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平成 17年に設立した「荒川区職員ビジネス 

カレッジ（ABC）」は、区民の幸せのために、   

自らを高め磨きあう職員が集う荒川区の組織内 

大学です。 

区民の幸せを実現するための人材育成機関 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１年次は、各界の第一線で活躍されている方を講師としてお呼びして、政治・経済・環

境・まちづくりなど、幅広い教養を身に着けるための生きた講義を受講します。 

企業やＮＰＯ団体の代表、大学教授等、様々な分野から講師をお招きすることで、普段

の業務のみでは知ることのできない教養や価値観を身に付け、広い視野で物事をとらえる

力を養います。 

 受講生は各回の講義をレポートにまとめ、担当の幹部職員から講評を受けることで、受

講内容をフィードバックし、学びを深めていきます。 

 
２年次：ゼミ課程 

【受講生の声】 

各界の講師のお話を聴けたことで、自分の教養を広げる

ことができました。業務に直結するもののみならず、新

しい価値観の発見につながる講義もあり、充実した時間

を過ごせました。 

Ａ
 
１年次：教養課程 

‐Regular course‐ 

充実の２年間を送るABCのメインとなるコースです 

本科課程は、入庁１年目から係長級までの職員を対象とし、１年次は「教養課程」、２年次

は「ゼミ課程」、計２年間のプログラムで構成されています。毎年、多くの職員が入学を希望

し、受講者の合計は約８００名となりました（平成３０年度時点）。区民を幸せにするという

志を胸に、業務終了後、自己研鑚に励んでいます。 

２年次は、特定のテーマについて、教授・准教授（荒川区の部課長級職員）のもとで 

行政職員としての生き方や仕事の進め方などを学習します。少人数での実施によって、活

発な議論と深い学びを得ることができます。 

 

【受講生の声】 

他部署の方々と議論することを通して、それぞれの部署での苦

労や部署間での関わり方を知ることができました。ゼミ課程で

学んだ、新しい発見や見習うべき点を、自分の業務へも反映し

ていきたいです。 

★ゼミのテーマ例★ 

◆区民の幸せにつながる仕事をしよう 

◆地域を支える人を知る～区民目線の協働のあり方～ 

◆実務に使えるマニュアルづくり 

◆公共政策における『芸術文化振興』の果たす役割 



  

Ｃ Ｂ 

‐graduate course‐ 

管理職（部長級職、課長級職）、係長職を対象としたコースです 

 管理職や係長級職員を対象としたコースです。 

リーダーシップ論や組織経営、政策形成など組織 

の中核を担う職員に求められる能力を養います。 

 

【受講生の声】 

管理監督者として必要なリーダーシップは何かを学ぶ

ことができ、その後の組織運営を行う上で大変役立ちま

した。 

‐practical business course‐ 

専門分野に挑戦し実務能力をつけるコースです 

実務専門課程では、すぐに使える専門知識を得るための単発の講座から、資格の取得に

向けた勉強をしていくための連続の講座まで、様々な講座を開設しています。 

【受講生の声】 

私はFP３級合格対策試験講座を受講し、資格を取得しました。講座を

受講することで検定試験の効果的な対策ができたことはもちろんのこ

と、モチベーションの向上にもつながりました。触れる機会の少ない専

門知識を学び、教養の幅が広がったと感じています。 

★主な講座の例★ 

◆日本語検定合格対策講座         

◆福祉住環境コーディネーター養成講座   

◆中国語講座               

◆ハングル講座              

◆英会話講座               

◆自然感察指導員養成講座         

◆自治体法務検定合格対策講座       

◆防災資器材使用講座            

◆簿記検定合格対策講座          

◆サービス介助技術養成講座 

◆FP３級合格対策試験講座 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‐correspondence support course‐ 

ライフスタイルに合わせて、マイペースで学べる通信教育講座です 

職員の誰もが等しくABCに参加できる機会を作るため、ライフスタイルに合わせて 

学べる通信教育を開設しています。 

講座は、法律・経済から、パソコン、各種資格検定対策、語学など、多分 

野にわたり、多数の講座を用意しています。講座を修了した職員には区から 

受講料を半額助成し、職員の学びたいという姿勢を支援しています。 

 

