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●神奈川県は、国際性豊かな横浜や川崎、観光地として

名高い鎌倉、箱根、小田原、丹沢大山や湘南海岸の豊か

な自然など、多様な魅力を持つ。また、産業においては

開港・開国以来、日本の近代化をリードしてきた先進性

と優れた技術力がある。神奈川県では、こうした地域の

持つ多彩な力をより高めていくことを目指し、「神奈川

力構想」を策定している。 

 

●神奈川力の核心は、新しい時代を切り拓く「先進力」

と、さまざまな主体が力を合わせる「協働力」にある。

その考えに共感した日本マクロソフトは、2005 年よ

り神奈川県、慶應義塾大学 SIV ゕントレプレナー・ラボ

ラトリーと協働で「IT ベンチャー企業育成・支援プログ

ラム」を実施。産官学連携のもと「IT ベンチャー企業の

育成」「中小企業の IT 化」「情報セキュリテゖの普及

啓発」に取り組んできた。このプログラムを通じて藤沢

に本拠地のある株式会社ロロなど、世界に羽ばたく企

業が育っている。 

 

●神奈川県は「新たな情報化社会かながわの推進 ―ユビ

キタスネット社会かながわの実現に向けて―」を策定し 

ており、この中でも県の役割として「デジタル・デバ

ドへの対応」「IT 産業の育成」「情報セキュリテゖの重

要性」や「NPO 等との協働の重要性」などを掲げている。 

 

●今回、日本マクロソフトは、これまでの協働事業を

さらに拡大させた「地域活性化協働プログラム」を神奈

川県に提案、IT 産業の活性化や、県民の IT の利活用拡

大を目指し、両者が連携・協力することが決定した。同

プログラムを通じて 2010 年 3 月からの 1 年間、IT 人

材育成支援、NPO 基盤強化支援、セキュリテゖ啓発の 3 

分野において、県内の民間団体や市町村の協力を得て両

者が協働でセミナーや研修を実施することとなった。 

 

●両者の役割分担 

 

IT 人材育成 NPO 基盤強化 

情報セキュリテゖ 
啓発 

日本マイクロソフト 代表執行役社長 樋口泰行 

神奈川県は開かれた県政を目指されており、IT はそのビジョンを実現するものです。
同時に、ゆとりある生活、豊かな生活を実現する上でも IT による情報武装は不可欠と

いえます。マクロソフトは、IT で成長した会社であり、それをベースとした社会貢
献に取り組んでいます。IT は、人間やビジネスの持つ可能性を最大限に引き出し、地
域や自治体の活性化にも役立つと考えています。 

地域活性化協働プログラム 
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神奈川県と日本マイクロソフト 協働の背景 

神奈川県 
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、ソフトウェゕの提供 

実現を目指す 3 つの神奈川 
① 世界に開かれた 活力あふれる神奈川 
② ゆとりある くらしやすい神奈川 
③ ともに支え ともに創る神奈川 

基本理念 

神奈川力を高め、 
新たな時代を創造する 実現に

向けて 
IT 活用
を推進 

神奈川県と日本マクロソフトが 
協働で講座・セミナーを実施 

このたび、日本マクロソフトが持つ IT に関する卓越したノウハウや人材を生かして、
地域の課題解決や豊かで暮らしやすい地域づくりを目指す「地域活性化協働プログラ

ム」に取り組むことになりました。神奈川県としても大変ありがたく、また心強く受
け止めています。今回の取り組みで、神奈川県も高度情報化時代にふさわしい自治体
になれると信じています。 

 
 

神奈川県知事  松沢成文氏 (2010 年 3 月当時) 

覚書締結式 

2010 年 3 月 30 日、神奈川県庁にて覚
書を締結し、1 年間の協働プログラムが

スタート。松沢知事 (当時) と樋口社長は
プログラムにかけるそれぞれの思いや決
意を表明した。 

 

神奈川力構想 



NPO 基盤強化支援プログラム セキュリティ啓発プログラム 

全体統括 

IT 人材支援プログラム 

プログラムと担当部署 

神奈川県 

商工労働局 労働部 産業人材課 

商工労働局 産業部 産業活性課 

 

日本マ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 

神奈川県 
かながわ県民活動サポートセンター 
ボランタリー活動サポート課 
 
日本マクロソフト株式会社 
社会貢献部 

神奈川県 

総務局 情報統計部 情報企画課 

 

日本マクロソフト株式会社 

社長室 企業市民活動推進部 

神奈川県との地域活性化協働プログラムの概要 
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神奈川県 
総務局 情報統計部 情報企画課 
 
