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

 
地方 近畿地方 

面積 3,691.09 ｋｍ² 

知事 荒井正吾氏 

県庁所在地  〒630-8501  

                 奈良市登大路町 30   

総人口 1,400,728 人   (2010 年 10 月 1 日現在) 

NPO 法人認証数     408 (2012 年) 

医療・福祉事業所数     3,859 (2011 年) 

教育・学習支援業事業所数    2,308 (2011 年) 

合計特殊出生率       1.29 (2010 年)  

高齢化率      23.4% (2010 年) 

 

資料： 

平成 22 年「国勢調査」 

奈良県 NPO 法人認証数 (平成 24 年 2 月 29 日現在) 

平成 21 年度「経済センサス-基礎調査」 

平成 22 年度「人口動態統計」 

平成 23 年度 高齢者福祉対策の概要 (奈良県発表) 

プロジェクト期間 :  

 
平成 23 年 4 月 16 日 

  

平成 24 年 3 月 31 日 

協働プログラム 

・NPO 基盤強化プログラム 

・シニア等の ICT 活用推進プログラム 

・セキュリティ啓発プログラム 

・教育分野人材育成プログラム 

・医療機関関係者向け支援プログラム 

 

 

～ 





奈良県と日本マイクロソフト 協働の背景 

 
奈良県との地域活性化協働プログラムの概要 

奈良県との地域活性化協働プログラムのスケジュール  

 
 ＜奈良県 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 

  

 ＜奈良県 シニア等の 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 

  

 ＜奈良県 セキュリティ啓発プログラム ＞ 

  概要と成果 

  具体的活動とスケジュール  

  総括 

 
 ＜奈良県 教育分野人材育成プログラム＞ 

  概要と成果 

  具体的活動とスケジュール 

  総括 

 
 ＜奈良県 医療機関関係者向け支援プログラム＞ 

  概要と成果 

  具体的活動とスケジュール 

  総括 

 
  【参考資料】プログラム開始時のプレスリリース 
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NPO 基盤強化 

シニア等の ICT 活用推進 

日本マイクロソフト 代表執行役社長 樋口泰行 
ICT を活用した情報化によって遠隔地や過疎化地域との距離を埋めることができます。

今回のプログラムは、トレンドであるクラウドを最大限に生かしたものとなっています

が、5 分野すべてにおいてカギとなるのは『人』です。カギとなる人材が育成できれば、

プログラム終了後も ICT の利活用を継続して推進していくことができます。ぜひ、人的

に深い交流ができる一年にしたいと思います。 

地域活性化協働プログラム 

●奈良県と日本マイクロソフトは、ICT の利活用促進を

通して、地域のさらなる発展を目指すため、2011 年 6 月 

13 日、奈良県庁で地域活性化協働プログラムの覚書を締

結した。 

 

●奈良県と日本マイクロソフトは、地域活性化プログラ

ムのメニューから「NPO 基盤強化プログラム」「シニア

等の ICT 活用推進プログラム」「セキュリティ啓発プロ
グラム」「教育分野人材育成プログラム」「医療機関関

係者向け支援プログラム」の 5 分野を選択。2011 年 4 

月から、県内の民間団体や市町村の協力を得て、協働で

講座・セミナー等を実施した。 

 

●プログラムの作成に当たっては、ICT 利活用を通じて
県内サービスの充実を図りたいと考える奈良県のニーズ

を踏まえ、内容が検討された。奈良県では、他県に比べ

市町村統合が進まず、数百人規模の町村が多数残ってい

ることから、県から市町村への権限移譲を推進する既定

の考え方にとらわれず、各市町村の地理的特性等の実情

を踏まえ、「県と市町村間の連携による効率化」、「小

規模町村への支援」、「県から市町村への権限委譲」の

３つの方向性からなる「補完と自立」を基本とした独特

な体制 (「奈良モデル」) を目指している。この取り組み
の中で、独自にサーバーを運営、管理することが難しい

小規模な町村に対して、クラウドの活用を推進すること

で、事務の効率化と経費の節減を図ることを課題として

いる。 

  

● 日本マイクロソフトは、今回のプログラムにおける連

携を通じて、県民に ICT 利活用を啓発することで地域の
人材を育成し、世界に向けて情報発信やビジネス展開が

できる地域づくりを目標とした。 

 

●両者の役割分担 
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奈良県と日本マイクロソフト 協働の背景 

奈良県 
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 

「奈良モデル」 

計画の
推進に
向けて 
IT 活用
を推進 

今回のプログラムを通して、教育や医療等地域の課題解決に ICT を利用していくこと

や、NPO および医療機関等民間活動とのコミュニケーションに ICT が使われていくこ

とに期待しています。ICT 利活用マインドを地域に広げていくには、プログラムを受け

た地域側の発想の転換が必要であるため、医療等様々な分野で１人でも多くのリーダ

となる人材を育成することが目標です。 

奈良県知事 荒井正吾氏 

覚書締結式 

2011 年 6 月 13 日に覚書を締結。覚書

にサインした荒井知事と樋口社長は、プ

ログラムの目標を語りました。 

セキュリティ啓発 

教育分野人材育成 

医療機関関係者向け支援 

 地域の実情に応じた最適な地方行政の在り方を希求 
 市町村の住民＝県民への行政サービスの維持・向上 
 県と市町村の持つ行政資源を県全体で有効活用 

県と市町村、市町村間の連携 

小規模町村に対して県が支援 

県から市への権限移譲 



全体統括 NPO 基盤強化プログラム 
シニア等の ICT 活用促進 

プログラム 

プログラムと担当部署 

奈良県 

くらし創造部 協働推進課 

 

日本マイクロソフト  

社会貢献部 

奈良県 
くらし創造部 協働推進課 
 
日本マイクロソフト  
技術統括室 

奈良県 

総務部 情報システム課 

 
日本マイクロソフト 

社長室 企業市民活動推進部 

●NPO 基盤強化プログラム 
NPO が自立的かつ継続的に活動するための基盤強化を図るため、県内の NPO 団体等を対象に IT スキルを
活用した運営上のノウハウを習得できる講座および講師となる人材を育成する講座を協働で実施する。 

 
●シニア等の ICT 活用推進プログラム 
よりよい地域コミュニティづくりを目指し、シニア等が地域づくりの担い手としてますます元気に活躍で
きるよう、県内のシニア等を対象に ICT 活用の利便性を周知するイベントおよび  ICT スキルを習得できる
講座等を協働で実施するとともに、シニア向けのICT の普及に取り組む団体等を対象に講師となる人材を
育成する講座を協働で実施する。 

