元気！やる気！

平成 29 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
を身につけます。また、チームワーク意識を身につけ、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。
岡山県内市町村の新規採用職員が一堂に集まり、3 日間の研修の内 1 泊 2 日は寝食を共
にしながら学びます。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／会場

対象者／定員

【合同】

新規採用職員／２００名

平成２９年４月１０日（月）9：30～10：00 受付
れじょんホール

申込締切日

（岡山市北区今 2-2-1 岡山県市町村振興センター5 階

平成２９年３月２４日（金）

☎086-245-4882）

【第１班】
（宿泊研修）

※今年度は宿泊研修を２回に分けて実施します。

平成２９年４月１１日（火）～１２日（水）

各回のお申し込みが、なるべく半数の人数にな

【第２班】
（宿泊研修）

るよう、ご協力をお願いします。
※お申し込みの際には、年齢・性別、新卒・既卒

平成２９年４月１３日（木）～１４日（金）

を入力してください。

サントピア岡山総社
（総社市秦 1215 番地 ☎0120-310-126）
※２回とも初日は 9：45～10：00 受付

カリキュラム
【合同】
9:30

４月１０日（月）
受付

研修センター事務局

10:00

開講・オリエンテーション

研修センター事務局

10:15

市長講話

井原市長

11:00

自治体の人材育成

研修センター事務局

13:00

公務員倫理

研修センター

14:00

地方自治制度入門

研修センター事務局

14:55

社会人としての正しい SNS 活用のポイント

（有）ユニバーサルワークス

瀧本

豊文

専任講師

氏（（公財）岡山県市町村振興協会 理事長）

江見

～失敗から学び、成功から気づく！～

16:10

１日目の振り返り

研修センター事務局

16:20

宿泊研修の説明

研修センター事務局

【第１班】
（１日目）
9:45

４月１１日（火）

受付

10:00

オリエンテーション

10:15

グループづくり
公益財団法人

研修センター事務局

岡山県市町村振興協会

研修センター

冨美男

清家

順

氏

すてきな保育士になるために！

平成 29 年度

階層別研修

新規採用保育士研修
研修のねらい

子育て支援が国の最重要課題の一つに位置づけられている中、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、保育職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。

対象者／定員

日時
平成２９年４月２０日（木）～２１日（金）

新規採用保育士／５０名

※初日は１０：００開講（９：３０から受付開始）

（認定こども園 所属も受講可）

※2 日目は９：３０開講

申込締切日

場所
平成２９年３月２４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

昨年度の受講者の声
保育士として働くことがどれだけ責任ややりがい
のあることなのかを改めて感じられたり、自分が
どのような保育士でありたいのかを改めて考えた
りできたことが良かった。

カリキュラム
■１日目

４月２０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

元 赤磐市立周匝保育園
松本

11:40

交流会

13:00

■２日目
9:30

氏

研修センター事務局

保育所保育士の職務内容を理解する

16:30

緑

園長

岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科
准教授

池田

隆英

氏

４月２１日（金）
1.保育園接遇の基本
・求められる CS の意識

株式会社話し方教育センター

・優れた接遇 4 つの条件

講師

郡 清美

氏

・コミュニケーション能力が成否を分ける
演習１保護者との対応で心がけるべきこと
2.コミュニケーション技法
・聞き手を考えて話すことの意識
16:30

お忘れなく！！

・相手の気持ちを満たす表現の工夫

携行品

名札・事前課題（牛乳パックでつくる手作りおもちゃ）・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 29 年度

さらに自分を成長させるために、「どうあるべきか、何が必要か」を考えよう！

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ぶとともに、
公文書の基礎を学び実務能力の向上を目指します。
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。
③公文書の基礎を理解し、実務ができる。

日時

対象者／定員

【第１回】平成２９年６月１３日（火）

新規採用職員（前期研修修了者）／各回５０名

【第２回】平成２９年６月１４日（水）
【第３回】平成２９年６月１５日（木）

申込締切日

【第４回】平成２９年６月１６日（金）
全日程 ９：３０～１６：３０

平成２９年５月１５日（月）

昨年度の受講者の声

場所

クレームへの対応について、お客様のご要望だとい

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

うことを聞き、その通りだと思った。クレームをお
っしゃるお客様視点で何を言えばどういう感情にな
るか考えながら接遇を行おうと思う。

カリキュラム
9:30

開講・オリエンテーション

研修センター事務局

○公務に必要な文章力の基礎
・公用文の基礎
・広報文との文書作成ルールの違い

他

＜演習・グループワーク＞
13:00

○クレーム対応

株式会社話し方教育センター

１．自分を振り返ることの大切さ

常務取締役兼専任講師

遠山

法子

＜演習１＞ 現状把握
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
＜演習２＞ 応対トレーニング
４．さらにクレーム対応力を高めるために
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

お忘れなく！！
研修センター

氏

住民の幸福のために、「自分は何ができるか」を考え、実践しよう！

平成 29 年度

新規採用職員（後期）研修

階層別研修

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住民満足の重要性と職員満足の基礎を学ぶとともに、今後ありたい自分を見つけ、継続的
に実践する。

対象者／定員

日時
【第１回】平成２９年１０月３０日（月）～３１日（火）
【第２回】平成２９年１２月 ５日（火）～ ６日（水）

新規採用職員（前期・中期研修修了者）
各回７０名

【第３回】平成２９年１２月１１日（月）～１２日（火）

申込締切日

全日程 ９：３０～１６：３０

平成２９年９月１５日（金）

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

昨年度の受講者の声
今回の研修では、公務員として働いていく上で根
幹となる部分について時間をかけてしっかりと学
ぶことができた。

カリキュラム
■１日目
9：30

●開講・オリエンテーション
○グループづくり

12：00

○公務員倫理を考える

13：00

○入職７ヶ月間を振り返って

研修センター事務局

社員育成研究所コ・パイロット
所長

16：30

定金

章

氏

■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
株式会社ブロックス

―仕事への向き合い方
～毎日を、よりいきいきと働くための

代表取締役

西川

敬一

氏

ヒント～
16:30

携行品

●閉講・アンケート記入

お忘れなく！！

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

即実践！職場のコミュニケーションとありたい自分

平成 29 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 29 年 7 月 25 日（火）～26 日（水）
【第２回】平成 29 年 10 月 17 日（火）～18 日（水）
【第３回】平成 29 年 11 月 14 日（火）～15 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 29 年 11 月 20 日（月）～21 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

一人ひとり個性があって、それぞれの考え方を認め、
様々な意見を出すことで良い対策やアイデアが生ま

申込締切日

れるということ。自分の行動を立ち止まりよく考え
て行動していきたい。

平成２９年６月１５日（木）

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．“心豊かな職員”たれ／わたしがもてる「資

１．
“問題をみずから創れる職員”たれ／

源」を理解しよう

わたしの「仕事ぶり」を理解しよう
５．あなたが輝けば、組織（まわり）が輝く、
２．
“変化を恐れない心を持つ職員”たれ／

いきいき輝くわたしの決意表明

わたしの「人となり」を理解しよう
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
16：30

しよう

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

お忘れなく！！
研修センター

上司を巻き込む力で仕事の効率ＵＰ！

平成 29 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を身につけるとと
もに、
「部下力」の高揚を図ります。
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 29 年 6 月 27 日（火）～28 日（水）
【第２回】平成 29 年 9 月

