平成 30 年度

元気！やる気！

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。

対象者／定員

日時／会場
【合同】

新規採用職員／２００名

平成３０年４月９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３０年３月２３日（金）

☎086-245-4882）

【第１班】
（宿泊研修）

※宿泊研修は２回に分けて実施します。

平成３０年４月１０日（火）～１１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３０年４月１２日（木）～１３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９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

美作市長

11:00

自治体の人材育成

研修センター事務局

萩原

誠司

氏（（公財）岡山県市町村振興協会 理事長）

11：30～13：00（昼食）
13:00

公務員倫理

研修センター

専任講師

江見

冨美男

14:00

地方自治制度入門

研修センター事務局

14:45

正しい SNS 活用のポイント

ホームページコンサルタント永友事務所

16:15

１日目の振り返り

研修センター事務局

16:25

宿泊研修の説明

研修センター事務局
16:30（終了）

【第１班】
（１日目）
9:45
10:00

４月１０日（火）※昼食 12：00～13：00 夕食 17：00～18：00

受付
オリエンテーション
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

永友

一朗

氏

即実践！職場のコミュニケーションと在りたい自分

10:15

グループづくり

11:00

私のまちのＰＲ（グループワーク）

13:00

接遇・マナー

（株）話し方教育センター

16:00
18:00
20:00

山川 亮子、高倉 圭司

氏

レクリエーション

【第１班】
（２日目）
9:00

研修センター事務局

４月１１日（水）※朝食 7：45～8：45

昼食 12：00～13：00

仕事の進め方

（株）経済法令研究会

13:00

先輩職員からのメッセージ

市町村職員

13:45

これからの地方自治

岡山大学 地域総合研究センター長

16:00

退所式・記念撮影

研修センター事務局

【第２班】
（１日目）
9:45

10:15

グループづくり

11:00

私のまちのＰＲ（グループワーク）

13:00

接遇・マナー

三村

聡

氏

聡

氏

研修センター事務局

（株）話し方教育センター

16:00

山川 亮子、高倉 圭司

氏

レクリエーション

【第２班】
（２日目）
9:00

氏

受付
オリエンテーション

20:00

司

４月１２日（木）※昼食 12：00～13：00 夕食 17：00～18：00

10:00

18:00

窪田

４月１３日（金）※朝食 7：45～8：45

昼食 12：00～13：00

仕事の進め方

（株）経済法令研究会

13:00

先輩職員からのメッセージ

市町村職員

13:45

これからの地方自治

岡山大学 地域総合研究センター長

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

窪田

研修センター

司

氏

三村

平成 30 年度

すてきな保育士になるために！

階層別研修

新規採用保育士（前期）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接遇の考え方や心構え、具体的な対応技法を修得します。
③保護者、他職員とよりよい人間関係を作り上げるためのコミュニケーション意識、技術の
向上を目指します。

日時

対象者／定員
新規採用保育士／６０名

平成３０年４月２０日（金）

１０：００～１６：３０（９：３０から受付開始）

（認定こども園 所属も受講可）

申込締切日
平成３０年３月２３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
保護者との会話など、園での接遇の基本は、教えて
もらう機会がなく、採用されて困ることが多くあっ
たので、今回学ぶことができて良かったなと思いま
す。家庭訪問もすぐにあり、活用できることなので
実践していきたいと思います。

カリキュラム
■午前
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

緑

園長

氏

研修センター事務局
12：00～13：00（昼食）

■午後
13：00

1.保育園接遇の基本
＜演習１＞ ポイント収集

株式会社話し方教育センター

２．電話応対のマナー

講師

郡 清美

氏

＜演習２＞ 接遇マナーの実際
３．接遇に生かすビジネスマナー
４．意義ある職場生活を送るために

お忘れなく！！
16：30

●閉講・アンケート記入

携行品

名札・事前課題（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 30 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の心構えを整え、効果的な対応を実現するための基盤をロールプレ
イングを通じて築くことができる。
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３０年６月１１日（月）

新規採用職員（前期研修修了者）／各回６０名

【第２回】平成３０年６月１２日（火）

申込締切日

【第３回】平成３０年６月１３日（水）
全日程 ９：３０～１６：３０

平成３０年５月１５日（火）

場所

昨年度の受講者の声

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

（文書）これまでは見よう見まねで文書を作成していた
ので、細かい文章表現に手が止まることも多かったが、
このマニュアルを見て、今後はスムーズに文書が作成で
きることを期待する。
（クレーム）クレームにも利点があるというクレームに
対する違った見方を教えていただき、クレームがマイナ
スなことばかりではないということを学んだ。もし今後
クレーム対応をしなければならなくなったときには、今
日学んだことをしっかり活かしていきたい。

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

山川 亮子

氏

＜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
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

すてきな保育士になるために！

平成 30 年度

階層別研修

新規採用保育士（後期）研修

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共に、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、保育マネジメント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。

新規採用保育士（前期）研修で学んだことと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。

日時

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３０年８月３日（金）

９：３０～１６：３０

講師
対象者／定員

かしわ

柏

新規採用保育士（前期研修修了者）／６０名
（認定こども園

所属も受講可）

申込締切日
平成３０年７月２４日（火）

カリキュラム

まり

氏

（岡山県立大学保健福祉学部
保健福祉学科 子ども学専攻 准教授）
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
学部保健福祉学科准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、幼児期の規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。

9：30 ●開講・オリエンテーション
第一部：子ども主体の保育について
①理論編 講義＋グループディスカッション
11：00

②実践編

13：00

第二部：指導計画の立案と検討
①保育マネジメントについて
②指導案立案と評価

16：30

グループワーク

●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

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 30 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。

日時

対象者／定員

【第１回】平成 30 年 11 月 12 日（月）～13 日（火）

新規採用職員（前期・中期研修修了者）

【第２回】平成 30 年 12 月 5 日（水）～ 6 日（木）

各回６０名

【第３回】平成 30 年 12 月 11 日（火）～12 日（水）

申込締切日

全日程 ９：３０～１６：３０

平成３０年１０月１５日（月）

場所
昨年度の受講者の声

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

採用から半年が経ち、気持ちの緩みや仕事での
悩みもあったが、それらを解決して再出発しよ
うというポジティブな気持ちが芽生えてきた。

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

研修センター事務局

12：00

○公務員倫理を考える

13：00

○入職 7 か月間を振り返って
～コミュニケーション・チームワークについて

16：30

学ぶ～

人財育成研究所コ・パイロット
所長

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

ヒント～
16：30

●閉講・アンケート記入

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

西川

敬一

氏

平成 30 年度

即実践！職場のコミュニケーションとありたい自分

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「問題解決力」や、
「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
キルを理解します。

