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地方 四国地方 
面積 7,105 ｋｍ² 
知事 尾崎正直  
県庁所在地 〒780-8570 
     高知県高知市丸ノ内 1 丁目 2-20 
総人口 796,292 人 (平成 17 年国勢調査) 
                  年齢別人口    0 〜 14 歳 102,421 人 
                         15 〜 64 歳 487,367 人 
                          65 歳以上 206,375 人 
NPO 数 (法人認証)                  227 団体 (2008 年) 
情報サービス事業者数                      19 (2004 年) 
出生率                          1.31 (2007 年) 
  

プロジェクト期間： 
 

平成 21 年 2 月 1 日 
 

平成 22 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キャパシティビルディング 

プログラム 

• ICTスキルアップオンライン 

• 経済的に困難な状況にある 

女性のための支援 

資料： 
高知県 平成 17 年度住民基本調年齢別人口 (3 区分) 
高知県 市町村別 NPO 法人数 
総務省 平成 16 年度事業所・企業統計調査＜高知県＞ 
高知県 ホームページ 

～ 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E5%B7%9E
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注力分野 

マイクロソフトの企業市民活動とは 

世界中のすべての人々とビジネスの持つ可能性を、 

最大限に引き出すための支援をすること。 

この企業ミッションに基づき、マイクロソフトは、世界各国で各地域の状況に合わせたさまざまな企業市民活動を推

進している。日本では、IT 社会において人々やビジネスが直面する多様な社会的課題の解決に焦点を当てた取り組み

を、政府機関や地方自治体、教育機関、NPO、業界団体や他の IT 業界リーダーなど、数多くのさまざまなパート

ナーと協働、連携して実施してきた。そして、テクノロジーによるイノベーションを創出し、人々やビジネスの新た

な可能性を拓き、ひいては日本社会全体が IT による恩恵を享受できるよう支援を続けている。 

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。過

去 5 年間に 30 以上の自治体と、人材育成支援、地域経済活性化支援、社会参画へのチャレンジ支援活動などの分野

で協働してきた。2009 年からは、新たに「地域活性化協働プログラム」を立ち上げ、4 つの自治体とプログラムを

推進。提供しているプログラムは、以下のとおり。これらのプログラムを、地域の課題に応じて組み合わせ、実施し

ている。 

 

マイクロソフトのミッション 

UP - デジタル インクルージョンの推進について 

Microsoft Unlimited Potential (UP) は、マイクロソフトがグローバル コーポレート シチズンシップの一環で取り組

む、デジタル格差解消 (デジタル インクルージョン) に向けた地球規模のキャンペーンである。IT を活用し、世界中

の 50 億の人々に社会的、経済的機会を提供することを目指し、主に開発途上国向けに実施。日本では、日本社会特

有の課題に対し、誰もが IT の恩恵を享受できる社会の実現をサポートしている。 

地域活性化協働プログラムについて 

● 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、IT ベンチャー企業、中小 

IT 企業を対象にした支援を協働実施 
 

● NPO 基盤強化プログラム 
NPO や市民活動団体などを対象に、IT を活用した情報
発信力や基盤強化のため、IT リーダー育成を協働実施 
 

● 高齢者向け ICT 活用促進プログラム 
ICT を利活用することで、シニアが元気に地域で活躍で
きるように、初心者向けのセミナーやリーダー育成を協
働実施 
 

● 障碍者向け ICT 利活用促進プログラム 
障碍のある方の生活をより充実させたり、社会参画を促

すため、障碍のある方や IT サポーターの ICT スキル向

上活動を共同実施 
 

● セキュリティ啓発プログラム 
高齢者、教職員、NPO など地域住民を対象にした情報
セキュリティ対策の啓発活動を協働実施 
 

● 教育分野人材育成プログラム 
教職員の ICT スキル向上を目的とした e-learning 形式
のトレーニング提供と活用を協働実施 
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● 教育 
小中高等学校、高等専門学校、大学機関を対象に、教

育への効果的な IT 導入を支援し、次世代を担う若い

才能の可能性を支援するための活動を展開する。 

● 地域活性化 
IT ベンチャー企業、IT 分野での就職を目指す学生を

中心に、地域の IT 産業を支援し、日本発のイノベー

ション創出をサポートする。 

● 社会参画 
障碍 (しょうがい) 者、シニア層、女性、NPO などを対

象に、IT の活用を通じて一人ひとりの多様な生き方と

新たな可能性の実現を支援する。 



女性の自立サポート 産業振興ビジョン 

地域活性の 
キーとしての NPO 活性 

IT ベンチャー支援プログラム 
教職員の ICT  
リテラシーの向上 

高知県 

高知県 知事 
尾崎正直氏 

今回は四国で初めて地域活性化協働プログラムについてマイクロソフト

と覚書を締結する運びとなった。これからの1年間、教員のICTスキルの

向上、県内ITベンチャー企業の支援、NPOの経営力強化の支援をいただ

き、協働実施していくこととなる。ITベンチャー支援では、高知県から

2社のIT企業が採択されることとなり、たいへん喜ばしいことだ。 

高知県は山間地域を多く抱えており、地理的にも首都圏から遠い環境に

ある。地産地消を打ち出しており、こうした地域の産品を県外に発信し

ていくうえでもICTの活用は不可欠だ。今回の協定をきっかけに、ICTを

活用した豊かな暮らしを目指していきたい。 

地域活性化協働プログラム 

• 教職員の教育プログラム • 存在感高まる NPO 

• 第一次産業の活性化 
• 情報関連産業の活性化 
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高知県とマイクロソフト 協働の背景 

●高知県ではかねてより、県内における教職員の ICT 

リテラシー向上を目標のひとつとして掲げてきた。そこ

で 2007 年から、マイクロソフトおよび ICT 教育推進

プログラム協議会、デジタル・ナレッジが提供する教職

員向けの ICT スキル向上支援プログラム「ICT スキル

アップオンライン」を導入し、高知県教育センターを主

体に、県内の教職員に対してプログラムの利用を呼びか

けた。県土が東西に長い高知県では、集合研修を実施す

るには弊害が大きく、同プログラムによって状況改善に

もつながると期待された。 

 

