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

地方 東北地方 
面積 9,323.46 ｋｍ² 
知事 吉村 美栄子  
県庁所在地  〒990-8570 

山形県山形市松波 2 丁目8-1 
総人口 1,172,613 人     (2010 年 6 月 1 日現在) 
NPO 法人認証数                       358 (2011 年) 
情報通信業者                106 (2009 年) 
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平成 21 年度「経済センサス-基礎調査」 
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山形県と日本マイクロソフト 協働の背景 

日本マクロソフト 代表執行役社長 樋口泰行 

IT 産業が発展するうえで、最終的に核となるのは人材です。地域で核となる人材を育成し、そ
の方々が先頭に立って産業をけん引していくことが地域振興につながります。協働事業を通じ
て世界的に活躍するような IT ベンチャーを輩出できるよう、一所懸命頑張ってまいります。 

本県を取り巻く社会経済状況はここ数年で大きく変化しています。日々、進歩を続ける IT は、
産業活動の高度化をもたらし生活の利便性を大きく向上させることに役立つと考えています。本
日の覚書締結により、IT 産業の人材育成と振興が促進され、一人ひとりが輝く県づくりが一層
推進されることを期待しています。 

山形県知事 吉村美栄子氏 

覚書締結式 

2010 年 5 月 10 日、吉村知事と樋口社長が  1  年間の協働に向けて覚書を締結。IT ベンチャー支援プログラムの選
定企業に対して認定証の授与式を行った。さらに、キックオフ ベントで樋口社長が「テクノロジがひらく未来」と
題する講演会を実施。山形県立産業技術短期大学校の学生および  IT 産業従事者など、約 300 名が会場に足を運んだ。 

山形県と日本マクロソフトが協働で講座やセミナーを実施 

山形県総合発展計画 

 
基本方針 

緑と心が豊かに奏であい 一人ひとりが輝く山形 
 

安心が根付き、楽しさや充実感 
のある「暮らし」の実現 

地域資源と多様な絆をもとに固有の価値を生み、 
安定的に発展し続ける「産業・経済」の実現 

豊かで質の高い暮らしや活力ある産業 
を支え続ける「地域社会」の実現 

実現に向けて IT 活用を推進 

●東北地方の南西部に位置する山形県は、県土面積の  

72% を森林が占める自然豊かな土地である。全国生産量

の 7 割を占めるさくらんぼなどが有名で、代表する産業

としては農業と製造業が挙げられる。約 900 年前の「山

形鋳物」に始まり、戦時中の航空機、戦後のミシン産業、

電気機器、自動車部品など、多様なものづくり技術が築

かれてきた。しかし、近年では少子高齢化に伴う人口減

少や社会経済のグローバル化、環境問題の深刻化など、

さまざまな課題に直面。持続可能な社会づくりに向け、

こうした環境変化への対応が急務となっている。 

 

●2009 年 2 月、東北地方初の女性知事として吉村美栄

子氏が山形県知事に就任。新知事のもと、活力溢れる山

形県の実現に向けて行政改革が進められる中、日本マ

クロソフトから「地域活性化協働プログラム」の実施を

提案。同プログラムは日本マクロソフトが企業市民活

動の一環として自治体向けに展開する地域振興策であり、 

山形県に対し IT を活用した新しい県づくり推進の提案

がされた。山形県は産業の活性化や県民の IT 利活用を

促進するため日本マクロソフトとの協働を決定した。 

 

●2010 年 12 月に策定された「第三次山形県総合発展

計画」では、「緑と心が豊かに奏であい 一人ひとりが輝

く山形」という基本方針のもと、生活、産業や教育など

幅広い分野での IT の利活用を掲げている。また、山形

県では県民が豊かさを実感できる社会の実現に向けて、

従来より民間企業や NPO などとの連携や協働の拡大を

推進してきた。こうした背景から、東北地方で初となる

今回の「地域活性化協働プログラム」では、「IT ベン

チャー支援」と「NPO 基盤強化支援」の 2 分野が選択

された。2010 年 5 月に山形県と日本マクロソフトは

覚書を締結。両者連携のもと、県内の民間団体や教育機

関などの協力も得て講座やセミナーを実施、人材育成や

地域活性化を図ることとした。 

 

