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

地方 中国地方 
面積 7,113.2 ｋｍ² 
知事 石井正弘氏 
県庁所在地  〒700-8570 
      岡山県岡山市北区内山下2-4-6 
総人口 1,945,276 人   (2010 年 10 月 1 日現在) 
NPO 法人認証数                       616 (2011 年) 
情報サービス業                  413 (2009 年) 
合計特殊出生率                    1.50% (2010 年) 
高齢化率                               25.1% (2010 年) 
 

資料： 
平成 22 年「国勢調査」 
内閣府発表、岡山県認証 NPO 数 (平成 23 年 12 月 31 日) 

平成 21 年「経済センサス‐基礎調査」 
平成 22 年「人口動態統計」 
岡山県毎月流動人口調査 
 

プロジェクト期間 :  
 

平成 23 年 2 月 1 日 
  

平成 24 年 3 月 31 日 

協働プログラム 
・IT ベンチャー支援プログラム  
・NPO 基盤強化支援プログラム 
・高齢者向け ICT 活用推進プログラム 
・障碍者向け支援プログラム 
・教育分野人材育成プログラム  

 

～ 





岡山県と日本マイクロソフト 協働の背景 

 
岡山県との地域活性化協働プログラムの概要 

 
岡山県との地域活性化協働プログラムのスケジュール   

 
 ＜岡山県 IT ベンチャー支援プログラム ＞ 

  概要と成果 

  具体的活動とスケジュール 

  総括 

 
 ＜岡山県 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 

      参加者の声 

  総括 

 
 ＜岡山県 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 

 
 ＜岡山県 障碍者向け支援プログラム＞ 

  

 ＜岡山県 教育分野人材育成プログラム＞ 

  

 <成果報告会> 

 
【参考資料】プログラム開始時のプレスリリース 
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IT ベンチャー支援 

日本マイクロソフト 代表執行役社長 樋口泰行 
地域の IT ベンチャー企業をご支援させていただくことは、地域に新しい産業や雇用を
もたらすだけでなく、地域の生活を豊かにし、希望が持てる社会を形成していくことに

も繋がります。 
 

地域活性化協働プログラム 
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岡山県と日本マイクロソフト 協働の背景 

岡山県 
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 

 
 
 
 
 

実現を目指す岡山の姿 

ユビキタス・フィールド岡山 

新おかやま IT 戦略プログラム（進化・発展版） 

IT 利活用の促進を目指し、岡山県と日本マイクロソフトが協働で講座・セミナーを実施 

岡山県知事 石井正弘氏 

覚書締結式 

2011 年 4 月 28 日、岡山県庁にて、「地域活性化協働プログラム」の実施に関する協定書を締結しました 。さらに、石井知事と
樋口社長は、県内の IT ベンチャー企業 6 社に IT ベンチャー支援プログラムの認定証を授与しました。  
 

中四国地方の交通の要衝として古くから重要な位置にあ

る岡山県は、古代から大和地方と並ぶ古代吉備の文化発祥

の地として栄え、現在に至るまで多様な産業、経済、文化

の振興に大きく寄与してきた。学生服、ジーンズ、ワーキ

ングウェアなどの繊維産業や製鉄関連の耐火物といった石

灰産業、県中北部で行われている木材産業などの地場産業

に加え、近年では精密機械やバイオマス、高度医療機器、

IT などの産業も盛んである。 

 

岡山県では、1998 年から高速大容量の光ファイバー網

「岡山情報ハイウェイ」の整備を進めてきた。県庁と県内

各県民局および地域事務所間を光ファイバーで接続し、県

庁 WAN (広域通信網) を構築するとともに、その基幹回線

を県民に開放。これによって、医療、保健、福祉、教育と

いった公共/民間サービスを提供し、県民福祉の向上を目

指している。また、産業分野においても、この情報通信基

盤を活用することにより地域産業の振興に取り組んでいる。 

両者の役割分担 

IT は地域を夢のある元気な街にしてくれる、きわめて有用なツールです。日本マイクロ
ソフトと協定を締結したことは、地域活性化のために大いに役立つと信じております。 
 

NPO 基盤強化 高齢者向け ICT 活用推進 

障碍者向け支援  教育分野人材育成 

誰もが、いつでも、どこでもネットワークを自在に活用し、 
生活のさまざまな面で IT の恩恵を実感できる便利で活力のある
社会 
 
 
 

「情報先進県」として全国に先駆け取り組みを進めてき

た岡山県の IT インフラは整いつつあるが、高齢者や障碍

者を含め 194 万人を超える県民に IT の利活用を普及させ

るにはソフト面の支援が課題となっている。こうした背景

から、今回、岡山県は日本マイクロソフトが取り組む「地

域活性化協働プログラム」への参加を打診、IT 産業の活性

化や県民の IT 利活用拡大を目指し、両者が連携・協力す

ることが決定した。2011 年 4 月からの 1 年間、IT ベン

チャー、NPO、高齢者、障碍者、教育の 5 分野において、

県内の民間団体や市町村の協力を得てセミナーや研修を実

施することとなった。 

 



障碍者向け支援プログラム 教育分野人材育成プログラム 

全体統括 

高齢者向け ICT 活用推進 
プログラム 

プログラムと担当部署 

岡山県 
保健福祉部 障害福祉課 
 
 
日本マイクロソフト株式会社 
技術統括室 
 

岡山県 

県民生活部 情報政策課 

 

 

日本マイクロソフト株式会社 

社長室 企業市民活動推進部 

岡山県との地域活性化協働プログラムの概要 
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岡山県 
教育委員会 
 
 
日本マイクロソフト  
公共インダストリー統括本部 

 

 IT ベンチャー支援プログラム  

地域産業の活性化を目指し、岡山県内の IT ベンチャー企業および中小 IT 企業を対象に、製品開発を行う
際の技術支援、マーケティング支援等を実施する。 

 

 NPO 基盤強化支援プログラム 

よりよい地域コミュニティづくりを目指し、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、岡山県内の NPO や 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育成講座を実施する。 

 

 高齢者向け ICT 活用推進プログラム 
高齢者が地域づくりの担い手としてさらに活躍できるよう、岡山県内の高齢者を対象に ICT 活用の利便性
を周知するイベントや、ICT スキルを習得できる講座などを実施。また、高齢者への ICT 普及に取り組む
県内団体を対象に、講師として必要なスキルを向上させる講座などを行う。 

 
 障碍者向け支援プログラム 
障碍のある人が ICT スキルの習得を通じて自立や社会参加を果たし、楽しく豊かな生活を実現できるよう、
岡山県内に住む障碍のある方々や ICT サポートを行っている団体および個人に対して、勉強会および相談
会を協働で実施する。 

 
 教育分野人材育成プログラム 
教育分野における教育の向上を図るため、岡山県内の教職員を対象とした ICT スキル向上のための e ラー
ニング形式の研修システムなどを用いた学習活動などをサポートする。  

 
 

岡山県 

県民生活部 情報政策課 

保健福祉部 長寿社会課 

 

日本マイクロソフト株式会社 

技術統括室 

 

IT ベンチャー支援プログラム 

岡山県 

県民生活部 情報政策課 

 

 

日本マイクロソフト株式会社 

デベロッパー & プラット
フォーム統括本部 

NPO 基盤強化プログラム 

岡山県 
県民生活部 県民生活交通課 
 
 
日本マイクロソフト株式会社 
社会貢献部 
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岡山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 ベンチャー支援 
プログラム 

