
平成３１（２０１９）年度事業報告

自 平成３１年 ４月 １日

至 令和 ２年 ３月３１日

年 月 日 事 項

平成３１年

４月 １日 評議員，理事及び監事の人事異動に伴い，次のとおり辞任・就任した。

役職名 辞 任 者 就 任 者 就 任 者 本 職 名

評議員 伊東 昭代 江口 哲郎 宮城県総務部長

〃 阿部 正直 末永 仁一 宮城県総務部人事課長

〃 鈴木 真実※ 信田 隆善 秋田県自治研修所長

〃 小柴 宏幸 沖野 浩之 福島県総務部次長（人事担当）

理 事 金野 賢治 佐藤 義房 岩手県総務部人事課給与人事担当課長

〃 大森 克之 伊丹 相治 公益財団法人東北自治研修所長

〃 和泉 克 進藤 隆男 秋田県自治研修所次長

監 事 小原 重幸 昆 由香 岩手県政策地域部参事兼市町村課総括課長

〃 小野 和宏 阿部 正直 宮城県総務部次長

※鈴木 真実評議員は，平成31年1月25日辞任

４月 １日 理事の互選により，理事 伊丹 相治 を代表理事に選定した。

令和元年

５月１３日 平成３０年度決算監査（於：宮城県庁 阿部監事）

５月１４日 平成３０年度決算監査（於：岩手県庁 昆監事）

５月１６日 第１４５回東北六県管理・監督者研修（説明力・表現力向上コース）

５月１７日閉講 受講者２３名

５月２２日 第２４回東北六県ＯＪＴ指導者養成研修

５月２４日閉講 受講者１３名

５月２９日 第１３回理事会開催（於：東北自治総合研修センター）

第１号議案 平成３０年度事業報告について

第２号議案 平成３０年度決算及び特定資産取得・改良資金の積立につ

いて

第３号議案 平成３１（２０１９）年度補正予算について

第４号議案 任期満了に伴う理事の選任候補者について

第５号議案 第１３回評議員会の招集について

報 告 代表理事・常務理事の職務の執行状況報告について

そ の 他 任期満了に伴う代表理事・常務理事の選定について

６月 ４日 第５回東北六県研修企画・運営者研修

６月 ６日閉講 受講者１２名



６月 ６日 第５回東北六県研修講師養成研修

６月 ７日閉講 受講者１１名

６月１２日 第３３回東北六県接遇研修指導者養成研修

６月１４日閉講 受講者１１名

６月１４日 定款第19条に基づき，以下の事項について評議員への報告及び評議員会の決

議があったものとみなされた。

報 告 平成３０年度事業報告について

第１号議案 平成３０年度決算及び特定資産取得・改良資金の積立につ

いて

第２号議案 平成３１（２０１９）年度補正予算について

第３号議案 任期満了に伴う理事の選任について

そ の 他 平成３１（２０１９）年度事業経過報告について

役職名 退 任 者 就(重)任者 就 ( 重 ) 任 者 本職名

理 事 山本 高史 山本 高史 青森県総務部人事課総括主幹

〃 佐藤 義房 佐藤 義房 岩手県総務部人事課給与人事担当課長

〃 伊丹 相治 伊丹 相治 公益財団法人東北自治研修所長

〃 大浦 勝 大浦 勝 公益財団法人東北自治研修所事務局長

〃 進藤 隆男 進藤 隆男 秋田県自治研修所次長

〃 關 信彦 關 信彦 山形県職員育成センター副所長

〃 鈴木 浩二 鈴木 浩二 福島県総務部職員研修課長

６月１４日 理事の互選により 代表理事に 伊丹 相治 理事を

常務理事に 大浦 勝 理事をそれぞれ選定し重任した。

６月１９日 第１８回東北六県ＪＫＥＴ（公務員倫理）指導者養成研修

６月２１日閉講 受講者１５名

６月２４日 第１７回東北六県政策法務研修

６月２７日閉講 受講者１７名

７月 １日 第７回東北六県主任級職員研修

７月２６日閉講 受講者２４名

７月１１日 第９回東北六県ハラスメント防止指導者養成研修

７月１２日閉講 受講者３１名

８月 ６日 令和元年度研修事業検討委員会

出席者２１名

８月 ６日 第５２回研究会

８月 ７日閉会 出席者８６名

８月１９日 第２０４回東北六県中堅職員研修

１０月１８日閉講 受講者１６名



９月 ４日 第４９回東北六県行政課題研修

（人口減少・少子高齢社会の自治体政策コース）

９月 ６日閉講 受講者２５名

９月１８日 第５０回東北六県行政課題研修（公共施設のアセットマネジメントコース）

９月２０日閉講 受講者２２名

１０月 ２日 第５１回東北六県行政課題研修（地域経済活性化コース）

１０月 ４日閉講 受講者２０名

１０月 ９日 令和元年度東北自治総合研修センター運営協議会

１０月２３日 第２０５回東北六県中堅職員研修

１２月２４日閉講 受講者２２名

１１月 ７日 第１４６回東北六県管理・監督者研修（働き方改革マネジメントコース）

１１月 ８日閉講 受講者２５名

１１月２０日 第１４７回東北六県管理・監督者研修（危機管理コース）

１１月２２日閉講 受講者１４名

令和２年

１月 ８日 東北自治総合研修センター３機関合同特別講演（於：宮城県庁）

（第１５回セミナー） 出席者３８３名

１月１６日 第１４８回東北六県管理・監督者研修（マスメディア対応コース）

１月１７日閉講 受講者２２名

１月２２日 第１４回理事会開催（於：宮城県庁）

第１号議案 職員の給与に関する規程の一部改正について

第２号議案 寄宿舎規程の一部改正について

第３号議案 平成３１（２０１９）年度補正予算について

第４号議案 令和２年度事業計画について

第５号議案 令和２年度予算について

第６号議案 第１４回評議員会の招集について

報 告 代表理事・常務理事の職務の執行状況報告について

２月 ６日 第１４回評議員会開催（於：宮城県庁）

報告（１） 職員の給与に関する規程の一部改正について

（２） 寄宿舎規程の一部改正について

（３） 平成３１（２０１９）年度事業経過報告について

第１号議案 平成３１（２０１９）年度補正予算について

第２号議案 令和２年度事業計画について

第３号議案 令和２年度予算について

３月１９日 機関誌「東北自治第８６号」ホームページ掲載


