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巡回アカデミーがやってくる！
地方公会計制度（基礎）　JAMP巡回アカデミー
■日程　11月7日（水）～9日（金）
■講師　市町村アカデミー講師

千葉に行かずとも、広域連合の
研修室で「市町村アカデミー」
の研修を受講できます！３日間
で財務諸表の作成から活用まで
を学びます。

平成30年度　能力向上・開発研修を紹介！
NEW研修
●BCP（事業継続計画）の点検と実務研修

●50歳からのキャリアプラン研修
　～再任用を考える～

オススメ！
●部下力のみがき方～チーム力向上研修～
●クレーム対応力向上研修～ハードクレームへの対応技法を学ぶ～
●市町村職員はここまでできる！～小さな実践が地域を変える～
●タイムマネジメント研修
●ハラスメントのない職場づくり～マタハラ・パタハラから考える～

研修詳細は中面へ

　政策研究共同研修の第 1 回全体会でもある
本研修では、地域の課題発見や課題解決の糸口
となる政策づくりの基本を講義や演習を交えな
がら学びます。半日間の研修です。一度ご参加
ください！

政策づくり入門研修
■日程　4月20日（金）
■講師　(一社 ) 日本経営協会　田中 浩

　参加する市町村職員や住民
がチームを組み、ともに地域
の課題解決を考え抜く実践的
な研修です。平成 30 年度は
「起業・新事業展開への支援
策」、「南海トラフ地震対策」、
「高齢者支援策」、「移住・定住の推進」の中か
らチームごとにテーマを選択します。提案した
政策は 10 月 25 日開催の市町村長や議会議長
が出席するトップセミナーにおいて発表しま
す！自治体職員として必要な政策づくりの力を
一緒に身に付けましょう！

政策研究共同研修
■活動期間　4月20日（金）～10月25日（木）
■講師　(一社 ) 日本経営協会　田中 浩

　県内外の移住促進への取り組みの現状を知
り、いま、自治体職員や地域住民に何が求めら
れているかを考えるきっかけとなります。人口
減少時代を乗り切る戦略を考えませんか。
★地域住民のみなさまも受講できる研修です。
------------------------------------------------------------------
◆市町村企画も募集中！◆
　地域力創造研修では、市町村からの企画も募集
しています。積極的なご提案をお待ちしています！

「移住」から「まちづくり」
を考える
■日程　8月2日（木）
■講師　高知県産業振興推進部移住促進課

　「高知県の今を考え、明日を創る！」これ
がこの研修の本旨です。幅広い視野と住民
視点の柔軟な発想を持つ人材や、国際交流
などを推進していく人材育成のため、職員
自らが企画立案した国内及び海外での研修
を支援します。詳細は各市町村の人事・研
修担当者または当広域連合までお問い合わ
せください。

■研修受講に関することは、各市町村の人事・研修担当課にお問い合わせください。
■カリキュラムや未定の事項などについては、開講の１か月程度前に当広域連合のホーム
ページに掲載しますので、ご確認ください。

■研修内容等が一部変更になることがあります。ご了承ください。
■研修に関するご意見・ご感想・ご要望などがあれば、左記までご連絡ください。

高知市本町 4丁目 1-35 高知県自治会館 4階
電話　088-873-0333　FAX　088-872-7716
メールアドレス：kouiki@kochi-hitozukuri.or.jp
ホームページ：http://www.kochi-hitzukuri.or.jp/

こうち人づくり広域連合

Ｈ30　能力向上・開発研修　年間スケジュール

地域力創造研修

平成 30年度研修ガイド　ダイジェスト版

自主企画研修

うぇるかむ研修
 平成30年度 こうち人づくり広域連合

受講お申込みは各市町村・一部事務組合等の人事・研修担当者まで！



■研修会場は未定

※会場について記載のない研修は、高知県自治会館で行う予定です。

Ｈ30 能力向上・開発研修 Line up

　民法の改正に伴い大きく変化する「債権法」を中心に、改正の経緯、
知っておくべきポイントを学びます。

民法研修 ～債権法の改正を中心に～
■日程　6月26日（火）　■講師　稲田法律事務所　稲田 良吉

　自治体での勤務経験もある出石講師は、政策法務の基本から法解
釈、実際の裁判事例等、分かりやすく講義してくださいます。過去
の受講生からは「実例の説明がとても良く、普段の業務との絡みを
イメージできた」等の声をいただいています。ごみ屋敷や空き家、
太陽光発電等、全国の自治体では地域の課題に応じた独自の条例を
既に作っています。この秋、政策法務について学んでみませんか？

