平成２８年度 階層別研修

新規採用職員（前期）研修
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
能を身に付けるとともに、チームワーク意識を身に付け、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。
この宿泊研修は、岡山県内市町村の新規採用職員が一堂に集まり、寝食を共にしながら学ぶ
機会です。自治体職員として求められる「心構え」
「基礎知識」
、共同生活や各活動を通じて
「自主性」
「協調性」を身につけ、同期との「絆」を深めてください。

日時

対象者/定員

平成 28 年 4 月 13 日（水）～15 日（金）

新規採用職員１９０名（予定）

９：３０開講（８：３０から受付開始）
申込締切日

場所
サントピア岡山総社
総社市秦 1215 番地 ☎0120-310-126

平成２８年３月２５日（金）
【年齢と性別、新卒・既卒も併せて入力してください。】

カリキュラム
■１日目

４月１３日（水）

9:30

開講・オリエンテーション

研修センター事務局

9:45

公務員倫理

研修センター

11:30

自治体の人材育成

研修センター事務局

13:00

人権

元県立岡山盲学校教頭

14:15

地方自治制度入門

研修センター事務局

15:15

未定

瀬戸内市役所

16:30

グループづくり

研修センター事務局

18:30

レクリエーション

■２日目
9:00

文章力入門

冨美男

竹内

隆明

（株）話し方教育センター

接遇・マナー

18:30

グループワーク（私のまちのＰＲ）

9:00

松井

江見

昌彦

氏

氏

４月１４日（木）

13:00

■３日目

専任講師

遠山 法子 氏

他2名

研修センター事務局

４月１５日（金）
これからの地方自治

岡山大学地域総合研究センター

10:45

先輩職員に学ぶ

市町村職員

12:45

市長講話

井原市長

13:30

仕事の進め方

（株）経済法令研究会

16:00

退所式・記念撮影

研修センター事務局
公益財団法人岡山県市町村振興協会

瀧本

豊文

研修センター

教授

三村

氏
川北

麻紀

氏

聡

氏

平成２８年度 階層別研修

新規採用保育士研修
研修のねらい
保育士の使命（ミッション）と心構え、保育を取り巻く環境変化を学び、業務遂行上必要な接遇の知識・
技能を修得します。
① 保育士の使命（ミッション）を理解し、自分の言葉で説明できる。
② 公営保育園の役割、保育業務のあり方を理解する。
③ 接遇（特に保護者との円滑なコミュニケーション）の基本を理解し、実践できる。

日時

対象者/定員

平成２８年４月２１日（木）～２２日（金）

※初日は１０：００開講（９：３０から受付開始）
※2 日目は９：３０開講

新規採用保育士／５０名
（認定こども園 所属も受講可）

申込締切日
平成２８年３月２５日（金）

昨年度の受講者の声

場所

子どもたち、保護者に対する接し方であったり自分自
身が仕事をしていく上での気持ちの持ち方であった
り、今ぶつかっている壁を乗り越えるために必要なお
話がたくさん聞けてとても勉強になりました。またお
話を聞くだけでなく色々な演習の中で他の先生方の
意見や経験を聞くことができたのもよかったです。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
カリキュラム
■１日目

４月２１日（木）

10:00

開講・オリエンテーション

研修センター事務局

10:10

保育士の使命と心構え

赤磐市立周匝保育園

11:40

交流会

研修センター事務局

13:00
16:30
■２日目
9:30

保育士

准教授

池田

隆英

氏

４月２２日（金）
１．保育園接遇の基本

２．コミュニケーション技法１

話し方

３．コミュニケーション技法２

聞き方

演習２聞き方トレーニング

株式会社話し方教育センター
講師

郡 清美

氏

演習３コミュニケーションの実際
４．納得を引き出す説明・説得の方法
５．よりよい関係構築に向けて

携行品

緑

岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科

公営保育園の役割を考える

演習１保護者との対応で困難を感じた経験

16:30

松本

名札・事前課題（作文・手作り楽器）・筆記用具
公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

氏

平成２８年度 階層別研修

新規採用職員（中期）研修
研修のねらい
新規採用職員（前期）研修で学んだ接遇の基礎を存分に活用し、新たにクレーム対応スキルを学びます。
①自分の接遇の現状を振り返りながら課題を認識し、クレーム対応の基本知識を理解し、説
明できる。
②クレームを受けたときを想定したロールプレイングを通じて的確に行動ができる。

日時

講師

【第１回】平成２８年６月２１日（火）
【第２回】平成２８年６月２２日（水）
【第３回】平成２８年６月２３日（木）

とおやま

の り こ

遠山 法子 氏
（株式会社話し方教育センター常務取締役兼専任講師）
昭和 58 年 株式会社話し方教育センタ
ーへ入社。所長秘書として講演・研修
等の企業対応に携わるとともに、話し
方教育センターのインストラクター統
括業務を行う。話し方教育指導者とし
て正規の資格を取得。官公庁、民間企
業の研修に出講するとともに、常設講
座の常任講師として活動。また、後継
者育成のために「指導者養成講座」を
定期的に開講し、その中核として後継
者の指導・育成にあたる。
平成 19 年 同
社常務取締役に就任。

【第４回】平成２８年６月２４日（金）
全日程 ９：３０～１６：３０

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員

昨年度の受講者の声

新規採用職員（前期研修修了者）／各回４８名

申込締切日
平成２８年５月１３日（金）

カリキュラム
9：30

クレーム対応と接遇は別のものであると考えていたが、接遇
の延長がクレーム対応であると学んだので接遇を正しくす
ることでクレームを少なくすることができ業務をスムーズ
に行うことへつながることが理解できた。

午前

●開講・オリエンテーション

午後
13：00

4.指導を受ける者の心得
・組織の一員であることの意味
・3 つの柱で自己を伸ばす
・指導の「受け方」が成長を左右する

1.クレームへの基本姿勢
・接遇の姿勢を再確認する（振り返り）
・クレームの価値と利点

〈演習２〉経験分析
5.指導の受け方
・指導者の「心理変化」に配慮する
・上司・先輩からの説明の受け方
・ほめられたとき、叱られたときには

2.効果的なクレーム対応の技法
・クレーム解消への流れ
・クレーム解消を実現させる対話の技術

〈演習３〉指導の受け方ロールプレイング

〈演習１〉ロールプレイング

6.さらに自分を成長させるために
・自分を成長させる 3 つの考え方
・まとめ

3.クレーム対応場面での話し方
12：00

・表現の感化性を活用する、とは？
・
「説得」と「交渉」のテクニック

携行品

16：30

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 階層別研修

新規採用職員（後期）研修
研修のねらい
新規採用職員（前期・中期）研修で学んだことと自分自身の歩みをふりかえり、今後、より自立心を持
つこと、主体的に行動すること、住民満足の重要性について学びます。
①職務を遂行していく上で欠かせない公務員倫理について改めて理解を深める。
②４月からの自分を振り返るとともに課題達成に不可欠な対人関係スキルを身に付ける。
③前・中期研修で得た接遇技術、知識と今までの業務を見つめ直し、住民満足の重要性と
職員満足の基礎を学び、今後ありたい自分を見つけ実践に移す。

日時

場所

【第１回】平成 28 年 10 月 20 日（木）～21 日（金）

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882

【第２回】平成 28 年 11 月 10 日（木）～11 日（金）
【第３回】平成 28 年 11 月 21 日（月）～22 日（火）
全日程

９：３０～１６：３０

昨年度の受講者の声

対象者／定員
新規採用職員（前期・中期研修修了者）/各６５回

働き出して半年が経ち、仕事への意識をどのように持てば
いいのかあいまいな状態だったので、この研修を通して新

申込締切日

たな目標や意識を発見することができた。すぐ行動に移せ

平成２８年９月１５日（木）

カリキュラム
9：30

るよう頑張りたい。

１日目

・開講・オリエンテーション
・グループづくり

12：00
13：00

研修センター事務局

・公務員倫理を考える
入職７カ月間を振り返って
・問題解決の方法

定金 章 氏
（社員育成研究所コ・パイロット

・課題達成
16：30

所長）

―情報伝達とチームとしての連携の重要性

２日目
9：30

・住民満足の重要性と職員満足の基礎
―住民の方が感動する対応とは

・自立心を高め、自ら主体的に働くことの意義
―仕事への向き合い方

西川

敬一

（株式会社ブロックス

～毎日を、よりいきいきと働くためのヒント～
16：30

携行品

名札・筆記用具
公益財団法人岡山県市町村振興協会

氏

研修センター

代表取締役）

平成２８年度 階層別研修

一般職員初級（3 年目）研修
研修のねらい
職場のコミュニケーションや自分自身のあり方に焦点を当て、日々の業務で成果を出すために仕事の進
め方を学びます。
①自分自身のあり方や仕事ぶりを理解する。
②コミュニケーションやチームワークについて理解し、職場で実践できる。
③後輩への指示や上司への報連相など３年目職員として求められるスキルを理解する。

日時

講師

【第１回】平成 28 年 9 月 27 日（火）～28 日（水）
【第２回】平成 28 年 9 月 29 日（木）～30 日（金）
【第３回】平成 28 年 10 月 25 日（火）～26 日（水）

く わ た

とも み

桑田 朋美 氏
（株式会社オフィスあん パートナー講師）
製造業企業における総務職・人事職を
経て、平成 18 年に社会保険労務士事務
所を開業。顧問先の指導・相談業務に
あたる傍ら、大学講師として「社会人
基礎力養成」
「ビジネス実務」の教育に
携わっている。民間企業や自治体の研
修においては、人材育成・能力開発の
セミナーを実施している。現場重視の
考えのもと、人間的ふれあいと共感の
中で意識転換を図ることをモットーと
している。

