
「地方創生カレッジ」講座一覧

No. 講座名 講師（敬称略） 肩書 講座カテゴリー

1 シティ・マネジメント基礎 根本祐二 東洋大学PPP研究センター長 04基盤編：官民の連携

2 シティ・マネジメントのための経済理論 川崎一泰/加賀美一彰 東洋大学教授 04基盤編：官民の連携

3 プロジェクトの資金調達 五十嵐誠 東洋大学客員教授 07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化

4 地域ビジネスモデル 山田肇/阿部仁志 東洋大学教授(山田)/ABE(エイ・ビー・イー)創研代表、東洋大学客員教授(阿部) 07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化

5 まちづくり 矢部智仁 東洋大学客員教授 06専門編／総合プロデューサー：概論

6 地域公共サービス 南学 東洋大学客員教授 06専門編／総合プロデューサー：概論

7 地域産業 金谷隆正 東洋大学客員教授 07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化

8 地域リーダー 関幸子 ローカルファースト研究所所長、東洋大学客員教授 07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化

9 公共政策学の基礎 新川達郎 同志社大学政策学部教授 05基盤編：その他

10 政策づくり入門：よい政策がわかる よい事業がつくれる 窪田好男 京都府立大学公共政策学部教授 05基盤編：その他

11 地域課題と法政策 中谷真憲 京都産業大学教授 04基盤編：官民の連携

12 共生の社会学 大束貢生 佛教大学社会学部准教授 05基盤編：その他

13 文化経済・文化政策論 阪本崇 京都橘大学現代ビジネス学部経営学科教授 05基盤編：その他

14 非営利組織の理論と実績 深尾昌峰 龍谷大学政策学部准教授 05基盤編：その他

15 地方創生における教育の役割と可能性 高見茂/西岡加名恵/渡邊洋子/柴恭史/中島悠介

京都大学大学院教育学研究科研究科長･教授(高見)/京都大学大学院教育学研
究科准教授(西岡)/京都大学大学院教育学研究科准教授(渡邊)/京都大学学際融
合教育研究推進センター地域連携教育研究推進ユニット特定講師(柴)/京都大学
学際融合教育研究推進センター地域連携教育研究推進ユニット特定助教(中島)

05基盤編：その他

16 地域課題解決に果たす企業の役割 三浦潔 京都文教大学総合社会学部教授 05基盤編：その他

17 地域に飛び出す公務員 山﨑仁士 NPO法人自治創出プラットフォーム京都もやいなおしの会理事長 05基盤編：その他

18 地域農業の再生・創生 矢口芳生 福知山公立大学地域経営学部教授 05基盤編：その他

19 都市の現代的振興論 矢作弘 龍谷大学政策学部特任教授 05基盤編：その他

20 公民協働におけるファシリテーション技法 青山公三 龍谷大学政策学部教授 04基盤編：官民の連携

21 地域公共人材論発展-地域公共政策士を目指して- 新川達郎 一般財団法人地域公共人材開発機構代表理事 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

22 魅力ある観光地域づくり 西村幸夫 東京大学大学院工学系研究科教授 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

23 DMO概論 大社充 事業構想大学院大学客員教授 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

24 DMO特別講座～実践者による最新事例紹介～ 生野敬嗣/井口智裕/木村宏
一般社団法人由布院温泉観光協会事務局長(生野)/一般社団法人雪国観光圏代
表理事(井口)/北海道大学観光学高等研究センター特任教授(木村)

08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

25 国内外のＤＭＯから学ぶ 大社充 NPO法人グローバルキャンパス理事長 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

26 観光地域づくりのための人材育成 宍戸学 横浜商科大学商学部観光マネジメント学科教授 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

27 DMOの経営と観光地域の経営 大社充 事業構想大学院大学客員教授 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

28 観光地マーケティング 大社充 事業構想大学院大学客員教授 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

29 観光資源の開発と着地型商品の造成・販売 木村宏 北海道大学観光学高等研究センター特任教授 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

30 効果的なマーケティング 上村康博 株式会社百戦錬磨代表取締役社長 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

31 インバウンドの対応 村上慶輔 株式会社やまとごころ代表取締役 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

32 ニューツーリズム 丁野朗/辻野啓一/高橋伸佳
公益社団法人日本観光振興協会総合研究所特別研究員(丁野)/NPO法人日本エ
コツーリズム協会理事・事務局長(辻野)/NPO法人日本ヘルスツーリズム振興機構
事務局長(髙橋)