政策法務入門研修

パソコン集合研修

■日程　9月12日（水）
■講師　関東学院大学　出石 稔

　「部下力」を身につけることは他者の感情を理解することであり、
リーダーシップや職場の活性化にもつながります。チームで仕事を
することの楽しさを知り、自治体職員としての将来のために役立つ
スキルを学べるチャンスです！

部下力のみがき方
～チーム力向上研修～
■日程　6月1日（金）
■講師　㈱経済法令研究会　新名 史典

　部下や後輩の育成をしているあな
た！コーチング・スキルが必要な時が
必ず来ます。明快な講義と段階を踏ん
だ演習で、確実にコーチングの技法を
習得しましょう。

コーチング研修
■日程　7月25日（水）
■講師　Harmonie（ハーモニア）
　　　　中村 真理

　子育てを取り巻く考え方や環境は年々変化
していますが、「親」であろうとする人には、「あ
なた」の理解が不可欠です。「明日もこの職場
で働きたい」と思える環境とはどういうもの
なのか、今一度考えてみませんか。

ハラスメントのない職場づくり
～マタハラ・パタハラから考える～
■日程　1月16日（水）
■講師　（一社）職場のハラスメント研究所
　　　　金子 雅臣

　働き方改革が叫ばれている現在、
日頃の業務を効率的にこなしたい
あなたに、おすすめの研修です。
現状を知り、考え、行動し、なん
となく仕事をしている状態からの
脱却を図り、明日からの業務に活
かしませんか。

タイムマネジメント
研修
■日程　6月11日（月）
■講師　㈱賢嶺　山岡 哲也

　OJT は誰のためにするもの？どんな指
導者であるべき？この研修では、きっと
多くの「気づき」を得られるはず。軽快
で分かりやすい講義と演習で OJT のノ
ウハウをみっちり伝授します。

ＯＪＴの進め方研修 
～人を育てる楽しさを知ろう～
■日程　9月5日（水）　
■講師　㈱インソース　田中 秀樹

　窓口対応ひとつで住民の満足度が大きく変わり
ます。場面に応じた適切な聴き方、話し方ができ
ているか、自分を見つめ直すきっかけになります。
接遇スキルがアップすればどんな職場に行っても
必ず役に立つはず！

住民満足度アップ
のための接遇研修
■日程　7月11日（水）
■講師　㈱インソース
　　　　河野 貴久代

　今年度は待望のハードクレーム編！クレーム対応初心者もご安心あ
れ。クレーム対応の基礎知識からハードクレームの対応技法まで、よ
り幅広く学習いただけます。これで、ハードクレームだって怖くない！

クレーム対応力向上研修
～ハードクレームへの対応技法を学ぶ～

■日程　10月1日（月）
■講師　㈱アイベック・ビジネス教育研究所　関根 健夫

　豊富な事例を通して自治体法務の基礎を学び、法に基づき考え、判断する能力を高めます。
地方自治小六法を持って、ご参加ください。

自治体法務入門研修
■日程　6月29日（金）　■会場　高知城ホール　■講師　中央大学　橋本 基弘

　あなたの仕事の根拠は何ですか？法的根拠を確認する習慣は身に
付いていますか？自治体職員に必要不可欠な地方自治の基本をしっ
かりと学べます。

地方自治法研修
■日程　11月28日（水）
■講師　元東京都総務局審査法務担当部長　木藤 静夫

法務能力向上セミナー

意識改革セミナー

男女共同参画セミナー

意識改革セミナー

　災害が発生した時、今ある BCP は本当に機能
しますか？損害を最小限に抑え、事業を継続、
復旧させるためには、事前の備えが欠かせませ
ん。各自治体の実情に応じた、BCP 点検に向け
て役立つ内容です。いざという時、本当に使え
る BCPに！

BCP（事業継続計画）
の点検と実務研修
■日程　11月19日（月）
■講師（一社）日本経営協会　
　　　　森 健

　問題が起きてから対応策を考えていま
せんか？業務の中に潜んでいるリスクを
事前に把握し対策を考えることで、もし
もの事態が起こった時も慌てず被害を最
小限に抑えることができます。「事前対応
は一時、事後対応は百時」です！

リスクマネジメント研修
～内部統制をふまえて～

■日程　10月5日（金）
■講師　（一社）日本経営協会　篠原 滋

　あなたは部下の不調に気づけますか？管理
職には部下のメンタル不調にいち早く気づき、
より適切に対応することが求められます。メ
ンタル不調の未然予防、早期発見のポイント、
職場復帰に導く管理職の役割などを、より実
践的にワークを取り入れたわかりやすい講義
により学べます。