●両者の役割分担 

 

山形県 
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 



全体統括 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 

プログラムと担当部署 

山形県  

商工観光部 産業政策課 

 

 

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 

山形県  
生活環境部 生活文化課  
県民活動推進室 
 
日本マクロソフト株式会社 
社会貢献部 

山形県  

商工観光部 産業政策課 

 

 

日本マクロソフト株式会社 

社長室 企業市民活動推進部 

山形県との地域活性化協働プログラムの概要 
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IT ベンチャー支援プログラム 
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。また、IT 業界団体
においても、 IT ベンチャーや第二創業を含む
中小のソフトウェゕ ベンダーの支援に取り組
むことは、知財立国や国際競争力強化の観点
から重要な意義を持つ。今回、山形県内から
製品・サービスなどに革新性を持ち、成長意
欲の高い IT ベンチャー企業や中小 IT 企業を
募集。選定企業が完成度の高い自社製品開発
と PR 効果向上を達成できるよう、新規事業や
製品開発に必要なマクロソフトのソフト
ウェゕの提供、技術習得のためのセミナーや
カンフゔレンスへの招待、マーケテゖング支
援を実施した。 

 
 
 

NPO 基盤強化支援プログラム 
山形県では NPO ゕドバザー派遣事業などの
施策を通じて、地域課題解決の担い手となる  
NPO の基盤強化などに取り組んでいる。しか
し、面積が広く、冬は降雪で移動困難である
ことが NPO の円滑な運営と連携の妨げになっ
ている。このほか、多くの市民活動団体があ
るものの、資金や人材不足などで活動基盤が
弱いという課題もある。NPO 基盤強化支援プ
ログラムでは、県内の NPO や NPO 支援組織
などを対象に IT を活用しながら効果的に情報
発信、さらに効率的に活動を推進できるよう
セミナーを実施。組織運営のノウハウととも
に、こうした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。 

 
 



06 

山形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 

    IT リーダー養成講座 IT 活用講座 

2010 年 1 月         

  2 月   
キックオフミーテゖング 

2 月 25 日  
    

  3 月       

  4 月   
 US 研修ツゕー 

4 月 20 日 〜 24 日 

  5 月 
 覚書締結式 

5 月 10 日 

 ・認定証授与式 

・講演会 

5 月 10 日 

  

  6 月   

  7 月     
第 1 回 

7 月 26 日 
  

  8 月   

 Tech･Ed Japan2010 

8 月 25 日 〜 8 月 27 日 

 

デジタルエンジニゕリングセミナー山形 

8 月 27 日 

    

  9 月     
第 2 回 

9 月 24 日 
  

  10 月         

  11 月   

  12 月   

Microsoft Citizenship Day 2010  

Microsoft Innovation Day 2010 

12 月 2 日 

  12 月 18 日  

2011 年 1 月       
1 月 14 日 
1 月 26 日 

  2 月         

  3 月       



山形県内の情報サービス関連企業数は 100 社程度で、売上高は 2008 年度の調査によると 165 億円。これは全国で  

39 位である。県内に高い技術力を有する企業はあるものの、事業エリゕは県内に留まっていることが多く、今後、地域

の産業振興と経済発展を目指すには、全国および海外の市場で活躍する自立型企業の育成が欠かせない。今回、山形県

と日本マ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 IT 企業 4 社を

対象に、技術やマーケテゖングなどの支援を行った。プログラムを通じて、完成度の高い自社製品の開発と PR 効果の

向上を図り、支援企業の売り上げ向上、ひいては県内 IT 産業の底上げを目指した。 

 

概要と成果 

支援対象企業には、選定企業としてハテックシステム、

レクポート、準選定企業として酒田エス・エー・エス、情報

技術サービスを採択。4 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、マーケテゖング面での支援を実施。 