 
● セキュリティ啓発プログラム 
地方行政における安心かつ安全な IT 環境づくりを目指し、県および市町村の情報システムに携わる職員
に対し、クラウド時代に対応できるセキュリティスキルを習得する研修を実施する。 

 

● 教育分野人材育成プログラム 
教職員の ICT 活用向上と学習支援を目的とした、e ラーニング形式のトレーニングシステム等を用いた研
修を実施するとともに、先進教育環境づくりのためのツールなどを協働で検証する。また、県下の高校生
を対象にプログラミングの開発ツールを提供する。 

 
●医療機関関係者向け支援プログラム 
地域医療を推進するうえで必要となる ICT の導入や利活用促進の方策を探るとともに、医療施策を牽引で

きる人材の育成を協働で実施する。 

 

  

 

 

奈良県との地域活性化協働プログラムの概要 
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教育分野人材育成プログラム 
医療機関関係者向け 
支援プログラム 

奈良県立教育研究所 
 
 
日本マイクロソフト  
公共インダストリー統括本部 

奈良県 
医療政策部企画管理室 
 
日本マイクロソフト 
公共インダストリー統括本部 

セキュリティ啓発プログラム 

奈良県 
総務部情報システム課 
 
日本マイクロソフト  
技術統括室 
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奈良県との地域活性化協働プログラムのスケジュール 

    全体 
NPO 基盤強化 
プログラム 

シニア等の ICT 
活用推進プログラム 

セキュリティ 
啓発プログラム 

教育分野人材育成 
プログラム 

医療機関関係者向け 
支援プログラム 

2011 年 1 月             

  2 月             

  3 月           

  4 月   

4 月 16 日 
第 1 回 NPO 向け 

 ICT リーダー養成講座  

      

  5 月         

  6 月 
6 月 13 日 
覚書締結式  

    

  7 月     

7  月 26 日 
第 1 回医療関係職員 

情報リテラシー セミナー 

  8 月     

8 月 22・23 日 
第 1 回シニア等 ICT  
リーダー養成講座 

8 月 22 日 
奈良県電子自治体 
推進協議会研修会  

 
8 月 26 日 

情報セキュリティ 

研修講座 

 

  9 月         

10 月 28 日 
第 2 回医療関係職員 

情報リテラシー セミナー 

  10 月   

10 月 16 日 
第 2 回 NPO 向け 

 ICT リーダー養成講座  

10 月 23・24 日 
第 2 回シニア等 ICT  
リーダー養成講座 

10 月 31 日 

奈良県電子自治体 

推進協議会研修会 

  11 月       

  12 月     

12 月 3・4 日 
「ならボランティアフェスタ」

でのパソコン教室 

2012 年 1 月   

1 月 29 日 
第 3 回 NPO 向け 

 ICT リーダー養成講座  

  

  2 月     

2 月 17 日 
第 3 回医療関係職員 

情報リテラシー セミナー 

  3 月     

4月 

5月 



社会課題の解決に向けて活動する NPO にとって、自らの活動を魅力的に伝え、多くの人の支援を得ることは不可欠であ

る。最近では委託事業の公開プレゼンテーションや寄付依頼等、NPO が自らの活動を表現しなければならない機会が増

えている。そこで、奈良県と日本マイクロソフトは「NPO 基盤強化プログラム」を活用して地域 NPO の運営基盤を強

化するため、中間支援組織や ICT 支援 NPO を対象とする「ICT リーダー養成講座」を開催した。この講座で ICT スキル

を身に付けた NPO スタッフが、各地域に戻って活躍することにより、県内全域の NPO 活動を活性化することを目指し

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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NPO 向け ICT リーダー養成講座 

奈良県 NPO 基盤強化プログラム  

●NPO の運営に役立つ ICT の活用方法を地域 NPO に広め

ていくことにより、NPO の運営基盤強化を目指した。プ

ログラムを始めるに当たって、 県内 NPO における PR 力

の向上が目標として掲げられた。各 NPO のプレゼンテー
ション力の向上、さらに県内でのプレゼンテーション講座

の開催等の取り組みが誘発されることを目指し、全 3 回の

講座を実施した。 

 

●各講座は県内の NPO 団体を対象に行われた。参加者は
ディスカッションや模擬プレゼンテーションに取り組み、

プレゼンテーションの基礎から ICT の活用方法までを総合

的に学んだ。 

 

●中間支援・IT 支援団体向けにオプション講座を実施。講

座を通じて養成された ICT リーダーが、身に付けたスキル
を活用し、自ら講師や助言役となり、運営ノウハウを地域

の NPO へ普及することを目指した。 

●セミナーに参加した NPO スタッフの多くが、プレゼン
テーションの技術と重要性を認識するようになった。これ

によって、県内 NPO の PR 力向上、ひいては運営基盤強

化が実現されることに期待したい。 

 

●模擬プレゼンテーションでは、中間支援団体や NPO 支

援を担当する自治体職員がグループ ファシリテーターを

務めた。また、IT 支援団体のスタッフが技術サポーターと
して各グループに参加。グループ内で親密な意見交換が行

われ、今後の交流や連携につながる基盤ができた。 

 

●講座を通じて NPO スタッフが顔見知りになり、情報交
換ができる環境が整った。横の関係が広がることにより、

自治体の旗振りがなくても、各団体がお互いの連携によっ

て問題の共有や解決に取り組んでいくことが期待されてい

る。 

 

●橿原市、奈良市、奈良 NPO センターから、日頃 NPO 

の支援に携わる職員の方々が参加。模擬プレゼンテーショ

ンでグループ ファシリテーターを務めた体験や、今回学
んだ知識、ノウハウがそれぞれの窓口で活用されることに

期待したい。 

 

●奈良県協働推進課と橿原市、奈良市、奈良 NPO セン

ター、日本マイクロソフト、日本 NPO センター等が、そ
れぞれの強みを生かし、密接な連携を図りながら講座の企

画から運営、実施までを行った。 

 

●ナレッジネットワークの森戸祐一氏や日本 NPO セン

ターの吉田建治氏を講師に迎え、NPO の現場を想定した
講座を展開。参加者に深い共感と刺激を与えることができ

た。 

 

●グループワークによる模擬プレゼンテーションでは、講

座で学んだノウハウや技術を活用しながら、各グループが

独自に工夫しながら発表を行った。参加者はプレゼンテー

ションづくりに取り組むだけではなく、他のグループの審

査に加わることで、多くの発見と気づきを得ることとなっ

た。 

 

