
平成２８年３月末現在

（１／５）　

年度 No 事業名 システム形態 業務内容等

1 ｿﾌﾄｳｪｱ技術者等養成事業 定期研修 研修企画　～　実施・設備導入に係るｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
2 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
3 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
4 鹿児島県職員等ＯＡ化研修事業 定期研修 研修実施
5 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
6 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
7 ｿﾌﾄｳｪｱｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
8 鹿児島県職員等ＯＡ化研修事業 定期研修 研修実施
9 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
10 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
11 ｿﾌﾄｳｪｱｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
12 鹿児島県職員等ＯＡ化研修事業 定期研修 研修実施
13 女性のためのﾜｰﾌﾟﾛ講座 定期研修 研修実施
14 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
15 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
16 ｿﾌﾄｳｪｱｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
17 鹿児島県職員等ＯＡ化研修事業 定期研修 研修実施
18 女性のためのﾜｰﾌﾟﾛ講座 定期研修 研修実施
19 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
20 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
21 ｿﾌﾄｳｪｱｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
22 鹿児島県職員等ＯＡ化研修事業 定期研修 研修実施
23 女性のためのﾜｰﾌﾟﾛ講座 定期研修 研修実施
24 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
25 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
26 ｿﾌﾄｳｪｱｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
27 鹿児島ＣＧｺﾝﾃｽﾄ（Ｄｒｉｎｋ） ｺﾝﾃｽﾄ，ｾﾐﾅｰ 企画～実施
28 鹿児島県職員等ＯＡ化研修事業 定期研修 研修実施
29 女性のためのﾜｰﾌﾟﾛ講座 定期研修 研修実施
30 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
31 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
32 ｿﾌﾄｳｪｱｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
33 鹿児島ＣＧｺﾝﾃｽﾄ（Ｄｒｉｎｋ） ｺﾝﾃｽﾄ，ｾﾐﾅｰ 企画～実施

平成４～５年度

平成６年度

平成７年度

平成１０年度

平成９年度

平成１１年度

平成８年度

人材育成に関する研修・セミナー等の実績



（２／５）　

年度 No 事業名 システム形態 業務内容等

34 管理職ﾊﾟｿｺﾝ研修 研修 研修実施
35 地方公共団体向け情報化ｾﾐﾅｰ（第１回） ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
36 鹿児島県職員等ＯＡ化研修事業 定期研修 研修実施
37 女性のためのﾜｰﾌﾟﾛ講座 定期研修 研修実施
38 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
39 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
40 ｿﾌﾄｳｪｱｾﾐﾅｰ 定期ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
41 鹿児島ＣＧｺﾝﾃｽﾄ（Ｄｒｉｎｋ） ｺﾝﾃｽﾄ，ｾﾐﾅｰ 企画～実施
42 市町村視聴覚担当者研修会 講演 講演講師
43 地域情報化ﾘｰﾀﾞｰ育成塾 研修 研修企画　～　実施
44 薩摩地域活性化懇談会 講演 講演講師
45 出水地域活性化懇談会 講演 講演講師
46 行政懇談会 講演 講演講師
47 曽於地域活性化懇談会 講演 講演講師
48 地方公共団体向け情報化ｾﾐﾅｰ（第２回） ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
49 幹部研修会（IT活用） 講演 講演講師
50 女性のためのﾜｰﾌﾟﾛ講座 定期研修 研修実施
51 頭脳講演会 定期講演 講演会企画　～　実施
52 鹿児島ＣＧｺﾝﾃｽﾄ（Ｄｒｉｎｋ） ｺﾝﾃｽﾄ，ｾﾐﾅｰ 企画～実施
53 地方公共団体向け情報化ｾﾐﾅｰ（第３回） ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
54 ＩＴ社会 講演 講演講師
55 ＩＴ活用研修事業 定期研修 研修企画，設備導入に係るｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ，研修実施
56 電子県庁推進基礎研修 定期研修 研修ﾃｷｽﾄ作成，研修講師
57 女性のためのﾜｰﾌﾟﾛ講座 定期研修 研修実施
58 ＩＴ活用研修事業 定期研修 研修企画，設備導入に係るｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ，研修実施
59 電子県庁推進基礎研修 定期研修 研修ﾃｷｽﾄ作成，研修講師
60 地方公共団体向け情報化ｾﾐﾅｰ（第４回） ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
61 ＩＴの現状と動向 講演 講演講師
62 ＩＴ社会への対応 講演 講演講師
63 ＩＴ促進ｾﾐﾅｰ 講演 講演講師
64 戦略的情報化投資活性化事業 ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
65 ＩＴ活用研修事業 定期研修 研修実施
66 ＩＴ促進ｾﾐﾅｰ 講演 講演講師
67 経営とＩＴの係わり方 講演 講演講師
68 新ＩＴ社会を目指して 講演 講演講師
69 電子県庁推進基礎研修 定期研修 研修ﾃｷｽﾄ作成，研修講師

