
ソーシャルサービス連携、地図サービス（Bing Maps）連携を行い、これらをホームページ上へ表示する機能を担います。Dynamics 
CRMではスマートフォン、PCからの投稿情報を管理分析、サイクリスト・県民からの新たな視点をとらえた観光情報を提供します。

■ サイトの主な特長：
•愛媛マルゴト自転車道として整備された愛媛県内の26コースの案内をわかりやすく紹介
•コース毎の全体図、高低図、走行動画、グルメ・景観ポイントなどおすすめ情報を地図情報サービス上で表示
•スマートフォンからサイクリストや県民が、様々なおすすめ情報や写真を投稿：利用者が育てる案内サービスを実現
•県民による動画投稿、外部サービスとの連携にも対応
•地域の団体、企業のコンソーシアムで運用し、発展を目指す

■ コンテンツ提供形式：
Webブラウザーベース、スマートフォン向けアプリ（Android向け）
※機能については順次追加、更新されていきます。

■ 公開日：本日 4月22日（火）

■ サイトの利用促進への取り組み
•本サイトをサイクリストや外国人観光客がサイクリングコースの観光地、休憩所などで快適に利用するため、西日本電信電話株式会社
愛媛支店（愛媛県松山市、愛媛支店長：大橋大樹）が自転車道周辺をはじめとする愛媛県内へのWi-Fi化を推進します。

◇
愛媛県と日本マイクロソフトは、「愛媛マルゴト自転車道」の推進において連携することに加えて、地域活性化協働プログラムの一

環として協力して以下の３つのプログラムを実施し、継続的な地域活性化に向けた基盤の強化を目指します。各プログラムは、平成27
年３月末まで実施する予定です。
•「障碍者向け支援プログラム」：障碍者やそのサポーターを対象に、ICTスキルの習得を図るセミナー・講座を開催し、ICTスキルの向
上を通じて障碍者の就労を支援します。今後、本プログラムを通じてICTスキルを習得した障碍者の方々が「愛媛マルゴト自転車道サー
ビスサイト」の運用・保守等を実施していくという新たな地域活性化モデルの構築を目指します。
•「NPO基盤強化プログラム」：中間支援組織・NPOを対象に、ICT利活用方法の習得を図るセミナー・講座を開催し、愛媛県内での
NPO活動の強化を目指します。
•「高度人材育成プログラム」：中小企業等の技術者を対象に、クラウドサービス、アプリケーション開発のセミナー・講座を開催し、
高度なICT技術者の育成を目指します。

◇
（注１）日本マイクロソフトでは、地域活性化を目指す自治体と協働し、地域の課題に合わせた IT の活用プログラムを提供しています。平成21年に「地域活性化協働プログラム」
を立ち上げ、愛媛県で12自治体目となり、プログラムを推進しています。
Webサイト：http://www.microsoft.com/ja-jp/citizenship/revitalization/default.aspx

愛媛県との実施期間は、平成26年1月10日～平成27年3月31日となります。

https://ehime-cycling.jp/
http://www.microsoft.com/ja-jp/citizenship/revitalization/default.aspx