●県や日本マイクロソフトも審査員として参加し、行政や

企業の視点から 模擬プレゼンテーションを評価した。 



奈良県内の NPO 団体スタッフ等を対象に、ICT を活用した情報発信力や基盤強化を目的とする講

座を開催した。 

● 第 1 回 NPO 向け ICT リーダー養成講座 

具体的活動とスケジュール 
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奈良県 NPO 基盤強化プログラム  

内容 

1.PR 力向上講座 

2.中間支援組織・ICT 支援 NPO 団体向けオプション講座 
＜主体：県、日本マイクロソフト＞ 

役割分担 

● 第 2 回 NPO 向け ICT リーダー養成講座 

内容 

・NPO の現場で使える PowerPointのコツ ベスト 10 

・ディスカッション 

「プレゼンテーションにおける悩みをみんなで解決しよう」 

＜主体：県、日本マイクロソフト＞ 

役割分担 

奈良県 … 企画、会場準備、講座運営等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供等 

NPO 活動の中でプレゼンテーションを行う際に役立つ PowerPoint のコツを学習する講座を開催

した。 

奈良県 … 企画、会場準備、講座運営等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供等 

● 第 3 回 NPO 向け ICT リーダー養成講座 

内容 

・仮想プレゼンテーション作成ワーク 

・模擬公開プレゼンテーション 

・講評とプレゼンテーション講座 

役割分担 

プレゼンテーションにおいて総合的な「伝える力」の向上を目的とする講座を実施した。 

奈良県 … 企画、会場準備、講座運営等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供等 

場所 開催日 参加者 

奈良県立 

図書情報館 
4/16 24 名 

場所 開催日 参加者 

奈良県立 

図書情報館 
10/16 18 名 

場所 開催日 参加者 

奈良商工会議所 1/29  31 名 

＜主体：県、日本マイクロソフト＞ 



総括 
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奈良県 NPO 基盤強化プログラム  

参加者の声 

日本マイクロソフト株式会社 

法務・政策企画統括本部 社会貢献部 龍治玲奈氏 

模擬プレゼンテーションに取り組んだワークショップでは、グループの中でファシリ

テーターや技術サポーター等の役割を担った参加者の方が、互いに助け合いながらプ

レゼンテーションをつくりあげていく姿が非常に印象的でした。参加者の間に連帯感

が生まれたことは、今後につながる大きな成果ではないかと思います。 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

協力団体のコメント 

日本 NPO センター 情報部門 吉田建治氏 

NPO の業務においてすぐに実践いただけるよう、講座の内容を工夫しました。受講者
の方々には「プレゼンテーションとは何か」という基礎から考え直すきっかけになっ

たように思います。取り組みを一過性のイベントで終わらせることなく、蓄積された

知識やノウハウを今後の活動で生かしていただけることに期待しています。 

 

県担当者のコメント 

奈良県 くらし創造部協働推進課 主事 坂下亮太氏 

本プログラムでは、NPO の広報力向上および各分野で ICT 支援リーダーを担える人材

を育成することを目標としました。第 １ 回を座学、第 ２ 回をプレゼン作成の演劇 (私

も出演させていただきました) となりましたが、第 ３ 回は第 １～２ 回の参加者にファ
シリテーターとして、プレゼンテーション作成ワークに参画いただきました。この結果、

広報力向上はもちろんのこと、ファシリテーターとして入っていただいた方々を中心と

した奈良県内の NPO 間で学び合いができるコミュニティを作ることができたのではな

いかと考えています。 

プログラムの始まりにあたって、東日本大震災以後 NPO を取り巻く状況が一変し、助成資金獲得に大手

企業までが参入してくるため、NPO の基盤強化を支援することが喫緊の課題となっているという説明が

あった。昨年の春にオープンしたばかりのセンターのコーディネーターとしては緊張が走り、大きな衝撃

を受けた。 

具体的なプログラムの内容は、中間支援の役割を担う我々にとって必須の有意義なものであった。最終回

には模擬プレゼンのグループ ファシリテーターとして、貴重な経験をさせていただき、身体で納得した

「『プレゼン』とは『プレゼント』なり」という言葉が、今回の研修で学んだ最大の収穫であった。 

奈良市ボランティアインフォメーションセンター  
ボランティアコーディネーター 桧山恵美子氏 

第 3 回 NPO 基盤強化プログラム セミナーは効果的なプレゼンテーションをトレーニングするよい機会と

なりました。メンバーによる企画の打ち合わせにはファシリテーターの活躍が欠かせません。事前にファ

シリテーターでの打ち合わせ準備をして当日に挑んだので参加された一般の皆様は気付かないうちにグ

ループ ワークに入ることができたと思います。また、プレゼンテーションに対しても理論的な部分と実

践的な話が織り交ぜられ、参考になりました。頭でわかっていることと実際にできることは違うので同様

の内容を反復、継続的に行うことが効果的だと思います。 

特定非営利活動法人 奈良 NPO センター 寺岡剛太氏 



概要と成果 

奈良県の高齢者人口は、介護保険制度が施行された 2000 年の 239,432 人から 2010 年には 333,301 人へと 39.2％ 増加

し、高齢化率は 16.6％ から 23.4% へと上昇した。こうした状況において、奈良県は「奈良県高齢者福祉計画」を策定し、

「健やかで実り豊かな人生を送ることのできる健康長寿の実現」を目指して各種施策に取り組んでいる。今回、奈良県

と日本マイクロソフトが実施する「シニア等の ICT 活用推進プログラム」では、シニアの方々が ICT を活用して趣味や

レジャー、地域活動に取り組めるよう、パソコンの楽しさや利便性を伝える講座を開催した。 

 

●奈良県内でシニア向けパソコン教室を運営する、NPO法

人シニア ICT 振興会と NPO 法人電子自治体アドバイザー

クラブのスキルアップを目指して講座を開催。 

 

●計 4 日間の日程で開催された ICT リーダー養成講座では、

「ICT 共育 10 カ条」をはじめ、ICT スキルを教えるための

ノウハウやコツを解説。また、シニアの方々が ICT を活用
し、趣味やレジャー、地域活動を通じてますます元気に活

躍していただけるよう、デジタル写真の編集やムービーの

作成等をレクチャーした。 

 

●12 月 3・4 日に開催された「ならボランティアフェス

タ」において、講座を受講した 2 団体がパソコン教室を開
催。スキルアップした高齢者が講師となり、マイクロソフ

トの講座で学んだことを一般の人に教える機会を持った。 

 

 

●奈良県内で ICT リーダーとして活動するシニアのスキル

アップを図りたいという県のニーズを受けて、ICT の普及

に貢献する人材の育成を目的とした講座を開催した。 

 