NPO 基盤強化支援 
プログラム 

高齢者向け ICT 活用推進 
プログラム 

障碍者向け支援 
プログラム 

教育分野人材育成 
プログラム 

2011 年 1 月       

  2 月   
2 月 21 日 

キックオフ  ミーティング 
    

  3 月     

  4 月 
4 月 28  日 
覚書締結式 

  

4 月 19 日 ～ 22日 
US 研修ツアー 2011 

 
4 月 28 日 

ITベンチャー支援 
プログラム 認定式 

  

ICT スキルアップ 
オンライン 

（e ラーニング） 
提供開始 

  5 月   
5 月 23 日 

Microsoft Developer 
Forum 2011 

    

  6 月   
 6 月 25 日 

 ベンチャーで活かせる 
最新テクノロジーセミナー 

    

  7 月   

7 月 12 日 
 岡山市 第 1 回講座 

 
7 月 21・26・28 日 
奈義町 集中講座 

 
7 月 30 日 

玉野市 初心者向けパソ
コン活用セミナー 

  

  8 月   
8 月 2・4 日  

奈義町 集中講座 
    

  9 月   
9 月 13 日 

岡山市 第 2 回講座 
    

  10 月   

10 月 30 日  
インターンシップ向け 

プログラム 
 

中間支援組織職員向け 
プログラム 

10 月 1 日 
 玉野市 第 1 回講座 

10 月 24 ～ 25 日 
盲ろう者向け 
パソコン講座 

  11 月   
 
 
 

11 月 8・22 日 
岡山市 自主講座 

 
11 月 19 日 

 玉野市 第 2 回講座 
 

11 月 26 日 
岡山市 第 3 回講座 

  12 月   

12 月 4 日 
ファンドレイジングのための

プレゼンテーション講座 
 

中間支援組織向け 
実践講座 

12 月 13 日 
岡山市 自主講座 

  

2012 年 1 月   
1 月 24 日 

岡山市 自主講座 

  2 月   
2 月 11 日 

発達障碍者支援セミナー 
  

  3 月 
3月15日 

最終報告会開催 

3 月 21 日 
岡山市 交流講座 

（4 月 22 日にも実施予定） 

3 月29 ～ 30 日 
盲ろう者向け 
パソコン講座  

  



岡山県では、IT 関連やものづくりの分野で新事業開拓にチャレンジする企業の創業・事業拡大を支援する「岡山リサー

チパーク インキュベーションセンター」や、起業間もない IT ベンチャー企業等の受注機会の増大を図る「岡山県地域

IT ベンチャー企業等優先発注制度」、県内への IT 関連企業の誘致を促進する「岡山県データセンター構築等支援補助

金」など、さまざまな施策を通じて IT 関連産業の発展と IT 関連技術の開発推進に取り組んでいる。今回、岡山県と日

本マイクロソフトが取り組む「 IT ベンチャー支援プログラム」では、県内の IT ベンチャー企業、中小企業 6 社を対象

に技術やマーケティングの面から支援を実施。最新技術を活用した自社製品の開発と PR 効果の向上を図り、支援企業

の売り上げ向上、ひいては地域経済の活性化を目指した。   

概要と成果 

支援対象には、選定企業として株式会社アイ・コン、 

株式会社情報スペース、株式会社ハートバード、コンテンツ株

式会社、準選定企業として株式会社アリオンシステム、エーワ

イ・システムを採択。6 社には、開発環境および技術サポート

の提供による技術支援、マーケティング面での支援を実施。 

認定証と目録の授与式を行うとともに、各種メディアに対し

て支援対象となる企業を紹介。また、日本マイクロソフトの 

Web サイトでも選定企業と準選定企業の情報を掲載し、幅広

い PR に努めた。 

2011 年度 IT ベンチャー支援プログラムに取り組む山梨県

と沖縄県の選定企業とともに、キックオフ ミーティングやマ

イクロソフト主催の最新テクノロジーに関するセミナーに参加

した。 

選定企業 4 社をマイクロソフト米国本社に招待し、自治体関

係者、ベンチャー企業同士の交流の場を提供。現地では、マイ

クロソフトの先進技術や事業戦略などのレクチャーが行われた。 

 

キックオフ ミーティングや US 研修ツアーなどを通じて他県

のベンチャー企業と交流。また、カンファレンスやイベントに

おいても、さまざまな地域や分野から集まった技術者との交流

が図られ、県や国を越えた新たなつながりが生まれた。 

US 研修ツアーを通じて IT 業界の最新動向を知るだけでなく、

ワールドワイドで展開されるマイクロソフトの事業戦略にふれ、

世界を視野に入れたビジネスへの気づきにつながった。 

IT ベンチャー支援プログラムの認定ロゴの活用やメディア掲

載の機会を通じて、企業の認知度や信頼度が向上した。 

介護施設・地域コミュニティへ IT を利用したアクティビ

ティの提供を手がけるハートバードの井上きよみ氏を講師に迎

え、「高齢者向け ICT 活用推進プログラム」の一環としてパ

ソコン講座を開催するなど、選定企業とともに県内の IT 利用

を促進するイベントが企画された。 

 

先進のソフトウェアやサービス、技術の最前線に触れたことで

ニーズを先取りした製品・サービスの開発が予想される。すで

にアイ・コンはクラウドを活用した企業向け帳票出力サービス

「帳票 Online」をリリース。また、スマートフォンで利用可能

なシステム手帳アプリケーション「ジョルテ」を手がける情報

スペースは、Windows phone 7.5 向けの β 版を作成した。 

岡山県では、以前から IT 業界団体が自主的に勉強会を開催し

各企業が協力してきた。今回もプログラムの選定企業による報

告会が開かれており、こうした活動を通じてプログラムの成果

が地域に普及し、県内 IT 産業の促進につながることを期待した

い。 

プログラムの次のステップとして、パートナー企業様を対象と

したマイクロソフトパートナーネットワークプログラム(MPN)

にご加入いただき、継続したマーケティングや技術支援を提供

する。選定企業とは、プログラム終了後もこのMPNを通じて継

続的に連携を続けていく。また、プログラムの OB 企業を対象

にしたセミナーやFacebookなどを通じたコミュニティを通じて、

情報交換や企業間の連携も継続される。 

 

 

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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認定式 

岡山県 IT ベンチャー支援プログラム  

US 研修ツアー 

キックオフ ミーティング 



具体的活動とスケジュール 
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岡山県 IT ベンチャー支援プログラム  

支援対象となる企業に対し、開発環境としてマイクロソフトのすべてのオペレーティング システム、

ソフトウェア、サーバー製品を提供する。 

 

 

「マイクロソフト イノベーション センター」を利用することで、マイクロソフトのファシリティや情
報リソースなど、より多くのプログラムを活用することができる。 
 
 
年に 1 度開催されるキックオフ ミーティングでは、全国各地の選定企業が一堂に会し、支援内容をは
じめ、パートナー向けにマイクロソフトが提供しているさまざまなプログラムについて説明。 
 
 
選定企業の情報および提供ソリューションを日本マイクロソフトの Web サイトおよび冊子などで紹介。 
 
 
米国での研修ツアーに選定企業を招待。Executive Briefing Center (EBC) と呼ばれる本社ビルにて
「Japan IT Venture Program」セミナーを 2 日間にわたって開催した。 
 
