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

地方 九州地方 
面積 2,439.58 ｋｍ² 
知事 古川康  
県庁所在地 〒840-8570 
     佐賀県佐賀市城内 1 丁目 1-59 
総人口 866,369 人 (平成 17 年国勢調査) 
       年齢別人口    0〜14 歳 131,969 人 
              15〜64 歳 537,864 人 
            65 歳以上  196,108 人 
NPO 数 (法人認証)      289 団体 (2010 年) 
情報通信業者           234 (2008 年) 
出生率             1.52 (2007 年) 
小中高教員数        7,762 (2008 年)
  

プロジェクト期間： 
 

平成 21 年 2 月 3 日 
 

平成 22 年 2 月 2 日 

協働プログラム 

・高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 

・CSO 組織強化プログラム 

・ICT スキルアップオンライン 

・ICT 活用ゲートウェイ 

・セキュリティ自治体連携プログラム 

資料： 
平成 20 年度市民活動団体等基本調査報告書 
総務省「事業所・企業統計調査結果」 
佐賀県人口動態統計 平成19年 
平成 20 年度「佐賀県の教育」－＜学校基本調査編＞ 

～ 

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 利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。 



「さが ICT ビジョン 2008」 

佐賀県では、「IT 最先端県庁の実現」、「ブロードバンド環境整備」、「ICT を活用した

地域振興」に取り組んでおり、地域活性化協働プログラムをより一層の促進剤にしたい。

県にとって、マイクロソフトとの取り組みは、ICT の便利さを市民や県民に広げていく上

で、大きな一歩となる。佐賀県の取り組みが、地域と ICT の関係をもっと強固なものにし

ていくモデルとして、我が国の中で確固たる地位を占められれば、これに優るものはない。 

佐賀県 知事  
古川康氏 

もともと、佐賀県は「さが ICT ビジョン2008」を策定し展開している。これは、佐賀県

内において、いつでも、どこでも、誰でもが、ICT を活用した豊かな生活を享受するため

のもの。今回、全国で初めて、マイクロソフトの地域活性化協働プログラムを採用し、マ

イクロソフトと協働することで、目標の実現がより具体的になると考えている。マイクロ

ソフトのノウハウとネットワークを活用できることはありがたい。 

佐賀県 
最高情報統括監 (CIO) 
川島宏一氏 

地域活性化協働プログラム 

学び合う地域づくり 暮らしを支える産業づくり 

安全・安心な暮らしづくり ユビキタスインフラづくり 

・県民の情報利活用能力の向上 ・ICT 利活用による地域産業の活性化 

・安全・安心な県民生活の実現 
・便利な県民生活の実現 

・最先端電子自治体の推進 
・情報通信基盤の整備 

高齢者向け ICT 利活用促進 
プログラム 

CSO 組織強化プログラム 

ICT スキルアップ オンライン 

ICT 活用ゲートウェイ 

セキュリティ自治体連携 
プログラム 

●佐賀県は 2008 年に「さが ICT ビジョン 2008 〜佐

賀から始める・佐賀から始まる もやい (つながり) は佐

賀から〜」を策定。佐賀県内外の知識や資源を「もや

う」 (つなげる・共有する) ことで、「暮らしの豊かさ

を実感できる佐賀県」の実現を目指していた。具体的な

目標は、「いつでも、どこでも、誰でもが ICT に支え

られた豊かな暮らしを、あたりまえに享受できる環境を

構築すること」。 

 

●一方、佐賀県は、平成 14 年 3 月から国の「e-Japan 

計画」(平成 13 年 1 月) を受け、県民・企業が ICT の

メリットを享受できる社会を実現するため、県内高速ブ

ロードバンド網を整備し、行政、防災、教育等の ICT 

化を促進してきた。県内のブロードバンド整備はほぼ完

了(カバー世帯率：99.9％ (平成 19 年 5 月)) 。引き続

き、ブロードバンド未カバー地域の解消や社会制度の変

革と ICT 利活用の高度化を進めていた。 

 

●ポイントとなっていたのは、「さが ICT ビジョン 

2008」の実現目標の 1 つである「県民の情報利活用能

力の向上」。高齢者や障碍 (しょうがい) 者の情報リ 

テラシーを向上するためには、 ICT リーダーの育成、

確保が急務となっていた。また、学校における ICT 利

活用や、地域産業の活性を目指した ICT 利活用につい

ても、打開策を模索していた。 

 

●こうした状況の中で、マイクロソフトが自治体向けに

提供する「地域活性化協働プログラム」を全国で初めて

導入。シニア層や、CSO (Civil Society Organizations：

市民社会組織) の活動、学校教育現場での積極的な ICT 

の利活用をマイクロソフトとの協働により推進し、ICT 

を利活用した地域活性化の先進的なモデル地域となるこ

とを目指した。 

 

●佐賀県とマイクロソフトは、佐賀県下の関連する団体

と共に、ICT の利活用促進に向けた講習の実施や人材育

成に関して協働。プログラムの展開にあたり佐賀県は、

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

ナーや研修を共催するほか、施設や人員の提供、県内へ

の告知活動を行った。マイクロソフトは、各プログラム

の佐賀県内で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、教材を提供し

た。 
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ICT スキルアップ オンライン 
ICT 活用ゲートウェイ 

セキュリティ自治体 
連携プログラム 

(注1) CSOとは： Civil Society Organizations (市民社会組織) の略。佐賀県では、NPO 法人、市民活動・ボランティア団体 (以

上志縁組織) に限らず、自治会・町内会、婦人会、老人会、PTA (以上地縁組織) といった組織・団体も含めて、「CSO」と呼称し

ている。 

(注2) 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

ている。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る。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 (佐賀県を除く) 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た。 