●「ICT スキルアップオンライン」は導入後一定の成果

を上げ、高知県における教職員の ICT リテラシーも向

上しつつあった。このプログラムは、2008 年度も継続

利用された。2009 年度になると、マイクロソフトが

「地域活性化協働プログラム」をスタート。高知県とマ

イクロソフトは、これまで培ってきた協働体制をさらに

拡充すべく、「地域活性化協働プログラム」で連携して

いくことで覚書を締結。高知県は、同プログラムを四国

ではじめて採用した県となり、プログラムとしては

「ICT スキルアップオンライン」の継続のみならず、新

たに「IT ベンチャー支援プログラム」「NPO キャパシ

ティ ビルディングプログラム」「経済的に困難な女性

のためのパソコン講座」の 3 つを採用した。 

 

●高知県は、2008 年に「産業振興ビジョン ーモノづく

りや地域資源を活かした元気な高知づくりー」を策定し、

実施してきた。これは、高知県内の産業活性施策をまと

めたもの。中でもメインと位置づけられているのは、一

次産業の活性化。さらに、特産品情報の発信や、業者と

ユーザーとをダイレクトにつなげることのできる情報関

連産業の活性化も重要視され、「IT ベンチャー支援プ

ログラム」の採用にいたった。 

 

●高知県は、10 年前に高知県社会貢献活動推進支援条

例を制定し、計画を実施してきた。目的は、社会貢献活

動の活性化と、NPO と行政の協働を推進すること。こ

の 10 年の間に、高知県内の NPO 数は 14 から 227 と、

約 20 倍に増加している。そして 2009 年度には、第二

次高知県社会貢献活動支援推進計画を策定し、5 年後を

目標に、さらなる協働を目指して取り組みを続けること

になった。この一貫として、「NPO キャパシティビル

ディングプログラム」「経済的に困難な女性のためのパ

ソコン講座」の採用が決定した。 

 

●高知県とマイクロソフトが協働するにあたり、高知県

側は、個々のプログラムごとに窓口が用意され、それぞ

れが独自にプログラムを推進した。現場の意識や関わる

人々の意見や判断が、プログラム進行にあたってダイレ

クトに反映されるため、どのプログラムも高いモチベー

ションと強力な実行力のもとで進められることとなった。 

ICT スキルアップ オンライン 

NPO キャパシティ  
ビルディングプログラム 

経済的に困難な 
女性のためのパソコン講座 



全体統括 

(注1) ICT 教育推進プログラム協議会 (会長 : 清水 康敬、本部：東京都港区) は、日本の小・中・高等学校におけるICTへのアクセ

ス機会の拡大を通じ、教員、児童、生徒の情報技術の向上を図り、情報化社会に貢献する人材育成に寄与することを目的に活動し

ています。2009 年 2 月現在、42 の団体、企業、個人が参加しており、マイクロソフトは本協議会の事務局を務めています。教

職員向けの集合型研修である「ICT スキルアッププログラム」と e-Learning 型研修である「ICT スキルアップオンライン」には、

これまでに 11 都府県が参加し、のべ 5 万人 (間接受講者含む) 以上の教職員の方々が受講しています。 

プログラムと担当部署 

高知県 商工労働部 

新産業推進課 

 

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

（LSE） 

高知県教育センター 
企画調整部 
 
マイクロソフト株式会社 
パブリックセクター 
プログラム&マーケティング本部 

高知県 文化生活部 
県民生活・男女共同参画課 
 
マイクロソフト株式会社 
社会貢献部 

高知県 文化生活部 

県民生活・男女共同参画課 

 

マイクロソフト株式会社 

社会貢献部 

高知県  商工労働部 

新産業推進課 

 
マイクロソフト株式会社 

企業市民活動推進本部 
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高知県との地域活性化協働プログラムの概要 

●IT ベンチャー支援プログラム 
高知県とマイクロソフトが、地域産業の活性化を目指し、

県内の IT ベンチャー企業、中小 IT 企業を対象に、協

働で支援し、一層の支援充実を推進するプログラム。県

内の IT 産業の底上げを目指したもの。マイクロソフト

からは、技術的なサポートのみならず、マーケティング

サポートやビジネスノウハウ等の提供も行われた。プロ

グラムの実施にあたって、支援対象企業を選別し、高知

県からは 2 企業が採択された。 

■株式会社シティネット  

代表取締役社長 渡邊基文氏 

対象事業内容 : Web ERP テンプレート型パッケージシ

ステム『Active Site For 製造業ERP』 

■日本イーメディカル株式会社 

代表取締役 高橋啓文氏 

対象事業内容 : 患者説明用の医療コンテンツ及び表示シ

ステム『eDOCTOR』 

 

●NPO キャパシティビルディングプログラム 
よりよい地域コミュニティづくりを目指し、高知県内の 

NPO 法人等を対象に、経営ノウハウや IT を身につけ、

業務の効率性や効果をより高めるための講座を協働で実

施した。Windows Live や Office Live を活用した、簡

単なホーム ページづくりや、プレス リリースの作成方

法などをレクチャーし、NPO の活動活性化を目指した。 

 

●ICT スキルアップオンライン 
高知県内の小・中・高等学校および特別支援学校の教職

員を対象に、マイクロソフトと IT 教育推進プログラム

協議会（注1） が共同開発した e-Learning 型の教職員

向け研修カリキュラムである「ICTスキルアップオンラ

イン」を利用し、実践的なオンライン研修を実施した。

この研修の直接の目的は、教職員のICTリテラシーと

ICTスキルを高めることであるが、授業や校務での効果

的なICT活用を促進し、児童・生徒の学力の向上までを

視野に入れている。高知県は、このプログラムを 2007 

年に採用して以来、継続して活用している。 

 

●経済的に困難な状況にある女性のための支援 
こうち男女共同参画センターが、全国の男女共同参画セ

ンターを支援する全国女性会館協議会を通じて、マイク

ロソフトのIT を活用した女性の就労支援プロジェクト

「経済的に困難な状況にある女性のためのパソコン講

座」を実施した。高知県とマイクロソフトは、女性の就

労支援における IT 利活用の重要性や高知県での成果に

ついて、双方で広報活動を行った。また、中古再生 PC 

の寄贈も行われた。 

IT ベンチャー 
支援プログラム 

NPO キャパシティ 
ビルディング プログラム 

ICT スキルアップ 
オンライン 

経済的に困難な状況にある 
女性のための支援 
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高知県との地域活性化協働プログラムのスケジュール 