認定証授与式において認定証、目録の授与を行うとともに、

各種メデゖゕに対して支援対象となる企業を紹介。また、日

本マクロソフトのウェブ サ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。 

ハテックシステム、レクポートの 2 社をマクロソフト

米国本社に招待し、国内外のマクロソフト社員や高い意識

を持つ技術者、ベンチャー企業同士の交流の場を提供した。

現地では、クラウド時代に向けた新しい技術やゕメリカの  

IT ベンチャー動向などのレクチャーが行われた。 

キックオフミーテゖングや「Tech･Ed 2010」「Microsoft 

Citizenship Day 2010/Microsoft Innovation Day 2010」

に招待した。 

 
キックオフ ミーテゖングや米国研修ツゕーなどへの参

加により IT ベンチャー支援プログラムが実施された静

岡県、福岡市、宮崎県の選定企業と交流し、また、カン

フゔレンスやベントを通じて、異なる地域や分野の技

術者とのコミュニケーションの機会を提供。 

米国研修ツゕーは、現地スタッフとの交流やセミナー

によって IT 業界の最新動向を知るだけでなく、ワール

ドワドで展開されるビジネスを目の当たりにし、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

デゖゕ掲載を通じて、企業の認知度や信頼度が向上した。 

今回の連携事業をきっかけとし、以下の活動を発展的

に開催していただくことができた。 

地域活性化協働プログラムのキックオフ ベントとし

て、地元の学生やIT産業従事者に向けて樋口社長による

講演会を開催。また、山形県が主体となり「デジタルエ

ンジニゕリングセミナー山形」を開催するなど、IT ベン

チャー企業への支援をきっかけに県内の IT 利用を促進

するベントが実施された。 

「Microsoft Citizenship Day 2010」のベントで、

地域産業活性化の事例として山形県が自身の取り組みを 

PR した。 

 
 

 

先進のソフトウェゕやサービス、技術の最前線に触れたこ

とでニーズを先取りした製品やサービスの開発が予想される。

レクポートでは、Windows Phone 7 向けゕプリケーショ

ンの開発に取り組むなど、業界を先取りした事業展開を目指

している。こうした事業展開が成功すれば、近い将来山形県

から世界規模のビジネスが展開される可能性がある。 

新製品の普及に当たっては、先進のソフトウェゕに対応で

きる人材の確保が課題である。今回の選定企業のエンジニゕ

がプログラムで身につけたことを地域に普及させていけば、

県内の IT 人材育成につながる。 

全国で実施された IT ベンチャー支援プログラムの参加企

業を結ぶコミュニテゖを継続的に活用することによって、新

たな協力関係の中で製品やサービスの開発に取り組むことが

できる。 

山形県の産業振興担当者が選定企業と共にセミナーやベ

ントに参加したことで、IT 産業の最新動向についてや IT 

企業支援のノウハウが県に蓄積されたと考えられる。そのノ

ウハウが県内の IT 産業活性化の施策につながることに期待

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 
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キックオフミーティング 

Tech･Ed 2010 

山形県 IT ベンチャー支援プログラム  

US 研修ツアー 

認定証授与式 



山形県 … 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、マーケテゖング支援 

具体的活動とスケジュール 
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山形県 IT ベンチャー支援プログラム  

開催日 ベント 内容 参加者 

2/25 
2010 年度  

IT ベンチャー支援プログラム 
キックオフ ミーテゖング 

山形県をはじめ、静岡県、福岡市、宮崎県から選
抜された IT ベンチャー企業が一堂に会するキッ
クオフ ミーテゖングを開催。1 年間のプログラ
ムについて支援内容などの説明を行った。 

選定企業 

4/20 〜 
4/23 

IT ベンチャー支援プログラム  
US 研修ツゕー 2010 

選定企業をマクロソフトの米国本社に招待。現
地では、2 日間にわたって特別研修セミナーが実
施され、最先端の設備を使ったデモンストレー
ションをはじめ、先進技術動向の紹介、本社ス
タッフとの交流会などが行われた。 

選定企業 

5/10 認定証授与式 

選定企業および準選定企業に山形県の吉村知事と
日本マクロソフト 樋口社長より認定証および
目録が授与された。取材に訪れた各種メデゖゕに
支援企業の事業内容を紹介した。 