媒体掲載概要

16

- 記者発表（2014年4月22日）直後の掲載一覧（抜粋） -

- WEB -

【参考資料】

2014年

4月22日 共同通信 愛媛県、お勧め自転車道を紹介　ネットに開設、写真や感想を投稿　※10媒体に転載＋地方紙Web24媒体に転載

〃 NHK EWS WEB 愛媛県 しまなみ海道の自転車サイト開設

〃 朝日新聞デジタル “自転車天国”目指す愛媛県--マイクロソフトがクラウドなどで支援 ※地方含め3記事掲載

〃 ITpro 愛媛県と日本マイクロソフト、Azureベースの自転車道サービスサイトを公開  ※1媒体に転載

〃 INTERNET Watch NTT西、「瀬戸内しまなみ海道」75kmにWi-Fi整備、サイクリストらに無料提供  ※3媒体に転載

〃 CNET Japan “自転車天国”目指す愛媛県--マイクロソフトがクラウドなどで支援  ※1媒体に転載

〃 時事通信 自転車道サイトを開設＝愛媛県と日本MS  ※1媒体に転載

〃 愛知朝日テレビ News: 22 「愛媛マルゴト自転車道」サイト開設

〃 マイナビニュース 【レポート】MSと愛媛県、自転車道サービスサイト公開 - MS社食にみかんジュース水道も ※7媒体に転載

〃 msn SankeiPhoto お勧め自転車道を紹介　愛媛県、写真投稿機能も

〃 週アスPLUS 自転車乗りは愛媛にGo！ 愛媛県とMSが自転車道で連携

〃 CycleStyle 今夏しまなみ海道の自転車無料化へ、愛媛県と日本マイクロソフト連携会⾒ ※8媒体に転載

〃 Engadget 日本版 愛媛県とMSが「愛媛マルゴト自転車道」サイト公開。「みきゃん」やジュース蛇口も出張(動画)　※3媒体に転載

〃 IT Leaders 「クラウドでサイクリングパラダイスを」愛媛県と日本マイクロソフトが連携

〃 BCNランキング 愛媛県と日本マイクロソフト、サイクリスト向けの「愛媛マルゴト自転車道サービスサイト」を公開　※6媒体に転載

〃 ITmedia ねとらぼ マイクロソフトの社食に「みかんジュースの出る蛇口」出現　なにそれうらやましい ※4媒体に転載

〃 オクトバ 「愛媛から今パイプをつなげた」日本マイクロソフトの社員食堂に「みかんジュースの出る蛇口」が出現 ※1媒体に転載

〃 品川経済新聞 MS品川本社に「みかんジュースの出る蛇口」－愛媛県とコラボ ※2媒体に転載

〃 Cyclist / CycleStyle コースは「空を飛んでいるよう」団長安田さん、ラブリさんらが「サイクリングしまなみ」をPR ※3媒体に転載

〃 お笑いナタリー 団長安田、しまなみ海道での自転車走行は「空を飛ぶよう」 ※2媒体に転載

〃 INTERNET Watch MS、愛媛県をサイクリング天国に、自転車乗りのための地図・投稿サイト構築  ※1媒体に転載

〃 日テレNEWS24 団長安田、森脇健児になりきり中島にエール

〃 モデルプレス モデル・ラブリ、新たな仲間作りに意欲「知らない人と仲良くなれる」 ※2記事、11媒体に転載

4月23日 CYCLE SPORTS.jp マイクロソフトと愛媛県が連携し、自転車道サービスサイトを発表

〃 ASCII.jp マイクロソフト・トゥディ ― 第91回 愛媛からつなげた!? 蛇口をひねるとみかんジュースが出てくる日本マイクロソフト　※1媒体に転載

〃 Cyclowired.jp 愛媛マルゴト自転車道サービスサイトがオープン

〃 MdN Design Interactive 愛媛県とMS、サイクリングコースの紹介サイトを公開 ※3媒体に転載

〃 Alterna 総延長1270km「愛媛マルゴト自転車道」、スマホで最新情報 ※1媒体に転載

〃 サイクルスポーツ.jp サイクルスポーツ.jp

〃 愛媛新聞ONLINE サイクリングしまなみ実行委 都内で募集要項発表 ※1媒体に転載

〃 バイシクルクラブ 編集部ブログ 10月26日、8000人のサイクリストが走る！

〃 msnマイクロソフト情報 愛媛県と日本マイクロソフトが協業、しまなみ海道のレンタルサイクル無料化へ

〃 Cyclist 「愛媛マルゴト自転車道」サイトがオープン　愛媛県と日本マイクロソフトが連携

〃 Cycle Style 【今週のスナップ50】団長安田さん、モデルのラブリさん ※1媒体に転載

〃 日経トレンディネット 10月26日、高速道路43kmが閉鎖！ サイクリングしまなみとは ※1媒体に転載

4月24日 シクロワイアード
自転車道とサイクリング大会で盛り上がるしなまみ街道エリア「えひめをサイクリングパラダイスに！」

