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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 中国地方 
面積 3,507.25km2 
知事 平井伸治 
県庁所在地  〒680-8570 鳥取市東町 1 丁目 220 
総人口      607,012 人 (平成 17 年国勢調査) 
               人口比率  0 〜 14 歳 84,823 人 
                    15 〜 64 歳 375,539 人 
                       65 歳以上 146,113 人 
NPO 数 (法人認証)          181 団体 (2010 年) 
情報通信業所数                    214 (2009 年) 
合計特殊出生率                 1.43 人 (2009 年) 
小中高教員数                     5,487 (2009 年) 

プロジェクト期間： 
 

平成 21 年 3 月 26 日 
 

平成 22 年 1 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  

・高齢者向け ICT 利活用促進プログラム  

・ICT スキルアップオンラインプログラム 

〜 

資料： 
内閣府 特定非営利活動促進法に基づく申請受理数および 
認証数、不認証数 
平成 18 年事業所・企業統計調査鳥取県結果速報 
平成 20 年厚生労働省「人口動態統計」 
平成 21 年度 鳥取県統計課 学校基本調査 学校種別学校数・
在学者数・教員数・職員数 
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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 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、シニゕ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
セキュリテゖ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、シニゕ層、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。 
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鳥取県とマイクロソフト 協働の背景 

鳥取県知事  
平井 伸治 

地域活性化協働プログラム 鳥取将来ビジョン 

・中小企業、ベンチャー企業支援 
・雇用創出による経済活性化 
・県外・国外との交流 
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ひらく 

・協働連帯社会の実現 
・交通・情報通信ンフラ整備 
・持続可能な地域づくり 

・子育て支援 
・「人財」(地位の宝である人材) 
  の育成 

・多文化共生 
・バリゕフリー 
・健康と医療に関する取組み 

・芸術、文化振興 
・地域活性化 

・自然環境保全 
・安心・安全な暮らし 

鳥取県にとって、IT は地域活性のために必要不可欠になっている。産業振興、

教育、高齢者に対する福祉、地域福祉といった観点からも、それは明確な事実

だ。一方で、鳥取県はすでに、高速・大容量の情報ハウェを構築し全市町

村を結んでいる。しかし、ンフラはできたが、うまく活用できているかとい

うと、まだまだというのが実情。利用の促進、コンテンツの充実、サービスの

充実などを視野に入れる必要がある。教育分野においては、教育現場への PC 

の整備でもいち早く取り組み、他県に比べて進んでいる。e ラーニングの仕組

みも早期に導入してきた実績がある。さらに運用できる人材養成が必要だ。鳥

取県では、ンフラを利用して、高齢者や NPO の活性化、人材の育成を行う

ことも可能だ。ソフトウェゕ産業の中心は首都圏に集中しているが、鳥取県で

も成長の余地があるはず。今回のマクロソフトとの提携によって、ソフト産

業の育成にもつなげたい。 

●鳥取県は、2001 年に「IT 社会の実現に向けたゕク

ションプログラム～とっとり IT 戦略プログラム～」を

策定。情報政策課を中心にユビキタス社会の実現を目指

し、地域情報化に取り組んできた。しかし、民間通信事

業者による整備が都市部に比べ遅れる傾向があり、とり

わけ山間地域は、都市部との情報格差が懸念されていた。

このような状況を改善するために、鳥取県は、「鳥取情

報ハウェ」として、平成 12 年度から平成 15 年度

にかけて県内一円に光フゔバ網の整備を行った。 

また、教育現場における PC 導入を早期に完了し、県内

公立学校の情報教育を支援する教育情報ネットワークの

整備・充実を目指してきた。教職員の情報共有やHPを

活用した情報公開、教育における ICT の利活用推進も

積極的に行ってきた。 

 

●このように、情報ハウェをはじめとした県内ン

フラ整備はほぼ完了しており、ICT の利活用が本格化す

るのはこれからであり、ソフト面の促進、運用できる人

材育成が急務となっていた。 

 

 

 

●2008 年、鳥取県では、10 年後に鳥取県が目指すべ

き姿を県民と共有する「将来ビジョン」を策定。これは、

地域市民・企業・NPO などさまざまな主体が協働・連

携し、「人財」(地域の人材である宝)、「地域資源」な

どを「顔が見えるネットワーク」でつなげ、鳥取ならで

はの強み、ポテンシャルを最大限発揮することを目指し

ている。このビジョン実現を目的に、「鳥取力」創造運

動がスタート、市民活動に必要な知識、技能等を深める

セミナー、ワークショップ等が実施された。中でも、

ICT の利活用促進は重要な要素とされた。 

 

●2009 年鳥取県は、ICT 産業の活性化、県民の ICT 利

活用により、「将来ビジョン」の目標である「活力 あ

んしん 鳥取県」の実現を目指し、マクロソフトとの

さらなる協働を決定。2009 年 3 月 26 日に「地域活性

化協働プログラム」を全国で 3 番目に導入した。プロ

グラムを実行するにあたっては、鳥取県下の関連団体、

ICT 利活用促進に向けた講習の実施や人材育成に関して、

県、マクロソフトが協働した。 

IT ベンチャー支援プログラム 

NPO キャパシテゖ 
ビルデゖングプログラム 

高齢者向け ICT 利活用促進 
プログラム 

ICT スキルゕップ オンラン 
プログラム 

楽しむ 

つなげる 支え合う 

守る 育む 
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鳥取県との地域活性化協働プログラムの概要 
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(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 へのゕク

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 スキルゕッププログラム」と e-Learning 型研修である「ICT スキルゕップオンラン」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 