平成１１年度

平成１３年度

平成１４年度

平成１５年度

平成１２年度



（３／５）　

年度 No 事業名 システム形態 業務内容等

70
ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ協会が主催する研修及びｾﾐﾅｰの
実施に関連する業務委託

研修・ｾﾐﾅｰ 研修実施

71 電子県庁推進基礎研修 定期研修 研修講師
72 地方公共団体向け情報化ｾﾐﾅｰ（第５回） ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
73 世界に拡がるﾕｷﾋﾞﾀｽﾈｯﾄﾜｰｸ社会 講演 講演講師

74
ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ協会が主催する研修及びｾﾐﾅｰの
実施に関連する業務委託

研修・ｾﾐﾅｰ 研修実施

75 電子県庁推進基礎研修 定期研修 研修講師
76 真に経営に役立つＩＴ化に向けて 講演 講演講師
77 地方公共団体向け情報化ｾﾐﾅｰ（第６回） ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
78 ITC経営 講演 講演講師
79 ITを経営に生かす経営者研修の開催業務 研修 ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
80 2006年度IT経営応援隊経営者研修会事業 研修 ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
81 電子県庁推進基礎研修 定期研修 研修ﾃｷｽﾄ作成，研修講師
82 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成研修業務 研修 研修ﾃｷｽﾄ作成，研修講師
83 ｾｷｭﾘﾃｨ 講演 講演講師

84
ITｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ協会が主催する研修及びｾﾐﾅｰの
実施に関連する業務委託

研修・ｾﾐﾅｰ 研修実施

85 ITを経営に生かす経営者研修の開催業務 研修 ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
86 電子入札ｼｽﾃﾑ操作研修 研修 研修ﾃｷｽﾄ作成，研修講師
87 ITを経営に生かす経営者研修の開催業務 研修 ｾﾐﾅｰ企画　～　実施
88 第５回渋谷・鹿児島ＩＴシンポジウム ｾﾐﾅｰ 講演講師
89 （財）鹿児島県民総合保健ｾﾝﾀｰ講演｢ＩＴと経営の統合｣講演 講演講師
90 「鹿児島県電子自治体運営委員会」研修会 講演 講演講師
91 工業部会委員研修会 講演 講演講師