プログラムと担当部署 

佐賀県 統括本部 

情報・業務改革課 

 

マイクロソフト株式会社 

技術統括室 

シニア向け ICT 利活用 
促進プログラム 

佐賀県教育庁 
教育政策課 
 
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 

佐賀県 くらし環境本部 
男女参画・県民協働課 
 
マイクロソフト株式会社 
社会貢献部 

CSO 組織強化プログラム 

佐賀県 統括本部 

情報・業務改革課 

 

マイクロソフト株式会社 

プラットフォーム戦略本部 

佐賀県 統括本部 

情報・業務改革課 

 
マイクロソフト株式会社 

企業市民活動推進本部 

全体統括 

● 高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 
県内のシニアが広く ICT スキルを習得し、生活に役立

てることができる、よりよい地域コミュニティづくりを

目指すためのプログラム。具体的には、佐賀県が、マイ

クロソフトの制作した ICT 活用に関する教材を活用し、

県内のシニアネットや NPO 法人などの市民活動団体向

けの講師育成のための研修、およびシニア向け ICT 活

用セミナーを実施。 

 

● CSO (注1) 組織強化プログラム 
市民活動団体の ICT 利活用を促進することで、組織を

強化し、地域における課題解決が促進されることを目指

すプログラム。マイクロソフトが培った ICT 利活用に

よる市民活動団体の組織運営ノウハウを生かし、佐賀県

が、地域課題解決への新たな担い手である県内の市民活

動団体等を対象に、組織の運営や ICT 利活用による、

活動の効率性向上のためにスキルを習得できる講座を実

施。 

 

● ICT スキルアップ オンライン 
佐賀県が、マイクロソフトと ICT 教育推進プログラム

協議会 (注2) 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」を導入。マイクロソフトの協力の下、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、

実践的なオンライン研修を実施。教職員の ICT スキル

を高め、授業や校務での ICT 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す。 

 

● ICT 活用ゲートウェイ 
佐賀県が、ICT 教育推進プログラム協議会が提供する I

CT 活用のためのポータルサイトである「ICT 活用ゲー

トウェイ」(http://www.ict-consortium.jp/ictg.htm)に参

加。これにより、県内の小・中・高等学校および特別支

援学校の教職員の方々の、ICT を活用した先進的な授業

例や、授業用のテンプレートなどをダウンロードして活

用することが可能に。 

 

● セキュリティ自治体連携プログラム 
県民を対象に、インターネットを安全に使うための基本

的なセキュリティスキル習得を目指し、ICT トレーニン

グなどの啓発活動を佐賀県とマイクロソフトが協働で実

施。また、地域でセキュリティの講習会を実施する際に

活用ができるコンテンツをマイクロソフトが提供。 
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佐賀県との地域活性化協働プログラムのスケジュール 

全体 

シニア支援 NPO 支援 
ICT スキル
アップ 

セキュリティ 
初心者 
イベント 

リーダー講座 
一般 NPO  
向け講座 

リーダー講座 その他  

2009 年 
1 月                 

2 月 
2 月 3 日  
覚書締結式 

2 月 3 日 
初心者イベン
ト  in 佐賀市 

第 1 弾 
2 〜 3 月 

          

3 月                 

4 月       

4 月 18 日 〜  
4 月 19 日 
一般 NPO  
向け講座 

    
第 1 期 

4 月 1 日 〜 
 6 月 30 日 

  

5 月   
5 月 22 日 
初心者イベン
ト in 唐津 

            

6 月               
6 月 20 日 
セキュリティ

講座 

7 月     
第 2 弾 

7 月 〜 8 月  

7 月 17 日 
ICT 利活用 
セミナー  
in 佐賀市 

    
第 2 期 

7 月 1 日 〜  
9 月 30 日 

  

8 月   
8 月 26 日 
初心者イベン
ト in 鳥栖 

  

8 月 8 日 
ICT 利活用 
セミナー 
 in 佐賀市 

リーダー講座     

9 月     

9 月 4 日 
ICT 利活用 
セミナー 
 in 佐賀市  

      

10 月     
第 3 弾 
10 月 

10 月 4 日 
ICT 利活用 
セミナー 
 in 佐賀市 

リーダー講座   
第 3 期 

10 月 1 日 〜 
12 月 28 日 

  

11 月   
11 月 20 日 
初心者イベン
ト in 鹿島市 

    リーダー講座       

12 月     
第 4 弾 

12 月 〜 1 月 

12 月 5 日 
ICT 利活用 
セミナー  
in 佐賀市 

リーダー講座       

2010 年 

1 月         リーダー講座   
第 4 期 

1 月 1 日 〜  
3 月 31 日 

  

2 月       

2 月 4 日 
地域活性化 
全国大会で 
成果報告 

  

2 月 9 日 
NPO Day 

2010  
in 東京 

    

