新 規 採 用 職 員 (前 期 )研 修

令和 2 年度
階層別研修

〔新規採用保育士及び保育教諭等を含む〕

オンライン
研
修
Ｒ２．８．２０

研修のねらい
公務の特性を理解し、公務員に求められる心構えや基礎知識、社会人として必要とされる基本的な知識や技能を
身につけます。また、日々の職務で即戦力として能力を発揮できる職員を目指します。
①地方自治法や公務員倫理を学び、公務員としての基礎力を高める。
②接遇・マナーの基本を身につけ、相手の立場に立った対応ができる能力を身につける。
③仕事を円滑に進めるためのコミュニケーションスキルを修得する。

日時

最大接続端末数

【第１回】
１日目：令和２年９月１８日（金）
２日目：令和２年９月２５日（金）
【第２回】
１日目：令和２年９月２９日（火）
２日目：令和２年１０月６日（火）
全日程 ９：３０～１６：３０

各回 ９５台

対象者
新規採用職員（保育士及び保育教諭等を含む。）
※ 新規採用保育士(前期)研修は、この研修に統合して
実施します。

※１ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本としま
すが、共用端末での参加も可能です。
※２ 研修１日目の前日（9/17 及び 9/28）の 13:00 から
16:30 までの間、ミーティングルームに接続できるように
しますので、テストをお願いします。パスワードは当日
のものと同一です。接続方法がわからない場合、ルー
ムに繋がらない場合は、研修センター(TEL 086-2454882)までご連絡ください。

申込締切
令和２年９月８日（火）
※ 申込はミーティングルームに接続する端末単位でお
願いします。詳しくは「参加要領」をご覧ください。

カリキュラム
１日目（第１回：９月１８日(金)、第２回：９月２９日(火)）
08:30～
09:30～09:35
09:35～10:05
10:05～12:00

ミーティングルームへ接続可（9:25 までに接続し参加してください。）
開講・オリエンテーション
研修センター事務局
開講にあたって
公益財団法人岡山県市町村振興協会
理事長 片岡 聡一（総社市長）
地方自治法の概要（前半）
弁護士 小林 裕彦 氏

12:00～13:00
13:00～14:30
14:30～14:40
14:40～16:30
16:30

〈昼休憩〉
地方自治法の概要（後半）
〈休憩〉
公務員倫理（地方公務員法）
終了

（小林裕彦法律事務所代表／平成 31 年度 岡山弁護士会会長）

弁護士 小林 裕彦 氏
研修センター専任講師 江見 冨美男

２日目（第１回：９月２５日(金)、第２回：１０月６日(火)）
08:30～

ミーティングルームへ接続可（9:25 までに接続し参加してください。）

09:30～12:00

接遇・マナー（前半）

12:00～13:00

〈昼休憩〉

13:00～14:00

接遇・マナー（後半）

14:00～16:30

仕事の進め方

16:30

終了

オフィスリファイン 桑田 朋美 氏

オフィスリファイン 桑田 朋美 氏

公務員基礎力を上げ、地方自治体についての今後を考える
令和 2 年度
階層別研修

新規採用職員（後期）研修

オンライン
研
修
Ｒ２．１１．２６

研修のねらい
公用文の基礎知識及びクレーム対応力を身につけるとともに、地方自治体の役割とあり方について考えます。
①実務に必要な公用文の基礎知識を身につける。
②クレーム対応技術の基本を学び、相手の立場に立った対応ができる能力を身につける。
③地方自治体の役割を理解し、今後求められる地方自治のあり方について考える。

日時

申込締切
令和３年１月１２日（火）

【第１回】
１日目：令和３年１月２５日（月）
２日目：令和３年１月２６日（火）
【第２回】
１日目：令和３年２月 １日（月）
２日目：令和３年２月 ２日（火）
全日程 ９：３０～１６：３０

※ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。

必ず機器の事前テストをお願いします
「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前

対象者

日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体

新規採用職員

に影響しますので、ご協力をお願いします。

募集人数

なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と

９５名（最大接続端末数）

同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望さ

※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします

れる場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡
ください。

が、共用端末での参加も可能です。

講師
「公文書の基礎」
「クレーム対応」
「地方自治体の役割とこれからの地方自治」

小 川 眞 澄 氏（一般財団法人公共経営研究機構 参与）
浅川由美子 氏（株式会社話し方教育センター 講師）
三 村 聡 氏（岡山大学地域総合研究センター長）

カリキュラム（予定）
8：30
9：30
9：40

12：00
（休憩）
13：00

16：30

1 日目
～ ミーティングルームへ接続可 ～
●開講・オリエンテーション
●講義
〇公文書の基礎（小川眞澄氏）
1 これまでの文書事務の振返り
2 事務文書
3 公文書作成の基本事項
4 公文書の文例
5 文書管理
6 法令用語
7
8
9
10
11
12

用字・用語
起案文書について
公文書作成【演習】
起案文書作成【演習】
より良い文書を作成するポイント
まとめ

9：30

12：00
（休憩）
13：00

2 日目
〇クレーム対応（浅川由美子氏）
1 自分を振り返ることの大切さ
2

クレーム対応の基本姿勢

3

クレーム対応の具体的スキル

4

さらにクレーム対応力を高めるために

14：30

〇地方自治体の役割とこれからの地方自治
（三村 聡氏）

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

すてきな保育士になるために！
令和 2 年度
階層別研修

新規採用保育士（後期）研修

オンライン
研
修
Ｒ２．１０．２８

研修のねらい
保育をめぐる課題も複雑化し、各保育施設が保育の質の向上に取り組むとともに、一人ひとりの職員が、主体的・協
働的にその資質・専門性を向上させていくことが求められています。そのためには、自らの保育を振り返り、保育内容
及び保育教材について理解を深めることが不可欠です。本研修では、子どもの主体性に 着目し「子どものやってみ
たい」を引き出す保育について、理論的・実践的に学ぶことを目的とします。