4 日（月）～ 5 日（火）

【第３回】平成 29 年 9 月

6 日（水）～ 7 日（木）

しんみょう

ふみのり

新名

史典

（株式会社経済法令研究会

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

昨年度の受講者の声
部下力と承認力が印象に残った。組織の中で仕事を
していくには、相手を認めることも大切で、周りの
人を巻き込んでいくことでよりよい仕事ができると
思った。

申込締切日
平成２９年５月１５日（月）

9：30

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、２
０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。

全日程 ９：３０～１６：３０

カリキュラム

氏

2 日目

１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
●アイスブレイク

円滑にする

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

16：30

携行品

名札・筆記用具
公益財団法人

事前課題
岡山県市町村振興協会

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

平成 29 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ロジックツリーなどの“深く考えるための道具”を実践の場で活用できる。
③常に問題意識を持ち、テーマに沿った政策提案ができる。

日時

講師

【第１回】平成 29 年 9 月 11 日（月）～12 日（火）
【第２回】平成 29 年 9 月 13 日（水）～14 日（木）

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）

【第３回】平成 29 年 9 月 25 日（月）～26 日（火）

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。

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
入職１０年目の職員／各回４５名

昨年度の受講者の声

申込締切日

みんなで考える重要性。短時間で深く考えることの
難しさ。後輩をよく観察すること。他人任せにせず、
自分から動いて変えていかなければならない。

平成２９年８月１０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

☆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
公益財団法人

●閉講・アンケート記入

事前課題

別紙事前課題シートにご記入の上、８月２５日（金）
までに研修ご担当者様取りまとめ後、ご提出ください。

岡山県市町村振興協会

研修センター

夢（思い・ビジョン）を語れるリーダーになろう！

平成 29 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「感性」を磨き、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 29 年 9 月 28 日（木）～29 日（金）
【第２回】平成 29 年 10 月 4 日（水）～ 5 日（木）
【第３回】平成 29 年 11 月 29 日（水）～30 日（木）
全日程 ９：３０～１６：３０

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）
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。２０００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
気づきが人を育て成長するということを学ぶことが
できた。相手に関心を持ち、声かけをしながら気づ
きへの 4 つのステップを体験させて成長させてあげ
たいと思った。今まで以上に周りに目配りをして周
りの変化に気づけるようにしたいと思う。

係長に昇任した職員／各回６０名

申込締切日
平成２９年８月１０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

公益財団法人

事前課題

岡山県市町村振興協会

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。

研修センター

課題を先取りし、民意を反映する

平成 29 年度

階層別研修

新任課長補佐研修
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、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、職場風土を改革する。
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人材育成の考え方と手法を身につけ、部下の仕事ぶりを評価できる。

日時

講師

【第１回】平成 29 年 10 月 24 日（火）～25 日（水）
【第２回】平成 29 年 10 月 26 日（木）～27 日（金）
【第３回】平成 29 年 11 月 7 日（火）～ 8 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）

【第４回】平成 29 年 11 月 9 日（木）～10 日（金）
大学卒業後、埼玉県川口市役所

全日程 ９：３０～１６：３０

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

場所

たわら、全国各地の地域振興の

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

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

対象者／定員

どで活躍。

課長補佐級に昇任した職員／各回４０名

昨年度の受講者の声
私たちが人材を育成する立場にあるのだと改めて感
じた。私の職場でも KIT－PT 法を実施して改善すべ
きところを改良し職場の改善をしてみたい。

申込締切日
平成２９年９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

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
10. 人材育成と職場活性化

～活気のある職場、
やる気のある職員を育成するには～
16：30

携行品

①ブレーンストーミング

●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
公益財団法人

事前課題

岡山県市町村振興協会

別紙事前課題シートにご記入の上、
10 月 10 日（火）までに研修ご担当者様
取りまとめの上、ご提出ください。
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！！

平成 29 年度

階層別研修

新 任 課 長 研 修
研修のねらい

管理職に期待される意識と役割を認識し、組織運営、コミュニケーションとリーダーシップ、人材育成の考え
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２９年７月３１日（月）
【第２回】平成２９年８月

１日（火）

さかぐち

たけし

阪口

武

氏

（一般社団法人日本経営協会 専任講師）

全日程 ９：３０～１６：３０
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。

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
課長級に昇任した職員／各回５０名

昨年度の受講者の声
部下の報連相が上手くいっていないとき、上司に問
題がないか振り返る。情報は組織の血液、下から上
だけではいけない。明日から実践してみようと思う。

申込締切日
平成２９年６月１５日（木）

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
４．管理者と組織運営～組織運営の 4 原則

１．今、求められる人材～自律型人材
５．人材育成の考え方
２．管理者の基本的な姿勢
６．まとめ
３．管理（マネジメント）と人間行動
12：00

携行品

16：30

名札・筆記用具

事前課題

公益財団法人

●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。

岡山県市町村振興協会

研修センター

自治体職員がはじめて学ぶ政策法務研修

平成 29 年度

職能別研修

右脳
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。
①憲法や法律（条例）との関わりを理解し、課題解決のための行政手法について学ぶ。
②公務のベースである「法規範」について考える。

日時

講師

平成２９年７月５日（水）

みやけ

やすひこ

三宅 康彦 氏

９：３０～１６：３０

（倉敷市選挙管理委員会事務局 局長）

場所
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。

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／５０名

昨年度の受講者の声

※概ね入職 10 年未満の職員

自分が行っている業務が法律や条例によってのもの
であることを再認識できた。普段その点を意識でき
ていないので、職場に帰って業務がどの法律（条例
等含む）に基づいているのか、自治事務か法定受託
事務か等知っておきたい。

申込締切日
平成２９年６月１５日（木）

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

３

０ はじめに

自治制度と分権改革
地方自治制度や分権改革について，まず

「法務担当」の経験のない私から

知っておくべきこと

法の求める「私たち自治体職員の

４

行政手続法制についての理解を

仕事」とは

窓口の対応を素材にクイズ形式でわかり

課題解決のための法務

やすく学ぶ

１ 私たち自治体職員にとっての憲法

５

憲法についての基本的な理解

私の実践「自治体政策法務」
私の携わった業務から（指定管理者制度

２ 法律(条例)による行政の原理

の運用や債権管理条例案の策定など）

法律，条例，規則，要綱と行政との
かかわりとは・・・

16：30

12：00

携行品
公益財団法人

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具
岡山県市町村振興協会

研修センター

憲法・法律・条例の関係性を学んで法政策に活かそう！

平成 29 年度

自治体政策法務研修

職能別研修

右脳
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します。
政策に活かそう！
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２９年６月８日（木）

う

な

き

宇那木

９：３０～１６：３０

まさひろ

正寛 氏

（鹿児島大学学術研究院法文教育学域法文学系

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）
。
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
演習問題を通じて班で議論し、他班の回答と比較す
ることができ、1 つの課題を多面から学べたこと。ま
た、その後の講師からの説明でも様々な考え方、説
があることを学べたことが印象に残った。

