2012/10/16現在

2012年度 「地域政策デザイナー」養成講座 カリキュラム （受講生用）
（網掛けは聴講生も参加可能なプログラム）
No

0

日時・会場

主要項目

実施内容

5月8日 (火)
ガイダンス
九大箱崎理系地区
(学生のみ)
２１世紀プラザⅠ 多目的ホール

13:00～14:30 「大学院生向けガイダンス」

10:00～12:00 オリエンテーション、自己紹介
講演「政策デザインの基礎理論」
谷口 博文 九州大学教授
講演「人口減少社会と地域成長力」
14:00～15:30
堀尾 容康 九州大学教授
13:00～14:00

1

オリエン
テーション

5月26日（土）～27日（日）
休暇村志賀島（合宿）

16:00〜16:30 チーム編成決定
9:00～12:00 ワールドカフェ
13:00～17:30

セミナー「ファシリテーション」
濱 久人 パナソニック㈱シニアHRDコンサルタント

14:00～14:30 開講式
14:30～15:30
6月9日（土）
九大サテライトキャンパス
（JR博多シティ大会議室）

2

パネルディスカッション「地域・コミュニティを情報デザインする」
孫 泰蔵 モビーダジャパン株式会社代表取締役社長兼CEO
15:30～17:00 杉山 隆志 株式会社SIIIS代表取締役社長
安浦 寛人 九州大学理事・副学長
コーディネーター：坂本 剛 株式会社産学連携機構九州代表取締役社長

現状認識と
課題抽出の
手法習得

17:10～19:00 ワークショップ

（チーム別
に現状把握
と課題探
6月23日（土）
3 索、政策的
糸島市内
仮説の設
定）

4

講演 「『ベンチャーエコシステム』という新産業育成コンセプト」
孫 泰蔵 モビーダジャパン㈱代表取締役社長兼CEO

9:30～14:00

糸島市の各地域に展開し調査・意見交換（フィールドワーク）
■頭脳ハブ（外国人、留学生、企業化支援）
■地域資源
■地域ブランド化戦略

トークセッション
14:30～17:00 松本 嶺男 糸島市長
杉田 かおる 地域・生活スタイリスト、女優、歌手
講演 「超高齢社会に向けてのまちづくりについて」
14:00～15:30
辻 哲夫 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授・元厚生労働事務次官

6月30日（土）
九大サテライトキャンパス
（JR博多シティ大会議室）

15:40～17:00

セミナー「政策デザインの実践」
石丸 修平 プライスウォーターハウスクーパース㈱シニアアソシエイト

17:10～18:30 ワークショップ
講演 「女性の活躍による経済・社会・地域の活性化」
岡島 敦子 内閣府男女共同参画局長
ワールドカフェ
14:30～16:10
コーディネーター：和栗 百恵 福岡女子大学国際文理学部准教授
トークセッション
岡島 敦子 内閣府男女共同参画局長
16:20～18:00 村上 文 佐賀県立男女共同参画センターアバンセ館長
村山 由香里 福岡県男女共同参画センターあすばる館長
コーディネーター：和栗 百恵 福岡女子大学国際文理学部准教授
13:00～14:20

7月14日（土）～15日（日）
政策提言作
成方針の決
開催場所：唐津市（合宿）
定
【唐津市との共同研究プログラム】
5

（チーム別
※7月14日（土）のプログラムは
の活動方針
「福岡女子大学」との共催及び「佐賀県立男女共同
と地域展
参画センターアバンセ」「福岡県男女共同参画セン
開、分析）
ターあすばる」の後援により実施します

8月 4日(土)
九大サテライトキャンパス
中間発表に （JR博多シティ大会議室）
向けて提言
案の作成
（チーム別 8月11日（土）
7 に政策的枠 九大サテライトキャンパス
組設定、後 （JR博多シティ大会議室）
半に向けた
作業工程を
整理）
8月25日（土）
8
九大筑紫地区C-CUBE
6

中間発表の
実施
(指摘事項 9月 8日（土）
9 を踏まえ、
九大筑紫地区C-CUBE
内容と追加
作業を整
理）
10

9月22日（土）
九大筑紫地区C-CUBE

最終発表に
向けた報告 10月6日（土）
11 書作成
九大筑紫地区C-CUBE

14日
（土）

15日
（日）

9:00～10:00

唐津市の各地域に展開し調査・意見交換（フィールドワーク）
■地域資源
■地域エネルギー利用
■地域人材活用

10:00～11:30

講演 「地域主権の時代における広域自治体の役割」
古川 康 佐賀県知事

11:30～16:30

唐津市の各地域に展開し調査・意見交換（フィールドワーク）
■地域資源
■地域エネルギー利用
■地域人材活用

14:00～15:30

講演 「いくつになっても元気に暮らせる都市とは？」
小川 全夫 福岡アジア高齢社会デザイン協議会会長・熊本学園大学教授

15:40～18:30 ワークショップ
14:00～15:30

講演 「学びの場を通じた地域の課題解決や活性化
～学校は地域の宝、地域は学校の宝～」
板東 久美子 文部科学省高等教育局長

15:40～18:30 ワークショップ
14:00～15:30

講演「実践都市経営」
末吉 興一 公益財団法人国際東アジア研究センター理事長・前北九州市長

16:00～18:30 ワークショップ
10:00～12:00 第Ⅰ部ワークショップ
13:00～17:00 中間発表・聴講生を交えた質疑応答・ディスカッション・全体講評
17:00～18:30 第Ⅱ部ワークショップ
10:00～11:30

講演 「私の履歴書、アビスパ福岡100年構想」
下田 功 アビスパ福岡株式会社 代表取締役専務

13:00～18:30 ワークショップ
外国人起業家達によるクロストーク（意見合戦）
10:00～13:00 「国際ビジネス社会から見た日本・九州」
コーディネーター：堀尾 容康 九州大学教授
14:00～18:30 ワークショップ
10:00～11:30

10月20日（土）
九大筑紫地区C-CUBE
12
【九州大学「技術経営・国際標準化戦略特論」共
催】

講演 「情報技術の進展とその社会的役割」
岩野和生 三菱商事株式会社 ビジネスサービス部門

顧問

トークセッション
テーマ「グローバル化の中の研究戦略とは？（国際連携と競争）」
岩野和生 三菱商事株式会社顧問
11:30～13:00
河村延樹 経済産業省大臣官房審議官
安浦寛人 九州大学 理事・副学長
堀尾容康 九州大学 教授 （コーディネーター）
14:00～18:30 ワークショップ

政策提言発
表
11月17日（土）
13
シンポジウ 電気ビル みらいホール
ム
※講師日程・カリキュラムについては変更の可能性があります。

13:00〜16:20 政策提言発表及び政策提言講評
16:30～17:30 パネルディスカッション 「大学と地域が連携した人材育成について（仮題）
17:30～18:00 修了証書授与・修了式

