
４月 １日 (金) 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)

４日 (月) 前期ガイダンス（2～4年）

１６日 (土) 入学式

保護者会総会

入学生保護者説明会

１８日 (月) 新入生ガイダンス（4/21まで）

２０日（水） 新入生研修

２１日（木） 新入生歓迎会（ウェルカムパーティー）開催

２２日（金） 前期授業開始

前期聴講開始（前期聴講生４名、科目等履修生４名）

３０日 (土) ホームヘルパー資格取得講座開講　(9/4まで)

５月 １０日（火） 創立10周年記念事業パネル展示（酒田市役所1階) 

１２日 (木) 第1回3年生との進路に関する個別面談実施　(5/31まで)

２４日 (火) カラーコーディネイター講座開講　(6/14まで)

２７日 (金) 就職筆記試験対策講座開講　(3/1まで)

２８日 (土) 春のオープンキャンパス‐入門編‐　パート①　開催

３０日 (月) 山形での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

３１日（火） 鼎談「東北復権」特別シンポジウム「東日本大震災と東北再生への視点」

（ホテルメトロポリタン山形）

東北復権シンポジウム「東日本大震災と東北経済　再生への視点」

 (7/4 河北新報掲載）

６月 １３日（月） 創立10周年記念事業パネル展示（江戸川区役所1階区民ホール）（6/30まで)

２５日 (土) 春のオープンキャンパス‐入門編‐　パート②　開催

２６日 (日) 色彩検定試験実施

７月 ４日（月） インターンシップ開始（31企業・団体に46名参加）

８日 (金) 第1回漢字検定試験実施

１３日（水） 創立10周年記念事業パネル展示（酒田市総合文化センター1階モール)(7/21まで)

１６日 (土) 夏のオープンキャンパス‐体験編‐　パート①　開催

２３日 (土) ３年生保護者就職懇談会開催　(山形)

２７日 (水) 山形新聞連携企画「山形の今を変える」置賜シンポジウム

「持続可能な観光産業をめざして」 (8/29 山形新聞掲載)

３０日 (土) ３年生保護者就職懇談会開催　(酒田)

８月 ６日 (土) 夏のオープンキャンパス‐体験編‐　パート②　開催

８日（月） 前期定期試験開始（8/31まで）

　　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



８月 １０日 (水) 東北地区私立大学就職セミナー開催　(仙台)　送迎バス配車

１５日（月） 夏季休業期間開始

前期集中講義（8/20まで)

English Summer School 開始（8/26まで)

ロシア短期語学留学実施(8/28まで)

中国短期語学留学実施（9/5まで)

２０日 (木) 課外講座「販売士3級」取得講座開講　(12/15まで)

２２日（月） 創立10周年記念事業パネル展示（鶴岡市役所1階ロビー)(8/31まで)

９月 ４日（日） 前期卒業再試験実施

東北林業大学学生親善訪問（9/21まで)

秋のオープンキャンパス‐発見編‐　パート①　開催

２１日（水） 夏季休業期間終了

２２日（木） 後期ガイダンス

２５日 (日) ＡＯ入学試験　→合格発表　9/30

２６日（月） 後期授業開始

後期聴講開始（後期聴講生4名、科目等履修生4名）

２８名（水） 前期卒業 卒業証書・学位記授与

１０月 ２１日（金） 公翔祭フォトコンテスト（募集）（11/7まで）

２２日（土） 公翔祭

秋のオープンキャンパス‐発見編‐　パート②　開催

２３日（日） 公翔祭

高校生原稿募集「公益のすすめVol.11信頼編」表彰式（募集期間：7/1～9/10）

２４日 (月) 第2回3年生との進路に関する個別面談実施　(11/4まで)

１１月 １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　2日まで)

６日 (日) 指定校制推薦入学試験　→合格発表　11/11

公募制推薦入学試験（Ａ日程）　→合格発表　11/11

編入学試験（前期）　→合格発表　11/11

８日 (火) 山形新聞連携企画「山形の今を変える」最上シンポジウム

 「自然の力　最上の力に」（11/28 山形新聞掲載)

９日 (水) 就職に関するFSD開催

１１日 (金) 第2回漢字検定試験実施

１１日 (金) ニュース検定試験実施

２７日 (日) 中国語検定試験実施

１２月 ３日（土） 創立10周年記念シンポジウム「災害に強い地域づくりを目指して」

（遊学館（山形市))

１０日 (土) TOEIC IP試験実施

創立10周年記念シンポジウム「災害に強い地域づくりを目指して」

（東北公益文科大学酒田キャンパス　公益ホール）



１２月 １１日 (日) 東京での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１４日 (水) やましん就職ガイダンスｉｎ公益大開催

１７日 (土) 東京での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１８日 (日) 公募制推薦入学試験（Ｂ日程）　→合格発表　12/22

１９日 (月) 公務員試験模擬試験実施　(20日まで　以後全5回実施 )

２２日 (木) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

２３日 (金) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

２５日（日） 冬季休業期間開始

２６日 (月) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

１月 ７日（土） 冬季休業期間終了

１４日（土） 大学入試センター試験　1日目

１５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  2/13

大学入試センター試験利用入学試験（Ｂ日程）　→合格発表  3/19

大学入試センター試験利用入学試験（Ｃ日程）　→合格発表  3/24

１８日 (水) 第1回就職ガイダンスｉｎ公益大開催

１９日（木） 卒業論文提出日

２３日 (月) 山形での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

３０日（月） 後期定期試験開始（2/4まで）

２月 ５日（日） 春季休業期間開始

後期集中講義（2/11まで）

７日 (火) 一般入学試験（前期）　→合格発表　2/13

８日 (水) 第2回就職ガイダンスｉｎ公益大開催

山形新聞連携企画「山形の今を変える」庄内シンポジウム

「庄内地域の新産業像」 (2/28 山形新聞掲載)

１６日 (木) 日本経済新聞東北版に就職支援広告掲載

１７日（金） 後期追試験（2/20まで）

１８日（土） ニュージーランド短期語学留学実施（最長3/19まで)

１９日（日） 春の大発表会開催

２０日 (月) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

２１日 (火) 仙台での就職ガイダンスへ学生送迎バス配車 

２２日 (水) 第3回就職ガイダンスｉｎ公益大開催

２３日 (木) 第1回面接対策強化講座開講　(24日まで　以後全3回実施)

２７日 (月) 酒田地区雇用対策協議会模擬面接会開催

２７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　28日まで)

３月 ３日 (土) 公募制推薦入学試験（Ｃ日程）　→合格発表　3/6

編入学試験（後期）　→合格発表　3/6

７日（水） 卒業再試験実施



３月 １２日 (月) 山形新聞連携企画「山形の今を変える」村山シンポジウム

「商都・山形の再生に向けて」（3/23 山形新聞掲載)

１４日 (水) 一般入学試験（後期）　→合格発表　3/19

１８日（日） ドミトリー内覧会（初日）

２０日（火） ドミトリー内覧会（2日目）

２４日（土） 卒業式

３０日（金） ドミトリー入寮開始

４月 ６日（水） 新入生ガイダンス

１６日（土） 入学式

２２日（金） 前期授業開始

２８日（木） 公開講座「共創の技法」開講（全15回）

７月 ３０日（土） 院生研究報告会

３１日（日） 院生研究報告会

８月 １２日（金） 夏季休業開始

２３日（火） 公開講座「コミュニティ・ビジネス論」開講（全4回）

９月 ２５日（日） 夏季休業期間終了

２６日（月） 後期授業開始

１０月 ３日（月） 特別講座「まちづくりデザインスタジオ」（全15回）

８日（土） 電通・荘内銀行 共同開発市民講座「地域資源開発セミナー」開講（全5回)

１６日（日） 前期入学試験（博士後期課程社会人特別選抜）（合格発表10/21)

２２日（土） 公開講座「特別セミナー（自治体経営実務）」開講（全5回）

１１月 ２０日（日） 院生研究報告会

１２月 ２４日（土） 冬季休業期間開始

１月 ７日（土） 冬季休業期間終了

２９日（日） 修士論文審査・最終試験

２月 １日（火） 春季休業開始

１６日（木） 修士課程修了者発表

３月 １１日（日） 後期入学試験（修士課程一般選抜・社会人特別選抜）（合格発表3/19)

２０日（火） シンポジウム「鶴岡ステーションフロントのアーバンデザイン」開催

　　イ　大学院



② 市民交流の主な実績 

 （H23.4.1～H24.3.31） 

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 

28,643人 

10,237冊 

(32,169人) 

(9,839冊) 

学生、教職員を除く一般市民の利用者 

…利用者数全体 50,911人、貸出 20,872冊 

（前年度：利用者全体 56,041人、貸出 20,990冊） 

カフェテリア利用者 14,745人 

 

(28541人) 

 

