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３　コース別研修カリキュラム

Ⅰ　国際文化研修

（敬称略）

月日 曜日

11:50-12:20
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※　京都大学大学院経済学研究科　教授　諸富　徹

（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※　ぴあ株式会社　グローバルイベントプログラム担当2020イベントプロジェクト　チーフプロデューサー　宮﨑　裕二

観光は輸出

合同会社オフィスUKAWA

【演習】 12:00-12:30
海外への戦略的な

情報発信の方策を考える
（発表、講評)

※

【大教室１】

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

【講義】 【講義】
外国人のトレンドを掴んだ
戦略的な情報発信の方法

農林水産物・食品の海
外販路開拓支援の現場

日本貿易振興機構

7/10

※

金

堀口　恵美

【大教室１】

7/9 木

【事例紹介】 【事例紹介】 【事例紹介】 【演習】 【課外学習】
東京2020大会等メガイ
ベントを活用した地域
価値の創造と情報発信

訪日外国人旅行者へ
の観光危機管理で求
められる対応とは

ソーシャル・エデュケーター
（元自治体職員）

株式会社BRICK's 代表社員 ※
　代表取締役社長 うかわ　ゆみ

萩元　直樹 吉川　健一
※

【大教室１】

(JETRO)大阪本部

情報発信の方策を考える

(1)ドイツのシュタットベルケに学ぶ新たな地域経営手法～地域エネルギー事業を核とした公共サービスの運営～

(2)海外への魅力的な情報発信

11:00- 受付
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

2時限
（10：50-12：00）

課外
(17：00-)

7/8 水

海外への戦略的な

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

6/22 月

11:00- 受付
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

【講義】 【演習導入講義】

(14:25-15:55)   

※

【大教室１】 【大教室１】

【講義】
シュタットベルケに学ぶ

【大教室１】

入寮オリエンテーション

京都大学大学院

6/24 水

【演習】（9:20-11:50）
発表・講評

京都大学大学院経済学研究科
教授　諸富　徹

【大教室１】

6/23 火

【事例紹介①】 【事例紹介②】

専務取締役　森　真樹 マネージャー　伊藤　緑　

コーディネーター※

地域新電力を中心とした持続可
能な脱炭素モデル都市の構築

【課外学習】

(16:10-17:00)
新たな地域経営手法 ドイツのシュタットベルケの仕組み

経済学研究科
教授　諸富　徹 主任研究員　小谷　将之

【事例紹介③】 【演習】

と日本への適用に向けたポイント

コーディネーター※

日本の自治体にお
ける地域エネル

ギー施策の現状と
シュタットベルケ

の導入方法

公益財団法人日本住宅
総合センター　研究部

地域エネルギー事業を
核とした地域の活性化

ローカルエナジー
株式会社

おひさま進歩
エネルギー株式会社

栃木県宇都宮市
環境部環境政策課

【大教室１】 【大教室１】 【大教室１】

教授　諸富　徹
課長補佐　樫宿　拓史

【大教室１、2A～2J】

宇都宮市

京都大学大学院経済学研究科

市民とともに歩む
地域エネルギー会社

飯田市

地元の企業と連携した
自治体新電力事業

米子市

－ 1 －



（敬称略）

月日 曜日

11:00-12:00 受付 16:30-
13:00- 開講 入寮オリエンテーション

　　　 日程説明

12:15-12:30
閉講・事務連絡

※1　渡文株式会社　代表取締役社長・前西陣織工業組合　理事長　渡邉　隆夫

※2　モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社　シニアアドバイザー　ロバート アラン フェルドマン

（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

教授　伊藤　香織

(9:00-10:30) (10:45-12:15)

東京理科大学理工学部建築学科

※1

（個人ワーク・グループ討議）

4時限
（14：25-15：35）

4時限
（14：25-15：35）

国際経済と日本経済の展望

※2

【講義】

(13:00-14:50)
開講オリエンテーション シビックプライドを育むまちづくり

5時限
（15：50-17：00）

取締役　園田　聡
有限会社ハートビートプラン

愛着を持てる居場所をつくる
「プレイスメイキング」

(15:10-17:00)

3時限
（13：00-14：10）

課外
(17：00-)

7/16 木

【講義】
(13:15-14:45)
国際化の功罪

名誉教授　中邨　章
明治大学

10/23 金

【演習】
海外の事例から学ぶ都市政策

（グループ討議・発表・講評）
龍谷大学政策学部
教授　服部　圭郎

【中教室４、IT教室】

10/21 水

11:00- 受付 【講義】

【中教室４】

【演習】
バルセロナの都市政策 ハンブルグの都市政策 海外の事例から学ぶ 海外の事例から学ぶ都市政策

【講義】
12:30- 開講・

10/22 木

【事例紹介①】 【事例紹介②】 【講義】

龍谷大学政策学部 大学院環境人間学研究科 龍谷大学政策学部
兵庫県立大学環境人間学部 都市政策

教授　阿部　大輔

7/17 金

【講義】
(15:00-16:30)

【講堂】

外国人材の受入れと地域社会

稲原　浩

【講堂】

地域の伝統産業～西陣織

【講義】

参事官兼国際室室長
～これからの地域対応を考える～ 総務省自治行政局

(4)海外の事例から学ぶ都市政策〜都市の風格とアイデンティティはどのようにつくるのか〜

(3)世界情勢からわがまちの未来をつくる～トップマネジャーの方のために～

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

龍谷大学政策学部
准教授　太田　尚孝 教授　服部　圭郎 教授　服部　圭郎

【中教室４】 【中教室４、IT教室】

入寮オリエンテーション

1時限
（9：25-10：35）

－ 2 －



（敬称略）

月日 曜日

14:10-14:40
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※　東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻　教授／国立研究開発法人国立環境研究所社会環境システム研究センター　主席研究員　藤田　壮

※

企画調整局
SDGs推進室

主査　増谷　倫典

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

【大教室２】

11/18 水

【演習】
SDGsを活用した

自治体の今後の展開について
意見交換・質疑応答

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
特任助教　高木　超

【大教室１】 【大教室２】

11/17 火

【事例紹介】 【事例紹介】 【講義・演習】
持続可能な

めがねのまちさばえ
～女性が輝くまち～

北九州市の取組につ
いて～SDGsの先進都

市を目指して～

自治体においてのSDGsによる変化を体感して理解する
～「SDGs de 地方創生」

カードゲーム体験～
～ふりかえり・導入事例紹介～

福井県鯖江市
政策経営部めがねの
まちさばえ戦略課
参事　仲倉　由紀

株式会社プロジェクトデザイン
富山オフィスマネージャー　竹田　法信

特定非営利活動法人issue+design
理事　小菅　隆太

福岡県北九州市

11/16 月

【講義】 【講義】
(13:00-15:15) (15:30-17:00)

自治体にとってのSDGs
～導入の意義、目的、手法～

地方創生SDGsの
推進について

【大教室１】

内閣府地方創生推進事務局

参事官補佐　籠　寛之

3時限
（13：00-14：10）

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

(5)SDGsによる地域づくり

【大教室１】

【講義】

開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

課外
（17：00-）

11:00- 受付
12:30- 開講・

－ 3 －



月日 曜日

事務連絡等

 
 