08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

33 事業の創出【起業・創業】 定藤繁樹/谷村真理/三宅由佳
関西学院大学経営戦略研究科・研究科長/教授(定藤)/関西学院大学客員研究員
兼非常勤講師(谷村)/関西学院大学人間福祉学部非常勤講師(三宅)

03基盤編：事業化・事業推進

34 イノベーション【地域創生入門】 玉田俊平太 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授 03基盤編：事業化・事業推進

35 地域金融【資金調達からリスク管理まで】 甲斐良隆 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授 07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化

36 地域おこしと商業 佐藤善信 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授 10専門編／地域コミュニティリーダー

37 地域の中小企業・産業振興【地域創生入門】 佐竹隆幸/西岡正/関智宏/山下紗矢佳
関西学院大学大学院経営戦略研究科教授(佐竹)/兵庫県立大学大学院経営研究
科教授(西岡)/同志社大学商学部准教授(関)/神戸山手大学現代社会学部専任講
師(山下)

01基盤編：概論

38 事業と財務諸表の連動【財務諸表入門】
石原俊彦/丸山恭司/遠藤尚秀/井上直樹/酒井大策/関
下弘樹

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科（ビジネススクール）教授(石原)/愛知
工業大学経営学部准教授(丸山)/福知山公立大学地域経営学部教授(遠藤)/福山
大学経済学部税務会計学科専任講師(井上)/常葉大学経営学部経営学科専任講
師(酒井)/田辺市市民環境部保険課主査(関下)

03基盤編：事業化・事業推進

39 事業推進の根幹となる数値管理【管理会計入門】
石原俊彦/酒井大策/遠藤尚秀/井上直樹/丸山恭司/坂
元英毅

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科（ビジネススクール）教授(石原)/常葉
大学経営学部経営学科専任講師(酒井)/福知山公立大学地域経営学部教授(遠
藤)/福山大学経済学部税務会計学科専任講師(井上)/愛知工業大学経営学部准
教授(丸山)/関西学院大学非常勤講師(坂元)

03基盤編：事業化・事業推進

40 事例に学ぶ地方創生の歴史的意義と現代的課題 中嶋聞多/尾羽沢信一
一般財団法人地域活性機構理事長(中嶋)/一般財団法人地域活性機構副理事
長・事務局長(尾羽沢)

01基盤編：概論

41 伝統野菜などを基軸にした地域活性化 香坂玲/西尾明彦/長谷川満/島田昭彦
東北大学大学院環境科学研究科教授(香坂)/金沢市農産物ブランド協会事務局次
長(西尾)/株式会社大地を守る会取締役(長谷川)/株式会社クリップ代表取締役(島
田)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

42 企業会計と非営利会計 松尾貴巳 神戸大学大学院経営学研究科教授 04基盤編：官民の連携

43 経営戦略－戦略の基礎 原田勉 神戸大学大学院経営学研究科教授 02基盤編：データ分析・戦略の検討

44 人と組織のマネジメント 平野光俊 神戸大学大学院経営学研究教授 05基盤編：その他

45 DMO特別講座 柏木千春 流通科学大学人間社会学部観光学科教授 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

46 地方創生の戦略と新たな方向性 黄磷 神戸大学大学院経営学研究科教授 02基盤編：データ分析・戦略の検討

47 地域活性化のマーケティング 南知惠子/西岡健一/箸本史朗/藤原岳史
神戸大学大学院経営学研究科教授(南)/監修協力:関西大学商学部准教授(西岡)/
監修協力:神戸新聞社地域総研次長(箸本)/取材協力:一般社団法人ノオト代表理
事(藤原)

02基盤編：データ分析・戦略の検討

48 地場産業のブランディング 猪口純路/高嶋克義
小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻教授(猪口)/神戸大
学大学院経営学研究科教授(高嶋)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

49 事実を正しく認識するための分析の技術～データ分析と比較優位～ 後正武 BBT大学大学院専任教授、東京マネジメントコンサルタンツ代表 02基盤編：データ分析・戦略の検討