【第４回】平成 28 年 10 月 31 日（月）～11 月 1 日（火）
全日程 ９：３０～１６：３０

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員

昨年度の受講者の声

入職３年目の職員／各回５０名

考え抜く力、前に踏み出す力、チームで働く力の３点を中心
にコミュニケーションの取り方や論理的思考の重要性を学

申込締切日

びました。まず行動から変化をおこしていきたいです。

平成２８年８月１５日（月）

カリキュラム
9：30

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション

２）相手に伝わる話し方、相手の信頼を得る聴

１．
“問題をみずから創れる職員”たれ／
わたしの「仕事ぶり」を理解しよう
１）リーダーの仕事と、プレイヤーの仕事の
差とは何か

き方

他

４．“心豊かな職員”たれ／わたしがもてる「資
源」を理解しよう
１）在りたいわたしの描き方

２）答えのない仕事における意思決定とは

２）ワーク・ライフバランスの考え方

２．
“変化を恐れない心を持つ職員”たれ／

３）環境変化への対応力を確認しよう

わたしの「人となり」を理解しよう

５．あなたが輝けば、組織（まわり）が輝く、い

１）わたしの個性とは
２）仕事の遂行に必要な能力

４）人が成長させていくべき８つの要素

他

きいき輝くわたしの決意表明

３．“周囲を巻き込める職員”たれ／「コミ
ュニケーション」と「チームワーク」を理
解しよう
16：30

携行品

１）職場におけるコミュニケーションの実態

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具
公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 階層別研修

一般職員中級（７年目）研修
研修のねらい
中堅職員として求められる役割を理解し、自分自身と組織の仕事効率を高めるスキルと「部下力」を修
得します。
①７年目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する。
②上司・後輩等の立場・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。
③７年目職員に求められるリーダーシップと「部下力」を身につける。

日時

講師

【第１回】平成 28 年 8 月

2 日（火）～ 3 日（水）

【第２回】平成 28 年 8 月 29 日（月）～30 日（火）
【第３回】平成 28 年 8 月 31 日（水）～9 月 1 日（木）

しんみょう

ふみのり

新名

史典 氏

（株式会社経済法令研究会

全日程 ９：３０～１６：３０

講師）

営業、マーケティング、商品開発の仕
事に約１５年従事した後、平成２３年
１０月に独立起業。生態学、環境科学
の分野で研究活動を行っていた大学・
大学院から社会人時代を通じ、２０年
間一貫してプレゼンテーション（通
称：プレゼン）を重視し、そのノウハ
ウ化、指導にあたる。自身も研究者、
営業マン、企画マンそれぞれの立場で
のプレゼンを豊富に経験。

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
入職７年目の職員／各回６０名

申込締切日

昨年度の受講者の声
伝える力と部下力が印象に残った。伝える力を高めることは
聞く姿勢とわかりやすさを高めることにより、高めることが
でき、より伝わって仕事が効率的にできると思った。また部
下力について相手にひと手間をかけるということを認識す
ることができたので実践していきたい。

平成２８年６月１５日（水）

カリキュラム
9：30

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション

４．
「部下力」を実践し、コミュニケーションを
円滑にする

●アイスブレイク

16：30

携行品

１．仕事の効率を左右するのは何か？

５．チームで仕事をするということ

２．人の感情のメカニズムを理解する

●まとめとアウトプット

３．
「部下力」の理解と３つのステップ

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具

事前課題

別紙事前課題シートにご記入の上、７月１３日（水）までに
研修ご担当者様取りまとめ後、ご提出ください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 階層別研修

一般職員上級（10 年目）研修
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、主体的に行動できる。
②問題意識を持ち、常に企画提案ができる。

日時

講師

【第１回】平成２８年９月６日（火）～７日（水）
【第２回】平成２８年９月８日（木）～９日（金）
全日程 ９：３０～１６：３０

た な か

ひろし

田中

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

場所

に経営コンサルタントとして独立。民
間企業や自治体などを対象に、問題解

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882

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。

対象者/定員
入職１０年目の職員／各回４５名

申込締切日

昨年度の受講者の声

平成２８年７月１５日（金）

カリキュラム
9：30

日頃いかに自分が考えることができていなかったことに気
づいた。
田中講師の言葉ひとつひとつに力があり聞いていると引き
込まれるようなものを感じた。明日から期限を決めて目標を
立て日々の業務に取り組みたい。

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション

☆前日の振り返り

☆オリエンテーション（研修のねらい、他）

５．地域の環境を分析する

１．行動しながら深く考え続ける

＜現状分析と将来予測＞

２．チームリーダーの役割・心構え

～3 年後の変化を予測する

（１）
“守り”から“攻め”への転換

６．政策立案の実習

（２）自分のビジョンを考える

（１）グループ討議～ＢＳ法による政策立案

（３）ビジョン実現により、自分のモチベーション
を高める

～テーマに沿って政策を考える～
（２）実際に作成した政策案を発表してもらう

３．チームリーダーとして期待されること

（３）各グループの内容を評価

（１）周囲からの期待を考える

７．総まとめ講義

（２）
「フォロワ―シップ（部下力）
」の発揮
（３）
「後輩指導・育成力」の基本

16：30

携行品

他

４．政策形成テーマと対象地域の設定
総合計画・名札・筆記用具

事前課題

●閉講・アンケート記入
別紙事前課題シートにご記入の上、８月１７日（水）まで
に研修ご担当者様取りまとめ後、ご提出ください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 階層別研修

新

任

係

長

研

修

研修のねらい
係長に期待される意識と役割を認識し、監督職としての資質やリーダーシップのあり方について学びま
す。
①係長に求められる意識と役割を理解する。
②監督職に必要なリーダーシップとは何かを理解する。
③リーダーとして、職場風土の改善につながることを実践できる。

日時

講師

【第１回】平成２８年１０月 ５日（水）～ ６日（木）
【第２回】平成２８年１１月２４日（木）～２５日（金）
【第３回】平成２８年１１月２９日（火）～３０日（水）

おにざわ

ま さ と

鬼澤

慎人 氏

（株式会社ヤマオコーポレーション 代表取締役）

全日程 ９：３０～１６：３０

茨城県水戸市出身。大学卒業後、大手
金融機関へ入社。その後、茨城県へ戻
り経営品質の普及活動を開始。２００
０年に株式会社ヤマオコーポレーショ
ンを設立。茨城県内だけでなく、全国
各地で経営品質の普及啓発活動に取り
組んでいる。

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員

昨年度の受講者の声

係長に昇任した職員／各回６０名

リーダーとは人に動いてもらい成果を出すポジショ
ンであるが、人を動かすためには信頼が必要であり、
誠実さ、謙虚さをもって自分自身が行動することの大
切さが分かった。

申込締切日
平成２８年９月１５日（木）

カリキュラム
9：30

●開講・オリエンテーション
２日間を通して、

『係長の役割とリーダーシップ』について学びます。
（講義＋グループワーク）

16：30

携行品

●閉講・アンケート記入

名札・事前課題シート
筆記用具

事前課題

別紙事前課題シートにご記入の上、研修当日に持参
してください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 階層別研修

新 任 課 長 補 佐 研 修
研修のねらい
課長補佐としての意識と役割を認識し、政策形成や人材育成、職場活性化について学びます。
①課長補佐に求められる意識と役割を理解する。
②実習を通じて政策形成の技術を身につけ、実践できる。
③職場活性化に向け、人材育成の考え方と手法を身につける。

日時

講師

【第１回】平成２８年 ７月１９日（火）～２０日（水）
【第２回】平成２８年 ７月２１日（木）～２２日（金）
【第３回】平成２８年１１月１５日（火）～１６日（水）

う ら の

ひでかず

浦野 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。

【第４回】平成２８年１１月１７日（木）～１８日（金）

研修人事、議会、広報、企画などの部

全日程 ９：３０～１６：３０

門を経験されるかたわら、全国各地の

場所

地域振興の取組みを調査。平成 4 年に
川口市役所を退職後、あしコミュニテ

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882

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。

対象者/定員

昨年度の受講者の声
課長補佐とは一般職の延長でなく経営の一員（管理
職）だということ。職務を全うするのは当然のことで
あるが、これからは公務（自治体全体）に目をむける
必要がある。そしてこの研修をきっかけに政策能力を
身につけなければいけないと思った。

課長補佐級に昇任した職員／各回４０名

申込締切日
平成２８年６月１５日（水）

カリキュラム
9：30

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション

6. 政策形成の実習
～広聴と政策形成～

1. 管理職の役割と責任

7. グループ発表と政策ディベート

2. 今、なぜ政策能力が求められるのか

8. 地方自治新時代における行政経営

3. 人口推計から地域課題を読み取る
4. グループ発表と政策ディベート

～これからの地方自治～
9. 地方自治新時代に求められる

5. 政策形成の実習

自治体職員の能力

～これからのまちづくりは

10. 人材育成と職場活性化

どうあるべきか～
①ブレーンストーミング
16：30

携行品

●閉講・アンケート記入

②カードづくり
・総合計画（概略版は不可）
・電卓 ・名札 ・はさみ
・赤、黒のボールペン

事前課題

別紙事前課題シートにご記入の上、６月３０日
（木）までに研修ご担当者様取りまとめの上、ご
提出ください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 階層別研修

新

任

課

長

研

修

研修のねらい
課長に期待される意識と役割を認識し、管理職としての資質やリーダーシップのあり方について学びます。
①課長に求められる意識と役割を理解する。
②管理職に必要なリーダーシップとは何かを理解する。
③リーダーとして、職場風土の改善につながることを実践できる。

日時

講師

【第１回】平成２８年１０月１１日（火）
【第２回】平成２８年１０月１２日（水）

場所

阪口

武

氏

大手流通会社にて、長年人事・労務
関係の業務に従事。退職後、人事・
労務コンサルタントとなり、現在に
至る。
人事評価、目標管理、キャリアデザインなどを専門とし、広
島県や兵庫県明石市はじめ数多くの自治体にて講師・コンサ
ルタントとして活躍。県内でも岡山市や倉敷市、玉野市など
で実績あり。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員

阪口講師よりメッセージ

課長級に昇任した職員／各回５０名

管理職になったからといって、ある日突然、管理職の
仕事ができるようになるわけではありません。仕事に
対する意欲は、何よりも「努力したこと」
「頑張ったこ
と」が認められることにより生まれます。
本研修では、ケーススタディや演習、グループ討議を
中心に管理職としてのマネジメントの実践能力を学
び、同時に他市町村の課長クラスとの交流を通じて相
互啓発を図ります。

