
４月 ２日 (月) キャリア開発センターニュース1号発行　(以後毎月1、15日発行 全22回発行)

５日 (木) 前期ガイダンス（2・3年）

６日 (金) 前期ガイダンス（4年）

７日 (土) 入学式

保護者会総会

入学生保護者説明会

９日 (月) 新入生ガイダンス（4/12まで）

１２日（木） アクティビティー・新入生歓迎会（ウェルカムパーティー）開催

１３日（金） 前期授業開始

前期聴講開始（前期聴講生５名）

１８日 (水) 親子わくわくサタデーボランティア参加学生募集説明会

２６日 (木) 第1回出張ハローワーク開催　(以後2/28まで全18回開催)

ハローワーク就職ガイダンス参加　(山形)

２７日 (金) ハローワーク就職ガイダンス参加　(三川)

５月 １０日 (木) 課外講座「販売士3級」取得講座開講　(7/5まで)

１４日 (月) 第1回3年生との進路に関する個別面談実施　(6/1まで)

２１日 (月) 大学コンソーシアムやまがた合同企業説明会参加　(山形)

２５日 (金) 就職筆記試験対策講座開講　(2/20まで)

FORUM21 平成23年度ニュージランド短期語学留学報告会「I love New Zealand!!」

２６日 (土) 春のオープンキャンパス‐入門編‐　パート①　開催

２７日 (日) 第1回ホームヘルパー資格取得講座開講　(9/30まで)

６月 １日 (金) 第1回面接対策集中講座開講　(6/2まで)

１４日 (木) 東北地区私立大学就職セミナー開催　(仙台)　送迎バス配車

１９日（火） インターンシップ・社長インターンシップ開始

２３日 (土) 春のオープンキャンパス‐入門編‐　パート②　開催

３０日 (土) FORUM21「災害対策本部に4ヶ月間泊まり込んだ市職員の話」

７月 １４日 (土) 夏のオープンキャンパス‐体験編‐　パート①　開催

１５日 (日) 夏のオープンキャンパス‐体験編‐　パート②　開催

１７日 (火) 大学コンソーシアムやまがた合同企業説明会参加　(山形)

２８日 (土) ３年生保護者就職懇談会開催　(酒田)

小学生対象科学体験教室「田んぼの生き物探検隊 ～ふるさとの生き物に学ぼう～」

　　①主な活動項目

　（１）大学行事、エクステンション事業等の状況

７　地域貢献・連携活動

　　ア　公益学部



３０日（月） 前期定期試験開始（8/4まで）

８月 ４日 (土) ３年生保護者就職懇談会開催　(山形)

夏のオープンキャンパス‐体験編‐　パート③　開催

５日 (日) 夏のオープンキャンパス‐体験編‐　パート④　開催

６日 (月) 庄内地区就職ガイダンスに参加　(三川)

夏季休業期間開始

前期集中講義（8/14まで)

English Summer School 開始（8/31まで)

７日（火） FORUM21「言語と仕事」

FORUM21「天災と人災は同時にやってくる」

公益社会演習（とび魚だし）報告会

８日（水） FORUM21「国際協力とボランティア」

FORUM21 対談講演「原子力発電と日本」

１０日（金） ロシア短期語学留学実施(8/27まで)

１３日（月） 中国短期語学留学実施（9/2まで)

９月 ６日（木） 前期卒業再試験実施

７日（金） 東北林業大学学生親善訪問（9/14まで)

８日 (土) 秋のオープンキャンパス‐発見編‐　パート①　開催

９日 (日) ＡＯ入学試験（Ａ日程）　→合格発表　9/14

１６日（日） 庄内文化体験・羽黒山/善寳寺（9/17)まで

１８日（火） 夏季休業期間終了・前期卒業 卒業証書・学位記授与

１９日（水） 後期ガイダンス（1・2年）

２０日（木） 後期ガイダンス（3・4年）

２１日（金） 後期授業開始（後期聴講生5名）

２３日（日） 社会起業家育成講座プレ講座「ワンコイン健診の挑戦 ～3,300万人を救うため～」

１０月 ５日 (金) ハローワーク就職面接会に参加　(山形)

１１日 (木) ハローワークワークチャンスに参加　(酒田)

１４日 (日) ＡＯ入学試験（Ｂ日程）　→合格発表　10/19

編入学試験（Ａ日程）　→合格発表　10/19

１５日（月） 明日から起業！社会起業家育成講座「思いを事業にするためのコミュニティ戦略」

２０日 (土) 第2回ホームヘルパー資格取得講座開講　(2/24まで)

秋のオープンキャンパス‐発見編‐　パート②　開催

２１日（日） 小学生対象科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（音）」

２２日（月） 学外発表会「公益大ウィーク×公翔祭」ポスター展示（11/9まで）

２７日（土） 公翔祭

２８日（日） 学外発表会「公益大ウィーク×公翔祭」公益シンポジウム



小学生対象科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（色）」

２９日 (月) 第2回3年生との進路に関する個別面談実施　(11/9まで)

３１日（火） 平成24年度震災復興教育プロジェクト第1回報告会

１１月 ３日（土） 明日から起業！社会起業家育成講座

「社会に求められるNPO ～ミッション、ビジョン、ストラテジー～」

４日 (日) 指定校制推薦入学試験　→合格発表　11/9

公募制推薦入学試験（Ａ日程）　→合格発表　11/9

１１日（日） 小学生対象科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（光）」

１６日（金） FORUM21 平成23年度ロシア短期語学留学報告会

「Давайте(ダヴァーイチェ)Друзить(ドゥルジーチ)！～軌跡の証～」

１７日（土） 明日から起業！社会起業家育成講座「NPOのつくりかた」

１８日（日） 小学生対象科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（温度）」

２０日 (火) 大学コンソーシアムやまがた合同企業説明会参加　(山形)

FORUM21 平成23年度中国短期語学留学報告会

「拼命21昼夜 ～日本と中国の架け橋になろう～」

２９日（木） FORUM21 教員紹介シリーズ

「＜ことばの杜＞から社会をのぞく ～サブカルチャーの社会学的分析～」

明日から起業！社会起業家育成講座「ビジネスプランと資金調達」

１２月 ３日（月） 震災復興教育プロジェクト「南三陸町訪問・意見交換会」

５日 (水) やましん就職ガイダンスｉｎ公益大開催

８日 (土) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

９日 (日) 東京での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

明日から起業！社会起業家育成講座 事業計画発表会・修了式

１５日 (土) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１６日 (日) ＡＯ入学試験（Ｃ日程）　→12/21

公募制推薦入学試験（Ｂ日程）　→合格発表　12/21

編入学試験（Ｂ日程）　→合格発表　12/21

東京での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１８日（火） 平成24年度震災復興教育プロジェクト第2回報告会

１９日 (水) 第1回就職ガイダンスｉｎ公益大開催

２０日（木） FORUM21 教員紹介シリーズ「海外における『源氏物語』」

２２日 (土) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

２５日（火） 冬季休業期間開始

１月 ６日（日） 冬季休業期間終了

仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１２日 (土) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 



FORUM21「ケニアと共に生きる ～青年海外協力隊を通して感じた、日本とケニア～」

１６日 (水) 第2回就職ガイダンスｉｎ公益大開催

１７日（木） 卒業論文提出日

１９日 (土) 大学入試センター試験　1日目

２０日 (日) 大学入試センター試験　2日目

大学入試センター試験利用入学試験（Ａ日程）　→合格発表  2/14

大学入試センター試験利用入学試験（Ｂ日程）　→合格発表  3/20

大学入試センター試験利用入学試験（Ｃ日程）　→合格発表  3/28

２１日 (月) 酒田地区雇用対策協議会主催模擬面接会開催

２２日 (火) 山形での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

２７日（日） 平成24年度山形県マイロードサポート事業 歩道の除雪活動

２８日（月） 後期定期試験開始（2/2まで）

２月 ４日（月） 春季休業期間開始・後期集中講義（2/9まで）

５日 (火) 第3回就職ガイダンスｉｎ公益大開催

７日 (木) 一般入学試験（前期）　→合格発表　2/14

１１日 (月) 第2回面接対策集中講座開講　(2/12まで)

１４日（木） 後期追試験（2/15まで）

１６日（土） ニュージーランド短期語学留学実施（最長3/18まで)

１７日（日） 平成24年度山形県マイロードサポート事業 歩道の除雪活動

１９日（火） 学外発表会「公益大ウィーク2013 in鶴岡」ポスター展示（2/23まで）

２０日 (水) ハローワーク就職面接会に参加　(山形)

２１日 (木) ハローワークワークチャンスに参加　(酒田)

第3回面接対策集中講座開講　(2/22まで)

２２日 (金) 大学コンソーシアムやまがた合同企業説明会参加　(山形)

２３日（土） 学外発表会「公益大ウィーク2013 in鶴岡」体験型報告会、パネルディスカッション

３月 ２日 (土) 公募制推薦入学試験（Ｃ日程）　→合格発表　3/8

編入学試験（Ｃ日程）　→合格発表　3/8

社会人入学試験　→合格発表3/8

５日（火） 学外発表会「公益大ウィーク2013」ポスター展示（3/19まで）

６日（水） 卒業再試験実施

１７日 (日) 一般入学試験（後期）　→合格発表　3/20

ドミトリー内覧会（初日）

２０日（水） ドミトリー内覧会（2日目）

２３日（土） 卒業式

２９日（金） ドミトリー入寮開始



４月 ７日 (土) 入学式、新入生ガイダンス

１３日 (金) 前期授業開始

１９日 (木) 公開講座「共創の技法」開講（全１５回）

７月 １５日 (日) 院生研究報告会

８月 ２日 (木) 夏季休業期間開始

９月 ２０日 (木) 夏季休業期間終了

２１日 (金) 後期授業開始

１０月 ６日 (土) 公開講座「特別セミナー(自治体経営実務講座)」開講（全５回)