学生、教職員を除く一般市民の利用者 

…利用者数全体 40,997人 

（前年度：利用者数全体 61,407人） 

市民の施設利用 530件 

13,181人 

(482件) 

(11,484人) 

市民団体等に大学施設の貸出し 

 酒田キャンパス    481件 10,596人 

         （前年度：421件 8,272人） 

鶴岡キャンパス      49件 2,585人 

（前年度：61件 3,212人） 

聴講生等数 16人 (39人) 前期 8人、後期 8人 

（前年度：前期 19人、後期 20人） 

公開講座の受講者 77回 

913人 

(37回) 

(1,375人) 

公益教養プログラム 6回 165人 

共創カフェ 1回 42人 

かずのふしぎ 自然のふしぎ  10回 100人 

社会起業家育成講座 12回 485人 

（前年度：9回 355人） 

大学院公開講座  3講座 24 回 27人 

（前年度：3講座 15回 54人） 

地域資源開発セミナー 5回 25人 

まちづくりデザインスタジオ  15回  9人 

鶴岡ｽﾃｰｼｮﾝﾌﾛﾝﾄのｱｰﾊﾞﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ  1回 60人 

教員による講演 174件 

 

(158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 

73件 (111件) 学外の各種委員就任等 

 

インターンシップ参

加 

46人 (62人) 学生が 31の企業、団体等で社会実習に参加 

（前年度：42企業、団体） 

大学祭等の参加者 約 2,294人 (約 2,293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月)   7人（前年度：12人） 



第 2回 (6月)   31人 （前年度：20人） 

第 3回 ( 7月)   54人 （前年度：80人） 

 第 4回 ( 8月)  108人 （前年度：85人） 

第 5回 ( 9月)   60人 （前年度：63人） 

第 6回 (10月)  34人  （前年度：33人） 

地域行事への参加 多数 多数 酒田まつり      30人（前年度：54人） 

鶴岡こどもまつり    14人（前年度：－ ） 

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 

24団体 

 

公認サークル 

22団体 

公認クラブ 

(23団体) 

 

公認サークル 

 (26団体) 

〔主なクラブ、サークル活動〕 

トライアスロン部： 

・ 2011 東北学生トライアスロン選手権那須塩原

大会 女子総合第 1位 インカレ出場 

・ 第 24 回秋田トライアスロン芭蕉レース象潟大

会大学選手権 女子 優勝 

 

演劇部ねこじゃらし： 

・ 平成 23 年度輝けやまがた若者大賞 

  大賞受賞 

10周年記念事業 約 170人 

 

 

 

 

17件 

25点 

― 

 

 

 

 

― 

・創立 10周年記念シンポジウム 

「災害に強い地域づくりを目指して」 

山形会場   約 70人 

庄内会場  約 100人 

 

・公翔祭フォトコンテスト 

 応募 17件 25点 

（グランプリ 1点 特別賞 3点） 

本学に対する 

寄付件数 

 

303件 

 

(477件) 

 

10周年記念事業寄附金 152件（前年度：293件） 

 

その他寄付金・現物寄附（寄贈本除く）7件 

（前年度：8件） 

寄贈本件数 145件 637冊 

（前年度：176件 985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 6月14日（火） 酒田
平成22年度　ニュージーランド短期留学報告
会
～私たちのNZ体験記～

短期留学参加学生

2 10月27日（木） 酒田
公益大教員紹介シリーズ
「庄内地域の大気・水環境について」

大歳恒彦 本学教授

3 11月１4日（月） 酒田
平成23年度　中国語学短期留学報告会
「 好好学习,天天向上 」
～第二の故郷、哈尓滨～

短期留学参加学生

4 11月18日（金） 酒田

平成23年度　ロシア語学研修報告会
「ВЕТЕР(ヴェーチェル) ПЕР( ペ リ)
Ｅ(ェ)М(メ)Ｅ(ー)Н(ン)」
～変化の風～

短期留学参加学生

5 11月24日（木） 酒田
公益大教員紹介シリーズ
「酒田市のごみ発生量の現状と今後」

一ノ瀬大輔 本学講師

6 12月22日（木） 酒田
公益大教員紹介シリーズ
「エネルギー問題を理解するための基礎知
識」

古山隆 本学准教授



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 23 年 9 月 10 日（土）～11 月 27 日（日） (全 12 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 )6000 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 3 年目。23 年度は「身

近な生活から生まれる社会起業」をテーマに講座を展開。プレ講座とし

て、鶴岡市と山形市でも開講した。  

プレ講座１  9 月 10 日（土）  鶴岡会場  

       講師：横田純子氏（ＮＰＯ法人素材広場理事長）  

      「地産地消を行かした観光が地域を変える」  

プレ講座２   9 月 28 日（水）  山形会場  

       講師：宮城治男氏（ＮＰＯ法人ＥＴＩＣ．代表理事）  

      「社会的起業で社会を変える」  

第 1、2 講  10 月 30 日（日）  

講師：藤田和芳氏（株式会社大地を守る会代表取締役）  

「大地を守るソーシャルビジネス」  

第 3 講   11 月 1 日（火）  

講師：後藤久典氏  

（財団法人電力中央研究所主任研究員）  

「マーケティング理論と市場調査  

～エネルギー・環境問題に関する調査研究事例を交えて～」 

第 4、５講  11 月 9 日（水）  

講師：鈴木孝 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 6、７、8 講 1１月 12 日（土）  

講師：佐野恵一氏  

（株式会社旅のお手伝い楽楽代表取締役）  

「アイディアから起業まで、そして現在」  

講師：齋藤緑氏（NPO 法人あらた  代表理事）  

       「身近な生活から生まれる社会起業」  

第 9 講   11 月 27 日（日）  

講師：  工藤教和氏（東北公益文科大学 副学長）  

「社会起業の必要性」   

概 要  

第 10 講   11 月 27 日（日）  

事業計画発表会・修了式  



講座名  共創カフェ  

「市民と行政の連携・協働～東日本大震災を経て見えてきたこと」  

主催者  地域共創センター  

開催期間  平成 23 年 8 月 1 日 (木 ) 

事業費  東北公益文科大学  

受講料  無料（飲み物代別途：一般 50 円、大学関係者 100 円  、公益大生 10 円 ) 

概 要  東日本大震災の被災地・被災者支援活動に関わった酒田市職員・社会福

祉協議会職員、市民、大学教職員・学生が一同に会しその経験を共有す

ることで、今後の市民と行政の連携・協働のあり方を検討した。  

（１） 話題提供者５名から今回の経験のお話（10 分程度×５人）  

（２） フロアとの意見交換  

（３） まとめ  

話題提供者   

酒田市総務課危機管理室 次長 佐藤栄一さん  

酒田市まちづくり推進課 係長 川田憲さん  

酒田市福祉課 係長 松永隆さん  

酒田市社会福祉協議会 事務局長 阿部直善さん  

東北公益文科大学 学生サークル・ボラぽっけ 黒坂康人さん  

（コーディネーター：和田明子准教授）  

 

 

 

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 23 年 10 月 15 日（土）～11 月 19 日（土） (全 10 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 15 日（土） 「概要説明」「大きな数」「数あてをしよう」  

        大きな数の紹介、おおよその数について知ろう  

10 月 29 日（土） 「距離を測ろう」「どこにいるの」  

長さを測る方法、どこにいるのかを調べよう  

11 月 5 日（土） 「出発進行」「時計の不思議」  

速さと位置の関係、円の上で動いているものを  

探ろう  

概 要  

11 月 19 日（土） 「星のうごき」「波の形」「まとめ」  

惑星の動きを理解しよう  

 



イ 大学院 

 

講座名  共創の技法  

テーマ  都市空間と文学の関係から市民合意のまちづくり技法を探る  

開催期間  平成 23 年 4 月 14 日（木）～7 月 28 日（木）（全 15 回、15 コマ）  

講 師  温井 亨 准教授、國井 美保 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  

物理的な都市整備だけでなく、存在の基盤としての都市を分析し、まち

づくりを行う手法について考える。藤沢周平の小説の舞台である鶴岡市

は、こうしたテーマにふさわしい場所であり、座学のみならず、都市空

間を実際に見分ける力を身に付けてもらうことを目標とする。  

 

講座名  コミュニティビジネス起業論  

開催期間  平成 23 年 8 月 23 日（火）～8 月 26 日（金）（全 4 回、15 コマ）  

講 師  飯盛 義徳 講師、西田 みづ恵 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  

ビジネスの手法を用いて地域における様々な問題解決を図るコミュニテ

ィビジネスについて、基礎的なマネジメントの理論、ネットワーク、協

働に関する理論を検討した後、先進的なコミュニティビジネスなどの事

例についてマネジメントの視点から議論し、最終的にコミュニティビジ

ネスの提言作成と発表を行う。  

 

講座名  特別セミナー（自治体経営実務）  

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 23 年 10 月 22 日  (土 )、23 日 (日 )、29 日 (土 )、30 日 (日 )、11 月 13