今までの自分自身の保育職務を振り返り、今後のあり方を考えます。
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

日時
令和３年１月１５日（金）

必ず機器の事前テストをお願いします

９：３０～１６：３０

1 月 14 日（木）の 15:00 から 16:30 までの間、ミーティング
ルームに接続できるようにしますので、ネットワーク、カメラ、
マイク及びスピーカーのテストをお願いします。パスワード
は当日のものと同一です。一部の不具合が研修全体に影
響しますので、ご協力をお願いします。接続方法がわから
ない場合、ルームに繋がらない場合は、研修センター(TEL
086-245-4882)までご連絡ください。

準備品（各自で受講会場へ持参してください）
筆記用具、新聞紙（朝刊１日分）、ハサミ、描画材（カ
ラーペン・クレヨン・色鉛筆など）
※ 当日の演習で使用します。

対象者

申込締切

新規採用の保育士

令和２年１２月２５日（金）

募集人数

※ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。

９５名（最大接続端末数）

講師
かしわ

柏

まり

氏 （岡山県立大学 保健福祉学科 教授）

幼稚園および保育所での勤務経験を経て保育者養成の道へ。
２０１１年４月から就実大学教育学部初等教育学科准教授として勤務、２０１６年４月からは、岡山県
立大学保健福祉学部福祉学科教授として教鞭をとっている。専門分野は乳児保育、就学前教育等
で、幼稚園・保育所・認定こども園におけるフィールドワークを中心に、乳幼児期の人間関係の研究、
幼児期の模範意識に関する研究、幼稚園教育課程および保育計画の編成に関する研究、男女共同
参画社会実現のための子育て支援に関する研究などを進めている。

カリキュラム（予定）
午前

8：45

～ ミーティングルームへ接続可 ～

9：30

●開講・オリエンテーション

9：40

●講義

午後

13：00

第二部：保育の内容の検討
講義＋演習

第一部：子ども主体の保育について
講義＋演習

16：30

●閉講・アンケート記入

12：00

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

おさえておきたい！自治体法務の根幹と組織力向上に結びつく報連相

令和 2 年度
階層別研修

一般職員初級（３年目）研修

オンライン
研
修
Ｒ２．９．２５

研修のねらい
仕事に関わる法体系の理解と、業務で使う基礎知識を習得します。また、日々の業務で成果を出すために仕事の
進め方について学びます。
①法制執務の基本を学び、適切な用字・用語、言い回しなどを使えるようになる。
②3 年目職員として求められる能力や役割を考え、所属における仕事の進め方を理解する。
③「問題解決力」や、「後輩への指示や上司への報連相」などのスキルを身につける。

日時

最大接続端末数

【第１回】
１日目：令和２年１１月１２日（木）
２日目：令和２年１１月１８日（水）
【第２回】
１日目：令和２年１２月 １日（火）
２日目：令和２年１２月１０日（木）
全日程 ９：３０～１６：３０

各回 ９５台
※１ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本としま
すが、共用端末での参加も可能です。
※２ 11 月 11 日（水）及び 11 月 30 日（月）の 15:00 から
16:30 までの間、ミーティングルームに接続できるように
しますので、テストをお願いします。パスワードは当日
のものと同一です。接続方法がわからない場合、ルー
ムに繋がらない場合は、研修センター(TEL 086-2454882)までご連絡ください。

対象者

申込締切

入職３年目の職員

令和２年１０月３０日（金）
※ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。

講師
「法制執務の基礎」

峯村 欣弘 氏（第一法規株式会社政策情報センター 法制執務担当部長）

「組織力を高めるための報連相」 窪田

司 氏（株式会社経済法令研究会 講師）

カリキュラム（8：45～ミーティングルームへ接続可）
1 日目

9：30
9：40

●開講・オリエンテーション
●講義
「法制執務の基礎」 (峯村欣弘氏)
第１ 条例と規則

12：00
（休憩）
13：00

2 日目

「組織力を高めるための報連相」(窪田 司氏)
１ タイムマネジメント、ロジカルシンキングについて
２ 部下力について

第２ 法とは

３ 報連相トレーニング （なぜ報連相が必要なのか）

第３ 法令用語

４ 総合演習

第４ 条例の方式

５ 全体の振り返り

第５ 条例の構造
16：30

第６ 条文の構成

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

上司を巻き込む力で仕事の効率 UP！

令和 2 年度
階層別研修

一般職員中級（７年目）研修

オンライン
研
修
Ｒ２．９．２５

研修のねらい
中堅職員としての役割を理解し、組織がうまく機能するための基本を再確認し、組織の中での仕事効率を向上させ
るための方法について学びます。
①７年目職員として求められる役割を理解し、組織に良い影響を与える仕事について理解を深める。
②立場・感情を理解し、自分自身と組織（チーム）の仕事効率を高めるスキルを身につける。
③中堅職員として必要となるリーダーシップを身につける。

日時

最大接続端末数

【第１回】令和２年１０月１９日（月）

各回 ９５台
※１ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本としま
すが、共用端末での参加も可能です。
※２ 10 月 16 日（金）の 15:00 から 16:30 までの間、ミーテ
ィングルームに接続できるようにしますので、テストをお
願いします。パスワードは当日のものと同一です。接
続方法がわからない場合、ルームに繋がらない場合
は、研修センター(TEL 086-245-4882)までご連絡くだ
さい。

【第２回】令和２年１０月２０日（火）
全日程 ９：３０～１６：３０
※１ この研修は、インターネットを使用したオンライン研
修となります。テレビ会議システム「Ｚｏｏｍ」を用います。
Ｚｏｏｍへの参加サイト（URL https://zoom.us/join）に
アクセスし参加してください。詳細については、別紙
「市町村職員等オンライン研修参加要領」をご覧くださ