２1日 (日) 前期入学試験（合格発表１０月２６日(金))

２９日 (月) 特別講座「まちづくりデザインスタジオⅡ」開講（全１５回）

１１月 １８日 (日) 院生研究報告会

２３日 (金) 公開講座「特別セミナー(自治体経営実務）」開講（全５回）

１２月 ９日 (日) 「知の拠点庄内」第２回シンポジウム「庄内地域におけるエネルギーの再編」開催

２５日 (火) 冬季休業期間開始

１月 ５日 (土) 冬季休業期間終了

２７日 (日) 修士論文審査・最終試験　～１月２８日(月)

２８日 (月) 春季休業期間開始

２月 １４日 (木) 修士課程修了者発表

３月 １０日 (日) 後期入学試験（合格発表３月１５日(金))

１７日 (日) 特別講座「まちづくりデザインスタジオⅡ」公開シンポジウム

「庄内キネマ創造都市」開催

２３日 (土) 学位授与式

　　イ　大学院



② 市民交流の主な実績 

 （H24.4.1～H25.3.31） 

参加人数等 
項   目 

今年度実績 (前年度実績) 
内   容 

メディアセンター利

用者、貸出し冊数 

22,781人 

8,870冊 

(28,643人) 

(10,237冊) 

学生、教職員を除く一般市民の利用者 

…利用者数全体 42,250人、貸出 16,377冊 

（前年度：利用者全体 50,911人、貸出 20,872冊） 

市民の施設利用 373件 

7,933人 

(530件) 

(13,181人) 

市民団体等に大学施設の貸出し 

 酒田キャンパス    348件 6,423人 

         （前年度：481件 10,596人） 

鶴岡キャンパス      25件 1,510人 

（前年度：49件 2,585人） 

聴講生等数 10人 (16人) 前期 5人、後期 5人 

（前年度：前期 8人、後期 8人） 

公開講座の受講者 66回 

1,811人 

(77回) 

(913人) 

公益教養プログラム 11回 521人 

田んぼの生き物探検隊 １回 37人 

かずのふしぎ 自然のふしぎ  4回 230 人 

学生活動報告会 5回 359人 

社会起業家育成講座 10回 175人 

（前年度：29回 792人） 

大学院公開講座  3講座 24 回 79人 

（前年度：3講座 24回 27人） 

まちづくりデザインスタジオ  10回 350人 

（前年度： 15回 9人） 

公開シンポジウム  1回 60人 

教員による講演 126件 

 

(174件) 学内外における授業以外の講演等 

教員の審議会等への

参画 

56件 (73件) 学外の各種委員就任等 

 

インターンシップ 

参加 

107人 (46人) 学生が 73の企業、団体等で社会実習に参加 

（前年度：31企業、団体） 

内訳： 

インターンシップ 95 人（74 企業） 

社長インターンシップ【新規】12人（12 企業） 

大学祭等の参加者 約 2,598人 (約 2,308人) 大学祭      約 2,000 人（前年度：約 2,000人） 

オープンキャンパス 

第 1 回 ( 5/26)  10 人（前年度：  7 人） 



第 2 回 ( 6/23)  54 人 （前年度： 31 人） 

第 3 回 ( 7/14)  57 人 （前年度： 56 人） 

 第 4回 ( 7/15) 115 人 （前年度： － 人） 

第 5 回 ( 8/ 4) 121 人 （前年度：108 人） 

第 6 回 ( 8/ 5)  91 人 （前年度： － 人） 

第 7 回 ( 9/ 8)  87 人  (前年度： 60 人） 

第 8 回 (10/27)  63 人  (前年度： 35 人） 

地域行事への参加 多数 多数 酒田まつり      27人（前年度：30人） 

鶴岡こどもまつり     9人（前年度：14人 ） 

その他地域活動への参加  多数 （前年度：多数） 

学生のクラブ活動 公認クラブ 

25団体 

 

公認サークル 

23団体 

公認クラブ 

(24団体) 

 

公認サークル 

 (22団体) 

【主な活動実績】 

・硬式野球部 南東北大学野球連盟 

       春季および秋季リーグ 

       新人王、ベストナイン選出 

本学に対する 

寄付件数 

 

199件 

 

(304件) 

 

10周年記念事業寄附金 13件（前年度：152件） 

(10周年記念事業年度はH21年度～H23年度) 

その他寄付金・現物寄附（寄贈本除く）5件 

（前年度：7件） 

寄贈本件数 181件 829冊 

（前年度：145件 637冊） 

 



③公益教養プログラム「ＦＯＲＵＭ２１」開催実績

番号 開催日 場所 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名

1 5月25日（金） 酒田
平成23年度ニュージーランド短期語学留学報
告会
「I love New Zealand!!」

短期留学参加学生

2 6月30日（土） 酒田
災害対策本部に4ヶ月間泊まり込んだ市職員の
話

大和田智広
岩手県陸前高田市企画部協働推進
室

3 8月7日（火） 酒田 言語と仕事 丸山清志
翻訳家、独立系ファイナンシャ
ル・プランナー

4 8月7日（火） 酒田 人災と天災は同時にやってくる 石弘之 環境問題研究者

5 8月8日（水） 酒田 国際協力とボランティア 仙道富士郎 前山形大学学長

6 8月8日（水） 酒田 対談講演「原子力発電と日本」
目加田説子
佐高信

本学非常勤講師
評論家、作家

7 11月20日（火） 酒田
平成24年度中国短期語学留学報告会
「拼命21昼夜 ～日本と中国の架け橋になろう
～」

短期留学参加学生

8 11月29日（木） 酒田
公益大教員紹介シリーズ
「『＜ことば＞の杜』から社会をのぞく ～サ
ブカルチャーの社会学的分析～」

渡辺暁雄 本学准教授

9 12月20日（木） 酒田
公益大教員紹介シリーズ
「海外における『源氏物語』」

呉衛峰 本学准教授

10 1月12日（土） 酒田
公益大教員紹介シリーズ
「ケニアと共に生きる ～青年海外協力隊を通
して感じた、日本とケニア～」

松原峻
本学3期卒業生、平成22年度第3次
青年海外協力隊員



④公開講座  

 

ア 大学  

講座名  社会起業家育成講座  

主催者  社会起業家育成研究会（地域共創センター共催）  

開催期間  平成 24 年 9 月 23 日（日）～12 月 9 日（日） (全 10 講 ) 

事業費  東北公益文科大学・日本政策金融公庫・山形県  

受講料  全講座参加 (ディスカッションを含む )5000 円  

講演聴講のみ 一般 500 円   (公益大生・修了生は無料 ) 

東北公益文科大学・日本政策金融公庫・山形県が協働して立ち上げた「社

会起業家育成研究会」が主催し、「社会起業家」を育成、支援していくこ

とを目的にした連続講座。平成 20 年度から開講し 4 年目。24 年度は「明

日から起業！」をテーマに講座を展開。プレ講座として鶴岡市でも開講

した。  

プレ講座１  9 月 23 日（日）  鶴岡会場  

       講師：川添高志氏（ケアプロ株式会社 代表取締役社長） 

      「ワンコイン健診の挑戦」  

       パネルディスカッション「起業の企画と準備について」  

       講師：川添高志氏（ケアプロ株式会社 代表取締役社長） 

          横田俊雄氏  

（株式会社ヨコハウス庄内 代表取締役社長）  

          青梨由加里氏（株式会社アライブ  

ケアプランセンター コーデ・Ｅ 所長）  

第 1、2 講  10 月 15 日（月）  

講師：広石拓司氏（株式会社エンパブリック代表取締役） 

「思いを事業にするためのコミュニティ戦略」  

第 3、４講  11 月 3 日（土）  

講師：徳永洋子氏  

（日本ファンドレイジング協会 事務局長）  

「社会に求められるＮＰＯ ～ミッション、ビジョン、  

ストラテジー～」「ブラン策定ワークショップ」  

第５、6 講  11 月 17 日（土）  

講師：滝口克典氏（株式会社日本政策金融公庫  

仙台支店国民生活事業部創業支援センター所長）  

       「ビジネスプランと資金調達」  

第７、8 講  1１月 29 日（木）  

講師：高篠重毅氏  

（株式会社日本政策金融公庫  

仙台支店国民生活事業部創業支援センター所長）  

       「ビジネスプランと資金調達」  

 

概 要  

第 9 講   12 月 9 日（日）  

事業計画発表会・修了式   



講座名  かずのふしぎ しぜんのふしぎ  

主催者  地域共創センター  

開催期間  平成 24 年 10 月 21 日（日）～11 月 18 日（日） (全 4 講 ) 

事業費  地域共創センター  

子ども夢基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動）  

受講料  無料  

科学の面白さ、科学に対して熱心に取り組む体験活動を行った。何度も

自分で繰り返すことができる簡単なプログラムを通して、仮定が正しい

かどうか、あるいは原理を導くことができるかどうか、など、納得する

までやりぬくことの面白さを伝えることを目標とした。  

（担当：西村まどか准教授）  

10 月 21 日（日） かずのふしぎ しぜんのふしぎ（音）  

10 月 28 日（日） かずのふしぎ しぜんのふしぎ（色）  

11 月 11 日（日） かずのふしぎ しぜんのふしぎ（光）  

概 要  

11 月 18 日（日） かずのふしぎ しぜんのふしぎ（温度）  

 