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。  

 



⑤　地域共創センターの活動

番号 開催日 時間 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名 会場

1 6月14日(火) 18:30～20:00
公益教養プログラム フォーラム21
平成22年度ニュージーランド短期留学報告会

短期留学参加学生
同行教員

104教室

2 7月7日(木)
休眠農地　76(南麓)チャレンジ
「わいわい農園 うねづくりと苗植え」

横澤優介ほか 本学学生
酒田市（旧平
田町）南麓地

区

3 7月11日（月）
休眠農地　76(南麓)チャレンジ
「ひらた里山の会、わかもの農援隊との交流」

小松　広幸　氏
小川　源太　氏

横澤　優介　ほか

ひらた里山の会　76（南麓）チャレンジ担
当者

わかもの農援隊庄内チーム　代表（山形
大学農学部学生）

本学学生

地域共創セン
ター前

4 7月17日(日)
山形県マイロードサポート事業
美化活動

ボランティアクラブ 本学学生
公益大周辺
（飯森山～宮
野浦地区周

5 7月22日(金) 16:30～18:00

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
「模擬授業」
※日本財団助成事業

プロジェクト参加学
生

武田 真理子
澤邉 みさ子

本学　准教授
本学　准教授

207教室

6 8月1日（月） 18：30～20：00
共創カフェ
「市民と行政の連携・協働～東日本大震災を経て見
えてきたこと」

佐藤栄一　氏
川田憲　氏
松永隆　氏

阿部直善　氏
和田明子

　　　酒田市　総務課　危機管理室　次長
　　　　　 　　　まちづくり推進課　係長
　　　　　 　　　福祉課　係長
　　　酒田市社会福祉協議会　事務局長
　　　本学　准教授
　　　本学　学生

中研修室1

7 8月2日(火) 16:30～18:00
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「参加学生募集　説明会」

説明会参加学生
渡辺 暁雄
林 久美子

本学准教授
本学卒業生

小研修室3･4

8 8月6日(土) 13:00～16:45
青少年 夢と創造へのアイディアコンテスト
「まちなかカフェプロジェクト」公開プレゼンテーショ

プロジェクト参加学
生

山形テルサ(山
形市)

9 9月4日（日） 7:00～17:30
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「先進地調査」

プロジェクト参加学
生

渡辺 暁雄

本学准教授
本学卒業生

上山市、金山
町

10 9月5日(月) 10:00～

鶴岡市子ども農山漁村交流プロジェクト事業
「地域資源調査」フィールドワーク
※鶴岡市委託事業（平成23年度食と地域の交流促
進集落活性化対策交付金事業）

プロジェクト参加学
生

渡辺暁雄
本学准教授

鶴岡市
温海地域

11 9月10日（土） 14：00～16：00
社会起業家育成講座プレ講座
「地産地消を活かした観光が地域を変える」

横田　純子　氏 NPO法人素材広場　理事長
鶴岡キャンパ
ス大学院ホー

ル

12 9月18日（日） 13:30～17:00
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「まち歩き」「ワークショップ(まとめ)」

プロジェクト参加学
生

渡辺 暁雄
林 久美子

本学准教授
本学卒業生

加茂地区

13 9月22日 地域共創センター通信Vol.26 発行

14 9月28日（水） 14：00～16：00
社会起業家育成講座プレ講座
「社会的起業で社会を変える」

宮城　治男　氏
ＮＰＯ法人

ETIC．
代表理事

ゆうキャンパ
ス・ステーショ
ン(山形市)

15 10月1日(土) 14:00～16:30

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
「公益教育セミナー」
※日本財団助成事業

プロジェクト参加学
生

武田 真理子
澤邉 みさ子

本学　准教授
本学　准教授

公益ホール
1F中研修室

16 10月8日(土) 14:00～18:30
若者ふるさと山形応援ネットと地元の若者との交流
会
「Next Yamagata キックオフミーティング」

石垣 博也
職員

本学学生
ホテルキャッス

ル
（山形市）

17 10月15日(土) 13:30～16:30
かずのふしぎ、しぜんのふしぎ
「概要説明」「大きな数」「数あてをしよう」
※子どもゆめ基金助成活動

西村　まどか 本学准教授
公益ギャラリー

1階

18 10月16日(日)

昼の部
14:00～16:00

夜の部
18:00～20:00

第三回チャリティー公演 市民参加型ミュージカル
ハッピーバースデー～命かがやく瞬間～

チームツナミ
演劇サークルねこ

じゃらし

公益ホール
大ホール

19 10月19日(水) 9:30～12:00

鶴岡市子ども農山漁村交流プロジェクト
「地域資源調査」フィールドワーク
※鶴岡市委託事業（平成23年度食と地域の交流促
進集落活性化対策交付金事業）

プロジェクト参加学
生

渡辺暁雄
本学准教授

鶴岡市
温海地域

20 10月19日(水) 10:00～11:00
まちづくりインターンシップ
事後ヒアリング

伊藤眞知子
工藤智也
菅原優花

本学　教授
本学　学生
本学　学生

研究室F

21 10月27日(木) 19:00～20:30
公益教養プログラム　フォーラム21
公益大教員紹介シリーズ
「庄内地域の大気・水環境について」

大歳 恒彦 本学　教授 104教室

22 10月29日(土) 13:30～16:30
かずのふしぎ、しぜんのふしぎ
「距離を測ろう」「どこにいるの」
※子どもゆめ基金助成活動

西村　まどか 本学准教授
公益ギャラリー

1階

23 10月30日（日） 14：30～17：00
身近な生活から生まれる社会起業家育成講座
「大地を守るソーシャルビジネス」

藤田 和芳　氏
株式会社　大地を守る会

代表取締役
公益ホール
2F中研修室

24 11月1日（火） 18：30～20：30
身近な生活から生まれる社会起業家育成講座
「マーケティング理論と市場調査～エネルギー・環
境問題に関する調査研究事例を交えて～」

後藤 久典　氏
財団法人電力中央研究所

主任研究員
公益ホール
2F中研修室

25 11月5日(土) 13:30～16:30
かずのふしぎ、しぜんのふしぎ
「出発進行」「時計の不思議」
※子どもゆめ基金助成活動

西村　まどか 本学准教授
公益ギャラリー

1階

26 11月7日（月）

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
「実践授業　4年2組」
※日本財団助成事業

プロジェクト参加学
生

武田真理子
澤邉みさ子

本学　准教授
本学　准教授

浜田小学校
(酒田市)

27
11月7日(月）～
11月11日(金)

庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「『まち歩き』活動パネル展」

－ － 鶴岡市役所

28 11月9日（水） 18：00～20：30
身近な生活から生まれる社会起業家育成講座「ビ
ジネスプランと資金調達」「事業計画相談会」

鈴木 孝　氏
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
公益ホール
2F中研修室

29 11月10日（木） 15:50～16:30 輝けやまがた若者大賞　授与式
チームツナミ

演劇サークルねこ
じゃらし

山形県庁

30 11月12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
「山形県教育共励会 山形の子ども育成事業－地域
の達人から鮭のいのちを学ぶ－」
※日本財団助成事業