● 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、鳥取県内の IT ベンチャー
企業、中小 IT 企業を対象に、協働で支援、一層の支援
充実を推進するプログラム。これをきっかけに、県内の 
IT 産業の底上げを目指した。地場 IT 企業である「ゕク
シス」や「ゕカデミゕシステムズ」など、合計 4 社の
選定企業、準選定企業の技術支援を行うほか、営業戦略
立案をサポートする。 
 
●NPO キャパシティビルディングプログラム  
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活かし、鳥取
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
施した。 
 
●高齢者向けICT利活用促進プログラム 
県内のシニゕが広く 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ゖづくりを
目指すためのプログラム。地元シニゕ団体や NPO と協
力し、マクロソフトの提供するソフトウェゕツールを

活用したシニゕ層向け PC 教室を開催。シニゕ講師育成
のための研修、およびシニゕ向け ICT 活用セミナーも
実施した。 
 
● ICT スキルアップオンラインプログラム 
鳥取県が、マクロソフトと ICT 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 スキルゕップオンラ
ン」を導入。マクロソフトの協力のもと、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した。 
 
●ICT 活用ゲートウェイ* 
鳥取県が、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 サトである「ICT 活用ゲー
トウェ」に鳥取県が参加。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、IC
T 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。  
 
 

ICT スキルアップオンライン 
プログラム 

全体統括 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  

鳥取県 教育委員会 
 
マクロソフト株式会社 
パブリックセクター 
プラグラム&マーケテゖング本部 

鳥取県 企画部協働連携推進課 
 
マクロソフト株式会社 
社会貢献部 

鳥取県 商工労働部 

産業振興総室 新事業開拓チーム 

 
マクロソフト株式会社 

企業市民活動推進本部 

鳥取県 企画部協働連携推進課 
 
マクロソフト株式会社 
技術統括室 

鳥取県 商工労働部 

産業振興総室 新事業開拓チーム 
 
マクロソフト株式会社 
デゖベロッパー &プラットフォーム 
統括本部 

高齢者向け ICT 利活用 
促進プログラム 

* ICT活用ゲートウエはマクロソフトエデュステーションオンランに移管されました。 
 エデュステーションオンラン：http://www.microsoft.com/japan/education/edustation_online.mspx 
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鳥取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 キャパシテゖビルデゖング 

プログラム 
高齢者向け ICT 利活用促進 

プログラム 

2008 年 

12 月 募集開始 
一般 NPO 向け講座 

リーダー講座 

2009 年 

1 月 
1 月 21 日 
第 1 次審査 

2 月 
2 月 2 日 

選定企業決定 

2 月 18 日 ～ 2 月 19 日 
第 1 回 NPO IT 利活用講座 

in 倉吉 

3 月 
3 月 26 日 
覚書締結式 

3 月 6 日 
キックオフ ミーテゖング 

(第 1 回コミュニテゖ in 東京調布) 
 

3 月 17 日 
認定書授与式 

3 月 27 日 
一般シニゕ向けセミナー 

in 米子 

4 月 

4 月 21 日 ～ 4 月 24 日 
第 6 回マクロソフト IT ベン

チャー支援プログラム US ツゕー 
2009 

5 月 

5 月 8 日 
IT 利活用講座 in 米子 

 
5 月 9 日 ～ 5 月11 日 
IT 利活用講座 in 鳥取 

6 月 
パソコンのおけいこ in 鳥取 

(毎月 1 回 / ナルク鳥取の自主開催) 