●第 1 回の講座では受講者の 100％ が「内容に満足・や

や満足している」と回答。また、第 2 回では 95% が「同
様のイベントにまた参加したい」と回答し、多くの受講者

から今後もパソコン講習会を開催してほしいとの声をいた

だいた。 

 

●講座を受講した 2 団体は地域に ICT を普及したい、とい
う強い意欲を持ち、県内のイベントにてパソコン教室を実

施した。これは県内で活躍するボランティアが情報交換を

行うイベントの一部として行われ、ICT の楽しさや便利さ

をより多くの人に学んでもらう機会となった。 

●地域で活動するボランティアの ICT スキルが向上したこ
とにより、一般の方々にもパソコンの活用方法や楽しさが
広がっていく可能性がある。日本マイクロソフトは奈良県
と連携しながら、テキストの提供を継続。ICT リーダーが
中心となり、取り組みの効果が県内に波及していくことが
期待される。 

 
●デジタル写真やムービーの活用方法を学んだことが、シ
ニアの趣味や生きがいを広げる結果となり、地域活性化に
つながることが期待される。 

 
●多くのシニアは、パソコンの操作方法やメールの使い方
等実務的な内容だけではなく、お絵かきやムービー編集の
ような楽しめるパソコン講座に関心を持っていることがわ
かった。こうしたニーズの把握が、今後のパソコン講座の
コンテンツづくりに役立つと考えられる。 

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 

奈良県 シニア等の ICT 活用推進プログラム  

パソコン教室 

シニア等 ICT リーダー養成講座 

10 



シニア向けの ICT の普及に取り組む団体等を対象に、講師となる人材の育成を目的としたセミ

ナーを開催した。 

 

 
 

具体的活動とスケジュール 
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● シニア等 ICT リーダー養成講座 

場所 開催日 参加者 

第 1 回 
奈良市ボランティアセンター 8/22 

 計 48 名 
奈良県立図書情報館 8/23 

第 2 回 
奈良市ボランティアセンター 10/23 

 計 48 名 
奈良市ボランティアセンター 10/24 

奈良県 シニア等の ICT 活用推進プログラム  

＜主催：県、日本マイクロソフト＞ 

役割分担 

内容 

奈良県内の「ならボランティアフェスタ」において、ボランティア活動者・団体および一般の方
向けのパソコン教室を開催。シニア等 ICT リーダー養成講座の受講者が講師を務め、デジタル写
真の加工方法等の ICT 活用術を紹介した。 

 
 

 

●パソコン教室 

役割分担 

場所 開催日 参加者 

大淀町文化会館 12/3・4  計 22 名 

＜主催：奈良県ボランティア連絡協議会、奈良県社会福祉協議会、奈良県＞ 
＜協力：日本マイクロソフト＞ 

奈良県 … 企画、広報、会場準備、セミナー運営等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供 

第 1 回 

 ・ICT 指導者養成講座「ICT 共育 10 カ条」 

 ・「Windows Live ムービーメーカー」などを使った写真編集、動画作成 

 ・Office2010 の新機能 

第 2 回 

・「Windows Live ムービーメーカー」などを使った写真編集、動画作成 

・Office2010 の新機能 

NPO … 会場準備、教材準備、講師等 

奈良県 … 企画、広報、会場準備、セミナー運営等 

日本マイクロソフト … パソコン貸与、教材提供 



総括 
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奈良県 シニア等の ICT 活用推進プログラム  

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 

2011 年度、日本マイクロソフト株式会社との協働で、県内で ICT 技術を活用するNPO 

法人を対象に、シニア等の ICT リーダー養成講座を都合 ３ 回開催しました。最初の 

２ 回は受講者として、最終回には講師としての発表の場を用意することで、筋道の
立った流れを作ることができたと思います。今後は、受講者の方々が、本講座の経験

をさまざまな場面で惜しみなく利活用いただくことで、ICT を通した奈良の地域活性化

に繋がることになればと願っています。 

参加者の声 

日本マイクロソフト株式会社 技術統括室  
シニア マーケティング スペシャリスト アクセシビリティ担当 大島友子氏 

奈良県内で活躍する ICT リーダーのスキルアップを図るという明確な目的のもと、ス
ムーズにプログラムを実施することができました。講座の開催にご協力いただいた皆

様にあらためて感謝いたします。今回、シニアに対し ICT 支援を行う 2 つの団体に講

座を受けていただきましたが、参加者の方はどなたも地域に ICT を広げていこうと強
い気持ちをお持ちでした。その実現に向け弊社がお手伝いできたことを非常に嬉しく

思っています。 

奈良県 くらし創造部協働推進課 主事 坂下亮太氏 

(アンケートから) 

●第 1 回 シニア等 ICT リーダー養成講座 
 「PowerPoint を得意としているが、先生の話で新たな発見があり、楽しく聴かせていただきました」  

 「講師向けのセミナーはなかなかないので、また是非開催してほしいです」 

 「講師のとしての心得、伝え方の RP をもっと重ねたいと思いました 

 「丁寧な説明で大変分かりやすかったです。講師をする際のポイント、笑顔、アイコンタクト、聞き上手等、今後に役立ちます」 

    

 ●第 2 回 シニア等 ICT リーダー養成講座 
 「Windows Live Mesh の話が聞けて大変良かった。すぐ使いたい」 

 「短い時間で Windows Live ムービーメーカー/ フォトギャラリーの使い方を一通り教えていただけたのが良かった」 

 「PowerPoint のいろいろな操作ができるようになり楽しみができました」 

 「自分だけで使用しているとそれが正しいのかどうか不安になる。入門編を講習していただけるとありがたい」 

奈良県の委託事業「地域活動活性化事業」を推進している我々 (e-AAC) にとって、今回の「IT リーダー養

成講座」は、非常に有益なものであった。NPO 団体の IT に関するレベルは低く、情報発信力は弱い。

NPO 自らの活動を魅力的に伝え、多くの人の支援を得るためには、公開プレゼンテーションや自立的か

つ継続的活動の情報発信力が不可欠である。実施された「プレゼンテーション講座」「パソコンマスター

講座」は、その後の e-AAC パソコン教室で活用することができ、講師にとって非常に役立つものであっ

た。写真を扱う研修希望は多く、NPO がフォトギャラリーやムービーメーカーを普通に使えるように、

さらに研修会を継続していきたい。 

特定非営利活動法人 電子自治体アドバイザークラブ事務局長 多田充朗氏 



奈良県では、県と各市町村が連携し奈良電子自治体共同運営システム「e 古都なら」を運営している。県および市町村

は、このシステムを通じて、電子申請サービスや施設予約サービスを住民に提供している。また、県内では、行政シス

テムの効率化とコスト削減を目指して、２ 市 ５ 町による自治体クラウド導入に向けたプロジェクトが推進されてきた。

県では、情報セキュリティをしっかり担保できなければ自治体クラウドの推進もままならないとの強い意識から、県だ

けではなく各市町村の職員が情報セキュリティに関する正しい知識と対策を身に付けられるよう、日本マイクロソフト

と協働し「セキュリティ啓発プログラム」を実施することとなった。なお、地域活性化協働プログラムにおいて「セ

キュリティ啓発プログラム」が実施されたのは、奈良県が全国初の自治体となった。 

概要と成果 

奈良県電子自治体推進協議会の研修会として、日本マイ

クロソフト チーフセキュリティアドバイザー 高橋和正氏

による講演を 2 回実施。 

 