プロジェクト参加学
生

武田 真理子
澤邉 みさ子

本学　准教授
本学　准教授

浜田小学校
（酒田市）

31 11月12日（土）
10：00～11：

00、
13：30～15：00

身近な生活から生まれる社会起業家育成講座
「アイディアから起業まで、そして現在」

佐野 恵一　氏 株式会社旅のお手伝い楽楽 代表取締役
公益ホール
2F中研修室

32 11月12日（土）
11：10～12：

10、
13：30～15：00

身近な生活から生まれる社会起業家育成講座
「身近な生活から生まれる社会起業」

齋藤 緑　氏 NPO法人あらた 代表理事
公益ホール
2F中研修室



⑤　地域共創センターの活動

番号 開催日 時間 タイトル名・テーマ等 講師等 役職・職名 会場

33 11月13日(日) 9:30～15:00

鶴岡市子ども農山漁村交流プロジェクト
「体験プログラム『子どもタイムトラベラー』」
※鶴岡市委託事業（平成23年度食と地域の交流促
進集落活性化対策交付金事業）

プロジェクト参加学
生

渡辺 暁雄
本学准教授

鶴岡市
温海地域

34 11月14日(月) 18:30～20:00
公益教養プログラム　フォーラム21
中国語学短期留学報告会

短期留学参加学生
同行教員

104教室

35
11月14日（月）～

11月18日(金)
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「『まち歩き』活動パネル展」

－ －
庄内総合支庁

ロビー

36 11月18日(金) 16:00～18:00
2011やまがた公益プロジェクト
講演、ディスカッション

矢吹 栄修　氏
工藤 教和
広瀬 雄二
工藤 智也

ＵＣＯＧ

山形県 県議会議員
本学　副学長
本学　准教授
本学　学生

山形大学　学生

公益ホール
1Ｆ中研修室

37 11月18日(金) 18:30～20:00
公益教養プログラム　フォーラム21
ロシア語学研修報告会

語学研修参加学生
同行教員

104教室

38 11月19日（土） 13:30～16:30
かずのふしぎ、しぜんのふしぎ
「出発進行」「時計の不思議」
※子どもゆめ基金助成活動

西村　まどか 本学准教授
公益ギャラリー

1階

39
11月21日（月）～

11月25日(金)
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「『まち歩き』活動パネル展」

－ －
酒田市総合文
化センターロ

ビー

40 11月22日(火) 19:00～21:00
【櫛引地域リーダー育成セミナー】
「防災体制の強化について」

神田直弥 本学准教授
櫛引公民館
（鶴岡市）

41 11月24日（木） 19:00～20:30
公益教養プログラム　フォーラム21
公益大教員紹介シリーズ
「酒田市のごみ発生量の現状と今後」

一ノ瀬　大輔 本学　講師
公益ホール
2F中研修室

42 11月27日（日） 13：30～14：30
身近な生活から生まれる社会起業家育成講座
「社会起業の必要性」

工藤教和 本学　副学長
公益ホール
2F中研修室

43 11月27日（日） 18：00～20：30
地方から起業する社会起業家育成講座
「事業計画の発表会」

渋川 智明　氏
工藤 教和　氏

佐々木 昭喜　氏
菅 隆　氏

大友 憲政　氏
水田 健輔　氏
尾身 祐介　氏

本学　研究科長
本学　副学長

庄内総合支庁　経済産業企画課長
日本政策金融公庫酒田支店　融資課長

株式会社まちづくり鶴岡　企画部長
本学　准教授
本学　講師

公益ホール
2F中研修室

44
12月1日（木）～
12月15日(木)

庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「『まち歩き』活動パネル展」

－ －
山形県庁ロ

ビー

45 12月2日(金) 13:30～15:00
【地域課題研修会】
「自治組織の活性化について」

小地沢将之 本学講師
櫛引公民館
（鶴岡市）

46 12月4日(日) 9:30～11:30
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「第1回地域マップ作りワークショップ」

プロジェクト参加学
生

渡辺　暁雄
本学 准教授

加茂コミュニ
ティセンター

47 12月5日(月) 19:00～21:00
【櫛引地域リーダー育成セミナー】
「地域における女性の役割」

伊藤眞知子 本学教授
櫛引公民館
（鶴岡市）

48 12月22日(木) 19:00～20:30
公益教養プログラム　フォーラム21
公益大教員紹介シリーズ
「エネルギー問題を理解するための基礎知識」

古山　隆 本学　准教授
公益ホール2F

中研修室

49
1月1日（水）～
1月13日(金)

庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「『まち歩き』活動パネル展」

－ －
遊学館1階ギャ

ラリー

50
1月16日（月）～

1月27日(金)
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「『まち歩き』活動パネル展」

－ －
公益ギャラリー

1階

51 1月22日(日) 9:30～11:30
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「第2回地域マップ作りワークショップ」

プロジェクト参加学
生

渡辺暁雄
本学准教授

加茂コミュニ
ティセンター

52 1月26日（木） 19：00～21：00
【櫛引地域リーダー育成セミナー】
「自治組織の活性化について」

小地沢将之 本学講師
櫛引公民館
（鶴岡市）

53 2月5日(日)

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
「実践授業　5年生」
※日本財団助成事業

プロジェクト参加学
生

武田真理子
澤邉みさ子

本学　准教授
本学　准教授

浜中小学校
（酒田市）

54
2月8日(水)～

10日(金)

まちづくりインターンシップ
「米国大使館＆慶應義塾大学SFCアントレプレナー
シップセミナー＆ビジネスプランコンテスト

佐久間三蔵
榎本知佳
高橋もとい

本学　学生

慶應義塾大学
日吉キャンパ
ス、新丸ビル
日本創生ビ

レッジ

55 2月10日(金) 地域共創センター通信Vol.27発行

56
2月17日(金)～
2月25日(土)

学外発表会「公益大ウィーク２０１２」
※2月25日学生・教員・職員によるミニ発表会、パネル
ディスカッション

渡辺 一馬　氏
各プロジェクト参加

学生・教員
一般社団法人ワカツク代表理事

酒田市総合文
化センター

57 2月17日(金) 10:30～12:00
【地域課題研修会】
「協働のまちづくりを目指して－災害時要援護者を
中心に福祉まちづくりを考える－」

武田真理子 本学准教授
櫛引公民館
（鶴岡市）

58 2月18日（土） 19：00～21：00
【櫛引地域リーダー育成セミナー】
「協働のまちづくりを目指して－災害時要援護者を
中心に福祉まちづくりを考える－」

武田真理子 本学准教授
黒川能の里王

祇会館
（鶴岡市）

59
2月21日(火)～
2月23日(木)

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
「慶応大学『結塾ネットワーク』との合同研修」
※日本財団助成事業

プロジェクト参加学
生

武田 真理子
澤邉 みさ子

本学　准教授
本学　准教授

かながわ女性
センター(神奈

川県)

60
2月28日(火)～

3月4日(日)

学外発表会「公益大ウィークin山形２０１２」
※3月4日 学生・教員・職員によるミニ発表会、パネル
ディスカッション

木村晴壽　氏
各プロジェクト参加

学生・教員など
松本大学総合経営学部学部長　教授

遊学館
（山形市）

61 3月12日(月） 18:00～19:30
社会起業家育成研究会
「社会起業家育成講座受講生OB・OG会」

公益ホール
2F中研修室

62 3月23日（金） 13：00～14：30
【遊心の森プロジェクト】
「遊心の森に植樹をしよう」

呉尚浩 本学准教授 遊心の森

63 3月25日（日） 9：30～11：30
庄内景観回廊：加茂地区活性化事業
「地域マップー加茂そぞろ歩きー」完成お披露目

プロジェクト参加学
生

渡辺暁雄
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 

 

① 受託研究 

業務名 効果の定量化に向けた見えやすい指標評価システムの開発および庄内の循環型地域

社会モデルの構築（地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会） 

研究者 黒田 昌裕 学長（代表） 委託者 独立行政法人科学技術振興機構 

契約期間 平成 20年 10月 1日～平成 24年 3月 31日 

契約金額 19,100,380円（平成 23年度 7,039,500円） 

研究目的 

及び概要 

経済と環境に関わる地域間連携の実態を把握する統計指標を作成し、脱温暖化の環境

保全と地域経済との両立を図るためのEvidence-based Policyの構築とその統計を用

いた社会システムデザインの評価手法を開発する。 

 

業務名 遊佐町環境基本計画改定業務に関する調査研究 

研究者 大歳 恒彦 教授 委託者 遊佐町 

契約期間 平成 24年 1月 10日～平成 24年 3月 31日 

契約金額 565,950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町民意向調査に関する指導・助言を行うとともに、

その分析及び報告書を作成する。 

 

業務名 平成 23年度大学まちづくり地域政策形成事業に係る調査研究 

研究者 照井 孫久 准教授、澤邉 みさ子 准教授、 

武田 真理子 准教授、小関 久恵 講師、 

呉 尚浩 准教授、出井 信夫 教授 

委託者 酒田市 

契約期間 平成 23年 4月 28日～平成 24年 2月 29日 

契約金額 1,000,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

下記の 3 つのテーマに沿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

ついて検討する。 

・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 

・とびしま未来プロジェクト事業 

・地域資源を活用した体験・滞在型観光に関する調査研究 

 

業務名 平成 23年度羽黒地域手向地区「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 23年 6月 1日～平成 24年 3月 31日 

契約金額 1,500,000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年度実施の基礎調査やアンケート調査の

結果を踏まえ歴史的風致を維持向上させるための具体的保全方法などを提案し、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 23年 6月 1日～平成 24年 2月 29日 

契約金額 230,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

水産物など豊かな地域資源を活用した漁村地域の振興及び都市と漁村地域の交流の

促進を図るために、イベントに限らず普段沿岸地域を訪れる人の意識調査を通じ、当

該地域における来客者の動線、活動エリア及び滞在時間を分析し、現状を把握する。 

 

業務名 酒田市文化的景観保護推進事業調査研究 

研究者 高谷 時彦 教授 委託者 酒田市 

契約期間 平成 23年 9月 16日～平成 24日 2月 29日 

契約金額 1,299,900円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

山形県酒田市日和山地区周辺を対象とし、「湊・川・町人のおりなす文化的 

景観」をテーマに、なりわいの面からみた酒田の文化的価値やまちなみの変遷、

建築物の歴史的特徴の調査や地域住民へのアンケート調査等を行うことで、

酒田市の重要文化的景観選定に向けた計画案等を検討・提案することを目的

とする。 

 

