
　　

写真左から：西森　真由さん（中土佐町）・島﨑　祐企さん（土佐町）・熊澤　佑太さん（高知市）・小松　啓さん（安芸市）
田中　浩講師（政策指導）、岡　正也さん（四万十町）・片岡　真梨奈さん（越知町）・岡本　薫さん（南国市）、高橋　智哉さん（津野町）

　政策研究共同事業は、職員の実践的な政策形成能力の開発を図るとともに、活動成果を市町村の施策に
反映させていくことを目指す事業です。平成29年度は、８市町８名が参加し、高知市、安芸市、土佐町、
中土佐町の４名からなるチーム「高知家教育維新隊」、南国市、越知町、津野町、四万十町の４名からな
るチーム「つなおし」が、指導講師である（一社）日本経営協会講師、㈱ヒロ・マネジメント代表取締役
田中　浩氏のもと、政策立案のための調査方法や手法を学び、活動を行いました。悩みながら、仕事に追
われながら、知恵を出しあって完成させた政策提案を、平成29年10月24日（火）、市町村長、市町村議会
議長等の前で発表しました。

　GKH 指標 ( 高知県県民総幸福度指数 ) に着目し、子どもたち
の知・徳・体の向上を図るべく４つの事業を提案しました。
① K コインの推進… イベント等に参加した子どもに K コイン（仮
想通貨）を発行し、家庭の経済的負担を軽減するだけでなく、自
発的に地域活動に参加することを目指す。
②小中学校の修学旅行誘致の推進…子どもたちが見つけた地域の
魅力を修学旅行のプランにし、誘致を目指すことで、探究心を養
い、地域との繋がりを強化する。
　　　　　　③マイスター育成の推進…高知県出身や在住のマイ
　　　　　　スター（名人）を小中学校に派遣することで、子ど
　　　　　　　　もたちの能力を伸ばし、自己肯定感の向上に繋
　　　　　　　　　げる。
　　　　　　　　　　　④よさこい文化の推進…子どもたちだけ
　　　　　　　　　　　　の土佐っ子よさこい大会を開催するこ

とで、目的を持った運動機会を創
出し、高知県の文化に誇りを持つ
子どもを育てる事業。

　地産外商の強化をテーマに調査、研究を行い、外商活動の認知
度が未だに低いこと、規模が小さく、作るだけで精一杯の生産者・
事業者がいることに着目し、平成30年度外商件数 3,000 件を目
指して、３つの事業を提案しました。
①「おまんも外商せんかえ」事業…地域に眠っている産品の掘り
起こしや、少しでも多くの生産者・事業者を外商活動へ繋げていく。
②「高知の食材ひろめましょ」事業…県外で高知
の食材や商品を取り扱う飲食店のメニューにQR
コードを掲載し、食べている食材や商品を
購入できるサイトに案内する。
③酒蔵も食材も豊富な高知県ならではの、
お酒と料理を組み合わせて販売し、どの
組み合わせが一番美味しいかを競いあう
イベントを開催する。
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チーム「つなおし」チーム「つなおし」チーム「高知家教育維新隊」チーム「高知家教育維新隊」

チーム名はメンバーの所属市町
村の頭文字をとっています。

つ…津野町　　な…南国市
お…越知町　　し…四万十町
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　半年間、田中講師の講義を通じて、政策を形成するためのプロセスや、その手法を学ぶことができました。
しかし、それ以上に「現場を第一に考えること」、「ものごとを徹底的に掘り下げること」、「他との差別化を
すること」、「短い時間で深く考えること」など、研修に取り組む姿勢、すなわち普段の業務に取り組む姿勢
を熱くご指導いただきました。これを今後の財産にするために、学んだことを職場でも継続して実践してい
こうと思います。
　最後に、私たちの研修をご支援、ご指導いただきました皆様、本当にありがとうございました。

　半年間メンバーと一つの成果を作り上げることができ、本研修は大変有意義なものになりました。研修が始
まった頃は、メンバーと試行錯誤しながら資料を作り、手ごたえを感じながらも、全体会では田中講師から指
摘を受けていました。しかし、これに折れることなく最後まで必死になって取り組むことができたのは、メン
バーのおかげです。メンバー一人ひとりが自分の役割を全うし、時にはフォローし、研修で得た知識や経験を
活かして作り上げたこの成果は、役所人生で大きな財産になりました。
　最後に、この研修に送り出してくれた職場の方々、ご指導賜りました田中講師、こうち人づくり広域連合の
皆様、チームメンバーに感謝します。

　始まる前は長丁場だと思っていた半年間の研修でしたが、終わってみるとあっという間だったと感じていま
す。政策立案の難しさを実感し、チームのメンバーと共に悩みぬきながら最後の発表まで辿り着くことができ
ました。今回の研修で重要性を学んだ現場主義や自ら考え実行することをこれからの自身の仕事に活かしてい
きたいです。また、研修を通してできた多くの方々との繋がりは今後も大事にしていきたいと考えています。
　最後に、この半年間様々な面でご指導、ご尽力をいただいた田中講師、こうち人づくり広域連合の皆様、本
当にありがとうございました。　 南国市　企画課