第 1 回講演は「自治体運営を支えるための情報セキュ

リティ」、第 2 回講演は「クラウド コンピューティング

と情報セキュリティ」と題する講演を行った。 

 

昨今、国内では政府機関や防衛産業への不正アクセスが

発覚する等、従来型のセキュリティ対策では対応が困難

なセキュリティ被害が発生している。こうした事態が発

生している背景や、APT(Advanced Persistent Threat：新

しいタイプの攻撃) と呼ばれる攻撃への対処方法等に関す

る最新の情報、対処法等に関する講演が行われた。また、

自治体クラウドを推進する際に情報セキュリティをどう

担保するべきかという観点で貴重な情報が提供された。 

 

自治体において、クラウド コンピューティングという

これまでとは異なる形態での ICT 利活用が求められる中

で、必要な情報セキュリティの知識や対処法を身に付け

ることができた。 

 

自治体クラウドを推進する中で、住民の情報をいかにし

て担保するべきかという指針を見出すことができた。 

 

情報システムへの投資を抑制しながら、住民に対する公

共サービスを充実させ、なおかつ情報セキュリティ対策

を強化するという難しい課題が課せられている中で、ク

ラウド化によってセキュリティを高めるという道筋が示

された。 

 

市町村ごとに担当者のセキュリティ レベルがばらつい

ていたが、今回の公演を通じて共通の知識基盤をつくる

ことができた。 

奈良県電子自治体推進協議会は、今後も継続的に情報セ

キュリティに関する研修会を実施していく予定。これに

対し、日本マイクロソフトも積極的な支援を行っていく

ことを目指している。 

 

昨今、企業や行政での被害が拡大している APT(新たな

タイプの攻撃) 等への対処法を学ぶことができ、今後の情

報セキュリティ対策を適正な方向へ導くことが可能に

なった。 

 

各市町村のセキュリティ レベルが向上したことにより、

自治体クラウドの推進に好影響がもたらされることが期

待される。 

 

県および市町村の行政システムのセキュリティ レベル

が向上することによって、住民へのサービスの質が向上

することが期待される。 

 

 

 

 

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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奈良県電子自治体推進協議会研修会 

奈良県 セキュリティ啓発プログラム  
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奈良県 セキュリティ啓発プログラム  

●奈良県電子自治体推進協議会研修会 

役割分担 

奈良県 … 企画、会場準備、講座運営等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣等 

奈良県市町村会館において、奈良県電子自治体推進協議会主催の研修会が開催され、奈良県職員

および関係者に最新の情報セキュリティに関する知識と対策を身に付けていただくための講演が

行われた。 

開催日 参加団体 参加者 

8/22  

市町村職員 

事務局 

議員他 

56 名 

11 名 

  5 名 

＜主体：奈良県電子自治体推進協議会＞ 

講演名 

「自治体運営を支えるための情報セキュリティ」 

●奈良県電子自治体推進協議会研修会 

特定非営利活動法人 電子自治体アドバイザークラブ (e-AAC) が主体となり開催されたセミナーに

おいて、奈良県電子自治体推進協議会主催の研修会が開催され、クラウド時代のセキュリティに

関する講演が行われた。 

講演名 

「クラウド コンピューティングと情報セキュリティ」 

講師 

日本マイクロソフト  

チーフセキュリティアドバイザー 高橋正和氏 

役割分担 

奈良県 … 企画、会場準備、講座運営等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣等 

＜主体：奈良県電子自治体推進協議会＞ 

講師 

開催日 参加団体 参加者 

10/31  

市町村職員 

事務局 

e-AAC 

21 名 

12 名 

34 名 

日本マイクロソフト  

チーフセキュリティアドバイザー 高橋正和氏 



総括 

県担当者のコメント 

日本マイクロソフト株式会社 チーフセキュリティアドバイザー 高橋正和氏 

奈良県総務部情報システム課 課長補佐 (地域情報化推進担当) 町尻昌史氏 
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奈良県 セキュリティ啓発プログラム  

参加者の声 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

県内自治体では、クラウド導入や ICT 利活用の検討が進むなか、セキュリティ対策は
喫緊の課題となっており、この度の日本マイクロソフト株式会社との協働による「情
報セキュリティに関するセミナー」を通じて、情報システムに携わる職員等がセキュ
リティ スキルを高めることができた。セミナーは自治体の事故等事例に基づく分析、
対策手法等参加者が身近に感じる内容をわかりやすく説明いただき、セキュリティの
重要性を再認識できたと感じている。今後も、自治体における ICT 利活用促進と併せ
て、積極的なセキュリティ啓発に取り組んで行きたい。 

世界的に深刻なセキュリティ事件が相次いでいるこの時期に、最新のセキュリティ事
情を自治体や関係者の皆様に提供できたことは、とても有意義なことだと思います。
奈良県に限りませんが、これからの自治体は職員数や税収が減少する中で住民サービ
スを高めていかなくてはならず、そのためには、ICT  利活用が欠かせません。一方で、
ICT  利活用は情報セキュリティ対策なくして進みませんので、今回のプログラムが
きっかけとなり、奈良県の ICT 利活用が促進されることを期待します。 