業務名 飛島における新エネルギー活用のあり方調査研究 

研究者 一ノ瀬 大輔 講師 委託者 酒田市 

契約期間 平成 23年 11月 1日～平成 24年 3月 21日 

契約金額 420,000円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

本県唯一の離島であり小単位のエネルギー需給が完結する飛島を調査権フィールド

に、新エネルギーの活用のあり方の提案を行い、クリーンな島としてのイメージアッ

プ、飛島離島振興へとつなげる。 

 

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 

・ 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受託事業 

 

業務名 産業・文化遺産の再生と活用を通じた地域の再生 

研究者 公益ビジネス研究プロジェクト 委託者 庄内開発協議会 

実施日 平成 23年 9月 1日～平成 24年 3月 31日 

実績金額 200,000円（税込み） 

事業目的 

及び概要 

庄内地域における歴史的建造物の再生と活用を通じた地域の再生について、海外（イ

タリア、ボローニャ市など）の事例と比較研究を行い、報告会の開催や報告書の発行

を行う。これにより、庄内地域の産業・文化遺産の再生と活用のための方策について、

地域の人々がさらに理解を深めることを目指す。 

 

事業名 平成 23年度 公益のふるさとづくり活動補助金 

「公益大の学生・教員による、公益のふるさと発信事業」 

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 23年 8月 1日～平成 24年３月 31日 

契約金額 1,000,000 円 

概 要 ① 学生活動による庄内発信事業 

学生の地域活動を通じて庄内地域の活性化、ならびに庄内の PRにつなげること

を目的に、23年度は鶴岡市加茂地区自治振興会と協働し「加茂地域資源マップ」

の作成を行った。 

② 社会起業についての勉強会開催 

開催日及び会場:9月 28日(水) 山形市ゆうキャンパス 

講師：ETIC.代表 宮城治男氏 

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、今後の地域共創を考えるパネルディスカッションを行った。 

  (庄内会場) 開催日及び会場：2月 25日(土) 酒田市総合文化センター 

         パネリスト： 渡辺一馬氏(仙台市ワカツク代表) 

  (山形会場) 開催日及び会場：3月 4日(日) 山形市遊学館 

        パネリスト： 木村晴壽氏(松本大学教授) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 23年 6月 29日～平成 24年 3月 31日 

契約金額 700,000 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、今年度は開発商品として「SKTバーガー」「SKT

ドック」の販売試行も行った。 

 

 

事業名 子ども農村漁村交流プロジェクト調査 

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 鶴岡市グリーンツーリズム推進協議会 

開催期間 平成 23年 9月 1日～平成 24年 1月 31日 

契約金額 497,042 円 

概 要 昨年度行った資源調査をもとに、小学生向けセカンドスクール(グリーンツーリズム

プログラム)の体験授業を行った。現地フィールドワークを行い、学生の意見を取り

入れカリキュラムを作成。地域の方も参加し、体験プログラムを試行した。 

 

 

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(2010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 22年 4月 1日～平成 23年 6月 30日 

契約金額 3,860,000 円 

概 要 子どものころから「公益」の視点で物事を考えるという訓練を行うため、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」を行うとともに、小学

生向けのワークブックの作成を行い、地域全体で公益的視点の養成、公益活動の支援

を育む土壌を作るための検討を行った。 

 

 

 

 

 

 



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(2011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 1,820,000 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。23 年度は地域市民や保護者を対象とした「公益コミュニティ

サポーター｣養成講座を試行し、地域全体で公益的視点の養成、公益活動の支援を育

む土壌を作るための検討を行った。また、学生が編集し、「公益の授業のためのノウ

ハウブック」と、教員が編集した一般向けの「ノウハウブック」の 2冊を作成。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、

ノウハウの蓄積と発信を行った。 

 

事業名 かずのふしぎ しぜんのふしぎ 

受託者 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 23年 9月 2日～平成 24年 1月 13日 

契約金額 532,671 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。 

 

 

③ 補助事業 

業務名 平成 23年度スマートコミュニティ構想普及支援事業費補助金 

庄内スマートコミュニティ構想策定事業 

研究者 黒田 昌裕 学長（代表） 事業者 一般社団法人新エネルギー導入促進協議会 

契約期間 平成 23年 10月 14日～平成 24年 3月 10日 

交付決定額 10,366,069円（税込み） 

確定額 8,638,556円（税込み） 

研究目的 

及び概要 

再生可能エネルギー資源にめぐまれた庄内地域において、再生可能エネルギーの導入

を進めるため、地域における新たな産業の創出にも貢献できるスマートコミュニティ

構想の策定を図る。 

 

 

 



業務名 「平成 23年度 東日本大震災復興支援補助」（復興支援）被災者に対するカウンセリ

ング、調査活動補助事業 

研究者 渋川 智明 教授、照井 孫久 准教授 事業者 財団法人 JKA 

契約期間 平成 23年 7月 13日～平成 24年 3月 31日 

交付決定額 3,000,000円（税込み） 

確定額 1,902,742円（予定） 

研究目的 

及び概要 

岩手県の沿岸部地域における 57の高齢者ケア施設の被災状況を確認するとともに、

高齢者およびケアワーカーをはじめとする事業所職員の心理的ストレス状況を把握

し、カウンセリング的なアプローチによる職員のストレスの緩和を図る。 

 

 

④ 共同研究 

研究名 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 23年 4月 1日から平成 24年 2月 29日 

配分額 600,000円（税込み） 

助成金総額 5,000,000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) 寄附講座の状況 

 

荘内銀行「トップセミナー」（１８７,０２４円） 

 