 
カンファレンスなどへの招待を通じて、テクノロジー指向企業同士のネットワーキングの場となる貴重
な機会を提供。 
 
 
 IT ベンチャー支援プログラムの認定ロゴを提供。提供製品や名刺などへの展開によりPR効果を向上。 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 開発ソフト/ツールの提供 

 技術サポート 

 カタログおよびマイクロソフト サイトでの紹介 

 キックオフ ミーティングなどの開催 

 プログラム ロゴの使用許諾 

 マイクロソフト米国本社での研修 

 有償トレーニングやカンファレンスへの招待 

 
 

 

 

 

 
 

 

岡山県 …支援希望企業の募集、 第一次審査の実施、事業進捗を確認する報告会の開催 

日本マイクロソフト…開発ツール、開発ソフトの提供、技術支援、マーケティング支援 

開催日 内容 参加者 

2/21 
2011 年度 IT ベンチャー支援プログラム 

キックオフミーティング 
選定企業 

4/19 ～ 
4/22 

IT ベンチャー支援プログラム  US 研修ツアー 2011 選定企業 

4/28 認定証授与式 選定企業、準選定企業 

5/23 Microsoft Developer Forum 2011 選定企業 

6/25 ベンチャーで活かせる最新テクノロジーセミナー 選定企業、準選定企業 

役割分担 



総括 

県担当者のコメント 

日本マイクロソフト株式会社 デベロッパー&プラットフォーム統括本部  

ビジネスインキュベーショングループ エグゼクティブマネージャ 奈良郁枝氏 

岡山県 県民生活部 情報政策課長 小林徹氏 
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岡山県 IT ベンチャー支援プログラム  

参加者の声 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

 

選定企業：株式会社ハートバード  代表取締役 井上きよみ氏 
 

MS-DOS の頃からマイクロソフト製品には親しんでいたが、US 研修ツアーで本社を訪れたことで、初めて
マイクロソフトの文化に触れることができた。最新技術の研究開発はもちろんのこと、中小企業や NPO など
を支援し、積極的に地域貢献しようとする姿勢に共感した。Windows Azure の開発ツールや Project 等を試
して、自社に見合った導入ができたし、周りにも BizSpark を紹介することで喜ばれた。さらに、県内の選定
企業や、他都道府県の多くの IT ベンチャー企業との交流会に参加できたことで、情報交換と刺激を受けた。
システムを利用する方々の笑顔が見られるよう、これからもがんばっていきたい。 

 
選定企業：コンテンツ株式会社  代表取締役 小野博氏 
 

近年、電子書籍、電子教材・電子教科書、デジタルサイネージといった応用技術が急速に発展しています。そ
のような状況の中で、歴史資料のデジタル化を主要業務とする私たちは、そこで作られた高精細画像をどのよ
うに活用するかについて、日々、頭を悩ませてきました。今回、1 年間の貴重なご支援をいただくことにより、
多くの技術的な面でのヒントや解決策を得ることができました。しかし、それ以上に多くの方とも出会うこと
ができました。今回のご縁をさらに発展させ、今後に活かしていきたいと思います。ありがとうございました。 

 
選定企業：株式会社情報スペース  代表取締役  下花剛一氏 
 

今回のプログラムでは、単なる技術支援ではなく、意識や考え方の面でも、得られるものが多かったと思いま
す。特に、US 研修ツアーでは、開発現場の方のお話を聞くことができ、最新の技術情報だけでなく、方向性
や考え方なども肌で感じることができました。弊社のグローバル展開への意気込みも、ますます強いものに
なっています。この支援で得られた技術や情報を、弊社でのクラウドやスマートフォン戦略に大きく役立てる
ことによって、これからは我々のような日本のベンチャー企業が世界をリードしていきたい強く感じています。 

 
選定企業：株式会社アイ・コン  代表取締役社長 石原康司氏 
 

基幹システムのクラウド化の問題点の 1 つにユーザ毎のカスタマイズがあり、その 8 割は帳票です。弊社は
「風神レポート」という帳票開発ソリューションを開発販売しております。当技術の他社製品との違いとして、
クラウド上の帳票カスタマイズサービスを展開できる仕組みがあり、Microsoft Azure 上でのシステム構築・
提供を提案しました。今回採択頂いたことが顧客に安心感を与えたのか、「風神レポート」は昨年同期比約
50％ アップしました。SaaS はこれからです。採択頂いた事業が確実に存在感あるものになるよう根気良く
チャレンジします。 
 

  

 

 

 

岡山県は全国に先駆け「情報ハイウェイ構想」により IT のインフラ整備を進めてき
ましたが、他県でも IT 化が進む中、設備投資だけで差別化を図るのは難しい状況に
あります。これからは、元気のある企業の活躍が IT 産業の振興において大きなポイ
ントになると考えております。今回、日本マイクロソフトの協働により、先進的なソ
フトウェアやサービスの提供などを受け、これまでにない支援を行うことができまし
た。今後も引続き、ハード・ソフトの両面から支援を行い、県内 IT 産業の活性化を
目指したいと考えております。 

最新の IT テクノロジーを活用していち早くソリューションを開発することは、グ
ローバル化を含め大きなビジネスチャンスにつながります。1 年間のプログラムを通
じて、選定企業には IT ビジネスの可能性をあらためて知っていただくことができま
した。弊社には他にもさまざまなプログラムがありますので、各企業とは、今後もマ
イクロソフトのパートナー企業様向けのプログラムやコミュニティーなどを通じて継
続的に連携を続けていきたいと考えています。 



概要と成果 

ＮＰＯ等の民間団体が公共サービスの提供に参画することにより、きめ細かい公共サービスを実現する「新しい公共」

について、その考え方を広く浸透させるため、「新しい公共支援事業」をはじめとする施策が展開されているところで

ある。岡山県では、「新しい公共」の担い手であるＮＰＯ等の財務や組織等の活動基盤の強化を支援するため、「岡山

県新しい公共の担い手育成支援事業」を特定非営利活動法人岡山ＮＰＯセンターに委託して実施しているところである。

今回は、「ＮＰＯ基盤強化支援プログラム」を当事業と連携して実施することとし、日本マイクロソフトは、岡山県で

開催される講座に講師派遣や教材提供を行うことにより、「新しい公共」の担い手を育成する事業を支援するとともに、

ＩＣＴの重要性を認識させた。 

将来の NPO  を支える人材の育成を目指して開催され

たインターン研修に際して、学生向けの「インターン

シップ向けプログラム」を実施。日本 NPO センターと

協働し、日本マイクロソフトから講師を派遣して、NPO 

の活動に欠かせないプレゼンテーションの目的やノウハ

ウ、資料の作成法を紹介した。受講した学生から「プレ

ゼンテーションに対する意識が変わった」などの前向き

な意見が多く聞かれ、NPO 活動への理解を深めるととも

に、ICT の有効性を伝えることができた。 

岡山 NPO センターが資金調達に携わるプロフェッショ

ナルの育成を目指して実施した「ファンドレイザー養成

講座」の中で、「ファンドレイジングのためのプレゼン

テーション講座」を開催。新しい公共の担い手として、

さらなる自立と活躍が期待される中、活動資金を集め自

立的に活動していく上で、各団体の活動を外部に PR す

ることの重要性を認識させ、プレゼンテーション力向上

の機会を提供した。 

第1回のオプション講座を受講した NPO 中間支援組織

のスタッフらが、ICT の重要性を再認識し、講座終了後

も自主的な学習を重ね、第2回目の講座開催時には講師が

驚くほどのレベルアップを果たしていた。彼らの前向き

な意欲と向上心、この間に培った知識やスキルが、支援

先の団体へ波及することによって「新しい公共」の取り

組みが効率化され、県全体の NPO の活動基盤強化につ

ながることが予想される。 

将来の「新しい公共」の主体となるデジタル ネイティ

ブな学生たちが、このプログラムを通じて NPO 活動に

おける ICT の重要性を認識したことは、これからの活動

を飛躍させる力になると期待できる。 

講座に参加してプレゼンテーションの技術と重要性を

認識したことが、各団体の今後の活動資金づくりや、透

明性と公益性を高める活動につながることが期待できる。 

事業形態の異なる NPO や地理的に離れた団体間の連携

が強化され、「新しい公共」のネットワークが県内全域

へ拡大する可能性が高まった。 

 