 
日本マクロソフト株式会社 
技術統括室 

● IT 人材支援プログラム  

地方自治体にとって、IT サービス関連の事業創出は地域の産業振興と経済発展を図る上で欠かせない
テーマである。しかし、急速に進化し続ける IT の習得や、顧客の多様なニーズに対応することは難
しい。IT 人材支援プログラムでは、日本マクロソフトが持つノウハウを活用して、企業とそのエン
ジニゕ、大学生を対象に実践的なセミナーやトレーニングを実施。次世代 IT 技術に対応する県内企
業および将来 IT 産業で活躍する人材のための講座を実施することにより、地域 IT 産業の活性化と新
たな雇用創出を目指した。 

 

● NPO 基盤強化支援プログラム 

神奈川県では「かながわコミュニテゖカレッジ」の運営などを通じて、地域課題解決の担い手として  
NPO やボランテゖゕなど県民活動に関わる人材の育成に取り組んでいるが、今回、日本マクロソフ
トが持つノウハウを活用して、NPO 運営における IT 利活用を促進することを目指し、NPO 基盤強
化支援プログラムを実施。県内の NPO や NPO 中間支援組織などを対象に、組織運営のノウハウの提
供と、セミナーの講師となる人材育成を実施することで、県内の NPO 全体の基盤強化を目指した。 

 

● セキュリティ啓発プログラム  

神奈川県民のンターネット利用率は全国的にも非常に高く、県内市町村の多くは情報化の推進に熱
心に取り組んでいる。今後、IT の発展による一層の利便性向上や社会の発展が期待される一方、個人
情報の無断収集や不正利用、IT を使った犯罪などに対する不安も広がっており、こうした課題への早
急な対応が求められていた。そこで、セキュリテゖ啓発プログラムでは、安心・安全な IT 環境づく
りを推進するため、情報セキュリテゖの普及啓発に取り組むこととなった。ウェブサトでの情報発
信やベント開催を通じて、県民の意識や知識の向上を図った。 
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神奈川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人材支援プログラム 

NPO 基盤強化支援プログラム 

セキュリテゖ啓発プログラム 

IT 活用講座 団体による自主講座 

2010 年 1 月         

  2 月         

  3 月 
覚書締結式  
3 月 30  日  

    

  4 月         

  5 月         

  6 月   
次世代 IT セミナー 

6 月 2 日  
    

  7 月       

  8 月         

  9 月         

  10 月     
第 1 回パワーゕップセミナー 

10 月 31 日  

  11 月       
11 月 29 日 

「チラシづくり講習会」 
(市民活動センターあやせ) 

セキュリテゖ講座 
11 月 28 日 

  12 月   
最新技術講座 
12 月 10 日 
12 月 22 日 

第 2 回パワーゕップセミナー 
12 月 11 日  

12 月 21 日 
「IT 活用講座報告会」 
(大和市民活動センター) 

 
12 月 22 日 

「いつでも相談」実施 
(大和市民活動センター) 

  

2011 年 1 月     
フォローゕップ講座 

1 月 21 日  

  2 月       

  3 月 
中小企業向けセミナー 

 3 月 28 日 
  

3 月 29 日 
「共育セミナー」 

(大和市民活動センター) 
  



神奈川県には多くの大学や民間・公的研究機関が集積し、研究者や技術者の数は全国一である。また、「かながわサ

エンスパーク (KSP)」や「横須賀リサーチパーク (YRP)」「慶應藤沢ノベーションビレッジ (SFC-IV)」など官民の

ンキュベート施設が多数立地するとともに、民間主導によるベンチャー支援組織である「TSUNAMI」など、高付加価

値型ベンチャー企業を生み出す高い潜在能力がある。この潜在能力を活かして、神奈川県と日本マクロソフトは慶應

義塾大学 SIV ゕントレプレナー・ラボラトリーと連携し、2005 年より「IT ベンチャー企業育成・支援プログラム」に

取り組んできた。今回の IT 人材支援プログラムでは、対象を IT ベンチャー企業から次世代を担う学生まで広げ、人材

育成支援を目指した。 

概要と成果 

神奈川県立産業技術短期大学校の学生と県内 IT 企業

の育成を目的に「次世代 IT セミナー」を実施。次世代 

IT の可能性やクラウド コンピューテゖングの概要とそ

の活用事例について講演を行った。 

「最新技術講座/講演」として、県内 IT エンジニゕや

就職希望者などを対象に、プラベート クラウドの構

築・運用技術や、最新技術講座を活用したゕプリケー

ション開発などについてレクチャーした。 

中小 IT 企業の経営者や、企業の開発担当者、技術者

等を対象にしたセミナーを企画。クラウド ビジネスへ

の参入やサービスの構築に関するポントについて事例

を交えて解説した。 

 

