
　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

研修担当者として，何をするべきか，何ができるかを再認識する良い機会となった。

他市町村職員とのグループワークを通して，課題や情報を共有化でき，非常に有意義だった。

研修の進め方，効果測定などの具体的な手法を教えていただき，今後研修を企画する際の参考となった。

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ

　　　　　　　　自治体における研修担当者の役割
　　　　　　　　職員研修の最新の動向
　　　　　　　　個別の研修企画の立て方・研修ニーズの把握
　　　　　　　　（講義・演習）

閉
講

休憩

s

対象者

行政サービスへの要求が高度かつ複雑化し，職員一人ひとりの能力向上が求められるなか，人材育成

の重要性がますます高まっています。

また，地方創生の時代，市町村においては，住民のために働く自分たちの組織がどのような目標を

持っており，目標を達成するためにどのような職員を育成するのかについて，自覚的に職員の人材育成

に取り組むことが重要です。

本研修では，まず研修担当者としての基本的知識や役割，職員研修の最新の動向などを学んだうえで，

個別の研修企画の立て方，研修ニーズの把握について考え，職員研修担当者としてのレベルアップを図

ります。

～ニーズを捉えた研修企画～

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 研修担当者の役割について学びます。

■ 個別の研修企画や研修ニーズの把握に重点を置いた内容です。

■ 他市町村職員との交流を通して，研修担当者としてのレベルアップを図ります。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

研修担当職員 １９人 学識経験者

研修の概要

講 師計画

人数

平成２８年５月１０日（火）

※集合時間：９時４５分

自治研修所 ７階 ７０２研修室
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　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

休憩

２日目
公文書の書き方（講義・演習）

休憩

後
期

３日目
レッスンプラン作成

（演習）
模擬講義，指導講評

（演習）

前
期

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

　　　文書事務の意義，文書管理と文書事務の流れ（講義）

配布された講義マニュアルに大事なポイントが記載されており，非常に分かりやすかった。

文書事務研修の担当者として，すぐ使える知識と実践が詰まった研修で大変勉強になった。

今までよく分からないままだったことが理解できた。（平成２６年度のアンケート結果による）

４日目
模擬講義，指導講評（演習） 閉

講休憩

休憩

対象者

近年，地方自治体においては，説明責任がより一層求められ，文書事務の意義や役割も大きなものと

なっています。

前期研修では，文書事務の意義，文書管理や公文書の書き方など，文書事務全般についての基本的な

知識を習得するための講義を行います。後期研修では，レッスンプランの作成や模擬講義の演習などを

通して，講師として登壇する際のポイントや指導方法を学びます。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 文書事務の基礎知識や文書管理などについて理解を深めます。

■ 講師（指導者）を務める際の心構えや指導方法を学びます。

■ 模擬講義を通して実践的な文書事務講師の育成を図ります。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場 １２人

学識経験者

研修の概要

講 師講師として意欲のある職員

計画

人数

【前期】：平成２９年１月１７日（火）～１８日（水）

【後期】：平成２９年２月１４日（火）～１５日（水）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目以降９時３０分

自治研修所 ７階 ７０３研修室

2



　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

接遇の基本について，面接応対，電話応対・クレーム対応
メール・ビジネス文書マナー（講義・演習）

休憩

講師としてだけでなく，自分のスキルアップにもつながった。

講師を行う時どう進めればよいか，ポイントやアドバイスがあり，わかりやすかった。

グループや皆の前で講義を行い，指摘していただくことで，自信になった。

２日目
講師指導方法，講師指導演習（講義・演習） 閉

講
休憩

対象者

平成２６年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 接遇のプロである講師から，接遇について基本から学びます。

■ 講師として必要な知識や指導方法などのスキルを学びます。

■ 演習を通して，実践的な接遇能力の向上を図ります。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

２６人 学識経験者

研修の概要

講講師として意欲のある職員
計画

人数

本研修は，市町村等における接遇講師の育成のために実施します。接遇の基本を学ぶとともに，演

習を通して実践的な接遇能力の向上を図ります。また，講師として必要なスキルを習得することで，

講師として指導のできる職員を養成します。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 接遇のプロである講師から，接遇について基本から学びます。

■ 講師として必要な知識や指導方法などのスキルを学びます。

■ 演習を通して，実践的な接遇能力の向上を図ります。

研修のねらい

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修のねらい

【第１班】：平成２８年１２月２０日（火）～２１日（水）

【第２班】：平成２９年２月２２日（水）～２３日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

【第１班】自治研修所 ２階 ２０３研修室

【第２班】 ７階 ７０２研修室
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　　　　9:30

・

・

講師の説明が分かりやすく自治体職員としての経験談など織り交ぜた講義だったので実感が湧きやすかった。

模擬講義などの実習を繰り返し行うことで自分の課題を見つけることができた。

（平成２６年度のアンケート結果による）

　　　　　　　　　　　レッスンプランの作成，模擬講義（演習） 閉
講

休憩

休憩

前
期

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ

　　　　　　　　　地方自治制度（講義）

３日目

後
期

効果的な講義技法（講義・演習）

４日目

休憩
１日目

　　　　　　　　　　　　　　　　地方自治制度（講義）

休憩
２日目

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

対象者

市町村等が実施する地方自治制度研修の講師として，必要な知識や指導方法などを習得するために実

施します。

当研修では，前期の２日間で地方自治制度全般についての基本的な知識を習得した後，後期の２日間

で効果的な講義を行うための技法を学ぶことにより，実践的な研修講師の養成を図ります。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 地方自治制度研修の講師として必要な知識や指導方法を習得します。

■ 制度についての基本的な知識を習得後，効果的な講義技法を学びます。

■ 模擬講義を通して，実践的な研修講師の育成を図ります。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

講師として意欲のある職員 ２０人 学識経験者

研修の概要

講 師
計画

人数

【前期】：平成２９年１月２４日（火）～２５日（水）

【後期】：平成２９年２月２１日（火）～２２日（水）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目以降９時３０分

自治研修所 ７階 ７０３研修室
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9:00 9:30

　