対象者

申込締切

入職 7 年目の職員

令和２年１０月８日（木）
※ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。

講師
なかむら

中村

まさ ひろ

成博

氏 （株式会社経済法令研究会 講師）

日本マクドナルド勤務時代、楽しく働ける環境づくりを徹底し、都内で平均時給が一番低い店舗にも関
わらず、一番離職率の低い店舗となり、その事例がマクドナルド全店に紹介される。この考え・手法を
あらゆる業種・業態に講演・研修を通して広め、その実効性は評価が高く、持続的に意識し、行動に
繋がる研修を行っている。

カリキュラム（8：45～ミーティングルームへ接続可）
午前
9：30
9：40

●開講・オリエンテーション
●講義
１ 仕事の価値を高める
何のために働くのか？働く本質は？
働く上で大切な在り方

午後
13：00

３ 信頼が育まれるコミュニケーションの本質
コミュニケーションの本質
人間関係が良好な人の特徴
４ 今すぐ実践できる事例紹介
具体的な事例紹介

２ 仕事の質を高める
仕事の質を高める３つのポイント
リーダーになるために必要なこと
12：00
（休憩）

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

深く考え企画提案するチームリーダーになろう！

令和 2 年度
階層別研修

一般職員上級（10 年目）研修

オンライン
研
修
Ｒ２．９．２５

研修のねらい
１０年目職員としての役割と責任について理解し、上司の補佐から部下への指導スキル、政策形成の基本を修得し
ます。
①職場のチームリーダーとして自らの役割・心構えを認識する。
②問題解決力やフォロワーシップ力などのスキルを学び、実践できるようにする。
③政策形成の基本を理解し、業務を遂行できる能力を身につける。

日時

最大接続端末数

【第１回】令和２年１２月２１日（月）

各回 ９５台
※１ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本としま
すが、共用端末での参加も可能です。
※２ 12 月 18 日（金）の 15:00 から 16:30 までの間、ミーテ
ィングルームに接続できるようにしますので、テストをお
願いします。パスワードは当日のものと同一です。接
続方法がわからない場合、ルームに繋がらない場合
は、研修センター(TEL 086-245-4882)までご連絡くだ
さい。

【第２回】令和２年１２月２２日（火）
全日程 ９：３０～１６：３０
※

事前課題
別紙事前課題シートにご記入の上、12 月 15 日（火）まで
に研修担当者が取りまとめ後、ご提出ください。

対象者

申込締切

入職 10 年目の職員

令和２年１２月１０日（木）
※ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。

講師
たなか

田中

ひろし

浩

氏 （株式会社ヒロ・マネジメント 代表取締役）

食品卸売業の営業課長を経て、1997年に経営コンサルタントなどを対象に、問題解決、リーダーシッ
プ、目標管理等の研修や講演で活躍中。また、中小企業診断士として、企業の経営診断にも数多く
携わり、経営者の視点でリーダーの役割やあり方について、受講者自らが考え気づき行動を促せるよ
う指導を行っている。

カリキュラム（8：45～ミーティングルームへ接続可）
9：30
9：40

12：00
（休憩）

午前
●開講・オリエンテーション
●講義
１ 行動しながら深く考え続ける
２ チームリーダーの役割・心構え
(１)“守り”から”攻め”への転換
(２)自分のビジョンを考える
(３)ビジョン実現により、自分のモチベーシ
ョンを高める
３ チームリーダーとして期待されること
(１)周囲からの期待を考える

13：00

午後
３ チームリーダーとして期待されること（続き）
（２）フォロワーシップ（部下力）
（３）「後輩指導・育成力」の基本
（４）よくわかる職場の「問題解決力」
（５）地域の課題解決である「政策形成力」の基本
～環境分析の手法を学ぶ～
４ 総まとめ講義
自己革新の心構え

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

オンライン
研
修

職場マネジメントの実践!自立型リーダーをめざして

令和 2 年度
階層別研修

新 任 係 長 研 修

Ｒ２．９．２５

研修のねらい
係長級職員としての立場と役割を認識し、職場で必要なマネジメントの手法やクレーム対応方法を学びます。
①係長級職員としての立場と役割を確認する。
②職場マネジメントの手法を学び、実践する力を養う。
③リスクマネジメントの一環として、クレームの対応方法を身につける。

日時

最大接続端末数

【第１回】令和２年１０月２７日（火）

各回 ９５台
※１ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本としま
すが、共用端末での参加も可能です。
※２ 10 月 26 日（月）及び 11 月 9 日（月）の 15:00 から
16:30 までの間、ミーティングルームに接続できるように
しますので、テストをお願いします。パスワードは当日
のものと同一です。接続方法がわからない場合、ルー
ムに繋がらない場合は、研修センター(TEL 086-2454882)までご連絡ください。

【第２回】令和２年１１月１０日（火）
全日程 ９：３０～１６：３０

対象者

申込締切

係長級に昇任した職員

令和２年１０月１５日（木）
※ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。

講師
こむろ

小室

く に お

邦夫

氏 （一般社団法人日本経営協会 講師）

民間企業を経て箕面市に奉職。人事研修係長、秘書課長等を歴任。この間、大阪府職員研修
所に出向。箕面市退職後、ＮＰＯ法人ＣＳ神戸で、一年間起業研究員として研鑽。独立後ヒュー
マンスキル研究所を主宰。現在、認定ＮＰＯ法人 ＣＳ神戸理事を兼職。その他、龍谷大学政策
学部客員教授として公共政策や地方自治のあり方を研究している。