3 月 
3 月 18 日 
成果報告イベ

ント 
              

4 月                 



現在、佐賀県には、65 歳以上のシニアが約 20 万人生活している。シニアが中心となって運営する CSO も存在し、中

でも「シニアネット佐賀」「シニアネット基山」「さが西部市民活動サポートセンター・フロンティア」(以下、フロン

ティア) は、シニアのためのパソコン教室、シニアネットとして、シニア向けのパソコン講座を定期的に行っていて、

県との協働体制も築いていた。今回の協働プログラムにおいては、初心者のシニアに向けたセミナーや、こうした団体

内における「ICT リーダー養成」を主眼においた講座などをマイクロソフトのサポートのもとで展開した。講座を修了

した方が講師として活躍し、県からパソコン講座を受託するなど、高い成果を上げた。 

概要と成果 

●マイクロソフトと佐賀県は、パソコン初心者のシニアに向

けて、ICT の便利さや快適さを伝える ICT セミナーを佐賀

県内で 4 回開催し、500 名のシニアが参加した。セミナー

では普段の生活にどのように ICT が役立つかをデモを交え

て楽しく紹介。パソコン体験コーナーも設置された。シニア

ネットの紹介も行われ、シニアネットの新規会員獲得にもつ

ながった。 

●佐賀県内のシニアネットや佐賀県高齢者大学のパソコンク

ラブ、佐賀県の ICT 寺子屋整備事業の相談員に向けては、

「ICT リーダー養成講座」(講師養成講座) を実施。1 年間

で 23 日、のべ 164 名が受講した。講師としての心構えや、

ICT リーダーとして必要な知識やノウハウを提供したり、最

新テクノロジーのセミナーを行い、新たな講師の養成や、講

師のスキルアップにつなげた。 

●「ICT リーダー養成講座」を受講した講師により、シニア

向けパソコン講座が行われた。マイクロソフトがシニア向け

に作成したテキストを使用した。11 月、12 月に実施され

た年賀状作成講座に加えて、2 月、3 月は、ムービー メー

カーを使っての動画作成講座を行った。 

●各シニアネット内において、新たに講師が養成され、

以前から講師をされていた方のスキルアップもはかられ

た。「ICT リーダー養成講座」によって増加した講師に

より、効率的にパソコン講座を開催できるようになった。 

●パソコン初心者のシニアは、シニアから教わる方が、

わかりやすい、学習しやすいという声も多い。我流で教

えていた講師のスキルが向上したことで、パソコン講座

のレベルがあがり、人気が高まった。シニアネット佐賀

では、会員が 50 人から 75 人と 1.5 倍に増えた。 

●フロンティアやシニアネット基山においても、講座の

質が上がり、地域における評判と認知度向上に役立って

いると報告があった。 

●丁寧に作業手順を説明しているシニア向けのテキスト

が好評で、受講生たちの理解が促進された。教える側に

とっても「教えやすい」と評判だった。 

●「ICT リーダー養成講座」を受講したシニアネットが、

県から「シニア向けパソコン講座」の業務を受託した。 
 

課題 

●今後も進化するテクノロジーに、シニアネットとして、

講師として対応していくために、的確な情報を効率的に

共有していきたいという声があった。 

●シニアの方たちは、地元で長く生活しており、その地域に

根を下ろしている。つまり、シニアの ICT リーダーを育成

することは、地元に ”動かないノウハウ” を蓄積することで

もある。地域から動かない ICT のノウハウは、横に広がる

可能性を秘めている。 

●少子高齢化社会の到来において、地域におけるシニアの活

性化は、地域全体の活性化に直結している。ICT を活用し、

シニアの家族や、シニアどうしが連携していくことで、元気

なシニアが増加していく。 

●シニアが運営する シニアネットの活動が、ICT をきっか

けに活性化される。社会経験豊富なシニアが、再び社会活動

できる場が創出されることで、シニアの持つさまざまな経験

やノウハウが、地域コミュニティに還元されることになる。 

●ICT を利用することで、県と地元シニアとの関係性がより

深まり、頻繁なやり取りが行われつつある。行政にとっても

地域にとっても、貴重な情報交換の場が生まれる。 

●ICT のテクノロジーを紹介するイベントなどが、地域ごと

に行われるようになり、多くのシニアを引きつけている。学

びたいけれど、どこで学んだらいいのかわからない、と感じ

るシニアにとって価値ある場であると同時に、交流の場にも

なる。 

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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ICT 利活用促進セミナー 
（がばい楽しか情報化生活） 

シニア向けパソコン講座 

佐賀県 高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 



● ICT 利活用促進セミナー (がばい楽しか情報化生活) 

● ICT リーダー養成講座 

● シニア向けパソコン講座 

開催月 日数 受講者数 

11 〜 12 月 10 日 80 名 

2 〜 3 月 10 日 80 名 

実施団体 

 NPO法人シニアネット佐賀、シニアネット基山、フロンティア 

 
 

内容 

 インターネットを活用した年賀状作成、ムービーメーカーを使っての動画作成 

具体的活動とスケジュール 

各地域でシニアを集め、ICT の便利さ快適さを、

実践を交えて伝えるセミナー。 
 

役割分担 

 マイクロソフト … 講師派遣、機材提供等 

 佐賀県 … 企画、広報、会場準備、 

       セミナー運営等 

場所 日時 参加者 

佐賀市 2/3 150 名 

唐津市 5/22 100 名 

鳥栖市 8/26 80 名 

鹿島市 11/20 170 名 

合計 4 回 500 名 

開催月 日数 受講者数 

2 〜 3 月 8 日 56 名 

7 〜 8 月 7 日 35 名 

10 月 4 日 26 名 

12 月 1 日 20 名 

1 月 3 日 27 名 

のべ 23 日 164 名 

シニア向けの ICT リーダー養成講座。シニアに

対して講師(リーダー)となる人材を育成する講座。 
 

役割分担 

 マイクロソフト … 講師派遣、教材提供、 

           機材提供等 

 佐賀県 … 企画、会場準備、講座運営等 

ICT リーダー養成講座を修了した、ICT リーダー

によるシニア向け ICT 講習会。 
 

役割分担 

 マイクロソフト … 教材提供 

 佐賀県 … 企画、団体への業務委託 
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受講団体 

 NPO 法人シニアネット佐賀、シニアネット基山、 

フロンティア、げんきやまパソコンクラブ、高齢者大学パソコンクラブ、ICT寺子屋整備事業 相談員 
 

内容 

 教え方の基本、模擬授業、Windows 7 の概要、インターネット活用方法、 

 Windows Liveサービス (メッセンジャー、スカイドライブ、ブログなど) の活用方法、 

 年賀状作成、ムービー メーカーを使っての動画作成 など 

佐賀県 高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 



総括 

アンケートから 
● ICT 利活用促進セミナー (がばい楽しか情報化生活) 
 「これからの暮らしが楽しくなるようで、わくわくしました。古いパソコンをすぐ買い換えようと思います。すばらしい！」 