50 地域活性化のためのマーケティング戦略～実践的マーケティング～ 菅野誠二
BBT大学経営学部グローバル経営学科専任教授、有限会社ボナ・ヴィータ 代表取
締役

02基盤編：データ分析・戦略の検討

51 地域活性化のためのマーケティング戦略～WEBマーケティング～ 谷中修吾/大前創希

BBT大学経営学部グローバル経営学科専任准教授、Velvet & Company 株式会社
代表取締役 ビジネスプロデューサー/クリエイティブディレクター(谷中)/BBT大学経
営学部グローバル経営学科専任教授、株式会社クリエイティブホープ 代表取締役
会長(大前)

02基盤編：データ分析・戦略の検討

52 新規事業創出法〜想いをカタチにかえる〜 大原達朗
BBT大学経営学部グローバル経営学科専任准教授、アルテパートナーズ株式会社
代表取締役

03基盤編：事業化・事業推進

53 スケールアップのための事業構想 柴田高 東京経済大学経営学部教授、BBT大学客員教授 03基盤編：事業化・事業推進

54 ざっくり分かる資金の調達 石野雄一 BBT大学非常勤講師、株式会社オントラック代表 07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化

55 事業のマネジメント 柴田高 東京経済大学経営学部教授、BBT大学客員教授 03基盤編：事業化・事業推進

56 問題解決力　基礎編 冨岡武 BBT大学専任講師（問題解決思考担当）、Will & Skills コンサルタント 05基盤編：その他

57 地域の中小企業・産業振興策 飯盛義徳 慶應義塾大学SFC研究所所長、総合政策学部教授 03基盤編：事業化・事業推進

58 地域産業の開発と運営～面的スケールアップのケーススタディ～ 後正武 BBT大学大学院専任教授、東京マネジメントコンサルタンツ代表 07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化

59 魅力ある観光地域デザイン 市角壮玄/須子善彦 BBT大学経営学部ITソリューション学科専任講師 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

60 事業と財務3表連動
村岡隆史/堺敦行/長瀬健/樋口雄也/中島亮介/川人広
平/田邉統

株式会社経営共創基盤(IGPI)パートナー/取締役マネージングディレクター(村岡)/
株式会社経営共創基盤(IGPI)マネジャー(堺)/株式会社経営共創基盤(IGPI)マネ
ジャー(長瀬)/株式会社経営共創基盤(IGPI)マネジャー(樋口)/株式会社経営共創
基盤(IGPI)マネジャー(中島)/経営共創基盤(IGPI)アソシエイト(川人)/株式会社経
営共創基盤(IGPI)アソシエイト(田邉)

03基盤編：事業化・事業推進

61 事業特性の理解と企業の実態把握 木村尚敬/古澤剛/岩渕真太郎
株式会社経営共創基盤(IGPI)パートナー(木村)/株式会社経営共創基盤(IGPI)ディ
レクター(古澤)/株式会社経営共創基盤(IGPI)マネジャー(岩渕)

03基盤編：事業化・事業推進

62 地方創生に資する交通・観光事業の再生と活性化 松本順/工代将章
株式会社経営共創基盤(IGPI) 取締役マネージングディレクター(松本)/株式会社み
ちのりホールディングス ディレクター(工代)

03基盤編：事業化・事業推進

63 ローカル企業の生産性向上 浜村伸二/沼田俊介/梅原美樹
株式会社経営共創基盤(IGPI)パートナー/マネージングディレクター(浜村)/株式会
社経営共創基盤(IGPI)パートナー/マネージングディレクター/ものづくり戦略カンパ
ニー長(沼田)/株式会社経営共創基盤(IGPI)ディレクター(梅原)

03基盤編：事業化・事業推進

64 民的視点からのガバナンス 冨山和彦/船木隆一郎/望月愛子/二木康晴
株式会社経営共創基盤(IGPI)代表取締役CEO(冨山)/株式会社経営共創基盤
(IGPI)プリンシパル(船木)/株式会社経営共創基盤(IGPI)マネージングディレクター
(望月)/株式会社経営共創基盤(IGPI)アソシエイト(二木)

03基盤編：事業化・事業推進

65 地域経営を推進する自治体組織を創る～実践編  自分へのリーダーシップ～
鬼澤慎人/円城寺雄介/鬼丸昌也/佐藤淳/伊藤史紀/加
留部貴行/青木佑一

ヤマオコーポレーション代表取締役(鬼澤)/佐賀県庁職員(円城寺)/認定NPO法人
テラ・ルネッサンス理事・創設者(鬼丸)/青森中央学院大学経営法学部准教授(佐
藤)/一般社団法人Co-Create代表理事(伊藤)/加留部貴行事務所AN-BAI代表(加
留部)/早稲田大学マニフェスト研究所事務局次長(青木)

