
高幡広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月８日　13：30～15：30（須崎市）

仁淀川・高吾北広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月10日　14：00～16：00（土佐市）

幡多広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月14日　14：00～16：00（四万十市）

安芸広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月23日　  9：00～11：00（安芸市）

高知中央・嶺北広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月29日　13：30～15：30（高知市）

広 域 連 合 職 員 紹 介広 域 連 合 職 員 紹 介

　こうち人づくり広域連合が発足以来、連絡調整会議などで構

成市町村の人事研修担当課長の皆さんには、数々のご意見をい

ただいてきました。今年は、ブロック会議をはじめて開催しま

した。現在、こうち人づくり広域連合では、次期広域計画の今年

度中の策定を目指して、見直し作業に入っています。皆さんか

ら寄せられましたご意見をもとに、「地域の将来に夢をもって、

未来を熱く語れる人づくり」を目指します。

平成19年度　ブロック会を初開催平成19年度　ブロック会を初開催平成19年度　ブロック会を初開催

みなさん、熱心な討議、

　ありがとうございました。

　こうち人づくり広域連合事務局は、総務チームと人づくりチームとで構成されています。メンバーは、県、高知市、四万十

市、津野町、仁淀川町からの派遣職員７名と非常勤職員１名の計８名です。この４月の異動で５名が新人となりました。

　私達は、職員の人材育成にかかる研修や、人や自然、産業をはじめ高知らしさを活

かした取組みに通じる調査研究事業などの企画立案を通して21世紀の活力ある地

域づくりのお手伝いをしたいと張り切っています。

　本格的な地方分権時代をむかえ、各自治体は厳しい行財政状況です。今こそ「高知

の未来を熱く語れる人材の育成」をめざして、みんなで一緒にがんばりましょう。
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　新採用職員研修は、Ａコース65名、Ｂコース73名の方が受講されました。

　受講生の声からもわかるように、４日間のカリキュラムは公務員として必要な知

識のほか、新採用職員であれば在職中に必ず起こると思われる南海地震への対策や

車椅子体験を含んだ人権学習など、盛りだくさんの内容でした。

　宿泊研修ということもあり、体調管理に気をつかう一方､受講生同士のコミュニ

ケーションがとれる時間も多い分、得るものも多かったのではないかと思います。

　この研修で得たものを仕事で活かせること、また、市町村は違っても同期の仲間

との出会いこそが、この研修の成果だと思います。

　新採用職員の皆さんは、今の気持ちを忘れずに、この研修で出会った同期の仲間

をずっと大切にしてください。

（新採研修担当：光内）

よろしく

お願い

します

平成19年度新採用職員研修が

高知県立高知青少年の家（いの町）

で行われました。

みなさん

はじめ

まして

Aコース(平成19年4月3日～6日)Aコース(平成19年4月3日～6日)

Bコース(平成19年4月24日～27日)Bコース(平成19年4月24日～27日)
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一期一会

業務改善

問題解決

　今回３年目研修を受
講して、色々なことに気
づかされました。『問題
解決能力』は先入観から
すぐに解決に走りがち
な自分に、原因をみて問

題を見直しそれを乗り越える力が、改
めて必要だと感じました。
　３年目の節目で、自分自身が行なっ
てきたことへの振り返り、失敗も含め
た上での実績、また、他の市町村の方々
の話などを通して、情報交換や、問題点
の解決案などが発言できるようになっ
ていた自分の成長を感じる事ができた、
いい機会でした。
　日常当たり前に考え行なっていたこ
との盲点や、コミュニケーション対策
など、すでに分かっているつもりでも、
大変な勘違いや、感心する事が多くあ
ったように思います。

（梼原町　川村幸司）

　今回の研修は、２日間
という短期間でした。松
下講師の確かな民間経
験と実践を基にした講
義や数多くの班内討議
は、とても良い刺激にな

りました。
　問題解決の手順（目標の確認、現実の
確認、問題の確認、原因の洗い出し、対策、
実施）や、報・連・相でもまず「報告」がな
いと何事も始まらないこと、人間関係
を築くには相手とのキャッチボールが
重要であることが、強く記憶に残って
います。これまで意識したことのなか
ったことが、仕事においてどんなに重
要であったかを実感しました。また、普
段あまり接する機会のなかった職種の
方々と同じ班になり、それぞれの経験
に基づく、自分とは異なる目線からの
意見を聴くことができ、とても有意義
な研修となりました。