■ 科 目 名：「トップセミナー」 

開講時期：平成２３年度後期 

テ ー マ：さまざまな分野で価値ある活躍をされてきたリーダーから、経験談とともに若い人たち 

への想いを聴く 

講義概要：世界、国内そして地域における活動とそのことに基づくメッセージを語っていただく。

講師の方々と対話する時間をできるだけとる。 

外部講師（１５名）： 

安 達 三千代 氏（特定非営利活動法人国際ボランティアセンター山形 事務局長） 

今 川 幸 雄 氏（元カンボジア大使） 

舩 山 龍 二 氏（社団法人日本観光振興協会 副会長） 

佐 藤 芳 之 氏（ケニア・ナッツ 社長） 

塚 原 秀 利 氏（山形県警 本部長） 

上 野 隆 一 氏（株式会社ウエノ 代表取締役社長） 

熊 谷 眞 一 氏（株式会社シベール 特別顧問） 

高 橋   節 氏（山形県 副知事） 

新 田 嘉 七 氏（株式会社平田牧場 代表取締役社長） 

佐 藤 彰 一 氏（有限会社米シスト庄内 代表取締役） 

加 藤 捷 男 氏（鶴岡信用金庫 理事長） 

辰 野   勇 氏（株式会社モンベル 代表取締役会長） 

加 藤 明 子 氏（有限会社チアーズ 代表取締役） 

阿 部   敦 氏（社団法人酒田青年会議所 理事長） 

町 田   睿 氏（フィデアホールディングス株式会社取締役会議長、株式会社北都銀行取締役会長） 

本学担当教員： 

髙 橋 英 彦 （東北公益文科大学 理事・非常勤講師） 

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

期　　日 氏　　名 業務内容等 場　　所 備　　考 主　　　催

3月5日 照井　孫久
鶴岡市社会福祉協議会「認知症地域支援体制構築等
推進事業」講演

鼠ヶ関青少年海洋センター 講師 鶴岡市社会福祉協議会地域包括支援センター

3月11日 照井　孫久 鶴岡市社会福祉協議会リスクマネジメント研究会 鶴岡ふれあいプラザかたりあい 講師 鶴岡市社会福祉協議会

5月30日 國眼　眞理子 ｢リーダーシップ研修」講師 国立病院機構水戸医療センター

5月16日 國眼　眞理子 ｢リーダーシップ研修」講師 国立精神神経医療研究センター

7月2日 國眼　眞理子 平成23年度一般教育研修 秋田県総合保健センター

5月14日 水田　健輔
国立大学財務･経営センター｢制度としての国立大学
法人－検証と展望」シンポジウム

学術総合センター 国立大学財務･経営センター

1月29日 松山　薫
東北地理学会一般公開シンポジウム「地域の文化財
や芸術作品のイメージを活かしたまちづくり」

鶴岡キャンパス　大会議室 東北地理学会

3月30日 松山　薫 セミナー「百六年目の本郷館を考える」 求道会館

6月14日 國眼　眞理子 新庄中学校「ソーシャルスキルトレーニング講座」 新庄市立新庄中学校体育館 講師

5月28日 伊藤　眞知子
平成２３年度人材育成事業チェリア塾in庄内フォ
ローアップ講座

山形県男女共同参画センター 講師

6月18日 伊藤　眞知子
平成２３年度人材育成事業チェリア塾in庄内フォ
ローアップ講座

山形県男女共同参画センター 講師

7月9日 伊藤　眞知子
平成２３年度人材育成事業チェリア塾in庄内フォ
ローアップ講座

山形県男女共同参画センター 講師

10月8日 伊藤　眞知子
平成２３年度人材育成事業チェリア塾in庄内フォ
ローアップ講座

山形県男女共同参画センター 講師

11月5日 伊藤　眞知子
平成２３年度人材育成事業チェリア塾in庄内フォ
ローアップ講座

山形県男女共同参画センター 講師

7月14日 照井　孫久 平成23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 講師

5月27日 照井　孫久 鶴岡市社会福祉協議会リスクマネジメント研究会 鶴岡ふれあいプラザかたりあい 講師

5月29日 温井　亨 荘銀かねやま絆の森森づくり活動 金山町民ホール 講師

7月14日 武田　真理子 酒田市市民大学講座 総合文化センター 講師

6月22日 武田　真理子 平成23年度鶴岡市生涯学習推進等合同研修会 総合保健福祉センターにこ・ふる 講師

5月12日 鎌田　剛 平成23年度鶴岡市主任介護支援専門員研修会 鶴岡市地域包括支援センター 講師

4月25日 竹原　幸太 酒田市立保育研究委員会 酒田市交流広場 講師

6月29日 平松　緑 やまがた夜話～元気な山形の未来編
ゆうキャンパス・ステー
ション

講師

5月27日 國眼　眞理子 わいわい出前講座 酒田市立第一中学校 講師

7月15日 國眼　眞理子 わいわい出前講座 酒田市立第六中学校 講師

6月3日 國眼　眞理子 庄内地域若者サポートステーション研修 酒田市産業会館 講師

6月10日 國眼　眞理子 庄内地域若者サポートステーション研修 酒田市産業会館 講師

6月17日 國眼　眞理子 庄内地域若者サポートステーション研修 酒田市産業会館 講師

6月24日 國眼　眞理子 庄内地域若者サポートステーション研修 酒田市産業会館 講師

7月8日 國眼　眞理子 庄内地域若者サポートステーション研修 酒田市産業会館 講師

7月22日 國眼　眞理子 庄内地域若者サポートステーション研修 酒田市産業会館 講師

6月16日 國眼　眞理子 キャリア講演会 山形県立酒田西高等学校 講師

6月20日 國眼　眞理子 キャリア教育に関する教員研修会 酒田市立松陵小学校 講師

7月4日 國眼　眞理子 リーダーシップ研修
国立病院機構災害医療セン
ター

講師

7月1日 國眼　眞理子 第１回教育相談員連絡協議会研修 庄内教育事務所 講師

7月20日 三原　容子 やまがた夜話～山形の魅力再発見新山形学～歴史編
ゆうキャンパス・ステー
ション

講師

9月15日 水田　健輔 国立大学協会大学マネジメントセミナー【財務編】
学術総合センター・一橋記
念講堂

講師

6月10日 照井　孫久 介護職員基礎研修過程500時間(庄内地域)研修 鶴岡市勤労者会館 講師

6月17日 照井　孫久 介護職員基礎研修過程500時間(庄内地域)研修 鶴岡市勤労者会館 講師

6月24日 照井　孫久
平成23年度鶴岡市地域包括支援センター支援セン
ター連絡会全体会議

鶴岡市地域包括支援セン
ター支援センター

講師

6月25日 澤邉　みさ子 青少年社会活動コアリーダー育成プログラム
国立オリンピック記念青少
年総合センター

講師

8月7日 澤邉　みさ子 山形県要約筆記奉仕員養成講座
鶴岡総合保健福祉センター
「にこ・ふる」

講師

8月21日 澤邉　みさ子 山形県要約筆記奉仕員養成講座
鶴岡総合保健福祉センター
「にこ・ふる」

講師

9月1日 澤邉　みさ子 基金訓練事業
ヘルパーステーション「わ
かば」

講師

7月8日 武田　真理子 高齢者見守り・支え合い活動推進会議研修会 山形県庄内総合支庁 講師

6月30日 武田　真理子 天童市国際交流協会総会における講演 天童ホテル 講師



期　　日 氏　　名 業務内容等 場　　所 備　　考 主　　　催

7月6日 神田　直弥 酒田市市民大学講座 本学 講師

6月15日 鎌田　剛 平成23年度第2回鶴岡市主任介護支援専門員研修会
鶴岡市地域包括支援セン
ター

講師

6月29日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

7月13日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

7月20日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

9月7日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

9月14日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

9月28日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

10月12日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

10月19日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

10月26日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

11月9日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

11月16日 山本　裕樹 鶴南ゼミ(総合的な学習の時間　探究活動） 山形県立鶴岡南高等学校 講師

9月28日 益子　行弘
市民大学講座講義「ご近所づきあいを良好に保つ方
法」

公益研修センター 講師

9月11日 益子　行弘 山形県要約筆記奉仕員養成講座講義｢伝達の学習」 鶴岡総合保健福祉センター 講師

10月30日 益子　行弘 山形県要約筆記奉仕員養成講座講義｢対人援助」 鶴岡総合保健福祉センター 講師

8月15日 益子　行弘
企業組合労協センター事業団ヘルパーステーション
「わかば」介護員養成研修2級課程｢カウンセリン

ヘルパーステーション「わ
かば」

講師

8月23日 益子　行弘
企業組合労協センター事業団ヘルパーステーション
「わかば」介護員養成研修2級課程｢カウンセリン

ヘルパーステーション「わ
かば」

講師

8月30日 益子　行弘
企業組合労協センター事業団ヘルパーステーション
「わかば」介護員養成研修2級課程｢カウンセリン

ヘルパーステーション「わ
かば」

講師

6月28日 一ノ瀬　大輔 出張講義 鶴岡中央高等学校 講師

7月26日 平松　緑 講話会｢紅花の効能について｣
富士見学区コミュニティ防
災センター

講師

8月2日 國眼　眞理子 最上地区小中・高等学校教頭会研修会 新庄市・大地会館 講師

7月27日 伊藤　眞知子 市民大学出前講座 ホテルリッチ＆ガーデン 講師

7月29日 照井　孫久
平成23年度　第1回福祉人材確保推進協議会(拡大
WECやまがた)