カリキュラム（8：45～ミーティングルームへ接続可）
午前
9：30
9：40

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

●講義

３ 職場マネジメントの実践
（１） 仕事力の向上

１ 自己を見つめる

① ＰＤＣＡサイクル

② 論理思考と柔軟思考

③ クレーム二次対応
２ 自治体を取り巻く状況

（２） 効果的な職場運営

（１） 時代トレンド
① ほんもの志向 ② リーダー像の変化

４ 明日からの実践

（２） まちづくりの今日的視点
① コンプライアンス

12：00
（休憩）

（１）自律リーダーをめざして

② ブランド力

① ミッション

② パッション

③アクション

③ プロデュース

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

オンライン
研
修

課題を先取りし、民意を反映する

令和 2 年度
階層別研修

新 任 課 長 補 佐 研 修

Ｒ２．９．２５

研修のねらい
管理職（経営の一員）としての意識と役割を認識し、マネジメント力を高めるとともに、政策形成や人材育成、職場活
性化について学びます。
①管理職としての立場・責務を理解し、職場風土を改善していく。
②環境変化に柔軟に対応できる政策形成能力を身につける。
③人材育成の考え方と手法を学び、部下育成に役立てる。

日時

最大接続端末数

【第１回】令和２年１１月５日（木）

各回 ９５台
※１ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本としま
すが、共用端末での参加も可能です。
※２ 11 月４日（水）の 15:00 から 16:30 までの間、ミーティ
ングルームに接続できるようにしますので、テストをお
願いします。パスワードは当日のものと同一です。接
続方法がわからない場合、ルームに繋がらない場合
は、研修センター(TEL 086-245-4882)までご連絡くだ
さい。

【第２回】令和２年１１月６日（金）
全日程 ９：３０～１６：３０

対象者

申込締切

課長補佐級に昇任した職員

令和２年１０月２３日（金）
※ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。

講師
うらの

浦野

ひでかず

秀一

氏 （有限会社あしコミュニティ研究所 代表取締役）

大学卒業後、埼玉県川口市役所に入職。研修人事、議会、広報、企画などの部門を経験される
かたわら、全国各地の地域振興の取り組みを調査。平成 4 年に川口市役所を退職後、あしコミュ
ニティ研究所を設立。まちづくり、政策形成、広報、観光など、幅広い分野で講演や指導、執筆活
動などで活躍。

カリキュラム（8：45～ミーティングルームへ接続可）
午前
9：30
9：40

12：00
（休憩）

●開講・オリエンテーション
●講義
１ 課長補佐＝管理職の意識と役割

午後
13：00

５ 課長補佐は、「職場研修」の責任者
＝職場を活性化しつつ人材を育成するに
は？

２ 職員のどんな能力を指導・育成するか
＝政策能力

６ 伝わらなければイミがない
＝住民と行政とのコミュニケーション

３ 今、なぜ政策能力が問われるのか
＝行政をとりまく環境の変化

７ 課長補佐に求められる“議会との対応”

４ 地方自治新時代における行政経営
＝激動期にある地方行政

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

部下を育て総力を結集できる管理職を目指す！！

令和 2 年度
階層別研修

新 任 課 長 研 修

オンライン
研
修
Ｒ２．９．２５

研修のねらい
管理職としての役割を改めて認識し、組織目標を達成するためのマネジメント、部下育成に必要となるスキルを学び
ます。
①管理職としての立場や役割を再認識し、効果的な組織マネジメントを学びます。
②部下が主体的に行動できるように導く効果的な説明・説得スキルを身につけます。

日時

最大接続端末数

【第１回】令和２年１１月１６日（月）

各回 ９５台
※１ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本としま
すが、共用端末での参加も可能です。
※２ 11 月 13 日（金）及び 12 月 24 日（木）の 15:00 から
16:30 までの間、ミーティングルームに接続できるように
しますので、テストをお願いします。パスワードは当日
のものと同一です。接続方法がわからない場合、ルー
ムに繋がらない場合は、研修センター(TEL 086-2454882)までご連絡ください。

【第２回】令和２年１２月２５日（金）
全日程 ９：３０～１６：３０

対象者

申込締切

課長級に昇任した職員

令和２年１１月５日（木）
※ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。

講師
せんな

千名

た か し

貴志

氏 【株式会社話し方教育センター 講師（代表取締役会長）】

1981 年、ＩＴ企業に入社。システムエンジニアとして勤務。1993 年に株式会社話し方教育センター
講師養成講座終了・講師資格取得試験合格、講師登録。専門は、リーダーシップ、人事評価、指
導スキル、折衝・交渉など広く全国の自治体、企業、福祉団体等の集合研修で登壇している。

カリキュラム（8：45～ミーティングルームへ接続可）
午前
9：30
9：40

12：00
（休憩）

●開講・オリエンテーション
●講義
１ 指揮命令と報・連・相
情報共有への認識
指揮命令が円滑に行き渡らないケース
と原因
受発信の双方から見る「報・連・相」の
ギャップ
２ 実効性のある指示の仕方
効果的な指示の出し方
指示が劣化してしまう理由

午後
13：00

３ 部下に腹落ちさせる、説明スキル
理解を引き出す基盤
効果的な説明のポイント
４ 部下をひっぱる説得スキル
説得と自発意思
人を動かす説得の条件
５ 人を動かせる管理者であり続けるために
話すことに責任を持つ
人との問題はまず自分を顧みる

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

条例、条文の用語を理解して公務員力を高めよう！

令和 2 年度
職能別研修

法制執務（基礎）研修

オンライン
研
修
Ｒ２．１０．２８

研修のねらい
憲法や法令と条例の関係、法体系、法形式、条例の基本構造などを理解し、条例起案のための基礎的知識を修
得します。
①法制執務の基本や法の仕組みを理解する。
②条文の構造と各部分の名称や意義を理解し、適切な用字・用語、言い回しなどを使え
るようになる。

