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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
e-mailアドレス : kouiki@kochi-hitozukuri.or.jp  URL : http://www.kochi-hitozukuri.or.jp/

　　　　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

R2当初予算（B） R3当初予算（A）        款
１ 議会費
２ 総務費
３ 事業費
４ 予備費
  歳出合計
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R2当初予算（D） 比較（C-D） 
【歳入】 ）円千：位単（ 【歳出】 ）円千：位単（ 

令和３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）    

次世代につなげる豊かな地域づくりは人づくりから

新型コロナウイルス感染症対策として、研修に参加される時には、下記についてご協力をお願いします。
　・当日朝と受付前の検温　　・研修中のマスクの着用　　・会場の出入りの際の手指消毒
　・エアコンの使用や換気等による室温の変化に対応できる服装での参加
　・体調がすぐれない方（発熱等）は参加をお控え下さい。

令和２年度の研修が全て終了しました。新型コロナウイルス感染症の影響で様々な研修が中止や延期、オン
ラインでの実施に変更となるなど、対策に追われる一年でした。マスク着用や検温などの新型コロナウイル
ス感染症対策にご協力いただき、研修に参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。来年度
も皆様の参加をお待ちしております。

新規採用職員研修

電
話
対
応

名刺交換

採用２年目職員研修

どっちが
大事．．．

採用10年目職員研修

自身の性格が
丸裸に！！

契約事務基礎研修 コーチング研修

その契約
大丈夫ですか！？ 傾聴姿勢

 2020年6月、四万十町に高知県初となる四万十川ジップライ
ンがオープンいたしました。
　四万十川ジップラインは、道の駅四万十とおわの対岸にある
ご成婚の森から、道の駅に向けて、２本のワイヤーロープを並
列で設置し、日本最後の清流である四万十川を横断する、大自
然と迫力を全身で体感できるアクティビティです。
　対岸のスタート地点までは川舟で渡り、スタートデッキに立
つとまず目に入るのは、眼下に流れる四万十川です。
　１本のワイヤーに体を預けて飛び出すとすぐに大自然に包ま
れます。所要時間は20～30秒。その間に見たことのない景色
に出合えること間違いなしです。
　１回目はあっという間、２回目はじっくりと。「一生に2回
はやる価値あり！」の四万十川ジップラインです。

ご予約・お問い合わせ

　四万十川ジップライン
　 ℡ 0880-28-5554（電話受付：9:00～17:00）  定休日 ： 木曜日

in 四万十町まちの
イイもの発見

新しい書籍が入りました！ 本やＤＶＤの貸し出ししています！

地域も自分もガチで変える！逆転人生の糸島ブランド戦略 岡祐輔
子供が消えゆく国 藤波匠
「北の国から」で読む日本社会 藤波匠
図解　公務員1年目の仕事術 佐久間智之
officeで簡単！公務員のための「1枚デザイン」作成術 佐久間智之
論理トレーニング101題 野矢茂樹
すべての働きづらさをふきとばす！公務員女子のおしごと相談室 村川美詠
自由すぎる公式SNS「中の人」が明かす　企業ファンのつくり方 日経トレンディ・日経クロストレンド
公務員の仕事の授業：疑問をほどいて失敗をなくす 塩浜克也
Excel最強の教科書　完全版 すぐに使えて、一生役立つ「成果を生み出す」超エクセル仕事術 藤井直弥・大山啓介

職 場 内 研 修 や 自 己 啓 発 に是 非ご活 用くださ い 。

　令和３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38回定例会に
おきまして、下表のとおり可決されましたのでお知らせします。
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　毎月１回程度の講師による指導を行います。講師による指導とは別に研修生のみ集合しグループによる活動
を行います。活動日程や会場、内容についてはグループ内で決定します。

　10月26日（火）に行われる市町村長や議長等を対象としたトップセミナーで成果報告を行います。また、１月
に開催される、人事・研修担当課長が集まる連絡調整会議でも発表を行います。

　テーマは決まっていません。各参加者がそれぞれテーマを決め、自身の自治体の問題
に対する政策立案を行います。そのため、個人での活動になりますが、共通の課題に取
り組むメンバーでグループを形成し、グループ会で情報共有等を行います。
　また、研修最終日に選抜プレゼン大会を行い、各グループの最優秀者を決定します。
最優秀者に選ばれた人は10月に行われるトップセミナーで発表します。

令和３年８月４日（水） 9：00～17：00
　この研修では、単に「コーチング」の基礎知識を
学ぶだけでなく、部下、後輩へ指導をする際の心構
えを確認しながら、コミュニケーション能力を高め
る演習を行います。
　コーチングスキルを使って、部下、後輩の持つ潜
在能力や可能性を引き出すスキルを学んでみませ
んか？

令和３年12月10日（金） 9：00～17：00
地方自治法って...
「よく分からない」
「今更聞けない」
　公務員である以上は皆さん知っておかなけれ
ばなりません。公務員が知っておくべき「地方自
治法」について、一緒に学びましょう。