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 

岡山県 NPO 基盤強化プログラム  

プレゼンテーション講座 
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岡山県が、岡山 NPO センターに委託して実施する「岡

山県新しい公共の担い手育成支援事業」のプログラムと

連携し、日本マイクロソフトがコンテンツの提供と講師

派遣を実施。「インターンシップ向けプログラム」 と

「ファンドレイジングのためのプレゼンテーション講

座」を開催した。 

セミナー開催と合わせて、岡山 NPO センターの職員お

よび県内の NPO 中間支援組織のスタッフを対象にオプ

ション講座を2回開催。各地域の NPO を支援するために

欠かせない プレゼンテーションや運営業務効率化に関わ

る ICT スキルの指導を行った。 

Facebook ページを立ち上げ、県内のイベント情報を

発信するとともに、他地域の団体との交流に活用。 

ポータルサイトを通じて、e ラーニングコンテンツや 

ICT 活用講座の教材を提供。 

 



具体的活動とスケジュール 
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岡山県 NPO 基盤強化プログラム 

● インターンシップ向けプログラム 

役割分担 

＜主体：岡山 NPO センター、岡山県、日本マイクロソフト＞ 

開催日 参加者 

10/30 8 人 

NPO … 企画、会場準備、講座運営等 

岡山県 … 企画、講座運営調整等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供等 

「岡山県新しい公共の担い手育成支援事業」で実施された学生向けインターンシップ研修の一部

として、同プログラムに参加する学生を対象にプレゼンテーション力及び個々の NPO に対する意

識向上を目的とする講座を実施した。 

 

●ファンドレイジングのためのプレゼンテーション講座 

● 中間支援組織職員向けプログラム（オプション講座） 

役割分担 

NPO … 企画、会場準備、講座運営等 

岡山県 … 企画、講座運営調整等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供等 

NPO の自立的かつ継続的な活動をサポートする中間支援組織のスタッフを対象に、ICT スキルを

高めるためのオプション講座を開催した。 

開催日 参加団体 参加人数 

10/30 

岡山 NPO センター 
津山市コミュニティセンター・あいあい 
くらしきパートナーシップ推進広場  
エリアイノベーション  

5人 
1人 
1人 
1人 

12/4  岡山 NPO センター 

「岡山県新しい公共の担い手育成支援事業」で実施された「ファンドレイザー養成講座（全5

回）」の第 3 講として講座を実施。プレゼンテーションとスピーチの違いから、準備と手法、配

布資料の作り方、シナリオづくり、タイトル、テンポ、例示、メリハリの作り方など、ファンド

レイジングを成功に導くテクニックとコツを紹介した。 

 
役割分担 

＜主体：岡山 NPO センター、岡山県、日本マイクロソフト＞ 

開催日 参加者 

12/4 16 人 

NPO … 企画、会場準備、講座運営等 

岡山県 … 企画、講座運営調整等 

日本マイクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供等 

＜主体：岡山 NPO センター、岡山県、日本マイクロソフト＞ 



参加者の声 
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岡山県 NPO 基盤強化プログラム  

参加者の声 

 
NPO法人歯科ネットワーク岡山から世界へ 事務局長 難波由貴氏 
 

 
プレゼンテーション＝贈呈である。「伝えたいことを贈り物として扱う」意識が大
事だと気付かされた。贈り物に必須なのは「ワクワク感」「場を作る」こと。その
ためには受け手を知り、また自分を知るための準備がどれだけ周到かつ継続的であ
るかにかかっていると解釈した。縁故を頼ったり、同情を買おうとするだけではプ
レゼンによって自団体への共感を得るのは難しく、「この人たちからの贈り物はつ
まらない」と思われるだろう。効果的な贈り物するために、自団体のアイデンティ
ティの確立が急務であると感じた。講座で学んだことを念頭に置きつつプレゼンの
準備をすることにより、ファンドレイザーとしての、また NPO としてのアイデン
ティティを確立することにつながるだろう。 

 
就実大学 人文科学部総合歴史学科 3 年 
NPO法人岡山市子どもセンター インターンシップ生 小原裕紀氏 
 
 
私は NPO インターンシップに参加しており、その報告会でプレゼンを行うことに
なっていたので、本講座はとても勉強になりました。さまざまな事を学びましたが、
私が一番報告会に活かしたことは「ポイントを 3 点にまとめる」というところです。
いざ取り掛かってみると、言いたいことが何点も出てきて何を言えばいいのだろう
と迷いました。たった 3 点なのに奥が深いものだと実感しました。学んだことを活
かして、報告会では受入先の NPO の概要や理念だけでなく、私が行った業務やそこ
から学んだことも多くの人に分かりやすく発信できたと思います。 
 

  

 

 

 

(アンケートから) 

インターンシップ向けプログラム 
 「自分と同じ年代の東京の学生が行っている資金調達のためのプレゼンの話を聞いて、正直、焦りました。そのよ

うなことが岡山でもあるのなら、参加していきたいと思います」 

 「プレゼンテーションをする意味と目的の意識ががらりと変わりました」 

 「目からウロコの内容でした。勉強になりました」 

 

ファンドレイジングのためのプレゼンテーション講座 
 「準備 8 割と言われていましたが、準備の大切さが良く分かりました」 

 「プロとアマの大きな違いが分かりました。プロとして目的に向け細やかな心配りが大変勉強になりました」 

 「資金を集める方法を知りたかったので、具体的な方法を考えるきっかけとなりました」 

 「プレゼンのプロとしてのテクニックをきっちりと教えてくれたのでよかった」 

 「あらためてプレゼンを考える機会となった。次回のプレゼンに役立つ」 

 

中間支援組織職員向けプログラム 
 「得ることが多くありました。実践したいです」 

 「ありがとうございました。楽しく学べました」 

 「個人的に現場が薄いと少し悩んでいることもあったので、よい刺激と学びになり、とてもありがたかったです」 

 



総括 

県担当者のコメント 

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 龍治玲奈氏 

岡山 NPO センターおよび県内の中間支援組織のスタッフの方々を対象にオプション

講座を開催させていただいたのですが、受講後もみなさんが自主的に勉強会を開催

され、プレゼンテーションの練習を行うなど意欲的に学ばれていた姿が、とても印

象的でした。こうした熱意あるスタッフが大勢いらっしゃる岡山県の活動は、今後

も持続的に発展していくことは間違いないと感じました。 

岡山県 県民生活部 県民生活交通課 坂井みゆき氏 

NPO 等が「新しい公共」の担い手として大いに活躍していくためには、NPO 等が 

IT を活用した情報発信を積極的に行い、より多くの支援者を得ることが重要である

と考えています。今回、日本マイクロソフトから「NPO 基盤強化プログラム」をご

提供いただき、ICT スキルだけではなく、NPO 等の活動に対して、より多くの人の

共感と支援者を得るためのコツ等についてもご教示いただき、受講者からも大いに

役に立ったと好評でした。今後とも、ご提供いただいたプログラムを活用させてい

ただき、NPO 等の「新しい公共」の担い手が、積極的・自立的に活動できる環境づ

くりに努めていきたいと考えています。 
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岡山県 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 