申込締切日
平成２８年９月１５日（木）

9：30

たけし

（一般社団法人日本経営協会
専任講師）

９：３０～１６：３０

カリキュラム

さかぐち

午前

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

１．今、求められる人材～自律型人材

４．管理者と組織運営（組織運営の４原則）
５．コミュニケーションとリーダーシップ
６．人材マネジメントの考え方

２．管理者に求められる能力と役割

７．まとめ
３．管理と人間行動
16：30

12：00

携行品

名札･筆記用具

事前課題

●閉講・アンケート記入

別紙事前課題シートにご記入の上、コピーを５枚（原本
含めて計６枚）とって、研修当日持参してください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

自治体政策法務（超入門）研修
研修のねらい
法令に関する基本知識、行政のしくみや自治制度等についての理解を深め、法令の解釈・運用や条例・
規則等の活用を通して、地域課題の解決や政策の実現を目指す視点を学びます。

日時

講師

平成２８年 11 月８日（火）
みやけ

９：３０～１６：３０

（倉敷市選挙管理委員会事務局

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
一般職員／３０名

次長）

倉敷市職員。人事課職員研修所の所長を務め、職員研修の企
画・運営のほか、庁内の職場風土革新運動の推進に携わる。
また、新採用職員研修や自治体政策法務入門研修等の講師を
担当。企画財政部企画経営室に異動後、指定管理者制度の運
用、県内自治体初の債権管理条例の制定等、行政改革の実務
に従事。現職に至る。当研修センターにおいては、平成 20
年度より自治体政策法務（超入門）研修にて指導していただ
いている。

昨年度の受講者の声

申込締切日
平成２８年１０月１４日（金）

カリキュラム
9：30

やすひこ

三宅 康彦 氏

自分が行っている業務が憲法やどの法律、条例に基づ
いて行っているのか、今一度確認をする良い機会とな
った。法律の解釈、公務の特性について、理解が深ま
った。

午前

午後

開講・オリエンテーション
０. 自治体政策法務のめざすもの
法務担当でなくても、自治体職員は地域課
題の解決のため法務を意識して仕事を。
１. 憲法と自治体職員について
まず、
「日本国憲法」から！！
３.自治制度と分権改革、早わかり

私たち自治体職員にとって憲法とは？

12：00

２. 法律(条例)による行政の原理

地方自治制度や分権改革について，まず知っておく

13：00

べき基礎知識等をざっと確認します。

行政と法律，条例，規則，要綱とのかか

４. 窓口の対応での行政法の知識

わりとは・・・

行政手続法制をテーマに、クイズ形式でわかりやす
く学びます。
５. 私の実践「自治体政策法務」
指定管理者制度の運用や債権管理条例案の策定な
ど、私の経験に関わるお話をします。

16：30

携行品

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

自 治 体 政 策 法 務 研 修
研修のねらい
行政課題に対処するために必要となる公共政策の立案に関して、必要な法的基礎知識を修得する。
①政策立案の手順を体系的に学び理解する。
②行政課題に対応した適切な行政手法の選択を行うことができる。

日時

講師

平成２８年８月１８日（木）～１９日（金）

９：３０～１６：３０

う

な

き

まさひろ

宇那木 正寛 氏
（鹿児島大学学術研究院法文教育学域法文学系

教授）

[行政法専攻]）

場所

昭和 62 年、岡山市役所入庁。市税徴収、
法令審査、訟務等の事務を担当、岡山
大学大学院社会文化科学研究科非常勤
講師、鹿児島大学法文学部准教授を経
て現職（行政法専攻）
。当研修センター
では、平成 18 年度の法務事務研修をは
じめとして、長年、自治体政策法務研
修で指導していただいている。また、
市町村職員中央研修所（市町村アカデ
ミ ー ）、 全 国 市 町 村 国 際 文 化 研 修 所
（JIAM）においても研修講師を務める。
近著として、『自治体政策立案入門』、
『行政代執行の理論と実践』
（共著）が
ある。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
全職員／３０名

申込締切日

昨年度の受講者の声
条例等作成時に必要な憲法的視点について今までの
抽象的なものから明確なものとなったし、また条例、
規則、要綱のもつ役割・性格について理解できた。

平成２８年７月１５日（金）

カリキュラム
9：30

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション

第５部 法律と条例

第１部 政策法務の位置づけ

第６部 都道府県条例と市町村条例

第２部 憲法の基礎

第７部 行政手法

第３部 憲法と条例

第８部 行政上の義務履行の確保

第４部 条例の基礎
16：30

●閉講・アンケート記入

携行品

自治六法・名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

法制執務（基礎）研修
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条文の構造と各部分の名称や意義を理解し説明できる。
②法制執務のルールに基づき、一部改正条例を作成できる。

日時・場所

講師

【サテライト会場】

みねむら

平成２８年６月１６日（木）～１７日（金）

津山市役所本庁舎
（津山市山北 520

よしひろ

峯村 欣弘

氏

（第一法規政策情報センター 法制執務担当部長）

２階大会議室
☎0868-32-2044）

第一法規株式会社へ入社後、編集
局へ配属される。平成元年より自
治体法制執務研修の講師業務チー
ムを担当、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。

【岡山会場】
平成２８年７月１２日（火）～１３日（水）

れじょんホール
（岡山市北区今 2-2-1 市町村振興センター５階
☎086-245-4882）
両会場とも９：３０～１６：３０

対象者/定員

昨年度の受講者の声

全職員／各６０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

条例改正はその地域のことを知り、よく考え、住民の
声を聴き、住民のためによりよくしていくものである
ことを学んだ。また、特定の職員だけでなく、幅広く
多くの職員で考えていかなければと思った。

申込締切日
平成２８年５月１３日（金）

カリキュラム
9：30

１日目

●開講・オリエンテーション
Ⅰ法制執務について

Ⅳ条例・規則の立案方式
1. 総説

1. 総説
2. 立法政策
3. 立法技術

2. 新制定の形式

Ⅱ法の仕組み
1. 法体系
2. 法形式

3.

一部改正の形式

4.

一部改正の主な原則

Ⅴ 演習問題
一部改正条例の作成 (グループワーク)

Ⅲ条例・規則概論
16：30

２日目

1.

自治立法

2.

条例・規則について

携行品

●閉講・アンケート記入

自治六法・名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

法制執務（応用）研修
研修のねらい
法制執務の基礎知識をベースに、法政策の概要としくみ、条例の形式や原則等を学び、難易度の高い一
部改正条例の作成を通じて、基本技術を修得します。
①法政策の基本ルールを踏まえて、法規を読み解くことができる。
②条例起案に際し、定義規定と罰則規定の規定方法を理解し、作成できる。

日時

講師
みねむら

平成２８年７月１４日（木）～１５日（金）

よしひろ

峯村 欣弘

９：３０～１６：３０

氏

（第一法規政策情報センター 法制執務担当部長）

場所

第一法規株式会社へ入社後、編集
局へ配属される。平成元年より自
治体法制執務研修の講師業務チー
ムを担当、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。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
全職員／３０名
※法制執務（基礎）研修修了、または基礎知識を
修得している人が対象です。
※定員を超えた場合は、人数調整させていただくこと
があります。

申込締切日

昨年度の受講者の声
昨年度、基礎研修を受講し、今回応用編に参加させて
いただいた。1 日目講義を受け、2 日目演習という運
びでとても有効だった。経験が必要ということを痛感
した。

平成２８年６月１５日（水）

カリキュラム
9：30

１日目

●開講・オリエンテーション
Ⅰ

Ⅳ

法政策の概要
２.法政策の要件

３.法政策要綱の作成

４.法政策の留意点

(グループワーク)

法の仕組み

１.法体系

Ⅲ

演習問題

一部改正条例の作成

１.法政策の形成

Ⅱ

２.法形式

条例の立案方式

１.条文化とそのルール
３.一部改正の形式

16：30

２日目

２.立案要領

４.全部改正と廃止の形式

５.一部改正の主な原則

携行品

●閉講・アンケート記入

自治六法・名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

行 政 法 入 門 研

修

研修のねらい
行政の執行過程に関わる行政法の中で、行政作用法を中心に学びます。加えて、平成２８年４月に改正された
行政不服審査法の基礎的な知識を身に付けます。
①行政作用法の特に非権力的作用の基本を理解し説明できる。
②行政法の観点から自分が関わる業務をふりかえり、マネジメントすることができる。
③改正行政不服審査法における審理員の役割りを理解できる。

日時

講師

平成２８年９月１５日（木）～１６日（金）

９：３０～１６：３０

もろさか

さ とし

諸坂 佐利 氏
（株式会社東京リーガルマインド 講師、
神奈川大学法学部 准教授）

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882

大学卒業後、大学院を経て神奈川大
学着任後、法学部准教授として教鞭
をとっている。行政法、地方自治法、
地方公務員法、政策法務など行政に
深く関わる研修での指導実績が多
数ある。職務に結びつけやすい内容
で、理解しやすい指導に定評があ
る。

対象者/定員
一般職員／６０名

申込締切日

昨年度の受講者の声
行政手続きを概念的なところから説明していただき、
かつ実務を意識した説明だったので行政法全般につ
いて広く学べた。

平成２８年８月１５日（月）

カリキュラム
9：30

１日目

●開講・オリエンテーション

２日目

【行政救済法・事前救済手続】
・行政手続

■分権の状況と分権時代の行政法

・情報公開制度

■行政の概念

・個人情報保護制度
・広報行政・説明責任・パブリックコメント等

【行政作用法】
・行政と法律・条例の関係
・行政の行為形式（1）

【行政救済法・事後救済手続】
・行政不服審査制度の概要
・行政事件訴訟制度の概要

・行政の行為形式（2）

・国家補償制度

・行政上の義務の履行の確保

■まとめと質疑応答

16：30

●閉講・アンケート記入

携行品

名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

地方公務員のための民事法研修
研修のねらい
債権の契約を中心に、財産法、損害賠償法の中から自治体業務に関わりの多い内容を理解できるよう、
演習問題を交えながら学びます。※民法改正についても学ぶことができる研修です。
①民事法の基本から実際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ることができる。