IT ベンチャー支援プログラム 
NPO キャパシティ ビルディング  

プログラム 
経済的に困難な状況にある 

女性のための支援 

2008 年 
12 月 募集開始 

2009 年 

1 月 
1 月 21 日 
第 1 次審査 

2 月 
2 月 2 日 

採択企業決定 

3 月 

3 月 6 日 
キックオフ ミーティング 

(第 1 回コミュニティ in 東京調布) 
 

3 月 17 日 
認定書授与式 

4 月 
4 月 21 日 ～ 4 月 24 日 

第 6 回マイクロソフト IT ベンチャー支援
プログラム US ツアー 2009 

5 月 

6 月 
6 月 29 日 

第 1 回 NPO Day in こうち 
ICT リーダー養成講座 

7 月 
7月19日 

ReMIX  Tokyo 09 

8 月 
8 月 26 日 ～ 8 月 28 日 
Tech・Ed Japan 2009 

9 月 
9 月 4 日 

第 2 回 NPO Day in こうち 
ICT リーダー養成講座 

10 月 NPO Day こうちリーダーズ発足 

11 月 
11 月 5 日 

マイクロソフト デベロッパー フォーラム 
2009 

12 月 
12 月 1 日 

MIC summit & Innovation Day 

12 月 12 日 
こうち NPO フォーラム 2009 にて  

ICT リーダー デビュー 

2010 年 

1 月 
1 月 22 日 

NPO Day こうちリーダーズ主催 
ICT 講座 

講座開始 

2 月 

3 月 
3月 30 日 

NPO Day こうちリーダーズ勉強会 
講座終了 



高知県は、2008 年に「産業振興ビジョン - モノづくりや地域資源を活かした元気な高知づくり -」を策定し、実施して

きた。中でも、情報関連産業の活性化は主要項目のひとつ。しかし、高知県内の情報関連産業企業数は、全国的にみて

も数が少ない。高知県の主要産業である、第一次産業活性化のカギを握っているのが、新しい情報発信やコミュニケー

ションを IT を活用してサポート役となれる地元の情報関連産業である。こうした中で、「IT ベンチャー支援プログラ

ム」は、地元で活躍する情報関連産業の育成と飛躍を主眼がおかれた。プログラムがスタートして約 1 年、高い成果が

出始めている。 

概要と成果 

●IT ベンチャー支援プログラムは、1 年間の活動である。

地域で活動する IT ベンチャーの可能性を最大限に引き出す

ことを目的としている。 

●マイクロソフトは、全国の IT ベンチャー支援プログラム

を導入している地域を対象に、支援対象企業 10 社と、準支

援対象企業 30 社を選定。高知県からは、2 社が支援対象企

業となった。 

●支援企業が開発に取り組むプロダクトに対して、技術的な

情報を提供することをはじめ、ロゴマークの提供、米国本社

への研修プログラムの提供、マーケティングや経営ノウハウ

の提供まで、企業の力そのものの向上を高めるためのサポー

トを実施した。 

●特に、米国本社への研修プログラムでは、マイクロソフト

が現在開発している最新製品情報をはじめ、広大なキャンパ

スと、マイクロソフト社のフレキシブルな取り組みについて

紹介した。現地のスタッフとの交流も行った。 

●また、マイクロソフトの Web ページなどで、企業の取り

組みについて紹介したり、開発しているプロダクトの概要を

載せる等、告知等もサポートした。 

●支援対象企業は、マイクロソフトの技術的なサポート

によって、動作確認や、インターフェイスの開発がより

スムーズに実行できたと言う。特に、プロダクトの検証

作業やブラッシュアップに貢献した。 

●支援対象企業が、マイクロソフトのロゴマークを使用

し、支援企業であることをアピールすることにより、こ

れまで連携し得なかった大企業とのコラボレーションが

決まるというケースがあった。ベンチャー企業の、ビジ

ネスにおける信頼度を高めることができた。 

●また、ロゴマークの効果によって、優秀な I ターン者

の雇用が決定した。支援対象企業の規模は小さいため、

これまでリクルートには苦労してきたと言う。特に、地

方の企業にとってリクルートは生命線である。 

●地元の企業は、とかく大企業の下請けになりがち。し

かし、今回のプログラムによって、マイクロソフトの技

術も、決して自分たちにできないことをやっているわけ

ではないと感じることができ、大きな自信になったと言

う。ベンチャー企業の意識改革につなげることができた。 

●高知県では現在、新しい「産業振興ビジョン」を策定

中だが、今回の成果は、情報関連産業活性化を目指す高

知県にとって、大きな刺激になるプログラムとなった。 

●今回の支援によって、ベンチャー企業にはさらなる自信が

芽生えた。マイクロソフトと、技術面での情報共有を経験し

たことで、自分たちでも十分にやれるという意識が芽生え、

企業が活性化している。 

●支援対象企業は、高知県の IT 産業の現状に対する危機感

をもっていると同時に、高知県を何とかしたいという意識が

高い。第一次産業の活性化についても、情報関連技術という

自分たちのリソースをベースに、さまざまなアイデアをもっ

ている。彼らが持っている良質なアイデアが、今回の取り組

みを通して、県にしっかりと蓄積されていく可能性を秘めて

いる。 

●これまでマイクロソフトが提供してきたプログラムは、高

知県や、ベンチャー企業にノウハウとして蓄積される。今後

に向けた独自のプログラム開発や、ビジネス展開などが期待

される。 

●I ターン者や U ターン者がもっているノウハウや経験値

は、地域の新しい可能性を開拓する上で、極めて重要。彼ら

は、高い IT リテラシーを保持しており、地域の情報産業活

性化のキーマンとなりうる存在だ。特に、都市部でさまざま

なノウハウを得た I ターン者の存在は貴重である。地元に、

元気な  IT ベンチャーが存在すれば、こうした人々の受け皿

としても機能する。 

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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高知県 IT ベンチャー支援プログラム活動 