日時

申込締切

令和３年１月２２日（金）
９：３０～１６：３０

対象者
全職員

令和３年１月８日（金）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

必ず機器の事前テストをお願いします
募集人数
９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

講師
みねむら

峯村

よしひろ

欣弘 氏 （第一法規株式会社政策情報センター 法制執務担当部長）
第一法規株式会社へ入社後、編集局へ配属される。平成元年から自治体法制執務研修の講
師業務を担当、現在は第一法規政策情報センター法制執務担当部長を務める。全国の自治
体において、「法制執務研修」及び「政策法務研修」講師、併せて市区町村の条例・規則等の
制定、改廃に伴う疑義・質問事項等についてのアドバイザーも務める。

カリキュラム（予定）
午前

8：45
9：30
9：35

12：00

～ ミーティングルームへ接続可 ～
●開講・オリエンテーション
●講義
Ⅰ法制執務について
１ 総説
２ 立法政策
３ 立法技術
Ⅱ法の仕組み
１ 法体系
２ 法形式

午後

13：00

Ⅲ条例・規則概論
１ 自治立法
２ 条例・規則について
Ⅳ条例・規則の立案方式
１ 総説
２ 新制定の形式
３ 一部改正の形式
４ 一部改正の主な原則

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

契約法・債権法等の基礎について学べる

令和 2 年度
職能別研修

地方公務員のための民事法研修

オンライン
研
修
Ｒ２．１０．２８

研修のねらい
民法の考え方をはじめ、契約、債権、物権など、自治体業務に関わりの多い内容について理解を深めます。
※民法改正の要点も学べる研修です。
①民事法の基本から実施の事例における活用の方法や考え方を学ぶ。
②法律の解釈の仕方を順序立てて考えられるようになる。

日時

③
令和３年１月２０日（水）
９：３０～１６：３０

申込締切
令和３年１月８日（金）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

対象者
全職員

必ず機器の事前テストをお願いします

募集人数
９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

講師
たかとり

鷹取

つかさ

司 氏 （鷹取法律事務所 弁護士）
昭和 60 年に弁護士登録。
以降以降、交通事故等の損害賠償や行政訴訟、労使問題、その他民事全般について、様々な
事案に弁護士として関わる。

カリキュラム（予定）
8：45
9：30
9：35

12：00

午前
～ミーティングルームへ接続可～
●開講・オリエンテーション
●講義
第１講 はじめに（民事法の考え方）
1 法的効果の付与
2 法的効果は何に付与されたか
第２講 契約の基礎
1 契約とは
2 契約の拘束力
3 契約の解消
4 危険負担
第３講 債権と物権
１債権
2 物権
３債権面と物権面

13：00

16：30

午後
第４講 不動産と動産の法律関係の基礎（物権法）
1 不動産と動産
2 不動産と登記
3 動産と即時取得
第５講 主な契約（債権法）
1 財産権の移転を内容とする契約
2 財産の利用を内容とする契約
第６講 時効
1 消滅時効
2 取得時効
3 時効の完成猶予（中断）

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

実践!答弁書作成と議会答弁

令和 2 年度
職能別研修

オンライン
研
修

議 会 対 応 研 修

Ｒ２．１０．２８

研修のねらい
議会の役割や議員との関係を理解するとともに、議会答弁書作成のポイントや答弁のスキルについて学びます。
①地方議会の役割や関係を理解する。
②聞き手の立場に立った答弁書の作成方法や、実務で使える答弁スキルを学ぶ。

日時

申込締切

令和３年１月１３日（水）
９：３０～１６：３０

対象者
監理・監督職員※係長級以上の職員
③

募集人数
９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

令和２年１２月２５日（金）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

必ず機器の事前テストをお願いします
「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

講師
たじか

田鹿

とし ひろ

俊弘

氏 （一般社団法人日本経営協会 専任講師）

大学卒業後、草津市役所へ入庁。法制事務を担当したのち 2 年間滋賀県へ出向。その後は総務
課、社会福祉課、財政課等に勤務し、平成 14 年に議会事務局次長となり、議会改革にあたる。平
成 20 年に退職後、（一社）日本経営協会専任講師となる。公務員倫理や議員向け研修、議会答
弁などを専門としている。

カリキュラム
8：45
9：30
9：35

12：00

午前
～ミーティングルームへ接続可～
●開講・オリエンテーション
●講義
１ 地方議会の役割
２ 議会の法的位置づけ
<講義と意見交換>
３ 職場のマネジメント
４ 議員との関係<講義と意見交換>
５ 答弁書の作成
（1）質問事項の取材
（2）答弁書の作成

13：00

16：30

午後
６ 委員会での答弁
・先ず、誠意を持って聴くことから始まる
・日常業務の延長であることを意識する
・声の大きさ、口調、姿勢、視線等のインストラ
クション能力の重要性

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

相手に伝わらない文章の理由が分かる

令和 2 年度
職能別研修

オンライン
研
修

伝わる!文章力向上研修

Ｒ２．１０．２８

研修のねらい
だれが読んでもわかりやすく、読みやすい文章に共通した理論を理解することにより、読み手に対して書き手の意図
や考えを的確に伝えることができる文章力の向上を目指します。
➀「論理」を理解し、人の思考形式や法則について学ぶ。
➁わかりやすい文章の構造を理解し、相手に伝わる文章の作成につなげる。

日時

申込締切

令和３年１月２８日（木）
９：３０～１６：３０

対象者
全職員

令和３年１月１５日（金）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

必ず機器の事前テストをお願いします

募集人数
９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

講師
たはら

田原

け い こ

圭子

氏 （一般社団法人日本経営協会講師）

1988 年大阪外国語大学（現大阪大学）外国語学部ロシア語科卒業
2010 年関西学院大学大学院言語コミュニケーション文化研究科修了
1988 年大同生命保険相互会社（現大同生命保険株式会社）入社
1997 年同社退社
1997 年 L．C．研究所設立、（一社）日本経営協会講師