 「インターネット動画の操作を始めて知りました。今後、利用するのが楽しみになりました」 

 「子供の家族と、テレビ電話をぜひ楽しんでみたい」 

 「もともと興味はあったのですが、どこで学べるかがわからなかった。こういう機会はシニアにとってありがたいですね」 

● ICT リーダー養成講座 
 「初心者に教えることがいかに大変かとつくづく思いました。自分だけがわかっていても人に伝えるのは非常に難しいのですが、 

  勉強会でわかりやく教えていただきましたので、今後に役立てたいと思います」 

 「教育法をこれだけ徹底して教えていただいたのは初めてです。今まで自己流でやっていたので、大変ためになりました」 

 「マイクロソフトの方が、シニアの使い方に合わせたスト―リーで教えていただけたのがとても良かったです」 

● シニア向けパソコン講座 
 「資料が見やすかった」「ゆっくり教えていただいてわかりやすかった」 

 「こういうシニアネットの活動に参加してみたい」 

 「教える側として、マイクロソフトのこの教材が本当にすばらしい。これなら、教わる側もわかりやすいですよ」 

マイクロソフト担当者のコメント 

県担当者のコメント 

マイクロソフト株式会社 技術統括室 シニアプログラム担当 大島友子氏 

佐賀県は、「さがICTビジョン」の中でも、シニアのICT利活用の重要性が明記されてお

り、シニアネットの皆さん、県の皆さんに、非常に積極的にプログラムに取り組んでいた

だきました。川島CIOの強力なリーダーシップにも感謝しています。地域活性化協働プロ

グラムの最初の締結先ということで、多くのご意見をいただきながら進められたことも、

有り難かったです。 

佐賀県 最高情報統括監 (CIO)  川島宏一氏 

マイクロソフトとの協働によって、シニアネットが活性化されていることが良くわかる。

会員数の増加など具体的な効果も上がっており、シニアにも取り組みの価値を理解してい

ただけている。県としては、今後シニアの方が、より快適に ICT を活用できるよう、さ

らなるインフラを整えることがミッションであると考えている。高齢者率の高い佐賀県と

しては、シニアの活性化はきわめて重要。ICT には手応えがあり、今後も取り組みを強化

したい。 
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参加者の声 

 

NPO 法人 シニアネット基山 代表 久野美津代氏 

 
講座をする際に、かつては、我流で教えるこ
とも多かったが、マイクロソフトの教育プロ
グラムが役に立った。会員も自信をもって教
えられるようになった。 

 

NPO 法人 シニアネット佐賀 理事長 近藤弘樹氏 

 
マイクロソフトとのかかわりによって、ICT
の講座レベルが格段に上がった。集客効果も
あった。あとは、マイクロソフトからの技術
面における情報共有の連携がスムーズにでき
ればと思っています。 

 

NPO法人 さが西部市民活動サポートセンター・ 
フロンティア 事務局長 山田健一郎氏 

 

ICT を学ぶことに対する、シニアの意欲は高

い。そこに、グローバル企業であるマイクロ

ソフトがサポートしているということに、高

い価値を感じている。 

 

NPO法人 さが西部市民活動サポートセンター・ 
フロンティア 
コーチズマネージャー  篠田憲章氏 
 

マイクロソフトの講師養成セミナーを受講し
たことで、教える側にも、講師としての心構
えが芽生え、適切な指導を行えるようになっ
た。受講者にも好評だ。 

佐賀県 高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 



佐賀県 NPO支援活動 概要と成果 
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佐賀県では、かねてより CSO (Civil Society Organizations : 市民社会組織) の活性化が、地域活性の重要な課題とし