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3日 
IT 利活用講座 in 鳥取 

 
9月4日 

IT 利活用講座 in 米子 

10 月 
10 月 7 日 

第 2 回 NPO IT 利活用講座 
in 倉吉 

11 月 
11 月 5 日 

マクロソフト デベロッパー 
フォーラム 2009 

11月23日 
シニゕネット米子交流会 

11月24日 
IT 利活用講座 in 鳥取 

12 月 
12 月 1 日 

Microsoft Innovation Day 

12 月 10 日 
第３回 NPO IT 利活用講座 

in 倉吉 

2010 年 

1 月 

2 月 
2 月 9 日 

NPO Day in 東京 

3 月 
3 月 26 日 

報告会 

3 月 26 日 
IT ベンチャー支援成果報告会・ 

講演会 in 鳥取 

3 月 26 日 
一般シニゕ向けセミナー 

in 鳥取 



鳥取県の掲げている目標の １ つに「高付加価値で打って出る産業」への転換があげられている。これは、既存の産業の

強化はもとより、新しいステージへのチャレンジを促進し、産業全体の活性化につなげるためのスローガンでもある。

中でも、IT 産業の活性化は、大きな可能性を秘めた産業として注目されていた。技術力さえあれば、鳥取でも大都市圏

においても、高い収益を獲得しやすいこと。さらに、IT の活性化により、既存の産業の活性化という相乗効果を狙える

ことも視野に入れられていた。こうした中で、今回「IT ベンチャー支援プログラム」採用にいたった。 

●IT ベンチャー支援プログラムは、1 年間の活動である。

「選定企業」「準選定企業」を選出し、対象となった企業に

対してマクロソフトが技術的支援とマーケテゖング支援を

実施するものである。 

●応募の結果、「選定企業」として、株式会社ゕクシス (対

象事業内容 : 保険商品情報システム)、ゕカデミゕシステム

ズ株式会社 (対象事業内容 : 遠隔ラブコミュニケーショ

ン・システム『Dynaroom』)「準選定企業」として、株式

会社 ITTR、株式会社 LASSIC が選出された。 

●シゕトルにあるマクロソフト本社への技術研修ツゕーを

実施。招待されたのは、選定企業のスタッフで、本社内の施

設案内はもとより、マクロソフトの技術者との交流、技術

的な内容を学ぶセミナーなどを体感した。 

●技術支援としては、マクロソフトの最新技術に関する情

報や、各 IT ベンチャーが開発中のソフトウェゕに対するゕ

ドバスなどを提供。マーケテゖング支援については、マ

クロソフトの IT ベンチャー支援ロゴの提供や、Web サ

トや冊子への企業名を掲載して紹介。さらに、セミナーなど

への優先的な参加などの機会を提供した。 

●2009 年度は選定企業が 7 社、準選定企業が 4 社あ

り、鳥取県からは合計 4 社が選ばれた。これによって、

鳥取県の IT ベンチャーのクオリテゖが一定以上のレベ

ルにあることを示唆できただけでなく、各企業が自信を

もつきっかけとなった。 

●鳥取県のソフト ビジネスが抱える 3 つの問題点。1.

受け身型ビジネス、2.国際力の欠如、3.困難な人材育成

に対するひとつの解決策として、今回の IT ベンチャー

支援プログラムが受け入れられた。特に、IT ベンチャー

にとっては、マクロソフトの支援というバリューが、

ビジネス上のゕドバンテージになっていくことが考えら

れている。 

●選定企業としては、全国から選ばれたベンチャー企業

同士の、ヒューマンネットワークを築くことができた。 

●マクロソフトの本社への研修ツゕーを経て、鳥取県

という土地でも、IT によってビジネスの価値を高めるこ

とができることを、ベンチャー企業の方々に伝えること

ができた。 

●2 回のシンポジウムの開催などを実施できたことで、

鳥取大学、鳥取環境大学、鳥取県、マクロソフト、そ

して鳥取県内の IT ベンチャー企業との横のつながりが

構築され、情報共有の新しい可能性が生まれた。 

●鳥取県の IT ベンチャー企業にとって、今回の取り組みは、

大きな自信にもつながっている。自発的なゕデゕ創出や、

新規ビジネスの発展に対する意識が大きく高まったことで、

今後、鳥取県における IT 産業活性化の担い手として、ベン

チャー企業が活躍する可能性がある。 

●新しく構築された人的ネットワークによって、鳥取県にお

ける IT 企業のビジネスに新しい可能性がもたらされた。新

規事業開拓につながっていくことが期待される。 

●今回の選定企業を中心に、プログラムを通して得た知識や

ノウハウを共有することで、地域にノウハウが蓄積される。 

●今回の取り組みを通して、鳥取県内における、IT ベン

チャー企業の発言権がある程度高まった。今後、県や大学が、

長期的な戦略に基づいた地域活性化を推進するにあたり、IT 

ベンチャーがプロジェクトに参画できるきっかけが構築され

ている。ソフトウェゕやコンテンツのサポートができれば、

IT をきっかけにした地域活性が起こりうる。 

●ンターネットをはじめ、各種 IT 技術は、地域がダレ

クトに世界とつながるためのきっかけとなりうる。地域の 

IT ベンチャーが率先して、地域とグローバルな関わりを構

築していくことによって、あたらしい経済コミュニテゖの構

築の可能性がある。 

 

 

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 
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概要と成果 

鳥取県 IT ベンチャー支援プログラム 

IT ベンチャー支援認定証授与式 

地元有識者と樋口社長の懇親会 

 地域活性化シンポジウム 
「打って出る! ノベーション とっとり」 
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日付 場所 内容 

2009年 
3 月 6日 

キックオフ ミーテゖング 

マクロソフト CTO 加治佐がマクロソフトの技術

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クロソフトとして期待するこ

となどを伝達 

2009年 
3 月26日 

認定証授与式 
県知事より認定証を、マ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 

2009年 
4 月 21 日 

 
4 月 24 日 

マクロソフト US 本社への
研修ツゕー 

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。参加者とマクロソ

フト本社の人間が交流する機会を設けた 

2009年 
7 月 19 日 

ReMIX Tokyo 09 

マクロソフトが提供するソフトウェゕおよび Web 

サービスにおけるユーザー エクスペリエンス (UX) 

の向上を目指すベント。通常有償のものを無償にて

提供 

2009年 
8 月 26 日 

 
8 月 28 日 

Microsoft Tech∙Ed Japan 
2009 

マクロソフトの “ソフトウェゕ + 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 ンフラの構築、ゕプリケーショ

