広島県自治総合研修センター ２９年度

８月特別研修

申込期限

受講生募集中！
№１

次のとおり，８月に研修センターで実施する特別研修の受講生を募集します。
上半期の仕上げに，研修センター研修を御活用下さい。

研修名

日 時

場所

監督者セミナー（課題解決）

第１回 ８月７日（月）
第２回 ８月８日（火）

9：30～16：30

第１回 自治総合研修センター
第２回 広島県福山庁舎

監督者セミナー（タイムマネジメント）

第１回 ８月８日（火）
第２回 ８月９日（水）

9：30～16：30

第１回 自治総合研修センター
第２回 広島県福山庁舎

政策法務

８月１７日（木）～１８日（金）

9：30～16：30

自治総合研修センター

企業財務分析

８月２１日（月）～２２日（火）

9：30～16：30

自治総合研修センター

クレーム対応（第１回）

８月２３日（水）～２４日（木）

9：30～16：30

自治総合研修センター

情報活用力

８月２８日（月）～２９日（火）

9：30～16：30

自治総合研修センター

新公会計制度

８月２８日（月）～２９日（火）

9：30～16：30

自治総合研修センター

民法（第１回）

８月３０日（水）～９月１日（金）

9：30～16：30

自治総合研修センター

第１回 ８月３１日（木）
第２回 ９月 １日（金）

9：30～16：30

第１回 自治総合研修センター
第２回 広島県三次庁舎

タイムマネジメント（第１・２回）

福山開催あり

監督者セミナー（課題解決）
日程

第１回 ８月７日（月）
第２回 ８月８日（火）

会場

第１回 自治総合研修センター
第２回 広島県福山庁舎

定員 各回次につき県１０名，市町４０名
対象 GL，係長，主査及びこれに相当する職以上にある職員
講師 東洋大学 井上 善海さん

受講者の声

ビジネスデザインなどの課題解決手法が学べます。方法論だけで
なく企業の実例を多く交えた講義ですので，イメージしやすく，職
場で実践する上でのヒントが見つかります。

自分が感覚的に捉えていた
ことが，数字や理論的な思
考に裏打ちされるという事が
理解できました。

関連するコンピテンシー
達成
志向

リーダー
シップ

どこに課題があるかを見抜く
（見つける）ことから取り組むこ
とや，意外な視点での考え方を
教わった。

問題
解決力

課題
分析力

大学卒業後，会社経営，経営コンサルタントを経て大学院へ進学。博士（商学）。2004年より広島大学大学院教授。2013年から東洋大学教授，東洋大学経営力創成研究
センター長。2015年広島大学名誉教授。企業の事業戦略に関する指導・講演・執筆活動や，企業内研修・自治体職員研修の講師などでも活躍中。

福山開催あり

監督者セミナー（タイムマネジメント）

日程

第１回 ８月８日（火）
第２回 ８月９日（水）

会場

第１回 自治総合研修センター
第２回 広島県福山庁舎

定員 各回次につき県１０名，市町４０名
対象 GL，係長，主査及びこれに相当する職以上にある職員
講師

日本タイムマネジメント普及協会
行本 明説さん

受講者の声

部下に業務を指示・指導する立場として，チーム（係・組織）全体の生産
性や業務能率を向上させる取組みを学びます。
●仕事のしくみや部下・後輩のワークスタイルから，適切なマネジメント
方法を導きます。
●リーダーとしての時間の使い方，仕事の任せ方，タイムマネジメントの
観点からのコミュニケーションなど，チームを率いる上で必要なスキルを
学びます。
●タイムマネジメントの第一人者であり豊富な知識をもつ講師が，わかり
やすく示唆に富んだ講義を行います。

タイムマネジメント＝時間
の使い方と思っていたが，
仕事の分解，人の考察と
いう視点が面白いと思っ
た。

関連するコンピテンシー
達成
志向

説明は，軽快で，おもしろく，
わかりやすかった。自己分析
から見た仕事での問題点が
わかりやすかった。

リーダー
シップ

1989年から英国で開発されたセルフマネジメント手法「A Time」の東アジアでの普及に着手。日本でも数少ないタイム・セルフマネジメントをデータで語ることのできるコン
サルタント。