管理職のための
メンタルヘルス研修
■日程　5月29日（火）
■講師　Balance Communion
　　　　 （ﾊﾞﾗﾝｽ ｺﾐｭﾆｵﾝ）服部 裕子

　再任用を検討している職員のための研修
です。これからの人生のキャリアプランを
良いものにするヒントが見つかるはずで
す。

50 歳からのキャリアプラン研修
～再任用を考える～

防災・減災力向上セミナー

　山田講師は、勤務時間外に自分の時間とお金を使って、興味のあ
る分野から地域活性の活動を始めました。「実際に住んでみないと商
店街の現状・課題はわからない」と空き家を借りて、毎朝シャッター
を開ける取り組みからスタートした空き家プロジェクト「nanoda
（なのだ）」の取組や住民を巻き込むまちづくり、自ら行動すること、
地方間競争ではなく連携してファンを増やす活動について等、お話
しいただく予定です。出納閉鎖など多忙な時期ではありますが、同
じ市町村職員の山田講師の行動や考えを聴くことは私たちに何らか
の気づきを与えてくれるはず…。ぜひご参加ください！

市町村職員はここまでできる！
～小さな実践が地域を変える～

■日程　5月31日（木）
■講師　長野県塩尻市役所　山田 崇（内閣府地域活性化伝道師）

　あまりにも分かりやすく、複式簿記に近づくことができる研修で
す。簿記の初学者も学習中の方も、もれなく「分かる！」を体験で
きます。

基礎から学ぶ複式簿記研修
■日程　8月 14日 ( 火 )
■講師　（一社）日本経営協会
　　　　 掛谷 純子

　すぐに役立つ契約事務の基礎研修です。事前に質問を受付けます
ので、現在お悩み中の方にもおすすめ。「法に基づいて仕事をするこ
と」の大切さがよく分かる内容ですので、「契約には縁がない」とい
うあなたもぜひ！

契約事務基礎研修
■日程　6月 13日 ( 水 )
■講師　元東京都財務局参事　柳 久之

　小西教授の軽快な関西弁と分かりやすい講義は「また受講したい」
という声があるほど。自治体の財政診断や地方財政の現状、その
ちょっと先が分かります。職種、階層を問わず、全職員におススメ
したい研修です！

行財政問題研究研修～小西教授の地方財政講座～
■日程　7月 17日 ( 水 )
■講師　関西学院大学大学院　小西 砂千夫 　起案、それは全ての行政活動の根源です。この研修では、単に書

き方だけでなく「起案とは何か」から詳しく解説いただきます。知
らずに作成していた起案文書の本質に、目からウロコが落ちるかも。

起案文書作成基礎研修
■日程　7月 20日 ( 金 )
■講師　山陽学園大学　澤 俊晴

　昨年度にひきつづき今年度も豊田講師の登壇
決定！今年度は「公債権」の徴収について基礎
から困難事例への対処方法まで分かりやすく講
義してくださいます。他市町村職員との交流の
場にもなります！

滞納整理事務研修～公債権管理と徴収実務～
■日程　11月 1日 ( 木 )～2日 ( 金 )
■講師　豊田泰士綜合法律事務所　豊田 泰士

　こちらも決算書に近づくことができる研修です。実際の企業の決算
書を使用し、数字を確認しながら決算書の見方のポイントを学びます。

決算書の見方研修
■日程　8月 15日 ( 水 )
■講師　（一社）日本経営協会　掛谷 純子

先進事例研究セミナー

受講対象は
係長級以下の
職員です

どちらか
一方の受講も
可能です

人
間
対
応
能
力

法
務
能
力

課
題
対
応
能
力

情
報
処
理
能
力

専
門
実
務
能
力

■日程　10月26日（金）
■講師　（一社）日本経営協会　阪口 武

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

オススメ

再任用職員の方も
参加できます

N E W

N E W

科　　目 開催月（予定） 期　　間 定　　員

各20名

８月
10 月
９月
10 月
６月
12 月

２日間
２日間
２日間
３日間
１日間
１日間

ワード 2013（応用編）
エクセル 2013（応用編）
パワーポイント 2013（応用編）
アクセス 2013（応用編）
CALS/EC（CAD基礎）
CALS/EC（CAD実務）

e-ラーニング研修
科　　目 開催月（予定） 期　　間 定　　員

各20名

ワード（初級・中級）
エクセル（初級・中級）
パワーポイント（初級）
アクセス（初級・中級）

　７月から順次開催 ３か月

※申込みが多い場合は抽選となります。
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巡回アカデミーがやってくる！
地方公会計制度（基礎）　JAMP巡回アカデミー
■日程　11月7日（水）～9日（金）
■講師　市町村アカデミー講師