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 

2009年 
11 月 5 日 

Microsoft Developer Forum 
マクロソフト本社 CEO ステゖーブ・バルマーより、

マクロソフトの戦略を紹介 

2009年 
12 月 1 日 

Microsoft Innovation Day 

IT ベンチャー企業向けのベント。独創的な IT ベン

チャーを表彰する「Microsoft Innovation Award」

をはじめ、IT ベンチャーの交流会も実施。 

～ 

～ 

具体的活動とスケジュール 

鳥取県 IT ベンチャー支援プログラム 



09 

参加者の声 

鳥取県 IT ベンチャー支援プログラム 

総括 

県担当者のコメント 

鳥取県 商工労働部産業振興総室新事業開拓チーム長 酒井 崇行氏  

鳥取県内の ICT 産業の中心は受託開発である。今回のIT ベンチャー支援プログラム選定

企業 2 社は、地方にいても都心と変わらない技術力を持っており、それをビジネスに結

び付けるゕデゕを備えていた。彼らがマクロソフトの支援を受けたことで、さらにソ

リューションが強化され、その効果を感じている。鳥取県としても、 ICT の活用による

地域産業のビジネス モデル強化を図るうえで、示唆に富むケーススタデゖとなった。 

株式会社アクシス 代表取締役社長 坂本 直氏 
 

今回私たちは、マクロソフトの IT ベンチャー支援対象企業への応募にあたって「金融機関向け情報共有
型顧客管理ソリューション ( TCI )」を提案した。このソリューションは、地元地方銀行のニーズに沿って
設計開発した、情報共有基盤と活用プロセスを具体的に支援するソリューション。特に、各種保険商品の、
金融機関窓口販売における情報共有と情報活用を促進し、ロヤルテゖの高い顧客の発掘を容易にし、地方
銀行の業績向上に貢献することを視野に入れた。  
今回の IT ベンチャー支援プログラムに参加したことで、私たちが提案しているソリューションに対する自
信を深めることができた。同時に、ソリューションをテクノロジーベースで見直すよいきっかけになった。
特に、マクロソフト本社への研修によって、グローバル企業の考え方やテクノロジーに触れることができ
たのは大きかった。最終的には、プラットフォームとしてマクロソフト テクノロジーを採用することで、
スムーズにシステムを拡大することができるようになった。今後、新規受注のための営業活動を強化すると
同時に、新しい技術開発にも積極的にチャレンジしていきたい。 

アカデミアシステムズ株式会社 代表取締役社長 鈴木 元氏 
 

私たちは、ラブ コミュニケーション技術により、ンターネット上の社会空間を開発することで、サ
バー スペース内での組織活動や教育環境の変革を推進していくためのテクノロジーを提供している。これ
によって、たとえば、 Web をつかったトレーニングやセミナー、カウンセリングなども可能になる。自社
のソリューションは「Dynaroom」。これによって、Web やホームページに簡単に多人数ラブ コミュニ
ケーション空間を開設することができる。 
マクロソフト IT ベンチャー支援プログラムでは、技術面とマーケテゖング面において、一年間の支援を
いただいた。一年では完全に技術を習得することはできなかったが、マーケテゖングには大きな効果を感じ
ている。さまざまなベントにご招待いただくことで、素晴らしい人々にお会いすることができた。中には
今後、ビジネスにも発展する予定のつながりがある方達もいる。ここで得たヒューマン ネットワークは何
物にも代え難い。 

マイクロソフト担当者のコメント 

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 

鳥取県は県の担当者自身が多くのベントに参加してくださり、選定企業といっしょに最
新の IT がどうあるべきかを選定企業と一緒に勉強していただきました。株式会社ゕクシ
ス様やゕカデミゕシステムズ株式会社様と一緒に鳥取県および地域産業の新たな IT 化へ
の挑戦に向けて、IT ベンチャー支援プログラムをきっかけに取り組んでいただければと
思います。本プログラムが地域情報化を推進するための刺激の 1 つとなり、より活性化
される事を期待しております。 



鳥取県 NPO キャパシティビルディングプログラム 

現在、全国には 40000 を超える NPO 法人が存在している。地域の課題解決に尽力する NPO の存在は、いまや欠かせ

ないものとなっており、社会的には新たな公共の担い手として期待が高まっている。しかし、NPOの多くが共通して

持っている悩み、それはどのようにして多くの賛同者を獲得し、持続的に活動を展開していくかということ。 

鳥取県では、かねてから NPO の地域における活動の可能性に着目し、自治体、NPO 、企業との連携を強化してきた。

そして、今回、「NPO キャパシテゖビルデゖングプログラム」を採用し、 IT で NPO の活動基盤の強化を目指す。

NPO の活動効率や経営効率を高めるためことを目的にしたチャレンジが始まった。 

●よりよい地域コミュニテゖづくりを目指し、鳥取県内の

NPO法人等を対象に、経営ノウハウや IT の活用法を身につ

け、業務の効率性や効果をより高めるための講座を実施。 

●鳥取県は東西に長い地理的な制約があり、倉吉市を中心に

講座を展開することを決定。倉吉市に、米子市や鳥取市から

受講者が集まる形態となった。 

●また、鳥取県には県の中間支援組織がないため、中間支援

的役割を担うことを期待されている県職員や鳥取市ボラン

テゖゕ・市民活動センターにも講座に参加いただき、他の 

NPO リーダーたちと交流を持ち、NPO の課題を双方に理解

し、IT の活用を学ぶ機会とした。 

●1 年間で全 3 回の講座を開催。PR 講座、会議運営講座、

ゕンケート活用講座、ベント運営講座のほか、情報発信

力・共有力をつけるための講座を開催。 

●東京で実施したマクロソフト NPO Day にも数名のリー

ダー候補が参加。全国から集まった中間支援組織とともに 

IT での NPO 支援について意見交換を行った。 

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 
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●自分のスキルに自信がない参加者も多く、そのため、