05基盤編：その他

66 移住と定住 小島敏明 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

67 地域コミュニティの再生・構築 玉村雅敏 慶應義塾大学総合政策学部教授 10専門編／地域コミュニティリーダー

68 指導・伝承力養成講座 岸波宗洋/片岡幸彦/小塩篤史/渡邊信彦
事業構想大学院大学教授(岸波)/日本総合研究所リサーチ・コンサルティング部門
シニアマネジャー(片岡)/事業構想大学院大学研究科長・教授(小塩)/株式会社
innovision COO(渡邊)

05基盤編：その他

69 指導・伝承力養成講座　実践編 小塩篤史 事業構想大学院大学研究科長・教授 05基盤編：その他

70 事業構想の基本講座 小塩篤史/岸波宗洋/織田竜輔
事業構想大学院大学教授・研究科長(小塩)/事業構想大学院大学教授・事業構想
研究所長(岸波)/事業構想大学院大学 出版部　月刊 「事業構想」編集長、環境ビ
ジネス/メディカルコミュニケーション編集室長、事業構想研究所主任研究員(織田)

03基盤編：事業化・事業推進

71 クリエイティブ・ディレクション基礎講座 松下武史 松下武史広告本舗　クリエイティブディレクター/コピーライター 05基盤編：その他

72 効果的なプロモーションのためのソーシャルメディア活用基礎講座 池田紀行 株式会社トライバルメディアハウス代表取締役社長 02基盤編：データ分析・戦略の検討

73 クリエイティブタウンとは何か 福川裕一 千葉大学名誉教授、一般社団法人クリエイティブタウン推進機構代表理事(共同) 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

74 クリエイティブタウン・モデル 城所哲夫 東京大学大学院准教授、一般社団法人クリエイティブタウン推進機構理事 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

75 地方創生と事業創造
池田弘/富山栄子/渡辺好明/葉葺正幸/後藤竜佑/栗原
弘樹/佐藤洋彰

NSGグループ代表(池田)/事業創造大学院大学教授(富山)/新潟食料農業大学(仮
称)学長(予定者)(渡辺) /株式会社和僑商店代表取締役社長(葉葺)/株式会社ロー
ソンファーム新潟代表取締役社長(後藤)/株式会社ファンタジスタ代表取締役社長
(栗原)/株式会社フュージョンズホールディングス代表取締役社長(佐藤)

03基盤編：事業化・事業推進

76 地方創生の課題と成功する地域の条件 椎川忍 一般財団法人地域活性化センター理事長 01基盤編：概論

77 地方創生と人材の必要性 大森彌 東京大学名誉教授 01基盤編：概論

78 地域プロデューサーの地域への関わり 斉藤俊幸 イング総合計画株式会社 06専門編／総合プロデューサー：概論

79 地域経済分析の基礎知識 岩崎正敏 一般財団法人地域活性化センター常務理事 02基盤編：データ分析・戦略の検討

80 地域をつなぐNPO法人の創設と発展 富永一夫/田所喬 NPOフュージョン長池会長(富永)/NPOフュージョン長池理事長(田所) 10専門編／地域コミュニティリーダー

81 「やねだん」の行政に頼らないむらづくり 椎川忍/豊重哲郎 一般財団法人地域活性化センター理事長(椎川)/柳谷自治公民館館長(豊重) 10専門編／地域コミュニティリーダー