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 

協力団体のコメント 

NPO 法人 岡山 NPO センター 主任調査員 北内はるか氏 

岡山県における本協働事業では、活動資金の調達を志す「ファンドレイザー養成講

座」の受講生と「NPO インターンシッププログラム」への参加大学生、並びにこれ

らの事業を実施する中間支援 NPO のスタッフを対象とし、プレゼンテーションの基

礎と実践についてご指導をいただきました。「伝えたいのに伝え方がわからない」

悩みは共通しており、思いや熱意が先行してしまいがちなこれまでのプレゼンテー

ションを見つめなおす機会となりました。NPO の発信力を高めることで、社会から

の理解がより深まり、支援や活動が活発化されていくよう努めていきたいと思いま

す。 

 

本プログラムを実施する前から、岡山NPOセンターが県内 NPO のボトムアップに

積極的に取り組んでおり、「「新しい公共」支援事業」と関連させて目標や全体像

が明確にできあがっていました。こうした地元の取り組みに参画することで、ニー

ズに合った効果的なプログラムづくりができたと思います。今回のプログラムを通

じて、岡山 NPO センターは、講座を運営するだけでなく、自ら ICT スキルを学び、

プレゼンテーション力の強化やソーシャルネットワークの活用に積極的に取り組ま

れていました。蓄積された知識やノウハウが今後の活動で生かされ、県内 NPO の基

盤強化につながることと思います。 



岡山県高齢者向け ICT 活用推進プログラム  

プログラムを通して、シニアの方々が、ICT を学び新しい可

能性を手に入れるだけではなく、「ICT を学び、ICT を活用す

る」ための仕組みづくりを目指した。 

岡山市古都地区、玉野市、勝田郡奈義町を対象に「パソコン

マスター講座」「シニアリーダー育成講座」を開催した。 

「パソコンマスター講座」では、写真編集やムービー作成の

ほか、Windows 7 の新機能について紹介。新機能を搭載した 

PC を貸与し、参加者にその利便性を体験してもらった。 

「シニアリーダー育成講座」では、マイクロソフトが提供す

る教材をもとに、Windows Live 等のクラウド サービスやパソ

コン活用技術のほか、“教えるためのスキル”を学習した。 

一連の活動の中で、「シニアリーダー育成講座」を受講した

団体が主体となり、他地域のシニアの方達向けにパソコン講座

が企画された。 

 

活動概要 

パソコンに慣れてもらうための「パソコン マスター講

座」、パソコン講座の講師を務める人材を育成する「シ

ニア リーダー育成講座」を実施。地域のレベルやニーズ

に合わせた学びの場を提供することで、県内の ICT リテ

ラシー向上を図った。 

岡山市古都地区では、これまでも自主的に講習会を開

催していたが、マイクロソフトのテキストを活用するこ

とで内容の充実、効率化につながった。 

「パソコン マスター講座」では、講師に加え、複数の

アシスタントが受講者の指導にあたった。教える難しさ

を体験するとともに、そのノウハウを学ぶ機会となった。 

従来、 ICT 関連の講習会は、自治体ごとに実施されて

いたが、今回の取り組みを機に県と市が連携。「シニア

リーダー育成講座」を受講したパソコン クラブと新たに

パソコンを学ぼうとうする団体とのマッチングを実施。

地域主体のパソコン講座の実現に至った。 

 

協力体制と生まれた成果 
シニアが ICT の活用方法や講師としてのスキルを習得
したことで、今後、地域主体の講座が開催され、ICT を
活用した地域活動や趣味など、シニアライフの活性化が
期待できる。 
ICT の活用によりシニアのライフ スタイルに変化が起
こり、地域とシニア、シニアとシニアとのつながりが深
まる展開が期待できる。 
マイクロソフトが提供した、シニア向けのノウハウや
教材をベースにさまざまな講座の展開が可能になった。
今後もテキストや教材の提供を通して、地域の活動をサ
ポートする。 
独学の教え方しかできなかった講師が、体系化された
教え方を学んだことによって高レベルなパソコン講座の
実施が可能になり、地域における  ICT  リテラシーのボ
トムアップが期待できる。 
玉野市のパソコン講座には定員を超える応募があった。
予想外のニーズがあることがわかり、今後も同市が主体
となりパソコン講座を引き続き開催することを検討して
いる。 

 

プログラムの持続可能性 

概要と成果 

岡山県では、岡山市と倉敷市に約 118 万人が居住し、県の人口の約 60 ％が集中している。中北部のほとんどの市町村

では過疎化・高齢化が進み、県内 27 市町村中 20 市町村( 2011 年 4 月 1 日時点)が過疎地域に指定されており、こう

した地域にも都市部と同様の公共サービスを提供することが課題とされている。「新おかやま IT 戦略プログラム（進

化・発展版）」では、県内の中山間地域などを対象として、衛星を活用したブロードバンド・サービスをモデル的に構

築する事業や、医療機関がテレビ会議システムを利用して遠隔地から医療・介護相談を行うなど、地域間における情報

格差の解消に取り組んでいる。そうした活動の一環として「高齢者向け ICT 活用推進プログラム」では、シニアの ICT 

活用促進にソフト面から取り組み、誰もが ICT の恩恵を実感できる社会の実現を目指す。 
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岡山市古都地区での 
講座風景 

玉野市での講座風景 奈義町での講座風景 
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岡山県高齢者向け ICT 活用推進プログラム  

パソコンに触れるきっかけを提供する初心者向けの講座および ICT リーダー、講師として必要な

知識や技能を修得してもらうための講座を県内 3 地域で実施した。 

 

 

岡山県 … 企画、会場準備、講座運営等 

日本マイクロソフト … 講師派遣、パソコン貸与、教材提供等 

協力 … 岡山市、玉野市、奈義町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

具体的活動とスケジュール 

 パソコンマスター講座/シニアリーダー育成講座 

役割分担 

内容 

開催日 内容 参加者 

7/12 第 1 回講座「Windows Live写真編集とムービー作成」 19 人 

9/13 第 2 回講座「Windows ７の新機能」        19人 

11/26 第 3 回講座「Office 2010の新機能」 
※シニアリーダー育成講座として実施 

9 人 

開催日 内容 参加者 

7/30 初心者向けパソコン活用セミナー 70 人 

10/1 第 1 回講座「年賀状を作ろう」 21 人 

11/19 第 2 回講座「Windows Live写真編集とムービー作成」 21 人 

開催日 内容 参加者 

7/21・26・28 
8/2・4 

集中講座「図形機能でイラスト作成」 14 ～ 15 人 

＜主体：岡山県、奈義町、日本マイクロソフト＞ 

自主講座：11月8日、11月22日、12月13日に独自の勉強会を実施。 

                マイクロソフトのテキストを利用し年賀状作成などに取り組んだ。 

交流講座：3月21日、4月22日にICT リーダーとして他地域でパソコン講座を開催する予定。 

玉野市：コミュニティ協議会を通じて受講生を募集 

奈義町：老人クラブ連合会パソコン教室を対象に講座を開催 

岡山市：古都学区電子町内会を中心に講座を展開 

＜主体：岡山県、玉野市、日本マイクロソフト＞ 

＜主体：岡山県、岡山市、日本マイクロソフト＞ 



岡山県高齢者向け ICT 活用推進プログラム  
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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  
技術統括室 マネージャー アクティブシニアプログラム担当   大島友子氏 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