千葉に行かずとも、広域連合の
研修室で「市町村アカデミー」
の研修を受講できます！３日間
で財務諸表の作成から活用まで
を学びます。

平成30年度　能力向上・開発研修を紹介！
NEW研修
●BCP（事業継続計画）の点検と実務研修

●50歳からのキャリアプラン研修
　～再任用を考える～

オススメ！
●部下力のみがき方～チーム力向上研修～
●クレーム対応力向上研修～ハードクレームへの対応技法を学ぶ～
●市町村職員はここまでできる！～小さな実践が地域を変える～
●タイムマネジメント研修
●ハラスメントのない職場づくり～マタハラ・パタハラから考える～

研修詳細は中面へ

　政策研究共同研修の第 1 回全体会でもある
本研修では、地域の課題発見や課題解決の糸口
となる政策づくりの基本を講義や演習を交えな
がら学びます。半日間の研修です。一度ご参加
ください！

政策づくり入門研修
■日程　4月20日（金）
■講師　(一社 ) 日本経営協会　田中 浩

　参加する市町村職員や住民
がチームを組み、ともに地域
の課題解決を考え抜く実践的
な研修です。平成 30 年度は
「起業・新事業展開への支援
策」、「南海トラフ地震対策」、
「高齢者支援策」、「移住・定住の推進」の中か
らチームごとにテーマを選択します。提案した
政策は 10 月 25 日開催の市町村長や議会議長
が出席するトップセミナーにおいて発表しま
す！自治体職員として必要な政策づくりの力を
一緒に身に付けましょう！

政策研究共同研修
■活動期間　4月20日（金）～10月25日（木）
■講師　(一社 ) 日本経営協会　田中 浩

　県内外の移住促進への取り組みの現状を知
り、いま、自治体職員や地域住民に何が求めら
れているかを考えるきっかけとなります。人口
減少時代を乗り切る戦略を考えませんか。
★地域住民のみなさまも受講できる研修です。
------------------------------------------------------------------
◆市町村企画も募集中！◆
　地域力創造研修では、市町村からの企画も募集
しています。積極的なご提案をお待ちしています！

「移住」から「まちづくり」
を考える
■日程　8月2日（木）
■講師　高知県産業振興推進部移住促進課

　「高知県の今を考え、明日を創る！」これ
がこの研修の本旨です。幅広い視野と住民
視点の柔軟な発想を持つ人材や、国際交流
などを推進していく人材育成のため、職員
自らが企画立案した国内及び海外での研修
を支援します。詳細は各市町村の人事・研
修担当者または当広域連合までお問い合わ
せください。

■研修受講に関することは、各市町村の人事・研修担当課にお問い合わせください。
■カリキュラムや未定の事項などについては、開講の１か月程度前に当広域連合のホーム
ページに掲載しますので、ご確認ください。

■研修内容等が一部変更になることがあります。ご了承ください。
■研修に関するご意見・ご感想・ご要望などがあれば、左記までご連絡ください。

高知市本町 4丁目 1-35 高知県自治会館 4階
電話　088-873-0333　FAX　088-872-7716
メールアドレス：kouiki@kochi-hitozukuri.or.jp
ホームページ：http://www.kochi-hitzukuri.or.jp/