政策研究共同研修とは

　県内の地域課題をテーマとして政策研究を行い、活動成果を市町村の施策に反映させることを目的として実
施する研修です。

活動期間…６月～10月（5回）

成果報告

研修のテーマや進め方

※現在研修生募集（〆切：令和３年４月12日（月））を行っています。興味のある方は研修担当者にご確認ください。

令和３年９月13日（月） ９：00～17：00
　「行政法」という法律は存在せず、「行政に関係
する法律」のことを行政法と表現します。
　範囲が広く、独学で学ぶのは少し大変な行政
法についてポイントを絞り、わかりやすくご講義
いただきます。知識に自信がなくても「具体例を
示しながらの教示は理解しやすかった」と好評の
研修です。

新人世代のコミュニケーション
　　　　　　　～デキるホウ・レン・ソウ編～
令和３年６月28日（月） ９：00～17：00
▼こんな経験はありませんか？
「忙しそうだし相談しづらいな…」
「相談の要点がうまくまとまらない…」
こういった困りごとを一緒に解決しましょう！
★伝えるスキルは一生モノ！

政策研究共同研修について政策研究共同研修について政策研究共同研修について

令和３年度オススメ研修

コーチング研修 行政法研修

チーム力向上研修 地方自治法研修

インターンシップ生に聞きました

々な業種に触れて視野を広
げ、将来は多角的な視点を

持った医師になることが私の目標
です。利益よりも、市民の生活を
豊かにすることに目的を置く健康
福祉課において、企業や病院とは
異なった仕事のあり方を学びた
いと考え、こちらを志望いたしま
した。業務のお手伝いをする中
で、高知県の抱える医療の問題点
を考え、医師の立場、行政の立場
からそれぞれどのようなアプ
ローチができるか、といったこと
を見つけたいと考えています。

高知大学地域協働学部
地域協働学科１年

高橋　里帆 さん
【インターンシップ先：いの町森林政策課】

高知大学医学部医学科 1年

古川　智捺 さん
【インターンシップ先：芸西村健康福祉課】

和２年度のインターンシップ生に、受入れ団体を選んだ理由や取り組んでみたいことを伺いました。今までインターンシップ
生を受け入れたことのない市町村もぜひ参考にしてください。

新型コロナウイルス感染症の影響により取り組みを実施できなかった大学も多くあった中、インターンシップ研修の実施にご協
力いただきました関係者の皆さま、また大学1年生という早い時期から公務に関心を持ち研修に熱心に取り組んでいただいたお
二人に、この場を借りて御礼を申し上げます。

日本豪雨における被害を見
て土砂災害を防ぐための森

林管理の必要性を強く感じまし
た。林業経営の現状を知り、林業
家の高齢化・後継者不足といった
課題を、山間部の地域活性化を促
進させることで解決したいと思う
ようになりました。公共事業とし
て周りをどのように巻き込んだ取
組をすればよりよい地域社会が
築けるかを探るために、森林政策
課でのインターンシップを希望し
ます。

【受講者の声】　研修開催や受講の際の参考にしてください。

●オンラインであるものの違和感なく受講できました。
●初めてオンライン講義を受けましたが、対面での講義とそれほど変わらな
かったので良かった。
●リモートでの研修がはじめてで、コミュニケーションのとりづらさは感じた
が、内容は期待通りだった。
●リモートは一方的な話なので、もう少しグループワークなどもあればよい
が、現在の情勢からは難しいと思う。
●オンラインでの研修を受けることができれば、朝早く職場から出てくる必
要もなく、駐車場代もかからないので、今後の検討をお願いしたいです。

●オンラインでする研修であれば、各市町村でオンラインの整備をして受講
すればよいのではないかと思った。グループワークを必要としない研修は
わざわざ集まって行う必要がない。

●オンラインでの開催は良かったと思います。ただ、映像と音声の見づらさ
や聞こえづらさがあったのが残念です。
●レーザーポイント等資料のどこの説明なのか少しわかりづらい点があっ
た。
●講師の声が聞きづらく、内容が入ってこない。
●音声や画像をもう少しクリアにして視聴しやすくしてもらいたいです。
●説明画面の文章や顔が見える程度で説明が望ましい。
●受講をオンラインでできると良いと感じました。
●講師の方の映像や音声もクリアで苦痛なくとりくめ、会場の方は事務局の
方がサポートし、何ら不都合を感じなかった。
●市町村からもリモートで参加できるようにしたら、来られない人も研修を
受けることができると思う。

●普通の研修と変わりなく受講できた。

来年度変わります！来年度変わります！

　 令和２年度の実施実績
※全てオンラインでの受講ではなく、受講生は会場に集合して受講、
　講師がオンラインでご登壇いただいたものです。
・政策研究共同研修……Ｓｋｙｐｅ
・起案文書作成基礎研修……Ｓｋｙｐｅ
・議員行政実務研修……ＹｏｕTｕｂｅ配信（サテライト開催）
・男女共同参画セミナー……Ｚｏｏｍ
　
　 令和３年度のオンライン研修予定
・新規採用職員研修の一部・基本研修（一般職）の一部
　……ビデオまたはＹｏｕTｕｂｅ配信
・採用 15年目職員研修……Ｚｏｏｍ
・チーム力向上研修「新人世代のコミュニケーション～デキるホウ・レン・ソウ編～」
　……オンライン会議アプリで登壇

インターンシップに期待することは何ですか？

オンラインでの研修実施について

議員行政実務研修
（香南市でのサテライト開催）