平成２９年５月１５日（月）

午前

カリキュラム
9：30

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

３．行政手法

１．政策法務と政策立案

（１）基本的行政手法

（１）政策法務とは

（２）行政手法の実効性確保

（２）政策法務と政策立案

４．法政策における憲法適合性の確保
（１）憲法とは

２．法律による行政の原理と法政策

（２）憲法適合性と法政策

（１）法律による行政の原理
（２）法政策と条例の留保
12：00

教授）

[行政法専攻]

【演習】グループワーク

携行品
公益財団法人

【演習】グループワーク

16：30

●閉講・アンケート記入

自治六法・名札・筆記用具
岡山県市町村振興協会

研修センター

どの部署でも役立つ！！条例、条文の用語を理解して公務員力を高めよう！

平成 29 年度

職能別研修

法 制 執 務 研 修
右脳
研修のねらい

憲法や法令と条例の関係、法体系、法形式、条例など、法制執務の基本構造の理解を深め、一部改正条例の作
成を通じて、条例の改正方法を学びます。
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

講師
みねむら

平成２９年７月２０日（木）～２１日（金）

よしひろ

峯村 欣弘 氏

９：３０～１６：３０

（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。

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

※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。

全職員／６０名

申込締切日

昨年度の受講者の声
住民のより良い生活のために条例改正があること、
広い目で法と接することが大切だと学んだ。グルー
プワークでは他者の視点を借り、一部改正を実践す
ることで新しい発見があり、刺激的な時間を過ごせ
た。

平成２９年６月１５日（木）

1 日目

カリキュラム
9：30

2 日目
第５ 条例の構造

●開講・オリエンテーション

１条例の立案方式
２新制定の方式
３構成部分の内容

第１ 条例立案の基礎知識
１政策の動機

４法政策の形成

２政策の形成

５法政策の要件

３法とは

６条例案要綱の作成

第６ 本則の構成
１本則と附則
２各部分の名称
３法令の引用

第２ 条例立案上の留意点
１条文化とそのルール

３定義規定の留意点

２規定の表現と用語

４罰則規定の留意点

第７ 一部改正の方式
１基本形式
２その他の形式
３一部改正の主な原則

第３ 法令用語
第４ 条例・規則概論
16：30

１自治立法

３公布、施行、適用

２条例・規則の所管事項

４効力

携行品
公益財団法人

４改正上の留意点
５各種の改正例

第８ 条例の改正演習
グループワークによる改正演習

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具
岡山県市町村振興協会

研修センター

実務に生かせる！
平成 29 年度

行政法入門研修

職能別研修

右脳
研修のねらい
実務で生かせる行政法の基本を学び、法的な側面からの自治体の仕事を把握し、ステップアップを図ります。
①行政の権力的行為と非権力的行為について学びます。
②具体的な事例（他自治体でのトラブルケースや成功事例）から、実務に生かせるポイントを
習得します。

日時

講師
もろさか

平成３０年 1 月３０日（火）９：３０～１６：３０

さ とし

諸坂 佐利 氏
（神奈川大学法学部 准教授）
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。

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

一般職員／６０名 ※概ね入職１０年未満の職員

 行政法という入り口もわからないものだったが、
わかりやすい切り口の講義のおかげで広く浅く

申込締切日

ではあるが、行政法の骨格が分かった。
 行政不服審査法に関する内容についての理解、行

平成２９年１２月１５日（金）

政のあり方や行政の持つ権利、能力について深い
知識を得られた。

カリキュラム
9：30

１．はじめに

13：00

３．行政救済法・事前救済手続

分権の状況と分権時代の行政法―地方公務員

Ⅰ.行政手続

にとって「行政法」を学ぶ意義

Ⅱ.情報公開制度
Ⅲ.個人情報保護制度

２．行政作用法

Ⅳ.広報行政、説明責任、パブリック＝コメント

Ⅰ.行政と法律・条例の関係-法律による行政の原理

等（訴訟提起されないためのリスクマネジメ

Ⅱ.行政の行為形式(1)-権力的行為(行政行為)

ント手法）

Ⅲ.行政の行為形式(2)-非権力的行為(指導・契

４．行政救済法・事後救済手続

約・協約・計画・補助金行政等)

12：00

Ⅳ.行政上の義務の履行の確保手段（代執行、執

Ⅰ.行政不服審査制度の概要

行罰、直接強制、強制徴収）-実務上のポイ

Ⅱ.行政事件訴訟制度の概要

16：30

ントを中心として

Ⅲ.国家補償制度（国家賠償法・損失補償）

※ 講師に相談したい案件がありましたら、当日までに考えてきてください。
携行品
公益財団法人

名札・筆記用具
岡山県市町村振興協会

研修センター

演習問題から理解する契約法・財産法・損害賠償法

平成 29 年度

職能別研修

地方公務員のための民事法研修
右脳
研修のねらい

民法の考え方をはじめ、契約、財産、損害賠償など、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。※民法改正の要点にも触れる研修です。
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２９年８月２２日（火）～２３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、

場所

交通事故等の損害賠償や行政訴

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

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。

※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

全職員／６０名

民法の考え方や解釈の仕方を様々な例題を通して学
ぶことができ、有意義な研修だった。日頃から法律
に関心を持って知識を増やしていくことが大切だと
感じた。

申込締切日
平成２９年７月１４日（金）

カリキュラム
9：30

16：30

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション

５

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 財産法の基本構造
(1) 債権と物権
(2) 時効
４ 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

携行品

主な契約（債権法）
(1) 売買
(2) 賃貸借

６

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) 使用者責任と国賠法１条の責任
(3) 工作物責任と国賠法２条の責任

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具・可能であれば六法（民事訴訟法が掲載されているもの）
公益財団法人

岡山県市町村振興協会

研修センター

人前力をつける！「即興プレゼンテーターへの道」

平成 29 年度

職能別研修

プレゼンテーション入門研修
右脳
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行動をおこしてもらうため、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２９年５月２５日（木）

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

※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。

一般職員／４０名
※概ね入職 10 年未満の職員

昨年度の受講者の声

申込締切日

論理的に説明する能力（＝伝える力）が最優先で必
要だということ。具体的な根拠や数字を内容にもっ
と盛り込んでプレゼンテーションしたいと思う。

平成２９年４月１７日（月）

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・筆記用具
事前課題シート

事前課題
公益財団法人

「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。

岡山県市町村振興協会

研修センター

住民とのワークショップで“本音”を引き出すスキルを学ぶ

平成 29 年度

職能別研修

ファシリテーション研修
右脳
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。

講師

日時
か

る

べ

たかゆき

平成２９年１０月１２日（木）～１３日（金）

加留部 貴行

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）
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ＮＰ
Ｏ・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、ＮＰＯ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－Ｂ
ＡＩ代表。㈱トライローグ取締役。

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

氏

※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。

全職員／３０名

申込締切日
平成２９年９月１５日（金）

昨年度の受講者の声
ファシリテーション、共働（協働）をきっかけとし
て、職員として大事な視点、目を向けるべきポイン
トについて学ぶことができた。

１日目

カリキュラム
9：30

２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
18：00

終了

●閉講・アンケート記入
○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 13 日(金)18:00 頃～ ／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