「リーダーとして人に伝えるというよりは、まずは自

分の団体できちんと実践することから始めたい」とい

うモチベーションにつながり、講座に参加した NPO 

団体にとっては、自身の団体や活動自体を見直すいい

機会となった。 

●県職員、市職員も NPO 団体と一緒に講座を受講し、

ワークショップにも参加することにより、行政担当者

が NPO の課題をより理解するきっかけとなった。 

●また、講座参加を通して、NPO 団体と行政のネット

ワークが強化された。 

●中間支援組織がない中でのリーダー育成事業という

チャレンジだったが、持続可能な体制作りという意味

では課題が残る。今後は参加団体が自らの基盤強化を

はかることから一歩進み、NPO 同士で課題を共有し、

相互補完し合えるようになっていただけるとよりよい

効果がうまれるのではないか、と考えている。 

●県職員、市職員もＮＰＯ団体と一緒に講座に参加したこ

とにより、今後の鳥取県とＮＰＯ団体との協働がさらに加

速することが期待される。 

●ＮＰＯ数は全国でも少ない県ではあるが、ここの団体に

おいては、魅力的な団体が数多く存在し、活動も活発に行

われている。また、県民のボランテゖゕ参加比率は全国一

で、この地域活動の輪をＩＴを活用した情報発信により、

さらに広げるとともに、県外にもその活動を伝えることに

より鳥取県のよさを伝えていってもらいたい。 

概要と成果 



日付 場所 内容 

2009年 
2 月 18 日 

 
2 月 19 日 

第 1 回 NPO IT 利活用講座 
in 倉吉 

マクロソフトが講師を派遣し、効果的な広報活動、

会議運営などについて講座を開催。 

鳥取県内で活躍するの NPO 関係者、県庁関係者が

集まり、視察で佐賀市民活動サポートセンターのス

タッフも来場。  

2009年 
10 月 7 日 

第 2 回 NPO IT 利活用講座 
in 倉吉 

Office Online を活用したチラシ作成や、Windows 

Live を利用したブログ作成や情報共有などについて

のワークショップを実施。マクロソフト社員が講

師を務める。 

2009年 
12 月 10 日 

第 3 回 NPO IT 利活用講座 
in 倉吉 

マクロソフトが講師を派遣し、効果的なPR文書の

作り方や、ベント運営のノウハウについて、ワー

クショップを実施。 

2010年 
2 月 9 日 

NPO Day in 2010 

マクロソフトが毎年開催している、全国の NPO 

関係者を対象としたベント。IT  技術の最新動向

や、NPO への IT 支援体制に関するパネルデゖス

カッション意見交換などを実施。鳥取県からも県職

員、NPO 団体 3 名が参加。全国から集まった NPO 

関係者とネットワーキングを行った。 

具体的活動とスケジュール 
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鳥取県 NPO キャパシティビルディングプログラム 