日時

講師

平成２８年８月２３日（火）～２４日（水）

９：３０～１６：３０

たかとり

つかさ

鷹取

司

氏

（鷹取法律事務所

弁護士）

昭和 60 年に弁護士登録。以降、交

場所

通事故等の損害賠償や行政訴訟、

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員

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。

昨年度の受講者の声
民法の基本的な考え方や体系、概要を知ることができ
た。現行法と改正法の違いについて教えてくださりと
ても勉強になった。またグループワークを通して主体
的に考えることができ知識が定着しやすかった。

全職員／６０名

申込締切日
平成２８年７月１５日（金）

カリキュラム
9：30

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション
１

はじめに（民法の考え方）
(1) 法的効果の付与
(2) 何に付与されたか

２

契約の基礎
(1) 契約とは
(2) 契約の拘束力
(3) 契約の解消

３

５

６

16：30

携行品

契約の効力に関し生ずる問題
(1) 意思表示の無効・取消
(2) 代理，代表

７

損害賠償
(1) 損害賠償請求権の一般的要件
(2) 使用者責任
(3) 工作物責任

財産法の基本構造
(1) 債権と物権
(2) 時効

４

主な契約（債権法）
(1) 売買
(2) 賃貸借

不動産と動産の法律問題（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

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具・可能であれば六法（民事訴訟法が載っているもの）
公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

プレゼンテーション入門研修
研修のねらい
住民や上司等に自分の考えを明確かつ効果的に伝えるため、自分自身の課題を理解して、プレゼンテー
ションの基本や技術を身に付けます。
①プレゼンテーション上達の必須要素である「事前準備」と「練習」を実践する。
②演習を通じて人前で話すことに慣れる。

日時

講師
いさやま

平成２８年５月２５日（水）

としあき

諌山 敏明 氏

９：３０～１６：３０

（株式会社日本マネジメント協会 講師）

場所

大学卒業後、保険会社入社。最年少の
拠点長として全国優勝を果たし、その
実績を買われ全国の営業社員の人材
育成を担当。東証一部の人材派遣サー
ビス会社にヘッドハンティングされ
転職。新入社員研修の講師に携わりな
がら、1,000 名を超えるエントリー学
生のうち年間 700 名と面接し、優秀学
生を見極める眼力を養う。その後、人
材育成の教育コンサルタント事業「ア
チーブ人財育成株式会社」代表取締役
社長として独立。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
一般職員／４０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

申込締切日

昨年度の受講者の声
伝え方を具体的に論理的に学ぶことができたので、大
変有意義でした。
理解と実践は別ということを班内プレゼンで実行し
て痛感した。班内プレゼンで得た経験を生かして改善
を常に意識したいと思う。

平成２８年４月１５日（金）

カリキュラム
9：30

午前

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

■誰でも簡単にプレゼンテーションを

■自己紹介〈自分の第一印象をチェック！〉

成功させる５つのポイント

・プレゼンテーション概論
・よいプレゼンの条件とは？
・プレゼン基礎力強化
・アガリへの対処法
・一分間「自己紹介プレゼンテーション」の
実践

・自分の強み、得意分野を活かす
・事前練習が決め手
・言いたいことを１分間で話す
・必ずプロセス確認、ゴールは何か？

■プレゼンテーション・シナリオ作り

■プレゼンテーションの基礎

12：00

携行品

・事前準備が重要
・最初の雑談は聞き手との共通項作りに有効
・自分の体験と予行演習が基本となる
・クロージングで「言いたいこと」を明確に
・やってしまうＮＧ
・プレゼンは「プレ禅」
名札・事前課題シート
筆記用具

事前課題

「自己理解シート」
・話す内容と進行のフレーム作り

16：30

●閉講・アンケート記入

別紙の事前課題シートにご記入の上、研修当日に
持参してください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

住 民 満 足 度 向 上 研 修
研修のねらい
市町村の窓口業務での接遇のあり方を考え、傾聴意識の持ち方や質問の手法を学び、住民満足度を高め
る対応を目指します。
①ロールプレイングを通して具体的な場面での対応の仕方を客観視しながら学ぶ。
②接遇の基本スキルを踏まえた対応ができる。

日時

講師
とおやま

平成２８年６月１３日（月）

の り こ

遠山 法子 氏

９：３０～１６：３０

（株式会社話し方教育センター
常務取締役兼専任講師）

場所

昭和 58 年 株式会社話し方教育セン
ターへ入社。所長秘書として講演・
研 修等 の企 業対 応に携 わると とも
に、話し方教育センターのインスト
ラクター統括業務を行う。話し方教
育指導者として正規の資格を取得。
官公庁、民間企業の研修に出講する
とともに、常設講座の常任講師とし
て活動。また、後継者育成のために
「指導者養成講座」を定期的に開講
し、その中核として後継者の指導・
育成にあたる。平成 19 年 同社常務
取締役に就任。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
窓口業務に従事する職員／３０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

申込締切日

昨年度の受講者の声
話を最後まで聞いたつもりになっていても実は聞け
ていないことがあることに気づかされた。相手を肯定
する相槌は話を引きだしてスムーズに進める上で重
要なことを演習で実感した。最終の演習がとてもリア
ルでためになった。

平成２８年５月１３日（金）

カリキュラム
9：30

午前

午後

●開講・オリエンテーション

3.クレームを生まない聞き方

13：00

・効果を上げる場面意識・話し手意識
・全身傾聴の意義
〈演習３〉聞き方トレーニング２

1.改めて“接遇”を考える
・立場・役割への自覚を持つ
・接遇能力の向上が求められる背景
・ＣＳを実現するための 4 つの条件
〈演習１〉グループディスカッション 1

4.目的に応じた聞き方の技法と質問の手法
・聞き方のポイント
・質問の具体的手法
〈演習４〉聞き方トレーニング３

2.聞く能力への基本知識
・聞き方の影響と心理変化
・聞き方５つの方向
・聞き方３つの能力
〈演習２〉聞き方トレーニング１

・まとめ

16：30

12：00

携行品

5.聞く能力をさらに高めるために

名札・事前課題シート
筆記用具

事前課題

●閉講・アンケート記入
別紙「事前課題シート」にご記入の上、研修当
日に持参してください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

ファシリテーション研修
研修のねらい
地域住民との話し合いや組織の部門間の調整等、自治体現場で必要とされるファシリテーションスキル
を修得します。
①協働の必要性と現状を理解し、説明できる。
②ファシリテーションスキルを理解し、現場で実践できる。

日時

講師
か

る

べ

たかゆき

平成２８年１０月１３日（木）～１４日（金）

加留部 貴行 氏

９：３０～１６：３０

（九州大学大学院統合新領域学府 客員准教授・
(特活)日本ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝ協会 フェロー）

場所

福岡県出身。大学卒業後、西部ガス㈱
入社。人事、営業、新規事業部門に従
事。学生時代からまちづくり活動に携
わり、入社後も活動を継続。2001 年に
は西部ガスより福岡市へＮＰＯ・ボラ
ンティア支援推進専門員として 2 年半
派遣。また、2007 年からは九州大学へ
出向し、大学改革プロジェクトを経
て、ファシリテーション導入を通じた
教育プログラム開発や学内外プロジ
ェクトを担当。企業、大学、行政、Ｎ
ＰＯの 4 つのセクターを経験している
「ひとり産学官民連携」を活かした共
働ファシリテーションを実践。2011 年
4 月に独立。現在は、加留部貴行事務
所ＡＮ－ＢＡＩ代表。㈱トライローグ
取締役。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
全職員／３０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

申込締切日

昨年度の受講者の声
会議を上手く進めるには、準備・対話・可視化が大事
なことを学んだ。また、限られた時間の中、「意識す
る」ことの大切さも学んだ。

平成２８年９月１５日（木）

カリキュラム
9：30

２日目

１日目

●開講・オリエンテーション

５．合意形成ワーク

１．協働(共働)とは何か

６．会議運営の実際（事例紹介）

２．会議という場で何をめざすのか

７．総合実践ワーク

３．ファシリテーションとは

８．対話の場づくりをめざして

４．準備・対話・可視化の基本
16：30

終了

●閉講・アンケート記入

17：30

情報交換会

2 日目の研修後、講師を囲んでの情報交換会を予定しています。講師も参加しての
自治体職員同士の交流は、とても貴重な機会です。ぜひご参加ください！
日時：10 月 14 日(金)17:30～
／会場：岡山駅近辺
／会費：4,000 円程度
参加の有無は、受講システムの備考欄へ入力してください。
会場は別途連絡します。また、会場までの移動は各自でお願いします。

携行品

名札・事前課題シート
筆記用具

事前課題

別紙の事前課題にご記入の上、研修当日に持参
してください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

議

会

対

応

研

修

研修のねらい
議会答弁の事前準備、論理構成や表現方法等、答弁書作成と答弁の実習に重点を置き、議会対応につい
て実践的に学びます。
①地方議会の役割や、議員との関係を理解し説明できる。
②聞き手の立場に立った答弁書を作成できる。

日時

講師
た じ か

平成２８年７月２８日（木）

としひろ

田鹿 俊弘 氏

９：３０～１６：３０

（一般社団法人日本経営協会

場所

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。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
係長職以上の職員／３０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

平成２８年６月１５日（水）

9：30

昨年度の受講者の声
議会対応に限らず、住民への説明にも通じる説明の方
法を学ぶことができたと思う。
現在まで答弁書作成を自己流で行っていたが、本研修
の受講により内容の充実を図りたい。「議会対応は人
材育成と政策の質の向上」のチャンスという言葉が印
象に残った。

申込締切日

カリキュラム

午前

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

１．地方議会の役割〈講義と演習〉
２．議会の法的位置付け〈講義と意見交換〉
３．職場のマネジメント〈講義と演習〉
４．議員との関係〈講義と意見交換〉
５．答弁書の作成
〈事例をもとにグループ演習・発表〉
(1) 質問事項の取材