カリキュラム（予定）
午前

8：45
9：30
9：35

12：00

～ ミーティングルームへ接続可 ～
●開講・オリエンテーション
●講義
<<アイスブレイク>>
１ 「論理」を理解するために
（１）理論はムズカしくない
（２）言葉と理論（論理的になるための３つ
のポイント）
（３）論理の組み立て
２ わかりやすい文章とは
（１）「理由」？「言い訳」？
（２）ものごとを説明する際の大原則
（３）事前課題チェック

午後

13：00

３ 文章作成にあたって
（１）文章の構造
（２）段落にも作法がある
（３）表現と表記のチェックポイント
４ 文章作成演習
「ＰＲ文書、チラシ等作成」
まとめ

16：00

●質疑応答

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

公文書を正しく理解し、業務をスムーズに！

令和 2 年度
職能別研修

自治体職員のための文書事務研修

オンライン
研
修
Ｒ２．１０．２８

研修のねらい
公文書の基礎を学び、公文書作成に係る法務知識を理解することを通じて、文書事務能力の向上を目指します。加
えて、公文書（起案文書）作成のための技能を習得します。
①自治体職員として知っておくべき公文書の基礎知識及び文書事務を学ぶ。
②公文書作成に関する法務知識を学び、適正な文書事務について理解する。
③公文書作成の演習を通じて、作成能力の向上を図る。

日時

申込締切

令和２年１１月２４日（火）
９：３０～１６：３０

令和２年１１月１１日（水）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

対象者
一般職員※概ね入職 10 年未満の職員

必ず機器の事前テストをお願いします

募集人数
９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

講師
おがわ

小川

ますみ

眞澄 氏（一般財団法人公共経営研究機構 参与）

1984 年茨城県神栖町（現神栖市）に入庁。企画部、職員課、政策企画課を経て、2011 年に退
職。退職後は、行政書士事務所（小川法務事務所）を開業する。法律系の研修（行政法、民法、地
方自治法、政策法務）を得意とする一方、自治体職員としての実務経験や学びにより、問題発見・解
決、業務改善、人事評価、起案文書作成等の実務的な研修の指導に当たっている。また、法令遵
守や社会的役割について意識付けを行うなど、社会的な視点から自治体職員の能力と意欲の向上
を目指している。全国各地で研修講師として活躍中であり、県内では、当協会を含め新見市、赤磐
市、瀬戸内市で実績あり。

カリキュラム（予定）
午前
8：45
9：30
9：35

12：00

～ミーティングルームへ接続可～
●開講・オリエンテーション
●講義
1 これまでの文書事務の振返り【導入事
例】
２ 事務文書についての再確認
３ 文書管理について
４ 法務知識について
５ 起案文書について

午後
13：00

６ 公文書作成【演習】
７ 住民にわかりやすく伝わる文書作成について【講
義】
８ まとめ

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

マニュアル作成で業務の見直しと改善！

令和 2 年度
職能別研修

業務マニュアル作成研修

オンライン
研
修
Ｒ２．１０．２８

研修のねらい
マニュアル化によって職場や個人が得られるメリットを理解し、マニュアル作成の考え方や具体的手法の習得を図り
ます。
①マニュアル作成の基本知識と種類別のポイントを習得する。
②自らの業務を踏まえ、マニュアル作成の演習を実施し、初めての人にもわかりやすいマニュアル
へ仕上げていく。
③組織的なマニュアル作成・活用の計画を立てる。

申込締切

日時
令和３年１月２９日（金）
９：３０～１６：３０

対象者
全職員

令和３年１月１５日（金）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

必ず機器の事前テストをお願いします

募集人数
９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

講師
おおつぼ

大坪

ひろ たみ

浩民

氏 （株式会社インソース 講師）

1998 年 社会保険庁に入庁後、健康保険給付の審査・支払い業務に従事。
2008 年全国健康保険協会に入社後は、企画総務グループで人事全般や職員の研修企画に携わる。明文化さ
れていなかったノウハウを文章にして伝えることに尽力された。2010 年から現職。問題解決や業務改善研修を専
門に、全国各地の自治体等登壇実績がある。

カリキュラム（予定）
午前

8：45
9：30
9：35

12：00

～ ミーティングルームへ接続可 ～
●開講・オリエンテーション
●講義
１ 求められるマニュアルとは
２ マニュアル作成のねらい
（１）マニュアル作成のねらい
（２）マニュアル作成と業務改善の関係
（３）良いマニュアルの条件 ～継続して活用で
きるために
（４）マニュアルの種類
３ マニュアル作成の手順
４ マニュアル作成の進め方の検討・決定
（１）マニュアル作成の具体的な目的（効果・狙
い）を考える
（２）媒体の検討・決定
（３）マニュアルの様式の検討・決定
（４）マニュアルの構成
（５）作業量・スケジュールの検討・決定

午後

13：00

５ マニュアル対象業務の洗い出し～目次の作成
（１）マニュアル構成の基本型
（２）マニュアル化する業務 ～自組織・自部署の業
務を整理する
６ マニュアル作成の実際
（１）チェックリスト型書式のポイント
（２）業務仕様型書式（フロー型）のポイント
（３）リファレンス（ＦＡＱ）型書式のポイント
７ マニュアルの書き方
（１）マニュアルに望まれる文章構成
（２）求められる記載方法
（３）文章におけるポイント
８ まとめ