具体的活動とスケジュール 

日付 場所 内容 

3 月 2 日 キックオフ ミーティング 

マイクロソフト CTO 加治佐がマイクロソフトの技

術動向を紹介し、さらにベンチャー支援の責任者よ

り、選定企業の皆さまにマイクロソフトとして期待

することなどを伝達 

3 月 7 日 認定証授与式 
県知事より認定証を、マイクロソフト株式会社役員

より目録を渡す。他県でも同様の授与式を実施 

4 月 21 日 
 

4 月 24 日 

マイクロソフト US 本社への
研修ツアー 

Microsoft Corporation レドモンド本社キャンパス

を訪問し、Executive Briefing Center (EBC) と呼

ばれる本社ビルで「Japan IT Venture Program」

セミナーを 2 日間にわたって実施。参加者とマイク

ロソフト本社の人間が交流する機会を提供 

 

7 月 19 日 ReMIX Tokyo 09 

マイクロソフトが提供するソフトウェアおよび Web 

サービスにおけるユーザー エクスペリエンス (UX) 

の向上を目指すイベント。通常有償のものを無償に

て提供 

8 月 26 日 
 

8 月 28 日 

Microsoft Tech∙Ed Japan 
2009 

マイクロソフトの “ソフトウェア + サービス” 構想

を支える主要プラットフォームである 各種製品をは

じめ、運用管理、IT インフラの構築、アプリケー

ション開発などのさまざまな技術情報やノウハウを 

3 日間に凝縮したEvent。通常有償のものを無償に

て提供 

11 月 5 日 Microsoft Developer Forum 
マイクロソフト本社 CEO スティーブ・バルマーよ

り、マイクロソフトの戦略を紹介 
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高知県 IT ベンチャー支援プログラム活動 

～ 

～ 



総括 

マイクロソフト担当者のコメント 

高知県の 2 社の選定企業が IT ベンチャー支援プログラムを通して大きく成長していく様
子を感じました。日本イーメディカル株式会社様はヘルスケア分野で表現力豊かなシステ
ムを高知から日本全国へ展開すべく積極的に東京での展示会などにも参加されています。
株式会社シティネット様は US 研修ツアー後にメーリングリストを作成して全国のプログ
ラム参加者の情報共有の場を提供するなどのリーダシップをとっていただき感謝しており
ます。このプログラムを通して得たネットワークを最大限に利用してさらなる活躍を期待
しております。 
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参加者の声 
 

イーメディカル 小松氏 

 
マイクロソフトの皆様におかれましては、この 1 年間、創業間もない当社に多くのご支援をいただきま
して誠にありがとうございました。また、高知県庁のご担当者様からもエントリー段階から多大なるご
協力を頂き大変感謝しております。シアトルの研修でご一緒させて頂いた採択企業様とは、これからさ
まざまな形でビジネスに発展する予感がしております。 
皆様のご支援により、当社の製品「医師が患者様への説明時に活用する “イードクター”」は、ヘルスケ
ア市場へ商品として投入できる段階となりました。今後は、ビジネスの成果としてご報告できるように
一層の取り組みを進めてまいります。 

高知県 IT ベンチャー支援プログラム活動 

 

株式会社シティネット 取締役 片岡幸人氏 

 
実は最初、今回のプログラムは単純にプロダクト開発支援だけかと思い誤解していた。その後、県庁の
方が直接説明にきてくれた。我々のビジネス支援が主眼ということを聞き、すぐに応募した。支援の内
容には大変満足している。特にロゴマークの使用は絶大な効果があった。大手情報サービス企業との提
携が決まり、優秀な人材のリクルーティングにも成功した。また、マイクロソフト本社への研修に行け
たことも大きな経験となった。高知県の小さな IT ベンチャーでも、自信をもってビジネスができること
を再認識できた。 

高知県商工労働部 

新産業推進課 チーフ 企画連携担当 鍵山匡彦氏 

本県産業の活性化のためには、情報関連産業は、そのために必要不可欠だと認識している。た

とえば、さまざまな物産情報を積極的に配信していくことは、一次産業活性化に大きく貢献で

きると考えている。こうした中での今回の取り組みは、私たちにとって大変貴重な経験となっ

た。地域にスタープレ―ヤーが生まれる期待もある。県内の他の企業のモチベーションを高め

る役割も果たしてくれるだろう。今回、培った経験は、これからの高知県の産業振興に積極的

に役立てていきたいと思っている。 

県担当者のコメント 

高知県商工労働部 

新産業推進課 主査 小味啓人氏 

もともと、マイクロソフトとの協働の話を聞いたときは、貴重なチャンスだと考えていた。そ

こで、プログラムスタート時には足を使って企業をまわり、理解を求めた。結果的に、2社の

支援対象企業が高知県から生まれ、成果が上がりつつあり大変満足している。プログラム採択

にあたっては、マイクロソフトの IT ベンチャー支援イベントにも参加した。その際にも大き

な可能性を感じていた。企業との意見交換も積極的に行えて、企業の生の声が聞けたことも、

我々にとっては重要な機会だったと考えている。 

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 長井 伸明氏 



概要と成果 
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地域課題解決の新しい担い手として期待が寄せられている NPO の多くは、全国的にその数は増加しているものの、まだ