政策法務
日程

８月１７日（木）～１８日（金）

会場

自治総合研修センター

定員 県１５名，市町２５名
対象 希望する職員
講師 九州大学大学院 田中 孝男さん

政策形成や事務執行における自治体としての政策法務の基礎を習得し
ます。
●地域課題を解決する手段としての法令の見方（条例等の運用・制定に
必要な知識）・考え方を実務上のケーススタディを通じて学びます。
●条例や規則の改正技術を学ぶ研修（＝法制執務）とは異なります。

H29内容変更

関連するコンピテンシー
顧客
志向

専門性
獲得

問題
解決力

課題
分析力

H29内容変更

大学卒業後，平成１７年まで札幌市役所に勤務。市税の徴収現場，法規審査・訟務事務，市営交通事業の経営管理・料金制度管理，市の組織管理，市の政策研究等の
業務に携わる。平成１７年から九州大学大学院法学研究院助教授。平成１９年から同研究院准教授（職名変更）。平成２８年から同研究院教授。主な著作に「条例づくりの
ための政策法務」（第一法規），市町村アカデミーにおいて政策法務の研修講師を務める。

№２
受講者の声

企業財務分析
日程

８月２１日（月）～２２日（火）

会場

自治総合研修センター

企業・法人会計（アカウンティング）の基本的な仕組みや，財務諸
表を読み解くスキルを習得します。
●企業の収益性・安全性・成長性など財務分析のポイントのほ
か，監査実務上の着眼点についても学びます。

定員 県２０名，市町２０名
対象

実際に財務分析を行うこと
で，学んだことの内容の定着
を図ることができたとともに，
見るべきポイントも教えて頂
き，大変有意義なものとなっ
た。

関連するコンピテンシー

希望する職員（簿記基礎研修の修了者等，財務諸表の基本的
な仕組みを理解している職員向け）

説明，テキストともに丁寧で分かり
易く，財務状況を分析し，企業の
現状を的確に判断するための知
識及び方法が学べ，非常に満足し
ている。

課題
分析力

専門性
獲得

講師 公認会計士 廣幡 英和さん

有限責任監査法人トーマツで主に民間企業の監査に携わる。独立開業後，会計をベースにしたコンサルティング業務（税務顧問含む），包括外部監査補助などに携わって
いる。

受講者の声

クレーム対応（第１回）
日程

８月２３日（水）～２４日（木）

会場

自治総合研修センター

定員 県１８名，市町１８名

事例をもとに演習を行ったの
で状況を仮想体験できて良
かった。クレーム対応だけで
なく業務全般に役立つと感じ
ました。

クレーム対応の基本を理解し，様々なパターンに応じたクレーム
への対応方法を，ロールプレイ等で実践的に習得します。
クレームは上手に対応すればピンチがチャンスになり得るもので
す。自信をもって対応できるようになりたいあなたにおすすめの内
容です。
●ベテラン講師のわかりやすい講義が大変好評です！
関連するコンピテンシー

対象 希望する職員

住民対応，事業所対応で今
回の研修で学んだテクニック
を使ってみたい。

顧客
志向

交渉力

講師 アイベック・ビジネス教育研究所 関根 健夫さん

不動産会社に勤務後，教育コンサルタントとして活動。月刊ガバナンス（ぎょうせい）にて「クレーム対応」について連載中。現在，株式会社アイベック・ビジネス教育研究所
代表取締役。みずほ総合研究所株式会社講師。

受講者の声

情報活用力
日程

８月２８日（月）～２９日（火）

会場

自治総合研修センター

定員 県１８名，市町１８名

問題の本質要因を発見し，解決策を立案するために，情報を定性的，定
量的かつ系統的に分析処理する方法について学ぶことができます。
「どんな情報を収集すればいい？」，「集めた情報をどのように分析・活用
したらいいの？」と悩んでいる方におすすめです。
エクセルを使った演習も行う，実践的な内容です。

「学ぶ統計から使う統計の時代
へ」とおっしゃったとおりの内
容・構成で分かりやすく，大変
満足です！

関連するコンピテンシー

対象 希望する職員
説得力

講師 メンタークラフト 河野 貴史さん

難しい分析の手法をかみ
くだいて説明してもらい，
とても良かった。活用方法
やポイントが分かりやす
かった。

専門性
獲得

問題
解決力

課題
分析力

株式会社メンター・クラフト常務執行役員。メンタルケア心理士 /工学修士（京都大学） /豪州ボンド大学 MBA(経営学修士)。大学卒業後，大手鉄鋼メーカーでの23年間の
勤務を経て，コンサルタントに転身。長年のエンジニアリング経験で培った実践的な統計情報の分析，ロジカルイノベーション，コミュニケーション技術等が好評。