・

・

・

研修講師としてだけでなく，倫理そのものについて，及び職場のリーダーとしての自覚について学ぶこと
ができた。

今後，部下の指導や職場の雰囲気づくりなどにも役に立てたいと思った。

講師としての役割や配慮すべき点が，とても参考になった。

３日目
第4章　実際の場面で

（ロールプレーⅠ～Ⅴ）
第5章　望ましい職場風土の形成

（実習・講義）
閉講

休憩

休憩

２日目
第3章　公務員に求

められる規律
第4章　実際の場面で（事例研究）

休憩

16:30 17:10

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

第1章　倫理とは 第2章　公務員に求
められる倫理

第3章　公務員に求
められる規律

　8:45　　　　9:15　        12:00 　　　  13:00 17:15

１６人

学識経験者

自治研修所 ７階 ７０３研修室

次のいずれかに該当する職員のうち指導

者として意欲のある職員

（１）監督者としての経験を有する職員

（２）５年以上の職歴を有する職員

平成２９年２月７日（火）～９日（木）

※集合時間：１日目 ９時１５分， ２日目 ８時４５分， ３日目 ９時００分

■ 事例研究や演習などを通して，実践的な指導者としての育成を図ります。

■ 公務の信頼を確保するため，倫理意識の更なる醸成を図ります。

■ 公務員倫理の指導者として必要な知識，態度，正しい指導技法を習得します。

対象者

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

研修のねらい

期 日

研 修

会 場

研修の概要

講

計画

人数

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

タイムスケジュール

「ＪＫＥＴ」（ＪＫＥＴ：Jinjiin Koumuin  Ethics  Training）は，人事院が開発した研修です。

住民から信頼される公務員となるためにはどうすればよいかを考え，公務員としてふさわしい態度・

行動がとれるようにすることを目的としています。

当研修は，人事院が開発したシート集を活用した「討議式研修」により，公務員倫理の講師として

必要な知識，技能を習得し，市町村等が行う自主研修の指導者を養成します。

平成２８年度 市町村職員研修



　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

　　　　　　　　行政法総論（講義）

休憩

２日目
行政法関係法規の解釈・運用（講義・演習）

休憩

３日目
行政法関係法規の解釈・運用（講義・演習） 閉

講
休憩

現在の業務に活かせる事項があったので参考になった。

具体的な事例の紹介があり，失敗事例と適切な対処法を学べる良い機会となった。

行政法が日々の業務に直結していることが理解できたので，今後の業務に活かしたい。

対象者

行政法の基本的な考え方について，行政実例や判例を交えながら学習するとともに，行政法関係法規

の解釈や運用についての知識を習得し，職務遂行能力の向上を図ります。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 行政法の基本的な考え方を学びます。

■ 行政法関係法規の解釈や運用についての知識を習得します。

■ 公務員としての職務遂行能力の向上を図ります。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

一般職員 ３０人 大学教員

研修の概要

講 師
計画

人数

【１日目】：平成２９年１月１２日（木）

【２日目】：平成２９年１月１３日（金）

【３日目】：平成２９年１月１９日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目以降９時３０分

自治研修所 ７階 ７０１研修室
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　　　　9:30

・

・

・

新しく目指すべき行政について，学ぶことができてよかった。

地方自治について，課題が明らかとなり，非常に勉強になった。

他自治体の事例が多く取り上げられていて，刺激になった。

２日目
グループ討議，新時代の自治体職員（講義・演習） 閉

講
休憩

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

地方自治の理論，分権時代の自治体改革（講義）

休憩

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

大学教員６１人一般職員

自治研修所 ７階 ７０２研修室

【第１班】：平成２８年８月３日（水）～４日（木）

【第２班】：平成２８年８月２３日（火）～２４日（水）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

■ 新時代における地方自治や自治体職員のあり方を学びます。

■ 先進自治体や国内外の事例など，幅広い視野から地方自治制度を学びます。

■ グループ討議により，行政課題への様々な取り組みを知る機会とします。

～新時代の自治体のあり方～

対象者

地方自治体を取り巻く環境は急速に変化しています。

当講座では，これからの地方自治体職員のあるべき姿について，国内外の事例などを踏まえながら，

幅広い視野で学びます。

また，グループ討議を通じて他の自治体の取り組みを知ることで，直面する行政課題の解決手法を学

ぶ機会とします。

平成２６年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

研修の概要

講 師

～新時代の自治体のあり方～

計画

人数
対象者

平成２７年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

研修の概要

講 師計画

人数
対象者

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

研修の概要

講 師計画

人数

7



　　　　9:00

・

・

・

資料やレジュメが見やすく，ポイントが理解しやすかった。曖昧だった用語や意味が理解できた。

法令の基礎を講義で学び，演習で実践するという構成が良かった。

講師の知識が豊富で，法令の基礎から日本語の使い方まで幅広くカバーしており，とてもためになった。

２日目
                                 法制執務総論・条例の改正基礎（講義）

休憩

３日目
                                 条例の一部改正演習・発表・講評（演習） 閉

講
休憩

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

法制執務総論（講義）　　　　　　　　　　　

休憩

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

７５人対象者

基礎自治体である市町村には，地域特性や住民ニーズに対応した施策の実施が求められており，そ

の実現のためには，法令解釈力や立法能力が必要不可欠です。

当講座では，法制執務の基礎的講座として，条例を制定，改廃するための用語の使用方法や条例の

構成などの基礎的知識を学びます。

平成２６年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 自治体職員に必須の「法の解釈」，「法の運用」を基礎から学びます。

■ 講義を通して法の取り扱いを学び，演習での実践により知識を定着させます。

■ 要綱や要領の作成手法など，実務能力の向上を図ります。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

一般職員 学識経験者

研修の概要

講 師
計画

人数
対象者

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 自治体職員に必須の「法の解釈」，「法の運用」を基礎から学びます。

■ 講義を通して法の取り扱いを学び，演習での実践により知識を定着させます。

■ 要綱や要領の作成手法など，実務能力の向上を図ります。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

一般職員 学識経験者

研修の概要

講 師
計画

人数

研 修

会 場

【第１班】：平成２８年６月２７日（月）～２９日（水）

【第２班】：平成２８年１０月４日（火）～６日（木）

【第３班】：平成２８年１２月１９日（月）～２１日（水）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目以降９時００分

【第１班，第２班】自治研修所 ７階 ７０１研修室

【第３班】 ７階 ７０２研修室
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　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