92
かごしまＩＴﾌｪｽﾀ２００８
・ICTから見た危機管理防災ｼｽﾃﾑの動向
・市民向けｾｷｭﾘﾃｨｾﾐﾅｰ

ｾﾐﾅｰ，講演 ｾﾐﾅｰ企画　～　実施

93 鹿児島県民総合保健ｾﾝﾀｰ様にて「ＩＴと経営の統合」講演 講演 講演講師

94
地方公共団体向けｾﾐﾅｰ（第７回)
ﾒｲﾝﾃｰﾏ「地方公共団体における電子自治体推進の方
向性と重点的な取組」

ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施

95 平成２２年度市町村教育メディア担当者研修会 研修 研修講師

96
「総務省　電波利用の電子申請説明会2010」（鹿児島
市開催）に関する請負契約

研修 研修実施支援

97 九州地区健康教育研究大会ｻﾎﾟｰﾄ業務 研修 研修実施支援

98
南九州における情報通信機器に係る産業活性化人材
養成等事業　　「携帯電話ｿﾌﾄｳｪｱ技術者養成講座」

研修 計画・検討・研修実施

平成２０年度

平成１９年度

平成１６年度

平成２２年度

平成１８年度

平成１７年度



（４／５）　

年度 No 事業名 システム形態 業務内容等

平成２２年度 99
地方公共団体向けｾﾐﾅｰ（第８回)
ﾒｲﾝﾃｰﾏ「地方公共団体の情報化の現状と取組事例の
紹介」

ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施

100
九州地域環境・ｴﾈﾙｷﾞｰ成長産業人材養成事業
　「ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞ技術者養成講座」

研修 計画・検討・研修実施

101 かごしまＩＴﾌｪｽﾀ２０11 ｾﾐﾅｰ出展 出展

102
成長産業人材養成等支援事業
「ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ・ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ関連成長産業人材養成」

研修 研修実施

103 三島村役場IT講習会事業 研修 研修実施

104 県立薩南病院ｾｷｭﾘﾃｨ研修 研修 研修実施

105 情報ｾｷｭﾘﾃｨ職員研修業務委託 研修 研修実施

106
地方公共団体向けｾﾐﾅｰ（第９回)
ﾒｲﾝﾃｰﾏ「災害とＩＣＴ～東日本大震災に学ぶ地方公共
団体の役割～」

ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施

107
九州地域ｽﾏｰﾄｸﾞﾘｯﾄﾞ・ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ関連成長産業人材養成
事業

研修 計画・検討・研修実施

108 職員向け情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修業務 研修 研修実施

109 県立薩南病院情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修 研修 研修実施

110 かごしまＩＴﾌｪｽﾀ2012 ｾﾐﾅｰ出展 出展

111 県立姶良病院情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修 研修 研修実施

112 情報ｾｷｭﾘﾃｨ職員研修業務委託 研修 研修実施

113
地方公共団体向けｾﾐﾅｰ（第10回)
ﾒｲﾝﾃｰﾏ「地域内及び地域間ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの再生とICT
が果たす役割」

ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施

114 県立大島病院情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修 研修 研修実施

115 電子入札ｼｽﾃﾑ発注者操作研修講師，電子入札研修 研修 研修講師

116 情報ｾｷｭﾘﾃｨ職員研修 研修 研修講師

117 かごしまＩＴﾌｪｽﾀ2013 ｾﾐﾅｰ出展 出展

118 ITC利活用鹿児島地域勉強会 研修 研修実施

平成２４年度

平成２３年度

平成２５年度



（５／５）　

年度 No 事業名 システム形態 業務内容等

119 電子入札ｼｽﾃﾑ発注者操作研修講師，電子入札研修 研修 研修講師

120 情報ｾｷｭﾘﾃｨ職員研修 研修 研修講師

121 情報ｼｽﾃﾑ業務分析手法研修2日ｺｰｽ 研修 研修講師

122 職員向け情報ｾｷｭﾘﾃｨ研修 研修 研修講師

123 かごしまＩＴﾌｪｽﾀ2014 ｾﾐﾅｰ出展 出展

124 ICT利活用生産性向上等支援事業 研修 計画・検討・研修実施・調査・助言

125 ITC利活用鹿児島地域勉強会 研修 研修実施

126
地方公共団体向けｾﾐﾅｰ（第11回)
ﾒｲﾝﾃｰﾏ「オープンデータ・ビッグデータやG空間の活用
について」

ｾﾐﾅｰ ｾﾐﾅｰ企画　～　実施

127 電子入札ｼｽﾃﾑ発注者操作研修講師，電子入札研修 研修 研修講師

128 かごしまＩＴﾌｪｽﾀ2014 ｾﾐﾅｰ出展 出展

129 ICT利活用生産性向上等支援事業 研修 計画・検討・研修実施・調査・助言

130 ITC利活用鹿児島地域勉強会 研修 研修実施

平成２７年度

平成２６年度