●日本マクロソフトと神奈川県は、2005 年度から

「IT ベンチャー企業育成・支援プログラム」で協力し

た実績があり、今回のプログラムもその協業をベースに

して円滑に実施された。 

●日本マクロソフトにおける講師のコーデゖネートや、

教材提供のサポートにより、充実したセミナーなどを開

催できた。セミナーの内容は、産業技術短期大学校の職

員のニーズを踏まえて決定した。 

●各セミナーにおいて、経営者にはクラウドを活用した

ビジネス展開の可能性、技術者にはクラウドの構築技術

などを解説したほか、学生にはクラウドの持つ可能性に

対する意識づけができた。経営者、技術者、学生、それ

ぞれを対象としてクラウドに関する学びの場を提供でき

た意義は大きい。 

 

●首都圏における IT 産業の活性化は、IT を活用する地

域の中小企業にメリットをもたらす。より安価で優れた

ソリューションを活用することにより、ビジネスチャン

スが拡大し地域産業全体の活性化につながる。 

●現在地域で活躍している IT エンジニゕや、将来地域

で働く可能性のある学生が最新技術や次世代 IT に関す

る知識やノウハウを身に付けることにより、地域産業の  

IT リテラシーの底上げが期待できる。 

●日本マクロソフトとの協働プログラムを通じて、神

奈川県に企業を支援するノウハウやスキルが蓄積された

と考えられる。そのノウハウやスキルを活用して、県内

の IT 産業活性化を支援する新たな施策が策定されるこ

とを期待したい。 

●神奈川県内における IT 企業の活性化が、都内でビジ

ネスを展開している優れた IT 企業の誘致につながる可

能性が考えられる。 

 

活動概要 

プログラムの持続可能性 協力体制と生まれた成果 
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次世代 IT セミナー 

神奈川県 IT 人材支援プログラム  

最新技術講座 



クラウドで生まれるビジネス チャンス、またクラウドを使ったサービス構築方法とその利点などにつ

いて実際の事例を交えながら解説 

神奈川県内の中小 IT 企業の経営者や開発担当者、 

IT エンジニゕなどを対象に実施したセミナー 

 

 

神奈川県 … 企画、広報、会場準備、セミナー運営など 

日本マクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供など 

クラウド コンピューテゖングや、最新技術を 

活用したソフトウェゕ、ゕプリケーションの 

開発について解説 

 

 

神奈川県 … 企画、広報、会場準備、セミナー運営など 

日本マクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供など 

内容 

次世代 IT の可能性を、IT ベンダーをはじめ、 

ユーザーにもわかりやすく説明するセミナー 

 

 

神奈川県 … 企画、会場準備、広報、講座運営など 

日本マクロソフト … 企画、講師派遣、教材提供など 

● 次世代 IT セミナー 

具体的活動とスケジュール 
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神奈川県 IT 人材支援プログラム  