事前課題

公益財団法人

別紙の事前課題にご記入の上、９月２９日（金）まで
に研修ご担当者様取りまとめ後、ご提出ください。

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

議

会

対

応

平成 29 年度

研

職能別研修

修

右脳
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

平成２９年７月３日（月）

た じ か

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

※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。

係長職以上の職員／３０名

昨年度の受講者の声
論拠が答弁に不要であることを学び、大変参考
になった。演習が多く、考える機会があり良か
った。

申込締切日
平成２９年６月１５日（木）

午前

カリキュラム
9：30

専任講師）

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

(2) 答弁書の作成

６．委員会での答弁〈実技・演習〉
・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

〈事例をもとにグループ演習・発表〉
12：00

携行品

(1) 質問事項の取材

16：30

・名札
・筆記用具

受講前に
確認を！！
公益財団法人

●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。

岡山県市町村振興協会

研修センター

クレームに上手に対応できるようになる！！

平成 29 年度

職能別研修

ク レ ー ム 対 応 研 修
右脳
研修のねらい

質の高い行政サービスの提供を図るため、具体的な事例を通しながらクレーム対応や窓口応対の際の心構え
（姿勢）や技法について修得します。
①感情的にならずに対応できるようになる。
➁相手の要求を的確に把握できるようになる。
③いろいろなケースに対応できるようになる。

日時

講師
あめみや

平成３０年１月１８日（木）～１９日（金）

としはる

雨宮 利春 氏

９：３０～１６：３０

（一般社団法人人財開発支援協会 代表理事）
昭和２９年生まれ。昭和５２年青山
学院大学経済学部経済学科卒業。
商社にて営業本部マネジャー等を歴
任後、経営コンサルタント・研修イ
ンストラクターとして平成元年独
立。現在、コミュニケーション・対
人折衝・プレゼンテーション・リー
ダーシップ等の技術指導を通じて組
織の人材開発を支援する。ビジネス
マンの心の問題にも積極的に取り組
み、若手ビジネスマンの相談にも親
身に応じている。

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

※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。

全職員／６０名

講師からのメッセージ
「クレーム対応は決して喜ばしいことではありません
が、どんな職場でもクレームは必ず発生します。
しかも最近はこのクレームも多様化し、かつ、先鋭化し
つつあります。それだけにその場しのぎの小手先の対応
だけで解決できるものではありません。
本研修では実際のクレーム対応のプロセスに従って、そ
の具体的な対応法を体験的に学びます。 先人が苦労し
て体得したスキルを短時間に効率的に身に着けること
をめざします」

申込締切日
平成２９年１２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

５．STEP３ 処理方針の確定
６．STEP４ 処理交渉

１．クレームとは

７．クレーム対応ロールプレイ

２．最近体験した職場のクレーム

８．STEP５ アフターフォロー
９．事例研究
（実際のケースをもとにその処理策と対応策を

３．STEP１ 事実の明確化

考える）

まとめ

４．STEP２ 顧客の要求確認

●閉講・アンケート記入

16：30

携行品
公益財団法人

名札・筆記用具

岡山県市町村振興協会

研修センター

読んでもらえる！文章表現のコツをマスターしよう

平成 29 年度

職能別研修

伝わる！文章力トレーニング研修
右脳
研修のねらい

読み手を意識したわかりやすい文章を書くコツを学び、誤解なく確実に自分の意図を文章で伝えられる
職員を目指します。
①「的確に」「簡潔に」伝える文章技術を修得し、読み手に負担を与えずに趣旨を素早く、
正確に伝えることができる。
②講義で学んだことを演習で実践することで、理解を深められる。

日時

講師
ふじさわ

こう じ

平成２９年１２月１日（金）

藤沢 晃治

９：３０～１６：３０

（藤沢晃治オフィス 代表）

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

※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。

一般職員／５０名
※概ね入職 10 年未満の職員

氏

慶應義塾大学で管理工学を専攻。
卒業後、大手メーカーでソフトウ
ェア・エンジニアとして勤務。人
前で話すことが苦手な性格だっ
たが、たまたま担当した仕事でプ
レゼン術に目覚め、やがて、一部
の社員から「プレゼンの神様」と
呼ばれるようになる。その後、在
職中に執筆した『「分かりやすい説明」の技術』などのベス
トセラーを含め、講談社・ブルーバックスのシリーズが合
計６５万部を超える。日本テレビ系の教育バラエティ番組
『世界一受けたい授業』にも講師として出演。現在は独立
し、コミュニケーション研究家として、講演、企業向け研
修などを中心に活動。社会人になってから独学で英語を習
得し、英検 1 級、通訳ガイド(国家資格)、TOEIC 900 点、
工業英検 1 級などの資格も持つ。

講師からのメッセージ
実務文を書くためには文才は必要ありません。ちょっとし
た「気づき」だけで、誰でも実用的な「分かりやすい文章」
を簡単に書けるようになります。私たちは日々、下手をす
ると何の戦略も持たずに自己流で実務文を書きがちです。
そのため、うまく意図が伝わらない文章や誤解を与える文
章を広く配布、公開してしまうことは日常茶飯事です。本
研修では、こうした深刻な事態を解消するため、誤解なく
確実に自分の意図が伝わる文章のコツを紹介します。理系
出身の講師ならではの「文章工学」とでも呼ぶべき論理的
な文章術を徹底解説します。

申込締切日
平成２９年１１月１５日（水）

カリキュラム
9：30

午前

午後
13：00

●開講・オリエンテーション

■グループ実習

第１部 分かりにくい文章のいろいろ

○ライバル対決文章

第２部 分かりやすい文章とは

○共通課題文章

第３部 「構成」の技術

○改善点のグループ発表

第４部 「センテンス」の技術

○グループでの評価決定

第５部 「レイアウト」の技術

○講師による評価結果発表

第６部 「推敲」の技術
16：30

12：00

携行品
公益財団法人

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具

岡山県市町村振興協会

研修センター

自身の文章力向上とＯＪＴによる部下の指導に向けて

平成 29 年度

職能別研修

リーダーへのステップアップ研修
右脳
研修のねらい

ＯＪＴの最新理論と演習を通して、リーダー（職場内研修講師を含む）としてのスキルを学びます。あわせて
「文書事務マニュアル」を使って具体的で効果的な指導方法を学び、お互いの文章力を高める人材の育成を目
指します。
①文書事務マニュアルの活用方法や文章作成能力の高いリーダーとしての心構えを学ぶ。
②新しい時代にマッチした「チーム育成型ＯＪＴ」のスキルを理解する。

日時

講師
は

平成２９年８月８日（火）～９日（水）

が

ひさ お

芳賀 久雄 氏

９：３０～１６：３０
（一般財団法人公務人材開発協会 講師）

場所

昭和 51 年 横須賀市役所入庁。
事務管理課研修担当後、中央図書館、
文化振興課、窓口サービス課を歴任
し、平成 23 年退職。
現在は、公務人材開発協会・横須賀市
生涯学習財団の講師、また、横須賀文
化協会副理事長を務める。