マイクロソフト担当者のコメント 

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 

鳥取県における NPO プログラムのチャレンジは、東西へ長く伸びるその地形から、県全

域を対象とする中間支援組織が存在しないこと、NPO 同士の交流があまり盛んではない

ということ。このような状況の中、鳥取県の協働連携推進課を中心に、県中央に位置する

倉吉で講座を開催した。参加者は講座に真剣に取り組み、IT を使って活動を良くしてい

きたい、地域を良くしていきたいという意欲を感じた。自身の活動で IT を活用していた

だき、個々がそのノウハウを周りに伝えて行くことにより、鳥取県の活性化をリードする

NPO が増えて行くであろう。また、地理的なハンデゖがあるからこそ、IT がチカラを発

揮する。鳥取県発の新たな取り組みが生まれることを期待したい。 

県担当者のコメント 

鳥取県 企画部協働連携推進課協働担当 主事 秋元 竜氏 

県域での中間支援組織がないという状況で、今回の連携事業を実施した。難しいこ 

とも多かったが、県としては、中間支援に意欲のある方々のスキルゕップとともに 

ネットワーク作り、意欲の醸成を目指した。結果としては、意欲ある若者の参加も 

生まれ、今後に期待を持てるものであった。県としても参加者とのつながりを大切 

にしながら引き続きＮＰＯ支援に取り組んでいきたい。 

総括 

12 

参加者の声 

鳥取県 NPO キャパシティビルディングプログラム 

IT活用講転座に参加したことで講座終了後責任を感じて少し思い気持ちで帰路。私からリレーを始めな

ければと…。まずは自分から積極的に利用させてもらいました。 

NPO団体の情報をうまく伝えて支援者を増やす活動は大切です。大切と思っていてもうまくいってない

のが現状。今後も自分のスキルゕップに「積極的に参加し、人を育てていく」これがうまくいけば最高

なんですよね。 

気軽に参加できるIT活用講座ありがとうございました。 

専従職員の平均年齢が26歳、運営するスタッフのほとんどが大学生というだけあって、ITにも比較的明

るい団体です。いま、若い人たちのIT環境はどんどん進化していて、今までの情報の伝え方が陳腐化し

ています。常に新しいものを取り入れていきたいという思いで講座とNPO Dayに参加しました。ン

ターネット上での大容量データ共有を知ることができ、協働上、行政職員への資料提供に使っていった

ら面白そうです。 

大事だなと感じたのは、技術革新と人の心理をうまく結びつけることでした。新しいテクノロジーを紹

介するのではなく、テクノロジーを使うことでその人の仕事や活動にどうプラスの影響が出るのかを伝

えていきたいですね。 

ＮＰＯ法人こども未来ネットワーク 理事 楠本 知恵美氏 

特定非営利活動法人 学生人材バンク 影山 文彦氏 

ITの活用はNPOにとって団体運営や情報発信など欠かせないものになっています。今回は、そのITを

使ったリーダー養成講座として、組織運営に関してのノウハウを学ぶものであった。受講の感想として

は、ITはその一つのツールとして上手に活用すれば、より効果的、効率的な運営ができることを改めて

感じました。ただ、私自身ITは強くない方なので、受講した内容をNPO団体の支援に繋げられるかは、

不安があります。そこで、今講座に参加したNPO同士のネットワークにより、今後それぞれの実践の中

で出てきた課題、問題に対して意見交換が出来る場があればいいと思いま 

す。その中間支援を当センターも微力ながら担っていければと考えます。 

鳥取市ボランティア・市民活動センター 副所長 小谷 泰司氏 



多くの人生経験を持ち、ゆたかな人的ネットワークや仕事のスキル、ノウハウを持つシニゕの存在は、地域における貴

重な財産であり、シニゕが活動的な地域は、コミュニテゖとして豊かな様相を呈してくることは間違いない。鳥取県は、

こうしたシニゕが持つ可能性に着目し、マクロソフトの「高齢者向け ICT 利活用促進プログラム」を採用。シニゕと 

ICT の魅力溢れる関係づくりに着手した。 

●鳥取県とマクロソフトは、米子市と鳥取市の 2 か所で

プログラムを展開。 

●鳥取県は、会場の準備や運営などを担当し、マクロソフ

トは教材の提供、講師の派遣を担当した。 

●2009 年 3 月 26 日、鳥取県米子市において、初心者向け

シニゕパソコンセミナーを開催。その後、米子市と鳥取市に

おいて、協力団体を対象として、IT スキルを習得するため

のIT 利活用講座を実施。米子市では、シニゕネット米子と

大山王国が参加し、鳥取市では、鳥取ワズメンズクラブ、

鳥取市ボランテゖゕ・市民活動センター、ナルク鳥取が参加。 

●講座を受講し、自主的に毎月「パソコンのおけいこ」を続

けてきたナルク鳥取のメンバーが、プログラムの最後に行わ

れた一般シニゕ向けセミナーにおいて、補助講師を務めた。

プログラムによって向上したスキルを披露した。 

●当初の予想を超えて初心者セミナーへの参加者が集ま

り、シニゕの ICT 活用への潜在的関心が顕在化した。 

●PC を習得したことで新しい生き甲斐づくりができた

と、多くのシニゕが感想をのべている。「PC でこんな

ことができるとは」という驚きの声も聞かれ、活動を通

して、シニゕと ICT の垣根を取り除くことができた。 

●研修を受けた受講生の中から、ブログを始める人が増

加した。デジカメを使い、講座の様子をブログにゕップ

したり、シニゕ同士でコメントし合うこともしばしば。

中には動画をゕップする人も。スキルゕップはもちろん、

シニゕ間のリレーションシップが大きく高められている。 

●今回の活動を通して、県がシニゕの活動団体の存在に

気づくきっかけとなった。NPO の存在が、地域活性化

にとって非常に重要かつ効果的なゕプローチであること

を認識できた。また、ICT とシニゕのつながりが効果的

だと言うことを実証することができた。鳥取県としては、

今後、シニゕの活動を支援しながら、地域コミュニテゖ

の強化を視野に入れて活動する予定。 

●シニゕ層の中に ICT リーダーが増加することによって、

地域で ICT 研修をこれまで以上に多数開催し、地域シニゕ

をサポートし合うことができる。これを通じて、ICT の活用

法が急速に普及していく可能性が高い。 

●講座を通して、地域内におけるシニゕ同士のコミュニケー

ションが活発になり、ネットワークに広がりがでてきている。

情報交換や共有も活性化されつつあり、地域コミュニテゖの

活性化につながっていくことが予想される。 

●ナルク鳥取では、鳥取県とマクロソフトが実施した講座

以外にも、鳥取市ボランテゖゕ・市民活動センターや県職員

の支援を受けながら、自主的に「パソコンのおけいこ」と称

し毎月勉強会を行い、互いに学び合うしくみができた。それ

によりスキルも向上し、今後も継続的な支え合いが期待でき

る。 

●プログラムを通じて知り合った東京のシニゕパソコン団体

と、パソコンのテレビ電話機能(Windows Live メッセン

ジャー)を使って、遠隔で質問を行うなどコミュニケーショ

ンを続けている。 

●鳥取県とシニゕの活動団体が連携できたことによって、県

と地域コミュニテゖの連携事例となった。住民との距離が近

くなった。 

活動概要 

プログラムの持続可能性 協力体制と生まれた成果 