場所 開催日 参加者 

神奈川県立産業技術 
短期大学校 

6/2 131 名 

● 最新技術講座 

プラベート クラウド構築トレーニング、Microsoft .NET Framework や Microsoft Silverlight を

活用したゕプリケーション開発についての講座 

● 中小企業向けセミナー 

場所 開催日 参加者 

横浜ランドマークタワー 12/10 90  名 

神奈川県立産業技術 
短期大学校 

12/22 118  名 

内容 

次世代 IT の可能性、最先端技術の動向、クラウド コンピューテゖング概要と活用事例についての講演 

＜12/10主体：日本情報技術取引所 南関東本部＞ 
＜12/22主体：神奈川県、日本マクロソフト＞ 

＜主体：神奈川県、日本マクロソフト＞ 
役割分担 

役割分担 

内容 

役割分担 

場所 開催日 参加者 

神奈川中小企業 
センタービル 

3/28 27 名 

＜主体：神奈川県、神奈川産業振興センター、
日本マクロソフト＞ 



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 シニアマネージャー 長井伸明氏 

神奈川県 商工労働局 労働部 産業人材課 主査 田中暁氏 

神奈川県 IT 人材支援プログラム  

（アンケートから） 

● 次世代 IT セミナー 
   「IT の現状、将来世代の情報を知ることができ、非常に (自分の生活向上の) 参考になった」 

   「10 年後の情報化社会の姿というビデオを見て、まだまだ発展する業界だと実感しました」 

   「クラウド コンピューテゖングのシステム開発を一度体験してみたいと思いました」 

● 最新技術講座/講演 
   「初歩から全体的にクラウドを眺めることができ、知識の整理ができました」 

   「デモ環境を使ってのトレーニングだったので、大変わかりやすく受講できました」 

   「Hyper-V の構築を行っているため、新システムの導入事例や導入方法を聴講でき、とても有意義なベントだと

思った」 

   「今回のトレーニングは大変わかりやすかった。今後も同様のセミナー、トレーニングを開催してほしい」 

   「ソフト開発に大変興味が出てきました。さらに勉強していきたいです」 

参加者の声 

● 中小企業向けセミナー 
 「クラウドのメリットとデメリットに関することがよくわかった。今後に向けて導入を考えていく参考になった」 

 「大変参考になりました。ありがとうございました。特に、Windows Azure を実際に活用した長谷川氏の話が 

  良かったです」 

   「中小企業への具体的な導入、活用事例を知りたかった」 

   「経営者視点という切り口は良かった。今回のようにユーザーの話が聞けると身近に感じられる」 

   「大変参考になりました。同様のテーマでまたやって欲しいです」 

 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

神奈川県では学生、IT 企業の技術者、経営者という幅広い人々に対して、クラウド コン

ピューテゖングを中心にセミナーを実施する事ができた。受講されている人達がそれぞれ

の立場から次世代を担うテクノロジーに対して興味を持ち、それぞれの新たな取り組みに

対して踏み出すきっかけを提供できたのではないか。この IT 人材育成サポート プログラ

ムを通してそれぞれの立場の方が一段階上のフェーズに上がってくれる事を期待している。 

神奈川県では、産業技術短期大学校などでさまざまな分野の人材の育成と企業への支援を

おこなっているが、今回のプログラムではマクロソフトとの協働により、クラウドコン

ピューテゖングなどの最新の IT 技術を県内の IT エンジニゕや学生の方々に伝えること

ができた。今後も、今回のプログラムで得たノウハウを生かし、県内 IT 企業と連携を図

りながら、企業が求める IT 人材の育成と企業への支援を推進していきたいと考えている。 
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概要と成果 

現在、神奈川県では 2,600 以上の NPO 法人が活動しており、福祉、環境、防犯、国際交流などのさまざまな分野にお

いて多彩な県民活動を展開している。さらに、県は地域課題の解決や地域活性化に取り組む人材を育成する「かながわ

コミュニテゖカレッジ」を開設。活動に必要な知識や技術を身に付ける学びの場を提供することで、NPO やボランテゖ

ゕなど、地域に密着した活動を行う県民の支援に取り組んできた。今回の NPO 基盤強化支援プログラムでは、日本マ

クロソフトと連携することによって、IT 利活用による NPO 活動の効率化が目指された。「ベントの広報および運

営」「活動成果の情報発信」「将来に向けた政策・施策の提言」などの NPO に不可欠な業務において IT の利活用方法

を身に付けてもらうことで、団体運営や事業実施能力のスキルゕップを図った。 

●神奈川県では、プログラムに高い関心を持っていた湘

南地区、県央地区が講座の開催場所として選ばれた。講

座は、県内 7 つの NPO 中間支援組織 (市民活動支援セ

ンター) との共催により開催され、同センターのメン

バーのほか一般の参加者も来場した。 

●7 つのセンターは地元地域を基盤として活動している

が、互いの交流はあるものの、7 つのセンターが協働で

セミナーを企画したことはなかった。今回、協働で活動

したことにより各地域の横のつながりがさらに強くなっ

た。 

●“NPO の IT 利活用” をテーマにしたセミナーを協働で

開催することは初めてであるが、今回のプログラムを通

じて複数の NPO 中間支援組織が IT 支援に対する考えや、

今後実施していきたい活動などについて活発に意見交換

することができた。 

●神奈川県内の NPO がこのセミナーを通じて地域を越

えて集まり、情報交換や交流の場を持ち、直接意見交換

を行うなど、つながりができたことは成果といえる。 

 

●NPO メンバーが IT の知識やスキルを蓄積したことに

より、その知識が団体内に波及し、活動がこれまで以上

に円滑に行われることが予想される。 

●今回の講座は NPO 単体のレベル ゕップはもちろんの

こと、NPO 間の連携や協働事業を促進させる IT の可能

性への気づきとなった。講座に参加した NPO 中間支援

組織のメンバーが自身の活動を通じて IT 利活用を各地

域の NPO へと広めることができれば、県全体の NPO 活

動のレベルゕップにつながる。 

●今回の協働をきっかけに、県と NPO、NPO 同士の交

流が密になり、各地域の IT リーダーたちのネットワー

クが強化されることが期待できる。 

●NPO や自治体関係者が参加したワークショップで実現

した両者の意見交換が、県の新たな NPO 施策につなが

ることを期待したい。 

 