コーディネーター：特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会　副代表理事　田村　太郎

※　特定非営利活動法人神戸定住外国人支援センター（KFC) デイサービスセンターハナの会　介護サービス提供責任者　福山　恵

月日 曜日

14:10-14:40

一般財団法人熊本市
一般社団法人グロー

(13:20-14:30)
ふりかえりとまとめ
特定非営利活動法人
多文化共生マネー
ジャー全国協議会

副代表理事　田村 太郎

地域における
人材育成

【JIAMホール】

【事例紹介】 【事例紹介】 【演習】

12:30- 開講・
開講オリエンテーション

11:00- 受付

【事例紹介】

1時限
（9:25-10:35）

2時限
（10:50-12:00）

3時限
（13:00-14:10）

国際交流振興事業団

事務局長　八木　浩光

研修アンケート記入、閉講
特定非営利活動法人

多文化共生マネージャー全国協議会
特定非営利活動法人多文化共
生マネージャー全国協議会

【JIAMホール】

特定非営利活動法人
多言語センターFACIL
代表　吉富　志津代

1時限
（9:25-10:35）

3時限
（13:00-14:10）

4時限
（14:25-15:35）

5時限
（15:50-17:00）

武蔵大学社会学部
教授　アンジェロ　イシ

定住外国人支援
センターハナの会の
取り組みについて

※

フォメーションセンター

スペイン語相談員

村松　紀子

バル人財サポート浜松

代表理事　堀　永乃

14:30-14:40
たかとりコミュニ
ティセンターの

取り組みについて

課外
（17:00-）

7/13 月

【講義】 【情報共有】
多文化共生に関する施策の概要 現状と課題の共有

～多文化共生の基礎～ 特定非営利活動法人
多文化共生マネー
ジャー全国協議会

特定非営利活動法人
多文化共生マネージャー全国協議会

副代表理事　田村　太郎 副代表理事　田村 太郎

【JIAMホール】

地域づくり(10:25-11:35)
生活支援

(8:55-10:05)
コミュニケーション

支援 公益財団法人兵庫県国際

交流協会外国人県民イン

【JIAMホール】

7/15 水

副代表理事　田村　太郎 副代表理事　田村　太郎

～前半からのリサーチ課題を全体で共有～

（敬称略）

(6)多文化共生の実践コース（インターバル研修）

4時限
（14:25-15:35）

5時限
（15:50-17:00）

課外
（17:00-）

7/14 火

【講義】 【講義】 【講義】 【講義】 【演習】
地域課題のリサーチ
と自治体でのプラン

づくりに向けて
特定非営利活動法人
多文化共生マネー
ジャー全国協議会

副代表理事　田村 太郎

グローバル社会への
貢献

入寮オリエンテーション

2時限
（10:50-12:00）

11:00- 受付
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

水

地域課題と取り組みに関する現状の共有 

特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会
副代表理事　田村　太郎

【JIAMホール】

9/17 木

【事例紹介】 【事例紹介】 【演習】
国際交流協会の役割多文化共生プラン

の策定

麻田　友子

京丹後市国際交流
協会　事務局長

【前期】

【情報共有】

特定非営利活動法人
多文化共生マネージャー全国協議会

【JIAMホール】

【後期】 （敬称略）

副代表理事　田村　太郎

【JIAMホール、2A～2J】

9/18 金

【演習・発表】 【演習】
多文化共生推進のための３カ年計画づくり２ ふりかえりとまとめ

コーディネーター：特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会　副代表理事　田村　太郎

【課外演習】
多文化共生推進のための3カ年計画づくり１

公益財団法人
佐賀県国際交流協会

企画交流課長
矢冨　明徳

9/16

－ 4 －



（敬称略）

月日 曜日

14:10-14:40
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※1　人事院公務員研修所　客員教授　高嶋　直人

（敬称略）

月日 曜日

15:00-15:30

※1　仙台多文化共生センター　センター長　菊池　哲佳

※3　公益財団法人北九州国際交流協会　事業推進課　主任　多文化ソーシャルワーカー 矢野　花織

仙台多文化
共生センター
センター長
菊池　哲佳

【ふりかえ
り・まとめ】

※1 コーディネーター

考える

※4　マルセロ行政書士事務所 行政書士　渡辺　マルセロ

※3 菊池　哲佳※2

在留管理支援部在留支援課

※4 ※4
※1

【大教室１、中教室３】 【大教室２】 【大教室２】

※2　愛知県豊川市市民部次長兼市民協働国際課　課長　木和田　恵

多文化共生時代の

【講師との
直接対話】

（10:50-

※2
※3

外国人相談窓口を

仙台多文化共生センター

【事例紹介】 【事例紹介】 【事例紹介】

(8:30- （9:10-9:50）（10:00-10:40）

【ワールドカフェ】
(12:50-13:50)

豊川市にお
けるワンス
トップ型の
外国人相談
窓口の運営
について

9:10)

11:50)

センター長

※2

※1

【中教室１、２】

8/21 金

【講義・演習】
多様な価値観への気づきと職場のコミュニケーション

有限会社クレオ　代表　篠田　寛子

8/20 木

【中教室１・２】

人事院公務員研修所
客員教授　高嶋　直人

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

8/27 木

【講義】 【事例紹介】 【講義】

コーディネーター※1 コーディネーター※1

【大教室１】 【大教室１】 【大教室１】

スペイン語相談員・社会福祉士

村松　紀子

公益財団法人兵庫県国際交流
協会外国人県民インフォメー

ションセンター

外国人相談窓口運営の
ポイント～外国人相談
事業におけるコーディ

ネーターの役割～

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

【講義】 【事例紹介】 【講義・演習】
12:30- 開講・ (13:00- （13:30- ダイバーシティに配慮した働きやすい

13:30) 14:10） 職場づくりⅢ
入寮オリエンテーション ダイバーシ

ティに配慮
した働きや
すい職場づ

くりⅠ

ダイバーシティ
に配慮した働き
やすい職場づく

りⅡ

(8)外国人相談窓口の運営

(7)ダイバーシティに配慮した働きやすい職場づくり

※2　京都府京都市行財政局人事課　職員力・組織力向上担当課長　安藤　万有実

8/28 金

11:00- 受付
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

2時限
（10：50-12：00）

課外
(17：00-)

11:00- 受付

開講オリエンテーション

出入国在留管理庁に

おける外国人受入環境

整備への取組について

外国人相談事業に
求められる役割

仙台多文化共生センター

センター長
菊池　哲佳

補佐官　田中　敏之

法務省出入国在留管理庁

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講
多文化ソー
シャルワー
カーの配置
とその役割

外国人相
談事業に
おける専
門家との

連携

（14:05-15:00）

－ 5 －



（敬称略）

月日 曜日

※　ファシリテーター：甲賀市国際交流協会　事務局長　大河原　佳子

9/4 金

【演習】 14:10-14:40
発表・講評・全体ふりかえり 研修アンケート記入、閉講　

甲賀市国際交流協会　事務局長　大河原　佳子

【JIAMホール】

9/3 木

【講義】 【事例紹介】 【演習】 【課外学習】
医療・母子保健 在日外国人における 講義ふりかえり・討議・発表資料作成

高齢者の現状・課題
聖路加国際大学ウィメンズヘルス・助産学 特定非営利活動法人 甲賀市国際交流協会

教授　五十嵐　ゆかり 京都コリアン生活
センターエルファ

事務局長　南　珣賢
※

【JIAMホール】 【JIAMホール】 【4A～4E】

公益財団法人 鳥取大学教育支援・ 甲賀市国際交流協会
交流センター 兵庫県国際交流協会 国際交流推進機構

館長　岩城　あすか 相談員　白　リンダ 准教授　御舘　久里恵

【事例紹介】 【事例紹介】 【講義】 【演習】 【課外学習】
災害時対応 生活相談 地域における 講義ふりかえり・討議

※

【JIAMホール】 【JIAMホール】 【JIAMホール】 【4A～4E】

9/1 火

【事例紹介】 【講義】 【演習】

企画調整部国際課 大阪教育大学　准教授　臼井　智美
副主幹　古橋　広樹

※

【JIAMホール】 【JIAMホール】 【4A～4E】

9/2 水

日本語学習支援
箕面市立多文化

【課外学習】
市町村における 学校の教育支援 講義ふりかえり・討議
多文化共生施策 ～地域と学校の連携～
静岡県浜松市 甲賀市国際交流協会

※

【JIAMホール】 【JIAMホール】 【JIAMホール】

多文化共生施策の 演習導入
特定非営利活動法人 更なる推進に向けて ※

※

多文化共生マネージャー全国協議会 総務省自治行政局国際室

副代表理事　田村　太郎 参事官補佐　後藤　和也

11:00- 受付
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

5時限
（15：50-17：00）

8/31 月

【講義】 【講義】 【演習】
多文化共生施策の現状と課題 地域における (17:05-17:45)

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

課外
(17：00-)

(9)第1回多文化共生の地域づくりコース

※

※ ※

事務局長　大河原　佳子

事務局長　大河原　佳子

※
事務局長　大河原　佳子

－ 6 －



（敬称略）

月日 曜日

14:10-14:40　
研修アンケート
記入、閉講

※1　特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会　副代表理事　田村　太郎

※2　公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構　人と防災未来センター　主任研究員　楊　梓（Yang Zi）

①災害時多言語支援センターの設置協定やマニュアルに沿った訓練 グループ討議
公益財団法人岐阜市国際交流協会　総務事業課長　國井　圭子

②受入環境整備のための交付金を活用したコロナ対応相談窓口の状況 ※1　※2
公益財団法人大阪国際交流センター　国際交流課事業担当 主任  丹 アルビン

③佐賀県の「災害対応ガイドブック」発行

公益財団法人佐賀県国際交流協会　高取　麻美
コーディネーター：※1

【講堂】 　　　【中教室１～３】　　　　　　　【3A～3D、4A～4E】

10/14 水

【演習】 【演習】
グループ討議報告会 ふりかえり

※1　※2

【講堂】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

10/12 月

11:00- 受付 【講義】 【演習】 【演習】
12:30- 開講・ これからの外国人

住民との協働による
地域防災を考える

自己紹介・情報交換 グループ討議
開講オリエンテーション (事前課題共有)
入寮オリエンテーション

特定非営利活動法人多文化共生マネージャー全国協議会
副代表理事　田村　太郎

【講堂】 【講堂】

10/13 火

【事例紹介】 【講師との直接対話】 【演習】 【課外学習】
（13:00-14:30） （14:45-17:00）

(10)災害時における外国人への支援セミナー

－ 7 －



（敬称略）

月日 曜日

【
】

14:10-14:40 
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※1　兵庫県豊岡市環境経済部大交流課　課長　谷口　雄彦