講座名  田んぼの生き物探検隊～ふるさとの生き物に学ぼう～  

主催者  地域共創センター  

庄内開発協議会支援事業  

開催期間  平成 24 年月 21 日（日）～11 月 18 日（日） (全 1 講 ) 

事業費  地域共創センター  

子ども夢基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構）助成活動）  

受講料  無料  

概 要  夏の庄内の田んぼにはどんな生き物がいるのか。身近な自然や生物、そ

の環境について、小学生とともに探検し学びあう講座。夏休み初めの時

期と重なり、親子での参加も多く、アシスタントとして参加した学生の

学びにも活かされた。（担当：呉尚浩准教授、五十嵐敬司非常勤講師）  

 

講座名  学外発表会「公益大ウィーク」  

主催者  地域共創センター  

開催期間  平成 24 年 10 月 28 日（日）～平成 25 年 3 月 19 日（日） (全 3 回 ) 

事業費  地域共創センター  

庄内開発協議会支援事業  

受講料  無料  

学生の地域活動発表を中心に、パネル展示とパネルディスカッションを

酒田市、鶴岡市、山形市を会場に行った。学生による各プロジェクトの

発表には、それに関わった地域住民や関係者が参加。パネルディスカッ

ションには公益大の卒業生が参加し、在学生と地域で必要とされる人材

について語りあった。  

10 月 28 日（日） 公益大ウィーク×公翔祭 (パネル展示も ) 

2 月 23 日（土）  公益大ウィーク 2013in 鶴岡 (鶴岡アートフォーラム ) 

2 月 19 日（火）～23 日（土）パネル展示  

概 要  

3 月 5 日（火）～19 日（火）パネル展示 (遊学館 /山形市 ) 



イ 大学院 

講座名  共創の技法  

テーマ  歴史的建築を保存するための実測術  

開催期間  平成 24 年 4 月 19 日（木）～7 月 5 日（木）（全 15 回、15 コマ）  

講 師  温井 亨 准教授、酒井 信一郎 講師  

受講料  1 人 30,000 円（単位認定を希望しない場合は 1 人 20,000 円）  

概 要  

建築の専門教育を受けていない人を対象とした、ゼロからできる建築の

実測術です。コンベックス（携帯サイズの巻尺）を用いて測り、平面図、

断面図を作成します。手描き、そしてＣＡＤにも挑戦します。致道博物

館内の民家を対象として行います。  

 

講座名  特別セミナー（自治体経営実務講座）  

テーマ  自治体経営について、自治体の財政分析および公会計に関する研究  

開催期間  平成 24 年 10 月 6 日 (土 )、7 日 (日 )、8 日 (月 )、13 日 (土 )、14 日 (日 ) 

（全 5 回、15 コマ）  

講 師  出井 信夫 教授、水田 健輔 教授  

受講料  1 人 30,000 円（単位認定を希望しない場合は 1 人 20,000 円）  

概 要  

自治体の地方財務について、一般的な現状、問題、課題を整理するとと

もに、庄内地域における酒田市、鶴岡市などの財務実態に関して、実際

に演習を通じて、財務分析や公会計について、理解を深める。  

 

講座名  特別セミナー（公益法人論）  

テーマ  新公益法人制度について、制度解説、現状、問題、課題に関する考察  

開催期間  平成 24 年 11 月 23 日 (金 )、24 日 (土 )、25 日 (日 )、12 月 1 日 (土 ) 

（全 4 回、15 コマ）  

講 師  出井 信夫 教授  

受講料  1 人 30,000 円（単位認定を希望しない場合は 1 人 20,000 円）  

概 要  

新公益法人制度について、制度解説、現状、問題、課題について、整理、

概観するとともに、今後のあるべき方向について考察し、論究する。特

に、自治体の外郭団体、出資法人等について考察し、論究する。また実

際に、酒田市、鶴岡市の一般法人、公益財団法人等へ出向き、事例視察・

検証を行う。  

 



⑤　地域共創センターの活動

開催日 時間 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名 会場

4月18日（水） 18:00～19:00 親子わくわくサタデーボランティア 参加学生募集説明会 佐藤 純子　氏 生涯学習施設「里仁館」 研修部長 104教室

4月26日（木）
震災復興教育プロジェクト
「宮城県南三陸町訪問」

プロジェクト参加学生
鎌田 剛

本学　学生
本学　准教授

宮城県南三陸
町

5月6日（日）
震災復興教育プロジェクト
宮城県亘理町への調査

プロジェクト参加学生
鎌田 剛

本学　学生
本学　准教授

宮城県亘理町

5月22日（火） 15:30～17:00 第1回パワーアップスクール（学習ボランティア）
プロジェクト参加学生

國眼 眞理子
武田 真理子

本学　学生
本学　教授

本学　准教授

酒田市立第四
中学校

5月25日(金) 18:30～20:00
公益教養プログラム フォーラム21
平成23年度ニュージーランド短期語学留学報告会
「I love New Zealand !!」

短期語学留学参加学生
同行教員

104教室

5月28日（月）
震災復興教育プロジェクト
宮城県亘理町への調査

プロジェクト参加学生
鎌田 剛

本学　学生
本学　准教授

宮城県亘理町

6月17日（日）  
震災復興教育プロジェクト
「宮城県南三陸町スタディーツアー」

プロジェクト参加学生
和田 明子

武田 真理子

本学　学生
本学　准教授
本学　准教授

宮城県南三陸
町

6月22日（金）～
6月23日（土）

小学生のための実践授業『公益学をはじめよう』の実施とコミュニティ
サポーターの養成（Koeki Kids Project）
「小松隆二元学長を囲む会」参加

プロジェクト参加学生
國眼 眞理子
澤邉 みさ子
武田 真理子

本学　学生
本学　准教授
本学　准教授

湯野浜温泉ホ
テル海山

6月23日（土） 10:00～15:00
とび魚だしプロジェクト
日本一「さくらんぼ」祭りに出店
※やまがた元気プロジェクトサポート団体補助金 採択

プロジェクト参加学生 本学　学生
山形市七日町

大通り

6月24日（日）
鶴岡市加茂地区活性化事業
「サイン（案内看板）作りに向けたワークショップ」

プロジェクト参加学生
渡辺 暁雄

本学　学生
本学　准教授

加茂コミュニ
ティセンター

6月30日(土) 16:20～17:50
公益教養プログラム フォーラム21
「災害対策本部に4ヶ月間泊まり込んだ市職員の話」

大和田 智広　氏 岩手県陸前高田市企画部協働推進室 103教室

7月3日（火） 18:00～19:30 平成23年度地域共創センター事業報告会 各プロジェクト担当教員 31会議室

7月22日（日）
鶴岡市加茂地区活性化事業
・大漁フェスティバル参加
・パネル展示

プロジェクト参加学生
渡辺 暁雄

本学　学生
本学　准教授

加茂水産高校

7月24日（火）
震災復興教育プロジェクト
「鶴岡市小波渡地区防災意識調査報告会」

プロジェクト参加学生
鎌田 剛

本学　学生
本学　准教授



⑤　地域共創センターの活動

開催日 時間 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名 会場

7月28日（土） 9:30～12:00
小学生対象科学体験教室「田んぼの生き物探検隊 ～ふるさとの生き
物に学ぼう～」
※平成24年度公益のふるさと活動補助金 採択

