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平成３０年５月１０日
各市町村職員研修担当課長

様

公益財団法人北海道市町村振興協会
業務管理担当参事
平成３０年度第３回 研修受講申込みの追加募集について
このことについて、市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）から、第３回申込み分（５月７日
締切分）の科目につきまして、追加募集を行う旨、通知がありましたのでお知らせします。
なお、追加募集に関する申込みについては、電子申込ができないこととされており、申込をする場
合には、その時点での申込み状況を確認する必要がありますので、必ず市町村アカデミー研修部（０
４３－２７６－３１２６）にお問い合わせしていただくようお願いいたします。

記
◎研修期間：平成３０年７月２日(月)～７月６日(金)〔５日間〕
科

目 名

募集人員

長期ビジョンの策定方法と実践（ゼミナール方式）
※管理職対象
人事評価制度の運用
農山漁村地域の活性化

追加申込期限

８名
９名
１６名

６月１日（金）

◎研修期間：平成３０年７月９日(月)～７月１０日(火)〔２日間〕
科

目 名

募集人員

市町村長特別セミナー
管理職特別セミナー
※市町村長特別セミナーに参加

追加申込期限

２５名
１０名

６月１１日（月）

◎研修期間：平成３０年７月１７日(火)～７月２５日(水)〔９日間〕
科

目 名

募集人員

情報公開と個人情報保護
高度化する契約実務への対応

８名
８名

追加申込期限
６月１５日（金）

◎研修期間：平成３０年７月３０日(月)～８月２日(木)〔４日間〕
科

目 名

募集人員

リーダーシップ
管理職総合講座Ａ（町村・農山漁村地域職員向け）
管理職総合講座Ｂ（都市地域職員向け）
※

２６名
１５名
１９名

追加申込期限
６月２９日（金）

追加募集中の科目は、市町村アカデミーのホームページ（http://www.jamp.gr.jp）に掲載され
ております。
また、セミナーを除いた科目につきましては、開講１か月前には、時間割が掲載されます。
※ 第３回の申込期限（５月７日）が過ぎた科目については、電子申込ができません。
申込をされる団体は、事前に電話で申込状況をご確認の上、申込書をＦＡＸ送信してください。
なお、申込書の原本は、後日郵送してください。
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市町村職員中央研修所（市町村アカデミー）研修部
電話：０４３－２７６－３１２６
ＦＡＸ：０４３－２７６－８４８４
〒261-0025 千葉市美浜区浜田１丁目１番
【連絡先】
公益財団法人北海道市町村振興協会
業務管理担当 中田
〒060－0004 札幌市中央区北４条西６丁目
北海道自治会館６階
TEL：011－232－0281 FAX：011－221－5866
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研修期間：７月２日(月)～７月６日(金)
研修科目

長期ビジョ
ンの策定方
法と実践
（ゼミナー
ル方式）
※管理職対
象
募集人数：
８名

人事評価制
度の運用
募集人数：
９名

※追加募集期限：６月１日（金）

研修の目標及び内容

主な課目

低成長時代の長期化、人口減少、少子高
齢化の急速な進展、予期せぬ大災害の発生
など、激変する社会環境の中、自治体は、
増加する行政需要に対し、限られた人的、
物的資源のもとでの経営を余儀なくされて
います。
このような中、自治体経営を担う管理職
には、政策立案に当たり、これからの時代
を大局的に捉える力、政策実現のため、優
先順位をつけ、経営資源を配分し、実施手
法を選択する戦略的経営思考、住民などか
らの様々なニーズを調整し、説明する力、
的確な判断力が求められます。
本研修では、自治体の長期ビジョンであ
る、基本構想、基本計画等の「中長期構想」
の策定や策定後のマネジメントに、現在又
は今後携わる管理職を対象に、最新の動向
を踏まえた講義、演習により、経営能力及
び政策企画能力の向上を図ることをねらい
としています。
地方公務員法の改正により、平成２８年
度から全市町村において人事評価制度が導
入され２年が経過するため、各市町村にお
ける取組状況、課題、問題点等を踏まえ、
人事評価制度の本来の目的、運用上の留意
点、処遇への反映方法等について、実践的
な理論及び手法等を学びます。