 

★主な講座の例★ 

◆宅地建物取引士受験合格コース   ◆日商簿記検定受験合格 

◆はじめての日常中国語会話入門   ◆TOEICテスト各コース         

◆ＩＴパスポート試験合格講座        ◆仕事のスクラップ＆ビルド 

◆美しいことば・筆ペン・ボールペン ◆伝わる資料づくりのデザイン黄金ルール 

◆働き方・生き方改革講座 —実践ワーク・ライフバランス— 

見識を広げるための参考図書コースです 

職員の誰もが、自分を高めるために必要となる参考図書を活用して、勉強することが

できるライブラリコースを開設しています。 

‐Library course‐ 

Ｌ 

【受講者の声】 

年度毎に新しいコースも加わり、興味がある分野のコースも

たくさんあって、毎年受講しています。また、家や電車で自

分のペースで勉強できるので、とても役立っています。 

【受講生の声】 

業務に関する法律分野の図書を購入しました。 

職場でとても役立っていて、困ったときや調べ物をする

ときにいつも広げています。 

Ｄ Ｍ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成１７年４月  荒川区職員ビジネスカレッジ開学とともに本科課程   開講 

平成１９年５月  荒川区職員ビジネスカレッジ 実務専門課程      開講 

平成２１年６月  荒川区職員ビジネスカレッジ 大学院          開講 

平成２１年６月  荒川区職員ビジネスカレッジ 通信教育支援コース   開講 

平成２５年６月  荒川区職員ビジネスカレッジ ライブラリコース    開講 

            

 
 
荒川区は「区政は区民を幸せにするシステムである」を 

ドメイン（仕事の領域）に掲げています。 

区政を取り巻く社会経済状況が日々刻々と変化する中

で、区民の幸せを増やしていくためには、住民に最も身近な存在である基礎

自治体の職員が、区民の悩みや願いに応えていきたいという志を胸に、絶え

ず能力を磨き続ける、そしてそのことが高い志につながる「志と能力の好循

環」を図っていかなければなりません。 

多くの職員がＡＢＣで幅広い分野の教養や価値観を身に着け、柔軟な発想

力を養うことにより、荒川区役所全体に「志と能力の好循環」を巻き起こし

ていくことが、ＡＢＣの役割であると考えています。 

  西川 太一郎 理事長 
（荒川区長 特別区長会会長） 

                                            

 

１ やさしい朝の風を受け 笑顔で友と語り合う 夢のある街だから 

   温かい街だから この街が好き とても荒川が好き 

  From  the  Beginning 勇気をもって    From  the  Beginning 未来を築く 

  ABC ABC さあ行こう Hand-in-Hand 

 

2 流れる水は海となり はるかに遠く世界まで 希望乗せ船が行く 

   川面には光る波 この街のため 明日の荒川のため 

 From  the  Beginning 今日を見つめ  From  the  Beginning 理想を語る 

 ABC ABC この道を Step-by-Step 

 

「志と能力の好循環」～ＡＢＣ建学の精神～ 

From the Beginning

                                         

 

作詞 高野 政義 

作曲 上田 望 



 

 
  

（肩書は講演当時のもの、あいうえお順） 

あ 相田 紀夫氏（東京消防庁荒川消防署長） 

青田 容 氏（弁護士） 

青山 佾 氏（東京都人事委員会委員長、明治大学名誉教授、元荒川区教育委員長、元東京都副知事） 

秋山 義継氏（拓殖大学大学院地方政治行政研究科教授） 

  阿久戸光晴氏（聖学院大学理事長、荒川区不正防止委員会会長） 

  吾郷 進平氏（経済産業省産業技術環境局産業技術政策課長） 

  阿部 彩 氏（国立社会保障・人口問題研究所国際関係部第2室長） 

  阿部 智幸氏（東京商工会議所荒川支部事務局長） 

  天野 秀昭氏（NPOプレーパークせたがや理事、NPO日本冒険遊び場づくり協会副代表） 

  飯尾 潤 氏（政策研究大学院大学教授、荒川区顧問） 

五十嵐利一氏（いがらしクリニック院長） 

池田 守男氏（㈱資生堂相談役、東洋英和女学院理事長・院長） 

板橋純三郎氏（浦安市文化国際課長） 

市川 祐三氏（社団法人日本鉄鋼連盟専務理事、元経済産業省大臣官房審議官） 

市澤 成介氏（元気象庁予報課長、㈱ハレックス気象担当部長） 

  市原 健一氏（つくば市長） 

  伊藤 和明氏 (防災情報機構NPO法人会長) 