五十嵐 敬司
呉 尚浩

アシスタント学生

本学 非常勤講師
本学 准教授
本学　学生

中研修室1
酒田市飯森山
地区の田んぼ

7月28日（土） 10:00～15:00
とび魚だしプロジェクト
おいしい山形夏祭りに出店
※やまがた元気プロジェクトサポート団体補助金 採択

プロジェクト参加学生
伊藤 眞知子

本学　学生
本学　准教授

酒田港本港地
区（袖岡ふ頭）

8月4日（土）
3Sキッズプロジェクト in さかた
・福島県南相馬市の少年野球チーム小学生に実践授業
・とび魚だしジェラートの試食

各プロジェクト参加学生
伊藤 眞知子
澤邉 みさ子
武田 真理子

本学　学生
本学　教授

本学　准教授
本学　准教授

212教室・公益
ギャラリー

8月7日（火） 10:40～12:10
公益教養プログラム フォーラム21
「言語と仕事」

丸山 清志　氏 翻訳家・ファイナンシャルプランナー 中研修室2

8月7日（火） 14:40～16:10
公益教養プログラム　フォーラム21
「人災と天災は同時にやってくる」

石 弘之　氏 環境問題研究者 中研究室2

8月7日（火） 18:00～19:30 公益社会演習（とび魚だし）報告会
プロジェクト参加学生

伊藤 眞知子
本学　学生
本学　教授

104教室

8月8日（水） 10:40～12:10
公益教養プログラム　フォーラム21
「国際協力とボランティア」

仙道 富士郎　氏 前山形大学学長・医学部長 中研修室2

8月8日（水） 13:00～14:30
公益教養プログラム フォーラム21
対談講演「原子力発電と日本」

目加田 説子　氏
佐高 信　氏

本学 非常勤講師、中央大学総合政策学部・公
共政策研究科教授

評論家・作家
中研修室2

8月30日（木）
震災復興教育プロジェクト
宮城県亘理町仮設住宅高齢者支援活動の企画

プロジェクト参加学生
鎌田 剛

本学　学生
本学　准教授

宮城県亘理町

9月10日（月）～
9月12日（水）

震災復興教育プロジェクト
「南三陸町、気仙沼市、登米市訪問・ヒヤリング調査」

プロジェクト参加学生
武田 真理子

本学　学生
本学　准教授

岩手県、宮城
県

9月11日（火）～
9月14日（金）

Koeki Kids Project
第3回結塾ネットワーク研修 参加
高知県本山町まちかつプロジェクト 参加

プロジェクト参加学生
澤邉 みさ子

飯盛 義徳　氏
西田 みづ恵　氏
慶應義塾大学生
高知県立大学生

高知県立短期大学生

本学　学生
本学　准教授

慶應義塾大学 慶應義塾大学総合政策学部准
教授

本学　非常勤講師
RDP、VITA 、八乙女プロジェクト

高知県立大学 土佐姫塾
高知短期大学 梅村研究室

高知県香北
市、本山町

9月21日（月）～
9月23日（水）

震災復興教育プロジェクト
「岩手県陸前高田市での合宿」

プロジェクト参加学生
和田 明子

本学　学生
本学　准教授

岩手県陸前高
田市



⑤　地域共創センターの活動

開催日 時間 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名 会場

9月23日（日）
社会起業会育成講座プレ講座
・講演「ワンコイン健診の挑戦～3,300万人を救うため～」
・パネルディスカッション

川添 高志　氏
横田 俊男　氏

青梨 由加里　氏

ケアプロ株式会社 代表取締役社長
株式会社ヨコハウス庄内 代表取締役社長

株式会社アライブケアプランセンター コーデE 所
長

大学院ホール

9月30日（日）
とび魚だしプロジェクト
平成24年度 輝け！やまがた若者大賞 表彰状授与式

伊藤 眞知子
石垣 博也
青木 千紗

本学　教授
本学　学生
本学　学生

ホテルメトロポ
リタン山形

10月14日（日）
鶴岡市加茂地区活性化事業
「サイン（案内看板）作りに向けたまち歩き」

プロジェクト参加学生
加茂水産高校生

渡辺 暁雄

本学　学生
加茂水産高校生

本学　准教授

鶴岡市加茂地
区

10月15日（月） 18:30～19:30
明日から起業！社会起業家育成講座
「思いを事業にするためのコミュニティ戦略」

広石 拓司　氏 株式会社エンパブリック 代表取締役 中研修室2

10月21日（日） 13:30～16:30
小学生対象科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（音）」
※平成24年度子どもゆめ基金助成金  採択

西村 まどか
アシスタント学生

本学　准教授 公益ギャラリー

10月22日（月）
～11月9日（金）

学外発表会「公益大ウィーク×公翔祭」
ポスター展示

各プロジェクト参加学
生・教員

公益ホール内

10月25日（木）

山形県立農業大学校「地域貢献活動発表会
基調講演「高等教育機関としての地域連携・地域貢献のあり方―『地
域共創』の学びと活動の事例をもとに―」
学生による事例紹介（とび魚だしプロジェクトの活動）

伊藤 眞知子
漆山 京子
菊地 瑞紀

本学　教授
本学　学生
本学　学生

山形県立農業
大学校緑風館

10月28日（日） 10:30～12:30
学外発表会「公益大ウィーク×公翔祭」
公益シンポジウム

近藤 良輔　氏
渡部 陽子　氏
石川 敬香　氏

各プロジェクト参加学生

NTT東日本-宮城 古川営業支店
特定非営利活動法人パートナーシップオフィス
本田技研工業株式会社 経営企画部 環境安全

企画室

公益ホール

10月28日（日） 13:30～16:30
小学生対象科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（色）」
※平成24年度子どもゆめ基金助成金  採択

西村 まどか
アシスタント学生

本学　准教授 中研修室2

10月30日（火） 平成24年度震災復興教育プロジェクト第1回報告会

プロジェクト参加学生
和田 明子
鎌田 剛

武田 真理子

本学　学生
本学　准教授
本学　准教授
本学　准教授

103教室

11月3日（土） 14:30～15:30
明日から起業！社会起業家育成講座
「社会に求められるNPO ～ミッション、ビジョン、ストラテジー～」

徳永 洋子　氏 日本ファンドレイジング協会 事務局長 中研修室2



⑤　地域共創センターの活動

開催日 時間 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名 会場

11月11日（日） 13:30～16:30
小学生対象科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（光）」
※平成24年度子どもゆめ基金助成金  採択

西村 まどか
アシスタント学生

本学　准教授
本学　学生

公益ギャラリー

11月11日（日）
鶴岡市加茂地区活性化事業
「サイン（案内看板）作りに向けたワークショップ」

プロジェクト参加学生
加茂水産高校生

渡辺 暁雄

本学　学生
加茂水産高校生

本学　准教授

加茂コミュニ
ティセンター

11月16日（金）
Koeki Kids Project
酒田市立浜田小学校にて事前打ち合わせおよび事前交流

プロジェクト参加学生
武田 真理子

本学　学生
本学　准教授

酒田市立浜田
小学校

11月16日（金） 18:00～19:30

公益教養プログラム　フォーラム21
平成24年度ロシア短期語学留学報告会
「Давайте(ダヴァーイチェ)　Друзить(ドゥルジーチ)！
～軌跡の証～」

短期語学留学参加学生
同行教員

103教室

11月17日（土） 14:30～15:30
明日から起業！社会起業家育成講座
「NPOのつくりかた」

滝口 克典　氏 NPOぷらっとほーむ 共同代表 中研修室2

11月18日(日) 13:30～16:30
小学生対象科学体験教室「かずのふしぎ、しぜんのふしぎ（温度）」
※平成24年度子どもゆめ基金助成金  採択

西村 まどか
アシスタント学生

本学　准教授
本学　学生

公益ギャラリー

11月20日（火） 19:00～20:30
公益教養プログラム　フォーラム21
平成24年度中国短期語学留学報告会
「拼命21昼夜 ～日本と中国の架け橋になろう～」

短期語学留学参加学生
同行教員

中研究室2

11月28日（水）
Koeki Kids Project
「実践授業」
※日本財団助成事業

プロジェクト参加学生
澤邉 みさ子
武田 真理子

本学　学生
本学　准教授
本学　准教授

酒田市立浜田
小学校

11月29日（木） 18:00～19:30
明日から起業！社会起業家育成講座
「ビジネスプランと資金調達」

高篠 重毅　氏
株式会社に本政策金融公庫仙台支店 国民生活

事業東北創業支援センター所長
中研修室2

11月29日（木） 18:30～20:00

公益教養プログラム　フォーラム21
教員紹介シリーズ
「＜ことばの杜＞から社会をのぞく ～サブカルチャーの社会学的分析
～」

渡辺 暁雄 本学　准教授 中研修室1

11月30日（金） 14:30～16:30
Koeki Kids Project
・「公益教育セミナー2012」での基調講演
・「公益教育セミナー2012」参加

國眼 眞理子
プロジェクト参加学生

澤邉 みさ子
武田 真理子

本学　教授
本学　学生

本学　准教授
本学　准教授

大学院ホール

12月3日（月）
震災復興教育プロジェクト
「南三陸町訪問・意見交換会」

プロジェクト参加学生
鎌田 剛

武田 真理子

本学　学生
本学　准教授
本学　准教授

宮城県南三陸
町平成の森 他

12月9日（日） 13:30～16:00
明日から起業！社会起業家育成講座
事業計画発表会・修了式

中研修室2



⑤　地域共創センターの活動

開催日 時間 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名 会場

12月18日（火） 18:00～20:00
平成24年度震災復興教育プロジェクト第2回報告会
第一部 学生発表
第二部 パネルディスカッション「庄内地域の防災を考える」

中研修室2

12月20日（木） 18:30～20:00
公益教養プログラム フォーラム21
教員紹介シリーズ
「海外における『源氏物語』」

呉 衛峰 本学　准教授 中研修室1

1月12日（土） 14:00～15:30
公益教養プログラム　フォーラム21
「ケニアと共に生きる ～青年海外協力隊を通して感じた、日本とケニ
ア～」

松原 峻　氏
本学3期卒業生、平成22年度第3次青年海外協

力隊員
中研修室2

1月23日（水） 15:30～16:30
Koeki Kids Project
酒田市立浜中小学校の見学および事前打ち合わせ

プロジェクト参加学生
武田 真理子

本学　学生
本学　准教授

酒田市立浜中
小学校

1月27日（日）
平成24年度山形県マイロードサポート事業
歩道の除雪活動

ボランティアクラブ参加
学生

大学周辺の歩
道

1月30日（水） 9:30～11:00
Koeki Kids Project
酒田市立浜中小学校での事前交流

プロジェクト参加学生 本学　学生
酒田市立浜中

小学校

2月8日（金） 13:50～14:35
Koeki Kids Project
「実践授業」
※日本財団助成事業

プロジェクト参加学生
國眼 眞理子
澤邉 みさ子
武田 真理子

本学　学生
本学　准教授
本学　准教授

酒田市立浜中
小学校

2月17日（日）
鶴岡市加茂地区活性化事業
「サイン（案内看板）作りに向けたワークショップ」

プロジェクト参加学生
加茂水産高校生

渡辺 暁雄

本学　学生
加茂水産高校生

本学　准教授

加茂コミュニ
ティセンター

2月17日(日）
平成24年度山形県マイロードサポート事業
歩道の除雪活動

ボランティアクラブ参加
学生

大学周辺の歩
道

2月19日（火）～
2月23日（土）

学外発表会「公益大ウィーク2013 in鶴岡」
ポスター展示

各プロジェクト参加学
生・教員

鶴岡アート
フォーラム1F
ギャラリー

2月22日（金） 地域共創センター通信Vol.29 発行

2月23日（土） 10:00～16:00
学外発表会「公益大ウィーク2013 in鶴岡」
・体験型報告会
・パネルディスカッション

後藤 拓馬　氏
佐藤 悠　氏

各プロジェクト参加学
生・教員

オリエンタルモーター株式会社 鶴岡カンパニー
総務部総務課

株式会社平野新聞舗

鶴岡アート
フォーラム大会

議室

3月5日（火）～3
月19日（火）

学外発表会「公益大ウィーク2013」
ポスター展示

各プロジェクト参加学
生・教員

遊学館1Fギャ
ラリー

3月6日（水） 10:30～11:00
Koeki Kids Project
酒田市立浜田小学校での授業の振り返りと事後交流

プロジェクト参加学生
澤邉 みさ子

本学　学生
本学　准教授

酒田市立浜田
小学校

3月24日（日）
鶴岡市加茂地区活性化事業
「サイン（案内看板）完成除幕式」

プロジェクト参加学生
加茂水産高校生

渡辺 暁雄

本学　学生
加茂水産高校生

本学　准教授

加茂コミュニ
ティセンター



（２）受託研究・受託事業の状況 

（受託契約期間が平成 24年度にかかるもの） 

 