日時

講師

【第１回】平成 30 年 6 月 18 日（月）～19 日（火）
【第２回】平成 30 年 10 月 18 日（木）～19 日（金）
【第３回】平成 30 年 11 月 21 日（水）～22 日（木）

く ぼ た

つかさ

窪田

司

氏

（株式会社経済法令研究会

【第４回】平成 30 年 12 月 3 日（月）～ 4 日（火）
全日程 ９：３０～１６：３０

場所

人材育成計画策

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

講師）

大学卒業後、金融機関へ入社。
経営企画部門で、店舗統廃合
分析、事業計画策定等を担当。
人事部門では、採用計画策定、
人材育成計画策定等を担当。
退職後、経営コンサルタント
として、独立。
Co Management を設立する。
2015 年に中小企業診断士事務
所を開業。

対象者／定員
入職３年目の職員／各回６０名

講師からのコメント
若手職員として上司と後輩の間で活躍するのに必要

申込締切日

な考え方とコミュニケーションを学びましょう。若
手職員としてワンランク上のパフォーマンスを発揮

平成３０年５月１５日（火）

カリキュラム
9：30

するきっかけにしましょう。

2 日目

１日目

●開講・オリエンテーション

●1 日目の振り返り

●アイスブレイク

４．報連相トレーニング

１．タイムマネジメントの基本

５．総合演習（ケーススタディ）

２．ロジカルシンキングの基本

●まとめとアウトプット

３．問題解決の基本

●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

平成 30 年度

上司を巻き込む力で仕事の効率ＵＰ！

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

(済)【第１回】平成 30 年 6 月 25 日（月）～26 日（火）
(済)【第３回】平成 30 年 9 月

【第２回】平成 30 年 9 月

6 日（木）～ 7 日（金）

4 日（火）～ 5 日（水）

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

講師）

営業、マーケティング、商品開
発の 仕事に約１ ５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、そのノウハウ化や指導に
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。

→平成 30 年 12 月 18 日（火）～19 日（水）
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７年目の職員／各回６０名

職場の人間関係や問題の解決の構造把握など、
すぐに仕事に生かせそうなものが多くあり、非
常に有意義であった。

申込締切日
平成３０年 11 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.「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
５．チームで仕事をするということ
１．仕事の効率を左右するのは何か？
●まとめとアウトプット
２．人の感情のメカニズムを理解する
16：30

３．
「部下力」の理解と３つのステップ

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

平成 30 年度

深く考え企画提案するチームリーダーになろう！

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 30 年 9 月 11 日（火）～12 日（水）
【第２回】平成 30 年 9 月 13 日（木）～14 日（金）
【第３回】平成 30 年 9 月 18 日（火）～19 日（水）

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

昨年度の受講者の声

入職１０年目の職員／各回４５名

短く深く考える、短時間で考えまとめることの
難しさを体感した。日頃から効率を意識して仕
事に取り組みたい。

申込締切日
平成３０年８月１０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

☆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

名札・筆記用具
公益財団法人

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２４日（金）ま
でに研修担当者取りまとめ後、ご提出ください。

岡山県市町村振興協会

研修センター

平成 30 年度

夢（思い・ビジョン）を語れるリーダーになろう！

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 30 年 9 月 27 日（木）～28 日（金）
【第２回】平成 30 年 11 月 15 日（木）～16 日（金）
【第３回】平成 30 年 11 月 28 日（水）～29 日（木）

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。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

昨年度の受講者の声

対象者／定員

日々の業務をこなすことしか考えていなかっ
たが、これからは自分のことだけでなく、職場
の雰囲気を明るくし、後輩を育てるよう声か
け、気配りに気をつけていきたい。

係長に昇任した職員／各回６０名

申込締切日
平成３０年８月１０日（金）

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・筆記用具・事前課題シート
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

平成 30 年度

課題を先取りし、民意を反映する

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
う ら の

【第１回】平成 30 年 7 月 24 日（火）～25 日（水）

ひでかず

浦野 秀一 氏

【第２回】平成 30 年 7 月 26 日（木）～27 日（金）

（有限会社あしコミュニティ研究所
代表取締役）

【第３回】平成 30 年 11 月 6 日（火）～ 7 日（水）
【第４回】平成 30 年 11 月 8 日（木）～ 9 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
動などで活躍。

対象者／定員
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
「人材の育成」が管理職の責務だということの再認

申込締切日

識。10 年先、15 年先を見通して「先手を打つ」
、課
題を先取りし、民意を反映できることが重要。KIT-PT

平成３０年６月１５日（金）

カリキュラム
9：30

法→職場内でもすぐに活用したい。

2 日目

１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～
7. グループ発表と政策ディベート

1.

管理職の役割と責任

8. 地方自治新時代における行政経営

2.

今、なぜ政策能力が求められるのか

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

5.