選定企業、 
準選定企業 

5/10 
山形県次世代産業育成事業 

マクロソフト講演会 

山形県次世代産業人材育成支援の一環として、県
内の学生や IT 産業従事者などを対象に樋口社長
が「テクノロジがひらく未来」と題する講演を
行ったほか、IT ベンチャー支援プログラムの担
当者が次世代 IT の可能性を解説した。 

県内の IT 産業従
事者、短大生など 

8/25 〜 
8/27 

Tech･Ed 2010 

マクロソフトが展開する世界最大規模のテクニ
カル カンフゔレンス「Tech･Ed Japan 2010」
に選定企業を招待。各社は会場を訪れた IT エン
ジニゕなどに対し自社ソリューションを PR した。 

選定企業 

8/27 
デジタルエンジニゕリング 

セミナー山形 

クラウドコンピューテゖングの概要や、10 年後
に予想される IT 技術の進歩について映像を交え
て紹介するセミナーを開催。県内の学生や IT 産
業従事者など、100 人を越える参加者が会場に
訪れた。 

県内の IT 産業従
事者、短大生など 

12/2 

Microsoft Citizenship Day 
2010/ 

Microsoft Innovation Day 2010 

IT ベンチャー企業のための情報収集とネットワ
ーク作りの場を提供する IT カンフゔレンス「
Microsoft Innovation Day 2010」および同時開
催された、マクロソフトが展開する企業市民活
動を総括するベント「Microsoft Citizenship 
Day 2010」に、選定企業と準選定企業を招待し
た。  

選定企業、 
準選定企業 

役割分担 



 
選定企業：株式会社ハイテックシステム 営業グループ営業１チーム チームリーダー 先崎勇洋氏 

 

今回のプログラムに参加させていただき、マクロソフト社の技術の高さはもちろん、地域密着型

の支援体制や IT の将来性に関する考え方等に深く共感させられた。ハテックシステムでは小型

フゔンレス PC や KIOSK 端末などのエンベデッド (組込み) 製品の開発を行っているが、これら製

品の開発にはマクロソフト社の技術が不可欠である。また、世の中やお客様のために我々として

何ができるのか、今回学ばせていただいた技術や考え方を自社に取り入れ、積極的な活動を実施し

ていきたい。 
 
選定企業：レクポート株式会社 代表取締役 中丸孝一氏 

 

US 研修ツゕーでは、Windows Azure や Windows Phone 7 Series の技術解説を受け、当時、

日本ではごく一部の方しかご存知ないような情報をいち早く入手できた。また、Tech･Ed などの

有償ベントにもご招待いただいたおかげで、さまざまなマクロソフトテクノロジーに関する

情報を得ることができ、自社製品の戦略に役立った。また、各種メデゖゕに紹介され、認知度と

信頼度の向上にもつながったことも、非常に大きな効果として実感している。 

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 

山形県 商工観光部 産業政策課 主査 樋口芳弘氏 
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山形県 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 

山形県の認定式では地元のテレビをはじめ、多くの新聞やンターネット ニュースに取

り上げられた。このように注目されている中で、株式会社ハテックシステム様は最新の

テクノロジーを取り入れて地元山形でビジネスを展開し、レクポート株式会社様は山形か

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る。この IT ベン

チャー支援プログラムを通して、マクロソフトの経験を伝えるとともに世界に目を向け

てビジネスを展開するといった意識を持っていただければと思う。これからの活躍を期待

している。 

地方における情報サービス産業の課題は多く、本県の IT 企業の売上げは全国下位と低迷

している。今回、日本マクロソフトとの協働により県内 IT 企業が自社製品の開発に積

極的に取り組み、各社が現在の業務の枠を超えた活動を行うことができたことは、大変有

意義であったと思う。また、これを機会にこれまで本プログラムで活動してきた全国の 

IT 企業との間でコミュニテゖの場が確立されたとのことで、今後のビジネス機会の拡大

を期待しているところである。 



概要と成果 

山形県では、長期構想の目標である「緑と心が豊かに奏であい 一人ひとりが輝く山形」の実現に向けて、NPO などとの

連携を積極的に推進している。こうした状況で地域の課題を解決するため、自主・自立的な公益活動が県内各地で展開さ

れている。しかし、万全の運営力を持ち、効率的、効果的に活動を推進できる体制を整えている NPO は少ない。これに

対し、IT の利活用は、「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、

NPO のさまざまな活動と団体運営の効率化を図る有効なソリューションとなりえる。そこで、山形県と日本マクロソ

フトは、県内の NPO 法人などを対象に、IT を活用して業務運営や事業実施能力のスキルゕップを図る「NPO 基盤強化

支援プログラム」を協働で実施した。 

 