① 受託研究 

業務名 地域主導型再生可能エネルギー事業化推進事業 

研究者 古山 隆 准教授 委託者 山形県庄内総合支庁 

契約期間 平成 24年 10月 15日～平成 25年 2月 20日 

契約金額 154,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

住民が参画し、地域における再生可能エネルギー導入を促進していくため、地

域の主導による再生可能エネルギー事業に関するシミュレーションを行うと

ともに、市民ファンド等を活用した事例を収集し、事例集を作成する。 

 

業務名 大学まちづくり政策形成事業 

研究者 

照井 孫久 教授、伊藤 眞知子 教授、澤邉 みさ

子 准教授、呉 尚浩 准教授、武田 真理子 准教

授、小関 久恵 講師、岸本 誠司 非常勤講師 

委託者 酒田市 

契約期間 平成 24年 8月 1日～平成 25年 3月 25日 

契約金額 1,000,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

平成 24 年度は下記の 2 つのテーマにそって調査研究を進め、酒田市の大学ま

ちづくりのあり方について検討し、提案する。 

・とびしま未来プロジェクト事業 

・酒田市におけるひとり暮らし高齢者の見守り活動の担い手に関する調査研究 

 

業務名 離島振興計画策定基礎調査業務 

研究者 呉 尚浩 准教授 委託者 酒田市 

契約期間 平成 24年 8月 1日～平成 25年 3月 29日 

契約金額 300,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

離島振興法の改訂により、酒田市が離島振興計画案を作成する際に講じること

とされた「島民意見の反映」を実現するための手段として、全島民を対象とし

たアンケート調査業務、及び島民ヒヤリングを行う。 

 

業務名 東アジア交流促進事業調査等業務 

研究者 
水田 健輔 教授、呉 衛峰 准教授、鎌田 剛 

准教授、尾身 祐介 准教授、陳 激 講師 
委託者 山形県 

契約期間 平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日 

契約金額 8,999,753円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

成長著しい中国において今後需要の伸びが期待できるサービス産業（特に高齢

者福祉サービス産業）について、黒龍江省を中心に消費者動向や市場環境等の

調査を行い、県内企業とのマッチング可能性等について研究する。 

 

 



業務名 遊佐町環境基本計画改訂業務に関する調査研究 

研究者 一ノ瀬 大輔 講師 委託者 遊佐町 

契約期間 平成 24年 5月 1日～平成 25年 3月 31日 

契約金額 900,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

遊佐町環境基本計画改定に向けた指導・助言を行うとともに、平成 23 年度に

実施した町民アンケート調査の結果等を踏まえて、その改定基本計画を執筆す

る。 

 

業務名 羽黒地域手向地区「歴史的風致維持向上計画策定事業」に係る調査研究 

研究者 高谷 時彦 教授 委託者 鶴岡市 

契約期間 平成 24年 5月 11日～平成 25年 3月 31日 

契約金額 1,200,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

鶴岡市羽黒地域手向地区において、平成 22～23 年度に実施した街並み景観調

査やアンケート調査等の結果を踏まえて具体的な修景整備計画を作成・提案

し、実現に向けての方策を検討する。 

 

業務名 鶴岡市沿岸地域における地域活性化を図るための基礎研究調査 

研究者 高谷 時彦 教授 委託者 鶴岡市 

契約期間 平成 24年 7月 2日～平成 25日 3月 31日 

契約金額 210,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

新しい着地型観光モデルを創出するため、地元 NPO との協働により、観光客

が減少する冬季間における滞在体験プログラムを企画し、参加者の意見の分析

などを通して、その実現可能性を検討する。 

 

業務名 まちづくり人材連携強化事業 

研究者 温井 享 准教授 委託者 酒田市中心市街地まちづくり協議会 

契約期間 平成 24年 9月 1日～平成 25年 3月 31日 

契約金額 1,000,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

大学が有する資源を活用した実験事業を行うこと等を通じ、地域住民に中心市

街地の活性化を提案し、地域住民によるまちづくりの取組みを誘発することに

より、中心市街地における問題の解決と、コミュニティの再生を図る。 

 

業務名 
紅花若菜粉末等のフリーラジカル消去作用の分析・メタボローム解析および評

価に係る研究 

研究者 平松 緑 教授 委託者 有限会社グローバルアイ 

契約期間 平成 24年 1月 10日～平成 28年 9月 31日 

契約金額 1,732,500円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

次の 2つの研究を行う。 

・ 紅花若菜粉末ほか四種の青汁製品のフリーラジカル消去作用の分析および

評価 

・ 紅花若菜粉末ほか一種の青汁製品のメタボローム解析および比較評価 



② 共同研究 

業務名 
廃自動車シュレッダーダスト中のレアメタルを含む非鉄金属の高効率回収プ

ロセスの開発に関する研究 

本学研究 

担当者 
古山 隆 准教授 事業者 財団法人北九州産業学術推進機構 

研究代表者 大矢 仁史（北九州市立大学 国際環境学部エネルギー循環化学科 教授） 

共同研究 

機関 

公立大学法人北九州市立大学、学校法人東北公益文科大学、九州メタル産業

株式会社、永田エンジニアリング株式会社、株式会社セイシン企業 

契約期間 平成 24年 4月 1日～平成 25年 2月 28日 

配分額 1,000,000円（税込み） 助成金総額 3,996,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

廃自動車シュレッダーダストに含まれているがほぼ未回収のアルミニウムと

ネオジウムに着目して、ロールクラッシャーによる選択破砕とエアテーブル

による造粒技術を活用した高効率回収プロセスの開発を行う。同時に他の有

価物回収の可能性についても調査する。 

 

③ 受託事業 

業務名 公益活動人材ネットワーク形成推進事業 

委託者 鶴岡市（担当課：企画部政策推進課） 

事業期間 平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日 

委託金額 3,664,500円（税込み） 

事業目的 

及び概要 

東北公益文科大学大学院における公益学の教育研究成果を活かし、地域におけ

る課題の解決、地域の活性化などの公益活動を推進するため、公益活動を行う

人材のネットワークの形成を支援する。 

 

事業名 平成 24年度 公益のふるさとづくり活動補助金 

「公益大の知を地域に還元・発信事業」 

受託者 東北公益文科大学（地域共創センター） 

委託者 庄内開発協議会 

開催期間 平成 24年 7月 4日～平成 25年３月 29日 

契約金額 1,000,000 円 

概 要 ① 小学生向け科学体験教室 

「田んぼの生き物探検隊 ～ふるさとの生き物に学ぼう～」 

7月 28日（土） 本学中研修室 1および酒田市飯森山地区の田んぼ 

② 社会起業についての勉強会開催 

 起業支援に携わる庄内地域の関係機関を集めて勉強会と情報交換会と、起

業を目指す人の事業計画発表会を、鶴岡市と酒田市を会場に行った。 

  勉強会：9月 23日（日）会場／鶴岡キャンパス 

        講演「ワンコイン健診の挑戦」 

講師：川添高志氏（ケアプロ株式会社 代表取締役社長） 

        パネルディスカッション「起業の企画と準備について」 

        講師：川添高志氏（ケアプロ株式会社 代表取締役社長） 



           横田俊雄氏（株式会社ヨコハウス庄内 代表取締役社長） 

           青梨由加里氏（株式会社アライブ ケアプランセンター 

コーデ・Ｅ 

所長） 

事業計画発表会：１２月９日（日）会場／公益大酒田キャンパス 

③ 地域共創活動発表会事業《学外発表会事業》 

  本学学生が参画した庄内での共創活動を幅広く一般市民向けて発表すると

ともに、公益大卒業生と在学生によるパネルディスカッションを行った。 

  【公益大ウィーク×公翔祭】10月 28日（日） 本学公益ホール 

    ＊パネリスト：近藤良輔氏、渡部陽子氏、石川敬香氏 

    ＊ポスター展示開催期間：10月 22日（月）～11月 9日（金） 

  【公益大ウィーク 2013 in鶴岡】2月 23日（土） 鶴岡アートフォーラム 

    ＊パネリスト：後藤拓馬氏、佐藤悠氏 

    ＊ポスター展示開催期間：2月 19日（火）～2月 23日（土） 

  【公益大ウィーク 2013 山形会場】ポスター展示のみ 

    ＊ポスター展示開催期間：3月 5日（火）～3月 19日（火）  

 

