
魚津三太郎塾 中級  

富山大学 地域再生塾「高度差４０００」魚津サテライト 

 
 

 

開講式 

5月 16日（金） 

14：00～16：00 

富山大学 五福キャンパス 

 

開講あいさつ 14：00～14：10 
魚津市副市長 谷口雅広 

富山大学理事・副学長 丹羽昇 

1限 オリエンテーション （30分） 14：10～14：40 

中級の目標，進め方 
魚津市   企画政策課 

2限 座談会 14：40～15：55 

塾生挨拶・抱負 （20分） 初級時の事業提案とその後 

ディスカッション （55分） 塾生への期待、求める成果… 

魚津市副市長 谷口雅広 

富山大学理事・副学長 丹羽昇 

中級塾生 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  金岡省吾（富山大学） 

閉会あいさつ 15：55～16：00 富山大学理事・副学長 丹羽昇 

 

導入講座 

5月 28日（水） 

14：00～16：30 

市役所 第 3委員会室 

3限（90分） 導入講義 45分，ディスカッション 45分 

動く事業・動かない事業 

富山大学 地域連携推進機構 

教授 金岡省吾 

4限（50分） オリエン 30分，ディスカッション 20分 

オリエンテーション（塾生向け），意見交換（塾生の考え，ヒアリング） 

富山大学 地域連携推進機構 

魚津市 企画政策課 

 

講義 

6月 13日（金） 

14：00～16：30 

市役所 第 1会議室 

5限（150分） 講義 90分，休憩 15分，ディスカッション 45分 

流通 SCMの実態  各地の実態，それらとどう付き合っていくのか 

富山大学 地域連携推進機構 

教授 金岡省吾 

 

講義＋実習 

7月 11日（金） 

13:30～16:00 

市役所 第 5会議室 

6限（150分） 講義 60分，休憩 15分，実習 75分 

事業計画作成  国レベル・県レベルの事業計画とは，必要な項目・要素 

アシステム税理士法人 

監査課長 深川誠一郎 

7月 23日（水） 

14：00～16：30 

市役所 第 1会議室 

7限（150分） 講義 60分，休憩 15分，実習 75分 

目次作成 

  目次とは，なぜ目次が必要か，目次によって事業がどう広がるのか 

富山大学 地域連携推進機構 

魚津市 企画政策課 

8月 20日（水） 

14:00～16:30 

富山大学五福キャンパス 
中央図書館１Ｆマルチメディアコーナー 

8限（150分） 講義 60分，休憩 15分，実習 75分 

新聞記事検索  情報の取り方，調べ方 

富山大学 学術情報部 

図書館情報グループ 

伊藤芳人 
 

タイムスケジュール  （開催日、内容は調整中の為、変更となる可能性があります） 

講座日程 “魚津の水循環を守り・育み・活用による地域と企業の繁栄を目指して”  

場所  魚津市役所会議室 ほか 

 日程  平成 26年 5月～11月 

（１）開講式   5月 16日（金）14：00～16：00 富山大学 五福キャンパス 

（２）導入講座   5月 28日（水）14：00～16：30 魚津市役所会議室 

（３）講義編（＋実習） 4回 14：00～16：30 魚津市役所会議室ほか 

 

 

（４）演習編  7回 14：00～16：30 魚津市役所会議室ほか 

 

 

（５）中間プレゼン  11月 26日（水）14：00～17：00 魚津市役所 第 2会議室 

6/13 金，7/11 金，7/23 水，8/20 水（講師の都合により変更可能性あり） 

平成 26年 11月 18日現在 

9/1 月，9/17 水，10/1 水，10/15 水，10/29 水，11/12 水，11/19 水 



魚津三太郎塾 中級  

富山大学 地域再生塾「高度差４０００」魚津サテライト 

演習 

9月 1日（月） 

14：00～16：30 

市役所 第 2会議室 

9限（150分） （発表 15分＋質疑 15分）×4名＋論議 30分 

個別案件精査 ステップ１ 

 ～ 事業名（＝解決する課題）発表 ～ 

富山大学 地域連携推進機構 

魚津市 企画政策課 

協力・後援機関 ほか 

9月 17日（水） 

14：00～16：30 

市役所 第 2会議室 

10限（150分） （発表 15分＋質疑 15分）×4名＋論議 30分 

個別案件精査 ステップ２ 

 ～ 事例発表 ～ 

10 月 1日（水） 

14：00～16：30 

市役所 第 2会議室 

11限（150分） （発表 15分＋質疑 15分）×4名＋論議 30分 

個別案件精査 ステップ３-１ 

 ～ 各章精査① ～ 

10 月 15日（水） 

14：00～16：30 

市役所 第 2会議室 

12限（150分） （発表 15分＋質疑 15分）×4名＋論議 30分 

個別案件精査 ステップ３-２ 

 ～ 各章精査② ～ 

10 月 29日（水） 

14：00～16：30 

市役所 第 2会議室 

13限（150分） （発表 15分＋質疑 15分）×4名＋論議 30分 

個別案件精査 ステップ４ 

 ～ 中間とりまとめ ～ 

11 月 12日（水） 

14：00～16：30 

市役所 第 2会議室 

14限（150分） （発表 15分＋質疑 15分）×4名＋論議 30分 

個別演習 

 ～ パワポ精査 ～ 

11 月 19日（水） 

13：00～16：00 

市役所 第 5会議室 

15限（150分） （発表 15分＋質疑 15分）×4名＋論議 30分 

プレゼン演習 

 ～ 中間報告に向けて ～ 
 

 

課外活動  希望者のみ 

日時未定 現地見学・先進地視察 塾生企画 

8月 6日（水） 

14：00～17：00 

市役所 大会議室 

第 3期修了式  

 

ゼミナール  希望者のみ 

自主ゼミ・不定期 

市役所 会議室ほか 

塾生立案の事業計画案のブラッシュアップに向け，塾生による自

主参加形式での討議重視のゼミナール 

富山大学 地域連携推進機構 

魚津市 企画政策課 

協力・後援機関 ほか 

IT リテラシー向上（ワード、エクセル、パワポ・・・） 魚津職業訓練センター ほか 

 

 

中間プレゼンテーション  

11 月 26日（水） 

14：00～17：00 

市役所 第 2会議室 

16限（20分）14：00～14：20 

 経過報告 
魚津市   企画政策課 

17限（90分）14：20～15：50 

 中間プレゼンテーション 

   30 分×3名 

中級塾生 

休憩 15：50～16：05  

18限（55分）16：05～17：00 座談会 

地域産業・地域資源の可能性 

[話題提供] 

富山大学 地域連携推進員 河合英明 

魚津市副市長 谷口雅広 

富山大学教授     金岡省吾 

中級塾生 
 