て位置づけられている。しかし、価値ある活動を展開している CSO でも、情報発信手段を持たず、存在そのものが認知

されていないケースも多かった。ブロードバンド活用率も低く、ICT の利活用促進は急務となっていた。そこで、今回

の地域活性化協働プログラムの一貫として CSO 組織強化プログラムを採用。プログラムは大きく「CSO 強化」と

「ICT リーダー養成」とに分けて展開された。現在では、独自のプログラム展開、人材育成が生まれつつあり、県、中

間支援組織、CSO、そして ICT リーダーの理想的な横連携へと発展している。 

●平成 21 年 4 月 18 日、19 日の 2 日間にわたり「CSO 

Day」を開催。佐賀県内から、50 団体のべ 134 名の CSO 

関係者が集まった。また、12 月 5 日にも同名イベントを開

催。35 名の参加者を集めた。 

●「CSO Day」では、4 月に「会議運営ノウハウ講座、イベ

ント運営段取り講座、PR 文書のつくり方講座、アンケート

活用講座」を実施。12 月には「情報発信活用講座」を実施

した。CSO の活動活性化に必要なスキルやノウハウについて、

ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役 森戸裕一氏に講

義していただいた。 

●また、CSO の ICT 利活用を支援する「ICT リーダー」を

育てるための講座 (ICT リーダー養成講座) を計 6 回開催し、

毎回 20 名程度のリーダー候補が受講した。カリキュラムは、

まず座学に始まり、グループ ワークを経て、講師実践を行う

というもの。全行程を修了すると、ICT リーダーとして認定

されることになる。 

●なお、佐賀県の「CSO 人材強化推進事業」として、県内に

配備された 10 名のうち 7 名も ICT リーダー講座に参加。 

●さらに、さが市民活動サポートセンターにより、地域で活

動する CSO に対して、ICT 利活用講座が行われた。講座の

教材として、マイクロソフトが提供しているテキストを活用。

回数は年 5 回、各 30 名程度、のべ 150 名の参加者が集

まった。 

●佐賀県内において、CSO が「食わず嫌い」的に考えてき

た ICT に対する興味を喚起できた。さらに、各講座が 

CSO の交流の場ともなり、これまでになかった新しいつな

がりを生み出している。 

●ICT リーダー養成講座においては、地元で活躍するイン

ターネット/ ICT に詳しい浴本信子氏、陣内信氏といった

方々と CSO 関係者が直接つながる場となった。 

●中間支援組織である、さが市民活動サポートセンターが、

CSO に対する ICT セミナーを実施するなど、地元発の取

り組みが実施できた。ICT という切り口を通じて、佐賀県

の CSO 活動が活性化されつつある。 

● 1 年間を通して、20 名近くの ICT リーダーを育成した。 

●県、中間支援組織、CSO、ICT リーダーの新しい横連携

が生まれつつある。相互間でのコミュニケーションも活発

で、スムーズな情報共有が行われている。イベント時の場

所提供、集客などでの協業体制が整いつつある。 

●平成 21 年度は、佐賀県内の ICT リテラシー向上が実現

できた。組織の活性化につながるだけでなく、活動の中心

となる個人 (リーダー) も誕生しており、さらなる発展が

見込まれる。 

●今回、県が実施する佐賀県CSO人材強化推進事業との連携
があった。 10 名の新しいスタッフを雇用し、県内各地域に
点在しているサポートセンターの出張所に配置するという本
事業をさが市民活動サポートセンターが受託。 
このスタッフの一部が、ICT リーダー養成講座に参加したの
で、今後、各地域内の CSO  に ICT 講座を展開することが
できる。このように、すべてがスムーズな連携で実行されて
おり、ダイナミックな動きが生まれてきている。 

●県が、今後も継続的に支援を行い、イベントや講座につい

て、各自治体への呼びかけや土台づくり、ポータルサイトに

よる告知などの展開支援を実施する予定。 
●中間支援組織と CSO が、用途にあわせて、マイクロソフ
トの教材をカスタマイズして使用。今後、さらに多くの団体
がICTリーダーとなり、同様の取り組みを展開する可能性が
あり、ICT講座の広がりにつながる。 
●今回の取り組みでは、県内の CSO に、ICT の価値を伝え
ることに成功した。地域に存在する CSO が、培った経験や
ノウハウを活用し、情報発信することで、地域で困っている
人が、解決方法を見つけやすくなる。CSO への仕事委託に
もつながり、自立の道が拓ける。 

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 

佐賀県 CSO 組織強化プログラム 



具体的活動とスケジュール 
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● CSO Day (ICT 利活用セミナー) 

●講師養成プログラム (ICT リーダー養成講座) 

受講団体 

 講師となり得る県内各地の CSO 

 CSO 活動拠点サポーター 
 

内容 

 効果的な PR 術 (チラシ作成、ブログ作成等)、戦略的アンケート活用術、効率的なイベント運用術 

 効果的な会議運営術 (会議資料作成等) 

●サポートセンターによる ICT 利活用セミナー 

受講団体 

 佐賀県内の CSO 
 

内容 

 効果的な PR 術 (チラシ作成、ブログ作成など)、戦略的アンケート活用術、効率的なイベント運用術 

 効果的な会議運営術 (会議資料作成など) 

CSO 関係者を広く募集し、効果的で効率的な CSO 

活動のための ICT 利活用術を紹介するセミナー。 
 

 

役割分担 

 マイクロソフト … 講師派遣 (森戸裕一氏)、教材提供 

 佐賀県 … 企画、広報、会場準備、セミナー運営等 
 

内容 

  4 月：会議運営ノウハウ講座、イベント運営段取り講座、PR 文書の作り方講座、アンケート活用講座 

 12 月：情報発信活用講座 (Web サイト、ブログ、オンライン ストレージ) 

 

場所 日時 参加者 

佐賀市 4/18,19 134 名 

佐賀市 12/5 35 名 

日時 内容 参加者 

8 月 8 日 座学 20 名 

10 月 4 日 座学 20 名 

11 月 7 日 グループワーク 20 名 

11 月 28 日 グループワーク 20 名 

12 月 6 日 座学 20 名 

1 月 16 日 講師実践 20 名 

CSO の ICT 利活用を支援する ICT リーダー養成

講座。 
 

役割分担 

 マイクロソフト … 講師派遣 (浴本信子氏※) 

           教材提供等 

 佐賀県 … 企画、会場準備、講座運営等 

さが市民活動サポートセンター主催による、CSO 

活動のための ICT 利活用術を紹介するセミナー。 
 

役割分担 

 マイクロソフト…教材提供 

 さが市民活動サポートセンター … セミナーの開催、講師準備 (陣内信氏、浴本信子氏) 

 

＜主体：県、マイクロソフト＞ 

＜主体：県、マイクロソフト＞ 

＜主体：さが市民活動サポートセンター＞ 

※佐賀県在住。CSO Day をうけて、講師養成プログラムの講師を引き受けていただいた。 

佐賀県 CSO 組織強化プログラム 

開催回数 開催月 受講者数 

5 回 7 月 〜 11 月 各 30 名 



総括 
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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 

