
人材交流セミナー　

　会社の経営だけでなく、障害者雇用に関する講演や企業・
自治体へのアドバイス等、日々奔走なさっている且田講師。
　「障害があっても同じ人間。仕事はできる。できないと決
めつけているだけ」という講師の言葉に、強い意志と人間へ
の愛情を感じました。
　受講者からは、「どうしても『支援』と考えてしまうが、それ
を改めるきっかけとなった」、「日本のあちこちで、障害者が
正社員雇用される仕組みを作っておられることの素晴らし
さに圧倒された」という感想が寄せられています。
　50年にわたり、障害者と共に生きてこられた講師の言葉
に引き込まれた３時間でした。

講師：エフピコダックス株式会社
　　　　　　　 代表取締役社長　且 田 久 雄 氏　

「働いて生きる」ということ
～障害者雇用から考える～
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講師派遣研修ブロック開催もスタート！
　各市町村が企画した研修に当広域連合が講師を派遣する講師派遣研修。平成30年度は各市町村の企画だけ
でなく、ブロック単位でも開催し、たくさんの参加がありました。
　ブロック開催、市町村開催のなかからいくつかご紹介します。

第48号　2019年3月（4）

こうち人づくり広域連合 〒780-0870 高知市本町４丁目１－35　高知県自治会館４階
TEL 088-873-0333　FAX 088-872-7716
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講　師：山陽学院大学　澤　俊晴 氏
実施日：平成30年11月14日（水）
修了者数：56名

講　師：株式会社ぎょうせい　松村　享 氏
実施日：平成31年１月28日（月）
修了者数：30名

講　師：Harmonie（ハーモニア）  中村　真理 氏
実施日：平成30年11月20日（火）～21日（水）
修了者数：37名

高幡ブロック幡多ブロック

南国市 奈半利町

仁淀川・高吾北ブロック

～消費税率引き上げに
伴う契約実務研修～

～会計年度任用職員制
度導入準備研修～

～コーチング研修～～コーチング研修～～南海トラフ地震防災
研修～

～南海トラフ地震防災
研修～

　平成31年度のこうち人づくり広域連合一般会計予算が、２月26日に開催されたこうち人づくり広域連合議会第34回定例会におきま
して、次の表のとおり可決されましたのでお知らせします。

　　　　款
１ 分担金及び負担金
２ 財産収入
３ 繰入金
４ 繰越金
５ 諸収入
       歳入合計

 H30当初予算（B） 
152,138

725
0
10
7

152,880

H31当初予算（A）
148,987

996
0
10
7

150,000

       款
１ 議会費
２ 総務費
３ 事業費
４ 予備費

  歳出合計

H31当初予算（C）
538

76,365
72,097
1,000

150,000

 H30当初予算（D） 
552

78,353
72,975
1,000

152,880

比較（C-D） 
△ 14

△ 1,988
△ 878

0

△ 2,880

【歳入】  （単位：千円）【歳出】  （単位：千円）

平成31年度 こうち人づくり広域連合 一般会計予算について

比較（A-B）    
△ 3,151

271
0
0
0

△ 2,880

「セクシャルハラスメント」
「パワハラを学ぶ　～基礎から防止対策まで～」
「メンタルヘルス　セルフケア＆ラインケア」

アトリエエム㈱ それぞれ約20分

貸し出します

タイトル

タイトル

制　　作

著　　　者

時　　間

［書籍］平成31年度　登壇講師の書籍を紹介します。

［DVD］

借り方

返し方

次のいずれかでお願いします。

・ 研修会場で直接借りる。
・ 広域連合事務局に連絡のうえ、直接受け取
　りにくる。
・ 広域連合事務局に連絡し、送付を依頼する。
　（送料はご負担願います）

次のいずれかでお願いします。

・ 広域連合研修開催日に研修室で職員に手渡
　しする。
・ 広域連合事務局で職員に手渡しする。
・ 所属市町村の人事・研修担当者に返却を依
 頼する。
・ 広域連合事務局に連絡のうえ送付する。
 （送料はご負担願います）