※2　宮崎県日南市産業経済部商工・マーケティング課　課長補佐兼マーケティング推進係長　田中　靖彦

（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

（新型コロナウイルス感染症の拡大により、計画していた日程を変更して実施した。［当初6/3（水）～6/5（金）予定］）

課外
(17：00-)

(1)自治体職員のためのマーケティングの基本

Ⅱ　公共政策技法研修

(2)行政評価を核とするマネジメント～予算・決算、総合計画への活用～

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

11/4 水

11:00- 受付 【講義】 【事例紹介】
12:30- 開講・ マーケティングの基本 豊岡市の観光戦略
開講オリエンテーション ～自治体におけるマーケティング～ ～データに基づく
入寮オリエンテーション 株式会社ブランド総合研究所 マーケティング～

代表取締役社長　田中　章雄 ※1

【大教室２】 【大教室２】

11/5 木

【事例紹介】 【講義・演習】 【講義・演習】
日南市における マーケティング戦略Ⅰ マーケティング戦略Ⅱ

行政マーケティングの実践 ～セグメンテーション・ターゲティング～ ～ブランディング戦略～
※2 公立鳥取環境大学経営学部　教授　磯野　誠

【大教室２】 【大教室２】

11/6 金

【演習】 【演習】
（9:25-11:40） （12:40-14:10）

グループ討議（発表準備） 発表、質疑応答、講評
公立鳥取環境大学経営学部　教授　磯野　誠

【大教室２】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

12/2 水

11:00- 受付 【講義】
12:30- 開講・ (13:00-14:20、14:35-15:55、16:10-17:30)
開講オリエンテーション 行政評価の基本と実践（1）
入寮オリエンテーション 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科　教授　稲沢　克祐

【中教室４】

12/3 木

【課題演習】 【講義】 【総括講義・質疑応答】
(9:00-13:30) (13:30-14:30、14:45-15:55) (16:10-18:00)

グループ討議／発表・講評 行政評価の基本と実践（2）
関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科　教授　稲沢　克祐

【中教室４】

12/4 金

【事例研究・質疑応答】
塩尻市における取り組み

長野県塩尻市企画政策部経営戦略課
企画係長　北野　幸徳

【中教室４】

－ 8 －



Ⅲ　政策・実務研修

（敬称略）

月日 曜日

 16:35-　開講オリエンテーション
 　　　　入寮オリエンテーション

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※1　愛知県武豊町防災ボランティアの会　顧問　鈴木　重久

※2　愛知県武豊町総務部防災交通課　主事　松山　翔子

※3　兵庫県神戸市北区役所保健福祉部健康福祉課　課長・神戸クロスロード研究会　柿本　雅通

（新型コロナウイルス感染症の拡大により、計画していた日程を変更して実施した。［当初5/19（火）～5/21（木）予定］）

12/7 月

11:00- 受付 【講義】 【事例紹介】
12:30- 開講・ 地域における防災体制の構築に向けて 「パッケージ化した
開講オリエンテーション ～災害のリスクコミュニケーション戦略～ 防災学習」による

防災啓発
京都大学防災研究所　巨大災害研究センター

【大教室１】 【大教室１】

(9:00-12:00) 「災害図上訓練ＤＩＧ」で防災対策

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

教授　矢守　克也 ※1　※2

(13:00-14:30) (14:45-17:00)
福祉避難所の制度理解と 避難行動要支援者対策

大分県別府市共創戦略室防災危機管理課 継続的な取組 ～災害弱者をつくらない～
一般社団法人防災教育普及協会

石川県市立輪島病院 教育事業部長　社会福祉士
宮﨑　賢哉

【大教室１】 【大教室１】 【大教室１・２】

14:10-14:40
ワークショップ・まとめ

一般社団法人防災教育普及協会
教育事業部長　社会福祉士　宮﨑　賢哉

【大教室２】

入寮オリエンテーション

～武豊町の取組～

【中教室３】 【大教室２】

12/9 水

12/8 火

【演習】 【演習】

【大教室１】 【大教室２】

11/10 火

【事例紹介】 【事例紹介】 【講義・演習】
地域を巻き込んだ支援体制の構築

ゲーム型教材クロスロードを活用した 一般財団法人消防防災科学センター研究開発部
防災意識の向上 主任研究員　小松　幸夫

※3

防災推進専門員　村野　淳子

事務長　河﨑　国幸

11/11 水

【演習】

月

11:00- 受付 【講義】
12:30- 開講 (12:40-15:10) (15:25-16:35)

避難行動要支援者対策を考える 情報交換会

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

どう支援するか～
新潟大学危機管理本部危機管理室

教授　田村　圭子

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

(1)避難行動要支援者対策～災害弱者をつくらない～

(2)地域住民の防災力向上～平時からの取組～

課外
(17：00-)

11/9

【講義】 12:00-12:30
地域の防災力向上のために

～自ら避難することが困難な人を

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科
教授　阪本　真由美

【大教室１】

－ 9 －



（敬称略）

月日 曜日

　

12:00-12:30

※1　株式会社東レ経営研究所　ダイバーシティ＆ワークライフバランス推進部長　宮原　淳二

※2　福岡県北九州市総務局女性の輝く社会推進室女性活躍推進課　課長　谷内　絵理

※3　愛媛県松山市産業経済部地域経済課　主査　鴻上　哲史

※4　サイボウズ株式会社　社長室　クラウドソーシャルデザイナー　松村　克彦

※5　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社　執行役員　主席研究員　矢島　洋子

（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※2　滋賀県高島市総務部人事課　主任　山村　栄治郎

※3　株式会社モザイクワーク　代表取締役社長　杉浦　二郎

※4　獨協大学法学部総合政策学科　教授　大谷　基道

【大教室２】

※1　京都府福知山市市長公室職員課　課長補佐兼人事給与係長　岸見　貴志

8/7

【大教室１】 【大教室２】

(10:30-11:40) (12:40-13:30) (13:40-14:30) (14:40-15:50) (16:00-17:00)
意見交換 優秀な人材を確保 福知山市に 高島市における 民間企業に学ぶ

※1

※2 ※3
獨協大学法学部総合政策学科

教授　大谷　基道
※2
※3

【講義】 【事例紹介】

～ふくナビ～
おける採用活動 人材マネジメント 採用・人材育成

金

【事例紹介】 【講義】
(9:25-10:45) (11:00-12:00)

伯耆町における外部人材の活用 まとめ・ふりかえり
～地域おこし企業人から学ぶ～

鳥取県伯耆町 獨協大学法学部
町長　森安　保 総合政策学科

コーディネーター：獨協大学法学部総合政策学科　教授　大谷　基道

【大教室２】 【大教室１】

コーディネーター：※4 教授　大谷　基道

【大教室１】

8/6 ～政策開発型の

組織を目指して～

※1

【事例紹介】 【事例紹介】

8/5 水

【講義】 【講義】
12:30- 開講・ 地方自治体における人材マネジメント 地方公務員の定年延長
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション 東京都立大学法学部 公務員部公務員課
女性活躍・人材活用推進室

室長　谷口　謙治

【大教室１】 【大教室１】

教授　大杉　覚

11:00- 受付

総務省自治行政局

【演習】
(9:25-10:15)

木

【演習】

【演習】
地域における働き方 まとめとふりかえり ふりかえり、研修アンケート記入、閉講
改革を考えるⅡ

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

執行役員　主席研究員　矢島　洋子

【大教室１】

7/2 木

※2

北九州イクボス
同盟の取組

～働き方改革の
先進都市へ～

意見交換 改革を考えるⅡ官民連携で働き
方改革をやって
みた(まつやま
働き方改革推進
会議について）

※3

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
執行役員　主席研究員　矢島　洋子

※4

(11:25-12:00) 中小サービス業が 地域における働き方 地域における働き方

水

11:00- 受付 【講義】

7/1

【意見交換・
12:30- 開講・ 地域における働き方改革をどう進めるか 質疑応答】
開講オリエンテーション

2時限
（10：50-12：00）

【講義】

7/3 金

【演習】

(3)働き方改革～今後の展開～

(4)これからの自治体人材マネジメント

働き方改革へ 改革を考えるⅠ

【課外演習】
(9:25-10:15) (10:25-11:15)

課外
(17：00-)

入寮オリエンテーション ※1

【大教室１】

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

【事例紹介】 【事例紹介】

挑戦してみた

【演習】

ファシリテーター：※5

【大教室１】

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

2時限
（10：50-12：00）

意見交換・質疑
・育てるために

－ 10 －



（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

　