個人情報を扱う機会が多い自治体業務においては、情報セキュリティに関する知識はもちろん、セキュリ

ティ事故の脅威についても、日頃から意識していることが必要である。今回の研修ではセキュリティ事故

の最新事例を示していただき、その分析と対策を説明いただいた。今後、ますます業務の IT 化が進むな

か、自治体職員として、情報セキュリティの重要性を再認識し、より強力に対策を講じていく必要性を感

じた。 

橿原市 情報政策課 課長 酒井常也氏 

市町村の IT 担当として 4 年が経過し、さまざまなインシデント情報に接してきたが、振り返ってみると

それぞれが「点」の情報として散在するのみで、組織全体としての情報セキュリテイ向上に資するものと

は言い難い状況であった。今回の研修は、それらの情報を「線」というより「面」として俯瞰するもので

あり、日常業務に追われる現場の担当者としては、得難い視点からの考察として大いに参考になった。

我々 IT に携わる職員は、多忙故に視野が狭小となり万事現状維持が旨となり易いが、今回のような研修

を通して知識を深め、バランスの取れた業務運営を心がけたい。 

平群町 総合政策課 内藤潤三氏 

2000 年以降のインターネット利用者の急激な増加とネット通販の急拡大を示され、インターネット上で

の経済活動が活発になったことで、ネット犯罪も愉快犯的な性格から、経済的な被害を伴うものに変化し

ていることや、企業や政府機関のサーバを標的にしたサイバーテロも増えていること等、世界的な見地か

らの情報セキュリティの状況をわかりやすく説明いただいた。しかし、国内を見たとき、2011 年時点で

も自治体では紙、教育機関では USB からの情報漏洩がトップであり、IT 対策だけではセキュリティ対策

が不十分であることを認識した。 

五條市 企画財政課 主任 丸山健一郎氏 



奈良県 教育分野人材育成プログラム  

●世界の教育科学者や UNESCO 、OECD等の国際教育機関

が連携して、21 世紀の国際社会で必要とされる、子ども

たちの身に付けるべき能力として「21世紀型スキル」を規

定している。21 世紀型スキルでは、コミュニケーション
やコラボレーションの能力や、課題発見解決力等ともに、

それらのスキルを支える ICT 活用力や情報リテラシーの育
成が推奨されている。こうした背景を念頭に、今回のプロ

グラムを通じて学校教育における、21 世紀型スキル育成

の重要性を学んだ。 

 

● ICT を利活用したいと考える教職員を対象とする   e 

ラーニングシステム「 ICT スキルアップオンライン」を県

内各校に紹介し、教職員の登録を促した。 

 

●教員や児童生徒、保護者を対象にした情報セキュリティ

対策の啓発活動、先進教育環境づくりのためのツールの検

証を実施。 

 

●ソフトウェア開発製品やアプリケーションのデザイン

ツールを無償で提供する、学生支援プログラム

「Microsoft DreamSpark」 を県下の高校生に配布。 

●「 ICT スキルアップオンライン」の提供を通じて、教職

員の自主的な研修を支援。2012 年 3 月 24 日現在で、430 

名が登録している。 

 

●一般教職員の情報リテラシーやセキュリティ意識を向上

させることを目的として、BAL.com の常務理事、天野貴之

氏を招いて講座を実施。 

 

●県立奈良情報商業高校 総合情報科と県立奈良朱雀高校 

情報工学科の学生に「Microsoft DreamSpark」を配付。将

来のソフトウェア開発者や Web、インターフェース デザ

イナー等を目指す学生を対象にテクニカル  スキルの向上

を図った。 

 

●小学校中学年までの子どもと保護者を対象に開催された

県内のイベントにおいて、情報セキュリティをテーマにし

た冊子を配付。情報モラルやリテラシーについて考える

きっかけを提供した。 

 

 

●マイクロソフトが運営する教職員向けグローバル コ
ミュニティ サイト 「Partners in Learning (PiL) ネットワー
ク」を活用し、教職員が世界中の教育関係者と情報交換や
交流ができる場を紹介。こうしたコミュニティを活用して、
教員同士の新たな交流や刺激しあう関係が生まれることが
期待される。 

 

●近年、深刻な被害が頻発しているセキュリティに関する

最新の情報や技術を、教職員に伝えることができた。ここ

で得た知識を各教職員が教育現場で生かすことが、生徒た

ちの情報リテラシー向上につながると期待される。 

 

●奈良県において ICT を活用しやすい環境が整えられるよ

う、 マイクロソフトでは、「Windows Live@edu」の提供

等を通じて今後も継続的に連携していく。 

 

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 

概要と成果 

奈良県では、21 世紀にふさわしい学校教育を実現できる ICT 環境整備とともに、教員の ICT 活用指導力の向上が喫緊の
課題となっている。従来から ICT 活用に関する研修講座を実施してきたが、教育課題が多様化・複雑化する現状で、ICT 

活用に関する教員の研修時間を確保することや、教員のニーズやスキルに応じた研修を実施することについては、物理
的な限界を感じていた。こうした背景から、奈良県と日本マイクロソフトは、県内の教員や学生、保護者を対象として
「教育分野人材育成プログラム」に取り組むこととなった。 
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情報セキュリティ講座 



高校教員および特別支援学校の教員を対象に、「ICT スキルアップオンライン」の e ラーニング 

プログラムを提供した。 

 

情報セキュリティ対策の啓発を目的に、一般教職員を対象に講座を開催した。 

 

奈良県 教育分野人材育成プログラム  

具体的活動とスケジュール 

● ICT スキルアッププログラム e ラーニング 提供 

実施期間 登録者 

2011/6～2012/3 430 名 

● 情報セキュリティ研修講座 

役割分担 
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開催日 参加者 

8/26 17 名 

・情報セキュリティの基礎 

・Twitter 等の流行のサービスを狙った攻撃とセキュリティ対策 

ソフトウェア開発製品やアプリケーション デザイン ツール等を県内の高校生に提供した。 

 

 

●「Microsoft DreamSpark」 提供 

役割分担 

＜主体：県、日本マイクロソフト＞ 

内容 

県立奈良情報商業高校 総合情報科 
県立奈良朱雀高校 情報工学科 

実施期間 対象者 

2011/6～2012/3 426 名 対象校 

奈良県 … 企画、登録者管理等 

日本マイクロソフト … プログラム提供等 

役割分担 

奈良県… 企画、会場準備、講座運営等 

日本マイクロソフト … 講師派遣 

奈良県 … 企画等 

日本マイクロソフト …プログラム提供等 

＜主体：県、日本マイクロソフト＞ 

＜主体：県、日本マイクロソフト＞ 



奈良県 教育分野人材育成プログラム  

県担当者のコメント 

日本マイクロソフト株式会社 公共インダストリー統括本部  
アカデミック プログラム マネージャー 西嶋美保子氏  

今回のプログラムを通じて、教職員の方々に ICT 活用の意義と、その基盤となる 21 世
紀型スキルの重要性を伝えることができたと感じています。これを機に、今後もさら