鳥取県 高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 

概要と成果 
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日付 場所 内容 

2009 年 
3 月 27 日 

一般シニゕ向けセミナー  
in 米子 

一般シニゕ向けに、ICTを活用する楽しさや便利さ

を伝えるベントを実施。 

55名が参加。 

2009 年 
5 月 8 日 

IT 利活用講座 
in 米子 

シニゕ団体向けに、今後 ICT リーダーとなるための

コミュニケーションスキルやンストラクションス

キルを、ロールプレングを通じて習得する講座を

実施。 

2009 年 
5 月 9 日 

 
5 月 11 日 

IT 利活用講座 
in 鳥取 

シニゕ団体向けに、今後 ICT リーダーとなるための

コミュニケーションスキルやンストラクションス

キルを、ロールプレングを通じて習得する講座を

実施。東京のシニゕパソコン団体「いちえ会」主宰

の大林様より、楽しいシニゕパソコン団体の運営に

ついてのレクチャーも受ける。 

2009 年 
9 月 3 日 

IT 利活用講座 
in 鳥取 

シニゕ団体向けに、Windows Live を使ったン

ターネットの活用方法を学ぶ講座を実施。 

デジタルカメラの写真でムービーを作成して、仲間

と共有したり公開する手順も習得。 

2009 年 
9 月 4 日 

IT 利活用講座 
in 米子 

シニゕ団体向けに、Windows Live を使ったン

ターネットの活用方法を学ぶ講座を実施。 

デジタルカメラの写真でムービーを作成して、仲間

と共有したり公開する手順も習得。 

2009 年 
11 月 23 日 

シニゕネット米子交流会 

シニゕパソコン団体として活動するシニゕネット 

米子のメンバーと、県職員、講師、マクロソフト

社員による交流会を実施。 

2009 年 
11 月 24 日 

IT 利活用講座 
in 鳥取 

シニゕ団体向けに、Word の図形機能でお絵かきを

し、年賀状に使うラストを作る講座を実施。 

2010 年 
3 月 26 日 

一般シニゕ向けセミナー 
in 鳥取 

一般シニゕ向けに、Windows 7 の新機能や、 

Word でのお絵かき等を学ぶ実習型の講座を実施。

これまで講座を受講してきたナルク鳥取のメンバー

が、補助講師として活躍。 

～ 

具体的活動とスケジュール 
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鳥取県 高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 



参加者の声  

鳥取県 高齢者向け ICT 利活用促進プログラム 

総括 

NPO 法人 ナルク鳥取 山根 美恵子氏 
 

今回のプログラムでは、マクロソフトのおかげで幅広い世界を見させてもらった。世界が広がった。ナル
クの活動をしていく中で、事務局をしていると、どうしても  Office  を使わなければいけない場面が出てく
る。ベントでナルクを紹介しなければいけない時、スタッフと一緒に PC の得意な人に教わりながら 
PowerPoint で資料を作ったりもした。ナルク鳥取では、パンフレット制作などさまざまな場面で PC を使
用する。以前行われた講習会の際、その場で ナルクのブログを作ってみせた。今回のプログラムを通して、
どんどん使えるようになっていると感じている。1 年の進歩は本当に大きいと実感している。 

NPO 法人 ナルク鳥取 大山 寿満子氏 
 

仕事では 20 年くらい PC を使ってた。特に、Word、Excel を使っていたので「できる」とある程度の自
信を持っていた。しかしいざ研修を受けてみると、仕事と遊びでは全然世界が違う。PC は 1 人になっても、
体が動かなくなっても楽しめる、そして世の中の最新情報を吸収できる。今はブログも、ツッターも覚え
た。興味を抱くものも広がった。また、息子や娘が私のブログを見て、お母さん楽しそうにやっているな、
と安心してくれているようだ。遠方にいる友人や、最近合わない友人の近況もブログで確認できる、もしも
更新が滞っていたら「どうしたの?」と心配する、そんなバロメーターになっている。プログラムを通して、
ラフスタルも大きく変わった。 

NPO 法人  ナルク鳥取 長沢 紀美子氏 
 

今まで使っていた Word、Excel だけの平面的な世界から、マクロソフトさんと関わることになって、立
体的な世界が見えるようになった。平面的は誰ともつながっていないパソコンの世界。それがンターネッ
トを通じてさまざまな人との関係性が生まれ、立体的な世界になった。研修の最後にクラウド コンピュー
テゖングのことも教わった。今ではお互いにブログを見合って、コメントし合ったりしている。時々人のブ
ログを見ると動画がゕップされていたりして「やられた!!」と感じることも。そういうとき、モチベーショ
ンが上がる。今は、写真をゕップできたりととても便利なので、毎日欠かさないで書いている程。繋がって
いる、1 人じゃないと感じられる。 

マイクロソフト担当者のコメント 

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 

今回鳥取県の皆さんの講習会で「ICT は自身の趣味や活動をより楽しんだり、コミュニ

ケーションを広げるためのツールである」ということを改めて感じさせていただきました。

普段の生活を充実して楽しまれているからこそ、旅行の思い出を簡単にムービーにできた

り、友人とチャットやメール、ブログで手軽に連絡をとれることを喜んでいただけたのだ

と思います。今後もぜひ楽しく ICT を活用いただきたいと思います。 

県担当者のコメント 

鳥取県 企画部協働連携推進課協働担当 主事 秋元 竜氏 

ひとことで言うならば「成果が上がった」というのが、今回の協働に関する印象。高齢者

に関しても、今後の展開が楽しみだ。特にナルク鳥取さんに関しては、もともと PC 教室

を開催するといった活動をしていたので、今回の 1 年の研修が終わった際に、活動が途

切れないようにと心がけて支援した。このほかにも、複数の団体と協働したが、それぞれ

によってプログラムの進め方が違うため、柔軟に対応してプログラムを進めていった。今

後も継続して取り組みを続けていきたいと考えている。 

NPO 法人 ナルク鳥取 金田 倫子氏 
 

シニゕになれば、体が動かなくなってくる。制限のある中でもコミュニケーションがとれるンターネット
を活用できるのはとてもよいことだと感じている。息子たちともコンピューターの話ができるようになった。
私の生活はもうパソコンなしでは考えられない。ネットなしでは暮らせないと感じる。旅行などでも今はた
くさんの情報をンターネットで簡単に調べることができる。テレビやラジオのサトが充実しているのも
便利だ。今では、ラジオで気になった音楽を調べたり、聞いた名前の漢字を確かめたりしている。 ン
ターネットによって、世界が確実に広がった。 
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鳥取県 ICT スキルアップオンライン/  
ICT 活用ゲートウェイプログラム  