※1　熊本県宇城市企画部　部次長　天川　竜治

※2　鳥取県米子市総合政策部情報政策課　課長　堀口　修治

※3　AI防災協議会　事務局長　LINE株式会社公共政策室　室長　福島　直央 

※4　兵庫県神戸市危機管理室　総務担当課長　末若　雅之

※5　MONET Technologies株式会社　事業推進部東日本地域事業推進課　課長兼担当部長　小澤　拓郎

※6　愛知県豊田市企画政策部未来都市推進課　担当長　堂山　誠也

※7　福島県会津若松市企画政策部　副部長（スマートシティ推進担当）　鵜川　大

※8　アクセンチュア・イノベーションセンター福島　センター共同統括　中村　彰二朗

（敬称略）

月日 曜日

開講オリエンテーション

14:10-14:40
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※1　東京都立大学都市環境学部　客員教授　山本 康友

※2　登壇者：宇野 高雄、臼井 久人、兼島 智子、山本 康友　以上4名

コーディネーター：

東京都立大学都市環境学部
客員教授　山本 康友

7/28 火

【事例紹介】 【講義】
新潟市の公共施設

マネジメントの取組
人口減少社会における

ファシリティマネジメント
新潟県新潟市

財務部財産活用課
財産経営推進室
係長　兼島 智子

コーディネーター：※1

大教室１ 大教室１

入寮オリエンテーション

政策経営部政策企画課 静岡県沼津市
主任　宇野 高雄 産業振興部商工振興課

コーディネーター：※1 主査　臼井 久人
コーディネーター：※1

大教室１ 大教室１ 大教室１

2時限
（10：50-12：00）

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

7/27 月

　平本　健二　 中村　彰二朗 センター共同統括　中村　彰二朗

【JIAMホール】

7/22 水

【事例紹介④】 まとめ 12:00-12:30
(9:25-11:10) (11:25-

「スマートシティ会津若松」の
取組とビジョン

12:00)

※7　※8 ※8

【JIAMホール】

スマートシティ
内閣官房情報通信技術 ※3　※4 ※5　※6
（IT）総合戦略室
政府CIO上席補佐官 センター共同統括 アクセンチュア・イノベーションセンター福島

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

7/20 月

【講義】 【事例紹介①】
12:30- 開講・ 「Society 5.0時代の スマート自治体 地域のビジョンや
開講オリエンテーション 地方」を実現する

実現に向けて

11:00- 受付 【意見交換】

※1　※2 課題を持ち寄り
スマート自治体への転換 コーディネーター： 意見交換

HIRO研究所 HIRO研究所
代表　廣川　聡美 代表　廣川　聡美

(5)Society5.0時代への対応～スマートシティの実現に向けて～

(6)人口減少社会におけるファシリティマネジメント

入寮オリエンテーション

1時限
（9：25-10：35）

課外
(17：00-)

【JIAMホール】 【JIAMホール、4A～4E、IT教室、
中教室４】

【講義】 【事例紹介】 【事例紹介】

7/21 火

【講義】 【講義】 【事例紹介②】 【事例紹介③】
(9:00-10:30) (10:45-11:45) (13:10-14:55) (15:15-17:00)

スマートシティの 事例から学ぶ AIを活用した防災の取組 MaaS

11:00- 受付
12:30- 開講・

アクセンチュア・イノ
ベーションセンター福島

公共施設等の総合的
適正管理の更なる
推進について

板橋区の公共施設
マネジメントの取組に

ついて
「泊まれる公園」
の誕生～都市空間
活用における公民

連携～

パネルディ
スカッショ

ン
※2

(15:50-17:20)

総務省自治財政局 東京都板橋区
財務調査課

課長　伊藤 正志
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（敬称略）

月日 曜日

　

　

　

月日 曜日

14:10-14:40
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

「経営戦略ひな形様式」
の基本的な考え方

令和元年度総務省公営
企業経営アドバイザー

有限責任監査法人トーマツ
パブリックセクター・ヘルスケア事業部

公認会計士　鷲見　渉 公認会計士
渡邉　浩志

【大教室１・２】 【大教室１】

9/4 金

【講義・演習】 12:00-12:30
地方公営企業の経営戦略の策定

・改定実務（まとめ）
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

有限責任監査法人トーマツ
パブリックセクター・ヘルスケア事業部

公認会計士　刀禰　明

【大教室１・２】

行政サービスや有事対応

北海道森町総務課
情報管理係

係長　山形　巧哉

LINE株式会社
公共政策室

室長　福島　直央

※

コーディネーター：※

【中教室４】

※　株式会社三菱総合研究所　デジタル・イノベーション本部ICT・メディア戦略グループ　主席研究員　村上　文洋

9/3 木

【講義・演習】 【講義】
地方公営企業の経営戦略の策定・改定実務

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

9/14 月

1限目
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17:00-)

9/2 水

11:00- 受付 【講義】 【事例紹介】
12:30- 開講・ 地方公営企業等の

現状と課題
「経営戦略」の方向性と策定に

あたってのポイント開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション 総務省自治財政局
公営企業課

課長　五嶋　青也

岩手県矢巾町企画財政課
企画コミュニティ係
係長　鎌田　大樹

【大教室１】 【大教室１】

【講義】
（13:00-14:30）

スマート自治体への
転換に向けて

【事例紹介】
（14:45-15:55）
RPAの活用による
業務時間の削減

【演習】
（16:10-17:20）

意見交換
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

茨城県つくば市総務部
ワークライフバランス推進課業務改善推進係

係長　三輪　修平

【中教室４】

意見交換

※

業務改革の理論と実践 AIを活用した 自治体の窓口に

つなげる業務改善

主席研究員　村上　文洋

9/15

(7)公営企業の経営

(8)これからの自治体業務改革～制度の動向と先進事例～

11:00- 受付

【演習】

2時限
（10：50-12：00）

【講義】 【事例紹介】 【事例紹介】

（敬称略）

総務省自治行政局市町村課
企画官　岡地　俊季

火

業務改革 おける業務改革
株式会社三菱総合研究所 静岡県三島市

企画戦略部　参事
（広報情報課長）

岩崎　俊彦

埼玉県深谷市
企画財政部

ＩＣＴ推進室
主査　齋藤　理栄

デジタル・イノベーション本部
ICT・メディア戦略グループ

コーディネーター：※

【中教室４】

9/16 水

【事例紹介】 【事例紹介】 【演習】
働き方改革へ LINEを活用した 意見交換
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（敬称略）

月日 曜日

月日 曜日

明治大学経営学部公共経営学科　教授　菊地　端夫

9/30 水

【演習】 14:10-14:40

住民に読まれ、親しまれるための
戦略的な広報を目指して

総合メディアプロデューサー
／有限会社アドバンテージ・メディア

代表取締役社長　岡田　睦子

【大教室２】

課外
(17：00-)

1/13 水

11:00- 受付 【講義】 【講義】

開講オリエンテーション 人口減少を前提とした 自治体資産の管理運営とPPP手法
入寮オリエンテーション 自治体経営 ～PFI、コンセッション方式、

指定管理者制度～

【大教室１】 【大教室１】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

(敬称略)

3時限
（13：00-14：10）

1時限
（9：25-10：35）

9/28 月

【講義】
自治体広報の役割と

価値ある情報の伝え方
ルクセンブルク情報交流フォーラム

事務局長　左近充　ひとみ

【大教室１】 【大教室２】

課外
(17：00-)

(9)自治体の広報～住民に読まれ、親しまれる広報を目指して～

(10)人口減少を前提としたこれからの自治体経営

主任　金野　暁

【講義】 【事例紹介②】 【演習】

【意見交換】
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

11:00- 受付

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

教授　佐野　修久

(13:00-14:30) (14:50-17:00)情報システム共同化等
の取組 これからの自治体経営について

考える
～多様な主体との連携～

（写真を中心に）

【事例紹介①】

9/29 火

（9:00-10:35） 自治体の広報 自治体の広報 （グループ演習）
自治体の広報における （広報紙を中心に） 住民に読まれ、親しまれるための
デザイン・レイアウト 戦略的な広報を目指して

総合メディアプロデューサー
／有限会社アドバンテージ・メディア

代表取締役社長　岡田　睦子

【大教室１】 【大教室２】

グラフィックデザイナー

平本　久美子

愛媛県内子町総務課
係長　兵頭　裕次

宮城県涌谷町企画財政課

1/14 木

【事例紹介】 【事例紹介】 【講義】 【演習】

横瀬町官民連携
プラットフォーム

「よこらぼ」について

新潟県三条市
情報管理課

課長 山澤　浩幸

埼玉県横瀬町
まち経営課

主査 勝間田　幸太

【大教室１】 【大教室１】 【大教室１】 【中教室３】

1/15 金

【講義】 12:00-12:30
人口減が地方を強くする ふりかえり、研修アンケート記入、閉講
株式会社日本総合研究所

調査部　上席主任研究員　藤波　匠　

【大教室１】

（グループ演習、発表） ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

12:30- 開講・ (13:00-14:40) (14:55-17:30)