活動概要 

プログラムの持続可能性 協力体制と生まれた成果 

神奈川県 NPO 基盤強化支援プログラム  

第 1 回 IT 活用講座 
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●NPO 活動において運営基盤を強化するためには、積極

的な IT 活用の促進と、それをサポートする IT 支援者 

(IT  リーダー) が必要となる。そのため、7 つの NPO 中

間支援組織「さがみはら市民活動サポートセンター」

「ひらつか市民活動センター」「藤沢市市民活動推進セ

ンター」「茅ケ崎市民活動サポートセンター」「大和市

民活動センター」「座間市民活動サポートセンター」

「市民活動センターあやせ」のメンバーを中心に、IT 利

活用のノウハウを学ぶ「NPO パワーゕップセミナー」や 

IT リーダーとなる人材育成のための「フォローゕップ講

座」を実施した。 

●「NPO パワーゕップ セミナー」の最初の 2 回では、

NPO の運営能力の向上を目指し、PＲ 文書の作り方やプ

レゼンテーション、ベント運営、ゕンケートの活用な

ど、 NPO の業務における IT 活用のノウハウを解説した。 

●第 3 回のセミナーでは、前 2 回のセミナー受講者がこ

れまでに学んだ内容を活かした模擬講座を実施した。ま

た、IT 活用を地域に広めていくことなどについて意見交

換を行った。 

 

第 2 回 IT 活用講座 フォローアップ講座 
 



開催日 場所 内容 参加者 

10/31 平塚会場 
・PR 文書の作り方 
・会議運営のノウハウ 
・オンランサービスの活用  

56 名 

開催日 場所 内容 参加者 

12/11 相模原会場  
・ベント運営 
・ゕンケート活用 
・プレゼンテーション  

52 名 

開催日 場所 内容 参加者 

1/21 
かながわ県民活動
サポートセンター  

第 1 回、第 2 回の講座受講者を
対象として開催。5 人の受講者が
模擬講座を実演し、ワークショッ
プを実施。 

18 名 

NPO の自立的かつ継続的な活動を支援するため、NPO 運営における IT 利活用を促進する講座を実施  

 
 

＜主催＞ 

神奈川県 … 企画、広報、会場準備、セミナー運営など 

日本マクロソフト … 講師派遣 (森戸裕一氏 )、教材提供 

＜共催＞ 

さがみはら市民活動サポートセンター、ひらつか市民活動センター、藤沢市市民活動推進センター、 

茅ケ崎市民活動サポートセンター、大和市民活動センター、座間市民活動サポートセンター、 

市民活動センターあやせ 

効果的な PR 術 (チラシ作成、ブログ作成など)、効果的な会議運営術 (会議資料作成など)、 

効率的なベント運用術、戦略的ゕンケート活用術、効果的なプレゼンテーション術 

具体的活動とスケジュール  

11 

● IT 活用講座 

※ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役 

神奈川県 NPO 基盤強化支援プログラム  

＜主体：神奈川県、日本マクロソフト、神奈川県内の NPO 中間支援組織＞  

内容 

役割分担 

※ 

   ・第 1 回 NPO パワーアップ セミナー 

   ・第 2 回 NPO パワーアップセミナー 

   ・NPO パワーアップ セミナー・フォローアップ講座 (IT リーダー人材育成講座) 



● NPO パワーアップセミナー 活用結果報告 
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神奈川県 NPO 基盤強化支援プログラム  

3 回の講座を受けて、各地で自主的に講座を開催したり、学んだ内容を各団体の事業で実践している。 

団体名 内容 成果 

パソボラ 
そうそう相模原 

「視覚障害者に対するパソコン指導者養成講
座」(2011/2/26, 2/27) における会場予約お
よび設営、広報、受付で協力。 
NPO パワーゕップセミナーの「ベント運営
段取り」で学んだ運営チェックシートを、前日
準備と講座 2 日間の計 3 日間において活用。 

誰がどのような役割で、どのような作業
をするか、一目瞭然で効率的だった。メ
ンバーが自分の役割だけでなく、団体外
の方々の役割・動きも把握でき、他団体
との連携など全体がスムーズで動きやす
かった。 

茅ケ崎市民活動 
サポートセンター 

① 「ばりあふりーカフェ」(2011/1/29) 運営
に際し、「準備物チェックシート」「当日運営
チェックシート」を活用。 
②「さぽせんワワまつり2011」
(2011/3/5) の実行委員会運営にて、「会議運
営シート」を活用。 
③「茅ヶ崎維新カフェ～映画『幸せの経済学』
上映会＆交流会」(2011/5/22) に際し、ゕン
ケート活用講座で学んだ設計ポントを活かし
ゕンケート実施。 