愛媛マルゴト自転車道サービスサイトとサイクリングしまなみをPR

5月1日 毎日新聞 観光PR:ネットで　県、相次ぎスタート　会員登録、特典も「誘致に役立てたい」／愛媛 ※1媒体に転載

〃 ASCII.jp マイクロソフト・トゥディ ― 第92回 「愛媛マルゴト自転車道」—日本マイクロソフトと愛媛県が挑む新たな“質の高さ” ※1媒体に転載

2015年

5月2日 ASCII.jp
愛媛県 中村知事、日本マイクロソフト 樋口対談記事 第1回：マイクロソフト・トゥディ ― 第142回 

“サイクリングの聖地”愛媛県はどのように生まれたか - 日本MS 樋口社長・愛媛県 中村知事対談

5月8日 ASCII.jp
愛媛県 中村知事、日本マイクロソフト 樋口対談記事 第2回：マイクロソフト・トゥディ ― 第143回 

ICTの積極取り込みに舵を切る愛媛県 - 日本MS 樋口社長・愛媛県 中村知事対談

5月20日 ASCII.jp
愛媛県 中村知事、日本マイクロソフト 樋口対談記事 第3回：マイクロソフト・トゥディ ― 第144回 

愛媛県のICT活用“囲い込み戦略” - 日本MS 樋口社長・愛媛県 中村知事対談
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【参考資料】

2014年12月27日 BS-TBS 特別番組「未来の歩き方 2014」

- TV （抜粋） -

- 新聞 （抜粋） -

- 雑誌 （抜粋） -

4月22日 NHK 「NHKニュース」愛媛県・サイクリングの愛好家向けサイト運用

〃 愛媛朝日テレビ 「スーパーJチャンネルえひめ」全国に情報発信・サイクリングコースのサイト開設

4月23日 日本テレビ 「スッキリ!!」 団長安田が挑む 国内最大級のサイクリング大会

9月8日 南海放送 「News チャンネル4」高度IT人材育成プログラム@愛媛大学

9月 TURNS 
 Daiichi Progress発行 2014年秋 Vol.10

 愛媛マルゴト自転車道 クラウド技術で紡ぐ、新たな地域活性化の形

2014年

4月23日 電波新聞  日本MS 愛媛県 自転車道推進へ　情報共有サイト クラウド基盤活用

〃 日経産業新聞  愛媛県、自転車道の情報サイト

4月28日 朝日新聞 愛媛版  愛媛）サイクリスト向けサイト　県、コースや観光地紹介

2015年

2月8日 愛媛新聞  地域活性化 企画案競う　松山 県内6団体プレゼン
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【参考資料】

- SNS -

媒体掲載概要

計17回にわたり当社公式Twitter・Facebookで発信。
投稿はのべ約670万回（17回の合計数値）閲覧されました。

20万17万

270万20万

17万 18万

事前説明・告知 知事との記者会見

社員食堂・周辺情報みきゃんと当社オフィス

サイクリングしまなみ 本日の発表まとめ
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【参考資料】

- 日本マイクロソフト企業市民活動 Webサイト -

- レポート -

日本マイクロソフト
企業市民活動レポート
におけるプロジェクトの紹介

媒体掲載概要

- 動画配信 -
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- イベント-

【参考資料】

2014年８月１･2日 「えひめITフェア2014」

愛媛県で開催された『えひめITフェア2014』に日本マイクロソフトもブースを出展。
当社ブースでは、当社と愛媛県様との協業に基づく「愛媛マルゴト自転車道サイト」
のご紹介と登録のお手伝いなどをさせていただきました。
また、最新のSurface Pro 3のタッチアンドトライや、この日が四国初上陸となった
Xbox One の試遊を行いました。
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2015年3月30日
「日経ソーシャルイニチアチブ大賞」企業部門 ファイナリスト受賞

日本経済新聞社主催の、ソーシャルビジネスの健全な発展と一層の理解促進のための
ソーシャルビジネス（社会的事業）アワード。

１. 社会性 社会的課題の解決を事業のミッションとしている
２. 事業性 ビジネス的手法を用いて継続的に事業活動を進めている
３. 革新性 新しい事業モデルや社会的価値を創出している