　　　　　　　　訴訟に対する基礎知識（講義）

休憩

訴訟，裁判の具体的，実務的な流れが参考になった。

事例に基づいての講義でとても参考になった。

判例をじっくり読むことができ，非常に参考になった。

２日目
　　　　　　　　　　　　　　判例研究・訴訟事例演習（講義・演習） 閉

講
休憩

平成２８年度 市町村職員研修

弁護士

自治研修所 ７階 ７０１研修室

対象者

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■ 行政訴訟に関する基礎知識を学びます。

■ 行政訴訟が起きた場合の対応や手続きなど実務能力の向上を図ります。

■ 過去の訴訟事例を通して，訴訟におけるリスク対応力を養います。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

一般職員

研修の概要

講 師
計画

人数
対象者

複雑，高度化する住民の権利意識の変化等により，行政が関わる訴訟が増えています。このため，

自治体職員には専門性の高い訴訟法務知識の習得がますます重要になっています。

当講座では，行政訴訟についての基本的な知識を学び，予防策や解決方法などについて理解を深め

ます。

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■ 行政訴訟に関する基礎知識を学びます。

■ 行政訴訟が起きた場合の対応や手続きなど実務能力の向上を図ります。

■ 過去の訴訟事例を通して，訴訟におけるリスク対応力を養います。

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

研修の概要

講 師
計画

人数
対象者

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■ 行政訴訟に関する基礎知識を学びます。

■ 行政訴訟が起きた場合の対応や手続きなど実務能力の向上を図ります。

■ 過去の訴訟事例を通して，訴訟におけるリスク対応力を養います。

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

研修の概要

講 師
計画

人数

平成２８年６月２２日（水）～２３日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

３９人

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp
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　　　　9:30

・

・

・

9:45
10:00        12:00 　　　  13:00

民法上の契約行為・財産権
（講義）

休憩
民法上の契約行為・財産権

（講義）

　　　16:30

講師による身近な具体例を挙げての説明が分かりやすかった。

民法は自分で意識していなくとも身近なところにあり，知れば知るほど面白みがあると思った。

業務の背景・基礎となる法の考え方を学ぶことができた。

３日目
不法行為と損害賠償・家族法

（講義）
休憩

不法行為と損害賠償・家族法
（講義）

閉
講

２日目

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

民法総論
（自治体実務関係）

休憩
民法総論

（自治体実務関係）

対象者

社会生活におけるルールを定める民法は，自治体職員が習得すべき基本的な法律の一つです。

当講座では，民法の諸原則を理解するとともに，自治体の実務に関わりが深い部分について学

びます。

また，事例や判例の研究を通して，実務における私法上の諸問題に的確に対応できる能力の向

上を図ります。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 民法を基礎から学びます。

■ 民法の諸原則への理解を深めます。

■ 業務における私法上の諸問題に対応する能力の向上を図ります。

研修のねらい

計画

人数

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

４６人 大学教員

研修の概要

講 師一般職員

自治研修所 ２階 ２０３研修室

【１日目】：平成２８年１２月６日（火） → 平成２８年１２月５日（月）

【２日目】：平成２８年１２月７日（水） → 平成２８年１２月６日（火）

【３日目】：平成２８年１２月１５日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目以降９時３０分
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　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

政策形成の概念
（講義）

  行政課題の現状分析
      （講義・演習）

休憩

政策提言発表・講評
（演習）

閉
講

現在の行政においては，事務を遂行するだけでなく，政策立案が必要であることを理解できた。

新しいことを考える際のアイディアの出し方や議論，絞り込みの方法などを再確認できた。

様々な手法による考え方の整理が参考になった。

２日目
政策立案
（演習）

休憩

対象者

各自治体における様々な行政課題への対応や独自の政策への発想転換のため，職員の誰もが政策思考

や基本的な政策形成スキルを身につける必要があります。

当講座では，政策形成の基礎知識を学ぶとともに，各種手法を用いた政策立案など政策形成のプロセ

スを実践的に体験し，地方創生時代の自治体行政に対応できる政策形成能力を習得します。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 政策形成に必要な基礎知識を学びます。

■ 演習を通して，政策思考や政策形成のプロセスを理解します。

■ 地域の問題を解決するための政策手法を身につけます。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

４０人 学識経験者

研修の概要

講 師一般職員
計画

人数

【第１班】：平成２８年９月２７日（火）～２８日（水）

【第２班】：平成２８年１１月１６日（水）～１７日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

自治研修所 ２階 ２０３研修室
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　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

難解なイメージの法律用語をかみ砕きながら，多くの事例を挙げながらの講義だったので，よく理解でき
た。

日々の業務の中で政策法務の視点の必要性を改めて認識できた。

自分たちで考える時間があり，いろいろな意見が聞けたので大変勉強になった。

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ
１日目

２日目

政策法務概論

政策法務概論・条例立案演習

休憩

休憩

閉
講

３日目
条例立案演習・発表

休憩

２４人一般職員（県職員と合同研修）

■ 自治体職員に求められる政策法務の必要性，あり方について理解します。

■ 関係法令の解釈運用や条例・規則等の立案能力の向上を図ります。

■ 条例作成演習を通して政策実現の過程を理解し法的手法を学びます。

研修のねらい

大学教員

自治研修所 ２階 ２０３研修室

【１日目】：平成２８年８月１９日（金）

【２日目】：平成２８年８月２２日（月）

【３日目】：平成２８年８月２５日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目以降９時３０分

対象者

地方創生を目指す社会において，自治体職員には，法令の解釈や条例・規則等を立案するための能力

がますます必要となっています。

当講座では，行政課題解決のツールとして，法を使いこなせる職員の育成を目的とし，行政法や政策

法務・法制執務の基礎的知識を学んだ後，グループワークにより条例案作成演習を行います。

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

研修の概要

講 師
計画

人数対象者

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

期 日

タイムスケジュール

研修の概要

講 師
計画

人数

研 修

会 場

平成２８年度 市町村職員研修（県職員と合同）
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　　　　9:30