事業名 農商工等連携事業「とび魚だし」を使用した、ストレートタイプ「めんつゆ」

の開発、生産に関するマーケティング調査及びデザイン開発業務委託 

受託者 東北公益文科大学（地域共創センター）  担当：伊藤眞知子教授 

委託者 山形県農村工業農業連合組合連合会 

開催期間 平成 24年 7月 5日～平成 25年 3月 29日 

契約金額 400,000 円 

概 要 この事業を推進するための「とび魚だしプロジェクト」チームを発足。とび魚

だし作りの現場を視察するほか、トビウオの生産地である酒田市飛島で、実際

にトビウオ漁や加工の現場も体験。東京・山形・宮城・新潟等のフードフェス

タで PR活動を兼ねたマーケティング調査を継続するとともに、開発商品とし

て「SKTバーガー」「SKTドック」「とび魚だしジェラート」の販売試行も行

った。この活動は、平成 24年度「輝けやまがた若者大賞」を受賞した。 

 

事業名 小学生のための実践授業「公益学をはじめよう」の実施と公益コミュニティ差

ポターの養成(2012年度日本財団採択事業) 

受託者 東北公益文科大学（地域共創センター） 

担当：國眼眞理子教授、澤邉みさ子准教授、武田真理子准教授 

委託者 日本財団 

開催期間 平成 23年 4月 1日～平成 24年 3月 31日 

契約金額 1,500,000 円 

概 要 昨年度に引き続き、大学の学生・教員と地域の小中学校の教員が協働して「公

益を考える授業」を行った。24年度は酒田市内の小学校だけでなく、福島地域

の小学生にも授業を提供した。成果品としては、学生用の「公益の授業のため

のノウハウブック」と、一般向けの「ノウハウブック」の 2冊を作成。ノウハ



ウの共有と発信を行った。また小学生のみならず、高校生への授業も検討する

ため、他大学の学生との情報交換も行い、保護者一緒に授業にも取り組んだ。 

 

事業名 平成 24年度マイロードサポート事業 

受託者 東北公益文科大学ボランティアクラブ 

委託者 山形県 

開催期間 平成 24年 7月 25日～平成 25年 3月 28日 

契約金額 20,000 円 

概 要 自分たちの地域は自分たちで美化活動を展開しよう、として、大学周辺道路の

美化活動・除雪活動を行った。学生の自主活動を支援。 

 

事業名 平成 24年度庄内景観回廊 加茂地区活性化事業 地域づくり推進業務 

受託者 東北公益文科大学（地域共創センター）  担当：渡辺暁雄准教授 

委託者 鶴岡市加茂地域自治会振興会 

開催期間 平成 24年 5月 30日～平成 25年 3月 29日 

契約金額 218,570 円 

概 要 山形県の庄内景観回廊に指定されている鶴岡市加茂地区。今年度は、これまで

取り組んできた「地域資源マップづくりとその活用」に加えて、「サイン作成」

を行う。参加者として、地域住民に加え、加茂水産高等学校の高校生にも参加

を促し、世代間交流も促進された。 

 

事業名 かずのふしぎ しぜんのふしぎ (計 4講座) 

受託者  東北公益文科大学（地域共創センター）  担当：西村まどか准教授 

委託者 子ども夢基金（独立行政法人国立青少年教育振興機構） 

開催期間 平成 24年 4月 2日～平成 25年 1月 7日 

(音)  259,836 円 

(色)   218,564 円 

(光)   222,941 円 

(温度) 203,211 円 

契約金額 

合計  904,552 円 

概 要 小学生向けに科学の面白さ、科学に対して熱心に取り組む体験授業を行った。

何度も自分で繰り返すことができる簡単なプログラムを通して、仮定が正しい

かどうか、あるいは原理を導くことができるかどうか、など納得するまでやり

ぬくことの面白さを伝えることを目標とした。事業の中で学生からアシスタン

トティーチャーとして小学生の実験指導に参加してもらい、本学学生への教育

としての効果も見られた。 

 

 

 

 

 



④ 補助事業 

業務名 東アジア交流促進事業 

補助金 

交付者 

山形県（担当課：商工観光部観光経済交流局経済交流課国際室） 

酒田市（担当課：総務部政策推進課） 

鶴岡市（担当課：企画部政策推進課） 

事業期間 平成 24年 4月 1日～平成 25年 3月 31日 

補助金額 山形県・酒田市・鶴岡市からそれぞれ 1,000,000円（税込み） 

事業目的 

及び概要 

中国を中心とする東アジア地域に関する情報の収集と分析を行い、それら

を活かした学生および県内企業の人材育成を進めることを目的に、企業等

を対象とした中国ビジネス講座や、企業等との意見交換会などを実施する。 

 

業務名 若者の庄内地域像の調査分析（高校 2年生を対象としたアンケート調査） 

補助金 

交付者 
庄内開発協議会 

事業期間 平成 24年 9月 4日～平成 24年 3月 31日 

補助金額 200,000円（税込み） 事業総額 915,926円（税込み） 

事業目的 

及び概要 

庄内地域の活性化を図るために、公益総合研究センター「庄内プロジェクト」

において、庄内地域の高校 2年生を対象に地域についてのイメージと進学や就

職に関する意識を調査し、今後の課題について分析する。 

 



(3) 寄附講座の状況 

 

公益信託荘内銀行ふるさと創造基金助成金による「観光デザイン論」の運営（助成額２００,０００円） 

 

■ 科 目 名：「観光デザイン論」 

開講時期：平成２４年度後期 

テ ー マ：観光を学んで地域を知り、地域振興を考えよう  

講義概要：旅行と観光についての基礎知識を知り、多様な観光の分野で活躍する外部講師の各論を

織り交ぜて、観光資源とその活かし方やマーケッティングを学び、アクションプラン作

りへと発展させる。また、観光に関わる様々な仕事についても説明する。 

 

外部講師（4 名）： 

髙 橋 英 彦 氏 （特定非営利活動法人酒田みなとまちづくり市民会議理事長、 

           東北公益文科大学非常勤講師） 

高 山 良 雄 氏 （庄内観光コンベンション協会 主幹） 

榊 原 史 博 氏 （株式会社マイルポスト 代表取締役社長） 

戸 田 正 樹 氏 （JR 東日本仙台支社 営業部） 

 