まだ経済的に困難な状況にある。高知県では、10 年前に高知県社会貢献活動推進支援条例を制定し、こうした NPO に

対して直接的な支援の実施に乗り出してきた。結果、高知県内の NPO 数は、10 年間で約 20 倍に。そして、2009 年

には、第二次高知県社会貢献活動推進支援計画を策定し、さらなる NPO と県との協働を視野にいれていた。そこで、今

回の地域活性化協働プログラムのひとつに、「NPO キャパシティビルディング プログラム」を採用した。 

●地域課題解決の新しい担い手であるＮＰＯの経営基盤を強

化するために、マイクロソフトと高知県が協働で実施。NPO 

が経営ノウハウや IT を身につけることによる、活動の効率

化と新しい可能性の開拓の実現を目指した。 

●2009 年 6 月 29 日、「NPO Day in こうち」を開催。

「PR 文書のつくり方講座」「会議運営ノウハウ講座」を実

施。講師は、ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役 森

戸祐一氏。続いて 9 月 4 日には、第 2 回目のイベントを実

施。「イベント運営段取り講座」「アンケート活用講座」を

実施。NPO が、事業を展開する上で必要となる、さまざま

なノウハウを学んだ。 

●これら 2 つの講座は、「ICT リーダー育成講座」で、講座

の対象者は ICT リテラシーが比較的高い NPO 関係者。NPO 

に広く ICT のノウハウをもたらすことを視野にいれた。 

●さらに数回、高知県内において「ICT リーダー養成講座」

や「勉強会」を実施。マイクロとソフトと県が主催者となっ

たものもあるが、中には、養成講座を受講した人々が集まっ

て自らの力で ICT 講座を実施する段階まで推進した。 

●ICT リーダー養成講座の実施によって、高知県内の NPO 

に対して ICT ノウハウや運営ノウハウを提供でき、NPO 

からは好評を得ている。また、育成された ICT リーダーに

よって、NPO の活動が活性化されている。 

●特筆すべきは「NPO Day こうちリーダーズ」の誕生で

ある。これは、ICT リーダー養成講座を受講した面々が立

ち上げたチーム。NPO 法人 とさはちきんねっと、 社会福

祉法人高知県社会福祉協議会 高知県ボランティア・NPO 

センター、それに、高知県庁のメンバーが主体となってい

る。NPO、中間支援組織、自治体が、それぞれの垣根を越

えて協力関係を築いた好例である。 

●県とマイクロソフトの直接的支援を受けずに、NPO Day 

こうちリーダーズ主催の講座が、1 月 22 日に開催され、

20団体の NPO が参加した。ICT リーダーが自ら講座を主

催することには大きな意味がある。こうした ICT リーダー

が増えることで、地域内で自在に ICT の講座を開催するこ

とができる。地域における ICT リテラシーの向上が加速す

る。 

●高知県の第二次社会貢献活動支援推進計画と本プログラ

ムの目的が合致し、ICT を活用することによる NPO 活性

化が加速しはじめている。平成 22 年度にも、高知県内他

地域での開催が決定している。 

●NPO Day こうちリーダーズのような存在が高知県内に誕
生したことは、大きな可能性を秘めている。今後は、こうし
た団体を中心に、さらに同じような試みを行う団体も増えて
いくことが予想される。 
●NPO Day こうちリーダーズのメンバーは、ほぼ女性で構
成されている。女性は、地域にコミュニティを形成している
ことから、今後は、横の広がりも期待できる。日常的な活動
が必要となる NPO の担い手として、女性の存在は極めて重
要。NPO Day こうちリーダーズのような取り組みやチーム
が増加していくことで、地域の NPO 活動はますます活性化
されていくと考えれられる。 
●ICT リーダーが育成されていくことによって、地域に新し
い ICT リテラシーが投入されることになる。NPO 自体のボ
トムアップにつながるだけでなく、地域の人々が ICT を学べ
る環境が整うことになる。こうして、ICT リーダーが増加し
ていけば、地域が ICT でつながっていくことになる。 
● NPO の活動体力が整うことで、行政や企業がサポートし
きれない社会的問題の解決が進むことになる。また、NPO 
の自立が可能になれば、地域におけるシニアや女性などの新
しい雇用も生まれる。 

活動概要 

プログラムによる効果の持続可能性 協力体制と生まれた成果 

高知県 NPO キャパシティビルディング プログラム活動 



● NPO Day in こうち (ICT リーダー養成講座) 

具体的活動とスケジュール 

NPO が日常の運営面で抱えている課題を解決し、

業務を効率的に行うための IT 利活用を考えた。 
開催日 日数 参加者 

6 月 1 日 26 名 

9 月 1 日 27 名 
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高知県 NPO キャパシティビルディング プログラム活動 

役割分担 

マイクロソフト … 講師派遣、教材提供 

高知県 … 企画、会場準備、講座運営など 

受講団体 

6 月 : 情報系NPO 10 名、中間支援組織 10 名、ボランティア NPO センター 6 名  

9 月 : 情報系NPO 12 名、中間支援組織 9 名 、ボランティア NPO センター 6 名  

内容 

6 月：イベントチラシやプレスリリースなど、いますぐ実践できる PR 文書の作成をレクチャー 

9 月：イベント運営の事務処理やチェック シートのつくり方、アンケート活用法についてレクチャー 

● ICT活用講座（こうち NPO フォーラム 2009内） 

NPO の社会的役割や可能性、活動課題の解決などについて考える

フォーラム。このフォーラムのなかで NPO Day こうちリーダーズと

して講座を展開。 

役割分担 

マイクロソフト … フォーラム内で行われた ICT 活用に関する講座での教材提供 

高知県 … 企画、運営、会場準備 

実施団体 

高知県、高知県内の中間支援団体、高知県内の NPO 

内容 

フォーラムの中で、ＮＰＯ Ｄａｙこうちリーダーズの2名が、イベントチラシやプレスリリースなど、

今すぐできるPR文書の作成方法についてミニ講座を開催し、講師としてデビューした。 

開催日 日数 

12 月 1 日 

● NPO Day こうちリーダーズ主催「ホームページ講座」 

「ICT リーダー育成講座」の受講生たちが結成

したチームによる ICT 講座 

役割分担 

マイクロソフト … 講師派遣、教材提供 

高知県、NPO Day こうちリーダーズ … 企画、会場準備、講座運営 

受講団体 

高知県内の NPO 20 団体 

内容 

Microsoft Windows Live / Office Live Small Business を活用したブログ/ホームページ作成による

情報発信力、共有力の強化 

開催日 日数 参加者 

1 月 
(2010 年) 

1 日 約 30 名 



高知県文化生活部 

県民生活・男女共同参画課 チーフ (NPO 担当) 吉村和世氏 

高知県では 10 年前から、NPO との関係構築に努めてきた。しかし、NPO の多くは ICT の利活用がすすんで

おらず、情報を公開していないところも少なくない。県庁としては、さまざまな事業において NPO と協働でき

れば、県は事業が円滑に進行できるようになる。どちらにとっても Win-Win だ。さらに、 2010 年度からは、

あらたな社会貢献活動支援推進計画をスタートする。目的は、NPO、県、市町村とが、対等に、それぞれの特

長を活かして、地域活性を実現するというもの。マイクロソフトの今回のプログラム採用は、こうした目標実現

のために、大きく役立ってくれた。ICT リーダーの存在は、今後の活動に欠かせない。今後も、今回のプログ

ラムの継続利用を考えている。 

県担当者のコメント 

総括 
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社会福祉法人高知県社会福祉協議会 高知県ボランティア・NPO センター 武田真木子氏 