・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認識する
・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

ポイントを押さえる～
・何について、なぜ質問するのか
・どういう答弁を聞き出そうとしているのか

携行品

16：30
名札・
筆記用具

(2) 答弁書の作成
～議員に理解していただく答弁（書）
を作る～
・質問項目に対する漏れはないか。
・法令に抵触、公約等に反していないか
・簡潔、明瞭にまとめられているか
・再質問や関連質問の余地を意識しているか
・答弁による行政責任（施策の実施義務）は
発生するか 他

６．委員会での答弁〈実技・演習〉

～答弁書作成の前に質問事項の

12：00

専任講師）

●閉講・アンケート記入

研修へ参加されるにあたり、各自所属する自治体の議会運営（定例会におい
て、通告書が提出されてから答弁書が出来上がるまで）の流れを十分に理解
しておいてください。
公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

マ ス コ ミ 対 応 研 修
研修のねらい
自治体の危機管理と、危機管理広報の基本を学び、マスコミへの対応能力を高めます。
①メディアの特性を理解し、クライシスコミュニケーション能力を向上させる。
②記者会見に備えた会場設営や原稿の準備ができる。

日時

講師
う お ざ き

平成２８年７月２９日（金）

宇於崎 裕美 氏

９：３０～１６：３０

（有限会社エンカツ社 代表取締役・
一般社団法人日本経営協会

場所

対象者/定員
課長補佐級以上の職員／３０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

申込締切日

昨年度の受講者の声
記者会見に対する注意事項、姿勢等が実習を通して理
解できたと思う。いざ実際に記者会見をする際には、
十分な訓練が必要だと感じた。
正確・正式よりも現状の報告を早く行うことの意義を
学ぶことができた。

平成２８年６月１５日（水）

9：30

午前

午後

●開講・オリエンテーション

３．模擬緊急記者会見エクササイズの説明

13：00

・メディアトレーニングの意義
・ルールの説明
・シナリオの説明

１．危機管理と危機管理広報
・危機管理の基礎
・危機管理とクライシス･コミュニケーシ
ョン、リスク・コミュニケーション
・クライシス･コミュニケーションの
ＰＤＣＡサイクル
・実例に学ぶクライシス･
コミュニケーション

４．模擬緊急記者会見の準備
・緊急記者会見の役割の決定
・ポジションペーパーの作成
・想定問答集の作成

５．模擬緊急記者会見の実施 ＜実習＞

２．メディア対応と緊急記者会見

12：00

・グループ別に模擬記者会見の実施

・メディア概論と記者気質
・メディア対策のポイント
・緊急記者会見の位置付け
・緊急記者会見の進め方と注意点

携行品

講師）

大学卒業後、データベース検索インス
トラクター等を経て株式会社リクルー
ト入社。コンピュータ関連サービス部
門にて顧客セミナーの企画運営を担
当。1988 年、米国最大のＰＲコンサル
ティング会社バーソン・マーステラの
日本支社に入社。各種消費財のマーケ
ティングＰＲ、国内外の企業の危機管
理広報と社員研修 などを手がける。
1997 年独立、企業広報とマーケティン
グを専門とする経営コンサルティング
会社、有限会社エンカツ社を設立。同
社代表取締役社長に就任。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-１
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882

カリキュラム

ひ ろ み

６．全体講師コメント・アドバイス
７．総括とディスカッション
16：30

名札・筆記用具

事前課題

●閉講・アンケート記入
受講者決定後にお知らせします。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

ク レ ー ム 対 応 研 修
研修のねらい
住民サービスの向上を目的として、クレームが発生する背景やクレーム対応の考え方を学び、組織とし
て対応する際の心構えや対応技術を修得します。
①事例研究を通じて、管理監督者としての対応技法を身につける。
②組織対応のポイントを理解し、対応能力を向上する。

日時

講師

平成２８年７月２６日（火）

す ず か

鈴鹿 絹代 氏

９：３０～１６：３０

（株式会社アイベック・ビジネス教育研究所
常任講師）

場所

大学卒業後、出版会社勤務を経て言論科学研究所へ入
社。その後、砺波市教育委員会で勤務し、富山県生産
性本部協力講師として活躍。現在は、
（株）ｱｲﾍﾞｯｸ・ﾋﾞ
ｼﾞﾈｽ教育研究所の常任講師として、「聞くこと」「話す
こと」を中心とした“コミュニケーション能力”をビ
ジネス能力の基本の 1 つとしてとらえ、各企業、官公
庁、自治体、団体などで研修や講演、調査、コンサル
ティングなどを行っている。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
管理監督職員／３０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

申込締切日
平成２８年６月１５日（水）

カリキュラム
9：30

講師からのメッセージ
クレームに強いチームを目指す上で、管理監督者はど
のように考え、行動すればよいでしょうか。
窓口対応している職員の様子がいつもと違うことに
気づいたら。なかなか切らせてもらえない長電話に苦
慮している職員がいたら。
クレームが必要以上にこじれないための対応方法に
加え、職員が過度のストレスを抱え込まないような目
配りと普段からの協力体制について、具体的に学びま
す。

午前

午後
13：00

●開講・オリエンテーション

１．クレーム対応の基礎知識

・クレームを通して組織力を高める
・クレーム事例の収集
・クレーム対応のノウハウを組織に
蓄積する

《実習１》グループディスカッション

２．管理監督者としてクレームに対応する際の
ポイント
・クレーム対応は段階的に行う
・クレームについて説明する際の注意点
・不当要求シフトへの判断基準
・詫び言葉の意味
・上司が出る判断とタイミング
・クレーム常套句、状況への対応法

携行品

名札・筆記用具

《実習２》ケーススタディ／ロールプレイング

３．クレームに強い組織づくり

・社会の変化とお客さま意識
・クレームとは何か

12：00

き ぬ よ

事前課題

４．管理監督者に期待される能力
・クレームから課題を把握する
・デフュージング対策
・誇りをもってサービスを提供する

16：30

●閉講・アンケート記入

別紙事前アンケートにご記入の上、７月１３日（水）まで
に研修担当者様取りまとめ後、ご提出ください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

文 章 力 向 上 研

修

研修のねらい
読み手に正しく分かりやすく伝わる文書作成のスキルを身に付けます。
※広報文（住民向けの文書）作成の基本を修得します。公用文（通知文等）の研修ではありません。
①間違いやすい敬語や分かりにくい文章表現を意識して文書作成できる。
（例：1 文 30 字ルール等）
②住民目線に立って、職場の文書を改善することができる。

日時

講師

【第 1 回】平成２８年 1２月１２日（月）

【メイン講師】 小田

お

【第 2 回】平成２８年 1２月１３日（火）
【第 3 回】平成２８年 1２月１４日（水）
全日程９：３０～１６：３０

場所

じゅんこ

順子

氏

（株式会社ことのは本舗 代表取締役）
お

の

さとし

【サブ講師】
小野 聡 氏
（株式会社ことのは本舗 総務部長）

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
一般職員／各回４０名
※広報文（住民向けの文書）を作成する機会が多く、
自分が関わる文書を改善したい職員

だ

【小田順子講師】

東京都中野区役所に 15 年間勤務し、そ
の間、区立小学校、国民健康保険課、
情報システム課、広聴広報課、保健所
を経て、2007 年 3 月に独立。現在は広
報コンサルタントとして、全国の自治
体や公益団体、大企業など、公益性の
高い組織の研修に携わっている。広聴、
広報、クレーム対応の文章術、ソーシ
ャルメディア運営などを中心とした研
修を専門としている。

昨年度の受講者の声
※定員を超えた場合は、人数調整させていただくこと
があります。

申込締切日
平成２８年１１月１５日（火）

カリキュラム
9：30

住民の目線で書いていたつもりの文書がそうなってい
なかった事がよく分かった。簡単でわかりやすい文書
を書くのは考えていたより難しかったが、これからも
心掛けたいと思う。

午前

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

第2章

住民に伝わる！お知らせ文書作成術

・生命にかかわる情報の伝え方

第 1 章 わかりやすい文章作成術
・見やすい文書の作り方

・社会生活に必要な情報の伝え方
・行政の施策情報の伝え方

・読みやすい文の書き方
・正しい敬語の使い方

第3章

グループワーク

・わかりやすい文章の書き方

・課題文の改善ワーク

・表記のルール

・グループワーク

・３ステップ校正法
12：00

携行品

16：30
名札・筆記用具

事前課題

●閉講・アンケート記入

受講者決定後にお知らせします。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

業

務

改

善

研

修

研修のねらい
手順を踏んで効果的に改善を行う方法を学び、実際に職場での実践と成果発表を行うことで改善に関す
るスキルを身に付けます。
学んだ改善スキルを活用することで、より充実した業務と住民サービスの実現を目指
し幅広く応用させる。
②QC 手法による職場の業務改善を実践できる。

日時

講師

平成２８年 ６月２７日（月）～２８日（火）

ゆずりは

杠

平成２８年１０月１７日（月）

た か し

隆史 氏

（有限会社エヌ・アール・シー 代表取締役）

全日程９：３０～１６：３０

場所

大学卒業後、西宮酒造株式会社（現在
の日本盛株式会社）へ入社、研究・品
質管理、人材開発室、人事部人材開発
課、マーケティング室を経て、平成 10
年に退職後、有限会社エヌ・アール・
シーを設立、代表取締役を務める。現
在では、大手民間企業を含め、近畿・
中四国地方を中心として、日本各地の
研修機関や自治体で活躍。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
全職員／３０名
※職場の業務改善に取り組みたいと考えている方
※上記日程に全て参加できる方
※定員を超えた場合は、人数調整させていただくことがあ
ります。

昨年度の受講者の声
数年もの間「やらないと」と思いつつ先延ばしにして
いた件にこの研修のおかげでようやく着手できまし
た。この講義で得た知識、実際に業務改善を行ったと
いう経験は今後どの部署に異動になってもずっと役
立つものだと思っています。