　５年目研修は、私にと

って大変刺激的で実り

の多い研修になりまし

た。「なぜ仕事をしてい

るのか」という講師からの問いかけに

はじめは戸惑いましたが、自分自身の

達成感や充実感、役割を担うことの重

要性等、社会人としての基本的な知識

やマナーなど改めて考え、自分のため

に働いているのだと痛感することので

きた３日間でした。

　今回の研修で学んだ事を胸に、これ

から益々成長していけるように「気づき」

と「（プロとしての）誇り」をもって仕事

に取り組んでいきたいと思います。

（大豊町　平石典子）

　今回の研修で最も大

切だと感じたことは「発

想の柔軟さ」ということ

です。

　研修のメインテーマは「業務改善能

力の向上」でしたが、改善すべきポイン

トを列挙してその対策案を洗い出す作

業が最も重要であり、問題点のどこが

どのように問題なのかという本質を知

るためには、既存の常識にとらわれな

い柔軟な考え方で様々な原因を探らね

ばなりません。そうした柔軟な発想と

いうものが自分には欠けているという

ことが分かり、今後の課題として認識

することができました。

（土佐市　加藤智己）

　社会人歴10年、今回の
研修を通して中堅職員
としての役割の認識、職
場での行動、自己再発見
と自己改革について考

え、また大変な刺激を得ることができ
ました。
　今後、いっそう地方分権が進む中で
これから自治体職員として近未来を描
きつつ、自分の職場が、地域が、町が、国
が少しでも、住みやすく良くなってい
くように日々努力していきたいと思い
ます。
　最後にこのような研修の場を用意し
ていただいた、広域連合の方、職場、町
の方等には感謝します。ありがとうご
ざいました。

（黒潮町　畠中哲司）

　10年目研修に参加し
て、改めて自分が公務員
であることを実感しま
した。仕事の大切さ、ま
た今後自分がしなけれ

ばならないことを考えるいい機会にな
りました。他の市町村の方との交流も
含め、とても有意義な３日間でした。公
務員倫理、セクシャルハラスメント、メ
ンタルヘルスなどとても他人事と思え
ない身近な問題を考えたり、職場の課
題と問題解決など将来に向けての私た
ちの力になるものなどすごくいい研修
になりました。今回の研修内容をこれ
からの仕事に活かせるよう努力してい
きたいと思います。ありがとうござい
ました。

（中土佐町　池田祐子）

　４日間の研修の中で、公務員とし
て必要な知識や考え方の他に、多く
の大切な事を学びました。中でも、
研修全体を通して、人との出会いを
大切にし、お互いを尊重して協力し
合うことの重要さと難しさを学べた

ことは、これからの自分の生き方や仕事に大きな影
響を与えそうです。
　この研修で学んだことすべてを生かしていけるよう、
公務員として、社会人としての自覚を持って仕事に
臨んでいきたいです。　　　　　（室戸市　山中磨依）

　本研修では、ビジネスマナーや地方
自治に関する基礎知識や高知県の厳
しい財政状況、南海地震対策などを学
びました。これまで曖昧であった知識
を整理でき、得るものの多い講義でした。
「協働」をテーマとした集団討論では、

NPOを生み出す住民力と行政のあり方について各班
のアイディアが発表され、仕事のやりがいを具体的に
考えることができました。�

�（高知市　松本　理）

　今回の研修の「協働を考える」という
講義では、グループワークで「協働」と
いう言葉に対してキャッチコピーをつ
くるという課題が出されました。研修
最後の講義だったせいかグループ内の
全員が意見を出し合って、互いの意見

を尊重しあいながら試行錯誤の結果、グループの全員
で１つの作品をつくり上げる事ができ、共通の目的を
果たすために互いの特性を活かすという状況が「協働」
の中で大切な意味を持っているということを学ぶこと
ができました。　　　（高知医療センター　�安田陽一）

　４日間という短期間でしたが、充実
した研修でした。これからの行政マン
としての心構えやビジネスマナーを教
わりました。住民の目線になって住民
にサービスを提供するということ。つ
まり、今住民が何を求めているのかを
考え、またそれを解決する方法を考え、

実行に移すということです。
　幸い今回の研修でたくさんの方と知り合い、人脈を
増やすことができました。今後はこの人脈を活かして、色々
な人と意見交換しながらお互いに視野を広め、行動力
ある行政マンにならなければいけないと感じました。

（土佐清水市　田部哲也）

　今回の研修は、社会人として初めて
の研修となり、社会人や公務員として
必要なマナーや知識等、幅広い分野を
学ぶ事ができました。�
　また、普段の生活では関われない様々
な年齢や職種の方と出会う事もでき、

視野を広げる機会にもなりました。その中で、一人ひと
りが様々な意見や考え方を持っている事や、意見を共
感する事の嬉しさ、意見を一つに絞る事の困難さや重
要性等を実感しました。