 

高知県は東西に長い県。東部、中部、西部、それぞれに特長あるNPO活動がある。私たちは、NPO の中間支援組織として活動

しており、各地域にある中間支援団体が、ますます NPO 支援の活動拠点になっていくことが重要だと考えている。その中でも、

ICT リーダーの存在は重要だと感じている。各地に ICT リーダーがいることで、講座が開催できたり、新しいリーダー育成も実

施できる。高知県全域をネットワークでカバーすることもできる。マイクロソフトの取り組みには、高い価値がある。自分も 

ICT リーダー育成講座を受け、その可能性を感じている。今後が楽しみだ。 

NPO 法人 とさはちきんねっと 事務局長 坂本真由美氏 

 

「NPO Day こうちリーダーズ」は、まさに垣根を超えたチーム。それぞれの立場で見た高知県の課題や、NPO の現状の解決を

目指している。ICT リーダー育成講座がつないでくれた縁だ。そういう意味でも、講座への参加は大きな価値があった。また、

今回、はじめて私たちが NPO への ICT 講座を実施したことも、大きな自信につながった。もちろん、うまくいかないことも

あったが、まずは "やってみる" という気持ちも芽生えた。プログラムは、マイクロソフトが提供してくれる教材をベースにす

れば、誰もが理解できる内容ができる。今後は、高知県全土に出かけ、こうした講座を開催していきたい。 

高知県 NPO キャパシティビルディング プログラム活動 

マイクロソフト株式会社 社会貢献部 社会貢献コーディネーター 西堀華子氏 

今回誕生した「NPO Day こうちリーダーズ」は、私たちとしても理想的なチーム。県庁、中間支援

団体、NPO と、既存の仕組みがうまく連携した好例と考えている。しかも、メンバーすべてが ICT 

リーダー育成講座出身者であることに、大きな成果を感じている。今後は、彼らが中心となって、高

知県における NPO の ICT リテラシー向上が推進されていくことに。マイクロソフトも、協力を惜し

まないつもりだ。 

マイクロソフト担当者のコメント 

NPO 法人 とさはちきんねっと 長尾ゆかり氏 

 

ICT リーダー育成講座を受けたことによって、我流だった教え方をしっかりと整理することができた。次は、自分たちが新しい 

ICT リーダーを育成する立場として、これはとても大切なことだ。教え方もスムーズになり、ICT に対する理解も深まった。

NPO 内で、ICT を教えたり、ICT 講座を主催する時にも、ICT リーダーとしての経験は欠かせないものになるだろう。今後は、

NPO 法人としての活動に加えて、「NPO Day こうちリーダーズ」の一員としても活動していくことになる。メンバーとは良好

な関係が築けており、密度の濃い情報交換もできる。こうしたチームは、これからどんどん重要になると考えている。 

参加者の声 

高知県文化生活部 

県民生活・男女共同参画課 主査 西岡亜希子氏 

NPO を運営されている方たちは、年齢も性別もバラバラであることが多い。また、地域によって、抱えている

問題が異なるなど、NPO の活動目的も非常に多彩だ。したがって、NPO が情報を積極的に発信して、活動に対

する理解を求めていくことは非常に重要である。各 NPO 法人の ICT リテラシーを高めることは、団体としての

コミュニケーションの能力を高めることでもある。今回のマイクロソフトのプログラムは、まさに、こうした状

況に応えてくれるものになった。ICT リーダーの存在が地域に根付くことは、県としても頼もしい。地域活性化

において、これからますます重要な存在になると考えている。 



概要と成果 

13 

高知県は、全国の教員を対象に行われた、文科省の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」で「教員のICT