申込締切日
平成２８年５月１３日（金）

カリキュラム
9：30

6 月 27 日

6 月 28 日

10 月 17 日

●開講・オリエンテーション

９．業務改善に役立つＱＣ手法

１．成果報告の準備

１．業務改善に有効なアイデア発想の

10．業務改善に活用できる問題解決

２．成果報告のリハ－サルと相互

の手順

ヒント
２．自治体と自治体職員を取り巻く
環境

検討

11．業務改善の実際（１）～基本編～

３．内容の追加・修正

12．問題解決の手順のポイント

４．成果発表

３．職員に期待し求められる能力

13．業務改善の実際（２）～応用編～

・質疑応答

４．業務改善とは

14．業務改善の実際（３）～実践編～

・講師コメント

５．業務改善の目的と対象

15．成果発表会に向けて
～活動計画の作成～

６．業務改善の基本
７．業務改善に有効な品質管理の

16．まとめ

５．総評
６．職場での改善活動の実践と
各自治体での展開

ものの見方・考え方
８．業務改善のための問題発見の

16：30

●閉講・アンケート記入

●閉講

着眼点

携行品

名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

業務マニュアル作成研修
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、作成したマニュアルを活用するための
知識を修得します。
①マニュアル化によって職場や個人が得られる具体的なメリットを伝えることができる。
②２段階の作成演習を通じて、職場ですぐに使えるマニュアルを作成し活用することができる。

日時

講師

平成２８年 ７月２７日（水）

９：３０～１６：３０

ゆずりは

杠

た か し

隆史 氏

（有限会社エヌ・アール・シー 代表取締役）

場所
大学卒業後、西宮酒造株式会社（現在
の日本盛株式会社）へ入社、研究・品
質管理、人材開発室、人事部人材開発
課、マーケティング室を経て、平成 10
年に退職後、有限会社エヌ・アール・
シーを設立、代表取締役を務める。現
在では、大手民間企業を含め、近畿・
中四国地方を中心として、日本各地の
研修機関や自治体で活躍。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
全職員／３０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

グループ討議やグループ演習を多く取り入れた参加型
研修です。
業務マニュアル作成は「記憶を記録することで決して難
しいものではない」ということを、演習を通じて学びま
す。多くの自治体や企業で作成したマニュアル事例を提
供しますので、作成のポイントをつかむことができま
す。

申込締切日
平成２８年６月１５日（水）

カリキュラム
9：30

研修の特徴

午前

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

5.マニュアル作成のカンどころと注意点
6.マニュアル作成に役立つわかりやすい文章

1.あらゆる業務遂行に役立つ
アイデア発想のヒント

表現の基本
7.マニュアル事例の研究

2.まわりの期待に応える３つの能力

8.マニュアル作成演習(1)

3.マニュアル作成の目的

9.マニュアル作成演習(2)
10.作成したマニュアルを活用するために

4.マニュアル作成の実際

11.業務のマニュアル化と業務改善

16：30

12：00

携行品

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

公 債 権 徴 収 事 務 研 修
研修のねらい
滞納整理の流れとマネジメントを理解し、徴収担当としての基礎知識や心構えを修得します。
①滞納整理の基本を理解し、根拠法令等を説明できる。
②効果的な滞納整理を進めるために必要な事務の見直しができる。

日時

講師

平成２８年６月７日（火）～８日（水）

み し ま

みつる

三島

充

氏（滞納整理学会

代表運営委員）

９：３０～１６：３０
島根県出身。大学卒業後、神奈川県
入庁。県税事務所、税務課で徴収業
務に携わる。南県税事務所長を最後
に退職し、滞納整理学会事務局長就
任、山梨県地方税滞納整理推進機構
特別徴収アドバイザーを務める。そ
の後、総務省自治大学校の客員教授
（徴収事務コース）
、神奈川県横須賀
市 徴 収 ア ド バイ ザ ー 等 を務め た の
ち、現在に至る。指導実績として、
市町村アカデミー、国際文化アカデ
ミーなどで「市町村税徴収事務コー
ス」「使用料等の滞納債権の回収研
修」等がある。

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
公債権徴収事務に従事する職員／６０名

申込締切日

昨年度の受講者の声
滞納者についてはとにかくとことん調査をしていく
べきだということを学んだ。また、分納相談がたまに
あるが、少額分納は滞納者のためにもよくないので、
将来のことも考えながらよく話し合っていかなけれ
ばならないと思った。

平成２８年５月１３日（金）

カリキュラム
9：30

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション





滞納整理の基本

（徴収猶予・換価猶予・滞納処分の停止・



納税（付）折衝



クレーム対応

【共同講義】私債権回収事務研修 瀧講師



市町村税・公課徴収の法制度



高額困難事案の解決・税収確保のために



滞納処分手続き



事例研究・質疑（高額・困難事案）

（差押え・財産調査・捜索・公売（取立）
・
配当）

16：30

携行品
事前課題

納税の猶予
担保の徴取・延滞金）

（過払金差押え・異議申立・取立訴訟事案・
その他）

●閉講・アンケート記入
名札・筆記用具・地方税六法等地方税法と国税徴収法の条文が掲載されている書籍
別紙の事前アンケートにご記入の上、5 月 20 日（金）までにご提出ください。
研修ご担当者様で取りまとめていただき、研修センターまでメールでお送りください。
公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

私 債 権 回 収 事 務 研 修
研修のねらい
使用料・貸付金等の税外債権（非強制徴収公債権、私債権）適正管理・回収の法的ポイントを学び、実
務担当者に必要なスキルを修得します。
①債権の発生から消滅までの概略を理解する。
②債権の消滅と不納欠損の相違点を明確化できる。
③訴訟手続きによる回収をする際の、具体的な進め方が解る。

日時

講師

平成２８年６月９日（木）～１０日（金）

９：３０～１６：３０

たき

やすのぶ

瀧 康暢

氏

（弁護士法人公園通法律事務所 弁護士）
愛知県出身。大学卒業後、東京弁護士会
へ登録、都民総合法律事務所へ勤務す
る。2000 年に弁護士法人 公園通法律事
務所を開設。2013 年滋賀県大津市自治体
債権回収アドバイザーとなる。主な業務
として、多重債務者の激増を背景に、個
人・法人の債務整理、破産、再生の申立
に取り組む。多重債務者の生活再建のた
めに、過払金債権の回収をマニュアル化
した。滞納整理学会と連携して、自治体
の高額滞納案件及び自治体債権回収の
アドバイス、訴訟実務指導等を行う。市
町村アカデミーや国際文化アカデミー
などでも研修を行っている。

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
私債権回収事務に従事する職員／６０名

申込締切日

昨年度の受講者の声
訴訟手続きについて学ぶことができた。特に支払督促につ
いては、利用機会も多くあると思うため、フローチャート
で全体の流れを知ることができてよかった。個人情報の同
意書については、きっちりとやっていきたいと思う。

平成２８年５月１３日（金）

カリキュラム
9：30

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション



支払督促・訴状の作成の講義＆演習



私債権及び非強制徴収公債権の回収



庁内情報の共有と私債権の財産調査の方法



私債権及び非強制徴収公債権回収の法制度



生活再建型滞納整理



取る債権、取れない債権の区別と消滅時効
制度



交渉による債権回収のポイント



債権管理条例によるみなし消滅、生活困

16：30

窮・無財産の基準
■名札

携行品

■筆記用具

●閉講・アンケート記入

■地方自治法・地方税法総則・国税徴収法・国税通則法が掲載された六法

■わかりやすく解説されている講師著書「自治体私債権回収のための裁判手続マニュアル」
（￥3,456 ぎょうせい）をお持ちの方は持参してください。

事前課題

別紙の事前アンケートにご記入の上、5 月 20 日（金）までにご提出ください。
研修ご担当者様で取りまとめていただき、研修センターまでメールでお送りください。
公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

住 民 税 課 税 事 務 研 修
研修のねらい
住民税課税事務に必要な基本的知識と実務のポイントを修得します。
①住民税課税事務の基本知識・税制改正の動きを理解し、適確な課税事務ができる。
②住民からの問合わせで、課税内容を分かりやすく説明できる。
③事例問題をグループで取り組み、多面的に検討し理解を深める。
④住民税額の算出方法など事例問題と合わせて理解する。

日時

講師

平成２８年７月４日（月）～５日（火）

お お く ぼ

ひ で お

大久保 英夫 氏

９：３０～１６：３０

（公益財団法人東京税務協会

場所

大学卒業後、東京都に入庁。東京都
では、主税局や都税事務所等の現場
での業務、税条例の審査・管理や税
務研修の企画・実施など、様々な税
関係業務に従事。墨田都税事務所を
最後に、東京都を退職後、平成 13 年
から、現在の東京税務協会の講師と
して活躍中。東京都内だけでなく、
全国各地の税務関係団体や研修機関
等において、指導にあたる。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
住民税課税事務に従事する職員／６０名

申込締切日

昨年度の受講者の声
住民税を賦課するための基礎的な事を学べて、事例問
題は理解をふくらます具体的なイメージをすること
ができ参考になった。控除の種類や計算方法が細かく
書かれたレジュメだったので職場に戻ってから資料
として見直すことが出来そうです。

平成２８年６月１５日（水）

カリキュラム
9：30

講師）

２日目

１日目

●開講・オリエンテーション

【個人住民税】

【地方税法総則】

分離課税：土地・建物等の譲渡所得、株式等譲

更正決定の期間制限（個人・法人）
、
消滅時効、税額等の端数計算、
書類の送達、更正の請求、納税義務の
承継、守秘義務（ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護）

渡所得、退職所得の課税の特例
賦課・徴収：申告の義務、普通徴収と特別徴収

【法人住民税】
納税義務者、均等割の税率（資本金等の額、従

16：30

【個人住民税】

業者数）

納税義務者、均等割（税率と軽減措置）
所得割（総合課税と分離課税）
総合課税：所得計算
所得控除（生命保険料、扶養控除等）
税額控除（住宅借入金等特別税額控除等）