○戦略性・実効性を高める中長期構想づくり
～ＰＤＣＡサイクルの活用～
○中長期構想の理念
～俯瞰力を養い、戦略的経営思考を身に
つける～
○事例紹介・意見交換
○課題演習

魅力ある農山漁村地域づくりや農山漁村
地域の活性化に向けて、農商工連携・６次
産業化等の取組、農山漁村と都市との交流
農 山 漁 村 地 などについての講義、演習等により、農山
域の活性化 漁村地域の活性化のための諸課題に対処す
る能力の向上を図ることをねらいとしてい
募集人数： ます。

１６名
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○人事評価制度のあり方
～制度改正の経緯と今後の動向～
○人事評価の実践（１）～（３）
○課題演習

○魅力ある農山漁村づくりに向けて
～農山漁村地域の将来展望と地域づくり
の視点～
○今こそ農山漁村がインバウンド・アウト
バウンド需要を取り込む
○関係人口によって変わる農山漁村
〇６次産業化、農商工連携の実践
〇農山漁村の地域経済活性化と自治体の役割
〇事例紹介
〇課題演習

研修期間：７月９日(月)～７月１０日(火)
研修科目

※追加募集期限：６月１１日（月）

研修の目標及び内容

主な課目

市区町村長の皆様を対象に、急速な少子
市 町 村 長 特 高齢化の進展その他の経済社会情勢の変化
別セミナー に的確に対応し、目指すべき方向性につい
※ 副 市 区 町 て知見を深められるよう、市町村の主要な
村 長 の 参 加 政策課題とその対応方策について学んでい
ただく特別セミナーを開催します。
も可
本特別セミナーでは、それぞれの分野で
ご活躍されている講師の皆様にご講演等を
募集人数：
いただきます。

○変化する市町村行政と首長の役割
○地方分権の現状と課題
～５年目を迎えた提案募集方式～
○財政危機の下での自治体運営
〇(仮)人口減少・地域再生に挑む

２５名

部課長級の管理職の皆様を対象に、急速
な少子高齢化の進展その他の経済社会情勢
管 理 職 特 別 の変化に的確に対応し、目指すべき方向性
セミナー
について知見を深められるよう、市町村の
主要な政策課題とその対応方策について学
募集人数： んでいただく特別セミナーを開催します。
本特別セミナーでは、それぞれの分野で
１０名
ご活躍されている講師の皆様にご講演等を
いただきます。

研修期間：７月１７日(火)～７月２５日(水)
研修科目

情報公開と
個人情報保
護
募集人数：
８名

※追加募集期限：６月１５日（金）

研修の目標及び内容

主な課目

地方公共団体において、その活動を通じ
て、収集、作成され、文書等に保存された
情報は、行政の公正の確保及び透明性の向
上、また、住民に対する説明責任を果たす
上で、公開を原則とする一方で、個人情報
については、その例外として、厳格な保護
措置を講じる必要があります。
また、番号法や公文書管理法の施行によ
り、文書等を適正に管理する体制の整備が
求められています。
本研修では、講義、事例演習、情報交換
を通して、開示決定等の判断事例、個人情
報保護対策などに関する専門知識を習得
し、個人情報の適正利用などに関する事務
処理能力の向上を目指します。

○情報公開制度及び個人情報保護制度の現
状と課題
〇番号法と自治体の個人情報保護
○自治体に求められる情報セキュリティ対策
〇情報公開条例及び個人情報保護条例の運
用上の諸問題
〇情報公開と個人情報保護の判例の動向
〇公文書管理のあり方
〇公文書・それは大切な将来への知的資源
～公文書館が静かに熱い～
〇情報公開制度利用の現状と課題
〇自治体の個人情報保護と利活用
～地域における災害対策・避難支援～
〇課題解決フォーラム
〇事例演習