これからの自治体経営について
考える（意見交換）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

大阪大学大学院法学研究科
教授　北村　亘

大阪市立大学大学院都市経営研究科
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（敬称略）

月日 曜日

14:00- 16:00- 開講式・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

10/3 土

10/4 日

閉講式、ふりかえり、研修アンケート記入

広島大学法学部
教授　折橋　洋介

10/9 金

(10:00-12:00) 12:00-12:30

【JIAMホール】 【講堂】

自治体法務検定
(9:00-9:45)
自治体法務

検定事前自習

10/6 火

【課題演習】

【4A～4E】

10/7 水

【講義・演習】 【課題演習】 【課題演習】
訴訟事務の要点 討議（条例づくり等）

【JIAMホール、4A～4E】 【JIAMホール、4A～4E】 【4A～4E】

【講義・演習】 

10/8 木

【講義・演習】 【課題演習】
実践リーガルライティング (13:00-17:45)

発表・講評

【JIAMホール、4A～4E】 【JIAMホール】

発表・講評
株式会社ぎょうせい

クリエイティブ事業部法制ソフト課
参事　松尾　弘子

【JIAMホール】

徳島県小松島市法務監／弁護士　
中村　健人

徳島県小松島市法務監／弁護士　中村　健人

【JIAMホール】 【JIAMホール】

10/2 金

【講義・演習】 【課題演習】
法制執務の要点

【JIAMホール、4A～4E】 【4A～4E】

10/5 月

【講義】 【課題演習】
条例づくりの基本

【JIAMホール】 【4A～4E】

株式会社ぎょうせいクリエイティブ事業部法制ソフト課　参事　松尾　弘子

九州大学大学院法学研究院　教授　田中　孝男

内閣法制局第三部
参事官　佐々木　克之

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

9/29 火

2時限
（10：50-12：00）

【4A～4E】

10/1 木

【講義】 【講義】 【課題演習】 【課題演習】
行政法の要点Ⅱ 法令実務の現状
広島大学法学部

【JIAMホール】 【JIAMホール】 【4A～4E】 【4A～4E】

教授　折橋　洋介

9/30 水

【講義】 【講義】 【課題演習】
憲法と地方自治 行政法の要点Ⅰ

中央大学大学院法務研究科
教授　安念　潤司

(11)法令実務Ｂ（応用）

1時限
（9：00-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

(9:00-15:55)
条例づくりの基本

九州大学大学院法学研究院　教授　田中　孝男
株式会社ぎょうせいクリエイティブ事業部法制ソフト課　参事　松尾　弘子

【JIAMホール、4A～4E】

徳島県小松島市法務監／弁護士

徳島県小松島市法務監／弁護士
　中村　健人

　中村　健人

【課題演習】
(16:10-17:45)

株式会社ぎょうせいクリエイティブ事業部法制ソフト課　参事　松尾　弘子
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月日 曜日

12：00-12：30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

月日 曜日

14:00- 16:00- 開講・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

14:10-14:40
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

【2A～2E】

10/23 金

【事前学習】 【演習】
(9:00-9:25) 発表・質疑応答・講評

徳島県小松島市　法務監／弁護士　中村　健人

【2A～2E】 【大教室２】

10/8 木

【中教室４】

10/9 金

【中教室４】

【講義】

会計検査院第４局監理官付

より良い事業実施のための会計検査
～ハード施策の補助事業関係の留意事項～

調査官　近田　辰男

【講義】 【講義】

調査官　亀井　肇

公共サービスの改善と
会計検査

より良い事業実施のための会計検査
～ソフト施策の補助事業関係の留意事項～

地域経営学部
地域経営学科

教授　井上　直樹

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

(12)会計検査実務のポイント

(13)訴訟等実務

10/19 月

10/20 火

【講義】 【課外学習】
訴訟等実務 グループ討議

岩橋総合法律事務所　代表弁護士　岩橋　健定

【大教室２】

10/21 水

【講義】 【事例紹介】 【講義】

【2A～2E】

10/22 木

【講義・演習】 【演習】 【課外学習】
自治体職員に求められるリーガルマインド グループ討議 グループ討議

徳島県小松島市　法務監／弁護士　中村　健人

（敬称略）

【2A～2E】

11:00- 受付
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

（敬称略）

課外
(17：00-)

課外
(17：00-)

【課外学習】
自治体職員としての訴訟対応 京都市の取組 自治体訴訟の動向 グループ討議

元神戸市行財政局総務部法務課長 京都府京都市行財政局
一般財団法人神戸市学校給食会　常務理事 総務部法制課　訟務係長 東京大学大学院法学政治学研究科

古田　隆

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

北川　淳也 教授　斎藤　誠

【大教室２】 【大教室２】 【大教室２】

【大教室２】 【2A～2E】

会計検査院第２局監理官付
福知山公立大学
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（敬称略）

月日 曜日

14:00- 16:00- 開講式・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

11/14 土

11/15 日

12:00-12:30
閉講式、ふりかえり、研修アンケート記入

※　選挙管理アドバイザー／一般社団法人選挙制度実務研究会　代表理事／市町村アカデミー　客員教授　小島　勇人

11/17 火

【講義】 【課題演習】
選挙犯罪の実態と自治体との連携 発表・まとめ

警察庁刑事局捜査第二課
課長補佐　塩谷　悠介 ／市町村アカデミー　客員教授　小島　勇人

【講堂】

11/18 水

【講義】
選挙争訟制度と最近の重要実例・判例

総務省自治行政局選挙部管理課
係長　舩岡　悠太

【講堂】

11/13 金

【講義】 【課題演習】
選挙執行実務のポイント（2）～一つの選挙を終えるまで～

選挙管理アドバイザー／一般社団法人選挙制度実務研究会　代表理事／市町村アカデミー　客員教授　小島　勇人

【講堂】 【3A～3C、4A～4D、中教室３】

11/16 月

【講義】 【講義】 【事例紹介】 【課題演習】 【課題演習】
選挙運動・政治活動・寄附の禁止 主権者教育の意義と 障がい者への投票支援 グループ討議

効果的な手法 （狛江市の取組）
東京都狛江市

副市長　平林　浩一
NEXT CONEXION 狛江市手をつなぐ親の会

理事長　越智　大貴 会長　森井　道子

【講堂】 【3A～3C、4A～4D、中教室３】

課外
(17：00-)

11/10 火

11/11 水

【講義】 【講義】 【講義】 【課題演習】
選挙制度をめぐる諸問題 投票環境向上の取組 (15:50-17:20)

選挙事務に係る不適切処理
東北大学大学院情報科学研究科 に関する再発防止策

課長　笠置　隆範 准教授　河村　和徳 ※

【講堂】 【3A～3C、4A～4D、中教室３】

(14)選挙事務

総務省自治行政局選挙部選挙課

11/12

2時限
（10：50-12：00）

木

【講義】 【課題演習】
選挙執行実務のポイント（1）～一つの選挙を終えるまで～ グループ討議

選挙管理アドバイザー／一般社団法人選挙制度実務研究会　代表理事／市町村アカデミー　客員教授　小島　勇人

【講堂】 【3A～3C、4A～4D、中教室３】

選挙管理アドバイザー／一般社団法人選挙制度実務研究会　代表理事

特定非営利活動法人

【課題演習】

1時限
（9：00-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

理事官　中尾　正英
総務省自治行政局選挙部選挙課
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（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

課外
(17：00-)

11/24 火

【講義】 【講義・意見交換】
12:30- 開講・ （13:00-14:30） （14:45-17:00）
開講オリエンテーション 地方公共団体の監査制度 自治体の内部統制と監査機能
入寮オリエンテーション ・内部統制制度について

総務省自治行政局行政課 日本大学商学部

11/26 木

【講義・意見交換】 12:00-12:30
自治体における監査について

大阪府大阪市行政委員会事務局

【JIAMホール】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

監査制度専門官　渡邉　康之 教授　紺野　卓

【JIAMホール】 【JIAMホール】

11/25 水

尼崎市における
監査について

(15)自治体の内部統制と監査機能

【事例紹介②】
自治体が行うべき内部統制 静岡市の内部統制

について

【講義・演習】 【事例紹介①】

静岡県静岡市総務局

コンプライアンス推進課

課長　藤田　敦

11:00- 受付

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

静岡県立大学経営情報学部

監査部監査課　課長代理　松本　吉史

【JIAMホール、大教室１】

兵庫県尼崎市
監査事務局教授　小西　敦

係長　脇本　直子

【JIAMホール、大教室１】 【JIAMホール】
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月日 曜日