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

※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。

講師からのコメント

係長級（監督職）の職員／３０名

「文は人なり」という言葉があります。その
いわれの通り、文章は書く人の個性を反映しま
す。しかし、内外に発信する公文書や広報文に
は一定のルールがあることも事実です。
この研修では、公務職場における文章作成の
基本とともに、リーダーに必要なＯＪＴの最新
の考え方を活用した部下育成のスキルを学び
ます。

申込締切日
平成２９年７月１４日（金）

１日目

カリキュラム
9：30

２日目

●開講・オリエンテーション

○公務職場における文章について

１ 自己紹介
２ ＯＪＴについて（新しい時代に向けて） １
２
３ ＯＪＴの実践的演習
（１）ＯＪＴの基本・仕事の教え方
（２）傾聴のスキル（演習）
（３）質問のスキル（演習）
（４）フィードバックのスキル
（５）チームワークで教え合う職場を
つくる（討議）
（６）チーム育成型ＯＪＴの必要性
（７）想定されるケースへの対応

４ 1 日目のまとめ
16：30

携行品

文章とは何か
文章作成と公務

３

公務文書の考え方

４

事例研究（例題演習）

５

公務文書をつくる（実践演習）

６

文章作成能力の高いリーダーを目指して

７

2 日目のまとめ

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具・国語辞典・文書事務マニュアル（後日送付します）
公益財団法人

岡山県市町村振興協会

研修センター

マニュアル作成で業務の見直しと改善！

平成 29 年度

職能別研修

業務マニュアル作成研修
右脳
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／場所

講師

【サテライト会場】

ゆずりは

杠

平成２９年５月１６日（火）

津山市役所本庁舎
（津山市山北 520

た か し

隆史 氏

（有限会社エヌ・アール・シー 代表取締役）

２階大会議室
☎0868-32-2044）

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
様々な研修で活躍。

【岡山会場】
〔第１回〕平成２９年７月２７日（木）
〔第２回〕平成２９年７月２８日（金）

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）

昨年度の受講者の声

両会場とも９：３０～１６：３０

まずはやってみる。完璧を求めるのではなく、記憶

対象者／定員

※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。

を書いてみると言われて、マニュアルをつくるハー
ドルが下がってよかった。

全職員／各回３０名

申込締切日
平成２９年４月１７日（月）

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

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

1.あらゆる業務遂行に役立つ

文章表現の基本

アイデア発想のヒント

7.マニュアル事例の研究
8.マニュアル作成演習(1)

2.まわりの期待に応える３つの能力

9.マニュアル作成演習(2)
3.マニュアル作成の目的

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
公益財団法人

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具

岡山県市町村振興協会

研修センター

滞納整理の華は、納税（付）折衝にあり！

平成 29 年度

職能別研修

公債権徴収事務研修
右脳
研修のねらい

強制徴収できる租税・公課の滞納整理の世界がどんなものかを理解し、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２９年８月２８日（月）～２９日（火）

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

※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。

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
事例研究では他の市町村の人と意見を交換しながら
話し合うことができ、とても良い機会だった。また、
他市町村の取組みや工夫点も知ることができ勉強に
なった。

平成２９年７月１４日（金）

１日目

カリキュラム
9：30

２日目

●開講・オリエンテーション

6.

納税の猶予

（徴収猶予・換価猶予・滞納処分の停止・担保
1.

滞納整理の基本

2.

納税（付）折衝

【共同講義】私債権回収事務研修

3.

クレーム対応

7.

高額困難事案の解決・税収確保のために

4.

市町村税・公課徴収の法制度

8.

事例研究・質疑（高額・困難事案）

5.

滞納処分手続き

の徴取・延滞金）

（過払金差押え・異議申立・取立訴訟事案・

（差押え・財産調査・捜索・公売（取立）
・
16：30

携行品
事前課題

配当）

瀧講師

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、８月８日（火）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

弁護士の視点で学ぶ実務担当者のスキルの全て！

平成 29 年度

職能別研修

私債権回収事務研修
右脳
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・回収の基礎と法的ポイントを学
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債権の消滅と不能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
たき

やすのぶ

平成２９年 ８月 ３０日（水）～３１日（木）

瀧 康暢 氏

９：３０～１６：３０

（弁護士法人公園通法律事務所 弁護士）

場所

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。

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

※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。

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

平成２９年７月１４日（金）

カリキュラム
9：30

初心者でもわかりやすい解説や資料であったのでとて
も良い。また、具体的に様式や手続きのフローチャート
があり、非常に分かり易い上に、市の内部手続きの進め
方についても言及してもらえたので参考になった。

１日目

２日目

●開講・オリエンテーション
1. 私債権及び非強制徴収公債権の回収

6. 支払督促・訴状の作成の講義＆演習

2. 私債権及び非強制徴収公債権回収の
法制度
3. 取る債権、取れない債権の区別と消滅
時効制度

7. 庁内情報の共有と私債権の財産調査の方法
8. 生活再建型滞納整理

4. 交渉による債権回収のポイント
5.
16：30

携行品

事前課題

債権管理条例によるみなし消滅、生活
困窮・無財産の基準

●閉講・アンケート記入

■名札 ■筆記用具 ■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。
別紙の事前アンケートにご記入の上、８月８日（火）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。
（￥3,456 ぎょうせい）をお持ちの方は持参してください。
公益財団法人 岡山県市町村振興協会 研修センター

適正な課税事務を行うために、まずは基本から

平成 29 年度

職能別研修

住民税課税事務研修
右脳
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２９年６月２２日（木）～２３日（金）

９：３０～１６：３０

お お く ぼ

ひ で お

大久保 英夫 氏
（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

※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。

住民税課税事務に従事する職員／６０名

昨年度の受講者の声
申込締切日

演習問題をすることで、より住民税についての理解
が深まった。まだ税務の仕事に就いて 3 ヶ月足らず
なので、難しいと感じた部分もあったが、学んだこ
とを実務で生かしていきたい。

平成２９年５月１５日（月）

１日目

カリキュラム
9：30

専門講師）

２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、株式等譲渡

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、

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

書類の送達、更正の請求、納税義務の承継、

【法人住民税】

守秘義務（ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ保護）

納税義務者、均等割の税率

【個人住民税】

（資本金等の額、従業者数）

納税義務者、均等割（税率と軽減措置）

税

所得割（総合課税と分離課税）

申告納付：中間・確定申告等

総合課税：所得計算

割：課税標準額の計算、税率、税額控除
（分割法人の分割基準含む）

所得控除（生命保険料、扶養控除等）
16：30

税額控除（住宅借入金等特別税額控除等）

携行品

●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

適正な課税事務を行うために、まずは基本から

平成 29 年度

職能別研修

固定資産税課税事務研修
うのう
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
の

ぎ

よしあき

平成２９年６月５日（月）～６日（火）

野木 義昭 氏

９：３０～１６：３０

（自治体法務研究所 副代表）
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。

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

※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。

0

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
課税とは何か、どうすることなのかということを初
めて知った。最も基本的なことを自分はわかってい
なかったのだと思った。税とはとても複雑で難しい
ものだと思っていたが、研修を受けたことで意識が
変わった。