井上 淳 氏（日本チェーンストア協会専務理事、元ジェトロロンドンセンター所長） 

井上 裕之氏（愛知産業株式会社代表取締役会長、日本商工会議所特別顧問） 

入澤 幸 氏（特別区長会事務局次長） 

岩下 肇 氏（岩下法律専門事務所弁護士） 

岩間 範子氏（女子栄養大学名誉教授） 

  上田 清司氏（埼玉県知事） 

  上原  巌 氏（東京農業大学地域環境科学部森林総合科学科教授） 

内山 俊一氏 (地域経済産業審議官、前地方経済産業局関東経済産業局長) 

植野 正明氏（元東京都副知事） 

  卯月 盛夫氏（早稲田大学社会科学総合学術院教授） 

宇野 健司氏（大和総研上席研究員） 

江口 克彦氏（参議院議員、元株式会社PHP総合研究所代表取締役社長） 

恵美須文枝氏（母子保健研修センター助産師学校教務主任、荒川区顧問） 

大沢 国昭氏（元東芝テクノネットワーク㈱代表取締役社長） 

大下 政司氏（人事院人材局局長） 

大武健一郎氏（大塚ホールディングス㈱代表取締役副会長、元国税庁長官、荒川区顧問） 

大西 康弘氏（元神戸市生田消防署長・人と未来防災センター語り部） 

大軒 由敬氏 (朝日新聞社論説主幹) 

大橋 照枝氏（麗澤大学経済学部教授） 

大畑 悠喜氏（㈱いろどり取締役） 

大森 彌 氏（東京大学名誉教授、地域活性化センター全国地域リーダー養成塾塾長） 

小川 幸三氏（篠崎総合法律事務所弁護士） 

小田 啓二氏（特定非営利活動法人日本ガーディアン・エンジェルス理事長） 

小野田弘士氏（早稲田大学環境・エネルギー研究科准教授、㈱早稲田環境研究所取締役） 

か 梶原しげる氏（フリーアナウンサー、東京成徳大学経営学部講師） 

  桂  才賀氏（法務省矯正支援官、警視庁犯罪被害者支援室講師、落語協会会員） 

金井 昭雄氏（富士メガネ㈱会長、国連ナンセン難民賞受賞） 

金指 正雄氏（学習院大学特別客員教授、元日本経済新聞社論説顧問） 

河合 潔 氏（東京都青少年・治安対策本部長） 

川崎 一弘氏（釜石市教育委員会教育長） 

川並 利治氏（金沢星稜大学人間科学部教授） 

川淵 三郎氏（首都大学東京理事長・日本サッカー協会最高顧問、荒川区顧問） 

神﨑 愛子氏（公益財団法人シャンティ国際ボランティア会） 

菊地 修 氏 (日野市健全財政を考える会代表) 

城戸真亜子氏（荒川区観光大使、洋画家） 

木下 正信氏（首都大学東京健康福祉学部長、荒川区顧問） 

木村 俊昭氏（農林水産省大臣官房政策課審議官） 

  工藤 一嘉氏（日本大学教授、荒川区顧問） 

黒川 道子氏 (国際武道大学国際スポーツ文化学科准教授) 

  小池 寛治氏（荒川区顧問、帝京大学教授、元駐オランダ大使） 

  小出 治 氏（荒川区顧問、東京大学工学部都市計画学科教授） 

後藤 一彦氏（東京学芸大学講師 元第一日暮里小学校長） 

小林 敦子氏（荒川区教育委員、早稲田大学教授） 

小宮山 宏氏 (三菱総合研究所理事長 元東京大学総長) 