上記の3要件を満たす企業の、事業の社会貢献性に加え、事業モデルの新規性や革新性、

市場性、発展性、拡張性などの観点から審査を行っており、日本マイクロソフトは、

本取り組みへの評価から、400超の応募の中から8社のファイナリストに選出され、

5月28日の表彰式にて多くの受賞者の皆さまとともに顕彰いただきました。

【参考資料】



所定期間終了における活動報告会
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2015年５月14日
14:00～16:30

愛媛県水産会館 大会議室

愛媛県 情報政策課 主幹 岩倉氏
による開会の挨拶より開始

愛媛大学 黒田准教授による
IT高度人材プログラム活動報告

NPO基盤強化プログラムの
プレゼンコンテスト表彰式

プレゼンテーターに
みきゃんが登場！

日本マイクロソフト 代表執行役
社長 樋口 によるビデオメッセージ

愛媛県 観光物産課 係長 三好氏
による「マルゴト自転車道」総括

プレゼンコンテスト受賞者全員で
受賞の記念集合写真撮影

笑顔が溢れました

愛媛県 総合政策課 主幹 須山氏、
日本マイクロソフト 牧野 による

総括及び今後の展望にて閉会

フェローシステム 三好氏による
障碍者向け支援プログラム活動報告

ぶうしすてむ 川崎氏による
NPO基盤強化プログラム活動報告

本取り組みの活動報告会を開催しました。当日は、愛媛県のご担当者様や
本プログラムにご協働いただいた教育機関、NPO法人の皆さまにご参加い
ただき、一年の成果を報告するとともに今後の展望など、総括的な報告を
させていただくことができました。

【参考資料】 媒体掲載概要
- WEB -
2015年

5月16日 ZDNet Japan  AzureとDynamics CRMで地域活性化--愛媛県とマイクロソフトの取り組み

5月19日 クラウドWatch  愛媛県が日本マイクロソフトとの協働プログラムで得たものとは 

6月4日 マイナビニュース 【レポート】愛媛県の観光施策の裏にいたマイクロソフトと、地方に潜むICT推進の課題



全体総括
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日本マイクロソフトと愛媛県との地域活性化協働プログラムは、順調に所定期間を終了し

ました。

この地域活性化協働プログラムという取り組みは、地域の未来社会のためにクラウドテク

ノロジー、CRMのような 最新 ICT の特性を活かして地域課題を解決するシステムを作り

上げていく仕組みです。地場のビジネスの発展と共に、本サービスサイトプロジェクトの

推進の核である「えひめ ICT 利活用推進コンソーシアム」により、地域のビジネス活性が

スケールアップし、NPO や教育機関と共に産学官の連携推進されることが期待されます。

15ヶ月の地域活性化協働プログラムを終了し、⾒えてきた成果と課題もあります。企業市

民活動という取り組み、そして ICT を通した産学官協業の取り組みを通じて、私たち日本

マイクロソフトにとっても新しい経験を得ることができました。

本支援プロジェクトが地域のビジネスを刺激し、今後の日本全体の「地方創生」にも貢献

できる協業モデルの参考の一助となれば幸いです。

本活動から見えてきた課題と今後の成功に向けた鍵

過去12の自治体との継続した活動経験から、産学官の連携における成功のポイントは主に

３つであると考えられます。

１つは、地域社会・地場におけるリーダーシップ

２つめは、その地域の推進力を備え、地域現場に近いNPOの存在

３つめは、大学/教育機関と連携することによる実践的な人材育成と継続事業化です。

産学官の連携が有機的に行われることによって、ICT の利活用がさらに促進し、IT 企業と

して貢献できる活動分野も増えていくことと期待しております。

今後も、日本マイクロソフトは日本の社会に根ざした企業として、社会貢献活動に継続的

に取り組んでいきたいと考えています。



愛媛県

〒 790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2

〒 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

日本マイクロソフト 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

日本マイクロソフト 企業市民活動推進部 mjctz@microsoft.com

愛媛県ホームページ

http://www.pref.ehime.jp/

日本マイクロソフト株式会社

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