平成２９年５月１５日（月）

１日目

カリキュラム
9：30

２日目

●開講・オリエンテーション
1. 固定資産税とは

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

2. 課税客体となる固定資産
3. 納税義務者

11. 評価及び価格の決定

4. 納税義務者の死亡と納税義務の承継

12. 賦課及び徴収

5. 共有物件と連帯納税義務

13. 価格に対する不服申立て

6. 非課税

14. 賦課処分に対する不服申立て

7. 減免
●閉講・アンケート記入

16：30

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 29 年度

職能別研修

研修担当者スキルアップ研修①
右脳
研修のねらい

組織の人材育成を担う研修担当者に必要な知識やスキル、研修企画の方法等、実務に役立つテーマで学び
ます。
①今後の研修のあり方、研修企画のポイントがわかる。
②研修担当者の役割について、みんなで考える。

日時

講師

平成２９年４月２６日（水）

たかしま

なおひと

高嶋 直人 氏

１０：００～１２：３０

（人事院公務員研修所 主任教授）

場所

人事院総務課長、立命館大学院公
務研究科教授等を経て現職。法務
省、検察庁、税関研修所、自治大
学校、ＪＩＡＭ、マッセＯＳＡＫ
Ａ、彩の国さいたま人づくり広域
連合、特別区、大阪市、京都市、
足利市、流山市、稲城市等におい
て「公務マネジメント」
、
「リーダ
ーシップ」
、
「公務員倫理」等の研
修講師を務める。最近の主な著作
に は 、『 公 務 員 講 座 』 地 方 行 政
（2013～2014）時事通信、
『人財マ
ネジメント講座』 月刊ガバナン
ス（2016.4 ～連載中）ぎょうせい
がある。
2017 年 3 月、
『読めば差がつく！
若手公務員の作法』がぎょうせい
より発行。

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
研修担当職員／３０名

申込締切日
平成２９年４月１７日（月）

カリキュラム
10：00

●開講・オリエンテーション

「人材育成と研修」
・自治体研修の目的と特徴
・環境変化への対応
・研修企画のポイント
・研修実施のポイント
・研修担当者の役割
○質疑応答

12：30

※各項目ごとに
グループワーク →

発表 →

の流れで進めていき、内容の共有を図ります。

●閉講・アンケート記入

携行品
公益財団法人

講師解説

名札・筆記用具
岡山県市町村振興協会

研修センター

研修担当者スキルアップ研修②

平成 29 年度

職能別研修

明日から実践できる！
内定者フォローから新人職員育成のやり方研修
けんｓｈ右脳

研修のねらい

組織の人材育成を担う研修担当者に必要な知識やスキル、研修企画の方法等、実務に役立つテーマで学び
ます。
・人材確保における重要な要素【定着】について、内定者フォローから新人職員育成ま
で、実務上のポイントを学びます。
各市町村に合った内定者フォロー・新人育成に結びつくヒントを得てもらいます。

日時

講師

平成２９年１０月２０日（金）

まつえだ

み

か

松枝 美華

１３：３０～１６：３０

氏

（一般社団法人 学生就職支援協会

場所

新卒で入社後 2 年間は、大学生
向け就活塾「就勝ゼミナール」
の講師として、年間 200 名以上
の大学生の就職活動をサポー
ト。入社 3 年目からは、新卒採
用を中心とした採用コンサルタ
ントとして活動。中小企業の新
卒採用及び人材育成のコンサル
ティング・研修を数多く手掛け
る。採用コンサルティングの傍
ら、グループ会社の新卒採用も
担当。大学生・採用担当者のど
ちらの気持ちも汲み取った、実
践的な研修・コンサルティング
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
人事・研修担当職員／３０名

申込締切日
平成２９年１０月１３日（金）

『働くことが楽しい！と思える人を増やす』
ことが人生のミッション。

カリキュラム
13：30

●開講・オリエンテーション
【第 1 部】
・新卒採用の基礎知識～新卒採用市場と学生の変化～
・内定後の内定者の心理を理解する～内定辞退をする学生の気持ち～
・内定辞退の要因と人材定着の取り組みを考える～辞退の要因と定着の取り組み～
【第 2 部】
・新人職員育成の基礎知識～若手育成のポイント～
・効果的に育成するための新人職員との関わり方～育成のために明日からできること～
・新人職員育成の為の傾聴ロールプレイング

16：30

●閉講・アンケート記入

携行品
公益財団法人

主任）

名札・筆記用具
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
平成 29 年度

職能別研修

地 方 財 政 入 門 研 修
研修のねらい
地方財政の仕組みや現状、予算のルールを学び、自らの業務との関連をしっかり把握する。

①財政の基本を理解することができる。
②財政をより理解することで、住民へ事業の説明に自信が持てるようになる。

講師

日時
おおさき

平成２９年８月２日（水） 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
入職３年以上の職員／４０名

大崎 映二 氏
（一般社団法人日本経営協会 講師）
昭和４９年に東京都東久留米市
役所に入庁後、障害福祉課長、
会計課長、財政課長、子ども家
庭部長などを経て、教育委員会
教育部長を最後に退職。その後、
民間のコンサルタント会社で財
政改革アドバイザーとして、行政評価を中心にした
地方自治体の行財政改革に向けた活動を行う。
現在は、日本経営協会講師、同コンサルタントとして
財務系セミナーに登壇するほか、市町村行政の最適
化を行うために総合計画、行政評価、予算を連動させ
る手法を中心にしながら、自治体ごとの特性に応じ
たサポートを行っている。

申込締切日

講師からのコメント
「財務関係の仕事は、経験的あるいは慣例として知
っているが、法令等の根拠を教わったことが無く、
他者への説明に自信がない」という職員は、職種職
位に関係なく意外と多くいますし、私もその一人で
した。この研修は、日常の仕事に不可欠な財務に関
するポイントを、一連の法令と事例から解説するこ
とで理解を深めようとするものです。