82 あるものを生かす地域力創造 椎川忍 一般財団法人地域活性化センター理事長 01基盤編：概論

83 クリエイティブな地域づくり 前神有里 一般財団法人地域活性化センター  クリエイティブ事業室 04基盤編：官民の連携

84 非主流でいく！地域と外部人材を活かした地域振興 佐藤恒平 地域振興サポート会社　まよひが企画代表 10専門編／地域コミュニティリーダー

85 地域自治に根ざした地域経営 大杉覚 首都大学東京大学院社会科学研究科教授 06専門編／総合プロデューサー：概論

86 地域人口推計 藤山浩 島根県中山間地域研究センター研究統括監 02基盤編：データ分析・戦略の検討

87 小さな拠点とコミュニティ 藤山浩 島根県中山間地域研究センター研究統括監 10専門編／地域コミュニティリーダー

88 対人社会サービスから考える地域づくり 沼尾波子 東洋大学教授 05基盤編：その他

89 地方創生の課題と新しい地域振興策 岡﨑昌之 法政大学名誉教授、地域づくり団体全国協議会会長 01基盤編：概論

90 地域ビジネス 斉藤俊幸 イング総合計画株式会社 06専門編／総合プロデューサー：概論

91 条件不利地域、小規模自治体の地方創生戦略 椎川忍 一般財団法人地域活性化センター理事長 01基盤編：概論

92 「移住・定住」施策推進における地域の現状と課題 石川智康 一般社団法人移住・交流推進機構 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

93 四万十方式・商品開発ノウハウ 畦地履正 式会社四万十ドラマ 代表取締役 03基盤編：事業化・事業推進

94 地域経済循環分析と地域経済対策の考え方について 山崎清/佐原あきほ
株式会社価値総合研究所 執行役員兼パブリックコンサルティング第4事業部長主
席研究員(山崎)/株式会社価値総合研究所 パブリックコンサルティング第4事業部
副主任研究員(佐原)

02基盤編：データ分析・戦略の検討

95 ２０年前に気づき、地域再生（地方創生）に取り組み、成功した集落「やねだん」（鹿児島県鹿屋市柳谷集落） 椎川忍/豊重哲郎 一般財団法人地域活性化センター理事長(椎川)/柳谷自治公民館館長(豊重) 10専門編／地域コミュニティリーダー

96 自治体マネジメントの基礎～次の時代を生き抜く自治体経営～ 佐藤亨 日本生産性本部　自治体マネジメントセンター主任研究員 01基盤編：概論
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「地方創生カレッジ」講座一覧

No. 講座名 講師（敬称略） 肩書 講座カテゴリー

97 新地方公会計の基礎 佐藤亨 日本生産性本部　自治体マネジメントセンター主任研究員 03基盤編：事業化・事業推進

98 プレゼンテーションの基本～明日から使えるプレゼンスキル～ 西部直樹 Ｎ＆Ｓラーニング代表取締役 05基盤編：その他

99 人と組織の可能性を開く　コーチング実践講座 廣瀬晴生 日本生産性本部　カウンセリングマネジメントセンター主席講師 05基盤編：その他

100 アサーティブ・コミュニケーション講座 ～良質なコミュニケーションのために～ 廣瀬晴生 日本生産性本部　カウンセリングマネジメントセンター主席講師 05基盤編：その他

101 会議・ミーティングの効率・効果をUPするファシリテーション 石川歩 日本生産性本部　主任経営コンサルタント 05基盤編：その他

102 ジビエビジネス入門 伊藤匠美 東京国際大学商学部教授 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

103 プロスポーツビジネス実践 荒木重雄 株式会社スポーツマーケティングラボラトリー代表取締役 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

104 地方創生イノベーター講座 ～まちづくり仕掛け人たちのスタートアップ技法～ 谷中修吾 BBT大学准教授 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

105 失敗事例に学ぶ文化と地方創生 後正武 BBT大学大学院専任教授 01基盤編：概論

106 インバウンド市場を拓くマーケティング 黄磷/田中義次 神戸大学大学院経営学研究科教授(黄)/関西日本香港協会副会長(田中) 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

107 農山村の地域づくり 小田切徳美 明治大学農学部教授 10専門編／地域コミュニティリーダー

108 人材×組織×マーケティングによる地域活性化戦略 井手修身 イデアパートナーズ株式会社代表取締役 07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化

109 地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」（28年度）Part1 01基盤編：概論

110 サービスの生産性向上 松井拓己 松井サービスコンサルティング代表 05基盤編：その他

111 観光地における危機管理 高松正人 株式会社JTB総合研究所常務取締役、観光危機管理研究室長 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

112 官民連携とCSV（共有価値の創造）経営 玉村雅敏/横田浩一/小島敏明
慶應義塾大学総合政策学部教授(玉村)/慶應義塾大学政策・メディア研究科特任
教授(横田)/慶應義塾大学政策・メディア研究科特任教授(小島)