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

１から学ぶ地方財政のキホン

令和 2 年度
職能別研修

オンライン
研
修

地方財政入門研修

Ｒ３．１．１２

研修のねらい
地方財政制度及び財務会計制度の概要を学び、自らの業務との関連をしっかり把握します。
➀地方財政制度の意義や仕組み、国と地方の関係など、地方財政制度の概要を学ぶ。
②予算編成・予算管理から予算の執行手続きについて、財務会計の全体像や流れを理解する。

日時

申込締切

令和３年３月３日（水）
９：３０～１６：３０

令和３年２月１７日（水）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

対象者
全職員

必ず機器の事前テストをお願いします

募集人数

「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 人 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

講師
ひぐち

樋口

み ち お

満雄

氏 （一般社団法人日本経営協会 講師）
1975 年、国分寺市に入職。会計課・財政課・職員課課長補佐、介護保険課長、政策経営課
長を経て、3 年間政策部長を務める。退職後、国分寺市副市長に就任。退任後独立し、現在
に至る。「自治体の契約事務」「新任担当者のための公有財産管理」「コンプライアンス」など、各
種研修・セミナーの講師を務める。

カリキュラム（予定）
午前
8：45
9：30
9：35

12：00

～ ミーティングルームへ接続可 ～
●開講・オリエンテーション
●講義
１ 地方財政と財務会計制度を理解する必
要性
２ 地方財政制度と財務会計制度の関係
３ 地方財政の現状と課題
４ 国と自治体の関係
５ 地方財政制度の骨格
６ 財務会計制度の体系・財務の範囲
７ 財務会計制度に関する機関

午後
13：00

８ 自治体財務の基本原則
９ 自治体における出納機関の役割
１０ 自治体の予算制度
１１ 自治体の決算制度
１２ 収入事務の基本
１３ 支出事務の基本
１４ 契約事務の基本
１５ 財産管理事務の基本
１６ 職員の賠償責任と不正防止対策

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

自分の業務の背景にある法律を知る！！

令和 2 年度
職能別研修

地方自治法（基礎）研修

オンライン
研
修
Ｒ２．９．２５

研修のねらい
地方自治法の基礎を学び、自らの業務の法的背景を改めて認識することで、地方自治法が実務にどう関係してい
るかを理解します。
①地方自治法を学ぶことで、自治体の業務が自治法に基づいていることを理解する。
②地方自治制度を理解し、業務に役立てる。

最大接続端末数

日時
令和２年１０月２２日（木）

各回 ９５台
※１ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本としま
すが、共用端末での参加も可能です。
※２ 10 月 21 日（水）の 15:00 から 16:30 までの間、ミーテ
ィングルームに接続できるようにしますので、テストをお
願いします。パスワードは当日のものと同一です。接
続方法がわからない場合、ルームに繋がらない場合
は、研修センター(TEL 086-245-4882)までご連絡くだ
さい。

９：３０～１６：３０

対象者
一般職員※概ね入職 10 年未満の職員

申込締切
令和２年１０月８日（木）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

講師
まつむら

松村

すすむ

亨

氏 （株式会社ぎょうせい 講師/名古屋学院大学法学部 教授）

1984 年三重県四日市市役所に入庁。数回の異動を経験するが、二十数年間法務を担当す
る。その後、総務課長、総務部次長、会計管理者を経て、2018 年 3 月に退職。同年 4 月から
名古屋学院大学法学部教授となる。
自治体契約制度や地方自治法などの講師として、市町村アカデミーや全国市町村国際文化研
修所など全国の市町村で活躍している。著書として、「基礎から学ぶ 入門地方自治法（ぎょうせ
い）」、「地方公務員のための法律入門（ナカニシヤ出版）」など多数。

カリキュラム（8：45～ミーティングルームへ接続可）
午前
9：30
9：35

●開講・オリエンテーション
●講義
１ 地方制度の基礎

午後
13：00

６ 自治行政権
７ 公の施設

２ 地方公共団体

８ 自治財政権

３ 国と地方公共団体、市町村と都道府県と

９ 地方公共団体と契約

の関係

10 事例演習

４ 地方公共団体の組織

12：00
（休憩）

５ 住民の自治権

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

時代の変化に伴う自治体サービスのあり方と見直し

令和 2 年度
職能別研修

事業のスクラップ&ビルド研修

オンライン
研
修
Ｒ２．１０．２８

研修のねらい
事業のスクラップと再配分・再構築の必要性を考え、既存の事業について、将来を見据えた見直しを行う力を養います。
➀事業のスクラップが進まない背景と進めることの必要性を理解し、事業のスクラップを実行しなけれ
ばならない理由と留意点について学びます。
②事業のスクラップ・再構築についての失敗や実現できなかった理由を事例をもとに考えます。
➂時代の変化と関連した行政サービスの分類と変化を理解し、具体的行動の実践につなげていきま
す。

日時

申込締切

令和２年１２月１７日（木）
９：３０～１６：３０

対象者
全職員

令和２年１２月７日（月）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

必ず機器の事前テストをお願いします
募集人数
９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

講師
ひぐち

樋口

み ち お

満雄

氏 （一般社団法人日本経営協会 講師）

1975 年、国分寺市に入職。会計課・財政課・職員課課長補佐・介護保険課長、政策経営課
長を経て、3 年間政策部長を務める。退職後、国分寺市副市長に就任。退任後独立し、現在
に至る。「自治体の契約事務」、「新任担当者のための公有財産管理」「コンプライアンス」など、
各種研修・セミナーの講師を務める。