山形労働局 講師

7月8日 鎌田　剛 鶴岡市社会福祉協議会施設研修 鶴岡市社会福祉協議会 講師

7月26日 鎌田　剛 社会福祉士資質向上研修
鶴岡市地域包括支援セン
ター

講師

8月4日 鎌田　剛
平成23年度第1回小地域福祉ネットワーク活動・高
齢者地域サロン支援者研修会

ハイジアパーク南陽 講師

9月24日 國眼　眞理子 チェリア塾研修講座 中研修室２

10月28日 遠山　茂樹 酒田市民大学出前講座(ウォーターフォーラム) 総合文化センター

9月8日 三原　容子 県立高畠高等学校出張講義 高畠高校

9月6日 尾身　祐介 金山高校　卒業研究Ⅱの助言 山形県立金山高等学校

10月3日 國眼　眞理子 国立国際医療センター国府台病院研修 千葉県・国府台病院 講師

10月7日 國眼　眞理子 酒田市教育研究所特別活動研究部研修 本学 講師

10月13日 國眼　眞理子 子育て学習会 酒田市立宮野浦小学校 講師

11月19日 國眼　眞理子 看護職能集会 宮城県看護協会会館 講師

10月19日 國眼　眞理子 平成23年度山形県高等学校初任者研修 山形県教育センター 講師

9月10日 伊藤　眞知子 めざせコミュニケーションの達人！！講座 東北公益文科大学 講師

10月1日 伊藤　眞知子 地域における男女共同参画推進事業講演 東北公益文科大学大学院 講師

10月1日,29日
11月19日

伊藤　眞知子 地域における男女共同参画推進事業ワークショップ
東北公益文科大学・同大学
院

講師

10月15日 三原　容子　 三太郎忌記念学習会 阿部次郎記念館 講師

10月6日 水田　健輔
大学コンソーシアムやまがた・合同大学等進学説明
会

新庄南高等学校 講師

10月22日 水田　健輔 岩手県水沢高等学校出張講義 水沢高等学校 講師

11月16日 水田　健輔 鶴岡北高等学校一日総合大学模擬講義 本学酒田キャンパス 講師

8月26日 照井　孫久
平成23年度基金訓練　介護福祉課　介護養成研修2
級課程

ヘルパーステーションわか
ば

講師

9月14日-15日 照井　孫久
平成23年度基金訓練　介護福祉課　介護養成研修2
級課程

ヘルパーステーションわか
ば

講師

9月30日 照井　孫久 鶴岡市社会福祉協議会リスクマネジメント研究会 鶴岡市・ふれあいプラザかたりあい 講師

10月12日 山本　裕樹 総合大学2011 in 鶴岡中央 山形県立鶴岡中央高等学校 講師



期　　日 氏　　名 業務内容等 場　　所 備　　考 主　　　催

9月14日 尾身　祐介 株式会社ウエノでの講演 株式会社ウエノ酒田工場 講師

10月3日 小地沢　将之 主役はあなた！「まちづくり」を考える意見交換会 狩川公民館 コーディネータ

10月13日 小地沢　将之 主役はあなた！「まちづくり」を考える意見交換会 余目第二公民館 コーディネータ

11月21日 伊藤　眞知子 キャリア形成セミナー 山形市・パレスグランデール 講師

10月27日 照井　孫久 安心安全な生活基盤づくり 湯野浜・海麓園 講師

10月26日 照井　孫久 地域力アップシンポジューム 本学公益ホール 基調講演

10月15日 和田　明子 潟上市自治基本条例を考える市民フォーラム 潟上市天王総合体育館 パネリスト

10月1日 武田　真理子 平成２３年度公益教育セミナー 公益ホール中研修室１ 公益社会演習担当教員

10月26日 尾身　祐介 出張講義(置賜農業高校） 置賜農業高校 講師

11月8日 尾身　祐介 出張講義(金山高校） 金山高校 講師

11月2日 小地沢　将之 荘内地方町村議会議員研修会 庄内町・商工ふれあい会館 講師

11月5日 小地沢　将之
住民参画・問題解決型学習推進事業｢地域元気クラ
ブ」基調講演

仙台市柏木市民センター 講師

11月11日 小地沢　将之 庄内町職員研修 庄内町役場西庁舎 講師

11月2日 小地沢　将之 荘内地方町村議会議員研修会 庄内町・商工ふれあい会館 講師

11月30日 小地沢　将之 公開講座「やまがた夜話」
ゆうキャンパス・ステー
ション

大学コンソーシアム山形

11月17日 平松　緑 酒田市ボランティア連絡協議会 酒田市地域福祉センター 講師

11月2日,9日
12月7日,14

國眼　眞理子
庄内地域若者サポートステーションキャリア形成講
座

酒田市産業会館 講師

11月11日 國眼　眞理子 構成的グループエンカウンター実践支援プログラム 酒田市立松山小学校 講師

11月29日 國眼　眞理子 幼保小指導者研修会 酒田市総合文化センター 講師

12月2日 國眼　眞理子 酒田市立松山小学校研修会 酒田市立松山小学校 助言者

11月12日 伊藤　眞知子 第61次教育研究山形県集会 舟形町立舟形中学校 分科会研究協力者

11月24日 伊藤　眞知子 社団法人鶴岡青年会議所11回公開例会 出羽庄内国際村 パネリスト

11月5日 伊藤　眞知子 櫛引地域リーダー育成セミナー 櫛引公民館 講師

11月16日 遠山　茂樹 大学模擬講義(人文・教養) 県立山形中央高校 講師

11月24日-25日 水田　健輔 香川県｢公会計｣研修 香川県庁 講師

11月22日 水田　健輔 山形大学役員研修会 山形大学 講師

11月6日 温井　亨 第2回イザベラ・バード連続朗読会 山形市・聖ペテロ教会 講師

12月21日 武田　真理子
市街地コミ振連「学習交流会」(酒田市大学出前講
座)

ホテルリッチ＆ガーデン 講演者

11月4日 西村　まどか 経営支援セミナー講師 ホテルリッチ＆ガーデン 講師

11月30日 西村　まどか 鶴岡東高校出張講義 鶴岡東高校 講師

8月11日 鎌田　剛 介護職員基礎研修課程500時間(庄内地域)研修 鶴岡市勤労者会館 講師

9月9日 鎌田　剛 施設研修 鶴岡市高齢者福祉センターおおやま 講師

9月16日 鎌田　剛 ケアネットつるおか第4回研修会 鶴岡市総合保健福祉センターにこふる 講師

9月29日 鎌田　剛
鶴岡市主任介護支援専門員研修会（サービス担当者
会議）

鶴岡市総合保健福祉センターにこふる 講師

10月14日 鎌田　剛 社会福祉士資質向上研修 鶴岡市地域包括支援センター 講師

10月14日 鎌田　剛 鶴岡市社会福祉協議会支援センター研修会(第1回) 地域福祉センターなえづ 講師

11月18日 鎌田　剛 鶴岡市主任介護支援専門員研修会(事例検討会) 鶴岡市第三学区コミセン 講師

11月25日 鎌田　剛 鶴岡市社会福祉協議会支援センター研修会(第2回) 地域福祉センターなえづ 講師

11月29日 鎌田　剛 施設研修 鶴岡市高齢者福祉センターおおやま 講師

12月5日 鎌田　剛 社会福祉士資質向上研修 鶴岡市地域包括支援センター 講師

12月22日 鎌田　剛 鶴岡市社会福祉協議会支援センター研修会(第3回) 地域福祉センターなえづ 講師

12月2日 小地沢　将之
櫛引地域住民自治組織活性化事業｢地域課題研修
会」

櫛引公民館 講師

12月21日 遠山　茂樹 出張講義｢課題研究を進めるにあたって」 山形県立鶴岡中央高等学校 講師

12月9日 三原　容子 森藤右衛門に学ぶ研修会 本学 講師

1月10日 古山　隆 招待講演 公益法人自動車技術会

12月15日 鎌田　剛
平成23年度鶴岡市主任介護支援専門員研修会(スー
パービジョン)

鶴岡市総合保健福祉センター 講師

12月21日 山本　裕樹 出張講義｢課題研究を進めるにあたって」 山形県立鶴岡中央高等学校 講師



期　　日 氏　　名 業務内容等 場　　所 備　　考 主　　　催

1月26日 大歳　恒彦 平成23年度JICA集団研修｢大気保全｣コース講義 JICA東京国際センター 講師

12月13日 三原　容子 44区横道町自治会説明会での講演 44区横道町自治会館 講師

2月22日 温井　亨 連合地協主催「労働講座」 酒田市勤労福祉センター 講師

1月25日 山本　裕樹 酒田湊ロータリークラブ例会 酒田玉姫殿 講師

1月26日 小地沢　将之 櫛引地域リーダー育成セミナー 櫛引公民館 講師

2月3日 小地沢　将之
宮城県自動車整備振興会仙南支部集中支援事業研修
会

宮城県蔵王町　さんさ亭 講師

2月5日 小地沢　将之
宮城県自動車整備振興会塩釜支部集中支援事業研修
会

ホテル壮観 講師

11月16日 山越　啓一郎 山形県西置賜郡飯豊町国勢調査調査員セミナー 飯豊町町民総合センター「あ～す」 講師

12月2日 山越　啓一郎
科学技術振興機構(JST)｢地域に根ざした脱温暖化･
環境共生社会｣研究開発領域採択プロジェクト｢産業
連関表勉強会」

本学中研修室 講師

1月20日 平松　緑 消費生活団体連絡協議会教育後援会 響ホール｢小ホール」 講師

2月9日,10日 國眼　眞理子 庄内地域若者サポートステーション事業 酒田市産業会館 講師

2月6日,23日 國眼　眞理子 構成的グループエンカウンター実践支援 酒田市立松山小学校 講師

2月28日 國眼　眞理子 大学出前講座 仙台育英高等学校 講師

2月9日 鎌田　剛
平成23年度鶴岡市主任介護支援専門員研修会(スー
パービジョン2）

鶴岡市総合保健福祉センターにこふる 講師

2月13日 鎌田　剛 社会福祉士資質向上研修 鶴岡市地域包括支援センター連絡会

2月25日 鎌田　剛
平成23年度山形県医療ソーシャルワーカー協会専門
研修会

山形市総合福祉センター 講師

3月5日 山本　裕樹 インターネット望遠鏡第2回シンポジウム 慶應義塾大学日吉キャンパス 講師

3月6日 山本　裕樹
4Eサロン　第4回｢地域間産業連関表の作成とその活
用」

K's五番町ビル 講師

2月17日-18日 益子　行弘 共同親権ネットワーク学習会講演 東銀座313ビルセミナールーム 講師

2月27日-28日 尾身　祐介 金山高校出張講義 山形県立金山高等学校 講師

3月6日 尾身　祐介 鶴岡南高校出張講義 山形県立鶴岡南高等学校 講師

3月9日 伊藤　眞知子 2012国際女性デー集会 鶴岡市勤労者会館 講師

2月18日 三原　容子 亀八起(けやき)の会での講演 横道町自治会館 講師

3月28日 三原　容子 「森藤右衛門を顕彰する会」設立総会 酒田市総合文化センター 講演

3月28日-31日 松山　薫
日本地理学会2012年春季学術大会　近代日本の地域
形成研究グループ例会

首都大学東京 発表者

2月5日 武田　真理子 酒田市浜中小学校家庭学級講演会 酒田市浜中小学校 講師

2月10日 武田　真理子 もがみ子育て支援ネットワーク連絡協議会 山形県最上総合支庁 講師

2月17日 武田　真理子
櫛引地域住民自治組織活性化事業｢地域課題研修
会」

櫛引公民館 講師

2月18日 武田　真理子 櫛引地域リーダー育成セミナー 黒川能の里王祇会館 講師

3月6日 武田　真理子 酒田市民生委員・児童委員協議会連合会研修会 公益ホール 講師

3月19日 武田　真理子
｢酒田市によ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」に関する意見交換会

