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2４-1 可 芳賀　徳也 泉崎第一小学校　校長
新規採用職員（前期）研修①講演
「自分をもっともっと好きになって
そして光かがやいて」

H24.4.20

2４-2 可 川本　和久 福島大学人間発達文化学類　教授
新規採用職員（前期）研修②講演
「勝利への伴走者」

H24.4.27

2４-3 可 星　亮一 歴史作家
新規採用職員（前期）研修③講演
「東日本大震災と公務員のあり方」

H24.5.11

2４-4 可 横田　純子 非営利活動法人素材広場　理事長
新規採用職員（前期）研修④講演
「 地産地消は地域活性 」

H24.5.18

2４-5 可 四家　千佳史
コマツレンタル株式会社
代表取締役社長

新任係長研修①
「流れを読む」ための行動変革
～起業から企業へ～ 経営の中で経験したこと

H24.5.21

2４-6 可 髙橋　寛治 高野山大学　客員教授
新任係長研修②
「流れを読む」ための行動変革
―山村の現場から学ぶもの―

H24.5.28

2４-7 可 藻谷　浩介
株式会社日本総合研究所調査部
主席研究員

新任係長研修③
「流れを読む」ための行動変革
福島県の未来のために私達がなすべきこと

H24.6.5

2４-8 可 後藤　好邦 山形市都市政策課

総合力アップ研修①
講演「職員の熱意が地域を変える！」
ネットワークづくりのすすめ
“つながる”“つなげる”自治体職員が地域を変える

H24.6.21

2４-9 可 太田　肇 同志社大学政策学部　教授
総合力アップ研修②
講演「職員の熱意が地域を変える！」

H24.6.25

2４-10 可 片山　健也 北海道ニセコ町長

新任係長研修④
「流れを読む」ための行動変革
自治体改革とこれからのまちづくり
－ ニセコ町の挑戦 －

H24.6.27

2４-11 可 渡辺　豊博
特定非営利活動法人
グラウンドワーク三島　事務局長

応用力アップ研修①
「時代の変化を捉える」
公務員は地域の現場に出よ！

H24.7.2

2４-12 可 岩田　喜美枝 株式会社資生堂　顧問
新任係長研修⑤
「流れを読む」ための行動変革
女性にもっと活躍してもらうためにできること

H24.7.4

2４-13 可 岸川　政之 三重県多気町 まちの宝創造特命監

総合力アップ研修③
講演「職員の熱意が地域を変える！」
～高校生レストラン「まごの店」の仕掛け人が語る～
『地域の宝を探し出せ！』

H24.7.30

2４-14 可 久住　剛
特定非営利活動法人
パブリックリソースセンター
代表理事

基礎力アップ講座②
「分権時代の意識と行動」
NPOと自治体のパートナーシップ
－市民社会における自治体職員－

H24.8.7

2４-15 可 樋口　満雄 東京都国分寺市 副市長
新任係長研修⑥
「流れを読む」ための行動変革
〜意識改革から行動変革へ〜

H24.8.20

2４-16
外部貸
出禁止

太田　千尋 仙台市太白消防署 予防係長
総合力アップ研修④
講演「職員の熱意が地域を変える！」

H24.8.27

2４-17 可
坂口　正治

安藤　充輝

㈱日本能力協会コンサルティング

国見町企画情報課

基礎力アップ講座③
「分権時代の意識と行動」
時代の変革と公務を預かる者の役割

H24.8.28
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2４-18 可 定野　司 東京都足立区　総務部長

総合力アップ研修⑤
講演「職員の熱意が地域を変える！」
課題解決能力の向上をめざして
～足立区の予算制度改革～

H24.9.3

2４-19 可
坂口　正治

安藤　充輝

㈱日本能率協会コンサルティング

国見町企画情報課

基礎力アップ講座④
「分権時代の意識と行動」
時代の変革と公務を預かる者の役割

H24.9.5

2４-20 可 施井　真希子 みなかみ町観光協会
総合力アップ研修⑥
講演「職員の熱意が地域を変える！」
熱い気持ちを仕事に活かす

H24.9.13

2４-21 可 田村　秀 新潟大学法学部副学部長　教授
基礎力アップ講座⑤
「分権時代の意識と行動」
分権時代の自治体職員に求められるもの

H24.9.19

2４-22 可 三瓶　一壽 有限会社三春設計舎　代表取締役
新規採用職員（後期）研修①
郷土愛発掘！

H24.10.2

2４-23 可 神戸　信行
社会福祉法人児童養護施設
青葉学園　園長

新規採用職員（後期）研修①
自治体職員の使命を考える

H24.10.5

2４-24 可 久保田　崇 岩手県陸前高田市　副市長
応用力アップ研修②
「時代の変化を捉える」
震災から１年半  陸前高田のいま

H24.10.11

2４-25 可
マクマイケル・
ウィリアム

福島大学国際交流センター
副センター長兼特任専門員

新規採用職員（後期）研修②
郷土愛発掘！

H24.10.16

2４-26 可 本間　達也 医療法人生愛会　理事長
新規採用職員（後期）研修②
自治体職員の使命を考える

H24.10.19

2４-27 可 神戸　信行
社会福祉法人児童養護施設
青葉学園　園長

新規採用職員（後期）研修③
自治体職員の使命を考える

H24.10.26

2４-28 可 五十嵐　豊 長岡市役所山古志支所産業建設課
総合力アップ研修⑦
講演「職員の熱意が地域を変える！」
職員の熱意が地域を変える

H24.10.29

2４-29 可 大野　達弘 ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会
新規採用職員（後期）研修④
郷土愛発掘！

H24.11.13

2４-30 可 進士　徹 ふくしまキッズ実行委員会
新規採用職員（後期）研修④
自治体職員の使命を考える

H24.11.16

2４-31 可 中島　興世 前北海道恵庭市長
応用力アップ研修③
「時代の変化を捉える」
市民の心に火をつける自治体職員

H24.11.19

2４-32 可 平野　俊一 ユースゲストハウスＡＴＯＭＡ
新規採用職員（後期）研修⑤
郷土愛発掘！

H24.11.27

2４-33 可 須藤　弘美 ママブルーネットワーク
新規採用職員（後期）研修⑤
自治体職員の使命を考える

H24.11.30

2４-34 可 村瀬　誠 薬学博士・東邦大学薬学部客員教授
総合力アップ研修⑦
講演「職員の熱意が地域を変える！」
自治体職員の世直し志士論

H24.12.3
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2４-35
外部貸
出禁止

髙橋　信博
山形県農山魚村計画課
地域づくり専門員

総合力アップ研修⑦
講演「職員の熱意が地域を変える！」
元気な地域を取り戻すために何ができるか？
　～いま行政に求められる視点と役割について～

H24.12.10

2４-36 可 土橋　克己
甲府市地方卸売市場市場経営室
計画課　計画係長

総合力アップ研修⑦
講演「職員の熱意が地域を変える！」
甲府鳥もつ煮による食のまちおこし
～皆様の縁をとりもつ隊の奇跡～

H24.12.20

2４-37 可 吉田　恵子
栃木県職員厚生課福利厚生担当
副主幹

総合力アップ研修⑦
講演「職員の熱意が地域を変える！
私を変えた"まちの駅"

H25.1.30