平成２９年７月１４日（金）

携行品

名札・筆記用具

カリキュラム
9：30

えいじ

１．国と市町村の状況

(5)行政評価と予算の関係

(1)国と地方公共団体の役割

(6)条例等と予算の関係

(2)国から地方公共団体への財源移転の必要性

５．歳入予算と財源の確保

(3)景気の状況と国と市町村の財政

(1)財源の分類

２．地方交付税制度の概要

(2)地方税、地方譲与税、国庫支出金

(1)地方交付税の意義、財源、仕組み

(3)税外収入、その他の収入

(2)普通交付税と特別交付税

６・予算の編成手法

３．地方債制度の概要

(1)査定方式と枠配分方式と問題点

(1)地方債の意義、充当率

７．決算と住民への説明

(2)地方債の普通交付税措置率

(1)決算と住民説明

(3)臨時財政対策債と合併特例債の問題点

(2)決算カードの考え方

４．予算に関する基礎的なルール

(3)財政健全化法と公会計制度改革

(1)会計年度と会計の区分

８．問題事例から見る収入支出事務のポイント

(2)予算の意義、原則、内容

(1)収入事務と債権のポイント

(3)当初予算と補正予算の関係
(4)長期総合計画と予算の関係

(2)支出事務のポイント

16：30

公益財団法人岡山県市町村振興協会

９．その他
研修センター

自分の業務の背景にある法律を知る！！

平成 29 年度

職能別研修

地方自治法入門研修
右脳
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２９年１２月７日（木）

ぼ

よしたか

久保 賢高 氏

９：３０～１６：３０

（源法律研修所 所長）
昭和 39 年生まれ。元大手公務員試

場所

験予備校講師（行政法・面接対策）

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

として数多くの受験生を合格させ
る一方で、関西を中心に自治体職員
研修の講師（行政法・地方自治法・
地方公務員法・政策法務）を務める

※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。

等、人材育成に力を注いでいる。
（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地方自治法研究会

一般職員／６０名

指導助言者を歴任。おおさか政策法務研究会会員、関西

※概ね入職 10 年未満の職員

自治体法務研究会会員、自治体法務合同研究会会員。

申込締切日

昨年度の受講者の声
地方自治法が何を目的としてどのようなこと
を指しているかの大枠を掴むことができた。

平成２９年１０月１３日（金）

午前

カリキュラム
9：30

●開講・オリエンテーション

午後
13：00
６ 条例

１ 地方自治総説

７ 財務

２ 地方公共団体の種類

８ 公の施設

３ 地方公共団体の事務

９ 住民の権利

４ 普通地方公共団体の機関
５ 長と議会の関係
16：30

12：00

●閉講・アンケート記入

※進行上、すべての項目について詳細に触れることができない場合があります。

携行品

名札・筆記用具
事前課題の CD-ROM
（忘れずに！）
公益財団法人

事前課題
岡山県市町村振興協会

別紙の指示に従い、取り組んでください。
研修センター

公文書の性質と起案文書の作り方を学ぼう！

平成 29 年度

職能別研修

起案文書作成基礎研修
右脳
研修のねらい

起案文書について、収受から作成、施行に至るまでの流れや、文書及び法務の基本的な知識を学びます。
文書事務の基礎知識が修得できる。

講師

日時
お が わ

平成２９年１１月１日（水）

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

※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。

入職 7 年目までの一般職員／５０名

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
昨年度の受講者の声
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。
自分の仕事について、公文書を扱っているという意
識をあまり持たないで仕事をしていたことに気づい
た。行政行為は全て法律に則って行われるものなの
で、法令用語もきちんと理解した上で、文書の作成
や日々の業務に取り組んでいかなくてはならないと
思った。

申込締切日
平成２９年１０月１３日（金）

カリキュラム
9：30

12：00

携行品

ま す み

小川 眞澄 氏

午前

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

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」

名札・筆記用具

事前課題
公益財団法人

５．起案文書作成演習
(1) 起案文書作成
(2) チェック表での自己採点
(3) 自己採点をもとにグループ討議
※

演習は、テーマや難易度を変えて３題
程度行う予定です。

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。

岡山県市町村振興協会

研修センター

保育の質を向上させるための
園のマネジメント研修

平成 29 年度

職能別研修

右脳
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

講師
い け だ

たかひで

池田 隆英 氏

平成２９年８月３日（木）

９：３０～１６：３０

（岡山県立大学保健福祉学部保健福祉学科

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。

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

准教授）

※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。

主任級の保育士、幼稚園教諭及び保育教諭／６０名

昨年度の受講者の声
保育をする中で多々これでいいのかな？と思うこと
があり、今日は基本の原理・共通の土台の大切さを
再確認することができた。職員の共通の理解の中で
しっかり保育をしていきたいと思った。

申込締切日
平成２９年７月１４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
５．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）
６．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）
７．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）
８．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）

12：00

携行品

16：30

名札・筆記用具

事前課題
公益財団法人

●閉講・アンケート記入

受講決定後にチェックシートを送付します。

岡山県市町村振興協会

研修センター

フォトグラファーから学べる一眼レフカメラの使い方

平成 29 年度

広報担当者スキルアップ研修①〔カメラ・撮影編〕

職能別研修

右脳
研修のねらい
広報写真の基礎、一眼レフカメラを使った被写体の撮影方法を学び、より良い広報紙づくりに生かします。
①一眼レフカメラの操作方法を理解し、使いこなすことができる。
②被写体と撮影状況に応じて、最適な方法で撮影ができる。

日時

講師
かわにし

平成２９年５月２４日（水）

まさゆき

川西 正幸 氏

９：３０～１６：３０

（フォトグラファー）
1948 年生まれ。広島県出身。日本
写真専門学校卒。フリーランスフ
ォトグラファー。日本写真家協会
会員。日本広報協会アドバイザー。
全国広報コンクール写真部門審査
員。グラフ誌、週刊誌、月刊誌な
どで、職人の美術工芸の技を探る・
産地からの食文化を探る・人物ル
ポ・足跡をたどる旅など国内外を
テーマに連載。他にスポーツ専門
誌、映画・TV のスチール写真をて
がける。

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

※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。

広報・広聴担当職員／３０名

前回の受講者の声
広報担当として、情報発信するために効果的な写真
の撮り方が学べた。具体的な設定のアドバイス、そ
の都度講師が写真を撮って見本に見せてくださるの
が、とても参考になった。

申込締切日
平成２９年４月１７日（月）

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

■室内撮影実習
○ストロボを使った人物撮影・会議風景

■広報写真の基礎知識（撮影理論）
1．広報紙の写真の役割と撮影方法

■野外撮影実習

他

○スナップ写真の撮り方
・人物撮影

■各被写体の撮影方法 （技術編）

・被写界深度の使い方

1．人物撮影は笑顔のなかに躍動感を写す

・表紙写真のバランス・テーマに

他

合わせた情景の表現方法

■会議風景やセミナー会場、
12：00

携行品

・光の使い方

他

学習プログラムの撮り方
1．表彰式から演劇まで舞台撮影

他

詳細は事前課題参照・名札・筆記用具
公益財団法人

16：30

事前課題

岡山県市町村振興協会

●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

伝わる広報紙面の作り方を知ろう！

平成 29 年度

広報担当者スキルアップ研修②〔デザイン・レイアウト編〕

職能別研修

右脳
研修のねらい
住民に自治体のことを知ってもらうために大切な役割がある広報紙。読んでもらうために、伝わる広報紙
面の作り方を学びます。
①広報紙面を美しく見せる秘訣（グリッドシステム）を学ぶ
②紙面の構成要素であるタイトル・本文・写真・図表などのレイアウト方法を身につける

日時

講師

平成２９年８月７日（月）

９：３０～１６：３０

しらいし

まなぶ

白石

学

氏

（武蔵野美術大学

1971 年生まれ。武蔵野美術大
学大学院造形研究科修了。九州
芸術工科大学大学院芸術工学
研究科博士後期課程修了。現
在、武蔵野美術大学造形学部デ
ザイン情報学科教授。色彩心理
学、デザインの基礎教育の研究
のほか、インタラクションデザ
イン、メディアアートを中心と
した、デジタルアート・デザイ
ンの研究を行っている。