こうち人づくり広域連合

Ｈ30　能力向上・開発研修　年間スケジュール

地域力創造研修

平成 30年度研修ガイド　ダイジェスト版

自主企画研修

うぇるかむ研修
 平成30年度 こうち人づくり広域連合

受講お申込みは各市町村・一部事務組合等の人事・研修担当者まで！

日　程 ジャンル 研修名 講師名 おすすめポイント！

４月23日（月） 専門
実務

会計年度任用職員制度の整備
～人事・研修担当者研修～

（一社）日本経営協会
小川 友次

会計年度任用職員制度設計にあたっ
ての留意事項を学びます。

５月29日（火） 課題
対応

管理職のためのメンタルヘ
ルス研修

Balance Communion
（バランス　コミュニオン）
服部 裕子

早期発見から復職支援までを具体的
に。

５月31日（木） 専門
実務

市町村職員はここまでできる！
～小さな実践が地域を変える～
◆先進事例研究セミナー

長野県塩尻市役所
山田 崇

職員が変わると地域が変わる。まわ
りを巻き込む地域活性化！

６月〜12月 情報
処理 パソコン集合研修 未定 今年度も、初心者以外の方が対象で

す。

６月１日（金） 人間
対応

部下力のみがき方
～チーム力向上研修～

( 株 ) 経済法令研究会
新名 史典

部下力をみがく3つのステップを学び、
職場のチーム力をレベルアップ。

６月11日（月） 課題
対応

タイムマネジメント研修
◆意識改革セミナー

( 株）賢嶺
山岡 哲也 Time is Money！

６月13日（水） 専門
実務 契約事務基礎研修 元東京都財務局参事

柳 久之 契約事務のいろは、ご存知ですか？

６月26日（火） 法務
民法研修
～債権法の改正を中心に～
◆法務能力向上セミナー

稲田法律事務所
稲田 良吉

民法改正に伴い大きく変わる債権法
を中心に。

６月29日（金） 法務 自治体法務入門研修 中央大学
橋本 基弘

毎年、「分かりやすかった」の声が
多数。自治体職員に必要不可欠な法
務の基礎を学べます。

７月から
順次開催

情報
処理 e-ラーニング研修 未定 自分のペースで学習を進められま

す。

７月９日（月） 専門
実務 議会と議会改革と議会事務局 龍谷大学政策学部

土山 希美枝
議会事務局の仕事とは何か？議会力
アップのための知識向上が期待でき
ます。

７月11日（水） 人間
対応

住民満足度アップのための
接遇研修

（株）インソース
河野 貴久代

接遇の基礎、知らないままでいいです
か？ここで押さえておきましょう。

７月17日（火） 専門
実務

行財政問題研究研修
～小西教授の地方財政講座～

関西学院大学大学院
小西 砂千夫

地方財政の「今」！財政担当職員以
外の方もぜひ。

７月20日（金） 専門
実務 起案文書作成基礎研修 山陽学園大学

澤 俊晴
「起案とは何か」から「起案後の
処理」まで詳しく解説！

７月25日（水） 人間
対応 コーチング研修 Harmonie（ハーモニア）

中村 真理
部下・後輩が育ってきたら、この
研修。

８月14日（火） 専門
実務 基礎から学ぶ複式簿記研修 （一社）日本経営協会

掛谷 純子
簿記の知識はここで習得。決算書
の見方研修とセットでどうぞ。

８月15日（水） 専門
実務 決算書の見方研修 （一社）日本経営協会

掛谷 純子
決算書と仲良くなれば経営分析が
できる！

９月５日（水） 人間
対応

OJTの進め方研修
～人を育てる楽しさを知ろう～

（株）インソース
田中 秀樹

部下・後輩ができたら、まずはこ
の研修。

９月12日（水） 法務 政策法務入門研修 関東学院大学
出石 稔

条例の制定権や法解釈、基本を詳
しく丁寧に学ぶチャンスです。

10月１日（月） 人間
対応

クレーム対応力向上研修
～ハードクレームへの対応技法
を学ぶ～

（株）アイベック・
ビジネス教育研究所
関根 健夫

クレーム対応と言えば関根先生。
今年は待望のハードクレーム編！

10月５日（金） 課題
対応

リスクマネジメント研修
～内部統制をふまえて～

（一社）日本経営協会
篠原 滋

職場の「リスク」にどう備えるか
を考えます。

10月26日（金） 課題
対応

50歳からのキャリアプラン研修
～再任用を考える～
◆意識改革セミナー

（一社）日本経営協会
阪口 武

再任用について考え、50歳からの
働き方を見つめ直すきっかけに！

11月１日（木）
〜２日（金）

専門
実務

滞納整理事務研修
～公債権管理と徴収実務～

豊田泰士綜合法律事務所
豊田 泰士

昨年にひきつづき豊田講師がご登壇！今
年は公債権の徴収実務を掘り下げます！

11月７日（水）
〜９日（金）

専門
実務

地方公会計制度（基礎）
～ＪＡＭＰ巡回アカデミー～ 市町村アカデミー講師 市町村アカデミーの研修を、その

まま高知で受講できます！

11月19日（月） 課題
対応

BCP(事業継続計画)の点検と
実務研修
◆防災・減災力向上セミナー

（一社）日本経営協会
森 健

「想定外」は許されない！もしも
のために万全の備えを。

11月28日（水） 法務 地方自治法研修
元東京都総務局
審査法務担当部長
木藤 静夫

地方自治の基本を、事例を交えて
分かりやすく！

平成31年
１月16日（水）

課題
対応

ハラスメントのない職場づくり
～マタハラ・パタハラから考える～
◆男女共同参画セミナー

（一社）
職場のハラスメント研究所
代表理事　金子 雅臣

マタハラ・パタハラからハラスメ
ントについて考える。