山形県 NPO 基盤強化支援プログラム  
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●NPO 活動における積極的な IT 活用を促し、運営基盤を

強化するには、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 NPO の IT 支援に賛同する人材を

集め、IT リーダー養成を目的とした講座を実施した。 

●山形市内で「NPO 基盤強化セミナー」を 2 回開催。 

NPO 活動実践者、NPO 活動支援者など延べ 86 名が参加し

た。同セミナーは、広報活動の重要性や実践ノウハウ、共感

をより得られるプレゼンテーション技術などを学びながら、 

NPO の運営力向上を目指すもの。チラシやゕンケートの作

成時に使用可能なテンプレートを配付することで、セミナー

終了後に受講者がそれぞれの団体で学習、利用できるように

した。 

●Microsoft RoundTable を活用したオンラン会議のデモ

ンストレーションを実施。県内 4 地域に分散した NPO 同士

が継続的に交流する手段として紹介した。 

●「NPO 基盤強化セミナー」の受講者が主体となって、地

域 NPO を対象とした NPO 運営に役立つ「IT 活用講座」や、

今後の IT 活用について考えるフォローゕップ ベントが開

催された。 

●山形県では地域課題を解決するための自主・自立的な

公益活動の推進を目指し、県内 4 地域 (村山地域、最上

地域、置賜地域、庄内地域) において NPO の運営支援

などを主な業務とする NPO ゕドバザー派遣事業を実

施している。今回のプログラムでは、NPO ゕドバ

ザーとして活躍する中間支援組織を中心に、IT リーダー

養成を図る講座を開催。NPO ゕドバザーが IT 利活用

の理解を深めることにより、相談事業の充実化につな

がった。 

●県内のさまざまな地域から参加者を募集することによ

り、それぞれの NPO の活動内容を知る交流の場にもな

るとともに、県と NPO が情報共有や意見交換を行う

きっかけになった。 

●これまで “IT の利活用” をテーマにした NPO の運営

支援活動はあまり行われていなかったが、今回のプログ

ラムが IT の有効性を認識するきっかけとなり、3 つの  

NPO が自ら主体となり IT 活用に関する講座・ベント

を開催した意義は大きい。 

●NPO スタッフが 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、活動がこれまでに以上に円

滑に行われることが予想される。 

●1 年間のプログラムは終了したが、ポータルサトを通じ

て e ラーニング コンテンツや IT 活用講座の教材などの提

供を継続する。これを使って県内各地域で自主講座の開催や

学び合いが展開されることで、県全体の IT 普及率向上を目

指す。 

●地域で活動する NPO の多くが IT を使うことで、情報交

換が活発化する可能性がある。面積が広く、冬は物理的な移

動が困難な山形県で IT を活用することにより、事業の効率

化とネットワークの拡大が可能になる。 

●NPO ゕドバザーが参加した今回のセミナーは、県内 4  

地域の支援センター同士のネットワーク強化を図るきっかけ

となった。今後、メーリングリストなどの活用により、IT  

を使ってさらなる横連携が促進されれば、山形県における  

NPO 活動のレベルゕップが期待できる。 

 

 

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 

IT リーダー養成講座 



NPO の自立的かつ継続的な活動を支援するため、

NPO の運営における IT 活用を促進する講師を養成  
 

 

山形県 … 企画、広報、会場準備、セミナー運営等 

日本マクロソフト … 講師派遣 (森戸裕一氏 )、 

教材提供 

 

 

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)、 

効率的なベント運営術、戦略的ゕンケート活用術の解説 

 