（いの町　刈谷　優）

　4日間の研修では公務員として必
要な基礎知識を学ぶことができ、有
意義なものでした。特に印象に残っ
ているのは、「協働を考える」という
講義の中の日高村健康福祉課福祉・
保健係長の山下かのうさんの話です。
この講義を通して、住民の意欲・能力

を引き出し、住民自身から「何かをしたい」、「この町の
ために役に立ちたい」と思える住民主体となるような
働きかけをしていきたいと感じました。

（津野町　氏原香絵）

採用3年目職員研修

採用5年目職員研修

採用10年目職員研修

�
　平成18年度から新たに採用３年目研
修を実施しています。
　目的は、組織の中で自らの役割を理
解し、自ら考え行動できる職員を育成
することです。
　この研修を通して、他市町村の方と
出会い、また講師のパワフルさに触れ、
それぞれに感じることや新たな気付き
などがたくさんあったことと思います。
みなさん、初心を思い出しましたか。
　印象に残っている講師の言葉のひと
つに『一期一会』という言葉があります。
　人生の中で出会える人は限られてい
ます。そのひとつひとつの出会いを大
切に、この研修で感じたこと、新たな気
づきを、今後仕事をしていくうえで役
立ていただければ幸いです。

（担当：西村）

�
　採用５年目研修では、組織の中での
役割を理解し、環境変化に対応できる
職員を育成することを目的にしていま
す。３日間の日程ですが、グループ演習
が多くあり、普段話すことが少ない他
市町村の職員と交流ができるカリキュ
ラムとなっています。また、講義中には、
日常業務に役立つキーワードがたくさ
んでてきます。
１日目：公務員倫理、人権学習、メンタ

ルヘルス
２・３日目：創造力、情報収集・分析力、業

務改善能力向上
　テーマの１つに「業務改善」がありま
す。だるま落としを通して、日頃の業務
の検証や、新たな気付きなどに務めて
いただきたいと思います。

（担当：長山）

��
　採用10年目研修は３日間のコースで
す。初日は公務員としての心構えや態
度を再認識すること、メンタルヘルス
研修では、自分の事はもちろん他人の
精神面にも注意を払うことをねらいと
し、２、３日目では問題改善能力や物事
の本質を的確に捉える力など、中堅職
員として必要とされる能力を身につけ
てもらうカリキュラムとなっています。
　採用10年目職員のみなさんは数多く
の仕事を任され、また部下の教育、政策
形成など多種多様な能力を上司や周り
から求められていることだと思います。
そういった環境の中、３日間の研修で
得た知識や他市町村職員との交流で受
けた刺激などを今後の公務員生活に役
立てて頂きたいと思います。

（担当：田村）

Aコース 65人の同期と共に学んだ事を仕事の中で活かして行き
たいです。

Bコース 住民のためにたくさんの汗をかける行政マンを目標に
精進していこうと思います。

　公務員としての必要な知識、社会人
としてのマナーなどこの研修で多く学
ぶことができました。これからは住民
側でなく行政側に立ち行動していくた
め、職員としての自覚と責任を持ち、
しっかりと住民ニーズに応えていくた

めにも、社会情勢の動きとともに現場にでて、住民
の意見を聴く事が必要だと感じました。ここでの経
験を仕事に活かし、また仕事に慣れてきた頃にはも
う一度この研修で学んだことを再確認していきたい
と思います。　　　　　　　　（四万十市　室津正徳）

　４日間の研修で公務員また社会人
としての基礎を講義して頂き大変勉
強になりました。
　また、班長として班員の様々な意
見をまとめて発表するという貴重な
体験をさせて頂き、個々の意見には
それぞれすばらしいところがあり、

それらをまとめていくことの大変さを痛感しました。
　この研修では、普段出会うことのできない市町村
職員の方々とふれあうことができ、友好を深めるこ
とができました。　　　　　　　（馬路村　徳廣将也）
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ばならないことを考えるいい機会にな
りました。他の市町村の方との交流も
含め、とても有意義な３日間でした。公
務員倫理、セクシャルハラスメント、メ
ンタルヘルスなどとても他人事と思え
ない身近な問題を考えたり、職場の課
題と問題解決など将来に向けての私た
ちの力になるものなどすごくいい研修
になりました。今回の研修内容をこれ
からの仕事に活かせるよう努力してい

きたいと思います。ありがとうござい
ました。

（中土佐町　池田祐子）

　４日間の研修の中で、公務員とし
て必要な知識や考え方の他に、多く
の大切な事を学びました。中でも、
研修全体を通して、人との出会いを
大切にし、お互いを尊重して協力し
合うことの重要さと難しさを学べた