小室 明子氏（東京都オリンピック・パラリンピック準備局施設調整担当部長） 

近藤 賢二氏（内閣官房内閣審議官知的財産戦略推進事務局長） 

  近藤 民代氏（人と防災未来センター専門研究員） 

さ 齋藤 健 氏（埼玉県副知事） 

坂田 一郎氏（経済産業省経済産業政策局政策企画官、東京大学大学院教授、荒川区顧問） 

坂田 静香氏（NPO男女共同参画おおた理事長） 

坂本 光司氏（法政大学教授、法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長） 

坂本重太郎氏（荒川区顧問 元スペイン大使） 

佐々木克己氏（前首都高速道路㈱代表取締役社長） 

佐々木 洋氏（プロ ナチュラリスト） 

佐藤 俊信氏（尾瀬林業㈱代表取締役常務取締役） 

佐藤 安太氏（NPOライフマネジメント理事長、㈱タカラ創業者） 

佐藤 良美氏（東京23区清掃一部事務組合副管理者） 

志賀 徳壽氏（特別区人事・厚生事務組合副管理者） 

篠原 文也氏（政治評論家、元㈱テレビ東京解説委員、元日本経済新聞社政治部次長、荒川区顧問） 

島田 敏男氏（NHK解説委員） 

嶋津 昭 氏（財団法人地域総合整備財団ふるさと財団理事長） 

清水 隆彦氏（荒川区立第三中学校校長） 

清水 敏男氏（SHIMIZU ART OFFICE取締役） 

神野 直彦氏（関西学院大学人間福祉学部社会起業学科教授、東京大学大学院教授） 

末永 秀夫氏（弁護士、公益通報相談員） 

鈴木 晶子氏（公益財団法人シャンティ国際ボランティア会） 

鈴木 淳子氏（公益財団法人シャンティ国際ボランティア会） 

 鈴木賀津彦氏（東京新聞下町支局長） 

鈴木 靜雄氏（㈱リブラン会長） 

鈴木 孝男氏（中小企業基盤整備機構理事長、荒川区顧問） 

鈴木 正徳氏（中小企業庁長官） 

住吉 洋二氏（㈱都市企画公房代表、東京都市大学教授） 

関  千里氏（愛知学院大学経営学部教授） 

 

 

 

た 高橋 系一氏（学校法人道灌山学園理事長、医師） 

髙橋 利行氏（政治評論家、拓殖大学大学院客員教授、荒川区顧問） 

高野 照夫氏（荒川区教育委員、日本医科大学名誉教授、荒川区顧問） 

高野 登 氏（リッツカールトンホテル・カンパニー元日本支社長 人とホスピタリティ研究所） 

高柳 和江氏（㈱癒しと健康研究所、笑医塾塾長） 

瀧井 宏臣氏（ルポライター、元NHK社会部記者） 

瀧本 泰行氏（可処分時間研究会、一橋大学講師） 

武田 憲人氏（散歩の達人編集人） 

月尾 嘉男氏 (東京大学名誉教授） 

堤  修三氏（大阪大学大学院人間科学研究科教授、元社会保険庁長官） 

寺前 秀一氏（高崎経済大学地域政策学部教授、加賀市長） 

利根川弘衞氏（荒川区顧問、㈱東京インテリア家具代表取締役社長） 

冨岡 豊彦氏（麹町消防署警防課長、元消防救助機動部隊総括隊長） 

富永 一夫氏（NPOフュージョン長池理事長） 

鞆田 周一氏（関東財務局東京財務事務所長） 

な 永井 伸和氏（㈱今井書店グループ代表取締役会長） 

中沢 正夫氏（精神科医、元代々木病院副院長） 

中村 靖 氏（株式会社はとバス代表取締役社長） 

長島 忠美氏（衆議院議員、東洋大学理事長、旧山古志村村長） 

長堀 守弘氏（㈱ナガホリファウンダー会長、明治大学理事長） 

夏目 達也氏（名古屋大学高等教育センター教授、荒川区顧問） 

二村 保宏氏 (元東京競馬場㈱代表取締役、元下水道局長) 