岡山県 県民生活部 情報政策課 主幹 山本秀樹氏 
 
「パソコンマスター講座」と「シニアリーダー育成講座」を開催して、ICT リー
ダーを育成する難しさと同時に、学ぶ側の意欲を実感しました。教わったことを発
表する場、活用する場があることで、参加者の意識が変わってくるのだということ
がわかりました。地域活性化協働プログラムの終了後も引き続き取り組みを続け、
さらに多くの ICT リーダーを育成したいと考えています。これまで岡山県は ICT 関
連のボランティアが必ずしも盛んとはいえませんでしたが、今回の取り組みを機に
新たな展開が生まれることに期待しています。 
 

今回、岡山市古都地区、玉野市、勝田郡奈義町で講座を開いたところ、どの地域で
も参加者が前向きに学ぶ姿が見られたことが印象的でした。実施にあたっては、自
治体や県の担当者の積極的な協力をいただき、弊社としてもスムーズにプログラム
を進めることができました。講座の開催にご協力いただいた県や自治体の皆さんの
ご尽力にとても感謝しています。 

総括 

参加者の声 

(アンケートから) 

● 岡山市古都地区 
 「講習の進行の仕方、思ったよりずっとゆっくり話をすることや、話とパソコン操作の時間配分、説明方法

（プロジェクターの活用方法）など、大変参考になりました。マイクロソフトのテキストは構成が見やす

く、ワンポイントレッスンが入っている点がさまざまなレベルの受講に適していると思いました。今後の

テキストづくりの参考にしたいと思います」 

   「Office 2010 の機能を学ぶことができ、面白い、楽しいと思える時間が過ごせました。分からない時はア

シスタントの方に質問できるので安心でした」 

 「短時間の講習ではなかなかマスターできないので、このような機会があればまた受講したいと思います」 

 「最新のパソコン機能を学ぶことができて、ためになりました。講座の回数を増やし、新機能を教えて欲し

いと思います」 

 

● 玉野市 
 「大変ありがとうございました。またこのような企画をぜひ行ってください。先生、スタッフの方本当に感

謝感激です」 

 「親切に教えてくださり次回があれば楽しみです」 

 「初めて使用したソフト！とても楽しく勉強させていただきました。ありがとうございました」 

 「レッスンの内容に加え、インターネットから無償ダウンロードできるソフトを教えていただいたのがよ

かったです。ありがとうございました」 

 「パソコンがより楽しくなりました」 

 「補助のアドバイザーの人が親切に説明してくださり大変良かった」 

 「とてもわかりやすくスムーズに時間が流れていきました。ありがとうございました」 

 



岡山県 障碍者向け支援プログラム  

岡山県では、公共施設などに障碍のある方に使っていただくパソコンを設置するなど、障碍のある方の ICT 利用等を促

進する施策に取り組んでいる。しかし、インフラ整備が進む一方で、障碍のある方に対してパソコンの使用方法を教授

できる人材が不足しており、障碍のある方の ICT 利活用が進んでいるとは言い難い状況だった。そこで、視覚と聴覚に

重複して障碍のある方（盲ろう者）および発達障碍のある方を対象とする支援プログラムを実施した。 

概要と成果 

盲ろう者向け 
パソコン講座 
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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 

マネージャー アクセシビリティ担当 大島友子氏 

 

岡山県 保健福祉部 障害福祉課 福祉推進班 主任 吉賀裕介氏 
 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

今回のプログラムを通じて、様々な障碍のある方の生活を豊かにする一助として、
ICTがお役にたてることをご紹介できたのではないかと思っています。また、視覚と
聴覚の両方に障碍のある方を対象にした講座は、弊社にとっても初めての試みでし
たが、同様の障碍を持つ講師にご協力いただいたおかげで、とても実りのある内容
になったと思います。今後の岡山県での取り組みが楽しみです。 

盲ろう者を対象にしたパソコン活用講座を開催。これまでもパ

ソコン講座は行われてきたが、見えない・聴こえないという障碍

に対応して、点字での入力や出力を行い、通訳者を通して、パソ

コンを教えたり学んだりすることは難しく、講座内容が初歩レベ

ルにとどまっていたものを、東京からスキルのある講師を招き、

最新の環境にあった講座を実施できた。 

地元の講師も東京の講師から最新の技術を学び、スキルを高め

ることができ、今後の持続性の見込める取り組みとなった。 

盲ろう者がパソコンを学ぶ取り組みが、メディアにも大きく紹

介され、一般の方の啓蒙につながった。 

岡山県主催の発達障碍に関する理解を促進するイベントにおい

て「発達障碍の“困り”を支援する IT の活用」をテーマにセミ

ナーを開催した。 

発達障碍をICTで支援するという事例の紹介は、岡山県でさか

んな発達障碍のある方への支援においても初めての試みで、今後

の活動に役立てていただける内容となった。 

 

活動概要と成果 

総括 

岡山県では、障碍のある方のデジタルデバイド解消及び発達障碍への理解の促進を
目指し、さまざまな施策に取り組んでいます。今回のパソコン講座では、最新技術
を使ったコミュニケーション方法を身に付けることにより、盲ろう者の自立と社会
参加の推進を図りました。また、発達障碍に関する理解を促進するためのセミナー
には、マイクロソフトから講師を派遣いただき IT の活用をテーマにお話いただきま
した。岡山県では、2006年度より同イベントを毎年開催していますが、IT につい
て取り上げるのは初めてで、参加者が熱心に聴講されていました。今回の取り組み
を機に、IT を活用した事業を今後も推進していきたいと思います。 
 

参加者の声 

「真っ暗で耳が聞こえにくいので、いろいろな世界を知りたいと思っています。パソコンの中にはいろいろな情

報があるので、その情報をみんなと同じように共有したいと思っています」（武南俊一氏：盲ろう者向けパソコ

ン講座） 

開催日 内容 参加者 

10/24・25 
3/29・30 

盲ろう者向け 
パソコン講座 

各3 名 

2/11 
発達障碍者支援 
セミナー 

279 名 



岡山県 教育分野人材育成プログラム  

オンライン上の「e 研修所おかやま」を通じて、マイ

クロソフトの e ラーニングシステム「ICT スキルアップ

オンライン」を提供。 

岡山県の教職員向け研修計画と連動した、e ラーニン

グシステムの活用による教職員のスキルアップを実施。

現場のニーズに応えられるよう、岡山県総合教育セン

ターと連携して e ラーニングシステムの内容を充実させ

た。 

文部科学省による教職員の ICT 活用指導力に関する調

査結果を考慮し、テーマ毎に e ラーニングシステムの紹

介を行い、利用拡大を図る。 

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」を通じて、世界中の教育関係者と情報交換や

交流ができる場を提供。お互いの教育・学習活動の経験

やアイデアを議論・共有することにより、教育の質の向

上を目指す。 

 