ことは、これからの自分の生き方や仕事に大きな影
響を与えそうです。
　この研修で学んだことすべてを生かしていけるよう、
公務員として、社会人としての自覚を持って仕事に
臨んでいきたいです。　　　　　（室戸市　山中磨依）

　本研修では、ビジネスマナーや地方
自治に関する基礎知識や高知県の厳
しい財政状況、南海地震対策などを学
びました。これまで曖昧であった知識
を整理でき、得るものの多い講義でした。
「協働」をテーマとした集団討論では、

NPOを生み出す住民力と行政のあり方について各班
のアイディアが発表され、仕事のやりがいを具体的に
考えることができました。�

�（高知市　松本　理）

　今回の研修の「協働を考える」という
講義では、グループワークで「協働」と
いう言葉に対してキャッチコピーをつ
くるという課題が出されました。研修
最後の講義だったせいかグループ内の
全員が意見を出し合って、互いの意見

を尊重しあいながら試行錯誤の結果、グループの全員
で１つの作品をつくり上げる事ができ、共通の目的を
果たすために互いの特性を活かすという状況が「協働」
の中で大切な意味を持っているということを学ぶこと
ができました。　　　（高知医療センター　�安田陽一）

　４日間という短期間でしたが、充実
した研修でした。これからの行政マン
としての心構えやビジネスマナーを教
わりました。住民の目線になって住民
にサービスを提供するということ。つ
まり、今住民が何を求めているのかを
考え、またそれを解決する方法を考え、

実行に移すということです。
　幸い今回の研修でたくさんの方と知り合い、人脈を
増やすことができました。今後はこの人脈を活かして、色々
な人と意見交換しながらお互いに視野を広め、行動力
ある行政マンにならなければいけないと感じました。

（土佐清水市　田部哲也）

　今回の研修は、社会人として初めて
の研修となり、社会人や公務員として
必要なマナーや知識等、幅広い分野を
学ぶ事ができました。�
　また、普段の生活では関われない様々
な年齢や職種の方と出会う事もでき、

視野を広げる機会にもなりました。その中で、一人ひと
りが様々な意見や考え方を持っている事や、意見を共
感する事の嬉しさ、意見を一つに絞る事の困難さや重
要性等を実感しました。

（いの町　刈谷　優）

　4日間の研修では公務員として必
要な基礎知識を学ぶことができ、有
意義なものでした。特に印象に残っ
ているのは、「協働を考える」という
講義の中の日高村健康福祉課福祉・
保健係長の山下かのうさんの話です。
この講義を通して、住民の意欲・能力

を引き出し、住民自身から「何かをしたい」、「この町の
ために役に立ちたい」と思える住民主体となるような
働きかけをしていきたいと感じました。

（津野町　氏原香絵）

採用3年目職員研修

採用5年目職員研修

採用10年目職員研修

�
　平成18年度から新たに採用３年目研
修を実施しています。
　目的は、組織の中で自らの役割を理
解し、自ら考え行動できる職員を育成
することです。
　この研修を通して、他市町村の方と
出会い、また講師のパワフルさに触れ、
それぞれに感じることや新たな気付き
などがたくさんあったことと思います。
みなさん、初心を思い出しましたか。
　印象に残っている講師の言葉のひと
つに『一期一会』という言葉があります。
　人生の中で出会える人は限られてい
ます。そのひとつひとつの出会いを大
切に、この研修で感じたこと、新たな気
づきを、今後仕事をしていくうえで役
立ていただければ幸いです。

（担当：西村）

�
　採用５年目研修では、組織の中での
役割を理解し、環境変化に対応できる
職員を育成することを目的にしていま
す。３日間の日程ですが、グループ演習
が多くあり、普段話すことが少ない他
市町村の職員と交流ができるカリキュ
ラムとなっています。また、講義中には、
日常業務に役立つキーワードがたくさ
んでてきます。
１日目：公務員倫理、人権学習、メンタ

ルヘルス
２・３日目：創造力、情報収集・分析力、業

務改善能力向上
　テーマの１つに「業務改善」がありま
す。だるま落としを通して、日頃の業務
の検証や、新たな気付きなどに務めて
いただきたいと思います。

（担当：長山）

��
　採用10年目研修は３日間のコースで
す。初日は公務員としての心構えや態
度を再認識すること、メンタルヘルス
研修では、自分の事はもちろん他人の
精神面にも注意を払うことをねらいと
し、２、３日目では問題改善能力や物事
の本質を的確に捉える力など、中堅職
員として必要とされる能力を身につけ
てもらうカリキュラムとなっています。
　採用10年目職員のみなさんは数多く
の仕事を任され、また部下の教育、政策
形成など多種多様な能力を上司や周り
から求められていることだと思います。
そういった環境の中、３日間の研修で
得た知識や他市町村職員との交流で受
けた刺激などを今後の公務員生活に役
立てて頂きたいと思います。