 

第 1 回 「今すぐ実践できる PR 文書の作り方」 
    「プレゼンテーションの準備と実践」 

 
第 2 回 「ベント運営・段取り講座」 
     「ゕンケート活用講座」 

 

 

具体的活動とスケジュール  
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● IT リーダー養成講座 

開催日 参加者 

第 1 回 7/26 47 名 

第 2 回 9/24 39 名 

※ナレッジネットワーク株式会社 代表取締役 

山形県 NPO 基盤強化支援プログラム  

＜主体：山形県、日本マクロソフト＞ 

内容 

役割分担 

講座タイトル 

IT リーダー養成講座の受講者が講座で学んだことを活かし、地域の NPO に IT を活用した NPO の運
営ノウハウを広める講座を実施 
 

 

各 NPO …講師派遣、会場準備、セミナー運営など 

山形県 … 広報 

日本マクロソフト … 教材提供 

● IT 活用講座 

★各講座は、地域の NPO 法人の手により開催され、IT リーダー養成講座を受講したそれぞれの NPO 

のスタッフが講師を務めた。  

内容 

役割分担 

開催日 場所 主催 参加者 

12/18 新庄市 特定非営利活動法人 NPO もがみ 10 名 

1/14 山形市 特定非営利活動法人 山形の公益活動を応援する会･ゕミル 15 名 

1/26 長井市 特定非営利活動法人 長井まちづくり NPO センター 20 名 

効果的な PR 術 (チラシ作成、ブログ作成など)、IT 活用の方向性を考えるグループ ワーク 

＜主体：各 NPO＞ 

※ 



 
特定非営利活動法人 山形の公益活動を応援する会・アミル 代表理事 齋藤和人氏 

 

NPO の中間支援活動を行なっている私たちの団体にとって、“IT 支援” というとどうしても敷居

が高かったが、じつは中間支援そのもの。いかに IT をツールとして活用し、さまざまな分野で

活躍する NPO をサポートできるかが肝だという事を再認識したセミナーだった。マクロソフ

ト社のように、企業が積極的に提供している資源を有効に活用することで、各組織の情報発信力

が高まり、共感を広げることから、社会や地域の課題解決への道程を着実なものにしていけるこ

とを強く感じた。 

 
特定非営利活動法人 長井まちづくり NPO センター 伊藤えり子氏 

 

私は、NPO 向けに講座などを開催している。今回のマクロソフトによる講習には自身のスキル

ゕップのために参加し、自分でも「すぐに役立つ広報力ゕップ講座」と題し、NPO への講座を

行った。マクロソフトからいただいた教材をもとに話すことができ、しかも教える際のポン

トを講師用に準備してあるので、教えやすかった。チラシ作成時にもそのままフォーマットが使

えてとても便利!! これからも活用していきたい。 

総括 
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山形県 生活環境部 生活文化課 県民活動推進室 (2011 年 1 月当時) 
県民活動推進主査 東海林靖志氏 

山形県 NPO 基盤強化支援プログラム  

県担当者のコメント 

参加者の声 

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 

山形県 NPO ゕドバザー事業を通じて県内 4 地域で活躍する NPO ゕドバザーを中心に、IT リーダーの育

成と 4 地域の支援センター同士のネットワーク強化を目的に事業がスタート。各地域から参加者を募ることに

より、中心部だけでなく県全体へ活動が波及され、また、ゕドバザーが IT 利活用の理解を深めることにより、

各センターの相談事業の充実化につながったと考える。 

引き続き、面積が広く、冬は物理的な移動も困難な山形県で、IT を活用した事業の効率化とネットワークの拡

大が促進されることを期待する。 

山形県では、県民や企業の「社会貢献への想い」を寄付という形で受け、NPO などに助

成する『やまがた社会貢献基金』を 2008 年度から設けている。NPO 活動を活性化する

には、このような助成金の効果的な活用や支援者からの寄付募集など企画力や発信力の向

上が欠かせない。日本マクロソフトからご提供いただいた「プレゼンテーション講座」

や「PR 文書の作り方講座」などのプログラムは、NPO のスキルゕップに大いに役立った。

ウェブでも継続的に提供いただけるこのプログラムを今後も活用させていただく。 

 
山形大学 エンロールメントマネジメント部 教授 平尾清氏 

 