14:00- 16:00- 開講式・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

8/1 土
8/2 日

8/6 木

【講義】 【討議】 【課外学習】
分納、滞納処分猶予・停止、延滞金の取扱いについて 課題演習 課題演習（討議）

    大阪府大阪市財政局税務部市債権回収対策室 市債権収納担当課長　前川　洋一

【JIAMホール】 【3A～3C、4A～4C】 【3A～3C、4A～4C】

8/7 金

【発表・講評】 12:00-12:30
課題演習 閉講式、ふりかえり、研修アンケート記入

大阪府大阪市財政局税務部市債権回収対策室
市債権収納担当課長　前川　洋一

【JIAMホール】

8/4 火

【講義・事例紹介】 【課外学習】
民事訴訟、民事執行等の裁判手続が必要となる滞納整理 納税者折衝事例

【事例紹介】(9：25-11：25) （事前討議）

弁護士法人公園通法律事務所　弁護士　瀧　康暢
愛知県一宮市　会計管理者　小川　秀樹

【JIAMホール】 【3A～3C、4A～4C】

8/5 水

【講義・演習】 【討議】 【課外学習】
納税者折衝のポイント 課題演習 課題演習（討議）

    大阪府大阪市財政局税務部市債権回収対策室　市債権収納担当課長　前川　洋一

【JIAMホール】 【3A～3C、4A～4C】 【3A～3C、4A～4C】

【3A～3C、4A～4C】

【課外学習】

8/3 月

【討議】 【講義・演習】 【講義】 【課外学習】
課題演習 行政対象暴力への対応 動産・不動産公売のポイント 課題演習（討議）

（9:00-10:00） （10:10-12:00）
滋賀県警察本部刑事部 京都府京都市行財政局市税事務所納税室

担当教授 組織犯罪対策課 課長補佐（高額徴収第一係長事務取扱）　吉岡　敦
課長補佐　青山　佳弘

【3A～3C、4A～4C】 【JIAMホール】 【JIAMホール】 【3A～3C、4A～4C】

課題演習（討議）
公益財団法人東京税務協会　専門講師　吉原　敏夫 担当教授

【JIAMホール】 【3A～3C、4A～4C】

7/31 金

　　　　【講義】 【事前討議】 【課外学習】
　　　　財産調査の進め方及び差押手続きのポイント 納税者折衝のポイント 課題演習（討議）

神奈川県相模原市財政局税務部債権対策課　副主幹（税務専任）　宮﨑　大

【JIAMホール】 【3A～3C、4A～4C】 【3A～3C、4A～4C】

課題演習（討議）

7/30 木

【講義】 【討議】
地方税法総則 課題演習

2時限
（10：50-12：00）

1時限
（9：00-10：35）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

7/28 火

【3A～3C、4A～4C】

7/29 水

【講義】
徴収事務のマネジメント 国税徴収法の実務

税理士／神奈川県川崎市財政局収納対策部収納対策課　滞納整理指導嘱託員　中山　裕嗣

【JIAMホール】 【JIAMホール】

(16)市町村税徴収事務
（敬称略）

3時限
（13：00-14：10）

課外
(17：00-)

【課外学習】【講義・演習】

徴収困難事例の取組について
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（敬称略）

月日 曜日

14:00- 16:00- 開講式・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

8/22 土
8/23 日

閉講式、ふりかえり、研修アンケート記入

8/28 金

【講義】 12:00-12:30
納得を得られる説明のポイント

藤原　真理弥

【JIAMホール】

株式会社話し方教育センター

8/26 水

＜選択制＞ 【課外学習】
【講義・演習】 【講義・演習】 課題解決フォーラム

非木造家屋評価実務 償却資産課税の実務
兵庫県神戸市行財政局税務部固定資産税課
 大規模家屋評価担当係長　藤岡　誠也 公益財団法人東京税務協会　専門講師　登里 幹宏

【JIAMホール】

8/27 木

【演習】 【演習】 【課外学習】
課題解決フォーラム（意見交換） 課題演習Ⅱ～評価の実務～（発表・講評） （レポート作成）

専門講師　吉野　賴利 公益財団法人東京税務協会　専門講師　堀川　稔

【JIAMホール】

公益財団法人東京税務協会

8/25 火

【演習】 【レポート作成】 【演習】 【課外学習】
木造家屋評価実務（発表・講評） 課題解決フォーラム（討議） 課題解決フォーラム
滋賀県大津市総務部資産税課 ・課題演習Ⅱ（討議） 課題演習Ⅱ（討議）

 家屋係長　山本　英行
 　  主任　不破　伶奈

【JIAMホール】 【4A～4E】

担当教授

担当教授

代表　齋藤　大輔

【JIAMホール】

8/21 金

【講義】 【課外学習】
木造家屋評価実務

京都府京都市市税事務所行財政局市税事務所
固定資産税室　家屋第５係長　時松　信夫
固定資産税室　家屋第３係長　若井　裕一

【JIAMホール】

8/24 月

【実地研修】 【演習】 【課外学習】
木造家屋評価演習 木造家屋評価演習（討議） 木造家屋評価演習

滋賀県大津市総務部資産税課 （討議）
 家屋係長　山本　英行
 　　主任　不破　伶奈

【大津プリンスホテル住宅博】 【JIAMホール、4A～4E】

8/20 木

【講義】 【演習】 【課外学習】
固定資産税と不動産登記制度

課外
(17：00-)

8/18 火

8/19 水

【講義】 【課外学習】
固定資産評価基準解説 固定資産税（家屋）実務のポイント 課題演習Ⅰ（討議）
総務省自治税務局 大阪府大阪市財政局税務部課税課 課題解決フォーラム

資産評価室 固定資産税（家屋・償却資産）グループ
課長補佐　小野川　浩 担当係長　大井　直也

【JIAMホール】 【4A～4E】

【講義】 【演習】
課題演習Ⅰ（討議）

2時限
（10：50-12：00）

5時限
（15：50-17：00）

(17)固定資産税課税事務（家屋）

課題演習Ⅰ～課税・評価事務の基礎～（発表・講評）
さいとう土地家屋調査士事務所

公益財団法人東京税務協会　専門講師　堀川　稔

担当教授

1時限
（9：00−10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）
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月日 曜日

14:00- 16:00- 開講式・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

　

10/24 土

10/25 日

　
12:00-12:30
閉講式、ふりかえり、研修アンケート記入

10/29 木

【講義・演習】 【討議】 【発表・講評】
事例から学ぶ個人住民税実務 住民税課題演習

京都府京都市行財政局税務部税制課
担当係長　味田　秀美
係員　西野　慶祐

【JIAMホール】 【3A～3E、4A～4E】 【JIAMホール】

10/30 金

【発表・講評】
住民税課題演習

京都府京都市行財政局税務部税制課
担当係長　味田　秀美
係員　西野　慶祐

【JIAMホール】

兵庫県神戸市行財政局税務部市民税課
個人市民税指導担当係長　窪田　奈々

10/27 火

【講義】 【課題演習】 【課題演習】
所得課税論　～所得課税としての住民税／所得税・法人税の仕組み～ 討議 討議

国士舘大学法学部　教授　西本　靖宏

【JIAMホール】 【3A～3E、4A～4E】 【3A～3E、4A～4E】

10/28 水

【講義】 【課題演習】
所得税・法人税判例解説 討議 レポート作成

株式会社アクト・コンサルティング／林総合会計事務所　税理士　林　仲宣

【JIAMホール】 【3A～3E、4A～4E】

10/23 金

【講義・演習】 【講義・演習】 【課題演習】
住民税とプライバシー 税務調査事務 討議

公益財団法人東京税務協会　専門講師　大久保　英夫

【JIAMホール】 【3A～3E、4A～4E】

10/26 月

【講義・演習】 【課題演習】
個人住民税の税額算出 討議

公益財団法人東京税務協会　専門講師　澤田　浩一（元台東区課税係長）

【JIAMホール】 【3A～3E、4A～4E】

【JIAMホール】 【JIAMホール、演習室】 【3A～3E、4A～4E】

10/22 木

【講義・演習】 【課題演習】 【課題演習】
地方税法総則 討議 討議

公益財団法人東京税務協会　専門講師　大久保　英夫

【JIAMホール】 【3A～3E、4A～4E】 【3A～3E、4A～4E】

10/21 水

【講義】 【講義】 【講義】 【課題演習】 【課題演習】
市町村税の現状と

今後の動向
住民税総論

～地方税としての住民税制度～

【JIAMホール】

公益財団法人東京税務協会　専門講師　大久保　英夫
関西大学経済学部
教授　林　宏昭

1時限
（9：00−10：35）

3時限
（13：00−14：10）

4時限
（14：25−15：35）

5時限
（15：50−17：00）

課外
（17：00-）

10/20 火

(18)住民税課税事務

（敬称略）

法人住民税実務の
ポイント

討議 討議

2時限
（10：50−12：00）
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（敬称略）

月日 曜日

14:00- 16:00- 開講式・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

12:00-12:30　
閉講式、ふりかえり、研修アンケート記入

（敬称略）

月日 曜日

14:00- 16:00- 開講・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

14:10-14:40 
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※　愛媛地方税滞納整理機構　事務局長　神原　康隆