カリキュラム（予定）
午前

午後

8：45

～ ミーティングルームへ接続可 ～

13：00

9：30

●開講・オリエンテーション

５ 事例紹介

9：40

●講義

６ 時代の変化とサービスの見直し実践

<< アイスブレイク >>

４ 行政改革の現在までの取組

７ まとめ

１ 事業スクラップ等の必要性
２ 財政逼迫要因と人口構造問題
３ 事業のスクラップ等の適正な視点・配慮
12：00

すべきポイント

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

オンライン
研
修

企画立案から企画書作成までの流れを学ぶ

令和 2 年度
職能別研修

企画力をアップしよう研修

Ｒ２．１１．２６

研修のねらい
企画の前提となる考え方や、企画立案に役立つ本質的な思考と技術を学び、企画能力の向上を目指します。
①企画する前提となる考え方を理解します。
②企画立案に使える考え方やスキルを身につけます。
③1 枚企画書のポイントを学び、企画内容をまとめるコツを掴みます。

日時

申込締切

令和３年２月４日（木）
９：３０～１６：３０

令和３年１月２２日（金）
※１ 申込は参加者ごとにお願いします。詳しくは「参加要
領」をご覧ください。
※２ 参加者が 20 名未満の場合は、研修を中止すること
があります。

対象者
全職員

必ず機器の事前テストをお願いします

募集人数
９５人（最大接続端末数）
※ 個別端末（受講者 1 名 1 台）での参加を基本とします
が、共用端末での参加も可能です。

「https://zoom.us/test」からテストミーティングに参加し、ネ
ットワーク、カメラ、マイク及びスピーカーのテストが行えま
す。任意の日時に単独で行えますので、必ず研修日の前
日までに行っておいてください。一部の不具合が研修全体
に影響しますので、ご協力をお願いします。
なお、テスト方法がわかかない場合や、研修当日(本番)と
同じミーティングルームへの事前接続テストを特に希望され
る場合は、研修センター(TEL086-245-4882)までご連絡く
ださい。

講師
きたの

北野

きよてる

清晃 氏（一般社団法人日本経営協会 講師）
大学院を修了後、都市計画コンサルティングに入社。自治体の計画策定業務やまちづくりワーク
ショップの企画運営に携わる。その後、人材育成を支援する公益法人に入職。企業や自治体の
研修やセミナー、シンポジウム、委員会等の企画業務に８年間従事する。同社退職後、中小企
業支援に取り組むとともに、京都大学大学院にて、経営学やエスノグラフィー等の観察手法を学
ぶ。現在は、組織デザイン、サービスデザインの研究活動に取り組むとともに、企業や自治体に
て研修/ワークショップの企画、講師/ファシリテーターとして活躍している。

カリキュラム（予定）
午前

8：45
9：30
9：35

～ミーティングルームへ接続可～
●開講・オリエンテーション
●講義
１ はじめに
（１）学習目標と進め方
（２）アイスブレイク

午後

13：00

４ 企画に役立つ“技術（道具）”
（１）論理的技術の本質
（２）MECE＆ロジックツリー
５ 企画実践演習
（１）問題解決のステップ
（２）ケーススタディ
（３）発散と収束のプロセス
（４）１枚企画書
（５）フィードバック

２ 企画の前提
（１）企画とは、問題と課題
（２）組織内での企画の前提
（３）論理的思考と直感的思考

６ まとめ・ふりかえり
３ 企画に役立つ“思考”
（１）思考と技術を混同しない
（２）ゼロベース思考
（３）仮設思考
12：00

16：30

●閉講・アンケート記入

(公財)岡山県市町村振興協会研修センター

オンライン開催

令和２年度れじょんセミナー

コロナ禍における

職場のメンタルヘルス対策
講師
関西福祉大学 教授
今般の新型コロナウイルス感染拡大に
独立行政法人 労働者健康安全機構
より、自治体職場では、公共サービスを維
岡山産業保健総合支援センター 相談員
持するための通常業務に加え、感染の危
険を伴う業務や各種給付金の申請・給付
医学博士
労働衛生コンサルタント
等への対応などに追われ、心身への負担
か
つ
だ
よ し あ き
が増大している状況です。それに加え、日
常生活においても、外出自粛による孤立、
学校等の休校による家庭環境の変化、感
染による誹謗中傷への恐怖など抱える不
安は多岐に及びます。
９:30 開会挨拶
これらの課題を抱える中で、管理・監督 ９:35 講演 『コロナ禍における職場のメンタルヘルス対策』
職員等が、職場の不調者を早期に発見し
新型コロナウイルス感染症の流行により、さまざまなメンタルヘ
対応していくための方法について学び、
ルスの問題が報じられています。うつ・孤独・トラウマ・差別・
コロナ禍における職場のメンタルヘルス
誹謗中傷などの事象が起こるメカニズムと、職場の対策として何
対策について理解を深めます。
をすれば良いのか。新型コロナウイルス感染症について知ってお

勝田 吉彰 氏

くべき最新情報とともにお話しいただきます。

11:00

質疑応答

11:15

閉会

■日時

■講師経歴

２/８

1986 年～

川崎医科大学医学部卒業

川崎医科大学精神科医局入局

1994 年～ 外務省医務官（スーダン・フランス・セネガル等に勤務）
2006 年～ 近畿福祉大学（現 神戸医療福祉大学）教授

（月） 2012 年～
資

関西福祉大学教授

格：精神保健指定医、日本医師会認定産業医、

９：３０～１１：１５

日本渡航医学会認定医療職

■対象者
岡山県内市町村長、副市長村長、教育長、管理・監督職（係長級以上）及び労働安全衛生担当者等

■募集人数
３００人（最大接続端末数９５台）
■申込締切
令和３年１月２８日（木） ※お申し込みは、各市町村の研修担当者経由でお願いします。
■問い合わせ
公益財団法人岡山県市町村振興協会研修センター
〒700-0975 岡山市北区今２－２－１

担当

中村

TEL：086－245－4882

FAX：086－245－4421

Email：kensyu@shinko-okayama.jp