山形で活動する NPO に「今、最も強化したいポントは何か?」と問いかけると必ず帰ってくる答えが ”情報発信

力” だ。企業や大学では当たり前になっている IT ンフラが、十分に生かされていない NPO がまだまだ多く存

在している。マクロソフトと共同で行ってきた 1 年間のプロジェクトは、まさにこうしたウゖーク ポントを

強みに換える試みだった。今回のプロジェクトを通じて、IT を活用するために必要となる基礎部分は大きく改善

することができ、今は山形県内の NPO に関連する情報の流れがスムーズになった。今後は、こうした情報を 

NPO 活動にどう生かしていくかが新しい課題となっている。山形の NPO 活動は、次のフェーズのチャレンジに

シフトすることができたと思う。 

オブザーバーの声 



共同プレスリリース (平成 22 年 5 月 10 日発表) 

山形県とマイクロソフト株式会社との IT を活用した 

地域活性化に関する連携について  

 
 山形県 (知事：吉村美栄子) 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、IT (情報技術) 利活用の促進を通して、山形県のさらなる発展に向けて連携していくことで覚書を締結します。 

 

 山形県において連携して取り組むプログラムは、以下のとおりです。 

 

 ① IT ベンチャー支援プログラム 

 ② NPO 基盤強化支援プログラム 

 

 各プログラムの具体的な内容については、添付資料を参照ください。 

 

 山形県は、県民が豊かさを実感できる社会を実現すべく、生活、産業や教育など幅広い分野での IT の利活用を目指している

ほか、従来より、民間企業の企業市民活動や NPO との連携・協働の拡大を推進して参りました。このたびのマクロソフトと

の連携により、IT 産業の活性化や県民の IT 利活用をより推進することを目指しています。 

 

 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「地域活性化協働プロ

グラム」における連携では、IT ベンチャー支援および IT による NPO の基盤強化支援を通して、山形県ならびに山形県内の団

体と共に、県内に持続可能なしくみをつくり、山形県のさらなる発展に向けた IT 利活用による地域活性化に貢献します。 

【参考資料】 
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プログラム開始時のプレスリリース 



山形県とマイクロソフト株式会社との IT を活用した 

地域活性化に関する連携について 

 
「地域活性化協働プログラム」の内容について 

 山形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、山形県と連携し、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。マクロソフトは、各プログラムの山形県内でのセミナー

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、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。選定企業と準選定企業は以下の 4 企業です。 

 

【選定企業】  

株式会社ハテックシステム   代表取締役 土 屋 浩 様 

 対象事業内容: 製品・サービス名  C.C.Reportシステム 

 対象事業内容: 製品・サービス名  DSViewer 

 

【選定企業】 

レクポート株式会社   代表取締役 中丸 孝一 様 

 対象事業内容: 製品・サービス名  StarmineWebAP 

 

【準選定企業】   

酒田エス・エー・エス株式会社   代表取締役 渡部 宏一 様 

 対象事業内容: 製品・サービス名 学校向け３Dゲーム開発習得用教材 

 

【準選定企業】   

株式会社情報技術サービス   代表取締役 土屋 久雄 様 

 対象事業内容: 製品・サービス名 温泉ＩＴソリューション「e_温泉」ＳａａＳ版 

 

 

2. NPO 基盤強化支援プログラム 

地域課題の解決を図る公益活動の推進を目指し、県内の NPO 法人等を対象に、IT を活用した情報発信力や活動基盤の強

化等を図り、活動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。  

【参考資料】 
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プレスリリース添付資料 



山形県ホームページ 

http://www.pref.yamagata.jp/  
山形県 

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 

山形県 商工観光部 産業政策課 
日本マクロソフト 企業市民活動推進部   mjctz@microsoft.com 

http://www.pref.yamagata.jp/
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 

山形県 

〒 990-8570 山形県山形市松波 2丁目 8-1 