酒田市役所503教室 報告者

3月9日 鎌田　剛
平成24年度鶴岡市地域包括支援センター従事予定者
研修会

鶴岡市総合保健福祉センターにこふる 講師

3月9日 鎌田　剛 平成23年度鶴岡市主任介護支援専門員研修会 鶴岡市総合保健福祉センターにこふる 講師



(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

(財)やまがた農業支援センター審査委員 (財)やまがた農業支援センター H23.4.1-H26.3.31

公益財団法人山形農業支援センターやまがた農産物
安全･安心取組認証審査委員会委員

公益財団法人やまがた農業支援センター H23.4.1-H26.3.31

酒田市総合計画審議委員 酒田市長 H23.12.2-諮問に係る審議終了まで 委員(副会長)

山形県庄内地域保健医療協議会 山形県知事 H24.3.2-H25.10.31 委員

新健康さかた２１計画策定懇話会委員 酒田市長 委嘱状交付日-H24.3.31

國眼　眞理子 平成23年度学校評議員 酒田市立第四中学校 H23.4-H24.3

遊佐町環境審議会 遊佐町長 H23.4.1-H25.3.31

鶴岡市環境審議会 鶴岡市長 H23.4.1-H25.3.31

庄内町情報発信研究所　特別研究員 庄内町情報発信課 H23.4.1-H24.3.31

庄内町男女共同参画推進アドバイザー 庄内町情報発信課 H23.4.1-H24.3.31

山形県総合政策審議会委員 山形県企画振興部企画調整課 H23.4.30-H25.4.29

第６１次教育研究山形県集会分科会研究　研究協力
者

教育研究山形県集会運営委員会 H23.6～11

鶴岡市下水道使用料等審議会委員 鶴岡市長 H23.7-H25.6

遠山　茂樹 鶴岡中央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 H23.5.16-H25.3.31

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 H23.4.1-H24.3.31

山形県立酒田西高等学校学校評議員 山形県教育委員会教育長 H23.5.16-H24.3.31

酒田市立図書館協議会委員 酒田市立中央図書館 H23.6.1-H25.5.31

山形県屋外広告物審議会委員 山形県知事 H23.10.1-H25.9.30

国立大学財務・経営センター研究活動委員会委員 国立大学財務･経営センター H22.7.16-H24.3.31

大学共同利用機関法人人間文化研究機構評価委員会 東京都：人間文化研究機構 H22.10.1-H23.9.30

私立大学連盟インテリジェンスセンター広報･情報
部門会議(調査)委員

私立大学連盟 H23.4.1-H25.3.31

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

経済産業研究所 H23.10.1-H24.3.31

公立大学法人財務会計に関する作業部会専門委員委
嘱

公立大学協会 H23.11.1-H24.5 委員

照井　孫久 社団法人日本社会福祉教育学校連盟委員会ＷＧ委員 (社)日本社会福祉教育学校連盟 H23.4.1-H25.3.31

上山市まちづくりアドバイザー 上山市長 H23.4.4-H24.3.31

藤島歴史公園計画･設計アドバイザー 藤島庁舎、公園関連地域 H23.4.13-H24.3.31

庄内町地域活性化アドバイザー 庄内町長 H23.5.6-H24.3.31

山形県立庄内総合高等学校評議員 山形県教育委員会教育長 H23.6.16-H24.3.31

山形県立庄内総合高等学校関係者評価委員 山形県教育委員会教育長 H23.6.16-H24.3.31

旧横尾邸【東の杜資料館】利活用基本計画策定委託
事業事業者選定委員

東根市長 H23.8.12- 委員

馬見ヶ崎川宝の川づくり計画策定検討会 山形県村山総合支庁建設部長 H23.9.1- 座長

荘内銀行価値開発研究会 庄内価値開発研究会 H23.9.16-H24.9 メンバー

日沿道(酒田みなと～遊佐)事業景観アドバイザー 酒田河川国道事務所長 H23.11.18-H24.3.31

庄内町振興審議会委員 庄内町長 H24.2.1-H26.1.31 委員(会長)

平松　緑

大歳　恒彦

伊藤　眞知子

三原　容子

水田　健輔

温井　亨



氏　　名 業務内容等 依頼先（担当） 任　　期 備　　考

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 H23.4.1-H24.3.31

吹浦荘苦情解決委員会委員 障害者支援施設吹浦荘 H23.4.1-H24.3.31

サポートセンターあおぞら苦情解決委員会第三者委
員

サポートセンターあおぞら H23.4.1-H24.3.31

特定非営利活動法人あらた　監事 特定非営利活動法人 H23.4.1-H25.3.31

酒田市立浜田小学校学校評議員 酒田市教育委員会 H23.5.1-H24.3.31 評議員

社会福祉法人酒田市社会福祉協議会苦情解決第三者
委員

社会福祉法人酒田市社会福祉
協議会

H23.6.1-H25.5.31

山形県行政支出点検・行政改革推進委員会 山形県総務部行政改革課 H23.6.22－H24.3.31 委員

官民競争入札等監理委員会 内閣府官民競争入札等監理委員会 H23.4.1-H24.3.31 専門委員

北上市政策評価委員会 北上市長 H23.8.4-H25.3.31

山形市教育委員会事務の管理及び執行状況の点検及
び評価

山形市役所 H23.9.1-11.30 外部評価員

遊佐町振興審議会委員 遊佐町長 H23.4.1-H25.3.31

出羽庄内公益の森づくりを考える会
山形県庄内総合支庁森林整備
課

H23.6.8-H25.6.8 会長

松田　憲
平成23年度鶴岡南高等学校(通信制)第1回学校評議
員会･学校関係者評価委員会

山形県教育委員会教育長 H23.5.16-H24.3.31 学校評議員

鶴岡市廃棄物減量等推進審議会 鶴岡市長 H22.5.26-H24.5.25

山形県環境影響評価審査会委員 山形県知事 H23.7.7-H26.7.6

環境資源工学会 環境資源工学会会長 H23.7-H24.6

エネルギー政策に係わる新たな戦略策定委員会 山形県知事 H23.9.14-H24.3.31

第23回廃棄物資源循環学会研究発表会 廃棄物資源循環学会東北支部・大会実行委員長 H24.2-H26.1

松山　薫
酒田エリアにおける外国人観光客の移動容易化のた
めの言語バリアフリー化調査委員会

東北運輸局企画観光部長坂本慶介 H23.12.26-H24.3.31 委員

山形県社会福祉審議会委員 山形県知事 H22.4.1-H25.3.31

山形県立酒田商業高等学校　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 H22.5.10-H23.3.31

社会福祉法人正覚会監事 社会福祉法人正覚会理事長 H22.6.1-H24.5.31

酒田市認可外保育施設審議会　委員長 酒田市長 H22.7.1-H24.6.30

酒田市地域福祉計画策定に関する懇話会 酒田市長 H22.7.30-H23.3.31

社会福祉法人酒田市あすなろ福祉会評議員
社会福祉法人酒田市あすなろ
福祉会

H22.8.21-H24.8.20

酒田市子育て支援推進協議会 酒田市長 H22.11.29-H24.11.28

川南地域ネットワーク会議委員 社会福祉法人正覚会理事長 H22.12.10-H24.3.31

酒田市地域あんしん生活支援研究会委員 酒田市健康福祉部長 H23.7.8-H24.3.31 委員

山形県総合政策審議会特別委員 山形県知事 H23.9.2-H25.4.29 特別委員

平成２３年度「輝けやまがた若者大賞審査会」審査
委員

山形県子育て推進部長 H23.10.3 審査委員

第58回山形県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会 山形県高等学校家庭クラブ連盟成人会長 H23.10.31 審査委員

「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

澤邉　みさ子

和田　明子

呉　尚浩

古山　隆

武田　真理子



氏　　名 業務内容等 依頼先（担当） 任　　期 備　　考

鎌田　剛 鶴岡市介護給付適正化事業アドバイザー 鶴岡市長 H23.4-H24.3

三島　憲之 慶應義塾福沢研究センター研究嘱託 慶應義塾福沢研究センター H23.4.1-H24.3.31

日本都市計画学会防災・復興問題特別研究委員会復
興部会

日本都市計画学会 H23.5.27- 委員

遊佐町まちづくりセンター改築基本計画策定業務 遊佐町長 H23.8.1-H24.3.31

竹原　幸太 酒田市立保育研究委員会講師 酒田市 H23.4-H24.3

竹原　幸太 平成23年度酒田市小･中学校区改編審議会委員 酒田市教育委員会 H23.12-H24.12

小地沢　将之
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