政策形成の実習

～これからの地方自治～

9. 地方自治新時代に求められる
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
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

●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、
第 1・2 回受講者は 7 月 5 日（木）までに、
第 3・4 回受講者は 10 月 5 日（金）までに
研修担当者取りまとめの上、ご提出ください。

岡山県市町村振興協会

研修センター

平成 30 年度

部下を育て総力を結集できる管理職を目指す！！

階層別研修

新 任 課 長 研 修

研修のねらい
多様化する職場において様々な人とのコミュニケーション力を身につけるとともに、部下の「キャリアビ
ジョン」の把握理解や「自己効力感」を高める指導法について学びます。
①リーダーとしてのプロデュース（演出）能力が発揮できる。
②部下職員と十分なコミュニケーションがとれる。
③女性部下の育成法を学ぶ。

日時

講師
いさやま

としあき

【第１回】平成３０年７月３１日（火）

諌山 敏明 氏

【第２回】平成３０年８月

（株式会社日本マネジメント協会

１日（水）

全日程 ９：３０～１６：３０

講師）

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。
平成 24 年、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。

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

申込締切日

講師からのコメント
管理職に求められる立ち位置と結果についてアクティ

平成３０年６月１５日（金）

ブ・ラーニング方式で習得いただきます。受講後は自信
を持ってマネジメントができるようになり、新任管理職
のスタートダッシュを確実なものとしていただきます。

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．モチベーション別部下の育成指導
スキル 【女性部下の育成法】

１．これからの時代に求められる
「じんざい」 とは？

５．コミュンケーションスキルをあげる

２．私たちの求められる「能力」とは？

６．まとめ

３．部下の成長を止めないのが上司の責任
（部下のキャリア・ビジョンを把握理解）
12：00

16：30

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

平成 30 年度

自治体職員がはじめて学ぶ政策法務研修

職能別研修

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。
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
みやけ

変更前：平成３０年１０月９日（火）

やすひこ

三宅 康彦 氏

変更後：平成３０年１１月３０日（金）
（倉敷市選挙管理委員会事務局 局長）

９：３０～１６：３０

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。

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

対象者／定員



一般職員／５０名
※概ね入職 10 年未満の職員

申込締切日



平成３０年１１月１５日（木）

カリキュラム
9：30

12：00

公務員の職務が法令に基づくものである
と再認識できた。また、政策法務について
の基本的考え方を学べたと思う。今日学ん
だことを活かして職務において課題等を
考えていこうと思う。
法律に基づいて業務をしていることを改
めて考える機会になった。目的のために目
標を立て、目的を達成するために再度法律
を確かめて業務にあたりたい。

午前

午後

●開講・オリエンテーション

13：00

３

自治制度と分権改革

０ はじめに

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

「私たち自治体職員の仕事」とは

４

課題解決のための法務

窓口の対応を素材にクイズ形式でわかり

１ 私たち自治体職員にとっての憲法

やすく学ぶ

憲法についての基本的な理解

５

２ 法律(条例)による行政の原理

私の携わった業務から（指定管理者制度

法律，条例，規則，要綱と行政とのかかわ

の運用や債権管理条例案の策定など）

りとは・・・

16：30

携行品
公益財団法人

行政手続法制についての理解を

私の実践「自治体政策法務」

●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 30 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します。
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３０年８月２４日（金）→１１月２６日（月）

う

な

き

まさひろ

宇那木 正寛 氏

９：３０～１６：３０
（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）
。
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

※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／４０名
※入門編としては、
「自治体職員がはじめて学ぶ政策
法務研修」を別途ご案内します。

「行政手法について」目的を達成するための手
段の種類が学べて良かった。普段の業務中も規
制的手段と非規制的手段に意識をおきたいと
思う。

申込締切日
平成３０年１１月１５日（木）

カリキュラム
9：30

昨年度の受講者の声

午前

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

【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

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 30 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。

講師

日時
平成３０年７月１９日（木）～２０日（金）

９：３０～１６：３０

みねむら

よしひろ

峯村 欣弘

（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
法文を字句どおり読むのではなく、色々解釈の
幅があるということに驚いた。今後の業務にと
ても参考になる。

平成３０年６月１５日（金）

カリキュラム
9：30

氏

１日目

●開講・オリエンテーション
Ⅰ法制執務について

2 日目
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
3.

一部改正の形式

4.

一部改正の主な原則

Ⅱ法の仕組み
1. 法体系
2. 法形式

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

1.
2.

自治立法
条例・規則について

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

平成 30 年度

実務に生かせる！行政法の入門講座

職能別研修

行 政 法 入 門 研 修

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。

講師

日時

もろさか

平成３０年１０月１日（月）

さ とし

諸坂 佐利

９：３０～１６：３０

（神奈川大学法学部

場所

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
※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／６０名 ※概ね入職１０年未満の職員

申込締切日
平成３０年９月１４日（金）

カリキュラム
9：30

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。

れじょんホール

対象者／定員

氏

昨年度の受講者の声
普段何気なく行っている業務も、公益上必要性
に基づいた行為であり、丁寧な対応が必要であ
る。「代理」と「代行」の意味の違いも知らな
かったが、こういった知識を身につけていく必
要があり、仕事を円滑に進める上での大事な要
素になりうると感じた。

午前

午後

●開講・オリエンテーション
１．はじめに

13：00

３．行政救済法・事前救済手続
Ⅰ.行政手続

分権の状況と分権時代の行政法―地方公務員

Ⅱ.情報公開制度

にとって「行政法」を学ぶ意義

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＝コメント等

Ⅰ.行政と法律・条例の関係

（訴訟提起されないためのリスクマネジメン

-法律による行政の原理

ト手法）

Ⅱ.行政の行為形式(1)-権力的行為(行政行為)

４．行政救済法・事後救済手続

Ⅲ.行政の行為形式(2)-非権力的行為(指導・契

Ⅰ.行政不服審査制度の概要

約・協約・計画・補助金行政等)

Ⅱ.行政事件訴訟制度の概要

Ⅳ.行政上の義務の履行の確保手段（代執行、

Ⅲ.国家補償制度（国家賠償法・損失補償）

執行罰、直接強制、強制徴収）-実務上のポ

12：00

16：30

イントを中心として

●閉講・アンケート記入

※ 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 30 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
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。※民法改正の要点を中心に学ぶ研修です。
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。

講師

日時
平成３０年８月２１日（火）～２２日（水）

たかとり

つかさ

鷹取

司

氏（鷹取法律事務所

弁護士）

９：３０～１６：３０
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

訟、労使問題、その他民事全般に

岡山市北区今 2-2-1

ついて、様々な事案に弁護士と

岡山県市町村振興センター５階

して関わる。

☎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

昨年度の受講者の声
問題を通して民法の基礎をしっかりと学べた。
特に法令に基づいた整理と実態に基づいた整
理の仕方が非常に勉強になった。

申込締切日
平成３０年７月１３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 主な契約（債権法）

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
公益財団法人

(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
岡山県市町村振興協会

研修センター

効果的な説明・説得のスキルを学び、やってみよう！

平成 30 年度

職能別研修

プレゼンテーション技法研修

研修のねらい
住民や上司等に事業などの企画を提案したり合意形成を進める場合において、自分の考えを明確かつ簡潔
に伝え行動をおこしてもらうために必要な、効果的な説明・説得の技法について学びます。
①プレゼンの目的と条件を確認し、提案のポイントを的確につかむ。
②プレゼンに必要な、コミュニケーション力・事前準備・話し方のスキルを身につける。
③体験学習（グループワークや発表などの演習）を通してプレゼンを実践する。