本学担当教員： 

渡 辺 暁 雄 （東北公益文科大学 准教授） 



(4) 各種講演会等への教員の派遣状況

氏　　名 業務内容等 場　所 期　　間 備　　考

國眼　眞理子 PTA講演会 酒田市立泉小学校 H24.4.21 講師

國眼　眞理子
国立病院機構水戸医療センター「リー
ダーシップ研修」

水戸医療センター H24.6.4 講師

國眼　眞理子 秋田県看護協会一般教育研修 秋田県総合保健センター H24.7.7 講師

國眼　眞理子
酒田市中央公民館「いきいきママちゃ
ん」講座

酒田市総合文化センター 2012/6.9,9.1 講師

三原　容子 酒田経営同友会4月例会での講演 ホテルリッチ＆ガーデン酒田 H24.4.14 講師

三原　容子
治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟酒
田支部総会

酒田市交流ひろば H24.5.25 講師

呉　尚浩 みどりのふるさと協力隊研修会 とびしま総合センター H24.4.26 講師

神田　直弥
山形県指定自動車教習所教習指導員・
技能検定員に対する職員講習

東京第一ホテル鶴岡 H24.5.10 講師

神田　直弥
山形県指定自動車教習所教習指導員・
技能検定員に対する職員講習

村山市民会館 H24.6.1 講師

神田　直弥
山形県指定自動車教習所教習指導員・
技能検定員に対する職員講習

山形ビッグウイング H24.6.19 講師

神田　直弥
山形県指定自動車教習所教習指導員・
技能検定員に対する職員講習

置賜生涯学習プラザ H24.10.2 講師

武田真理子
第56回東北・北海道地区母子寡婦福祉
研修大会

滝の湯 H24.9.1
研修討議コー
ディネーター

武田真理子
2012年度WACホームヘルパー養成研修2
級課程

東北公益文科大学104教室 H24.5.27 講師

内藤　悟 酒田市職員研修事前協議 酒田市役所 H24.4.18 講師

國眼　眞理子
国立精神・神経医療センター「院内研
修」

国立精神・神経医療センター H24.5.21 講師

國眼　眞理子 鶴岡市立朝暘第4小学校PTA研修会 鶴岡市立朝暘第4小学校 H24.6.30 講師

照井　孫久
介護職員基礎研修課程500時間（庄内
地域）

鶴岡市勤労者会館 H24.5.25 講師

照井　孫久
介護職員基礎研修課程500時間（庄内
地域）

鶴岡市勤労者会館 H24.6.1 講師

三原　容子 鶴岡市民大学講座 鶴岡市中央公民館 H24.11.10 講師

三原　容子
東北学院大学キリスト教文化研究所学
術講演講演

東北学院大学土樋キャンパス H24.7.14 講師

古山　隆
村山インダストリー倶楽部第1回研究
会

山形県村山総合支庁 H24.6.19 講師

鎌田　剛
山形県医療ソーシャルワーカー協会研
修会

山形済生病院 H24.5.19 講師

山本　裕樹 鶴南ゼミ 山形県立鶴岡南高等学校 2012/6/21～2013/2/14 講師

平松　緑
財団法人山形コンベンションビュー
ロー賛助会員研究会

パレスグランデール H24.7.19 講師

國眼　眞理子 わいわい出前講座
酒田市立第一中学校
鳥海八幡中学校

H24.6.5 講師

國眼　眞理子 わいわい出前講座打ち合わせ＆講義 酒田市立鳥海八幡中学校 2012/6/13･21 講師

國眼　眞理子 鶴岡南高校進路講話 山形県立鶴岡南高校 H24.6.10 講師

國眼　眞理子 事例検討会 東北公益文科大学 H24.6.22 講師

國眼　眞理子 研修会講師 弘前医療福祉大学 H24.7.10 講師

伊藤　眞知子 三川町教育委員会婦人会若妻会講演会 三川町社会福祉センター H24.6.18 講師

温井　亨 山形県主査級職員研修 遊学館 H24.6.18 講師

澤邉 みさ子
「人生、ここにあり！」映画上映会記
念イベントシンポジウム

まちなかキネマ H24.5.26 コーディネーター



氏　　名 業務内容等 場　所 期　　間 備　　考

澤邉 みさ子
みんな違って、みんないい…みんな一
緒シンポジウム

庄内町文化創造センター響ホー
ル

H24.6.2 コーディネーター

澤邉 みさ子 酒田市地域支え合い研修会
琢成地区コミュニティ防災
センター

H24.6.9 コーディネーター

阿部　公一 小国高等学校出張講義 小国高等学校 H24.6.22 講師

武田　真理子 平成24年度酒田市中央公民館講座 総合文化センター H24.7.24 講師

武田　真理子 障害福祉青年フォーラム2012 in 大分 大分県総合社会福祉会館 2012/8/25～26 講師・コーディネーター

武田　真理子 平成24年度「老連大学」 酒田市地域福祉センター H24.10.19 講師

鎌田　剛 鶴岡市社会福祉協議会専門員研修会 鶴岡市社会福祉協議会 H24.6.15 講師

國眼　眞理子 キャリア研修 酒田市産業会館
2012/7.25/8.1/
10.26/11.2/2.5/
2.6

講師

竹原　幸太 酒田市保育研究委員会 交流広場 H24.7.9 講師

武田　真理子 酒田市地域支え合い研修会 琢成学区コミュニティ防災センター H24.6.9 コーディネーター

武田　真理子
第56回東北・北海道地区母子寡婦福祉
研修大会

滝の湯 H24.9.1 コーディネーター

照井　孫久 山形市民生委員児童委員大会記念講演 山形市中央公民館ホール H24.7.18 講師

三原　容子
「藤島・ワッパ騒動義民顕彰板設置二
周年記念の集い」の講演

藤島社会福祉ふれあいセンター H24.8.28 講師

鎌田　剛
介護職員基礎研修課程500時間（庄内
地域）

鶴岡市労働者会館 H24.7.27 講師

國眼　眞理子
酒田市教育研究所特別活動研究部研修
会

東北公益文科大学 H24.8.4 講師

伊藤　眞知子
第30回山形県交通安全母の会大会記念
講演

鶴岡市中央公民館 H24.7.23 講師

伊藤　眞知子 地域における男女共同参画推進事業 新庄市民プラザゆめりあ 2012/8/29,10/1,10/20 講師

伊藤　眞知子
平成24年度子育て支援者育成講座　子
育て支援シンポジウムin 庄内

公益ホール H24.11.23 講師

伊藤　眞知子
女性のための学び講座「椿ぜみなー
る」

第四公民館 H24.8.18 講師

伊藤　眞知子 市民大学出前講座 富士見学区コミュニティ防災センター H24.8.24 講師

伊藤　眞知子 新庄市健康福祉推進員研修講演 新庄市市民プラザ H24.11.5 講師

三原　容子 第19回全山退教総会講演 田田の宿 H24.8.23 講師

三原　容子
山形県立酒田光陵高等学校「公益と産
業社会」講演

酒田光陵高等学校公益総合
学習室

H24.9.4 講師

水田　健輔 秋田県自治研修所公会計研修 秋田県自治研修所 2012/11/29.30 講師

澤邉 みさ子 障害福祉青年フォーラム2012 in 大分 大分県総合社会福祉会館 2012/8/25.26 コーディネーター、パネリスト

呉　尚浩 小国高校出張講義 小国高校 H24.7.24 講師

呉　尚浩
大学コンソーシアムやまがた「やまが
た夜話」

ゆうキャンパス・ステーション H24.8.22 講師

武田　真理子 地域ケア・サポート 鶴岡市第5学区コミセン・ホール H24.7.26 講師

武田　真理子 老連大学講座 酒田市地域福祉センター H24.8.17 講師

鎌田　剛 鶴岡市主任介護支援専門研修会講師
鶴岡市第3学区コミュニティーセ
ンター

H24.7.23 講師

鎌田　剛 福祉課ケースワーカー研修 酒田市役所 H24.8.22

益子　行弘
酒田市男女共同参画推進センター講座
講義

交流ひろば H24.10.3 講師

武田　真理子 酒田市第2回地域支え合い研修会 琢成学区コミュニティ防災センター H24.7.14
コーディネー
ター



氏　　名 業務内容等 場　所 期　　間 備　　考

武田　真理子 酒田市第3回地域支え合い研修会 琢成学区コミュニティ防災センター H24.8.18
コーディネー
ター

武田　真理子 酒田市第4回地域支え合い研修会 琢成学区コミュニティ防災センター H24.10.6
コーディネー
ター

國眼　眞理子 女性のための学び講座 庄内町余目第4公民館 H24.9.29 講師

國眼　眞理子 教育講演会 庄内町立余目中学校 H24.10.6 講師

國眼　眞理子 第2回不登校保護者会 総合文化センター H24.10.4 講師

國眼　眞理子 山形県新庄北高等学校保険講話 新庄北高等学校 H24.9.20 講師

國眼　眞理子 飽海地区高等学校PTA協議会研修会 ホテルリッチ＆ガーデン酒田 H24.10.19 講師

 温井　亨
立谷沢地区部落公民館連絡協議会研修
会

立谷沢公民館 H24.9.18 講師

鎌田　剛 出張講義および高校訪問 岩谷堂高校（他4校訪問） H25.9.26 講師

益子　行弘 総合大学2012 in 鶴岡中央 鶴岡中央高校 H25.10.10 講師

呉　尚浩
第6回　三島交流会（佐渡島・粟島・
飛島）

粟島浦村役場 2012/11/5.6
コーディネー
ター

古山　隆 村山インダストリー倶楽部全体交流 ホテルキャッスル H24.9.3
コーディネー
ター

國眼　眞理子 家庭教育セミナー 酒田市立宮野浦小学校 H24.10.12 講師

國眼　眞理子 平成24年度山形県高等学校初任者研修 山形県教育センター H24.10.17 講師

國眼　眞理子 国立国際医療研究センター国府台病院
国立国際医療研究センター国府
台病院

H24.11.19 講師

伊藤　眞知子
山形県立農業大学校地域連携・貢献活
動中間発表会基調講演

山形県立農業大学校 H24.10.25 講師

伊藤　眞知子
鶴岡市田川鍼灸マッサージ師会研修会
講演

鶴岡市ゆうあいプラザ
「かたぐるま」

H24.11.11 講師

伊藤　眞知子 「幼児共育フォーラム」講演 響ホール H24.11.20 講師

遠山　茂樹 酒田市市民大学出前講座 酒田市総合文化センター H24.10.31 講師

水田　健輔 香川県自治研修所公会計研修 香川県自治研修所 2012/12/5～7 講師

水田　健輔
酒田市行財政集中改革プラン推進委員
会

酒田市役所 H24.11.16 講師

神田　直弥 庄内地区特養連絡協議会職員研修 ひらたタウンセンター H24.11.8 講師

山本　裕樹 出張講義 岩手県立水沢高等学校 H24.10.27 講師

伊藤　眞知子 山形大学男女共同参画シンポジウム 山形大学 H24.11.19
コーディネー
ター

呉　尚浩 小国高校・地域文化学 小国高等学校 H24.10.5 講師

呉　尚浩 小国高校・地域文化学 山形県立小国高校 H24.11.2 講師

國眼　眞理子 PTA文化講演会 酒田市立第四中学校 H24.11.27 講師