・

・

・ ワークが一貫の流れで行われたので，理解度が高い。

２日目
メディア活用戦略ワーク（講義・演習）

休憩

閉
講

宣伝方法やブランドメッセージの作り方やポイントが非常に勉強になった。

シティプロモーションの本質を理解できた。

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

マーケティングとは（講義・演習）

休憩

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

■ 人を集める仕組み・仕掛けについて学びます。

■ 地域の魅力の引き出し方を学びます。

■ 演習を通して地域の魅力を発信するためのスキルを習得します。

対象者

平成２６年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修のねらい

期 日

３９ 人

研修の概要

講 師計画

人数
対象者

人口が減少し，自治体間競争が激化するなか，いかに人を集めるかが課題となっています。

当講座では，住民や交流人口を増加させるため，自治体におけるマーケティングの基本（人を集める

仕組み等）や地域資源の活用手法を学びます。さらに，演習を通して地域の魅力を人々へ知ってもらう

ための情報発信について習得することを目的としています。

平成２８年度 市町村職員研修

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

一般職員 大学教員

研修の概要

講 師計画

人数

～募集します。あなたのまちのセールスマン～

研 修

会 場

【第１班】：平成２８年１０月５日（水）～６日（木）

【第２班】：平成２８年１１月３０日（水）～１２月１日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

自治研修所 ７階 ７０２研修室
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　　　　9:30

・

・

・

業務上，クレームを受けることが多いので，今回の受講内容を活用したい。

今まで受けた研修の中で一番分かりやすかった。同僚にも受講してほしい。

クレームに対する苦手意識やネガティブなイメージが軽減でき，本当にためになった。

２日目
クレーム対応の基本フロー・困難なクレームへの対処・住民対応力を高めるために

（講義・演習）
閉
講

休憩

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

      クレーム対応の基礎知識・クレーム対応の心構え（講義・演習）

休憩

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

対象者

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 行政に対するクレームの特徴を理解します。

■ 自治体職員として陥りがちな対応方法を見直し，効果的な対応を習得します。

■ 基礎的なものから困難クレームまで，必要とされる対応能力を身につけます。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

１０１ 人 学識経験者

研修の概要

講 師

当講座では，クレームが発生したときの対応，クレームを活かす方法や難しいクレームへの対応方

法などについて，講義や事例に基づく演習を通して，実践的な対応能力を習得します。

計画

人数

平成２６年度 市町村職員研修（県職員研修と合同）

対象者

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 行政に対するクレームの特徴を理解します。

■ 自治体職員として陥りがちな対応方法を見直し，効果的な対応を習得します。

■ 基礎的なものから困難クレームまで，必要とされる対応能力を身につけます。

研修のねらい

期 日

一般職員（県職員と合同研修）
９７人 学識経験者

研修の概要

講 師
計画

人数

平成２８年度 市町村職員研修（県職員研修と合同）

研 修

会 場

（平成２６年度のアンケート結果による）

【第１班】：平成２８年１２月７日（水）～８日（木）

【第２班】：平成２８年１２月１５日（木）～１６日（金）

【第３班】：平成２９年１月１２日（木）～１３日（金）

【第４班】：平成２９年１月１９日（木）～２０日（金）

【第５班】：平成２９年１月２６日（木）～２７日（金）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

【第５班】自治研修所 ２階 ２０３研修室

【上記以外】 ７階 ７０２研修室
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　　　　9:30

 心の病を抱える職員が増えるなかで，ストレスのない，働きやすい職場環境をつくることが求められています。

 この講座では，ストレスについての基礎知識を学ぶとともに，職場でのラインケアについて学んでいきます。

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ

                    ・ストレスについて
                    ・ラインケアについて
                    ・職場でのコミュニケーション　　　（講義・演習）

閉
講

休憩

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

対象者

職場や私生活における様々なストレスや悩みなどから，心の病を抱える職員が多くなっています。

当講座では，メンタルケアが必要となっている社会の現状，ストレスの本質などの基礎知識を理解

するとともに，ストレスのない職場をつくるため，組織にもとめられるラインケアを中心に学びます。

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

一般職員 学識経験者

研修の概要

講 師
計画

人数
対象者

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 現代の環境，ストレスの概要など，メンタルヘルスに関する基礎知識を理解します。