岡本　薫さん

安芸市　建設課
小松　啓さん

高知市　くらし・交通安全課
熊澤　佑太さん

　振り返ると半年間あっという間でした。研修は正直大変で、つらいときもたくさんありました。いや、つら
いことがほとんどでした。しかし、周りには一緒に頑張っている仲間がいる、コピー機に紙を詰まらせ、独り
言が多くなった仲間もいる。熱血で厳しく、的確にアドバイスを出してくれる田中先生。そして、いつかこの
経験は自分の糧になる！様々な思いの中で、目に涙をため込みながらも乗り越えていけました。今では心から
参加してよかったと思っています。今後はこの経験を活かしていけるように頑張っていきます。
　最後に田中講師、ヒアリングにご協力いただいた関係機関の皆様、こうち人づくり広域連合の皆様、そして
半年間あたたかく見守ってくれた職場の皆様、チームメンバーの皆様、半年間本当にありがとうございました。土佐町　産業振興課

島﨑　祐企さん

　今回の研修を振り返ってみて、長いようで短い半年間でした。正直、研修が始まった当初は、半年間やり遂
げられるか不安な日々が続きましたが、田中講師との全体会・チーム会ともに回数を重ねていくうちに、不安
から楽しい気持ちへと切り替わっていきました。また、田中講師から半年間ご指導いただいたことは、全て、
これから仕事をしていくうえで、大きく活用できるものと確信しています。
　そして最後に、ご指導いただいた田中講師、運営にご協力くださったこうち人づくり広域連合の皆様、共に
歩んできた研究生の皆様、快く研修へ送り出してくれた職場の皆様、半年間、本当にありがとうございました。 中土佐町　教育委員会

西森　真由さん

　政策立案やプレゼンに関わる手法、アイデア出しには日常的に訓練が必要だという事等さまざまな事を学び
ました。政策立案に際して、数多くの方に貴重な時間をいただき取材にご協力いただきました。行政職員とし
て自分の足で情報を集める大切さや、取材先の皆さんがそれぞれの課題を抱えながら仕事をされていることを
知る機会になりました。
　また、この研修でなければ出会うことのなかった他市町村職員の研究生の仲間に出会い、一緒に乗り越えた
事は、今後の職員人生の中でもとても大きな財産になると思います。
　研修に際してご指導、ご協力いただきました皆様本当にありがとうございました。越知町　企画課

片岡　真梨奈さん

　この研修を通じてたくさんのことを学ばせていただきました。具体的には、問題解決の方法や根拠となる
ものは全て数値化するなどといったことです。また基本的な部分である挨拶やビジネスマナーなどがいつ
の間にか疎かになっていたことに気づかされました。研修中は、そんな自分の考えの甘さを痛感する日々で、
気持ちが折れそうになる瞬間もありました。しかし、チームのメンバー達と支えあいながら乗り越えて行け
たと思っています。終わってみるとあっという間の研修でしたが、ここで得たたくさんの人達との繋がりは、
これからも大切にしていきたいです。 津野町　生涯学習課

高橋　智哉さん

　本研修を受講して良かったと思えることがいくつかあり、その一つに、現場に行くことの大切さがあります。
近年、インターネットの普及により情報を気軽に得られるようになったのですが、実際に現場に行って得られ
る情報は今までにない気づきを与えてくれました。
　形のないものを作ろうとする際、まずは情報がないとうまく動けず非効率になりがちです。本研修で学んだ
想いや手法を用いて情報収集を密にし、新たな政策や事業に向けてそれを知識として昇華させ、自分達の後の
世代にまで活かせるような事業提案に繋げていきたいと思います。

四万十町　税務課
岡　正也さん

それぞれのチームの努力と熱心な取り組みが見てとれました。 Kコイン、いけそう。 具体的に示していたので、参考になった。

この経験を今後の業務に活かしていただきたい。 頼もしく感じました。

若い職員ならではの発想であり、既成概念にとらわれないところが良かった。 素晴らしい発表でした。

平成29年８月21日から９月１日までの２週間、研修の準備から司会まで、研修開催等のお手伝いをしていただきました。
　私にとって、この２週間はとても貴重でかけがえのない経験となりました。ここでは、多くの職員の方々と関われたことで、自分自
身の価値観を変えることができ、とても成長することが出来ました。また、職員の方と一緒に業務に携われたことで、憧れや目標を見
つけることができ、公務員になりたいという願望がとても強まりました。この気持ちを糧として、公務員の勉強に取り組んでいこうと
思います。とても優しく接してくださった「こうち人づくり広域連合」の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうご
ざいました。　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松山大学　経済学部　杉本　匠さん