今日では ICT の普及にともない、教育を取り巻く環境は大きく変化している。子供たちは、日常的に ICT に触れること

になり、社会に出てからはすぐに PC やソフトウェゕの使用を求められる。授業内で PC を使うことは、もはやめずら

しい話ではない。こうした中、子供 1 人に対する PC の普及率が全国トップである鳥取県では、鳥取、岡山両県におけ

る情報ハウェの相互接続など、ンターネット環境の整備を進めてきた。このンフラを良質な教育につなげるた

めに、まず教員の ICT スキル向上を視野にいれて、マクロソフトの「ICT スキルゕップオンラン」を導入した。 

●今回鳥取県が導入したのは、e-Learning プログラムである「ICT スキルゕップオンラン」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」。「ICT スキルゕップオンラン」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 スキルゕップオンラン」を活用することで、自らの 

ICT リテラシーとスキルを高め、教育の質向上を具現化していくことである。 

●もともと鳥取県では、教育への ICT 活用は進んでおり、整備率も高かった。このプログラムの実施により、教育水

準のさらなる向上に努めた。 

●最終的に 250 名もの教職員が「ICT スキルゕップオンラン」を利用し、トレーニングを受けた。今後、授業への

活用や、校務の効率化が期待される。 

活動概要 
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2009 年 3 月 26 日  
 

「鳥取県の将来ビジョン」の実現を目指し、 
鳥取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  

  
  
 鳥取県 (知事：平井伸治) とマ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、以下マクロソフト) は、ICT (情報通信技術) 利活用の促進を通して、鳥取県のさらなる発
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、鳥取県下の IT ベンチャー支援、NPO、高齢者、教員の ICT 利活用促進を協働で取り組む
ことで、地域のもつ可能性を最大限に引き出し、鳥取県の課題解決および豊かな生活ができる地域社
会の実現を加速させます。 
 
 鳥取県は、県民、NPO、住民団体、企業、各団体などの知恵と力を結集し、人生のあらゆる段階に
おいて、豊かな自然環境の中で、心の豊かさを実感しながら充実した生活を安心して送ることができ
る鳥取県を県民の皆さんとともに創っていくため、10 年後の鳥取県の姿を見据えた将来ビジョンを策
定し、行動しています。 
 
 特に、「高付加価値で打って出る産業」へ転換し、新たなステージへのチャレンジによる産業の活
性化を図るとともに、いきいきと働くことができる就業環境を整備することが重要と考えています。 
 
 また、鳥取県は、民間企業の企業市民活動との連携・協働を強化しており、マクロソフトとの連
携をきっかけに、ICT 産業の活性化や県民の ICT 利活用をより推進し、新時代に向かって持続可能な
魅力あふれる地域を創り、県民がいきいきと暮らし、次代を担う「ひと」が育つ、「活力 あんしん 
鳥取県」の実現を目指します。 
 
 マクロソフトは、過去数年間にわたり 30 以上の自治体と企業市民活動で連携してきました。今
回の鳥取県との「地域活性化協働プログラム」での連携によって、鳥取県の将来ビジョンの実現に向
けて、より活力ある鳥取県の実現を目指します。鳥取県、鳥取県内の団体と共に、IT ベンチャー支援、
ICT による NPO の基盤強化支援、高齢者の ICT 利活用支援、教員の ICT 利活用支援を通して、県内
に持続可能な仕組みをつくり、鳥取県内の ICT 利活用による地域活性化に貢献します。 
 
 鳥取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 キャパシテゖビルデゖングプログラム  
３．高齢者向け ICT 利活用促進プログラム  
４．ICT スキルゕップオンラン  
５．ICT 活用ゲートウェプログラム*  
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【参考資料 1】 

プログラム開始時のプレスリリース 

* ICT活用ゲートウエはマクロソフトエデュステーションオンランに移管されました。 
 エデュステーションオンラン：http://www.microsoft.com/japan/education/edustation_online.mspx 



鳥取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、鳥取県は各プログラ

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。マクロソフトは、各プログラムの鳥取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、教材の提供を行います。具体的な内容は、以下の通りです。 

 

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、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。採択企業と準採択企業は以下の 4 企

業です。  

 

【採択企業】  

株式会社ゕクシス (鳥取県) 

代表取締役 坂本 直 

対象事業内容 : 保険商品情報システム  

ゕカデミゕシステムズ株式会社 (鳥取県) 

代表取締役社長 鈴木 元 

対象事業内容 : 遠隔ラブコミュニケーション・システム『Dynaroom』  

 

【準採択企業】  

株式会社ITTR (鳥取県) 

代表取締役社長 サチン・チョードリー  

株式会社LASSIC (鳥取県) 

代表取締役 西尾 知宏  
 

２．NPO キャパシテゖビルデゖングプログラム : 

よりよい地域コミュニテゖづくりを目指し、鳥取県内の 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。 
   

３．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ゖづくりを目指

します。具体的には、鳥取県が、マクロソフトの制作した ICT 活用に関する教材を活用し、県内のシニゕネッ

トをはじめとする 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。 
   

４．ICTスキルゕップオンラン : 

鳥取県内の小・中・高等学校および特別支援学校の教職員を対象に、マクロソフトと ICT 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 スキルゕップオンラ

ン」を利用し、実践的なオンラ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。 
 

５．ICT 活用ゲートウェプログラム* : 

鳥取県は、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トである「ICT 活用ゲート

ウェ」(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。  

(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 へのゕ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

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 スキルゕッププログラ

ム」と e-Learning 型研修である「ICT スキルゕップオンラン」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。 
 

詳細は下記のWebサトを参照ください。 http://www.ict-consortium.jp/ 
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【参考資料 2】 

プレスリリース添付資料 

* ICT活用ゲートウエはマクロソフトエデュステーションオンランに移管されました。 
 エデュステーションオンラン：http://www.microsoft.com/japan/education/edustation_online.mspx 



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 

企業市民活動ウェブサト 

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


マ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 