日時

講師
う す い

変更前：平成３０年７月１０日（火）

じゅんこ

臼井 純子 氏（オフィス・ウスイ

変更後：平成３０年１２月７日（金）
９：３０～１６：３０

申込締切日
平成３０年１１月１５日（木）
※本研修は事前課題を回収していたため、7/10 実施
時点で受講決定していた受講生のみの再募集とさせ
ていただきます。

場所

代表）

カリフォルニア大学ロサンジェルス校（ＵＣLA)卒業。
大手流通業経営企画担当部長、経済企画庁出向等を経て
1997 年（株）富士通総研入社。同社 PPP(Public Private
Partnership)推進室長，取締役公共コンサルティング事
業部長，エグゼクティブコンサルタント，ＰＰＰ推進担
当理事を経て，現在オフィス・ウス
イ代表。PPP（官民協働）を基にした
地域情報化、産業・観光振興などに
よる地域活性化プロジェクトを全国
で手がけ、国、県、地方自治体等の
委員、審査員、セミナー講師、アド
バイザー多数。2010 年から，高知県
で地域の人材育成を目指す「目指
せ！弥太郎 商人塾」塾長、土佐Ｍ
ＢＡアドバイザー。

れじょんホール

講師からのコメント

岡山市北区今 2-2-1

近年職場内外においてプレゼンテーションの機会が

岡山県市町村振興センター５階

圧倒的に増えています。

☎086-245-4882

一方的に自分の考えを伝えるだけでなく、相手との
合意形成ができるプレゼンテーションのスキルを、

対象者／定員
一般職員／４０名 ※概ね入職１０年未満の職員

資料作成方法、コミュニケーション力などの必要不
可欠なテクニックと練習体験により身に着けること
を目指します。

カリキュラム
9：30

●開講・オリエンテーション、講義

④ プレゼン事前準備

① プレゼンの目的と条件の確認
意思決定者は誰か？

時間配分とリハーサル

キーパソンは？

⑤ 話し方

② 提案のポイント

プレゼンにおける効果的な話し方

問題意識、目標、問題とその解決策、スケ
ジュール、体制、費用、費用対効果

グループワーク

③ 自分の考えを効果的に伝えるためのコミュ

総括

ニケーションとは
16 :30

観察力と伝え方

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

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 30 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

平成３０年１０月４日（木）～５日（金）

９：３０～１６：３０

る

べ

たかゆき

加留部 貴行

（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

昨年度の受講者の声

平成３０年８月１０日（金）

今までの会議という印象を 180 度自分の中で変えることがで
きた。相手を周りを意識しながら思いやりをもってという言葉
が印象的だった。会議を進めることだけに意識しすぎず、目的
に向かって参加者全員で進める会議にしたい。

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．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

情報交換会
のお知らせ

携行品

●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 5 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。

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、８月３１日（金）まで
に研修担当者取りまとめ後、ご提出ください。

岡山県市町村振興協会

研修センター

平成 30 年度

実践！答弁書作成と議会答弁

職能別研修

議 会 対応研 修

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を、実習に重
点を置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の論理構成や表現方法や実際の答弁のスキルを学ぶ。
③答弁書の作成や実際の答弁を演習を交えて実践する。

講師

日時／場所
た じ か

【岡山会場】

としひろ

田鹿 俊弘

平成３０年８月６日（月）

氏

（一般社団法人日本経営協会

れじょんホール
（岡山市北区今 2-2-1

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。

岡山県市町村振興センター５階 ☎086-245-4882）

【サテライト会場】
平成３０年８月７日（火）

津山市役所本庁舎

２階大会議室

（津山市山北 520

☎0868-32-2044）

専任講師）

両会場とも９：３０～１６：３０

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。

昨年度の受講者の声
根拠（事実）の積み上げ確認が最重要であるこ
と。相手の真の意向を汲み取り、一緒に改善し
ていこうと思わせる答弁の手法がよく分かっ
た。

係長職以上の職員／５０名

申込締切日
平成３０年７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

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

平成 30 年度

あわてないための模擬記者会見

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

ひ ろ み

平成３０年７月１３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 講師）

場所

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

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。

課長補佐級以上の職員／３０名

申込締切日

前回の受講者の声
マスコミ対応にはしっかりとしたトレーニングが必要。訓練してお

平成３０年６月１５日（金）

かないと対応することはできない。ゼロベースでの研修であり、全
てが今後のキャリアに役立つものである。この研修を受けること
で、今後のマスコミ対応や業務にしっかり肉付けしてあわてず対応
していきたい。

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

・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

・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

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

・緊急記者会見の進め方と注意点
16：30

12：00

携行品

名札・筆記用具

３．模擬緊急記者会見エクササイズの説明

事前課題

公益財団法人

岡山県市町村振興協会

●閉講・アンケート記入
受講者決定後にお知らせします。
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 30 年度