センターの事業は継続して行うものが多
いこと、何人ものスタッフが交替で業務
を進めていることなどから、IT の活用は
作業効率の改善に大きく役立ち、また事
業に対するスタッフ間の意思統一や取り
組む姿勢の積極性にもつながった。 

大和 
市民活動センター 

①「IT活用講座報告会」(2010/12/21) 開催。
13 名が参加。大和市市民活動課、拠点やまと
で協働実施。  
②「共育 (ともいく) セミナー」(2011/3/29) 
開催。登録団体など 14 名が参加。 
③2010/12/22 から、大和市民活動センター
にて PC を 1 台開放し、センタースタッフが
講師となり、“いつでも相談” を実施。 

センターで開催している毎月の連続ベ
ントに組み入れ、今までの生徒が先生に
なり、大和市市民活動課と連携して楽し
いセミナーを実施できた。意識して具体
的なテーマを取り上げ、実際に PC に馴
染めない年配の方に入力してもらうなど、
お茶を飲みながら行ったりしている。小
さい輪だが、確実に IT が身近なものに
浸透していくのを感じている。 

座間市民活動 
サポートセンター 

2010 年 11 月以来、サポートセンター運営委
員会の運営に「会議運営ノウハウ講座」での学
びを活かし、以下の手法を取り入れ現在にい
たっている。 
A.会議の進行に合わせ、議事録を作成する。 
B.議事録はプロジェクターで投影しながら、皆
で見られるようにする。 
C.会議の終了時には議事録も完成しているよう
に進行。 
D.会議終了後はすぐに議事録をメールにより
配布。 

議事録の共有は会議の終了直後になり、
決定事項の確認がすぐにでき、それに
従って統一された動きがすぐにできるよ
うになった。 

市民活動センター 
あやせ 

「チラシづくり講習会」(2010/11/29) を実施。
セミナーに参加したセンタースタッフが講師と
なり、パワーゕップセミナーテキスト (ベン
トチラシ作成) およびテンプレートを活用し、
実際に団体事業のチラシ作成を行った。参加者 
11 名、参加費は無料、2 時間の講座。 

作成のポントとテンプレートに文字・
図・画像を挿入する手順を伝えるだけで、
｢チラシが誰にでもできることを学ぶこ
とができた｣と受講者には好評。ほとん
どの受講者が講習会後、自主事業のオリ
ジナルのチラシを作成し、市民活動セン
ターや公共施設に掲示した。 

具体的活動とスケジュール  



総括 
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神奈川県 NPO 基盤強化支援プログラム  

県担当者のコメント 

日本マイクロソフト株式会社 
法務・政策企画統括本部 社会貢献部 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

参加者の声 

NPO の活動が活発な湘南地域を中心に、各市のサポートセンターの協力を得ながら 2 回の講座とフォローゕッ

プ講座を開催。複数のサポートセンターが、「NPO の IT 利活用」というテーマで協働するのは初めてのこと

で、各サポートセンターの IT 支援に対する活動や考え、また、今後実施していきたい活動などについて活発に

意見交換することができた。サポートセンターの職員が IT 利活用の理解を深めることにより、センター自身の

業務効率化を図ることはもちろんのこと、IT 利活用の効果を現場の NPO へ波及し、神奈川県内の NPO がさら

に活性化されることを期待している。 

神奈川県 県民局 県民活動部 
かながわ県民活動サポートセンター 
ボランタリー活動サポート課 副主幹 大島美智代氏 

日本マクロソフトとの協働実施により、実用的なテンプレートの提供など、すぐに役立

つ実践的なセミナーを開催することができた。IT をより身近なものに感じ、IT 利活用の

効率性を共感できたこと、この効率性を地域に広めていく可能性ができたことは大きな成

果である。また、県内の市民活動支援センターとの協働実施によりさまざまなゕデゖゕ

を企画に取り入れることができた。特に、講座ごとにグループ ワークのメンバーを変え

るという趣向は、多くの方との交流を深めた。今後も地域や分野の違う NPO が交流し、

つながることでますます活動がパワーゕップできるような機会を提供していきたい。 

 
特定非営利活動法人 NPO サポートちがさき 代表理事・事務局長 益永律子氏 

 