職場内研修や自己啓発に是非ご活用ください。

新しい書籍とDVDが入りました！

講　師：第一法規株式会社　黒川　眞 氏
実施日：平成30年９月14日（金）
修了者数：30名　

講　師：南国市防災士連絡会　土居　清彦 氏
実施日：平成31年１月28日（月）～29日（火）
修了者数：210名

～起案文書基礎研修
～

～起案文書基礎研修
～

法改正など、最新の情報にも対応！
あらゆる立場の「あなた」に必要な知識を、
講師が分かりやすく解説します。

いつまでも会社があると思うなよ！ 川島　高之
公務員のためのハラスメント防止対策セクハラ・パワハラのない職場づくり 高嶋　直人
人口減少時代の自治体政策　市民共同自治体への展望 中山　　徹
基礎から学ぶ入門地方自治法 松村　　享
パッと伝わる！公務員のデザイン術 佐久間智之
平成29年度改正　住民監査請求制度がよくわかる本 田中　孝男
自治体職員のための契約事務ハンドブック 松村　　享
上司を上手に使って仕事を効率化する　「部下力」のみがき方 新名　史典
自治体の“台所”事情　財政が厳しいってどういうこと？ 今村　　寛
自治体財政の知恵袋　－議会答弁や住民説明に役立つ－ 小西砂千夫
ぼくらは地方で幸せを見つける　ソトコト流ローカル再生論 指出　一正
地域ブランドとシティプロモーション 牧瀬　　稔 
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オススメ

月刊「ソトコト」
編集長　指出　一正　氏

　男女共同参画の視点なしには物事が立ち行かなくなっているこの時代、被災者支
援や避難所運営はどのように変化しているでしょうか。
　講師が大震災の被災者支援に携わる中で見えてきた、より良い被災者支援を行う
ためのポイントを教えてくださいます。
　「自分のまちは大丈夫」と思わず、今一度、考えてみませんか。

NPO法人ファザーリング・ジャパン
理事　川島　高之　氏

減災と男女共同参画　研修推進センター
共同代表　浅野　幸子　氏

株式会社経済法令研究会
新名　史典　氏

いずれの研修も高知県自治会館で実施します。皆さまの参加をお待ちしています。

2019年度

日　時 ： 2019年10月10日（木）９時30分～16時30分

日　時 ： 2019年７月８日（月） 13時30分～16時30分

  防災・減災力向上セミナー

　今、観光でも移住でもない新しい地域との関わり方「関係人口」が注目されてい
ます。都会に住みながら、地域と関わる人達は、地域の何に魅力を感じているの
か。全国をまわり、地域の現場（様子）を見て来られた講師から関係人口のつくり
方、地域の魅力を共有する方法等お話いただきます。
　移住・定住を促進するには、市町村職員のバックアップは欠かせません！高知は
もっとおもしろくなれるはず！関係人口について学び、私たちの地域の未来を一緒
に考えてみませんか？

  地域力創造研修（広域連合企画）

　NHK「クローズアップ現代」で「元祖イクボス」として特集され、AERA「日本を突破
する100人」に選出された川島氏をお招きします！本研修は、対象者を変え２コース実施
します。係長級までの職員には、男性の育児参加とワークライフバランス等、係長級以上
の職員には、ボス業の楽しみ方と誰もが働きやすい職場づくり等をお話いただきます。
　人は減り、仕事が増えた今、イクメンからイクボスとなり、部下の私生活を応援しなが
ら、仕事、私生活、社会活動の３本柱を楽しむ生活を実践してきた川島氏のお話を聞くこ
とは、私たちの働き方改革を考える機会となるはず・・・！