に連携を強めていきたいと思います。教育の方向性をはじめ総合的な視点を共有しな

がら、教職員の情報リテラシーの向上や ICT インフラの整備等、さまざまな分野でサ

ポートしていきたいと考えています。 

奈良県立教育研究所 教科教育部長 大西英人氏  

「ICT スキルアップ オンライン」については、自主的に行うプログラムとして教員に
利用を呼びかけるとともに、教育研究所で行われる初任者研修の中に組み込んで実施

した。教員の自主的な研修を支援するものとして、非常に有用なプログラムだと考え

ている。今後も「ICT スキルアップ オンライン」の活用を継続して、教員のスキル

アップを図っていきたい。 

そのほかにも、情報セキュリティに関する研修講座や啓発活動を協働で実施したこと

で、教員に最新の情報を提供できたり、児童生徒、保護者に直接働きかけることがで

きた。この成果を生かしながら、今後とも、情報モラル教育に関する取り組みを推進

していきたい。 

 

(アンケートから) 

総括 

●情報セキュリティ研修講座 
「Twitter や Facebook が何なのかほとんど知らなかったので、そのことでの危険な面等を知ることができ、 

   保護者から質問や相談があった時に役立てられると思う」 

「情報モラル教育の場面において、講義にあった 2011 年版 10 大脅威等、比較的新しい問題を題材として 

 活用できる」 

「情報セキュリティに関わるいろいろなサイトを紹介していただき、興味をもって参加できました」 

「仕事の中で毎日コンピュータを使っているので、今後セキュリティをしっかり行っていかなければと感じた」 

「資料も詳しくて、わかりやすく良かったです」 

「知らない用語や便利なホームページを知ることができてよかった」 

「内容が豊富でよい研修になりました。あとは、いただいた資料を基に、さらに勉強していきたいと思います」 

「具体的でとてもわかりやすかったです。情報セキュリティに関しては継続して開講していただきたいです」 
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参加者の声 

日本マイクロソフト担当者のコメント 



奈良県 医療機関関係者向け支援プログラム  

●地域医療を推進するうえで必要となる ICT の導入や利活
用促進の方策を探るとともに、医療従事者のさらなるスキ

ルアップを目指し、セミナーおよび勉強会を開催した。 

 

●県内の保健師、看護師、薬剤師、事務職員等多職種の医

療関係職員を対象に、効果的なOffice の活用法を紹介した。 

 

●7 月に行われた第 １ 回では電子メール等の活用、10 月

に行われた第 ２ 回では Excel 2010、2012 年 2 月に行われ

た第 3 回をPowerPoint 2010 をテーマに講座を実施。参加
者のレベルや興味を考慮しながらプログラムづくりを行っ

た。 

 

●今後の医療機関に必要とされる クラウド コンピュー
ティング等の最新技術やサービスに関する内容も講座の中

で解説した。 

 

●地域医療に携わる県職員を対象に勉強会を2回開催した。

第 1 回の意見交換で吸収されたニーズをもとに、第 2 回
では他県が実施している地域医療の現状、事例等を日本マ

イクロソフトが紹介し、課題、今後の方向性をディスカッ

ションした。 

●日頃から Office を利用している職員も多いが、これま
では効率的な活用法を学ぶ機会が少なかった。講習会受講

により、効率的にドキュメントを作成するための機能や 

Tips を学ぶことができた。これを業務に生かすことで、生

産性の向上が期待できる。 

 

●セキュリティに配慮したドキュメントの作成方法等を学

んだことが、医療関係職員のセキュリティ意識向上につな

がった。 

 

●パソコンへの抵抗感を持っていたベテランの職員に、

ICT 活用の有効性を認識していただけた。 

 

●奈良県では地域医療の充実に取り組んでおり、その担当

者 8 人と勉強会を開いた。日本マイクロソフトの社員に加
え、電子カルテのベンダーにも参加いただき、先進的な地

域医療の取り組みについて情報提供するとともに、奈良で

の地域医療の発見に向け協議を行った。 

 

●講習会に参加した多くの職員が、このよう機会があれば
また参加したいとの意思を示しており、今後の ICT 活用の
可能性が広がった。 

 
●講習会を希望する声が高まれば、定期的な ICT トレーニ
ングが実施される可能性がある。 

 
●今後も地域医療に関する勉強会等を開き、継続的に連携
を図っていきたい。 

 

 

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 

概要と成果 

奈良県では、住み慣れた地域で安心して生活したいという県民の願いに応えるため、2008 年 5 月に学識経験者、医療関
係者、行政職員を委員とする「地域医療等対策協議会」を設立。地域医療の再生を目指し、将来にわたって持続可能で
安定的な救急医療体制・周産期医療体制の構築、医療機関同士の連携強化、総合的ながん対策の推進、医療従事者の安
定的確保等、さまざまな課題に取り組んでいる。こうした取り組みをさらに加速するべく、奈良県において「医療機関
関係者向け支援プログラム」を実施し、地域医療政策を推進する上で必要となる ICT の導入や利活用促進の方策を探る
とともに、医療施策を牽引できる人材の育成を目指すこととなった。 
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医療関係職員情報リテラシー セミナー 



奈良県 医療機関関係者向け支援プログラム  

具体的活動とスケジュール 
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保健師、看護師、薬剤師、事務職員等多職種の医療関係職員を対象に、 

ICT スキルを習得するための講習会を実施 

●医療関係職員情報リテラシーセミナー 

役割分担 

場所 開催日 参加者 

第 1 回 奈良県庁会議室 7/26 36 名 

第 2 回 奈良県庁会議室 10/28  26 名 

第 3 回 奈良県立大学コンピュータールーム 2/17  22 名 

＜主体：県、日本マイクロソフト＞ 

第 1 回 「電子メールの活用 / Web ブラウザの活用」 

 ・メーリングリスト 

 ・大容量データの転送サービス 

 ・Web ページ検索 

 ・Web ページ印刷等 

 
第 2 回 「Office 2010 トレーニング / Excel 2010 の活用」 

 ・規則性のある大きな表を効率よく作成・集計・分析する 

 ・効率のよい数式のコピー (オートフィルの活用) 

 ・入力スピード向上 

 ・ミスをなくすための手法(入力規則の設定) 

 ・表示形式の設定   

 ・グラフの作成と編集等 

 
第 ３ 回 「Powerpoint2010の活用」 

・参加者各自 1 台パソコンを操作して、実践的な活用方法について受講 

 
      

内容 

奈良県… 企画、会場準備、講座運営等 

日本マイクロソフト … 講師派遣、教材提供等 



奈良県 医療機関関係者向け支援プログラム  
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県担当者のコメント 