活動概要 

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ツールとして、ICT の導入が進んでいる。岡山県総合教
育センターでも「情報教育の推進」を柱の 1 つとして掲げ、教員の ICT 活用指導力の向上、学校の情報化、情報化推進
リーダーの育成等に取り組んでいる。岡山県と日本マイクロソフトは、「教育分野人材育成プログラム」をこうした取
り組みの一環として位置づけ、県内の教職員の ICT スキルを向上に向けた学習支援策を実施した。 

概要と成果 

「e 研修所おかやま」webサイト 
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県担当者のコメント 

岡山県 教育庁指導課 指導主事 二木信輔氏 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

これからの社会で活躍する人材に欠かせない「21 世紀型スキル」を教育に取り込む
ことは世界的な流れとなっています。この「21 世紀型スキル」に ICT の活用能力が
含まれていることから、これからの教育には ICT 活用が不可欠だと考えられていま
す。今回の協働プログラムを通じて、教職員の方々が ICT の有効な活用法を身に付
け、新しい教育の実践に役立てていただけることを期待しています。 

総括 

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  

ICT スキルアップオンラインには 9 コース用意されており、岡山県では特に情報モ
ラル指導力アップと情報セキュリティ基礎に注目しました。登録数の伸びは案内の方
法に課題が残る結果となりましたが、今後活用の継続があるならば、学校への紹介時
期を再検討する必要があると考えています。また、どのような場面で機器を適切に使
えば児童生徒にわかりやすく伝えることができるか、あるいは児童生徒がどのような
機器を使えば自分の意見をまとめて伝えることができるかなどを教員が実践的、体験
的に学ぶ仕組みができあがれば教員の ICT 活用指導力がより上がるとともに、児童
生徒の学習意欲が高まる授業が実現されると思います。 



岡山県県民生活部長 浅野嘉彦氏 
 

IT については、近年目覚ましい発展を遂げていますが、震災を機に、クラウドを使っ
て被災地の安否確認をするなど、ソーシャルメディアを活用した IT の新たな役割や
可能性が出てきたのではないかと思います。岡山県は、全国でもいち早く IT インフ
ラの整備に取り組み、福祉や県民生活に密着した分野での広がりを持たせたいと考え
ており、IT の利活用を通じて、県内のさらなる活性化を目指すため、日本マイクロソ
フトと覚書を交わしました。この １ 年間、「快適生活県岡山」の実現のために IT を
使った地域活性化に取り組むことができました。実施に当たり各プログラムに取り組
んでいただきました皆様に御礼申し上げます。 

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 
 

私たちは皆様との連携のもと、1 年間、弊社が提供しうる先進的な技術や、みなさん
のライフスタイルに欠かせない ICT の重要性や利便性をお伝えする講座やセミナーを
行ってきました。多くの成果がこのプログラムから生まれてきておりますが、また今
日の日をスタートとしていただき、今後も皆様の手で、そして、IT で、さらなる岡山
県の活性化にご尽力いただくことを願っております。１年間、非常に推進力高く、志
を持ってプログラムを実施くださった岡山県職員の皆様、また、この活動にご賛同い
ただき、ご協力くださった IT リーダーの皆様に厚く御礼申し上げます。 
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1 年間にわたる地域活性化協働プログラムの締めくくりとして、2012 年 3 月 15 

日、山県国際交流センターで成果報告会を開催した。同報告会には、 シニアの 

ICT リーダーをはじめ、NPO、地元 IT 企業関係者などが参加。その冒頭で、プロ
グラム運営に関わった方々に対し、岡山県県民生活部長の浅野嘉彦氏と日本マイ
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謝辞
を述べた。引き続いて、同社 業務執行役員 最高技術責任者 兼 マイクロソフト 

ディベロップメント 業務執行役員 最高技術責任者 加治佐俊一氏が登壇し、「IT 

で拓く未来の可能性」と題した記念講演を行った。 

●開会・あいさつ 

岡山県地域活性化協働プログラム 成果報告会  

表彰を受けたシニア ICT リーダーの皆
さん 

 

展示スペースでは、来場者に開発した
最新システムを紹介 

プログラムの成果については、岡山県と日本マイクロソフトの担当者からの報告に加え、全 5 分野のプログラム参
加者が登壇し、それぞれの活動を紹介した。さらに、「IT ベンチャー支援プログラム」の中で開発されたシステム
をはじめ、1 年間のプログラムの成果を展示するスペースを会場内に設置、来場者の注目を集めた。日本マイクロ
ソフトからは、インタラクティブ・エンターテイメント・ビジネスの千葉慎二氏により、Kinect for Windowsの展示
とデモを展開。来場者に次世代のコンピューティングの形と開発の可能性を体感する機会となった。 

 
このほか、報告会では、高齢者向け ICT 講座を開催した地域において献身的な協力をいただいた「岡山市連合町内
会古都学区電子町内会」「玉野市・玉野市コミュニティ協議会」「奈義町老人クラブ連合会」の 3 団体と、所定の
プログラムを受講した ICT リーダー 6 名に対し、県と日本マイクロソフトから感謝状と修了証を贈った。 

 
 
 
 

記念講演（「ITで拓く未来の可能性」） 
の様子 



日本マイクロソフト株式会社  
社長室 企業市民活動推進部  松原朋子氏 
 

地域活性化協働プログラムでは、岡山県も含めて今までに10 の自治体と連携させて
いただきました。岡山県については、その中でも情報ハイウェイの整備などにもいち
早く取り組まれ、情報化においては先進的な地域だという印象がありました。その印
象通り、プログラムで出会った方々は、それぞれの地域でさまざまな取り組みをすで
に多く実施されていました。岡山県の皆様には、そうした皆様が既にお持ちのものに
弊社からご提供する新しいコンテンツや学びの機会をうまく取り入れていただき、活
動や取り組みをさらに一段高いレベルに持っていくきっかけとしていただいた1 年だ
ったと考えています。今後とも、皆様が学ばれたりされたことをぜひ地域のほかの方
々にも伝えていっていただきたいと思います。私どもとしても、岡山県での先進的な
活動やこの1 年間で得られた実りを、広く他地域にも伝えていきます。1 年間ありが
とうございました。 
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●プログラム担当者からの報告 

岡山県 県民生活部 情報政策課長 小林徹氏 
 

2010 年夏、日本マイクロソフトと他県が実施していた地域活性化協働プログラムを
知りました。同社に参加を打診したところ、ご快諾いただき、今回のプログラムを実
施することになりました。その結果、IT ベンチャー支援プログラムにおいては、技術
支援にとどまらず、アメリカ・シアトルにあるマイクロソフト本社への研修ツアーに
招待いただいたり、各企業とネットワークをつくれたことがよい刺激になりました。
また、NPO・高齢者・障碍のある方向けの支援においては、スキルアップとリーダー
育成をテーマに講座を開催し、全体で 22 回、参加者 720 人という非常に熱心な取り
組みとなりました。今回の協働を通じて、新しい IT 政策の方向性が見えてきたよう
に思います。今後、岡山県では、クラウド・データセンター設立なども含め、先進性
を目指していきますが、IT が身近なもの・誰にとっても使いやすいものになるよう、
インフラを整えるだけではなく、各層で使っていただくことが大事であると考えてい
ます。 

●参加者からの報告 

株式会社アイ・コン 石原由美子氏 (IT ベンチャー支援) 
 