職能別研修

クレーム対応研修

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。

講師

日時
あめみや

平成３０年１０月２３日（火）～２４日（水）

９：３０～１６：３０

としはる

雨宮 利春

（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

申込締切日

昨年度の受講者の声
論理構築の話がとても勉強になった。考え方を
整理するとともに、人に伝えるのがとても分か
りやすくなると思った。

平成３０年９月１４日（金）

カリキュラム
9：30

氏

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
３．STEP１ 事実の明確化

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
考える）

４．STEP２ 顧客の要求確認

まとめ
●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

平成 30 年度

読んでもらえる！文章表現のコツをマスターしよう

職能別研修

伝わる！文章力トレーニング研修

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

平成３０年１０月２日（火）

藤沢 晃治

９：３０～１６：３０

氏

（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

こう じ

※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

申込締切日

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。

昨年度の受講者の声
斜め読みを前提として書くということ。今後文章を

平成３０年９月１４日（金）

作成するときには、必要な情報が含まれていること
だけでなく、読み手が楽に情報を得られる文章とな
るよう心がけたい。

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
12：00

16：30

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

平成 30 年度

職能別研修

文章力向上とＯＪＴ指導のためのリーダー研修

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

平成３０年１０月１０日（水）～１１日（木）

は

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。

係長級（監督職）の職員／４０名

昨年度の受講者の声
ＯＪＴのやり方について、具体的に教えていただき、

申込締切日

職場に戻ってすぐにでも実践したいと思った。公文

平成３０年８月２３日（木）

書についても日頃の業務で一番密接した問題であ
り、職位としても指導の立場から非常に役に立った。
マニュアルも活用していきたい。

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

Ⅱ．公務職場における文章について
１ 文章とは何か

Ⅰ.ＯＪＴ指導について

①文章を書く目的

②文章の成り立ち

２ 文書作成と公務

１ 自己紹介
２ ＯＪＴについて（新しい時代に向けて）
３ ＯＪＴの実践的演習

①文章を書くということ ②公務における文章とは

３ 公務文書の考え方

（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

①公文書の種類

②公文書の効力

③公文書とは何か

④文書管理

４
５
６
７

用字・用語
事例研究（演習）
公務文書をつくる（演習）
文章作成能力の高いリーダーを目指して
（模擬講義演習）
８ まとめ

（７）想定されるケースへの対応

16：30

携行品

４ 1 日目のまとめ

●閉講・アンケート記入

名札・筆記用具

事前課題

公益財団法人

受講決定後にお送りします

岡山県市町村振興協会

研修センター

平成 30 年度

マニュアル作成で業務の見直しと改善！

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。

講師

日時
ゆずりは

杠

平成３０年１０月１２日（金）
９：３０～１６：３０

た か し

隆史 氏

（有限会社エヌ・アール・シー

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
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。

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

代表取締役）

※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
マニュアルの効果。単なる引継ぎのためのアイ
テムだけではなく、業務改善にも役立つことが
理解でき、重要性を再認識した。

全職員／３０名

申込締切日
平成３０年９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.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 30 年度

職能別研修

公債権徴収事務研修

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。

講師

日時
平成３０年８月２８日（火）～２９日（水）

み し ま

みつる

三島

充

氏（滞納整理学会

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

代表運営委員）

※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

昨年度の受講者の声
申込締切日

滞納整理について改めて基本的な流れや調査方法等
を考え直すきっかけとなった。分納者が多いが、不

平成３０年７月１３日（金）

履行になったら即刻差押することできちんと管理し
なければならないと感じた。

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.

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・
その他）

（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

●閉講・アンケート記入
名札・筆記用具

別紙の事前アンケートにご記入の上、８月７日（火）までにご提出ください。
研修担当者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 30 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。

講師

日時
たき

やすのぶ

平成３０年８月３０日（木）～３１日（金）

瀧 康暢 氏

９：３０～１６：３０

（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。

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。

私債権回収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

非強制徴収債権の督促、催告、以降の法的手続手順に
ついて詳しく学ぶことができたこと。講師が弁護士と

平成３０年７月１３日（金）

いうこともあり、話にリアリティがあって新鮮だった。

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.

私債権及び非強制徴収公債権の回収

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

6.

支払督促・訴状の作成の講義＆演習

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

時効制度
4.

交渉による債権回収のポイント

5.

債権管理条例によるみなし消滅、生活
困窮・無財産の基準

16：30

○先進地事例紹介（兵庫県豊岡市）
〔13：00-15：00〕 ●閉講・アンケート記入

携行品

■名札 ■筆記用具
■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、８月７日（火）までにご提出ください。
研修担当者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

適正な課税事務を行うために、まずは基本から

平成 30 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。

講師

日時

お お く ぼ

ひ で お

平成３０年７月３日（火）～４日（水）

大久保 英夫 氏

９：３０～１６：３０

（公益財団法人東京税務協会

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。

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。

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
法に基づいて賦課徴収されている点を実務に照らし

申込締切日

て考えることが出来た。また、資料をマニュアルと
して使える点、大切にしようと思った。

平成３０年６月１日（金）

カリキュラム
9：30

専門講師）

１日目

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）
、

所得、退職所得の課税の特例

消滅時効、税額等の端数計算、

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

割：課税標準額の計算、税率、税額控除

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

（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

携行品

税額控除（住宅借入金等特別税額控除等）
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

事前課題

●閉講・アンケート記入
別紙の事前課題にご記入の上、６月 11 日（月）まで
に研修担当者取りまとめ後、ご提出ください。

岡山県市町村振興協会

研修センター

適正な課税事務を行うために、まずは基本から

平成 30 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。

講師

日時
の

ぎ

よしあき

平成３０年６月４日（月）～５日（火）

野木 義昭

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。

固定資産税課税事務に従事する職員／６０名

申込締切日

氏

昨年度の受講者の声
賦課の基本を知ることができた。改めて学ぶ機会の

平成３０年５月７日（月）

少ない基礎的なことを何度も強調して教えてくださ
り、今後の業務に役立つと思った。

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

8. 課税標準
9.

1. 固定資産税とは

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

事前課題

別紙の事前課題にご記入の上、５月１４日（月）ま
でに研修担当者取りまとめ後、ご提出ください。

岡山県市町村振興協会

研修センター

平成 30 年度

研修担当者スキルアップ研修①

職能別研修

「公用文リーダー養成講座」

研修のねらい
人事・研修担当者の職員が、公用文に関する理解を高め、新規採用職員を含む若手職員に基本的な起案文
書や簡単な広報文を指導できる能力を身に付けることを目的とする。
①
②
③

公文書と公用文の関係及び公用文作成に関する理解を高める。
起案文書及び広報文の作成ポイントを把握する。
新規採用職員を含む若手職員に対して基本的な公用文作成の指導をするための能
力を身に付ける。

日時

講師

平成３０年４月２４日（火）

１３：００～１６：３０

おがわ

ますみ

小川

眞澄 氏（（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
研修担当職員／ ３０ 名

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、地
方公務員法、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
の向上をめざしている。
全国各地で研修講師として活躍中であり、県内では、新見市、赤磐市、
瀬戸内市での実績あり。岡山県市町村振興協会では「起案文書作成基礎
研修（2016・17 年）」に登壇している。