■ 職場におけるメンタルヘルスの重要性について理解を深めます。

■ 管理監督者に求められるラインケアの基本を再確認します。

期 日

タイムスケジュール

６９人

研修の概要

講 師
計画

人数

研 修

会 場

【第１班】：平成２８年４月２７日（水）

【第２班】：平成２８年９月３０日（金）

※集合時間：９時４５分

自治研修所 ７階 ７０２研修室
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休憩

・

・

・

9:45
10:00        12:00 　　　  13:00

ファシリテーターとしての会議の進め方の重要なポイント，意識の持ち方が勉強になった。

会議の進行に苦手意識があったが，今回の研修で運営方法が分かり参考になった。

演習を重ねたので，現状の会議に重ね合わせて学ぶことができた。

　　　16:30

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ

閉
講

効果的な会議・住民説明会の進め方

【第１班】：平成２８年１１月７日（月）

【第２班】：平成２８年１２月１日（木）

【第３班】：平成２８年１２月１２日（月）

※集合時間：９時４５分

対象者

会議のための運営技法を「ファシリテーション」と呼びます。ミーティングや会議の場などで，

発言を促したり，話の流れを整理するなど，参加者の相互理解を促進し，合意形成へ導くために役

立つものです。

当講座では，ファシリテーションの基本的理論を学ぶとともに，参加者相互による議論や合意形

成などの演習を通して，会議の効果的な進行や住民との円滑な意見交換などに役立つファシリテー

ションの知識・技術の習得を目指します。

～ファシリテーションスキルを学ぶ～

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

８０ 人 学識経験者

研修の概要

講 師
計画

人数
対象者

～ファシリテーションスキルを学ぶ～

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

期 日

研 修

会 場

研修の概要

講 師
計画

人数
対象者

～ファシリテーションスキルを学ぶ～

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ ファシリテーションの基本知識を理解します。

■ 現場で活用できるスキルや手法を学びます。

■ 演習を通して，ファシリテーターとしての能力をさらに向上させます。

期 日

研 修

会 場

研修の概要

講 師
計画

人数一般職員

平成２８年度 市町村職員研修

自治研修所 ２階 ２０３研修室
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　　　　9:30

・
・
・ 自分の話し方の癖を知ることができた。　　　　（平成２６年度のアンケート結果による）

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ

プレゼンテーションスキルアップ（講義，演習）

　　　16:30

  9:45　　10:00        12:00 　　　  13:00

閉
講

休憩

相手を尊重してコミュニケーションを行うことの重要性を学んだ。
要点をまとめ，相手に分かりやすく説明することの大切さを理解した。

4

対象者

プレゼンテーションとは，情報を提供することにより聴き手の行動を喚起し，態度変容を促すもので

あり，単なる説明や説得を行う行為ではありません。当研修では，相手の理解を得られるようなプレゼ

ンテーションスキルを習得することにより表現力の向上を図ります。

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ プレゼンテーションの本質から技術まで幅広く学びます。

■ 相手の理解を得られるようなプレゼンテーションスキルを習得します。

■ グループ演習を多く取り入れ理解の促進を図ります。

研修のねらい

■ 担当者からのメッセージ

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

学識経験者

研修の概要

講 師計画

人数
７７人

平成２８年度 市町村職員研修（１班，２班は県職員研修と合同）

【第１班】：平成２９年１月２０日（金）

【第２班】：平成２９年２月７日（火）

【第３班】：平成２９年２月１５日（水）

※集合時間：９時４５分

【第１班】 自治研修所 ２階 ２０３研修室

【第２班，第３班】 ７階 ７０２研修室

一般職員（県職員と合同研修）

※第３班は市町村職員単独研修
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　　　　9:30

・
・
・

　　　16:30

10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

平常時の対策が重要だと再認識した。
他市町村のリスク対策が参考になった。

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ 休憩

２日目
閉
講

休憩

危機発生時の対処法　（講義・演習）

危機管理の基礎理論（講義・演習）

自分がこれまで考えていなかったリスクや対処方法が分かって有意義であった。

対象者

自治体を取り巻く環境変化を踏まえながら，職員の不祥事などの内的要因や，災害対策などの外的要

因への対応など，危機管理の基礎理論や危機発生時の対処法などについて学び，幅広い危機管理能力を

習得します。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 危機管理の基礎について学びます。

■ 職員の不祥事対応や災害対策など，幅広い分野の危機管理能力を習得します。

■ 自治体における危機の対処法について，演習を通して実践的に学びます。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

係長級以上の職員 学識経験者

研修の概要

講 師計画

人数
４８人

【第１班】：平成２８年５月２６日（木）～２７日（金）

【第２班】：平成２８年８月３０日（火）～３１日（水） → １１月１０日（木）～１１日（金）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

【第１班】自治研修所 ７階 ７０２研修室

【第２班】 ７階 ７０１研修室
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　　　　9:30

・

・ 同じ立場にある女性職員同士で，意見交換等をし，必要な知識の習得や心構えを身につけましょう。

女性リーダーである，もしくはリーダーになることに不安がある方にお勧めです。

休憩

２日目
女性リーダーに求められる立場と役割 閉

講休憩

自己分析キャリアとは開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ
１日目

　　　　　9:45
10:00 　　16：30       12:00 　　　  13:00

【第1班】：平成28年5月24日（火）～25日（水）

【第2班】：平成28年7月20日（水）～21日（木） → 7月5日（火）～7月6日（水）

【第3班】：平成28年11月10日（木）～11日（金） → 10月19日（水）～20日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

■ 女性職員が，組織における存在価値を認識し，組織への貢献意欲や昇進意欲を高めます。

■ 様々な観点から物事を考える視野を養います。

■ 今後，自分が満足できるキャリアを進めるための課題を認識します。

対象者

平成２６年度 市町村職員研修

研修のねらい

タイムスケジュール

学識経験者

研修の概要

講

計画

人数

対象者

平成２７年度 市町村職員研修

タイムスケジュール

研修の概要

講

計画

人数

対象者

平成２７年度 市町村職員研修

タイムスケジュール

研修の概要

講

計画

人数

社会状況の急激な変化に伴い，行政も職員のあり方も変革が必要とされています。

そのような中で，女性職員の職場における意識，仕事，成果に対する取り組みなどが，ますます重要

となってきています。このため，女性職員のさらなるマネジメント能力やリーダーシップの向上を図

り，上位職位に意欲を持ってのぞむ人材育成を図ります。

対象者

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場
７０人

研修の概要

講 師主任級以上の職員

計画

人数自治研修所 ７階 ７０２研修室
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・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

様々な観点から問題を捉えることの大切さが理解できた。

普段の業務とは違う柔軟な発想を学べた。

グループワークを通して，アイディアを出し合うことの重要性を認識した。

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ

　　　創造性とは
　　　創造的な思考を妨げる要因
　　　発想・創造の基本テクニック（講義・演習）

閉
講

休憩

対象者

地域間競争が激しくなる中で，地方自治の現場では今までの考えにとらわれない柔軟な発想力や創造

力が求められています。

本研修では，発想・創造力の向上についての基本知識を習得し，演習を通じて発想・創造の技法を身

につけます。

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 創造性とは何か，また創造的な思考に必要なポイントを理解します。

■ 柔軟なアイディアを生み出すための発想技法を習得します。

■ グループ演習を多く取り入れることにより，理解の促進を図ります。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

一般職員 ４６人 学識経験者

研修の概要

講 師

平成２８年度 市町村職員研修

計画

人数

【第１班】：平成２８年１２月６日（火）

【第２班】：平成２９年２月２日（木）

※集合時間：９時４５分

自治研修所 ７階 ７０２研修室
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　　　　9:30

・
・
・

現在業務に必要なマニュアルを作成しようと考えており，そのための基本的なことを学ぶことができた。

実際に取り組んでみようという意欲につながった。

年度末の引き継ぎや未作成のマニュアルを整理する上での必要なポイントを学ぶことができた。

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ

業務マニュアル作成力向上（講義，演習） 閉
講

休憩

　　　16:30

  9:45　　10:00        12:00 　　　  13:00

対象者

定型的な業務処理は，グループ全員が対応できるように求められている状況において，急な問い合わ

せ等にすぐに使えるマニュアル作りのコツを学習し，使いやすい業務マニュアルを作成する力を習得し

ます。併せて， マニュアル作成後のメンテナンスのポイントについて学ぶことにより，マニュアルを

活かしたＯＪＴの推進に役立てることを目的とします。

平成２８年度 市町村職員研修（県職員研修と合同）

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 定型的な業務マニュアル作りのコツを学びます。

■ マニュアル作成により組織としての業務改善につなげる手法を習得します。

■ グループ演習を通して理解を深めます。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

学識経験者

研修の概要

講 師計画

人数
５４人一般職員

（県職員と合同研修）

【第１班】：平成２８年７月２８日（木）

【第２班】：平成２８年８月２５日（木）

※集合時間：９時４５分

自治研修所 ７階 ７０１研修室
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・

・

開講
ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝ 休憩講義・演習（意思決定力とは） 講義・演習（判断・決断のプロセス）