活用指導力」が下位に低迷してきた。そこで 2007 年から、マイクロソフトおよび ICT 教育推進プログラム協議会、デ

ジタル・ナレッジが提供する、教職員向けの ICT スキル向上支援プログラム「ICT スキルアップオンライン」を導入。

導入にあたって主体となっているのが、高知県教育センター。2008 年、2009年と継続利用され、特に2009 年は小学

校の教員が受ける研修項目のひとつとして展開。県独自の既存のプログラムと併用することで高い成果を上げている。 

●高知県が ICT スキルアップオンラインを導入したのは 

2007 年。以後継続導入が続いており、2009 年からは、新

しくマイクロソフトがスタートさせた「地域活性化プロジェ

クト」の一貫として導入された。 

●2009 年、今回は、教育センターが教職員に課している研

修項目のひとつに組み込んで、プログラムの利用を促し、約

700名が受講を修了した。 

●ICT スキルアップオンラインは、「ICT スキル基礎 小学校

編」「情報モラル指導力アップ」など、7 つの項目からなる

プログラムである。高知県では、教員がこのうちから数種類

を選択し、学べるようにしている。 

●プログラムの内容は、ICT に対するリテラシー向上を目的

にしたものをはじめ、教員が普段の校務に活用できる ICT ス

キル、さらには、授業に活かせる ICT スキル等が盛り込まれ

ており、学んでからすぐに活かせる内容となっている。 

●マイクロソフトが、ICT スキルアップオンラインに関する

教材を高知県に提供し、活用をサポートしている。 

● ICT スキルアップオンライン内には、マイクロソフトが

提供する、教育に関するさまざまなデータがまとめてあり、

利用者がデータを閲覧することによって、プログラムの利

用だけではなく、ICT に対する意識改善につながった。 

●高知県は、県土が東西に長く、移動が困難。教育セン

ターに集まるだけでも、教員に高い負荷を強いることに。

オンラインの教材を活用することによって、研修が自宅で

もできるというメリットが生まれた。 

●2009 年は、研修項目に盛り込んだ結果、約 700 名もの

教員がプログラムを活用するようになった。利用者からの

反応もおおむね良好である。リピーターも多く存在し、こ

れからさらに利用が増える傾向にある。 

●教員の ICT リテラシーとスキルが向上し、文科省の調査

においても、全国順位が向上している。教員の ICT リテラ

シーの向上が、児童達にも好影響を与えることにつながる。 

●高知県教育センターと、マイクロソフトのスタッフとの

つながりが深まり、疑問点などの解決がスピーディであっ

た。 

●現在は、国を上げて ICT 教育の推進に取り組んでいる。児
童達も、生活の中で、自然と ICT に触れる機会も多い。教員
の ICT リテラシーやスキルの向上は、もはや学校教育におけ
る必須事項であるといっても過言ではない。今後、教員の 
ICT リテラシーをさらに高めていく上でも、オンライン研修
は移動の負荷もなく、効果的である。 
●高知県では 2010 年の継続利用も決定している。教員に対
して着実に ICT のスキルや知識が蓄積されていくことになる。
いわば、学校内に数名の ICT リーダーがいる状態と言える。
教員の ICT スキルが向上するということは、校務の生産性向
上にもつながる。さまざまな ICT テクノロジーを活用するこ
とによって、学校の現場がより生産性高く、効率化されるこ
とになる。 
●また、普段の授業において、ICT テクノロジーを活用して、
新しい教育プログラムを生み出すことも可能になる。カリ
キュラムをより効率よく、効果的にすすめるために、ICT テ
クノロジーは今後ますます重要になる。 

活動概要 

プログラムによる効果の持続可能性 協力体制と生まれた成果 

高知県 ICT スキルアップ オンライン活動 



高知県教育センター 

企画調整部 指導主事 増井新吾氏 

2007 年にスタートしたときは、自主的に行うプログラムとして教員に利用を呼びかけた。

2009 年はやり方を変え、教育センターで行われる研修項目の中に組み入れました。2009 年

の利用者は、約 700 名にアップ。教員の ICT  リテラシーも向上し、低迷していた全国調査

による順位も着実にステップアップしている。マイクロソフトからの教材やデータは、カス

タマイズもできたので、大変使いやすく便利だった。これからも、取り組みを発展させてい

きたいと考えている。 

県担当者のコメント 

総括 
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マイクロソフト株式会社 
パブリックセクター プログラム&マーケティング本部 

たとえば、高知県で何か困ったことが起こると、メールで連絡がくる。主なものは、データ確認や使い方について

などの連絡。こうしたコミュニケーションがとれるということが、良好な関係の証拠といっても良い。テクニカル

な問題は、マイクロソフトのサポートセンターが対応している。今回の取り組みによって、具体的に教員の方々の

リテラシーやスキルが向上していることが嬉しい。 

高知県 ICT スキルアップ オンライン活動 

マイクロソフト担当者のコメント 

高知県教育センター 

企画調整部 チーフ 情報教育担当 山崎昭彦氏 

高知県内にいる小中学校の教員数は約 7,000 名。その 1 割が今回のプログラムを活用してお

り、意識の向上が成果としてあらわれている。結果には満足している。特に、マイクロソフ

トが保有するデータを活用できたことが大きかった。研修において「情報モラル」を説明す

る際に役立っただけではなく、我々の ICT に対する意識改善という意味でも役立った。4 年

目に入ったこのプログラム利用者にはリピーターも多く、現時点でベストなプログラムだと

感じている。2010 年は、中学の教員に対するICT活用指導力向上研修で活用したい。 



概要と成果 
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平成 17 年度の総務省国勢調査によれば、女性の就業率は全国平均が 45.5% である。高知県は、46.1% であり、全国
平均をわずかに上回っている。一方で、男性の就業率全国平均は 67.3% であり、男性と女性の間には 20% 以上も開
きがある。もちろん、男性と女性とを単純比較することは難しいものの、この数字は、女性の経済的自立が男性と比較
して困難であることを示しているといえる。こうした状況を改善していくため、こうち男女参画センター・ソーレでは
女性が経済的に自立していくための取り組みとして、全国女性会館協議会を通じたマイクロソフトからの支援プログラ
ムである女性 UP を実施した。女性UPは運営資金の提供、ソフトウェアの寄贈、プログラムマネジメント、マイクロソ
フトの技術紹介やアドバイスを含むMSの社会貢献プログラムである。県とマイクロソフトは、この連携期間中に、女性
支援プログラムの広報支援などを行った。 

●2010 年 2 月の平日と土日の 2 コースで、「経済的に困難
な状況にある女性のためのパソコン講座」を開催した。 
●対象となったのは、母子家庭の母親、生活保護受給者、住
民税非課税世帯、母子生活支援センター入居者、女性シェル
ター入所者、その他これに準ずる経済的に困難な状況にある
女性であった。 
●2010 年 2 月 28 日には、就労応援フェアを実施。メ
ニューは「面接のためのメイクレッスン」「就職のための自
分発見講座」「キャリア相談」「悩み相談」「親子 de わく
わくクッキング」「映画上映会「ブタがいた教室 (クッキン
グと映画は親子で参加可)」など多様に提供し、その中から
自分にあったものに参加できるしくみとした。無料の託児
サービスが付いており、女性の学びをサポートした。 
●特に「キャリア相談」の希望者が多く、受講できなかった
人たちは、21  世紀職業財団の再就職応援事業につなげるこ
とができた。 
●受講者数は、IT スキル講習 2 コース合計で 44 名が受講。
就労フェアは 48 名が受講した。 

活動概要 

高知県 経済的に困難な状況にある女性のための支援 

こうち男女共同参画センター・ソーレ 岡林晶子氏 

今まで「女性一般」を対象とする企画が多かったが、地域の課題解決のためにはどういった視点と企画が必要か、

勉強になった。また、多くの機関と連携、協働したことで、事業の継続や展開の可能性を感じた。今後この事業を

継続していく上での、自信と足がかりになった。 

担当者のコメント 

活動スケジュール 
経済的に困難な状況にある女性のためのパソコン講座 

平日コース : 2010 年 2 月 17、18、19、22、23、24 

日の 10 時 ～ 15 時 (最終日は 12 時まで)  

合計 22 時間 

土日コース : 2010 年 2 月 13、14、20、21、27 日の 

10 時 ～ 16 時 (最終日は 12 時まで) 