税 割：課税標準額の計算、税率、税額控除

携行品

申告納付：中間・確定申告等
（分割法人の分割基準含む）
●閉講・アンケート記入

名札・地方税法（法律編が掲載されているもの）
・電卓・筆記用具
公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

固定資産税課税事務研修
研修のねらい
固定資産税（土地・家屋・償却資産）の課税の仕組みと、実務において問題となる重点項目について学
びます。
①固定資産税の基本を理解し、実務能力を向上する。
②連帯納税義務、納税義務の承継などの法理論と実務の関係を理解し、説明できる。

日時

講師

平成２８年５月２３日（月）～２４日（火）

９：３０～１６：３０

の

ぎ

よしあき

野木 義昭 氏
（自治体法務研究所 副代表）

場所

大学卒業後、東京都に入庁。主税局をは
じめ、練馬、台東、中央、足立などの各
都税事務所において、不動産取得税課税
事務、固定資産税課税事務、徴収事務を
担当。平成 8 年に東京都主税局専門講師
に委嘱され、平成 10 年に退職後は、公益
財団法人東京税務協会の講師となり、現
在は自治体法務研究所の副代表として活
躍。都庁職員時代に経験を積んだ税務に
関する豊富な知識・経験をもとに、東京
都はもちろん、全国の自治体職員の税務
研修や指導に携わっている。

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
固定資産税課税事務に従事する職員／６０名

申込締切日

昨年度の受講者の声
登記に関する事から相続関係、納税通知書における詳
細な事由について何となく理解していたが、今回の研
修を通して固めることができたので良かった。

平成２８年４月１５日（金）

カリキュラム
9：30

１日目

●開講・オリエンテーション

1. 固定資産税とは
2. 課税客体となる固定資産
3. 納税義務者

２日目
8.

課税標準

9.

住宅用地に対する課税標準の特例

10. 新築住宅の減額
11. 評価及び価格の決定
12. 賦課及び徴収

4. 納税義務者の死亡と納税義務の承継
5. 共有物件と連帯納税義務

13. 価格に対する不服申立て
14. 賦課処分に対する不服申立て

6. 非課税
16：30

7. 減免

●閉講・アンケート記入
※カリキュラムの順番は変動することがあります。

携行品

名札・地方税法が掲載された法令集（自治六法等）・筆記用具
公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

研修担当者スキルアップ研修①

～やりっぱなし研修の撲滅！受講生の行動を定着させる技術を学ぼう～
「受講生が研修を受けただけで完結している」、
「研修後、受講生の行動を変えるにはどうすればいい
の」というような悩みはありませんか？
今回の研修担当者スキルアップ研修では、学校・企業に対して、人材育成プログラムの導入や人材育
成に関する講演などで幅広く活躍している永谷研一氏にお越しいただき、
「人材育成に携わる者に必
要な行動は何か」について、お話しいただきます。
この研修をきっかけに、
「研修する意味」について、もう一度考えてみましょう。
講師
ながや

けんいち

永谷 研一

氏 ｜ 株式会社ネットマン代表取締役

1966 年静岡県生まれ。1999 年 4 月株式会社ネットマンを設立。
学校や企業に IT を活用した教育サービスを提供し、2001 年から「携帯電話
などモバイル端末を活用したアクティブラーニング」を手がけるパイオニ
ア。最近では「反転授業」で活用される。また人材育成に必要な IT を考案・
開発し、日米で特許を取得。特にアメリカにおいて日本人初の行動変容系シ
ステムの特許保持者となり、その功績が高く評価を受けた。
行動科学や認知心理学をベースに、これまで一万人以上の行動実践データを
検証・分析し、目標達成のための行動習慣化メソッド「PDCFA サイクル」を
開発。三菱東京 UFJ 銀行や楽天、日立グループなどでの人材育成プログラム
や私立、公立大学などでのキャリア教育や留学プログラムに適用される。
また、「ソトガク」という協調学習の哲学で社会貢献活動を行う。全国で未来を創る教育イノベータ
ーを生み出すことに注力している。
［著書］ 「絶対に達成する技術」
（KADOKAWA）
「人材育成担当者のための絶対に行動定着させる技術」
（Profuture）
［要職等］ NPO 法人 学習分析学会 副理事長
(人材育成マネジメント研究会 前理事長)
各小中学校 ICT 利活用教育推進アドバイザー

日時

場所

平成２８年４月２６日（火）14:30～16:30
14:30～16:00

講義

16:00～16:30

質疑応答・意見交換

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882

対象者/定員

申込締切日

研修に携わる職員／３０名

平成２８年４月１９日（火）

携行品

名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

研修担当者スキルアップ研修②

～ 「心と躾」からはじめる新人・若手職員への指導法 ～
仕事の知識やスキルを教える前に「心や躾」を身に付け、社会で働くうえで土台となる力（＝自己管理力・コ

ミュニケーション力・人間関係力）を高めることが必要です。
この研修では、新人・若手職員を指導育成する上でのコツや留意点、具体的なトレーニング法を学びます。
集合研修や OJT などで活用できる指導法のポイントをわかりやすく解説いただきます。

講師
たなか

田中

つとむ

勉

氏

（一社）日本経営協会講師

温故知新研究所 代表

サービス企業管理職、企画会社取締役、経営コンサルティング
会社専務取締役を経て、現在、
「温故知新研究所」代表
仕事＆人生コンサルタント「自学自習型（ＳＬＭ）育成システ
ム普及会」主宰。
「階層別研修」
「人間力強化研修」
「シニアキャ
リア研修」等の研修指導にあたる。
門真市役所、大阪府警察本部、野田市役所、兵庫県警察本部、
こうち人づくり広域連合等、全国各地で活躍中。

カリキュラム
１.人間力の未熟な人たちが増えた！なぜ？？？
(1)今、社会・ビジネス現場で起きていること！
(2)その現象は 2000 年ころよりじわじわ増えた！
(3)その背景には、環境・条件変化が横たわる！
２.「人間力」はどのようにして身に付くのか？
(1)ヒトは人により人になり、人間に交わり人間になる！
(2)「３つ心・６つ躾・９つ言葉・文 12・理 15」で末決まる！
(3)「人間力診断」・・・自己診断で過去が見える！
(4)社会・仕事で「人間力」が土台となっている！

日時

３.現代しつけ学講座・・・「心と躾」養育
(1)「 心 と 躾 」 養 育 の 進 め 方 と 留 意 点
(2)「コミュニケーション力」の強化トレーニング
(3)「 人 間 関 係 力 」 の 強 化 ト レ ー ニ ン グ
(4)「基本力」を身につければ信頼される！
(5)「人間的魅力」を高めれば尊敬される！

場所

れじょんホール
平成２９年１月２４日（火）13:00～16:00

岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882

対象者/定員

申込締切日

人事・研修担当者／３０名

平成２９年１月１３日（金）
携行品

名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度

地方財政入門研修

出張財政出前講座」＋「ＳＩＭ２０３０」
～財政を理解し「対話」の大切さを知ろう！～

今村寛さんによる「

昨今の自治体の厳しい財政状況の中、限られた資源を有効に活用し、行財政運営を行っていくには、財政部
局の職員だけでなく、全職員が財政への理解を深めることが、非常に重要となってきます。
この研修では、福岡市職員の今村寛さんを講師に迎え、財政に関する講座＋対話型自治体財政シミュレーシ
ョンゲーム SIM2030 を通して、財政をもっとよく理解し、対話による情報・認識の共有化の必要性を学びま
す。
※SIM2030 とは・・・
熊本県職員が開発したシミュレーションゲーム。
とある仮想自治体を舞台に、2030 年までを 5 年ごとに区切り、その中で起こる課題に対し、6 人が 1
つのチームとなり、チーム内での対話による政策選択を行い、その自治体のありたい姿を考えていく。
この SIM2030 の最大の特徴は、ゲームを楽しみながら、自治体運営を体験できることである。

講師
いまむら

ひろし

今村

寛

氏 ｜ 前・福岡市財政局財政調整課長
1991 年福岡市入庁。財政の状況や今後の見通しを職員向けに説明する「財政出前講座」を福
岡市のみならず、全国の自治体にて講義している。また、熊本県職員が発案した対話型自治
体財政シミュレーションゲーム SIM2030 も取り入れ、さらにパワーアップした形で、財政へ
の理解を深める取り組みを積極的に行っている。
さらに、市職員によるオフサイトミーティング「明日晴れるかな」を立ち上げ、職員の対話
づくりにも精力的に取り組んでいる。

日時

場所

平成２８年８月１０日（水）10:00～16:30

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1 岡山県市町村振興センター5 階
☎086-245-4882

対象者/定員

申込締切日

全職員／４０名

平成２８年７月１５日（金）

カリキュラム
10：00

16：30
17：30

●開講・オリエンテーション
１．出前講座前半（財政の仕組み、地方財政の現状、将来見通しなど）
２．SIM2030
３．SIM2030 振り返り
４．出前講座後半（財政健全化の取り組み）
５．質疑応答
●閉講・アンケート記入
情報交換会

研修後、今村さんを囲んでの情報交換会を予定しています。講師も参加しての自治
体職員同士の交流は、とても貴重な機会です。ぜひご参加ください！
日時：8 月 10 日(水)17:30～
／会場：岡山駅近辺
／会費：4,000 円程度
参加の有無は、受講システムの備考欄へ入力してください。
会場は別途連絡します。また、会場までの移動は各自でお願いします。

携行品

名札・筆記用具

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

地 方 自 治 法 入 門 研 修
研修のねらい
地方自治法の概略を学ぶことで、自治体職員として必要な基礎知識を理解するとともに、知識の定着を
図り、今後の継続的な学びにつなげます。 ※e-ラーニングによる事前課題があります。
①地方自治法を学ぶことで、自治体職員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。