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

デザイン情報学科 教授）

※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。

広報・広聴担当職員／３０名

講師からのメッセージ
最近のワープロは高機能で自由度が高いため凝った
デザインの広報紙を簡単に作れてしまいます。しか
し、凝ったデザインにすると伝わりにくい広報紙に
なってしまうことがあります。そこで、この講座では
広報紙の本来の目的を見直し、あえて手作業でレイ
アウトの基本を習得していただきたいと考えていま
す。

申込締切日
平成２９年７月１４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

・講義
「紙面の構成要素」

・講義
・演習

「広報紙面を美しく見せる秘訣」

「タイトルや図版を含めた
レイアウト演習」
・演習

・総合講評

「グリッドシステムの演習」
12：00

16：30

携行品

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具・定規（30～45cm）
・のり・はさみ・カッター・
過去の広報紙・情報誌（レイアウト素材として使用）
公益財団法人

岡山県市町村振興協会

研修センター

岡山県 巡回アカデミー

開催！

これからの時代の子育て支援

平成 29 年度

職能別

巡回アカデミーとは？ 高度で専門的な研修カリキュラムを提供している 市町村職員中央研修所（通称：市町村アカデミー

研修

（JAMP）所在：千葉県）の研修を都道府県の広域研修機関との共催により全国各地で開催するものです。
本年７月、岡山県において開催することが決まりました！テーマは「これからの時代の子育て支援」です。
この機会に、子育て支援制度について地域が抱える課題や対策について学びませんか？多くの皆様のご参加をお待ちしています。

研修のねらい
子育て支援に対する現状や課題を理解し、自治体に求められる役割や今後のあり方を学びます。
そして、子育てがしやすい環境を作っていくため、有効な対策を遂行する能力の向上を図ります。
① 多様化する保育ニーズへの対応とサービスのあり方について理解を深め、保育環境の整備に向けた方策を学ぶ。

② 子どもが地域と関わりながら、自立性や社会性を身に付けるための環境づくりの方策を学ぶ。

日時

対象者／定員

平成２９年７月１２日（水）～１４日（金）

中堅職員以上で、子育て支援業務等の担当職員

※7/12・13 は ９：３０～１６：３０
※7/14 は ９：３０～１５：１０

５０名

申込方法/締切日

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

平成２９年６月２日（金）
インターネット受講システムでのお申し込み。
（各市町村の研修ご担当者へ確認してください。）

カリキュラム
9:30～10:00

午前

午後

10:00～14:10

14:20～16:30

これからの時代における
7 月 12 日
（水）

オリエンテ

放課後児童クラブの現状と課題（講義）
子育て支援策と自治体の役割（講義）

ーション

才村 純

氏

池本 美香

氏

開講式
(関西学院大学 人間福祉学部教授)

(株式会社 日本総合研究所調査部 主任研究員)

9：30～12：00

13:00～16:30

子育てを支える地域コミュニティの役割
7 月 13 日
（木）

自治体における子育て支援の組織づくり

（講義）
奥山 千鶴子

（講義・演習）
氏

東 浩司

氏

(株式会社 ソラーレ代表
(ＮＰＯ法人子育てひろば全国連絡協議会理事長)
NPO 法人ファザーリング・ジャパン理事)
9：30～15:00

15:00～15:10

課題演習（討議・発表・講評）

7 月 14 日
（金）

山縣 文治

氏

閉講式

（関西大学 人間健康学部長教授）

携行品

名札・筆記用具

事前課題
公益財団法人

受講者決定後にお知らせします。

岡山県市町村振興協会

研修センター

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、井口
〒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

地方公会計
セミナー
国・地方を通じて財政状況が厳しい中、企業会計の考え方や手法を活用した発生主義会計に基づく財務書
類等の作成・開示が推進されています。
このような中、複式簿記の導入・固定資産台帳の整備を伴う「統一的な基準」による地方公会計の整備が
進められ、市町村には、制度の仕組みを理解すること、限られた財源を有効に使い、資産・債務改革を進
めていくことが求められています。
そこで、“いかにして財務書類を「効果的に使う」か”という意識を向上させるために、地方公会計制度
改革の第一人者である関西学院大学教授の稲沢克祐氏からポイントとなるところをお話しいただきます。
奮っての参加お待ちしています。

講師：稲沢

克祐

氏（関西学院大学専門職大学院

教授）

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科（アカウンティングスクール）教授・博士（経済学）
英国勅許公共財務会計士(ＣＰＦＡ)
1959 年群馬県生まれ。2006 年４月から関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授。
専門分野は行政評価論、公会計論、地方財政論。
著書は、一番やさしい地方交付税の本（学陽書房、2016/6）、自治体の財政分析と財政計画（学陽書房、
2013/11）、自治体における公会計改革（同文舘出版、2009/9）など多数
総務省地方公会計の活用のあり方に関する研究会委員(2016/4～10)、豊中市窓口関連業務委託事業者選
定評価委員会会長(2016/5～)、秩父市行政経営アドバイザー(2008/4～)等、多方面で活躍中

/
申
込
締
切

（9:30 受付開始）

10/13(金)
※申込みは、各市町村の研修担当者
を通してお申込みください。

お
問
い
合
せ

★対象★
中堅～管理監督職員

公益財団法人岡山県市町村振興協会 研修センター
担当：岡田、井口
〒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

主催：岡山県、公益財団法人岡山県市町村振興協会

地 方 自 治 法 施 行

70 周 年 記 念

自 治 振 興
セミナー
地方行政をめぐる諸課題について
講師：安田

充

氏（総務省自治行政局長）

14:30～16:00
（14:00 受付開始）

※できる限り公共交通機関を利用してお越しください。
また、お車でお越しの際は有料駐車場をご利用ください。

★対象★
・市町村長
・副市町村長
・市町村議会議員
・市町村幹部職員
・担当職員
・関心のある職員
・岡山県職員
・岡山県議会議員

人口減少時代を迎え、地方自治体を取り巻く
環境はより一層厳しさを増しています。

【安田 充 氏プロフィール】
1981 年 4 月 自治省入省

こうした中、今年は地方自治法施行 70 周年の
節目を迎えており、地方分権や地方創生など
地方自治のさらなる進展が望まれるところです。
そこで、地方と国を結ぶ地方自治の要である
総務省自治行政局の安田充局長をお迎えし、
地方自治を取り巻く現状や課題について
ご講演いただきます。
それぞれの地域が元気になるためのヒントを
考えてみませんか。

1997 年 4 月
1998 年 4 月
1999 年 4 月
2005 年 8 月
2009 年 7 月

申
込
締
切

6/21(水)
※申込みは、各市町村の研修担当者
を通してお申込みください。

お
問
い
合
せ

岡山県総務部次長
岡山県企画振興部長
岡山県総務部長
総務省自治行政局選挙部政治資金課長
総務省自治行政局行政課長
兼内閣官房副長官補付内閣参事官
2013 年 8 月 総務省自治行政局選挙部長
2015 年 7 月 総務省自治財政局長
2016 年 6 月 総務省自治行政局長
公益財団法人岡山県市町村振興協会 研修センター
担当：岡田、井口
〒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

