
【オンライン＋集合】 県・初任（前期）  
 

● 研修のねらい 

・広島県職員の行動理念を理解し，求められる職員像を認識する。 

・仕事を進める上で必要な基礎知識を習得する。 
 

● 日程・開催場所 

第１回【知事部局職員専用回】 

  令和５年４月13日（木） オンライン 

  令和５年４月14日（金） 県庁本館６階講堂 

  令和５年４月17日（月） オンライン 

第２回【知事部局職員専用回】 

  令和５年４月17日（月） オンライン 

  令和５年４月18日（火） 自治総合研修センター 

  令和５年４月19日（水） オンライン 

第３回【教育委員会職員専用回】 

  令和５年４月19日（水） オンライン 

  令和５年４月20日（木） 自治総合研修センター 

  令和５年４月21日（金） オンライン 

第４回【知事部局職員専用回】 

  令和５年４月21日（金） オンライン 

  令和５年４月24日（月） 自治総合研修センター 

  令和５年４月25日（火） オンライン 

第５回【知事部局職員専用回】 

  令和５年４月25日（火）～４月26日（水） オンライン 

  令和５年４月27日（木） 自治総合研修センター 

※知事部局の職員は第１・２・４・５回で，教育委員会の職員は第３回での受講となります。 

※３日間のうち,２日間はオンライン,１日は自治総合研修センターまたは県庁本館６階講堂

に集合して研修を行います。 
 

● 予定人員 

５７人×５回 計２８５人 
 

● 対象者 

令和５年度採用職員（４年度中途の採用職員を含む） 

 

● 標準プログラム 

３日間  合計１８．０時間（別途２．５時間オンデマンド） 

※回次によって科目の順番が異なっています。 

※【ビジネスマナー】及び【職場のコミュニケーション】は集合して研修を行います。 

※【文書の基本】は，研修管理システム（Leaf）又は職員ポータル等に掲載の動画を視聴

してください。動画視聴期間：４月１日から５月３１日（再視聴は年度内可能） 

１２．０時間 オンライン （科目はプログラムに記載のとおり） 

６．０時間 集合 【ビジネスマナー】【職場のコミュニケーション】 

２．５時間 オンデマンド 【文書の基本】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修コード： 110 
R05.03.31時点 



【第１・２回】 

１日目 ９：15 - ９：30  オリエンテーション 

    ９：30 - 10：50 【公務員としての心構え】   県職員 

    11：00 - 12：00 【チームビルディング】    県職員 

    13：00 - 13：25 【健康管理】         県職員 

    13：25 - 13：55 【危機管理】         県職員 

    14：05 - 14：35 【内部統制】         県職員 

    14：35 - 15：00 【税の基本】         県職員 

    15：10 - 15：35 【財産管理の基本】      県職員 

    15：40 - 16：30 【人権】           県職員 

２日目 ９：30 - 12：00 【ビジネスマナー】     ユニゾネット 加賀田 瑞恵 

    13：00 - 16：30 【職場のコミュニケーション】ユニゾネット 加賀田 瑞恵 

３日目 ９：30 - 11：20 【キャリア開発・人事評価】  県職員 

    11：30 - 12：00 【情報公開と個人情報保護】  県職員 

    13：00 - 13：25 【情報管理】         県職員 

    13：30 - 14：20 【行動理念】         県職員 

    14：30 - 15：20 【県行政の目指す方向】    県職員 

    15：30 - 16：30 【知事と語る】              知事    

★第２回は第３回と合同                                                    

 

【第３回】 

１日目 ９：15 - ９：30  オリエンテーション 

    ９：30 - 10：50 【公務員としての心構え】   県職員 

    11：00 - 12：00 【チームビルディング】    県職員 

    13：00 - 13：25 【情報管理】         県職員 

    13：30 - 14：20 【県行政の目指す方向】    県職員 

    14：30 - 15：20 【行動理念】         県職員 

    15：30 - 16：30 【知事と語る】          知事    

★第２回と合同 

２日目 ９：30 - 12：00 【ビジネスマナー】     ユニゾネット 加賀田 瑞恵 

    13：00 - 16：30 【職場のコミュニケーション】ユニゾネット 加賀田 瑞恵 

３日目 ★第４回１日目と合同 

    ９：30 - 11：20 【キャリア開発・人事評価】  県職員 

    11：30 - 12：00 【情報公開と個人情報保護】  県職員 

    13：00 - 13：25 【健康管理】         県職員 

    13：25 - 13：55 【危機管理】         県職員 

    14：05 - 14：35 【内部統制】         県職員 

    14：35 - 15：00 【税の基本】         県職員 

    15：10 - 15：35 【財産管理の基本】      県職員 

    15：40 - 16：30 【人権】           県職員 

                                                 

【第４回】 

１日目 ★第３回３日目と合同 

    ９：15 - ９：30  オリエンテーション 

    ９：30 - 10：50 【公務員としての心構え】   県職員 

    11：00 - 12：00 【チームビルディング】    県職員 

    13：00 - 13：25 【健康管理】         県職員 

    13：25 - 13：55 【危機管理】         県職員 

    14：05 - 14：35 【内部統制】         県職員 

    14：35 - 15：00 【税の基本】         県職員 

    15：10 - 15：35 【財産管理の基本】      県職員 



    15：40 - 16：30 【人権】           県職員 

２日目 ９：30 - 12：00 【ビジネスマナー】     ユニゾネット 加賀田 瑞恵 

    13：00 - 16：30 【職場のコミュニケーション】ユニゾネット 加賀田 瑞恵 

３日目 ９：30 - 11：20 【キャリア開発・人事評価】  県職員 

    11：30 - 12：00 【情報公開と個人情報保護】  県職員 

    13：00 - 13：25 【情報管理】         県職員 

    13：30 - 14：20 【行動理念】         県職員 

    14：30 - 15：20 【県行政の目指す方向】    県職員 

    15：30 - 16：30 【知事と語る】         知事    

★第５回と合同 

                                                                

【第５回】 

１日目 ９：15 - ９：30  オリエンテーション 

    ９：30 - 10：50 【公務員としての心構え】   県職員 

    11：00 - 12：00 【チームビルディング】    県職員 

    13：00 - 13：25 【情報管理】         県職員 

    13：30 - 14：20 【県行政の目指す方向】    県職員 

    14：30 - 15：20 【行動理念】         県職員 

    15：30 - 16：30 【知事と語る】         知事    

★第４回と合同 

２日目 ９：30 - 11：20 【キャリア開発・人事評価】  県職員 

    11：30 - 12：00 【情報公開と個人情報保護】  県職員 

    13：00 - 13：25 【健康管理】         県職員 

    13：25 - 13：55 【危機管理】         県職員 

    14：05 - 14：35 【内部統制】         県職員 

    14：35 - 15：00 【税の基本】         県職員 

    15：10 - 15：35 【財産管理の基本】      県職員 

    15：40 - 16：30 【人権】           県職員 

３日目 ９：30 - 12：00 【ビジネスマナー】     ユニゾネット 加賀田 瑞恵 

    13：00 - 16：30 【職場のコミュニケーション】ユニゾネット 加賀田 瑞恵 

 