11/13 金

【課題解決フォーラム】
（9:00-14:10）

持ち寄り事例によるグループ討議（発表・講評）
愛媛地方税滞納整理機構 事務局長　神原　康隆

【JIAMホール】

愛媛地方税滞納整理機構 課長　大石　喜代数
コーディネーター：※

愛媛地方税滞納整理機構
事務局長　神原　康隆

月

11/10 火

【JIAMホール】

11/11 水

10/30 金

【課題演習】
発表・講評・まとめ

弁護士　本多　教義

【大教室２】

5時限
（15：50-17：00）

【講義】

京都府京都市行財政局市税事務所納税室
課長補佐（高額徴収第一係長事務取扱）

𠮷𠮷岡　敦

【講義】

高額・困難事案を確実に整理するための滞納整理マネジメント
大阪府大阪市財政局税務部市債権回収対策室

市債権収納担当課長　前川　洋一

【講義・事例紹介】(9:00-17:00)
民事訴訟、民事執行等の裁判手続が必要となる滞納整理

課外
(17：00-)

【課外演習】

弁護士法人公園通法律事務所　弁護士　瀧　康暢
【事例紹介】(9:15-10:15)(13:30-14:30)

徴収困難事例における取組みについて～裁判所を活用した滞納整理～
愛知県一宮市　会計管理者　小川　秀樹

【JIAMホール】

11/12 木

【講義】

10/28 水

【講義】 【事例紹介】 【講義】 【課外演習】

【大教室２】 【2A～2D】

10/29 木

【事例紹介】 【課題演習】
船橋市の取組 グループ討議

銀座プライム法律事務所　弁護士　本多　教義

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

11/9

【大教室２】 【大教室２、2A～2D】

1時限
（9：00-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

10/26 月

10/27 火

【講義】 【課外演習】
自治体債権管理・回収の法的知識と回収業務の流れ
弁護士法人公園通法律事務所　弁護士　瀧　康暢

【大教室２】 【2A～2D】

京都市の取組 生活再建型滞納整理
京都府京都市行財政局

資産活用推進室

杉嶋　章記
債権回収促進係長

弁護士法人公園通法律事務所
弁護士　瀧　康暢

私債権及び非強制徴収債権の裁判手続き
による回収および財産調査の方法

弁護士法人公園通法律事務所
弁護士　瀧　康暢

千葉県船橋市税務部
債権管理課　課長補佐

(19)使用料等の債権回収

(20)滞納整理の実践と徴収マネジメント

【課外演習】

【事例紹介】 【課題解決フォーラム】 【課外演習】
市町村税徴収の課題 滞納処分の取組み 持ち寄り事例によるグループ討議

香川県善通寺市債権管理課

事務局長　神原　康隆

【JIAMホール】 【大教室２、2A～2F、3A～3E】

岡部　佐知子

銀座プライム法律事務所　

(9:00-14:10) 動産・不動産の公売について
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（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

（敬称略）

月日 曜日

13:45-14:15
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※1　総務省自治財政局調整課　課長　新田　一郎

※2　関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部　教授　小西　砂千夫

※1　※2 教授　小西　砂千夫 教授　小西　砂千夫

【JIAMホール】 【JIAMホール、中教室４】

9/9 水

【講義】
(9:00-11:35)(12:35-13:45)

地方財政制度をふまえた自治体の財政運営
関西学院大学大学院

経済学研究科・人間福祉学部
教授　小西　砂千夫

【JIAMホール】

9/8 火

課長　新田　一郎

(9:00-11:00) (11:00-11:35) (12:35-14:35) (14：50-15：50) (15：50-16：35)
社会保障を支える地方財政制度

関西学院大学大学院 関西学院大学大学院
総務省自治財政局調整課 経済学研究科・人間福祉学部 経済学研究科・人間福祉学部

【講義】 【演習】 【講義】 【演習】

課外
(17：00-)

9/7 月

11:00- 受付 【講義】 【講義】

12:30- 開講・ (13:00-15:00) (15:15-17:00)
開講オリエンテーション 地方財政のマクロの動向 財政担当者に求められる基本知識
入寮オリエンテーション 関西学院大学大学院

総務省自治財政局財政課

8/7 金

【演習】 【講義】 13:45-14:15
（9:00-11:35） （12:35-13:45）

財政診断結果を基にした意見交換 まとめとふりかえり
関西学院大学大学院

経済学研究科・人間福祉学部
教授　小西　砂千夫

【中教室２】

※1　関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部　教授　小西　砂千夫

※2　総務省自治財政局財務調査課　課長　伊藤　正志

※3　愛媛県砥部町　田中　弘樹　(前　企画財政課　課長補佐)

8/6 木

【事例紹介】 【講義】 【講義】
固定資産台帳の 財政診断の考え方 参加自治体の財政診断結果

更新及びその活用
経済学研究科・人間福祉学部 経済学研究科・人間福祉学部

コーディネーター：※1 教授　小西　砂千夫 教授　小西　砂千夫

【中教室３】 【中教室２】

※3
関西学院大学大学院 関西学院大学大学院

課長　伊藤　正志 ※1　※2

【中教室３】

8/5 水

11:00- 受付 【講義】 【演習】
12:30- 開講・
開講オリエンテーション 地方公共団体の財政マネジメントの推進
入寮オリエンテーション

(21)自治体財政運営の理論と実際～自治体財政診断のノウハウ～

(22)自治体の自律的な財政運営～制度と最新の動向～

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

経済学研究科・人間福祉学部
課長　出口　和宏 教授　小西　砂千夫

【JIAMホール】 【JIAMホール】

課外
(9:00-)

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

質疑応答、 地方財政制度の考え方 意見交換会 発表・講評
意見交換

総務省自治財政局財務調査課
～公共施設等総合管理と固定資産台帳の更新及びその活用～

(13:00-14:40) (14:55-17:00)
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（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

（敬称略）

月日 曜日
2時限

（10：50-12：00）
3時限

（13：00-14：10）
4時限

（14：25-15：35）
5時限

（15：50-17：00）
課外

(17：00-)

7/14 火

11:00- 受付 【講義】 【演習】
12:30- 開講・ 人口減少時代のコンパクトなまちづくり 意見交換
開講オリエンテーション 筑波大学システム情報系社会工学域
入寮オリエンテーション 　教授　谷口　守

【大教室１】

とまちの活性化 ALECの挑戦

～10年間の取組

みとこれから～

※1 ※2 ※3

【大教室１】 【大教室１・２】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

7/6 月

11:00- 受付 【講義】 【演習】
12:30- 開講・ まちづくりと図書館の接点 意見交換
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション 慶應義塾大学　名誉教授　糸賀　雅児

【大教室１】 【大教室２】

(23)図書館とまちづくり

発表・講評・まとめ
県立長野図書館　前館長　平賀　研也

【大教室２】

※1　宮崎県都城市教育委員会生涯学習課　副主幹　鳥取　竜一郎

※2　和歌山県有田川町地域交流センター　センター長　杉本　和子

【課外演習】
藤枝市の取組 人口減少時代の 住民の暮らしを重視したまちのたたみ方

コンパクトなまちづくり 都市計画 （グループ討議）
国土交通省 静岡県藤枝市

東京都立大学都市環境科学研究科都市政策科学域
教授　饗庭　伸

都市局都市計画課 都市建設部都市政策課

企画係長　髙野　智

【講義・演習】
(9:00-9:55) (10:05-11:00) (11:05-12:00) 図書館を核としたまちづくり
図書館への 有田川町地域

リノベーション 交流センター

【講義】 【事例紹介】 【講義】 【課題演習】

主幹　岡村　敏明

【大教室１】 【大教室１】 【大教室１】 【大教室１】

14:10-14:40
住民の暮らしを重視したまちのたたみ方 総括講義 ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

（グループ討議・発表・講評）
東京都立大学都市環境科学研究科都市政策科学域7/16 木

【課題演習】 【講義】

教授　饗庭　伸

【大教室１】

立地適正化計画制度による

図書館におけ
る市民協働の

実際
県立長野図書館　前館長　平賀　研也

※3　佐賀県伊万里市民図書館　前館長　杉原　あけみ

1時限
（9：25-10：35）

7/7 火

7/15 水

(24)人口減少時代のコンパクトなまちづくり

7/8 水

【演習】

【事例紹介】【事例紹介】【事例紹介】
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（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※1　一般社団法人さいたまスポーツコミッション　経営管理課　リーダー　新倉　尚樹