募集締切

持参品

平成３０年４月１７日（火）
『平成 28 年度版

文書事務マニュアル』

カリキュラム
時間
13:00

15:00

16:30

内容項目
１．導入事例
「岡山さんのある一日と公文書」
２．公用文作成の基本的な心得
３．公文書について
（１）公文書とは何か
（２）公文書の種類
（３）公文書の効力
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
５．広報文について
（１）広報の目的
（２）わかりやすく伝えるためのポイント
６．公用文作成に欠かせない法務知識
（１）法令用語
（２）用字・用語
７．模擬講義演習
◇ 模擬講義
◇ 意見交換
８．まとめ
公益財団法人



ねらい
事例を通して具体的に業務と文書の関りについて理解する。




公用文作成に関する受講者全体のコンセンサスを図る。
公文書の性質について理解を深める。



基本的な起案文書の書き方についてのポイントを把握する。



簡単な広報文の書き方についてのポイントを把握する。



公用文作成で頻繁に使用される法令用語や誤りやすい用
字・用語について確認する。
数名の受講者に模擬講義をしてもらい、意見交換をして指
導上のポイントを把握する。
研修の整理とまとめを行い、実践へと動機づける。




岡山県市町村振興協会

研修センター

平成 30 年度

職能別研修

研修担当者スキルアップ研修②

メンターとは

～メンター制度導入研修～

OJT との違いは

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。
今回は、メンター制度について理解を深めます。
導入している市町村は、振り返りや他市町村の取り組みの共有を、
導入していない市町村は、制度の理解や今後の参考情報として、参加者全員での共有を図ります。

① 円滑な制度実施のために、制度導入の流れや準備、注意すべき点についての理解を深めます。

② 今後の活用における環境づくりへの意識を高めます。

日時

講師
くまた

こうじ

平成３０年１０月１７日（水）

熊田 鋼嗣 氏

１３：３０～１６：３０

（(株)話し方教育センター

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

申込締切日

対象者／定員

平成３０年１０月１０日（水）

研修担当職員／３０名

カリキュラム
13：30

●開講・オリエンテーション
１．メンター制度の基本知識
メンターとは何か？ なぜメンター制度が求められているのか？
２．メンター制度導入の流れ
導入から運営までのステップ
３．メンター制度成功への取り組み
メンターとメンティのマッチング
メンターに求められるスキル
担当部門との情報共有
４．まとめ
制度の品質を磨く ～ＯＪＴとの住み分け、他
制度の活用で人材育成をはかる

16：30

講師）

外資商社 入社、営業職として配属となり、約４年間の
営業経験を経た後、営業企画部へ配属。
営業力強化研修・リーダーシップ研修・端末機操作研修の
講師を担当。その後、営業部 営業所長として勤務。(株)
話し方教育センター 入社 営業部配属。
講師養成講座修了・講師資格取得試験合格、講師登録後、
営業部 営業部長 就任、取締役 就任現在、広く全国の自治
体、企業、福祉団体等の集合研修にあたっている。

●閉講・アンケート記入

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

１から学ぶ地方財政のキホン

平成 30 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します。
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。

日時

講師
おおさき

平成３０年７月１１日（水）
９：３０～１６：３０

（一般社団法人日本経営協会 講師）

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

申込締切日

9：30

12：00

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。

昨年度の受講者の声
法令と実務を結びつけた説明で分かりやすかった。
財政の担当として様々な法律、情勢について広くア
ンテナを張っておくことの重要性を改めて強く認識
することができた。

平成３０年６月１５日（金）

カリキュラム

え い じ

大崎 映二 氏

午前

午後

１．国と市町村の状況

13：00

(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

(2)支出事務のポイント

(4)長期総合計画と予算の関係

携行品
公益財団法人

16：30

９．その他

名札・筆記用具
岡山県市町村振興協会

研修センター

平成 30 年度

自分の業務の背景にある法律を知る！！

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。

講師

日時
く

ぼ

よしたか

平成３０年１１月２７日（火）

久保 賢高

９：３０～１６：３０

（源法律研修所 所長）

氏
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）
として数多くの受験生を合格させ

れじょんホール

る一方で、関西を中心に自治体職員

岡山市北区今 2-2-1

研修の講師（行政法・地方自治法・

岡山県市町村振興センター５階

地方公務員法・政策法務）を務める

☎086-245-4882

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

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。

助言者、
（公財）大阪府市町村振興協会地方自治法研究会
指導助言者を歴任。おおさか政策法務研究会会員、関西
自治体法務研究会会員、自治体法務合同研究会会員。

一般職員／６０名
※概ね入職 10 年未満の職員

昨年度の受講者の声
地方自治法は難しいというイメージを持っていたが、表な

申込締切日

どを用いて詳しく具体的に説明してくださったので理解で

平成３０年９月１４日（金）

きた。地方分権が進むと市町村の仕事は増えるが、よりク
リエイティブな仕事ができるようになるということが印象
に残った。

カリキュラム
9：30

午前

●開講・オリエンテーション

午後
13：00

６ 条例
７ 財務

１ 地方自治総説

８ 公の施設

２ 地方公共団体の種類

９ 住民の権利

３ 地方公共団体の事務
４ 普通地方公共団体の機関
12：00

５ 長と議会の関係

16：30

●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
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

平成 30 年度

わがまちの存続にかかわる
少子化社会だからこそ求められる子育て支援研修

職能別研修

研修のねらい
子どもと家族をめぐる状況は大きく変わっています。現代の子育て家庭の現状、子ども・子育て支援法、
改正児童福祉法等を踏まえ、これからの行政サービス、地域の子育て支援のあり方を考えます。
①現代の子育て家庭の理解を深めます
➁最新の子ども・子育て支援をめぐる制度について確認します
③具体的な子育て支援プラン作り（演習）を行います