04基盤編：官民の連携

113 地域分析 井上武史 東洋大学経済学部准教授 02基盤編：データ分析・戦略の検討

114 統合型リゾート 美原融 大阪商業大学教授 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

115 シティ・マネジメント基礎（2） 根本祐二 東洋大学経済学部教授 04基盤編：官民の連携

116 課題先進地域における地方創生を考える 中嶋聞多/尾羽沢信一/福田稔/久保田章市

地域活性学会会長、一般財団法人地域活性機構理事長(中嶋)/地域活性学会常
任理事、一般財団法人地域活性機構副理事長(尾羽沢)/一般財団法人地域活性
機構理事、日本イノベーションマネージャー協会代表理事(福田)/島根県浜田市長
(久保田)

01基盤編：概論

117 祭りを核としたまちづくり 井戸理恵子/菊池健策/章潔/小野木豊昭/亀和田俊明
民俗情報工学研究家(井戸)/全国山・鉾・屋台保存連合会参与(菊池)/長崎短期大
学講師(章)/伝統芸能プロデューサー(小野木)/一般財団法人地域活性機構理事
(亀和田)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

118 ６次産業化プラス１ 高橋勅徳/木村隆之/石黒督朗/松嶋登
首都大学東京都市教養学部准教授(高橋)/九州産業大学経営学部講師(木村)/東
京経済大学経営学部専任講師(石黒)/神戸大学大学院経営学研究科教授(松嶋)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

119 スポーツと地域創生～新潟の事例から
西原康行/武田丈太郎/山本悦史/平田竹男/間野義之/
中野幸夫/池田拓史/青栁勧

新潟医療福祉大学健康科学部健康スポーツ学科長、教授(西原)/新潟医療福祉大
学健康科学部健康スポーツ学科講師(武田)/新潟医療福祉大学健康科学部健康
スポーツ学科助教(山本)/早稲田大学大学院スポーツ科学学術院教授(平田)/早
稲田大学大学院スポーツ科学学術院教授(間野)/アルビレックス新潟代表取締役
社長(中野)/新潟アルビレックスBC社長(池田)/ブルボンウォーターポロクラブ柏崎
ゼネラルマネジャー(青栁)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

120 地域づくりのための対話力/リーダーシップ力/マネジメント力活用 伊藤史紀/加留部貴行/佐藤淳/青木佑一
株式会社Co-Lab代表取締役(伊藤)/NPO法人日本ファシリテーション協会フェロー
(加留部)/青森中央学院大学准教授(佐藤)/早稲田大学マニフェスト研究所事務局
次長(青木)

05基盤編：その他

121 地方創生に関する施策の紹介 01基盤編：概論

122 地方創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」（28年度）Part2 01基盤編：概論

123 コミュニティを基盤とした観光地域づくり―住民参加と協働― 柏木千春 流通科学大学人間社会学部教授 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

124 「地方消滅」の真相と「地方創生」のあり方 藻谷浩介 株式会社日本総合研究所  調査部主席研究員 01基盤編：概論

125 “日本の解決策”里山資本主義 藻谷浩介 株式会社日本総合研究所  調査部主席研究員 01基盤編：概論

126 地域教育、学校と地域との連携 斉藤俊幸 地域再生マネージャー 05基盤編：その他

127 地域資源を生かす幸せな田舎の作り方～小さな経済の地域力・田舎力～ 金丸弘美 食環境ジャーナリスト・食総合プロデューサー 03基盤編：事業化・事業推進

128 経営品質アセスメントの基礎 岡本正耿 株式会社マーケティングプロモーションセンター代表取締役 05基盤編：その他

129 地域の課題を解決し、地方創生の基盤となる地方分権改革 神野直彦/髙橋滋/勢一智子
日本社会事業大学学長、東京大学名誉教授(神野)/法政大学法学部教授(髙橋)/
西南学院大学法学部教授(勢一)

01基盤編：概論

130 公認会計士による特徴的な取り組み事例 香野剛/松尾潤一/米森健太/富田慎二

有限責任監査法人トーマツ パブリックセクター アドバイザリー部長 公認会計士(香
野)/有限責任監査法人トーマツ パブリックセクター アドバイザリー部(松尾)/有限
責任監査法人トーマツ パブリックセクター アドバイザリー部 公認会計士(米森)/有
限責任監査法人トーマツ パブリックセクター アドバイザリー部 公認会計士(富田)

03基盤編：事業化・事業推進

131 社会的投資の活用－資金調達から運用システムそして活用事例まで 白石克孝/深尾昌峰/山本真一
龍谷大学政策学部教授(白石) /龍谷大学政策学部准教授(深尾) /京都文教大学
総合社会学部総合社会学科准教授(山本)