根津 博俊氏（根津鋼材株式会社相談役） 

  根本 祐二氏（東洋大学大学院経済学研究科教授） 

  後出 豊 氏（日本ホテル株式会社元社長、相談役、元運輸省観光部長） 

は 橋本 康男氏（東京都市町村会事務局長） 

橋本 茂 氏（NPO日本防災士会事務統括） 

濱野 健 氏（品川区長） 

林  灯 氏（九州大学水素エネルギー国際協力センター教授） 

林  春男氏（国立研究開発法人防災科学技術研究所理事長、荒川区顧問） 

  早瀨 久美氏 (薬剤師) 

原田 治子氏（シルバー大学学長） 

  原  丈人氏（アライアンス・フォーラム財団会長） 

  平野 茂樹氏（(独)都市再生機構技術･コスト管理室参事） 

平山 修一氏（GNH研究代表幹事、JICA 専門家（地域開発促進：ブータン王国）） 

広井 良典氏（千葉大学法経学部教授） 

  藤田 慶三氏（玉川大学講師、元峡田小学校長） 

福井 威夫氏 (本田技研工業株式会社、元代表取締役社長) 

  二神 恭一氏（早稲田大学名誉教授） 

  古川貞二郎氏（元内閣官房副長官、元厚生事務次官、社会福祉法人恩賜財団母子愛育会会長、日本

防災士機構名誉会長） 

  星  一郎氏（心理学者、あらかわの心推進運動区民委員会副会長・幹事会幹事長） 

細野 哲弘氏（資源エネルギー庁長官、前特許庁長官） 

  本多 利夫氏（前鴨川市長、荒川区顧問） 

本間 朋子氏（都政新報社編集部記者） 

ま 前野 重雄氏（流体力学有限会社旭堂社長） 

孫崎 享 氏（防衛大学校教授、元イラン大使） 

増田 修治氏 (白梅学園大学子ども学部教授) 

増田 寛也氏 (㈱野村総合研究所顧問、元総務大臣、元岩手県知事)  

松島 茂 氏（東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授） 

松本 和子氏（女性ネットsaya-saya共同代表） 

松本 芳男氏（中央学院大学大学院特任教授） 

三井 泉 氏（日本大学経済学部教授） 

三田村秀人氏（衆議院安全保障調査室長、在ザンビア日本国大使館特命全権大使） 

宮崎和加子氏（社会福祉法人すこやか福祉会） 

宮端 清次氏（㈱はとバス元取締役社長、元東京都交通局長） 

宮本みち子氏（放送大学教養学部教授） 

村上 雅子氏 (国際基督教大学名誉教授) 

村上 和夫氏（立教大学観光学部教授、立教新座中学・高等学校校長、荒川区顧問） 

村木 茂 氏（東京ガス株式会社代表取締役副社長執行役員） 

村瀬 誠 氏（東邦大学薬学部客員教授、薬学博士） 

森尾 和彦氏 (ADEKA取締役 研究開発本部長) 

森川 正之氏（経済産業省経済産業政策審議官） 

森田 健作氏 (千葉県知事) 

森田 実 氏（政治評論家、コメンテーター） 

師岡 章 氏（白梅学園大学子ども学部子ども学科教授） 

や 柳田 邦男氏（ノンフィクション作家 評論家） 

  矢作 友良氏（内閣人事局内閣参事官） 

山岸 秀雄氏（NPOサポートセンター理事長） 

山崎 史郎氏（北海道顧問、元内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官） 

山田 拓実氏（首都大学東京健康福祉学部教授） 

山田 仁 氏（経済産業省商務情報政策局コンテンツ産業課長） 

山田 昌弘氏（元東京学芸大学教授、中央大学文学部教授、厚生省人口問題審議会・専門委員） 

山本 孝二氏（元気象庁長官、㈱ハレックス相談役、荒川区顧問） 

吉岡 知哉氏（立教大学総長・法学部教授） 

吉田 喜一氏（都立産業技術高等専門学校、荒川ｷｬﾝﾊﾟｽものづくり工学科教授） 

吉田 圭助氏（公益社団法人シャンティ国際ボランティア会） 

わ 和田 行男氏（東京都グループホーム連絡会事務局長） 

  渡辺 修 氏（石油資源開発社長、元通商産業事務次官、元日本貿易振興機構理事長） 

渡邉 泰弘氏（財団法人城北福祉センター理事長） 

若田部昌澄氏（早稲田大学政治経済学部教授） 
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