受講者の声

新公会計制度
日程

８月２８日（月）～２９日（火）

会場

自治総合研修センター

定員 県１５名，市町２５名
対象 希望する職員
講師 トーマツ 横田 慎一さん

新地方公会計制度の概要をわかりやすく解説します。
●貸借対照表や行政コスト計算書等の公会計資料の仕組みを学
び，実例での説明を交えながら，自治体の経営状況を分析・評価
できるスキルを身に付けます。
●財政運営に関する住民説明や施策の課題抽出などに活用が
期待できます。
関連するコンピテンシー
専門性
獲得

問題
解決力

課題
分析力

新公会計制度の自治体への
導入に向けたスケジュール
や部署の役割など具体的に
話があり，全体像がつかめ
た。

丁寧な説明で新公会計制度の概要
が分かった。財務指標等で自治体財
政状況の分析について学習できたの
で，今後の業務に活かしたい。

有限責任監査法人トーマツ大阪事務所パブリックセクター部シニアスタッフ，公認会計士。大学時代から公会計に取り組み，公会計改革ネットワーク（JAGA）に参加するな
ど地方自治体の財政制度について豊富な知識を持っている。トーマツ入社後は，会計監査，自治体の包括外部監査補助及び研修業務をはじめ，公会計制度改革支援，
公共施設等マネジメント，公営企業会計制度移行支援など自治体の行財政改革に幅広く携わる。日本公認会計士協会公会計委員会，地方公会計・監査検討専門部会委
員。

№３
受講者の声

民法（第１回）
日程

８月３０日（水）～９月１日（金）

会場

自治総合研修センター

定員 県３０名，市町３５名
対象 希望する職員
講師 東京アカデミー 得納 博さん

民法の知識は自治体業務に密接に関連し必要不可欠です。
この研修では３日間で民法の基礎知識，主に財産法（総則・物権・債権）
について，ポイントを押さえて学べます。
具体的な事例を交えた講義で，民法の要点を初心者でも無理なく学ぶこ
とができます。

民法の総則から物件・債権
まで，基礎的な知識を習得で
きた。

具体例をまじえて基礎的
な所を説明していただけ
て，とてもわかりやすかっ
た。

関連するコンピテンシー
専門性
獲得

東京アカデミー広島校公務員科の専任講師として，法律課目の指導に携わる。また，大学など外部への出張講義も多い。

タイムマネジメント（第１・２回）
日程

第１回 ８月３１日（木）
第２回 ９月 １日（金）

会場

第１回 自治総合研修センター
第２回 広島県三次庁舎

定員 各回次につき県２１名，市町１５名
対象 希望する職員
講師 日本経営協会 三枝 玲子さん

三次開催あり
限られた時間で，最適な業務成果を導くための手法の習得を目指しま
す。「残業が多くて困っている」「業務に追われて重要な仕事になかなか
着手できない」とお悩みの方におすすめします。
●自分の仕事のスタイルを認識した上で，優先順位のつけ方，段取り，
突発的な業務への対処方法などのタイムマネジメントの基本スキルを習
得できます。
●自己管理能力の向上はもちろんのこと，チーム全体の業務効率改善も
図れます。

関連するコンピテンシー
達成
志向

リーダー
シップ

受講者の声

日常の様々な場面や状況の
具体的な例を踏まえて，事務
の効率的なこなし方について
学ぶことができた。

業務の構成要素ごとのタイ
ムスケジュールを設定してい
くといった逆算の思考を行う
ことで、より効率的に業務の
遂行をできるようになった。

大手コンサルティング会社にて経営コンサルティングや企業内研修の指導に従事した後，現在は日本経営協会専任講師として，企業・団体等の人材育成支援で活躍中。

申込方法
●職員ポータルの研修支援システムから申込んでください。
●申込期限までに，所属の承認作業まで必ず済ませてください。
教委・県警職員を除く。（教委・県警職員の方は，各研修担当部局を通じて申込んでください。）

研修の概要等については，各所属に配付している「研修ガイド」または「研修センターホームページ」を
参照してください。 【問い合せ先】 研修運営担当 ☎０８２－２４７－８２２１ 内線 ５６１３・５６１６