05基盤編：その他

132 産学連携による地域経済人材の育成－「グローカル人材」の育て方 中谷真憲 京都産業大学法学部・世界問題研究所教授 03基盤編：事業化・事業推進

133 観光地経営における財源確保－入湯税の超過課税を中心として－ 梅川智也 公益財団法人日本交通公社理事・観光政策研究部長 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

134 観光地における顧客管理とリピーター対策 山田雄一 公益財団法人日本交通公社観光政策研究部次長 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

135 ニューツーリズム２ 久保征一郎/新津研一
株式会社ぐるなび代表取締役社長(久保)/株式会社USPジャパン代表取締役社長
(新津)

08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

136 企業と接する公務員の会計知識
石原俊彦/丸山恭司/関下弘樹/井上直樹/酒井大策/坂
元英毅

関西学院大学大学院経営戦略研究科(ビジネススクール)教授(石原)/愛知工業大
学経営学部准教授(丸山)/田辺市水道部業務課主査(関下)/福山大学経済学部税
務会計学科専任講師(井上)/常葉大学経営学部経営学科専任講師(酒井)/日本文
理大学経営経済学部准教授(坂元)

03基盤編：事業化・事業推進

137 実践による革新的企業と革新的地域に学ぶ持続的成長のカギ 佐竹隆幸/藤川健/梅村仁/山下紗矢佳
関西学院大学大学院経営戦略研究科教授(佐竹)/兵庫県立大学経営学部准教授
(藤川)/大阪経済大学経済学部教授(梅村)/神戸山手大学現代社会学部専任講師
(山下)

01基盤編：概論

138 地域医療経営 山本昭二/石井富美/森藤ちひろ
関西学院大学大学院経営戦略研究科教授(山本)/多摩大学医療・介護ソリューショ
ン研究所フェロー(石井)/流通科学大学人間社会学部准教授(森藤)

06専門編／総合プロデューサー：概論

139 クリエイティブタウンを実現する：3ポイント・アプローチ
福川裕一/渡辺満子/可児一男/中埜博/薄井充裕/田中
健次/小林重敬

千葉大学名誉教(福川)/メディアプロデューサー(渡辺)/川越町並み委員会相談役
(可児)/パタンランゲージにもとづく建築設計等を実践(中埜)/一般社団法人クリエイ
ティブタウン推進機構理事長(薄井)/三井住友信託銀行審議役(田中)/横浜国立大
学名誉教授(小林)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

140 生涯活躍のまち 雄谷良成/袖井孝子
一般社団法人生涯活躍のまち推進協議会会長(雄谷)/一般社団法人コミュニティ
ネットワーク協会会長(袖井)

01基盤編：概論

141 女性と高年齢者の活躍推進と働き方改革 平野光俊 神戸大学大学院経営学研究科教授 01基盤編：概論

142 観光地経営の理解と実践 大社充 事業構想大学院大学/DMO推進機構 他 08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO

143 空き資源を活用した地域活性 福留強 事業構想大学院大学事業構想研究所客員教授 他 03基盤編：事業化・事業推進

144 事業性評価に関するケーススタディ 加藤達也/西谷大輔/樋口雄也 株式会社経営共創基盤(IGPI) 03基盤編：事業化・事業推進

145 「里山資本主義」真庭の挑戦～真庭市の地域資源を生かした戦略と地方創生の取り組み～ 太田昇 岡山県真庭市長 06専門編／総合プロデューサー：概論

146 実践！儲かる農水産業 小谷幸司 日本大学生物資源科学部くらしの生物学科准教授 他 09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

147 地域における健康無関心層の行動変容を促すインフルエンサーの育成
久野譜也/塚尾晶子/久住時男/増本岳/宇野義昌/柿島
淳/松原悟朗/中板育美

筑波大学体育系教授(久野)/株式会社つくばウエルネスリサーチ執行役員：保健師
(塚尾)/新潟県見附市長・筑波大学客員教授(久住)/株式会社カーブスジャパン代
表取締役会長兼CEO(増本)/国土交通省都市局都市計画課長(宇野)/静岡県三島
市企画戦略部広報広聴課課長補佐(柿島)/一般社団法人都市計画コンサルタント
協会会長、株式会社国際開発コンサルタンツ会長(松原)/公益社団法人日本看護
協会常任理事(中板)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