合計 22 時間 

就労応援フェア : 2010 年 2 月 28 日 10 時 ～ 16 時 

参加者の声 「すごく丁寧でわかりやすかった」 

「初歩の自分にもわかりやすく、根気づよく指導していただいた」 

「今までさわったこともなかった PC を身近に感じることができた」 

「今まで自己流でやっていたが、今回で基礎を学ぶことができた」 

マイクロソフト株式会社 社会貢献部 社会貢献コーディネーター 内田陽子氏 

プロジェクト実施中に、UBS 証券が女性 UP プログラムに賛同し、中古再生PC を女性会

館・センターに寄贈してくれることになり、こうち男女共同参画センター・ソーレには、

2009 年 10 月に25 台が寄贈された。これらPCにマイクロソフト寄贈のOSとソフトウェ

アを入れ、ネット環境も整備して、PC を常時設置できる立派なパソコンルームを開設す

ることができた。これによって、今年度の IT スキル講習の実施だけでなく、次年度以降

の継続的な講習実施、及び受講生である女性たちの IT スキルの自習が可能となった。 

マイクロソフト担当者のコメント 



プレスリリース  (平成 21 年 3 月 17 日発表) 

高知県とマイクロソフトがIT を活用した地域活性化に関して連携 
 

高知県とマイクロソフト株式会社 (本社 : 東京都渋谷区、代表執行役 社長 : 樋口泰行、以下

マイクロソフト) は、IT 利活用の促進を通して、高知県のさらなる発展に向けて連携してい

くことで協定を締結しました。 

 

両者は、県内の IT ベンチャー企業の育成、学校教育における IT 活用に向けた教員のスキル

アップ、NPO 法人をはじめとする社会貢献活動団体の情報化による活動の加速化、経済的に

困難な状況にある女性の就労支援などを通じて、地域の産業を活性化させ、よりよい地域づ

くりを実現する取り組みを協働で行います。 

 

2007 年より高知県はマイクロソフトと連携して教員の IT スキル向上支援に取り組んでき

ましたが、今回四国では初めてマイクロソフトが提供する自治体向けの包括的なIT活用プロ

グラム「地域活性化協働プログラム」を導入します。今後、マイクロソフトとの協働を通じ、

IT 産業の担い手や、学校教育におけるIT活用ができる教員を育成し、NPO 情報化支援や女

性の就労支援を通じて、あらゆる市民が社会参画しやすい地域コミュニティを目指します。

高知ならではの IT を活用した豊かな生活のスタイルを醸成し、地域に定着させることを目

指します。 

 

マイクロソフトは、この「地域活性化協働プログラム」を通じて、高知県との IT を利活用

した協働活動を加速させていきます。さらに、高知県下の団体と共に、IT の利活用促進に向

けた講習の実施や地域において IT 活用を指導できる人材育成を行います。マイクロソフト

の持つ IT 利活用のノウハウやマニュアルの提供を行うことで、地域に根差したIT活用の仕

組み構築を支援します。 

 

◇高知県において展開されるプログラムは、以下の通りです。 

 

1. IT ベンチャー支援プログラム 

2. NPO キャパシティビルディングプログラム 

3. ICT スキルアップオンライン 

4. 経済的に困難な女性のためのパソコン講座 
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【参考資料】 

プログラム開始時のプレスリリース 



高知県において展開される「地域活性化協働プログラム」は、プログラムの展開にあたり、

高知県は各プログラムの実施主体となる県内の団体と連携し、セミナーや研修の共催するほ

か、施設や人員の提供、県内への告知活動を行います。マイクロソフトは、各プログラムの

高知県内向けのセミナーや研修の企画提案および実施、人材育成プログラムの提供、講師の

派遣、教材の提供を行います。具体的な内容は、以下の通りです。 

 

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、県内の IT ベンチャー企業、中

小 IT 企業を対象に、協働で支援し、一層の支援充実を推進します。これをきっかけに、県

内の IT 産業の底上げを目指します。 

採択企業は以下の 2 企業です。 

 
株式会社シティネット 

代表取締役社長 渡邊基文 

対象事業内容 : Web ERP テンプレート型パッケージシステム『Active Site For 製造業

ERP』 

 
日本イーメディカル株式会社 

代表取締役 高橋啓文 

対象事業内容 : 患者説明用の医療コンテンツおよび表示システム『eDOCTOR』 

 

NPOキャパシティビルディングプログラム : よりよい地域コミュニティづくりを目指し、高

知県内の NPO 法人等を対象に、経営ノウハウや IT を身につけ、業務の効率性や効果をより

高めるための講座を協働で実施します。 

 

ICT スキルアップ オンライン : 高知県内の小・中・高等学校および特別支援学校の教職員

を対象に、マイクロソフトと IT 教育推進プログラム協議会 (注1) が共同開発した e-

Learning 型の教職員向け研修カリキュラムである「ICT スキルアップ オンライン」を利用

し、実践的なオンライン研修を実施します。教職員の IT スキルを高め、授業や校務での IT 

活用を推進することにより、児童・生徒の学力の向上を目指します。本プログラムのみ、

2007 年 11 月より継続して実施します。 

 

経済的に困難な状況にある女性のための支援 : こうち男女共同参画センターが、全国の男女

共同参画センターを支援する全国女性会館協議会を通じて、マイクロソフトの IT を活用し

た女性の就労支援プロジェクト「経済的に困難な状況にある女性のためのパソコン講座」を 

2009 年 4 月から実施します。高知県とマイクロソフトは、女性の就労支援における IT 利

活用の重要性や高知県での成果について双方で広報活動を行います。 
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【参考資料】 

プレスリリース添付資料 

(注1) ICT 教育推進プログラム協議会 (会長 : 清水 康敬、本部 : 東京都港区) は、日本の小・中・高等学校における ICT への

アクセス機会の拡大を通じ、教員、児童、生徒の情報技術の向上を図り、情報化社会に貢献する人材育成に寄与することを目的

に活動しています。2009 年 2 月現在、42 の団体、企業、個人が参加しており、マイクロソフトは本協議会の事務局を務めて

います。教職員向けの集合型研修である「ICT スキルアップ プログラム」と e-Learning 型研修である「ICT スキルアップ オ

ンライン」には、これまでに 11 都府県が参加し、のべ 5 万人 (間接受講者含む) 以上の教職員の方々が受講しています。 



マイクロソフト株式会社 

〒 151-8583 東京都渋谷区代々木 2 丁目 2 番地 1 号 小田急サザンタワー 

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 

企業市民活動推進本部 担当 : 松原 mjctz@microsoft.com 

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