日時

場所

平成３０年１０月１６日（火）

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

講師
おくやま

ち

づ

こ

奥山 千鶴子 氏（ＮＰＯ法人

子育てひろば全国連絡協議会理事長）

大学卒業後、会議の企画運営会社に就職。社内育児休業取得第一号となるも、両立がかなわず退職。横浜市の港北
保健所（現在の港北区福祉保健センター）の「子育て通信」づくりにボランティアとして携わりながら、地域や行
政の仕組みを学び、地域の親たちと共に、平成 12 年 4 月、商店街の空き店舗で子育て家庭の交流の場「おやこの広
場びーのびーの」を開設。全国に 7,000 ヶ所程度ある「地域子育て支援拠点事業」として実施されている。平成 18
年 3 月には、港北区地域子育て支援拠点「どろっぷ」受託。平成 27 年小規模保育事業開始。また、子育てひろばに
関わるスタッフ研修の必要性を感じ、実践者をサポートする中間支援団体「子育てひろば全国連絡協議会」を平成
19 年度に法人化し、全国の子育て支援のネットワークづくり、子ども・子育て支援の拡充に力をいれている。現在、
NPO 法人びーのびーの理事長。内閣府子ども・子育て会議委員。内閣府少子化克服戦略会議構成員等。

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。

講師からのメッセージ
子ども・子育て支援法が施行され、就学前の教育・保育の体

子育て支援業務等の担当職員／４０名

制づくりが進んでいますが、いまだ十分ではありません。
加速化する人口減少社会だからこそ、妊娠・出産、子育てに

申込締切日

温かい地域づくりにむけて、行政、企業、地域、市民等、社
会全体での取り組みが求められます。

平成３０年９月１４日（金）

現代子育て家庭の理解、最新の制度の動向を踏まえて、妊娠
期からの切れ目ないわがまちの少子化対策、子育て支援の作
戦会議を皆さんと取り組んでいきたいと思っています。

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

３．演習・情報交換 わが町の少子化対策、子
育て支援の状況

１．人口減少社会 子育て家庭の現状と理解

４．わがまちの子育て支援作戦会議

２．子ども・子育て支援の制度の動向と
子育て支援における自治体の役割

16：30

12：00

●閉講・アンケート記入

◆市町村版子ども・子育て支援事業計画及び H29 年の実施状況

携行品

◆住民向けの子ども・子育て支援ガイドブック
公益財団法人

岡山県市町村振興協会

◆名札・筆記用具

研修センター

平成 30 年度

あなたが変える！業務のスイッチ！

職能別研修

事業のスクラップ＆ビルド研修

研修のねらい
仕事の実効性を高めるために、業務のスクラップ＆ビルドの手法を体得し、職場を「作業の場」から「仕
事の場」に転換することを目指します。
①それぞれの職場で発生している問題から業務のスクラップ＆ビルドの必要性を理解します。
②業務のスクラップが進まない要因を掘り下げて考え、各市町村にあった業務を組み立てるヒ
ントを得てもらいます。

講師

日時
ご か ん

とおる

平成３０年１０月２６日（金）

後閑

徹

９：３０～１６：３０

（株式会社行政マネジメント研究所

氏
専任講師）
大学卒業後、大手受験予備
校、公務員試験・法律系資格
試験専門予備校、大学にて講
師を務める。平成 24 年、組織
開発コンサルタント・講師・
ファシリテーターとして活
動。平成 26 年、
（株）行政マ
ネジメント研究所の講師とし
て本格的に活動を開始。

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。

講師からのコメント
「事業は、一度始めると止めにくい」のは何故か。その理由を、

管理監督職員／３０名

「利用者・利害関係者が反対するから」等と、行政外に求めて
いないでしょうか。確かに、そのような側面はあるにしても、
行政内部に問題はないでしょうか。また、これまでのスクラッ

申込締切日

プ事業選定の考え方に問題はなかったでしょうか。この研修で
は、これらをひとつひとつ考え、事業間アプローチ・時間軸ア

平成３０年９月１４日（金）

プローチの 2 段階の方法を提示します。是非、ご一緒に「選択
と集中」を具体化しましょう。

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．事業間比較アプローチ、その実践
～ スクラップすべき事業はどれか？ ～

◎ オリエンテーション

◆ グループ演習◆

～ 事業のスクラップの必要性 ～

４．時間軸比較プローチ、その実践
～ この事業の有効性・効率性は
どのように変化するのか？ ～

１．事業のスクラップの基礎知識

◆ グループ演習◆
５．事業のスクラップの実現に向けて

◆ グループ討議◆

６．まとめ：質疑応答・振り返り

12：00

２．事業のスクラップの手順

携行品

名札・筆記用具

16：30

事前課題

公益財団法人

●閉講・アンケート記入

受講者決定後、事前課題をお送りします。

岡山県市町村振興協会

研修センター

平成 30 年度職能別研修 自治体職員スキルアップ研修①

住民・行政・民間、全てを巻き込む元ナンパ師職員・山田崇流

『偶然から生まれるまちづくり』
シティ
プロモーション

官民
協働

塩尻市役所職員にして
空き家プロジェクト nanoda 代表

移住
定住

内閣府地域活性化伝道師の
山田崇さん
いかにして住民や民間を巻き込
んでいくのか？
塩尻市で起きている

商店街
賑わい

“地域活性化”の取組みから
まちづくりのヒントを掴んで
みませんか

塩尻市企画政策部地方創生推進課シティプロモーション係長

山田

ＹＡＭＡＤＡ

崇

氏

ＴＡＫＡＳＨＩ

会場：れじょんホール

平成 30 年

（岡山市北区今２－２－１岡山県市町村振興センター5 階）

５/25 金

定員：40 名

対象：全職員

●交流会のお知らせ（研修後、講師も参加！！）

13:30～16:30

18:00 頃から交流会を開催します。奮っての参加お待ちしています。

（受付 13:00 から）

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：岡山駅近辺（決まり次第案内します）／会費：4,000 円程度
また、会場までの移動は各自でお願いします。

●申込締切日

平成 30 年４月 27 日（金）

●受講に関してのお知らせ
・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
・名札、筆記用具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

平成 30 年度

地域を元気にするドローン活用研修

職能別研修

研修のねらい
観光資源の PR、農薬散布、測量など、ドローンの利用が広がってきています。そこで、ドローンに関して
正しい知識を理解し、地域に役立つドローンの活用方法を学びます。
①ドローンの活用方法を理解する
②ドローンに関する法規制を理解し、ドローンの可能性を知る