148 このまちに住むと自然と健幸になる都市づくりとは

今村聡/田村好史/山縣邦弘/牧田茂/金岡恒治/水上勝
義/大内尉義/久野譜也/塚尾晶子/中板育美/久住時男
/安里賀奈子/大島一博/森山美知子/前野尚子/要田弥
生/安西慶三

日本医師会副会長(今村)/順天堂大学国際教養学部グローバルヘルスサービス領
域教授(田村)/筑波大学医学医療系教授(山縣)/埼玉医科大学教授・埼玉医科大
学国際医療センター(牧田)/早稲田大学スポーツ科学学術院教授(金岡)/筑波大学
体育系教授(水上)/虎の門病院院長(大内)/ 筑波大学体育系教授(久野)/筑波大
学人間総合科学研究科スポーツウエルネス学位プログラム博士課程・株式会社つ
くばウエルネスリサーチ執行役員：保健師(塚尾)/公益社団法人日本看護協会常任
理事(中板)/新潟県見附市市長・筑波大学客員教授(久住)/多摩市健幸まちづくり
政策監(安里)/内閣官房社会保障改革担当室審議官(大島)/広島大学大学院医歯
薬保健学研究科教授(森山)/広島県呉市福祉保健課専門員(前野)/広島県呉市保
険年金課主任(要田)/佐賀大学医学部肝臓・糖尿病・内分泌内科教授(安西)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

149 グローバルなおもてなしを学ぶ 餅原匡子/Boris Goncharov/赤鹿景子
キャプラン株式会社Jプレゼンスアカデミー事業部(餅原)/キャプラン株式会社Jプレ
ゼンスアカデミー事業部(Boris Goncharov)/キャプラン株式会社Jプレゼンスアカデ
ミー事業部(赤鹿)

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他

150 地域商社～設計と運営のポイント～ 倉本賢士/中村郁博
式会社日本経済研究所地域本部地域振興部主任研究員(倉本)/株式会社日本政
策投資銀行地域企画部課長(中村)

03基盤編：事業化・事業推進

151 リーダー経営者を育成する メンタリング講座 谷藤雅俊/遠藤敬一/鈴木初/百瀬旬/生駒亨
有限責任監査法人トーマツ執行役/パートナー(谷藤)/有限責任監査法人トーマツ
マネジャー(遠藤)/有限責任監査法人トーマツマネジャー(鈴木 )/有限責任監査法
人トーマツPRSJ認定PRプランナー(百瀬)/有限責任監査法人トーマツ(生駒)

03基盤編：事業化・事業推進

152 RESASの使い方 全マップ解説 高橋健太朗 日経BPコンサルティング  ブランド本部 副本部長 02基盤編：データ分析・戦略の検討

＜カテゴリー＞ ＜講座数＞

01基盤編：概論 19

02基盤編：データ分析・戦略の検討 12

03基盤編：事業化・事業推進 25

04基盤編：官民の連携 8

05基盤編：その他 26

06専門編／総合プロデューサー：概論 7

07専門編／総合プロデューサー：戦略の事業化 8

08専門編／分野別プロデューサー：観光・DMO 18

09専門編／分野別プロデューサー：観光・その他 21

10専門編／地域コミュニティリーダー 8

総合プロデューサーとして戦略を策定し、事業化する時のポイントを学習いただけます。

観光を起点に地方創生を図る人材が学ぶべきポイントや各種事例を学習いただけます。

エリアマネジメント、6次産業、ジビエなど、様々な事業の在り方や事例について学習いただけます。

コミュニティを起点に活動し、ビジネスや人が集う場を形成するための方法論を学習いただけます。

<説明>

「地方創生とは何か」「大切にすべき理念とは？」など、地方創生を推進する上での土台について学習いただけます

地方創生を事業として行う上で重要な各種データの分析、具体的な戦略への落とし込みの方法を学習いただけます。

策定された戦略を基に事業化を行い、それを推し進めるために必要なポイントを学習いただけます。

地方創生を行う上で不可欠な官民をはじめとした各種連携の在り方・方法論を学習いただけます。

地域での活動を行う上での各種ポイントや、組織を運営する上でのマネジメントの方法論を学習いただけます。

地域・組織をマクロな観点で組織を運営する総合プロデューサーとして押さえるべきポイントを学習いただけます。

2