さらなる判断力・問題解決力などのマネジメント力向上を目指す方にお勧めの研修です。

個人演習，グループ演習を通して，自分の弱み強みを明確にできる研修です。

閉
講

　　16:309:45　　　10:00        12:00 　　　  13:00

平成２８年度 市町村職員研修

【第１班】：平成２８年５月１９日（木）

【第２班】：平成２８年１０月７日（金）

※集合時間：９時４５分

■ 管理職に必要な判断力，問題解決力などのマネジメント力向上を目指します。

■ 自身の判断の癖や行動パターンを振り返ります。

■ 他の方の異なった考え方を学びます。

対象者

期 日

研 修

会 場

研修の概要

講
計画

人数
対象者

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

学識経験者

研修の概要

講
計画

人数
対象者

期 日

研 修

会 場

研修の概要

講
計画

人数

リーダーに必要な職務遂行能力をどれだけ発揮できるかを見つめ直し，自分自身の弱み強みを明

確にすることが必要です。

このため，これまでの研修で習得した知識やスキルを活用するアウトプット型研修を通して，管理

者に必要な判断力・問題解決力などのマネジメント力向上を目指します。

対象者

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研 修

会 場

４６人

研修の概要

講師管理職
計画

人数

※新規

自治研修所 ７階 ７０２研修室
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対象者

平成２６年度 市町村職員研修

■ 自治体職員に求められる法務能力を基礎から身につけます。

■ 多種多様な科目を学ぶことで，法務の実践力を鍛えます。

■ 分権時代の自治体職員として，法を使うセンスを養います。

研修のねらい

計 画

人 数

期 日

研 修

会 場

法務事務リーダー

として意欲のある

職員

１８ 人 大学教員 及び

学識経験者

研修の概要

講師対象者

平成２７年度 市町村職員研修

■ 自治体職員に求められる法務能力を基礎から身につけます。

■ 多種多様な科目を学ぶことで，法務の実践力を鍛えます。

■ 分権時代の自治体職員として，法を使うセンスを養います。

研修のねらい

研 修

会 場

大学教員 及び

学識経験者

研修の概要

講師

平成２８年度 市町村職員研修

■ 自治体職員に求められる法務能力を基礎から身につけます。

■ 多種多様な科目を学ぶことで，法務の実践力を鍛えます。

■ 分権時代の自治体職員として，法を使うセンスを養います。

研修のねらい

研修の概要

「自己決定・自己責任」の原則による行政運営が求められている中で地方自治体職員には，法令

解釈能力や立法能力がますます必要となります。

このため，法令の基礎知識から実務的な法務スキルに至るまで，様々な角度から法と行政につい

て学び，法務事務リーダーとして活躍する職員を養成します。

【第１日目】 ４月２７日（水） 【第１１日目】 ６月２４日（金）

【第２日目】 ５月１６日（月） 【第１２日目】 ６月３０日（木）

【第３日目】 ５月１７日（火） 【第１３日目】 ７月１１日（月）

【第４日目】 ５月１８日（水） 【第１４日目】 ７月２８日（木）

【第５日目】 ５月２６日（木） 【第１５日目】 ７月２９日（金）

【第６日目】 ５月２７日（金） 【第１６日目】 ８月８日（月）

【第７日目】 ６月９日（木） 【第１７日目】 ９月６日（火）

【第８日目】 ６月１０日（金） 【第１８日目】 ９月１２日（月）

【第９日目】 ６月２２日（水） 【第１９日目】 ９月２６日（月）

【第１０日目】 ６月２３日（木） 【第２０日目】 １０月３日（月）

【第２１日目】 １０月２０日（木）

※ 集合時間：１日目 ９時４５分

２日目以降 ９時３０分

３・４日目 ９時００分

自治研修所 ７階 ７０３研修室 ほか

→ ７月１９日（火）



　　　　9:30

      　　　         　　　   9:45     10:00             　　　　　　            12:00 　　　　　　 13:00               　　　　　　　　　　　　　　　　             　 16:30

【１日目】
開講
OR

法令基礎 休憩 法令基礎【１日目】
開講
OR

法令基礎 休憩 法令基礎【１日目】
開講
OR

法令基礎 休憩 法令基礎

　　　　9:30        12:00 　　　  13:00

【１日目】
開講
OR

法令基礎 休憩 法令基礎

【２日目】 法制執務 休憩 法制執務【２日目】 法制執務 休憩 法制執務【２日目】 法制執務 休憩 法制執務【２日目】 法制執務 休憩 法制執務

【３日目】
9:00開始 法制執務 休憩 法制執務
【３日目】
9:00開始 法制執務 休憩 法制執務
【３日目】
9:00開始 法制執務 休憩 法制執務
【３日目】
9:00開始 法制執務 休憩 法制執務

【４日目】
9:00開始 法制執務 休憩 法制執務
【４日目】
9:00開始 法制執務 休憩 法制執務
【４日目】
9:00開始 法制執務 休憩 法制執務
【４日目】
9:00開始 法制執務 休憩 法制執務

【５日目】 行政法 休憩 行政法【５日目】 行政法 休憩 行政法【５日目】 行政法 休憩 行政法【５日目】 行政法 休憩 行政法

【６日目】 行政法 休憩 行政法【６日目】 行政法 休憩 行政法【６日目】 行政法 休憩 行政法【６日目】 行政法 休憩 行政法

【７日目】 行政争訟 休憩 行政争訟【７日目】 行政争訟 休憩 行政争訟【７日目】 行政争訟 休憩 行政争訟【７日目】 行政争訟 休憩 行政争訟

【８日目】 行政争訟 休憩 行政争訟【８日目】 行政争訟 休憩 行政争訟【８日目】 行政争訟 休憩 行政争訟【８日目】 行政争訟 休憩 行政争訟

【９日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【９日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【９日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【９日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務