イ ン タ ー ン シ ッ プ 生 を受け入れました！
　　

　東洋町の野根川は里山清流の原風景を残したとても美しい川で、天然アユ
は過去に清流利き鮎会でグランプリを受賞したこともあります。
　東洋町はNPO法人「ウォーターズ・リバイタルプロジェクト」との連携
により流域の景観ポイントを「野根川八景」として整備しました。
　この度、約14kmのコースを設定し、巨石の峡谷から海に注ぐまでの川の
流れを一日で体感することができる「野根川リバーウォーク」が完成しました。
　リバーウォークは、専門の教育を受けたリバーガイドが同行し、素晴らし
い景観を安全にウォーキングしながら、お楽しみいただけるプログラムです。
昼食には、流域の食材を使用した「野根川弁当」を河原で召し上がっていた
だきます。
　春先のお出かけに、東洋町を満喫できるプログラムはいかがでしょうか。

東洋町役場　総務課　0887−29−3111

in東洋町

平成29年度政策研究共 同事業に参加して平成29年度政策研究共 同事業に参加して

まちのいいもの発見まちのいいもの発見

質問者には花ニラを・・・、良いアイデアでしたよ！

トップセミナー参加者から、あたたかいお言葉をいただきました ! !一部を紹介します。

プレゼンが上手だった。

来年度も積極的な
ご参加を

お待ちしています
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政策研究自主研究グループ活動支援事業」って？
市町村が活動を認めている自主研究グループの勉強会などの講師謝金
等を支援するものです。

●主　催　自主研究グループ「こうちのみらい創造塾（高知市）」
●日　時　平成29年７月31日（月）18：00 ～ 20：00
●場　所　総合あんしんセンター
●テーマ　「大規模災害時の自治体職員の抱える課題について考える」
●講　師　瀬山紀子（埼玉県男女共同参画センター事業コーディネーター）

1 自治体職員のためのＱ＆Ａ住民監査請求ハンドブック 奥田　泰章 ㈱ぎょうせい

2 100 円のコーラを 1000 円で売る方法 永井　孝尚 KADOKAWA

3 戦略プロフェッショナル 三枝　匡 日経新聞出版社

4 伝える力 池上　彰 ＰＨＰ研究所

5 ファシリテーション入門 堀　公俊 日経新聞出版社

6 言葉一つで人は変わる 野村　克也 詩想社

7 かばんはハンカチの上に置きなさい 川田　修 ダイヤモンド社

8 リーダーが身につけたい 25 のこと 鈴木　義幸 Discover21

9 トヨタの問題解決 ㈱ＯＪＴソリューションズ KADOKAWA

10 現場力を鍛える 遠藤　功 東洋経済新報社

平成２８年度こうち人づくり広域連合一般会計歳入歳出決算の報告
　10 月 27 日に開催された、こうち人づくり広域連合議会第 31 回定例会で、平成 28 年度決算が認定されましたので、お知らせします。
　歳入と歳出の概要は、次の表のとおりです。

款 予算額（Ａ） 収入済額（Ｂ） （Ｂ－Ａ）
1 分担金及び負担金 131,277,000 131,277,600 600
2 財産収入 1,193,000 1,365,201 172,201
3 繰入金 10,000,000 10,000,000 0
4 繰越金 8,341,000 8,341,904 904
5 諸収入 21,000 15,990 ▲ 5,010

歳入合計 150,832,000 151,000,695 168,695

款 予算額（Ａ） 支出済額（Ｂ） （Ａ－Ｂ）
1 議会費 503,000 238,251 264,749
2 総務費 72,763,000 70,583,679 2,179,321
3 事業費 76,566,000 71,173,721 5,392,279
4 予備費 1,000,000 0 1,000,000

歳出合計 150,832,000 141,995,651 8,836,349

歳入歳出差引残額　9,005,044 円

【歳　入】　　　　       （単位：円） 【歳　出】　　　　       （単位：円）

「政策研究自主研究グループ活動支援事業」で勉強会を開催！「政策研究自主研究グループ活動支援事業」で勉強会を開催！

◆グループメンバーからの報告◆
　　　　　　　　　福冨　真子さん　（公財）こうち男女共同参画社会づくり財団（高知市から派遣）

　高知市職員を中心に48名が参加し、東日本大震災後に被災地支援等に関わってきた講師から「ボランティア等の多様な社会資源
との関係性の希薄さからくる受援体制の混乱」や「職員の抱える惨事ストレス」等の課題、日頃から持っておくべき視点や自治体
職員向けのメンタルヘルスマニュアル等についてお話いただきました。
　またグループワークでは、それぞれが感じている不安や現在できている事がらなど、活発な意見交換を行う中で「防災担当以外
の職員も日頃から意識することが大切」、「災害時の自分の業務を見直したい」という意見が出されました。
　日頃から自主学習会等を開催していますが、今回の学習会を通して、たくさんの気づきや知識、メンバー以外の参加者との出会
いを得ました。このことは、学習に向けての新たな意欲や、「今後もこのテーマについて県内自治体の現状把握など研究を行いな
がら、政策提案につなげたい」という意識の高まりにつながりました。

貸し出し図書に新しい本が加わりました

行政不服審査法
実務研修の
講師著書です。
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