IT はともすればウェブサトをメージしがちだが、IT を利活用する具体的なノウハウを学ぶと、

「情報技術」は属人的な運営から脱して効率化や組織力ゕップを図るツールとなり、担い手のボト

ムゕップにも有効であることを実感した。また、グループワークを通じて県内の中間支援組織や情

報技術系の NPO の方々との交流も深まったので連携しながら IT 活用を広めていきたい。 

 
特定非営利活動法人 湘南ふじさわシニアネット 小菅康浩氏 
 

NPO パワーゕップ セミナーに参加して、NPO の情報化が広まれば、情報共有による組織行動力

の向上や多くの共感者へのゕプローチが可能となり、世の中がより良くなっていくと感じた。 

一方、パソコンを思うように使えない IT リテラシーの課題が、大きな壁になっているように見

受けられた。「パソコンのできる若者が、有識者の IT リテラシーをサポートする」ような共感

から生まれる地域コミュニテゖで、NPO の情報化が広まればと思う。 

 
特定非営利活動法人 藤沢市市民活動推進連絡会 理事・事務局長 手塚明美氏 
 

マクロソフト社による NPO 支援に最初に触れたのは、NPO Day でビル・ゲツ氏のお話を

伺った時。2010 年度は、NPO の中間支援組織として、最も重要な人材育成に関わる事業を神奈

川県とともに実施させていただいた。NPO の活動は、表装されていない書画のようなもので、わ

かりにくい、良さが伝わらないなど、課題を抱えている。今回、その部分の作りこみをご指導い

ただけたように思う。IT という限られたツールを使いながら、常に NPO の実情に応じたさまざ

まな角度からの支援に感謝している。 



神奈川県セキュリティ啓発プログラム  

●覚書締結日に合わせて、情報セキュリテゖの関連情報

を集めたポータルサトを神奈川県のホームページ内に

開設。情報セキュリテゖに関する基本情報やトラブルへ

の対処方法などについて関係省庁・団体のサトを紹介。

また、子供向けにンターネットの正しい使い方を解説

するウェブセミナーや、具体的な対策情報、手段などを

紹介するマクロソフトのセキュリテゖ情報ページへの

リンクも提供された。 

●一般県民から参加者を広く募集し、初心者レベルのセ

キュリテゖ講座を実施。パソコンで安心・安全にン

ターネットを使うためのノウハウをマクロソフトの派

遣講師がわかりやすく解説した。 

●セキュリテゖ講座と同じ会場で神奈川県が主体となり

個別相談会を開催。各ブースでは、県職員および日本マ

クロソフトの社員ボランテゖゕが、パソコンやン

ターネットの使用に疑問を抱える県民からの相談に応じ

た。また、会場にパソコンを用意し、情報セキュリテゖ

に関連するパソコン操作を体験する場を提供した。 

 

●情報セキュリテゖの啓発を実施したことで、県民に IT  

の正しい知識を提供することができた。これをきっかけ

に、IT をさらに利活用していこうという参加者の意欲的

な姿が見られた。 

●また、セキュリテゖ面における啓発だけでなく、電子

入札や電子申請などのンターネットを利用した県民

サービスについて、パンフレットなどの関連資料が配付

された。 

 

 

●地域においてンターネット セキュリテゖの正しい考

え方が普及することで、地域で均一化されたンター

ネットに対する判断基準が確立され、県内における IT  

に関する不安要素が減少する。 

●電子化による県民サービスの向上は、「新たな情報化

社会かながわの推進 －ユビキタスネット社会かながわの

実現に向けて－」に掲げられた課題の 1 つでもある。県

民が IT の安全な利用方法を正しく身に付けることが、

IT 関連施策の波及とレベル向上につながる可能性がある。 

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 

概要と成果 

神奈川県では、2007 年 ３ 月に超高速ンターネット「光フゔバー」を全国で初めて県内全域で利用可能にするなど、

情報通信ネットワークの基盤整備を民間主導で進めてきた。こうした環境の中、県民生活や産業活動の情報化が急速に

進むとともに、 電子県庁の実現に向けた取り組みを推進している。しかし、IT の普及は県民の利便性を向上させる一方、 

情報漏えいやプラバシーの侵害、IT を悪用した犯罪などを引き起こす危険性を持つ。安心・安全な IT 利活用による

メリットをより多くの県民が享受するためには、県民の IT リテラシーやセキュリテゖに対する意識向上が必要である。

神奈川県は、IT 利活用の推進を目的に策定した「新たな情報化社会かながわの推進 －ユビキタスネット社会かながわの

実現に向けて－」の中でも、「安全で安心な IT 利用環境の整備の推進」を県の重要な役割として掲げており、日本マ

クロソフトと協働で地域住民を対象にした情報セキュリテゖの普及啓発に取り組むこととなった。 

 

セキュリティ講座 

個別相談会 
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県民を対象とし、ンターネットを安全に使うた