【10日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【10日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【10日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【10日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務

【11日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【11日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【11日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務【11日目】 訴訟実務 休憩 訴訟実務

【12日目】 政策法務 休憩 政策法務【12日目】 政策法務 休憩 政策法務【12日目】 政策法務 休憩 政策法務【12日目】 政策法務 休憩 政策法務

【13日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【13日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【13日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【13日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習

【14日目】 政策法務 休憩 政策法務【14日目】 政策法務 休憩 政策法務【14日目】 政策法務 休憩 政策法務【14日目】 政策法務 休憩 政策法務

【15日目】 政策法務 休憩 政策法務【15日目】 政策法務 休憩 政策法務【15日目】 政策法務 休憩 政策法務【15日目】 政策法務 休憩 政策法務

【16日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【16日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【16日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【16日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習

【17日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【17日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【17日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【17日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習

【18日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【18日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【18日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【18日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習

【19日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【19日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【19日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【19日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習

【20日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【20日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【20日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習【20日目】 条例案作成演習 休憩 条例案作成演習

【21日目】 条例案発表 休憩 条例案発表・総括・講評
閉
講

【21日目】 条例案発表 休憩 条例案発表・総括・講評
閉
講

【21日目】 条例案発表 休憩 条例案発表・総括・講評
閉
講

・

・

・

地方分権の時代に，自治体職員がどのように法を扱っていくべきか理解できた。

自由に政策課題を設定し，条例によってこれを解決していくとういうことは，実際の職務ではなかなか経験
できない貴重なものとなった。

自治体職員が法を扱う上で必要となる知識を得ることができたように思う。また，後半の条例作成演習にお
いては，講義で学んだことが再確認でき，法への理解を深めることができた。

【21日目】 条例案発表 休憩 条例案発表・総括・講評
閉
講

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

タイムスケジュール



　　　　9:00

・

・

・

19:00

グループワークや自分の意見を発表する機会が多かったので，その力を養うことができた。

10:00 12:30
18:00

11:30 17:15

閉
講昼食

宿
泊

他市町村の職員との交流により，自分とは違った考えや見方を共有することができ，とても有意義な時間を過ごせた。

今までの振り返りや，これからの課題を発見することができ，大変有意義な研修だった。

２日目

人権問題 昼食

新採職員フォローアップ（講義・演習）

１日目
休
憩

夕
食

地域資源活用（講義・演習）
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

9:45 　　　16:30

対象者

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 地方自治のこれからを担う自治体職員として必須の知識や考え方を身につけま

■ 時間の使い方や段取りなど，基本的な業務遂行能力の向上を図ります。

■ 他の自治体職員との意見交換を通して，職員としての見識を深めます。

研修のねらい

計 画

人 数

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

平成２８年度

新規採用職員
２６８ 人 学識経験者講 師

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

研修の概要

当課程では，新規採用職員に対し，公務員としての自覚の醸成と職場への適応能力の向上を図ります。

入庁後６ヶ月程度経過後に実施することにより，これまでの自分を振り返りつつ，習得すべき知識や職

員として求められる姿勢を再認識し，地方公務員としてのレベルアップを図ります。

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■研修会場情報
〒300-2436 つくばみらい市絹の台4-5-2

TEL ０２９７－５２－６６１１

常磐自動車道 谷和原I.Cから３分

関東鉄道常総線 新守谷駅から徒歩約１５分

詳しくはＨＰを御覧ください。 http://www.kensyu.com/sh/tsukuba/

つくばみらい市 つくばセミナーハウス

【第１班】：平成２８年１０月１１日（火）～１２日（水）

【第２班】：平成２８年１０月１８日（火）～１９日（水）

【第３班】：平成２８年１０月２６日（水）～２７日（木）

【第４班】：平成２８年１１月１日（火）～２日（水）

【第５班】：平成２８年１１月８日（火）～９日（水）

【第６班】：平成２８年１１月１４日（月）～１５日（火）

【第７班】：平成２８年１１月２８日（月）～２９日（火）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時００分
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　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

これまでを振り返り，今後を考えるために自分を見つめなおす良い機会だった。

内容が分かりやすい。今後の仕事に対するモチベーションが上がった。

今後の業務に必ず必要なスキルだと思う。

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

キャリアデザイン（講義・演習）
【「キャリアとは」，自己を理解する，これからを考える，目標設定】

２日目
部下力向上（フォロワーシップ）（講義・演習） 閉

講
休憩

休憩

対象者

仕事に対する価値観や自己の能力・特性を再確認し，組織目標に向けて主体的に行動することが

できる「自己開発」職員の育成を目指します。また，中堅職員として上司を補佐し，職場のリー

ダー格として当事者意識を持って業務を推進し，職場を活性化していくマインドを養います。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 職場の中堅職員としての役割や必要な能力を再確認します。

■ これまでの職業人生を振り返り，自治体職員としての今後の行動目標について考えます。

■ フォロワーシップについて，演習を交えながら理解を深めます。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