佐賀県がひとつのモデルとして素晴らしいのは、この事業を、県や中間支援組織が、すで

に実施している事業と連携させて展開できたことにある。さらに、今回ふるさと雇用再生

基金を活用した、佐賀県 CSO 人材強化推進事業で雇用された 10 名が参加。CSO 活性支

援のための ICT リーダーとして確実に彼らの可能性を拡げ、今後の活躍につながる事を

期待する。すべてのタイミングが噛み合っていただけではなく、関係者の高い意欲が良い

結果をまねていると感じる。 

佐賀県 くらし環境本部 

男女参画・県民協働課 CSO 活動支援担当 主幹 江頭隆幸氏 

今回の取り組みには、非常に満足している。これまでは、地域の CSO 同志の横連携が乏

しかった。今では、新しいつながりが創出されつつある。また、このプログラムの展開に

あたり、もともとスキルを持っている地元の人たち (講師) も手伝ってくれた。この方達

を通して、さらに知識やノウハウを得ることができた。県としては、こうした新しい関わ

りも、マイクロソフトとの協働が生んだ大きな収穫だったと思っている。もちろん、今後

も続けていきたい。 

 

特定非営利活動法人 さが市民活動サポートセンター 理事兼事務局長 江口嘉人氏 

 
私たちは、佐賀市の指定管理者として、さが市民活動サポートセンターの運営に取り組んできた。そこで、佐賀県を盛り上げ

ていくための活動をしている人を支援したいと考えていたところ、平成 20 年に、マイクロソフトが主催している「NPO 

DAY」に参加し、大きな影響を受けた。今回、県からマイクロソフトとの地域活性化協働プログラムの話を聞き、ぜひやりた

いと答えた。 

ちょうどそのころ、鳥取で先行して地域活性化協働プログラムがスタートしたことを聞き、取材のために参加した。鳥取は、

非常に充実した内容で、1 つでも 2 つでも佐賀に持って帰ろうと考えた。これが、4/18、19 の CSO Day 実施につながっ

ている。しかし、多くの人に来ていただいたものの、この時来られなかった人たちでも学べるようにプログラムを分解し、月

ごとに実施した。 

たとえば、「会議運営ノウハウ」講座では、CSO には年配者がいる中で、若い人たちに参加してもらうにはどう取り組むべ

きかを伝えた。「イベント運用」講座では、「kodomo 2.0」という CSO と協力して、老若男女にわかりやすいデジタル紙

芝居を作りテキストにした。マイクロソフトの教材がわかりやすく、カスタマイズしやすかったのは大変助かった。 

我々としては、来年度もぜひこうした活動を続けていきたいと考えている。今回、さまざまな人とつながり、気付きもたくさ

んあった。この活動に手応えを感じている。 

 

特定非営利活動法人 さが市民活動サポートセンター CSO 活動拠点サポーター 伊東敦嗣氏 
 

今回のプログラムには、さが市民活動サポートセンターが佐賀県内に 10 か所持っている出張所のスタッフとしてかかわって

いる。現在、ICT リーダー育成講座に参加して、講師として学んでいる。参加してみて、まずテキストがすばらしいと思った。

一目見ただけで、これを活用していくことで講座運営ができることはわかった。 

佐賀県には、まったく PC を使ったことのない団体が地域にある。活動している団体の人は、思いはあるけれど、まだまだ伝

えられずにいる。ICT 講師はそうした部分をサポートしてあげることがミッション。マイクロソフトのテキストにはそのメ

ニューが揃っている。それを次は、CSOの方達に伝えたい 

佐賀県 CSO 組織強化プログラム 

マイクロソフト担当者のコメント 

県担当者のコメント 

株式会社 エヌビーコム 代表取締役 / 特定非営利活動法人 ITサポートさが 事務局長 浴本信子氏 
 

このたびの佐賀県とマイクロソフトの「地域活性化協働プログラム」の一環として取り組まれた「CSO 講師養成プログラ

ム」に関わらせていただくことができ大変光栄に思っております。 

本プログラムは、講師としての心得やインストラクション技法を学習し、自ら講師を務めるセミナーを開催することを目標に

スタートしました。最初は和気藹々と進んでいた講座も開催日が近づくにつれ、内容の検討や資料作りなどの準備で大変だっ

たことと思います。途中、間に合うかなと心配した時期もありましたが、皆さんの一致団結協力のもと「今日から使える 4 

つのマジック」 (2010 年 1 月 16日) を成功裏に終えることができ感無量でした。 

講師になられる皆さまはこれからが本番スタートです。CSO 団体や地域の方々へ ICT のノウハウを草の根的に少しずつ広め

て地域の情報化活性に貢献され、ますますのご活躍を願っております。ありがとうございました。 

参加者の声 
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これまで佐賀県では、教職員に対する ICT 研修を集合研修の形で実施してきた。しかし、教える人材の確保や需要に応

じた研修を実施することは困難であり、物理的な限界を感じていた。e-learning の必要性が高まる中、他自治体の豊富

な導入事例と高い成果を上げている、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」の導入を決定。あわせて、ICT