日本マイクロソフト株式会社  
公共インダストリー統括本部 プログラム マネージャー 清水由香氏  

今回のセミナーは、日常業務でもよく使用されている電子メールや Excel、PowerPoint 

等の新機能や Tips を知っていただくきっかけになったと思います。今後も、奈良県の

皆様と連携を取りながら、医療機関の生産性向上や医療サービスの質向上につながる 

ICT の活用情報を提供していくとともに、地域医療の活性化を支援していきたいと考え

ています。 

奈良県医療政策部企画管理室 室長補佐 藤田諭亨氏  

紀伊半島大水害、東日本大震災等の災害や、新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ

等の感染症等、さまざまな危機事象に直面しており、これまで以上に、誰もが的確な

情報収集と迅速な対応を求められている。今回、日本マイクロソフトと協働して開催

した当セミナーは、保健師、看護師、薬剤師、事務職員等多職種の医療関係職員が参

加し、有意義かつ時宜を得た、絶好の機会となった。現場で何が起こっているのか、

何が必要なのか…。主体的に情報を収集、選択、活用し、さらに発信する力のある人
は、普段の業務もいざというときも強い。当セミナーを契機として、情報を使いこな

し、幅広い視野と実践力を兼ね備えた能力開発に、今後も取り組んでいきたい。 

 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

参加者の声 

総括 

ICT の活用能力は、業務を進める上で必須の技術となっているが、それに対応するように、職員の情報リ

テラシーの向上が不可欠になっている。今回、日本マイクロソフトとの協働による、情報リテラシー向上

セミナーを受講し、普段何気なく利用している電子メールやインターネットで気を付けるべきことを再認

識できた。また、プレゼンテーションを行う際の、効果的なパワーポイントの活用方法を習得することが

できた。ICT とは単なる手段ではなく、ヒトとヒト、ヒトとモノを結ぶコミュニケーションの方法の一つ

と捉え、これからも活用していきたい。 

奈良県医療政策部 医師・看護師確保対策室 主査 吉田葵氏 

看護職として長年勤務する中で、看護研究の発表や看護職員への講義等で、PowerPoint を作成・利用し

た経験はあった。しかし、行政職として勤務するようになり、さまざまな場面で、PowerPoint でつくら

れた資料を目にすると、こんなにも多様な表現ができるのかと気付くことが多かった。        

今回、情報リテラシー向上セミナーの PowerPoint を活用したプレゼンテーションについて、実際に操作

をしながらわかりやすく受講する機会を得て、文章と共に目にアピールすることの大切さを、より深く認

識することができた。今後もなお一層積極的に活用を図り、業務の充実を目指していきたい。 

奈良県医療政策部 医師・看護師確保対策室 調整員 (看護師) 寺井智子氏 

薬剤師として、薬物乱用防止の啓発活動に携わっている。小中高校生をはじめ、保護司さんや民生児童委

員さん等、それぞれの方に身近でわかりやすい資料づくりを心がけている。今回のセミナーは、今まで講

習会等で使用してきた資料をもう一度見直して、より見やすく効果的なプレゼンテーションを行いたいと

思うきっかけとなった。また、こちらが意図した内容をうまく相手に伝えることの難しさや重要性も再認

識することができた。今後も自己啓発に努め、さらに実践的な技術を習得することにより、業務の充実を

図っていきたい。 

奈良県医療政策部 薬務課 主任技師 (薬剤師) 植松猛氏 
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【参考資料】 

プログラム開始時のプレスリリース 

共同プレスリリース (平成 23 年 6 月 13日発表) 

奈良県と日本マイクロソフト株式会社が ICT を活用した 

「地域活性化協働プログラム」を協働で実施  
 
1.   趣旨  

奈良県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、ICT (情報通信技術)の利活用の促進を
通して、奈良県内のさらなる地域活性化を目的とし、個人や団体・組織がそれぞれの可能性を最大限に引き出すことで、地域の
活性化を解決し、豊かな暮らしやすい地域づくりを実現するため、「地域活性化協働プログラム」を協働で実施します。 

 

 
2.  覚書の内容 

両者が協働で実施するプログラムは、以下のとおりです。 

(1) NPO 基盤強化プログラム 

NPO が自立的かつ継続的に活動するための基盤強化を図るため、県内の NPO 団体等を対象に IT スキルを活用した運営上のノウ
ハウを習得できる講座及び講師となる人材を育成する講座を協働で実施する。 

 
(2) シニア等の ICT 活用推進プログラム 
よりよい地域コミュニティづくりを目指し、シニア等が地域づくりの担い手としてますます元気に活躍できるよう、県内のシニ
ア等を対象に ICT 活用の利便性を周知するイベント及び  ICT スキルを習得できる講座等を協働で実施するとともに、シニア向け
のICT の普及に取り組む団体等を対象に講師となる人材を育成する講座を協働で実施する。 

 
(3) セキュリティ啓発プログラム 

地方行政における安心かつ安全な IT 環境づくりを目指し、県及び市町村の情報システムに携わる職員に対し、クラウド時代に対
応できるセキュリティスキルを習得する研修を実施する。 

 
(4) 教育分野人材育成プログラム 

教職員のICT活用向上と学習支援を目的とした、e ラーニング形式のトレーニングシステム等を用いた研修を実施するとともに、
先進教育環境づくりのためのツールなどを協働で検証する。また、県下の高校生を対象にプログラミングの開発ツールを提供す
る。 

 
(5) 医療機関関係者向け支援プログラム 

地域医療を推進するうえで必要となる ICT の導入や利活用促進の方策を探るとともに、医療施策を牽引できる人材の育成を協働
で実施する。 

  

 
3.  期 間 

平成 23 年 4 月 16 日 (土) ～ 平成 24 年 3 月 31 日 (土) までの 1 年間 

 

 
4.  主な役割分担 

 

  

 

日本マイクロソフトの役割 奈良県の役割 

企画立案、講師の派遣、講師・技術者の育成、教
材・ソフトウェアの提供 等 

企画立案、会場の提供、広報活動 等 
 



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 

奈良県 総務部情報システム課            joho@office.pref.nara.lg.jp 
日本マイクロソフト 社長室 企業市民活動推進部   mjctz@microsoft.com 

奈良県ホームページ 

http://www.pref.nara.jp/  

http://www.microsoft.com/japan/citizenship/
mailto:koho-hp@office.pref.nara.lg.jp
mailto:mjctz@microsoft.com
http://www.pref.nara.jp/
http://www.pref.nara.jp/


奈良県 

〒630-8501 奈良市登大路町 30   

日本マイクロソフト株式会社 

〒 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 