IT ベンチャー支援プログラムに参加したことで、さまざまな刺激を与えていただき、
岡山県の担当者の方にも応援の言葉を多くかけてもらいました。東日本大震災以降、
景気低迷の影響を受け、受託開発では大幅に減収しましたが、IT ベンチャー支援プロ
グラムに参加したことで信用の裏書をつけていただき、「風神レポート」という製品
の成功につながりました。現在、Azure 上でクラウド型帳票サービス「帳票 Online」
の提供を行っていますが、まだまだこれからです。これからは SaaS の部分の充実が
重要だと考えており、将来を見据えてがんばっていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

コンテンツ株式会社 石間衛氏 (IT ベンチャー支援) 
 

弊社では、歴史資料のデジタル化を行ってきましたが、今後はサイネージ コンテン
ツの制作、スマートフォンやタブレット端末への対応、クラウド上でのデータ変換な
どへの展開を図りたいと考えています。IT ベンチャー支援プログラムの参加を通じ、
さまざまな方と出会うことができました。新しい技術を取り入れた方向性で事業を進
めていくうえで、今回生まれた新しいつながりやネットワークを活用していきたいと
思います。 

岡山県地域活性化協働プログラム 成果報告会  
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岡山盲ろう者友の会 浅井義弘氏 

岡山盲ろう者友の会 パソコン講師 川上鋭永氏 (障碍者向け支援) 
 

岡山盲ろう者友の会の活動や情報収集にはパソコンが欠かせません。障碍者向け支援
プログラムに参加して、パソコンの設定もソフトのインストールもできない私たちで
も、新しいことを学ぶことができました。東京から来てくださった講師の方のおかげ
で、大変勉強になりました。受講させていただきありがとうございました。願わくば、
日本がスパコン世界一になり、また高齢の盲ろう者でも簡単に扱えるソフトウェアが
開発されることを楽しみにしています。 

 

岡山県教育庁指導課 指導主事 二木信輔氏(教育分野人材育成) 
 

教育分野人材育成プログラムを始めるに当たって、注目したのは e ラーニングシステ
ムです。学力向上と ICT 向上、さらにモラル指導力の底上げを目指し、活用を決めま
した。文部科学省が年度末に実施する調査の中に、教員の ICT 利活用に関する調査が
あります。当初、岡山県の順位は下から数えた方が早かったのですが、過去 5 年間、
さまざまな試みを行い、現在は 6 位にまでなりました。e ラーニングシステムの活用
により、次回の調査結果がさらに上がることを期待しています。今後も e ラーニング
システムを継続して使えるようであれば、さまざまな機会に活用していきたいと考え
ています。 

NPO 法人岡山 NPO センター 石原達也氏 (NPO 基盤強化支援) 
 

日本マイクロソフトから提供を受けたコンテンツを活用し、ファンドレイザー養成講
座に加え、NPO インターンシップや中間支援組織職員向けに研修を行いました。そ
の後も Facebook などを活用して、コミュニティを形成・維持しています。ファンド
レイザー養成講座の参加者を集め、「岡山ファンドレイズクラブ」をつくり、助言を
し合うなどして、培ったつながりを発展させております。今後は、様々な形でのノウ
ハウの伝達を行っていきたいと考えています。 

 
岡山市古都学区電子町内会 谷本佐代子氏 (高齢者向けICT活用推進) 
 

これまで 6 年間、手作りで定期講習を続けてきましたが、今回の連携で完成度の高い
テキストを提供していただくことで、テキスト作りなどの課題が見えてきました。ま
た、講座後、受講生が教える側になったり、アシスタントとして参加してくれる方も
増えました。今後は他地域の電子町内会への展開を予定しています。今回のプログラ
ムを通じて、自治体の方にも、多くの意見に耳を傾けていただき、連帯感が生まれた
ように感じています。これからも地域でネットワークが構築していけるよう活動して
いきたいと思います。  

株式会社ハートバード 井上きよみ氏 (IT ベンチャー支援) 
 

現在、設立 2 年目の弊社にとって、IT ベンチャー支援プログラムに採択していただい
たことが、飛び立つステップになりました。Web 上で生きた介護情報を提供するた
め、NPO や大学、地域の方々と連携して、システムを開発していきたいと考えてい
ます。 IT ベンチャー支援プログラムと同時に、高齢者向けプログラムにも講師とし
て参加させていただき、その結果、高齢者の方とも連携が深まり、県内にネットワー
クができたことが大きな財産となりました。 

株式会社情報スペース 下花剛一氏 (IT ベンチャー支援) 
 

今回、岡山県、日本マイクロソフトに支援をいただき、「世界で活躍できるグローバ
ル企業になりたい」「マイクロソフトに追いつき、追い越していきたい」という意識
が生まれました。Windows Phone Developer Day に参加し、最先端のシステムについ
て開発手法から教えていただき、開発者同士の情報交換もできました。今後は、
Windows 8 の OS や Windows Phone に向けたアプリの開発、またクラウド Web シ
ステムへの対応にも取り組んでいきたいと思います。 
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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 4 月 28 日発表) 
岡山県と日本マイクロソフト株式会社が ICT を利用し、地域の課題を解決し、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」に関する協定書を締結 
 
 
1. 趣旨  
岡山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、県内の個人や団体、組織等が、
ＩＣＴすなわち情報通信技術を利用し、それぞれの可能性を最大限に引き出すことで、地域の課題を解決し、豊かな暮らしやす
い地域づくりを実現するため、このたび「地域活性化協働プログラム」を実施することとなり、協定書の締結を行う運びとなり
ました。  
 
 
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) IT ベンチャー支援プログラム 
地域産業の活性化を目指し、岡山県内のITベンチャー企業及び中小IT企業を対象に、製品開発を行う際の技術支援、マーケ
ティング支援等を実施する。 
 
(2)  NPO 基盤強化プログラム 
よりよい地域コミュニティづくりを目指し、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、岡山県内のNPO
及び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
育成講座を協働で実施する。 
 
(3) 高齢者向け 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めざし、高齢者が地域づくりの担い手として、さらに活躍できるよう、岡山県内の高齢者を
対象に、ICT活用の利便性を周知するイベント、ICTスキルを習得できる講座などを協働で実施するとともに、主に高齢者向け
にICTの普及に取り組む県内の団体などを対象に、講師として必要なスキルを向上させる講座などを協働で実施する。 
 
(4) 障碍者向け支援プログラム 
障碍のある人がICTスキルの習得を通じて、社会参加を果たすなど、楽しく豊かな生活を実現できるよう、岡山県内各地域で障
碍のある人へのICTサポートを行っている団体及び個人に対して、勉強会及び相談会を協働で実施する。 
 
(5) 教育分野人材育成プログラム 
教育分野における教育の向上を図るため、岡山県内の教職員を対象としたICTスキル向上のための集合研修及びe ラーニング形
式の研修システムなどを用いた学習活動、並びに生徒を対象とした学習支援などを協働して実施する。  
 
 
3.期間 
平成 23 年 2 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日までの 1 年間  
 
 
4.主な役割分担 

 
 
 
 

マイクロソフトの役割 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 

岡山県 県民生活部 情報政策課    http://www.pref.okayama.jp/soshiki/20/ 
日本マイクロソフト 社長室 企業市民活動推進部 mjctz@microsoft.com 

岡山県ホームページ 

http://www.pref.okayama.jp/ 

http://www.microsoft.com/japan/citizenship/
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/20/
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/20/
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/20/
mailto:mjctz@microsoft.com


岡山県 

〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下２-４-６ 

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 