を活用した授業実践事例、効果的な ICT の活用提案などを紹介する情報サイト「ICT 活用ゲートウェイ」へ参加した。 

●今回佐賀県が導入したのは、e-learning プログラムであ

る「ICT スキルアップオンライン」と、教育に関する ICT 

活用事例がまとめられた「ICT 活用ゲートウェイ」。「ICT 

スキルアップオンライン」では、ICT の基礎が学べるものか

ら、ICT リーダー養成コースまで、7 つの項目から学ぶ内容

を選択でき、必要に応じたスキルや知識が身につけられる。 

●活動目標となったのは、児童の学力向上。教職員が「ICT 

スキルアップオンライン」を活用することで、自らの ICT 

リテラシーとスキルを高め、「わかる授業」の実現や教育の

質向上を具現化していくことである。 

●教職員の ICT スキルは千差万別。今回は、初歩から始め

る人にとって安心して活用できる内容が求められた。「ICT 

スキルアップオンライン」は、どのレベルの人でも活用でき、

教職員のスキル格差を埋めることができる。 

●県独自では、コンテンツを作成したり万人向けに用意した

りするのが難しく、体系的に作成された学習コンテンツを探

すのも困難。プログラムとして、すでにさまざまな自治体で

導入され、一定の成果を上げてきた「ICT スキルアップオン

ライン」への期待は大きい。 

活動概要 

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 
教職員向け ICT 研修担当 祖山美晴氏 

授業や校務をこなしつつ研修の時間を取るのは難しいと思われる先生方も多いと思います。 

また研修に期待することは人によってさまざまです。 
「スキルアップオンライン」は、そんな学校の事情にあわせてより多くの先生方に研修を受け

る機会を設けるために生まれました。今は ICT を利活用するスキルの底上げを行うためのコン

テンツが中心ですが、「ICT を授業で利活用するには」など具体的な方法についてのコンテンツ
も今後は増やしていきたいと考えています。スキルアップオンラインを利用する先生の輪が広

がって、子どもたちへ還元できると嬉しいですね。 

佐賀県教育庁 教育政策課 情報化担当 係長 森田尚匡氏 

2009 年度は、まだ教職員がせっぱつまった感じではなかったこともあり、利用促進という面での成果はまずま

ずだった。一方で、現場では機器の整備が大幅に進み、基盤が整った。2010 年度は研修のニーズが高まること

が予想される。引き続き「ICT スキルアップ オンライン」を継続導入して、教職員のスキルアップを図ってい

きたい。今後の要望としては、コンテンツの種類を充実させたり、もう少し内容を上級者向けに拡大したりして

もらえるとありがたい。ICT を授業で活用するにしても、授業に合わせて体系立てて作られたコンテンツが少な

いなどからスキルアップ オンラインでの情報提供があると便利だと感じている 

●活動スケジュール 
平成 21 年 4 月 1 日〜平成 22 年 3 月 31 日の 1 年間でプログラムを実施。 
 

第 1 期 ( 4 月 1 日〜  6 月 30 日) 第 2 期 (7 月 1 日〜  9 月 30 日) 

第 3 期 (10 月 1 日〜12 月 28 日) 第 4 期 (1 月 1 日〜  3 月 31 日) 

佐賀県 ICT スキルアップ支援 

マイクロソフト担当者のコメント 

県担当者のコメント 
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インターネットを活用することは便利であると同時に、フィッシング詐欺、悪質なウイルスなど、脅威にさらされる可

能性を内包している。そこで佐賀県は、今後、県内におけるさらなるネット利用を促進するにあたり、インターネット

を安全に使うための県民の基本的なセキュリティスキル習得を目指して、ICT トレーニングなどの啓発活動をマイクロ

ソフトと協働で実施する「セキュリティ自治体連携プログラム」を採用した。マイクロソフトは、地域でセキュリティ

の講習会を実施する際に活用できるコンテンツを提供した。 

 

●大町町総合福祉保健センター「美郷」において、”イン

ターネット上の脅威の説明” および ”インターネットを安全

に利活用するための方法を伝えるセミナー”を開催した。 

●講義は、次の 5 つのポイントにそって行われた。5 つの

ポイントは次のとおり。1. ウイルス感染を防ぐ 2. スパイ

ウェア感染を防ぐ 3. フィッシング詐欺を見抜く 4. 不正侵

入を防ぐ 5. パソコンを最新に保つ 

●親子でも参加できるプログラムとし、昨今問題になってい

る子供のネットリテラシー向上と、セキュリティ啓発を実施

した。親にとっても、子供と一緒に参加することで、普段説

明しにくい内容についても、今一度理解することができる内

容となった。 

●講師派遣をマイクロソフトが担当し、インターネットのセ

キュリティについてわかりやすく解説した。そもそもイン

ターネットの脅威にばかり目を向けてしまうと、本来イン

ターネットが持つ利便性が損なわれがちだ。セキュリティに

対する備えがあれば、安心であることを伝えた。 

●講座と同時に、啓発用冊子を配布し、家庭内でのリテラ

シー向上を促進した。 

 

活動概要 

マイクロソフト株式会社  セキュリティ戦略担当 瀬川正博氏 

今やインターネットは時間や距離を超えてコミュニケーションを行う重要な道具になって

います。佐賀県でも多くの方が遠くに住む方とメールをしたり、オンラインで買い物をし

ていらっしゃることと思います。このような便利な反面、ちょっとした間違いがトラブル

の元になってしまうことを地元の方もよくご存じで、積極的に学習に取り組んでいらっ

しゃる姿勢が印象的でした。 

佐賀県 統括本部 情報・業務改革課 地域情報推進担当 土井慎一氏 

インターネットを利活用するうえで、セキュリティの知識は欠かせない。平成２０年に
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が制
定されるなど、法整備が進められている。そういう中で、マイクロソフト株式会社と協働
で、セキュリティセミナーを開催できたことは大変ありがたかった。セキュリティのプロ
の講師による講座は、ポイントを押さえたわかりやすい説明で、参加者からも「役にたっ
た」という声が多かった。これからも利活用促進とあわせてセキュリティ啓発に取り組む
必要があると感じている。 