4

高度化する
契約実務へ
の対応
募集人数：
８名

地方公共団体が、限られた体制及び財源
の中で、多様化する住民ニーズに対し、き
め細やかなサービスを安定して提供してい
くためには、民間のノウハウや経験が必要
であり、その活用に当たっては、業務遂行
能力のある事業者を選定し、業務の履行状
況を監督（モニタリング）していくことが
重要です。
本科目では、実際に工事、システム開発
などの契約業務、指定管理業務に１年以上
携わる職員を対象に、関係法令に関する知
識のほか、適正なリスク分担など民間活力
を引き出す考え方、民間事業者との信頼関
係構築、安定した質を確保するための監督
（モニタリング）手法などの、専門知識を
習得するとともに、実務遂行能力を養い、
それらを活かして、事業を適正かつ円滑に
推進するトータルマネジメント能力の向上
を目指します。
なお、本科目では、研修前に課題が出さ
れるなど、事前準備が必要となります。受
講に当たっては、その点、十分理解のうえ、
申し込んでください。

研修期間：７月３０日(月)～８月２日(木)

※追加募集期限：６月２９日（金）

管理職（リーダー）に求められる資質や
能力、日頃から意識、行動すべきことなど
リ ー ダ ー シ に加え、少子高齢化、人口減少等の変革時
ップ
代において組織目標を達成するためのマネ
ジメント力、所属職員との効果的なコミュ
募集人数： ニケーション力等について、講義、演習等
２６名 を通じて学びます。

管理職総合
講座Ａ（町
村・農山漁村
地域職員向
け

○入札契約制度の理念と改革の動向
○入札契約手続の諸問題を考える
〇契約書作成のポイント
〇契約関係重要判例
～判例から学ぶ契約事務の留意点～
〇公共工事標準請負契約約款の解説
〇官製談合防止法のポイント
〇建設業関係法令を学ぶ
〇指定管理者選定とモニタリングの理論と
実践
〇効率的・経済的な情報システムの調達手法
〇委託契約書作成上の留意点
〇清掃業務の仕様書及び積算の考え方
〇委託業務のモニタリングの実践
〇自治体契約と民法
〇事例紹介
〇課題演習

町村や農山漁村地域を抱える諸課題の解
決のため、地域を見つめ直し、地域を取り
巻く環境の変化や施策の動向を理解するほ
か、先進的な事例の紹介や討議などから、
持続可能な地域づくりを総合的に学びま
す。

募集人数：
１５名
都市の抱える諸課題の解決のため、都市
経営における政策課題、地域コミュニティ
管理職総合
の再構築に関する講義等により、持続可能
講座Ｂ（都市
な地域づくりを総合的に学びます。
地域職員向
今回は、都市地域においてより深刻とな
け）
る高齢化への対応、ビジネスの基本を活か
したまちづくり、自治体管理職としての役
募集人数： 割についての課目も設けています。

１９名

5

○これからの時代の管理職に求められる意
識・行動
○組織のモチベーション維持・向上
〇人材育成のための人事評価
〇管理職に必要な組織マネジメント
〇人財育成の課題と展望
〇課題解決フォーラム
○魅力ある農山漁村づくりに向けて
～農山漁村地域の将来展望と地域づくり
の視点～
○関係人口をつくる
〇行政と地域と移住者との連携
〇地域運営組織の可能性と課題
〇地域運営組織の取組
〇地域にチャレンジを生み出す基盤づくり
〇人口減少時代の小規模自治体の役割
〇自治体管理職の役割
〇課題解決フォーラム
○持続可能な都市経営における政策課題
〇高齢化と社会参加
〇都市部における地域づくり（事例紹介等）
〇都市経営に「意識改革、ビジネスの基本」
を導入せよ
〇長期的な視点に立ったまちづくり
〇自治体管理職の役割