（担当：田村）

Aコース 65人の同期と共に学んだ事を仕事の中で活かして行き
たいです。

Bコース 住民のためにたくさんの汗をかける行政マンを目標に
精進していこうと思います。

　公務員としての必要な知識、社会人
としてのマナーなどこの研修で多く学
ぶことができました。これからは住民
側でなく行政側に立ち行動していくた
め、職員としての自覚と責任を持ち、
しっかりと住民ニーズに応えていくた

めにも、社会情勢の動きとともに現場にでて、住民
の意見を聴く事が必要だと感じました。ここでの経
験を仕事に活かし、また仕事に慣れてきた頃にはも
う一度この研修で学んだことを再確認していきたい
と思います。　　　　　　　　（四万十市　室津正徳）

　４日間の研修で公務員また社会人
としての基礎を講義して頂き大変勉
強になりました。
　また、班長として班員の様々な意
見をまとめて発表するという貴重な
体験をさせて頂き、個々の意見には
それぞれすばらしいところがあり、

それらをまとめていくことの大変さを痛感しました。
　この研修では、普段出会うことのできない市町村
職員の方々とふれあうことができ、友好を深めるこ
とができました。　　　　　　　（馬路村　徳廣将也）



高幡広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月８日　13：30～15：30（須崎市）

仁淀川・高吾北広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月10日　14：00～16：00（土佐市）

幡多広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月14日　14：00～16：00（四万十市）

安芸広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月23日　  9：00～11：00（安芸市）

高知中央・嶺北広域市町村ブロック会

　　　　平成19年５月29日　13：30～15：30（高知市）

広 域 連 合 職 員 紹 介広 域 連 合 職 員 紹 介

　こうち人づくり広域連合が発足以来、連絡調整会議などで構

成市町村の人事研修担当課長の皆さんには、数々のご意見をい

ただいてきました。今年は、ブロック会議をはじめて開催しま

した。現在、こうち人づくり広域連合では、次期広域計画の今年

度中の策定を目指して、見直し作業に入っています。皆さんか

ら寄せられましたご意見をもとに、「地域の将来に夢をもって、

未来を熱く語れる人づくり」を目指します。

平成19年度　ブロック会を初開催平成19年度　ブロック会を初開催平成19年度　ブロック会を初開催

みなさん、熱心な討議、

　ありがとうございました。

　こうち人づくり広域連合事務局は、総務チームと人づくりチームとで構成されています。メンバーは、県、高知市、四万十

市、津野町、仁淀川町からの派遣職員７名と非常勤職員１名の計８名です。この４月の異動で５名が新人となりました。

　私達は、職員の人材育成にかかる研修や、人や自然、産業をはじめ高知らしさを活

かした取組みに通じる調査研究事業などの企画立案を通して21世紀の活力ある地

域づくりのお手伝いをしたいと張り切っています。

　本格的な地方分権時代をむかえ、各自治体は厳しい行財政状況です。今こそ「高知

の未来を熱く語れる人材の育成」をめざして、みんなで一緒にがんばりましょう。
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　新採用職員研修は、Ａコース65名、Ｂコース73名の方が受講されました。

　受講生の声からもわかるように、４日間のカリキュラムは公務員として必要な知

識のほか、新採用職員であれば在職中に必ず起こると思われる南海地震への対策や

車椅子体験を含んだ人権学習など、盛りだくさんの内容でした。

　宿泊研修ということもあり、体調管理に気をつかう一方､受講生同士のコミュニ

ケーションがとれる時間も多い分、得るものも多かったのではないかと思います。

　この研修で得たものを仕事で活かせること、また、市町村は違っても同期の仲間

との出会いこそが、この研修の成果だと思います。

　新採用職員の皆さんは、今の気持ちを忘れずに、この研修で出会った同期の仲間

をずっと大切にしてください。

（新採研修担当：光内）

よろしく

お願い

します

平成19年度新採用職員研修が

高知県立高知青少年の家（いの町）

で行われました。

みなさん

はじめ

まして

Aコース(平成19年4月3日～6日)Aコース(平成19年4月3日～6日)

Bコース(平成19年4月24日～27日)Bコース(平成19年4月24日～27日)
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