開催日 開催場所 参加者数 

6/20 大町町 40 名 

●活動スケジュール 参加者の声 

「今回、子どもたちと一緒に参加しました。保護者も一緒

に、子供向けセキュリティ教室に参加するのはとてもいい

と感じました。」 
「安全教室はレベルが高く難しかったですが、すごく役に

たちました。」 

佐賀県 セキュリティ自治体連携プログラム 

マイクロソフト担当者のコメント 

県担当者のコメント 



共同プレスリリース (平成 21 年 2 月 3 日発表) 

佐賀県とマイクロソフトが ICT を活用した地域活性化に関して連携  
 

佐賀県 (知事：古川康) 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、ICT (情報通信技術) 利活用の促進を通して、佐賀

県内のさらなる地域活性化を目指して連携していくことで覚書を締結しました。両者は、

ICT の利活用により、個人や NPO 法人をはじめとする市民活動団体が、それぞれの可能性

を最大限に引き出すことで、地域の課題の解決および豊かな暮らしやすい地域づくりを実現

する活動を協働で行います。  

 

佐賀県は、「IT 最先端県の実現」、「ブロードバンド環境整備」「地域全体を ICT の視点

で振興」することを目標として、ICT を利活用して地域振興を展開しております。マイクロ

ソフトが自治体向けに提供する「地域活性化協働プログラム」を全国で初めて導入すること

で、CSO (Civil Society Organizations：市民社会組織) の活動や学校教育現場での積極的な 

ICT の利活用をマイクロソフトとの協働により推進し、ICT を利活用した地域活性化の先進

的なモデル地域となることを目指していきます。  

 

マイクロソフトは、過去 5 年間に 30 以上の都道府県および市町村レベルの自治体と人材育

成支援、地域経済の活性化支援などの分野において、協働してきました。これらの活動から

培ったノウハウを活かし、従来は個別のプログラムごとに連携していた自治体との協働を拡

充し、複数のプログラムを一括提供する「地域活性化協働プログラム」に関して、佐賀県を

はじめ、都道府県レベルの自治体と協働し、ICT を利活用した地域活性化活動を加速させま

す。今回の佐賀県が全国で最初の取り組みとなります。マイクロソフトは、佐賀県および佐

賀県下の関連する団体と共に、ICT の利活用促進に向けた講習の実施や人材育成などのノウ

ハウの移転を行うことで、佐賀県の地域活性化への貢献を目指していきます。  

 

佐賀県において展開されるプログラムは、以下のとおりです。 

 

1.高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 

2.CSO 組織強化プログラム 

3.ICT スキルアップ オンライン 

4.ICT 活用ゲートウェイ 

5.セキュリティ自治体連携プログラム 
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【参考資料】 

プログラム開始時のプレスリリース 



佐賀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、

佐賀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、セミナーや研修を共催するほ

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

佐賀県内へ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、以下のとおりです。 

 

高齢者向け ICT 利活用促進プログラム : 県内の高齢者が広く ICT スキルを習得し、生活に

役立てることができるよりよい地域コミュニティづくりを目指します。具体的には、佐賀県

が、マイクロソフトの制作した ICT 活用に関する教材を活用し、県内のシニアネットや 

NPO 法人などの市民活動団体向けの講師育成のための研修、および高齢者向け ICT 活用セ

ミナーを実施します。 

 

CSO (注 1) 組織強化プログラム : 本プログラムをきっかけに、市民活動団体の ICT の利活

用を促進することで、組織を強化し、地域における課題解決が促進されることを目指します。

マイクロソフトが培った ICT 利活用による市民活動団体の組織運営のノウハウを生かし、佐

賀県が、地域課題解決への新たな担い手である県内の市民活動団体等を対象に、マイクロソ

フトの提供するコンテンツを活用した、組織の運営やICT利活用による活動の効率性のスキ

ルを習得できる講座を実施します。 

 

ICT スキルアップオンライン : 佐賀県は、マイクロソフトと ICT 教育推進プログラム協議

会 (注 2) 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」を導入し、マイクロソフトの協力の下、今後 1 年間に、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、実践的なオンライン研修を実施します。教

職員の ICT スキルを高め、授業や校務での ICT 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。 

 

ICT 活用ゲートウェイ : 佐賀県は、ICT 教育推進プログラム協議会が提供する ICT 活用の

た め の ポ ー タ ル サ イ ト で あ る 「 ICT 活 用 ゲ ー ト ウ ェ イ 」 (http://www.ict-

consortium.jp/ictg.htm)に参加します。これにより、県内の小・中・高等学校および特別

支援学校の教職員の方々は、ICT を活用した先進的な授業例を参考にしたり、授業用のテン

プレートなどをダウンロードして入手し活用したりすることができます。 

 

セキュリティ自治体連携プログラム : 県民を対象に、インターネットを安全に使うための基

本的なセキュリティスキル習得を目指し、ICTトレーニングなどの啓発活動を協働で実施し

ます。また、地域でセキュリティの講習会を実施する際に活用ができるコンテンツを提供し

ます。 
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【参考資料】 

プレスリリース添付資料 

(注1) CSO とは： Civil Society Organizations (市民社会組織) の略で、佐賀県では、NPO 法人、市民活動・ボランティア団

体(以上志縁組織)に限らず、自治会・町内会、婦人会、老人会、PTA (以上地縁組織) といった組織・団体も含めて、「CSO」

と呼称しています。 

(注2) 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 (佐賀県を除く) 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。 

詳細は下記の Web サイトを参照ください。 

http://www.ict-consortium.jp/ 
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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


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 