日時

講師
く

平成２８年１２月１日（木）

ぼ

よしたか

久保 賢高 氏

９：３０～１６：３０

（株式会社東京リーガルマインド 講師）
場所

昭和３９年（１９６４年）生まれ

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882

おおさか政策法務研究会研究員、関西
自治体法務研究会研究員、
（公財）大阪
府市町村振興協会

地方公務員法研究

会指導助言者、
（公財）大阪府市町村振
興協会

対象者/定員

地方自治法研究会指導助言者

を歴任。
（株）東京リーガルマインドで公務員
受験生に行政法・面接対策を講義する
一方で、自治体職員研修も担当してい
る。

一般職員／６０名

申込締切日

昨年度の受講者の声

平成２８年１０月１４日（金）

地方自治法の入門研修ということだったので、確認と
いうつもりで参加したが、講義の内容には新しい情報
や実例も多くあり、非常に勉強になった。事前課題の
ＣＤ-ＲＯＭもわかりやすくて良かった。

カリキュラム
9：30

午後

午前

●開講・オリエンテーション

13：00

６ 条例

１ 地方自治法総説
７ 住民の権利
２ 地方公共団体の種類
８ 財務
３ 地方公共団体の事務
９ 公の施設
４ 普通地方公共団体の機関
10
12：00

16：30

５ 長と議会の関係

携行品

名札・筆記用具・
別紙 1（確認テスト）
・
CD-ROM

事前課題

公益財団法人岡山県市町村振興協会

効果測定（確認テスト）と解説

●閉講・アンケート記入

別紙の指示に従い当日持参してください。

研修センター

平成２8 年度 職能別研修

起案文書作成基礎研修
研修のねらい
公文書とは何か、法務知識から起案文書の書き方まで、文書事務の基本的な知識を講義とグループワー
クを通して学びます。
・文書事務の基礎知識が修得できる。
・住民目線の文書の必要性を理解する。

日時

講師
おがわ

ますみ

平成２８年８月８日（月）

小川 眞澄 氏

９：３０～１６：３０

（（一財）公共経営研究機構 参与・研究会員、行政書士）
かみす

場所
れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1
岡山県市町村振興センター５階
☎086-245-4882
対象者/定員
入庁 7 年目までの一般職員／５０名
※定員を超えた場合は、人数調整させていただく
ことがあります。

平成２８年７月１５日（金）

9：30

12：00

午前

午後

●開講・オリエンテーション
１．事例研究
「岡山さんのある一日と公文書」
２．公文書について
(1) 公文書とは何か
(2) 公文書の種類
(3) 公文書の流れ
３．法律知識について
(1) 法令用語
(2) 公文書作成と法務基礎
４．起案文書について
(1) 起案文書とは何か
(2) 起案文書の書き方
(3) グループ討議「良い起案文書とは」
(4) 起案文書作成演習

携行品

講師からのメッセージ
「すべての行政活動は文書から始まります。
」これは、公務員
経験者である講師の率直な考えです。文書事務は行政の基本
であるにも関わらず、前例踏襲主義や職員ごとのレベルで作
成されているのが現状です。もしかしたら、知らないうちに
違法な事務処理をしているかもしれないのです。そのような
ことにならないように、今のうちに文書作成に必要な知識を
学び、そして、より良い文書作りができるよう、私と一緒に
楽しく学びましょう。

申込締切日

カリキュラム

１９８４年 茨城県神栖町（現神栖市）
役場に入庁。教育委員会、都市建設部、
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）を開業し、まちの法律家とし
て市民の法律相談に応じるとともに、
神栖市行政法サークル顧問、一般財団法人公共経営研究機構
参与・研究会員に就任し、自治体職員の人財育成に尽力して
いる。
公務員時代には、懲戒処分について不服申立の答弁書作成の
経験や公平委員会の口頭審議に出席した経験などもある。

名札・筆記用具

事前課題

13：00

５．マニュアル作成について
(1) マニュアルとは何か
(2) 業務の適正化とマニュアル
(3) マニュアルの活用方法
(4) グループ演習
「マニュアルを作成してみよう」
(5) 発表、講評
６．住民に伝わる文書作成について
－住民目線での文書－
７．まとめ

16：30

●閉講・アンケート記入

別紙の事前課題に記入して研修当日に持参してください。

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平成２８年度 職能別研修

保育の質を向上させるための園のマネジメント研修
研修のねらい
園の中核を担う保育士、幼稚園教諭、保育教諭のリーダーシップ力の向上を図り、マネジメントの基礎
を学び、これからの業務に役立てます。
①リーダーシップ力の向上が図れる。
②マネジメントの基礎知識が修得できる。

日時

場所

平成２８年８月５日（金）

れじょんホール

９：３０～１６：３０

岡山市北区今 2-2-1 岡山県市町村振興センター5 階
☎086-245-4882

対象者/定員

申込締切日

主任級の保育士、幼稚園教諭及び保育教諭

平成２８年７月１日（金）

３０名
講師
い け だ

たかひで

池田 隆英

氏

（岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科 准教授）

明治学院大学文学部英文科卒。高等学校英語科・教諭、専門学校講師、大学非常勤講師、短期大学専任講
師、養護学校常勤講師を経て、2011 年 4 月より現職。
主に、養育、保育、療育に関わっており、乳幼児をもつ保護者の育児とストレスの関連性や幼稚園・保育所に勤務
する保育者の職務とストレスの関連性など、子育ちや子育てについて理論的・実証的研究を行っている。
著書として、『社会のなかの子どもと保育者の社会学』（共著、創成社、2011 年）、『保育所・幼稚園実習－保育者
になるための５ステップ』（共編著，ミネルヴァ書房、 2011 年）

カリキュラム
9：30

12：00

午前

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

１．保育の振り返りの観点（講義）

１．保育のリーダーシップ（講義）

２．研修事例①：ビデオの分析例（演習）

２．保育の構成要素の検討（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ）

３．研修事例②：指導案の添削例（演習）

３．保育の重要事項の確認（ﾜｰｸｼｰﾄ）

４．研修事例③：保育要録の記入例（演習）

４．保育の指導原理の抽出（解説）

16：30

●閉講・アンケート記入

※ この研修では、受講生には事前課題で「保育に関するチェックシート」に記入をいただきます。そのチェック内容に対し
て、池田講師から１人１人にコメントをもらい、自身の強み・弱みを把握しながら研修を受講していただくようになります。

携行品

名札・筆記用具

事前課題

受講決定後にチェックシートを送付します

公益財団法人岡山県市町村振興協会

研修センター

平 成 28 年 度 れじょんセミナー

高崎経済大学地域政策学部 教授

櫻井常矢氏
講演会
【講師プロフィール】
東北大学大学院教育学研究科後期博士課程修了 博士（教育学）
専門分野：生涯学習・社会教育学・地域づくり
地域づくりのプロセスに市民主体の調査・学習（ワークショップ）活動、あるい
は自治会、NPO、公民館活動等の事業活動を介在させた社会実験を全国
各地で展開している。人材育成（ひとづくり）を軸とした地域コミュニティ
再生や市民協働によるまちづくりに実践的にアプローチする
など、市町村自治体を中心に関連する政策アドバイザー等
を務める。
市民向け学習会や行政職員研修を全国各地で重ねる。
著書に、『地域コミュニティ再生と協働のまちづくり（河北
新報出版センター）』、『地域コミュニティの支援戦略
（ぎょうせい）』など、多数。
講 演 テーマ

『自治・協 働による自治体 経 営の動向 と課題 』
今、市町村は、分権型・市民協働型による自治体経営改革を進めています。しかし、協働によるまちづくりの実現には、行政、
市民双方に様々な課題が現われています。同時に、「なぜ今、市民協働なのか」「なぜ今、広域コミュニティなのか」については、
深く議論されないまま、推し進められようとしている現状が危惧されています。
今回の講演会では、自治・協働による自治体経営の各地の動向を踏まえつつ、市民協働の意味への理解を深め、特に行政が
果たすべき役割について一緒に考えていきましょう。

10/４

平
成
28
年

14：00～16：00
2-2-1
岡山県市町村振興センター5 階
れじょんホール 岡山市北区今

《申込方法》
各市町村の研修担当者を通じて、インターネット受講
システム、または FAX でお申込みください。
申込締切：９/27（火）

対象者

岡山県内市町村長、副市町村長
岡山県内市町村議会議員
岡山県内市町村全職員

<お問い合せ>

公益財団法人岡山県市町村振興協会 研修センター

担当：井口、岡田

〒700-0975 岡山市北区今 2-2-1

TEL：086-245-4882 FAX：086-245-4421 E-mail：kensyu@shinko-okayama.jp

【場所】 れじょんホール
（岡山市北区今2-2-1 岡山県市町村振興センター5F）
【定員】

80名

【申込方法】各市町村の研修担当者を通じて、
インターネット受講システムまたはFAXでお申込みください

公益財団法人岡山県市町村振興協会 研修センター 担当：小銭、岡田
〒700-0975 岡山市北区今2-2-1
TEL：086-245-4882 FAX：086-245-4421 E-mail：kensyu@shinko-okayama.jp

公益財団法人岡山県市町村振興協会・岡山県 共催セミナー

地方創生セミナー
「地方創生の取組と課題について」
地方創生については、地方版総合戦略の策定が終わり、いよいよ実践していく段階になっ
ています。
そのような中、岡山県市町村振興協会と岡山県の共催により「内閣官房まち・ひと・しご
と創生本部事務局 次長の末宗徹郎氏をお招きし、国の最新情報を交えたお話しをいただく
こととなりました。
実施段階に入った地方創生の現状や今後の方向性などをお聞きする絶好の機会と考えま
すので、奮ってのご参加お待ちしております。
日

時

５月 31 日（火）

平成２８年

場

１５：３０～１７：００

所

れじょんホール
岡山市北区今 2-2-1 岡山県市町村振興センター５階

講

☎086-245-4882

師

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
次長

すえむね

てつろう

末宗

徹郎

氏

対象／定員

申込締切

・市町村長、副市町村長、幹部職員及び

平成２８年５月２４日(火)

担当・関心のある職員
・岡山県職員
１００名

カリキュラム
15:30

●開講・オリエンテーション

演題「地方創生の取組と課題について」
質疑応答
17:00

●閉講