日　時 ： 2020年１月22日（水）
A.9時30分～12時（係長級までの職員） B.13時30分～16時（係長級以上の職員）

 男女共同参画セミナー

　30年度、「チーム力向上研修～部下力のみがき方～」が大変好評で、「講師の他の
研修もぜひ受講したい」という要望にお応えし、テーマを新たにご登壇いただきます。
　30年度の研修は、「講師のインストラクション」と「今後の業務に役立ちますか」
のアンケート結果が、共に5点満点中4.8点と高評価でした。報告やプレゼンなど、
様々なシーンで活用できる内容です。

 意識改革セミナー

日　時 ： 2019年６月17日（月）９時30分～16時30分

地域の魅力と関係人口地域の魅力と関係人口

男女共同参画の視点から考える働き方改革を考える男女共同参画の視点から考える働き方改革を考える

命と健康を守る被災者支援・避難所運営命と健康を守る被災者支援・避難所運営
～熊本地震における自治体の対応状況調査も踏まえて～

話のまとめ方・伝え方研修話のまとめ方・伝え方研修

　平成30年度、市町村アカデミー（JAMP）との連携により、巡回アカデミー
「地方公会計制度（基礎）」を3日間にわたり実施しました。
　４名の著名な講師から、地方財政における公会計の役割、財務書類等の作成
演習、財務書類等の活用事例、資産管理等への活用事例をご講義いただきまし
た。また、閉講式では、JAMPの髙部学長より修了証の授与されました。
　高知県に居ながら、JAMPのレベルの高い講義を受けられるだけでなく、県
下の担当者が３日間、同じ時間を過ごすことで、横の繋がりづくりにもつな
がったと感じています。
　受講者からの感想を一部紹介します。

「市町村アカデミーの研修に参加してみたい！！」と思ったあなたへ　
　こうち人づくり広域連合では、全国的な研修機関（JAMP等）が行う国内研修への構成市町村の職員派遣を支援してい
ます。予算の範囲内で、研修に係る経費（研修費、研修生活動費、旅費等）を補助しますので、「行ってみたい！」と思
う研修がありましたら、所属の市町村・人事研修担当者に相談してください。

「地方公会計制度（基礎）」
のご報告！！

ＪＡＭＰ巡回アカデミー

丁寧で分かりやすい講義で戸惑
うことなく受講できた。

町田市の行政評価シートは、予算査定や
事業の効果検証をするのに非常に役立
つと思うので、本市においてもぜひ参考
にしたい。

研修内容、レベル、期間等
のバランスが大変良く、
学びの多い研修だった。

講師のレベルが高く、大変分
かりやすい内容、説明でした。

3日間、大変ためになると
同時に知識を得る喜びを
感じ、楽しい研修でした。

千葉の市町村アカデミー
にもぜひ参加してみたい。

in土佐町まちの
イイもの発見

研修

※係長級職員はどちらのコースも参加できます。

●ご予約・お問合せ先　さめうら荘　0887-82-1020

　早明浦ダム湖畔にある自然に囲まれた安らぎの宿「さめうら荘」が新築プレオープ
ンとなりました。客室は全室レイクビューのツインルーム、和室、デラックスルーム
の計16室。施設内は全体に地元嶺北産材をふんだんに使用し、温かみのある内装と
なっています。1階には30人程度の宴会が可能な和室、ダム湖畔を一望できるガラス
張りのレストランがあり、土佐あかうしや土佐町産のお米や野菜など地域食材にこだ
わったメニューが味わえます。特に、稀少なブランド牛である土佐あかうしのステー
キメニューは、県内最大産地ならではの価格となっており、土佐町でしか味わえない
ものとなっています。今後はダムカレーもメニューに加わる予定です。
　同敷地内にカヌーや自転車など体験型観光の拠点施設も建設予定となっており、さ
めうら荘と共に嶺北地域の観光拠点として目が離せません。

小規模自治体に応じた公
会計の導入手法が大変参
考になった。

他市町村との情報共有の
場にもなり、有意義な時間
を持つことができました。