概ね３１歳から３３歳

までの非役付職員
２１８人

研修の概要

講 師 学識経験者
計画

人数

【第１班】：平成２８年５月１１日（水）～１２日（木）

【第２班】：平成２８年５月１９日（木）～２０日（金）

【第３班】：平成２８年６月７日（火）～８日（水）

【第４班】：平成２８年６月１４日（火）～１５日（水）

【第５班】：平成２８年７月５日（火）～６日（水）

【第６班】：平成２８年７月２５日（月）～２６日（火）

【第７班】：平成２８年８月１７日（水）～１８日（木）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

【第１班，第６班】自治研修所 ７階 ７０２研修室

【上記以外】 ７階 ７０１研修室

26



　　　　9:30

・

・

・

　　　16:30
10:00        12:00 　　　  13:00

9:45

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

効果的な職場の運営方法（講義・演習）

休憩

係長として一歩踏み込んだ自覚を持つ良い機会になった。

職場のリーダーとしての役割，心構えについて学べた。

ロールプレイングなど実際にあるような研修だったので，とても取り組みやすかった。

２日目
業務改善の手法，やる気を引き出すコミュニケーション（講義・演習） 閉

講休憩

３０６人

平成２８年度 市町村職員研修

住民ニーズが多様化し，質の高い行政サービスが求められているなか，係長級職員にとっては，職場の

リーダーとしていかに効率的，効果的に業務を遂行していくかが重要な課題となっています。

当課程では，演習を交えながら，職場リーダーとしての必要な能力を養います。

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

研修のねらい

タイムスケジュール

学識経験者

研修の概要

講 師計画

人数
対象者

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

■ 職場のリーダーとして必要な能力を養います。

■ 効果的な職場運営や部下指導の方法について学びます。

■ 事例演習やロールプレイを交えながら，理解を深めます。

期 日

タイムスケジュール

係長級に昇任した職員

研修の概要

講 師計画

人数

研 修

会 場

【第１班】：平成２８年５月１２日（木）～１３日（金）

【第２班】：平成２８年６月１日（水）～２日（木）

【第３班】：平成２８年６月１６日（木）～１７日（金）

【第４班】：平成２８年６月３０日（木）～７月１日（金）

【第５班】：平成２８年７月７日（木）～８日（金）

【第６班】：平成２８年７月１２日（火）～１３日（水）

【第７班】：平成２８年７月２６日（火）～２７日（水）

【第８班】：平成２８年８月４日（木）～５日（金）

【第９班】：平成２８年８月２５日（木）～２６日（金）

※集合時間：１日目９時４５分 ２日目９時３０分

【第７班】自治研修所 ７階 ７０１研修室

【上記以外】 ２階 ２０３研修室



　　　 　9:30　  　9:45

・

・

・

リーダーとして日頃から考えていなければならないことを認識できた。

他市町村職員とのグループワークが大変有意義であり，自分を見つめ直す良い機会になった。

管理職としての心構えを再確認できた。

         11:45     　    　12:45 16:15

開講
ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝ

職場のハラスメント講座 未来を創るリーダーシップ（講義・演習）
閉
講

休憩

研修のねらい

課長補佐職には，課長を補佐する立場として，部下や組織を管理する能力が求められています。

当課程では，「ハラスメント」の特徴と傾向や「リーダーシップ」など，課長補佐職として身に

つけるべき能力を習得し，職場で実践することを目指します。

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

対象者

平成２８年度 市町村職員研修

■ 課長を補佐する立場として必要な知識を身につけます。

■ 「ハラスメント」の傾向等について再確認します。

■ 組織活性化とリーダーシップについて，演習を交えながら理解を深めます。

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

課長補佐級に

昇任した職員

研修の概要

講 師
学識経験者

計画

人数 ３０５人

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

【第１班】：平成２８年５月３０日（月）

【第２班】：平成２８年７月２５日（月）

【第３班】：平成２８年８月１日（月）

【第４班】：平成２８年８月８日（月）

※集合時間：９時３０分

茨城県水戸合同庁舎 ２階 大会議室
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　　　 　9:30　  　9:45

・

・

・

メンタルヘルスの講義を聴き，職場のコミュニケーションの大切さを再認識することができた。

働きやすい職場とはどのようなものなのか，何をすべきかについて具体的に理解することができた。

緊急時のマスコミ対応など，具体的な事例を交えての講義だったので説得力があり勉強になった。

         11:45     　    　12:45 16:15

開講
ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝ

メンタルヘルス（講義）
危機管理【管理職に求められるリスクマネジメント】

（講義）
閉
講

休憩

対象者

課長職には，市町村長の自治体運営方針に基づいた各種施策を進めるとともに，部下の能力向上

などを促進し，組織力を高めることが求められています。

当課程では，大きな社会問題となっている「メンタルヘルス」や「管理職に求められるリスクマ

ネジメント」など，課長職として必要な知識を学び，実際の職場で実践することを目指します。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■ 管理職として必要な知識を身につけます。

■ メンタルヘルスに関する理解を深め，組織として対処できる方策を学びます。

■ 職員の不祥事などの対応に関する知識を習得します。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

課長級に昇任し

た職員

研修の概要

講 師 学識経験者
計画

人数 ２５７人

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

http://www.ibaraki-jichiken.jp

【第１班】：平成２８年７月７日（木）

【第２班】：平成２８年７月１５日（金）

【第３班】：平成２８年７月２８日（木）

※集合時間：９時３０分

茨城県水戸合同庁舎 ２階 大会議室
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　　　 　9:30　  　9:45          11:45     　    　12:45　  　　　 　 　　 13:45　　14:00

休憩

・

・ 行政上の危機管理は，常日頃より意識していなければ対応の困難さを招くことが理解できた。

・ リーダーシップの重要さを改めて認識した。

自治体の危機管理について，具体的な事例を示しながらの講義だったのでよく理解できた。

15:30

開講
ｵﾘｴﾝ
ﾃｰｼｮﾝ

トップに求められる危機管理
（講義）

トップに求めら
れる危機管理

（講義）

閉
講

休憩 有識者講話

対象者

自治体の危機管理について，実例を示しながら具体的な対応方策などの知識を身につけます。

また，幹部職員として必要な判断能力と市町村の行財政全般を見渡せる幅広い視野を養います。

平成２８年度 市町村職員研修

■茨城県自治研修所 市町村研修課
〒310-0802 水戸市柵町１－３－１ 水戸合同庁舎７階

TEL０２９－３０３－１３２６ FAX０２９－２３３－１０３１

E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp

■ 幹部職員として必要な知識を身につけます。

■ 危機管理について，実例を交えながら対応方策を具体的に学びます。

■ 有識者の講話を通して，幅広い視野を養います。

研修のねらい

期 日

タイムスケジュール

研 修

会 場

・部長級に昇任した職員

・部長制を設けていない

町村においては課長級に

昇任し５年以上６年未満

の職員

研修の概要

講 師 学識経験者
計画

人数 １２３人

平成２８年７月２１日（木）

※集合時間：９時３０分

茨城県水戸合同庁舎 ２階 大会議室

■交通アクセス
・水戸駅南口から徒歩約１０分

・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地）から徒歩約１０

分

詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。
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