日時

講師

平成３０年５月１６日（水）

ファームスカイテクノロジーズ
株式会社

１３：３０～１６：３０

岡山県鏡野町にて、農業用・産業用マルチコプター

場所

の販売・開発・修理・講習、産業用機械の開発・製造

れじょんホール

及び 太陽光発電システムの点検などの事業を行っ

岡山市北区今 2-2-1

ている。

岡山県市町村振興センター５階

また、産業用マルチコプターオペレーター技能認定証

☎086-245-4882

を取得するための養成スクール（ドローン教習所）を開
いており、ドローンパイロットの養成も行っている。

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。

申込締切日
平成３０年４月２７日（金）

全職員／４０名

カリキュラム
13：30 ●開講・オリエンテーション
【講義】
 ドローンの構造を学ぶ
 ドローンに関係する各種法規制を正しく理解する
 ドローンを安全に運用するためには
 観光 PR・農薬散布など、地域でのド
ローン活用方法を知る
【質疑応答】
16：30 ●閉講・アンケート記入

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

平成30年度関係人口セミナー

気になる人が増えている!！

ズバリ！関係人口とは？

1/10

平
成
（木）
31
年 13:30～16:00

さしで

かずまさ

指出 一正

氏
月刊『ソトコト』編集長
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部わくわく地方生活実現会議委員

■13:30～14:30
「関係人口のつくり方＝ぼくらは地方で幸せを見つける」

地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づくりの担い
手不足という課題に直面していますが、地域によっては
若者を中心に、変化を生み出す人材が地域に入り始め
ており、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づく
りの担い手となることが期待されています。

ふじはら

けい

藤原 啓

氏

株式会社シーズ総合政策研究所 代表取締役社長
内閣官房 地域活性化伝道師
しまコトアカデミー事務局統括ディレクター

■14:40～15:40
「しまコトアカデミーから考える関係人口の可能性」

■会場：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）
■定員：100名 /■申込締切：平成30年 12/19（水）
※お申し込みは、市町村の研修担当者を通じてお願いします。
■セミナー対象者
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

■お問い合わせ
公益財団法人岡山県市町村振興協会研修センター
担当 臼井・岡田
〒700-0975 岡山市北区今2-2-1
TEL：086-245-4882 FAX：086-245-4421
Email：kensyu@shinko-okayama.jp

公益財団法人 岡山県市町村振興協会

H30年度セミナー

～総務省 重点施策 2018～

シェアリング
エコノミーセミナー
地域の課題をシェアサービスによって公助では
なく『共助』で解決し、持続可能な自治体を実
現しようとする試み「シェアリングシティ」。
日本国内でも複数の自治体が取り組みを始めて
います。
今回は内閣官房シェアリングエコノミー促進室
の髙田氏、伝道師の佐別当氏をお招きし、最新
の取組事例や可能性・課題についてお話いただ
きます！
【詳細は次ページへ→】

平成30年11月1(木)開催！
13：30～16：00(受付開始13：00)

会
場

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

13:30~
岡山におけるシェアリングエコノミー
推進に向けて
内閣官房シェアリングエコノミー促進室企画官

髙田 裕介 氏
（たかだ ゆうすけ）

14:40~
シェアリングエコノミーによる持続可
能型の新しい社会の実現
（一社）シェアリングエコノミー協会

事務局長

内閣官房 シェアリングエコノミー伝道師

佐別当 隆志

氏

（さべっとう たかし）
■15：40～16：00

質疑応答

※16：00～個別の質問にもご対応いただけます！

シェアリングエコノミーとは..？
地域の使われていない資源（スキルや時間といった無形のものも含む）を活用して住民生活の向
上や経済の活性化を実現する経済活動です。

自治体との関係は？
「シェア」の概念を導入し、空間やモノ・能力・移動手段などを、住民や企業と協力し合い、
多額の投資を伴わず、地域の知恵と工夫により価値を生み出し課題を解決していく「地域づく
りの道具」として全国の自治体の関心を集めています。
一定の人口規模にとらわれず地域性に合わせて取り組めるため、
●人口減少に伴う過疎地域への公共交通減少問題への代替手段
●地域の就業機会の創出
●空き家などの利活用・民泊など観光振興
●子どもの送迎・託児などの子育て支援
●災害対策など、幅広い分野での活用が期待されます。
今回のセミナーでは…
◆政府の各種戦略における位置づけやその推進に向けた各省庁の取組についての概要
◆シェアリングの概要や背景、自治体がシェアサービスを活用した事例などお話いただきます
シェアリングによる新たな視点での「共助」について知り、地域の課題解決や経済活性化策の
ヒントを得てみませんか？

講師プロフィール
佐別当

隆志（さべっとう

たかし）

髙田 裕介（たかだ ゆうすけ）
平成12年4月旧郵政省（現総務省）入省。これまで地域にお
けるＩＣＴインフラの整備や利活用の推進を主に担当。内閣

2000年株式会社ガイアックス入社。

官房東京オリンピック・パラリンピック競技大会推進本部事

広報・事業開発を経て、2015年秋よりシェアリングエコノミー

務局において、事前合宿の誘致等に従事。平成29年7月から

に特化したWebメディア「Share!Share! Share!」をリリース。

現職。シェアリングエコノミーの推進に向けた政府部内の総

2016年1月一般社団法人シェアリングエコノミー協会を設立し、

合調整を担当。平成18年4月から2年間、岡山市役所に情報

事務局長に就任。2017年3月内閣官房 シェアリングエコノミー

政策担当審議監として出向。建部町・灘崎町の合併に伴うシ

伝道師に任命される。同年5月株式会社mazelを設立、代表取締

ステム統合、御津地域におけるブロードバンドインフラの整

役社長に就任。

備、電子町内会などのＩＣＴを活用したコミュニティ創生に
従事した。

■対象

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
興味がある方でしたらどなたでも

■定員

80名

■締切

平成30年10月26日(金)

お申し込みは、
各市町村の研修担当者におねがいします。
■お問い合わせ
公益財団法人岡山県市町村振興協会 研修センター
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