めの基本的なセキュリテゖ スキル習得を目的とし

た講座を開催 

 

役 

神奈川県 … 企画、会場準備、広報、講座運営など 

日本マクロソフト … 講師派遣、教材提供など 

マクロソフトのセキュリテゖのプロが講座を展開。また、パソコン初心者のセキュリテゖに関する悩

みに答える個別相談会を併せて開催した。 

 

神奈川県セキュリティ啓発プログラム  

具体的活動とスケジュール 

● セキュリティ講座 

内容 

役割分担 

＜主体：神奈川県、日本マクロソフト ＞ 
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講座タトル 開催日 参加者 

やさしいセキュリテゖ講座 
ーンターネットを 
   安心して使うためにー 

11/28 61 名 

県担当者のコメント 

日本マイクロソフト株式会社  
チーフセキュリティアドバイザー 高橋正和氏 

神奈川県 総務局 情報統計部 情報企画課 副課長 並木恵氏  

(アンケートから) 

総括 

● セキュリティ講座 
 「詐欺やトラブルなどの具体的事例があり、わかりやすかったです」 

 「ウルスに感染したことがあり、セキュリテゖについて知りたかったので大変参考になりました」 

 「他の人にも機会があればセミナーを受けることを勧めたい。障碍 (しょうがい) をもった人にも、もっとセキュ

リテゖに関心を持ってもらいたいので、今回参加したことをみんなに伝えていこうと思う」 

 「セキュリテゖ対策ソフトの解説だけでなく、Internet Explorer やメールソフト、Windows Live などでできる

セキュリテゖ対策を解説してほしい」 

 

参加者の声 

日本マイクロソフト担当者のコメント 

セキュリテゖ啓発セミナーに参加された方は、ンターネットを高度に利用している反面、

セキュリテゖに対する不安を持つ参加者が多かったようだ。 

今回のセミナーでは、ウルスを理解し、具体的な設定を知ることで、徐々に不安が薄ら

いだように思う。質問コーナーでは、熱心な質問が多数寄せられ、PC やンターネット

を使いこなす様子が伺えた。より多くの方が、安全に、便利にンターネットを使ってい

ただけるように、啓発活動を続けていく。 

ンターネットの初心者にとって、セキュリテゖ面での不安は積極的な活用をためらう要

因の一つとなっている。今回、日本マクロソフトとの協働による情報セキュリテゖ セミ

ナー・相談会を実施したことで、県民の生の声を直に聞くことができ、県としても、セ

キュリテゖ啓発の重要性を再認識することができた。この成果を生かしながら、今後とも、

県民が安全に ICT を利活用できる社会づくりを推進していきたい。  



神奈川県とマイクロソフトが ICT を活用した地域活性化で協働 

 

1. 覚書の趣旨 

神奈川県と日本マクロソフト株式会社は、IT 利活用の促進を通して、神奈川県内のさらなる地

域活性化を目指して、個人や団体・組織がそれぞれの可能性を最大限に引き出すことで、地域の課

題を解決し、豊かな暮らしやすい地域づくりの実現を目的とする「地域活性化協働プログラム」を

協働で実施します。 

 

2. 覚書の内容 

両者が協働で実施するプログラムは、以下のとおりです 

 

(1) IT 人材支援プログラム 

次世代 IT 技術に対応する県内企業及び将来 IT 産業で活躍する人材育成のための講座を協働で実施す

ることにより、地域 IT 産業の活性化を目指します。 

① 次世代 IT セミナー 

② 最新技術講座 

③ 中小企業向けセミナー 

 

(2) ＮＰＯ基盤強化支援プログラム 

IT の活用による NPO 団体の運用の効率化を目指し、NPO 等を対象とした講座を開催。その中で、地

域の中間支援組織と連携し、IT 活用を支援できる人材 (IT サポーター) の育成等を行います。 

・NPO 等を対象とした IT 活用のための講座の開催 

 

(3) セキュリテゖ啓発プログラム 

IT 利活用を進める上で不可欠となっている情報セキュリテゖに関する県民の意識や知識の向上を目指

して、協働でセキュリテゖの普及啓発を行います。 

① Web サトによる情報セキュリテゖの普及啓発 

② セキュリテゖ関連ベントの開催 

 

3. 実施期間 

覚書締結後、2011 年 3 月 29 日までの 1 年間とする 

【参考】 
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プログラム開始時の発表資料 



神奈川県ホームページ 

http://www.pref.kanagawa.jp/  

マクロソフトの企業市民活動ウェブサト 

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 

日本マクロソフト 企業市民活動推進部   mjctz@microsoft.com 

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


日本マ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 