國眼　眞理子 幼保小指導者研修会 総合文化センター H24.11.29 講師

照井　孫久
平成24年度岩手県主任介護支援専門員
研修会

岩手県民情報交流センター
アイーナ

H24.11.21 講師

三原　容子 酒田郷土史研究会例会での講演 酒田勤労者福祉センター H24.12.1 講師

鎌田　剛
平成24年度鶴岡市主任介護支援専門員
研修会（ケアプラン点検）

鶴岡市総合保険福祉センター
にこふる

H24.11.27 講師

鎌田　剛
平成24年度「地域福祉リーダー養成研
修」

鶴岡市中央公民館 H24.11.29 講師

平松　緑
H24年度第2回職業リハビリテーション
推進フォーラム

山形職業訓練支援センター H24.11.27



氏　　名 業務内容等 場　所 期　　間 備　　考

國眼　眞理子 第3回不登校保護者会 総合文化センター H24.1.24

平松　緑
在来作物の実践講座「おしゃべりな
畑」

山形大学農学部 H24年12月25日 講師

國眼　眞理子 公益教育セミナー 東北公益文科大学大学院 H24年11月30日 講師

照井　孫久
平成24年度岩手県介護支援専門員更新
研修

岩手県産業会館（サンビル） H24年12月14日 講師

鎌田　剛 鶴岡市社会福祉協議会専門員研修 鶴岡市社会福祉協議会 H24年12月4日 講師

松山　薫 総合的な学習の時間「鶴南ゼミ」 山形県立鶴岡南高等学校 H25年12月13日,20日 講師

國眼　眞理子 キャリア教育研修 県立新庄新室産業高校 H25年1月23日 講師

國眼　眞理子 子育て研修会 小鳩保育園 H25年1月26日 講師

國眼　眞理子 構成的グループエンカウンター実践 酒田市立
H25年2月1日
H25年2月22日

講師

國眼　眞理子 模擬授業 山形県立楯岡高等学校 H25年2月19日 講師

伊藤　眞知子 医療法人宏友会講演会 介護老人保健施設うらら H25年1月30日 講師

温井　亨
連合山形　酒田飽海地域協議会　労働
講座

酒田市勤労者福祉センター H25年2月26日 講師

温井　亨 酒田市中心市街活性化協議会全体会議 酒田産業会館 H25年2月18日 委員・講師

阿部　公一
平成24年度　東北公益文科大学
Evening カフェ

鶴岡キャンパス H25年1月29日 講演者

竹原　幸太 鶴岡中央高等学校課題研究講話 鶴岡中央高等学校 H25年1月16日 講師

伊藤　眞知子 庄内傘福研究会公開シンポジウム 希望ホール H25年3月2日
コーディネー
ター

國眼　眞理子 市町村家庭児童相談担当者研修会 七窪思恩園 H25年3月8日 講師

温井　亨 宗田好史先生講演会（農村観光） 余目第４公民館 H25年2月23日
コーディネー
ター

温井　亨 宗田好史先生講演会（都市観光） 酒田市交流ひろば H25年2月24日
コーディネー
ター

和田　明子 中京大学研究会講師 講師 H24年12月13日 講師

和田　明子
平成24年度特別区監査委員協議会第一
ブロック会研修会講師

講師 H25年1月24日 講師

呉　尚浩
中京大学大学院経済学研究科総合政策
学専攻に係る大学院改革研究会および
中京大視察

中京大学名古屋キャンパス H25年3月26日・27日 講師

古山　隆
村山インダストリー倶楽部「環境部
会」

山形県総合研修センター H25年2月22日 講師

鎌田　剛 鶴岡市主任介護支援専門員研修 鶴岡市総合保険福祉センターにこふる H25年1月10日 講師

鎌田　剛 鶴岡市社会福祉協議会専門員研修会 鶴岡市社会福祉協議会 H25年3月7日 講師

鎌田　剛
山形県グループホーム連絡協議会研修
会

公益研修センター H25年2月14日 講師

鎌田　剛
山形県医療ソーシャルワーカー協会研
修

山形済生病院 H25年3月9日 講師

温井　亨
市民講座「歴史的建造物郡・景観を生
かす地域づくり」

上山市立図書館 H25年3月10日
車座ミーティン
グ
壇上参加者



(5) 各種委員等への就任実績

氏　　名 業務内容等 依頼先（担当） 任　　期 備　　考

第62次教育研究山形県集会　14分科会 天童市舞鶴荘ほか 2012/6/11～11/10 研究協力者

社会福祉法人光風会 社会福祉法人光風会理事長 2012/7/30～2014/7/29 理事

山形県男女共同参画審議会 山形県知事 H24年12月28日～H26年10月31日

生涯学習施設「里仁館」 生涯学習施設「里仁館」 2012/4/1～2014/3/31 常任理事

生涯学習施設「里仁館」 生涯学習施設「里仁館」 2012/4/1～2014/3/31 運営委員長

庄内町情報発信研究所 庄内町情報発信研究所 2012/4/1～2013/3/31 特別研究員

庄内町男女共同参画社会推進アドバイザー 庄内町 2012/4/1～2013/3/31 講師等

酒田エフエム放送株式会社番組審議委員会 酒田エフエム放送株式会社 H24.7.26 委員

財団法人山形県水産振興協会公益法人移行認定
検討会

財団法人山形県水産振興協会 H24.9.26 委員

評議員選定委員会（山形県水産振興協会） 栽培漁業センター H24.9.12

國眼　眞理子 酒田市教育委員会研修 酒田市立松山中学校 2012/9/21,28 講師

第2回飛島クリーンアップ作戦実行委員会 NPO法人パートナーシップオフィス H24.4.16 委員

広野地区農地整備事業推進協議会環境情報部会
第1回生態系調査

広野地区県営事業推進委員会 H24.4.24 委員

平成24年度全国漁業調整委員会連合会通常総会 山形海区漁業調整委員会 H24.5.15 委員

離島振興基本方針策定有識者懇談会 国土交通省国土政策局離島振興課 2012/7/1～2013/3/19 委員

吹浦荘苦情解決委員会 障害者支援施設吹浦荘 2012/4/1～2013/3/31 委員

社会福祉法人光風会苦情解決第三者委員 社会福祉法人光風会 2012/4/1～2013/3/31 委員

鶴岡市障害者施策推進協議会委員 鶴岡市長 2012/4/1～2014/3/31 委員

酒田市公益活動推進委員会員 酒田市長 2012/6/1～2014/5/31 委員

山形県立酒田特別支援学校学校評議員 山形県教育委員会教育長 2012/4/1～2013/3/31 評議員

酒田ボランティアセンター運営委員会 酒田市社会福祉協議会 2012/6/1～2014/3/31 委員

酒田市立浜田小学校学校評議員 酒田市教育委員会 2012/5/1～2014/7/29 評議員

「子育てするなら山形県」推進協議会 山形県知事 H24.3.1-H26.2.28 委員

鶴岡市地域コミュニティあり方検討委員会 鶴岡市長 H24.3.13-H25.3.31 委員

酒田市地域支え合い研修会 酒田市健康福祉部福祉課長 2012/6/1～2012/10/31 コーディネーター

高齢者見守り・支え合い活動事業 庄内総合支庁保健福祉環境部長 2012/7/1～2013/3/31 アドバイザー

社会福祉法人正覚会監事 社会福祉法人正覚会理事長 2012/6/1～2014/5/31 監事

山形県立酒田光陵高等学校学校評議員
・学校関係者評価委員

山形県教育委員会教育長 2012/5/14～2013/3/31
学校評議員・学校関係者
評価委員

酒田市認可外保育施設審議会 酒田市長 2012/7/1～2014/6/30 委員

厚生労働省社会福祉推進事業「共生型福祉施設の設置
運営支援事業」

三菱UFJリサーチ＆コンサル
ティング株式会社取締役社長

2012/8/1～2013/3/31 ワーキンググループ委員

照井　孫久 第3回成年後見制度利用者支援検討会 山形市長 H24.9.12 委員

内藤　悟 遊佐町鳥海山条例研究会ヒアリング 総合地球環境学研究所 H24.5.11 アドバイザー

西村　まどか 酒田市教育委員会第一回中村ものづくり運営委員会 酒田市教育委員会 H24.4.19 委員

上山市まちづくりアドバイザー 上山市長 2012/4/1～2013/3/31 アドバイザー

庄内町地域活性化アドバイザー 庄内町長 2012/5/1～2013/3/31 アドバイザー

農林水産省東北農政局ゆたかな村づくり審査会 東北農政局 2012/5/7～2014/3/31 委員

特別名勝松島保存管理検討委員会 東松島市長 2012/7/11～ 委員

庄内町温泉施設設備事業基本設計業務公募型プロ
ポーザル選定委員会

庄内町長 2012/6/26～ 委員

藤島都市計画マスタープラン見直し
ワークショップ

鶴岡市長 H24年11月20日 助言者

酒田市中心市街活性化協議会委員 酒田市中心市街活性化協議会会長 H25年2月18日

酒田市中心市街活性化協議会委員
酒田市中心市街活性化協議会
会長

H25年2月18日 委員

村山北部地区の国営土地改良事業専門技術者依頼
打合せ

十日町オフィス H25年3月11日 「環境」専門技術者

伊藤　眞知子

尾身　祐介

呉　尚浩

武田　真理子

澤邉 みさ子

温井　亨



氏　　名 業務内容等 依頼先（担当） 任　　期 備　　考

村山インダストリー倶楽部・運営協力 村山総合支庁

鶴岡市エネルギービジョン策定懇談会 鶴岡市長 2013/3/31まで 委員

自動車技術会第3回リサイクル技術部門委員会 自動車技術会 H24.9.26 幹事

益子 行弘 酒田市公益活動支援補助金審査委員 酒田市まちづくり推進課

松田　憲
鶴岡南高等学校（通信制）学校評議員・学校関係者
評価委員

山形県教育委員会教育長 2012/5/14～2013/3/31 評議員・委員

松山　薫 山形県公共事業評価監視委員会委員 山形県知事 2012/4/1～2013/3/31 委員

三島　憲之 慶應義塾福沢研究センター 慶應義塾大学 2012/4/1～2013/3/31 研究嘱託

経済産業研究所｢財政的な統一視点からみた教育財政
ガバナンス・システムの構築」研究会委嘱(継続）

経済産業研究所 H24.4.1-H25.3.31 メンバー

人間文化研究機構評価委員会　委員委嘱 人間文化研究機構 2012/10/1～2014/9/30 委員

三原　容子 酒田市教育委員 酒田市教育委員会 H24.4.1- 教育委員

山本 裕樹 大学コンソーシアムやまがた企画会議 大学コンソーシアムやまがた 2012/4/1～2013/3/31 委員

比較地方自治研究会コモンウェルス部会 財団法人自治体国際化協会 2012/4/1～2013/3/31 委員

山形県明るい選挙推進協議会 山形県明るい選挙推進協議会 2012/4/1～2014/3/31 委員

山形県政府調達苦情検討委員会 山形県知事 2012/6/1～2014/5/31

和田　明子

古山　隆

水田　健輔
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