※2　早稲田大学スポーツ科学学術院　教授　原田　宗彦

※3　一般社団法人世界ゆるスポーツ協会　理事・事務局長　萩原　拓也

※4　株式会社銚子スポーツタウン　代表取締役　小倉　和俊

※5　株式会社 NTTSportict　取締役事業企画部長　金澤　正義

【大教室１】 【大教室２、3A～3E】

9/9 水

【演習】
地域資源を活かしたスポーツによるまちづくり

（発表・講評）
早稲田大学スポーツ科学学術院

教授　原田　宗彦

【大教室２】

9/8 火

【事例紹介4】 【演習】 【課外演習】

スポーツ×ICT
による地域振興

民間企業
との連携 （グループ討議）

スポーツ科学学術院 ※3 ※4 ※5 早稲田大学スポーツ科学学術院
コーディネーター：※2 教授　原田　宗彦

早稲田大学
（地域振興担当） スポーツ科学学術院 ※1

増井　国光 教授　原田　宗彦 コーディネーター：※2

【大教室１】 【大教室２】

グループ討議
【講義】 【事例紹介2】 【事例紹介3】

スポーツ庁　参事官

県北環境森林事務所 コーディネーター：栃木県県北環境森林事務所
所長　津布久　隆所長　津布久　隆

【中教室４】 【中教室４、IT教室】

8/19 水

【講義】
地域における持続可能な森林政策

特定非営利活動法人自伐型林業推進協会
代表理事　中嶋　健造

【中教室４】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
（17：00-）

8/18 火

グループ討議／意見交換
解決に向けた 徳島県那賀町 埼玉県秩父市環境部

森林政策の展開 林業振興課 森づくり課 栃木県県北環境森林事務所
栃木県 参事　橋本　浩志

【事例紹介①】 【事例紹介②】 【事例紹介③】 【演習】

主席主幹　牧野　裕介

地域課題の 那賀町の取組 秩父市の取組

(25)市町村の森林政策

(26)スポーツと地域の活性化

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

安髙　志穂 安髙　志穂

11:00- 受付 【講義】 【講義】 【質疑・意見交換】

森林利用課
森林集積推進室長 森林集積推進室長

月

森林経営管理法と森林
環境譲与税について

森林管理における市町村の役割

林野庁森林整備部 林野庁森林整備部
森林利用課

入寮オリエンテーション

12:30- 開講・
開講オリエンテーション

【中教室４】

1時限
（9：25-10：35）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

9/7 月

11:00- 受付 【講義】 【講義】 【事例紹介1】 【意見交換】
12:30- 開講・ スポーツと スポーツによる (15:50-16:40) (16:40-17:15)

スポーツによる (10:45-11:35) (11:35-12:25) (13:25-14:15) 地域資源を活かした
まちづくり戦略２ スポーツによるまちづくり

早稲田大学

※2
スポーツコミッショ
ンによる地域活性化

地域資源と
スポーツによる

地域活性化

開講オリエンテーション 地域の活性化 まちづくり戦略１
入寮オリエンテーション

教授　原田　宗彦

所長　津布久　隆

東京農工大学
名誉教授

土屋　俊幸

東京農工大学
名誉教授　土屋　俊幸

8/17

－ 24 －



月日 曜日

14:00- 16:00- 開講・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

14:10-14:40
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※　一般財団法人世田谷トラストまちづくり　地域共生まちづくり課　まちづくり事業担当係長　小林　宏志、まちづくり事業担当　山田　翔太                 

10/1 木 一般財団法人世田谷トラストまちづくり　地域共生まちづくり課
まちづくり事業担当係長　小林　宏志
まちづくり事業担当　山田　翔太

【大教室１】【バス移動⇒大津市浜大津近郊】 【大教室２】

10/2 金

【講義・演習】 【講義・演習】
まちづくりコーディ
ネーター育成研修
「ふりかえり」

【大教室２】

9/29 火

【講義・演習】
住民協働の意味と行政の役割

高崎経済大学地域政策学部　教授　櫻井　常矢

【中教室４】

9/30 水

【講義・演習】 【講義】 【講義・演習】
(9:00-14:10) (14:25-15:00) (15:00-17:35)

「まちづくりコーディネーターの役割」
NPO法人岡崎まち育てセンター・りた 「まちあるきのポイント」

事務局次長　三矢　勝司

地域共生まちづくり課
まちづくり事業担当係長　小林　宏志

※ まちづくり事業担当　山田　翔太

【中教室４】

ファシリテーションの基礎・ファシリテーショングラフィック 商店街と まちづくりコーディネーター育成研修
まちづくり

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

9/28 月

課外
(17：00-)

(27)住民との協働によるまちづくり～まちづくりコーディネーターの役割と技術の習得～
（敬称略）

大津市まち
なか交流館

館長
 福井　美知子
 コーディネーター

NPO法人まちの縁側育くみ隊
代表理事　名畑　恵

【講義・実地研修】 【講義・演習】
(8:30-13:50)

まちづくりコーディネーター育成研修
「まちあるき」

(13:50-17:30)
まちづくりコーディネーター育成研修

「まちあるきのまとめ」

一般財団法人世田谷トラストまちづくり

まちづくりコーディネーター育成研修
「まちの将来像を描く」「全体発表」

一般財団法人世田谷トラストまちづくり 地域共生まちづくり課
まちづくり事業担当係長　小林　宏志
まちづくり事業担当　山田　翔太
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月日 曜日

12：00-12：30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※一般社団法人ふるさと体験飛騨高山　事務局長　鈴村　仁孝

　島根県邑南町地域みらい課　プロジェクトマネージャー　森田　一平

　長野県泰阜村村づくり振興室　主事　山崎　笙吾

（敬称略）

月日 曜日

14:10-14:40
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

【大教室２】

岡崎ビジネスサポートセンターOka-Biz　
課長　三宮　直樹 係長　岡本　芳郎 センター長　秋元　祥治

【大教室１】 【大教室１】 【大教室１】

8/26 水

【講義・演習】
事業性評価を学ぶ

プラスロジスタ　代表 (中小企業診断士)  瓶内　栄作
武庫川女子大学経営学部　専任講師　山下　紗矢佳

【大教室１・２】

8/25 火

【事例紹介】 【事例紹介】 【講義・演習】

地域産業課 スタートアップ推進課

月

事業承継支援について

8/24

【大教室１】

課外
(17：00-)

【課外演習】

11/5 木

【事例紹介】 【事例紹介】 【事例紹介】

(敬称略)

(28)関係人口の創出・拡大

11/4 水

11:00- 受付 【講義】 【講義】
12:30- 開講・ 関係人口の創出・拡大

に向けた取組について開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

11/6 金

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

【演習】
関係人口の創出・拡大策の検討（発表・講評）

【大教室１】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

経済環境局経済部 雇用・生産性改革推進部 中小企業支援家　小出　宗昭

【演習】
農山漁村交流 関係人口の創出① 関係人口の創出②

【大教室１】

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

兵庫県尼崎市 産業経済局

NPO法人ETIC.
ローカルイノベーション事業部

事業部長　伊藤　淳司

福岡県北九州市 ～経営改善、販路・売上拡大～
創業支援について 中小企業への支援策を考える

入寮オリエンテーション 教授　植田　浩史 教授　植田　浩史

(29)自治体の中小企業支援

11:00- 受付 【講義】 【意見交換会】

森田　一平

村づくり振興室
主事

山崎　笙吾

関係人口の創出・拡大策の検討
NPO法人ETIC.

ローカルイノベーション事業部
事業部長　伊藤　淳司

※

総務省

3時限
（13：00-14：10）

株式会社sotokoto online
「ソトコト」編集長　指出　一正

【大教室１】

5時限
（15：50-17：00）

関係人口とは

4時限
（14：25-15：35）

課外
(17：00-)

12:30- 開講・ 中小企業支援の現状と課題 コーディネーター
開講オリエンテーション 慶應義塾大学経済学部 慶應義塾大学経済学部

地域力創造グループ
地域自立応援課
課長　角田　秀夫

一般社団法人 島根県邑南町 長野県泰阜村
ふるさと体験飛騨高山

事務局長
鈴村　仁孝

地域みらい課
プロジェクトマネージャー
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月日 曜日

15:00-15:30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:30
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

【大教室２】 【大教室２】

客員教授　福井　隆

12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

11/26 木

【事例紹介】
農業と福祉の連携

【事例紹介】
宮代町農業

担い手塾の取組

【事例紹介】
農を基軸に観光と

融合した六次産業化

【演習】
グループ討議

【課外演習】
グループ討議

株式会社ザファーム
代表取締役社長
武田　泰明

【大教室２】 【大教室２、3A～3D】 【3A～3D】

センター長　藤永　実

埼玉県宮代町
産業観光課

副課長　菅原　隆行

客員教授　福井　隆

【大教室１】

9/11 金

【事例紹介】 【演習】 【演習】

(9:15-10:45) (11:00-13:30)

講師補助：株式会社玉造温泉まちデコ
代表取締役　角　幸治

9/10 木
入寮オリエンテーション

(13:30-15:00)
地域ブランド戦略を立てる

（ワークショップ） （発表・講評・まとめ）
気持ちを一つに、玉造
温泉にぎわい再生

事務局長　周藤　實

一般社団法人
松江観光協会 東京農工大学大学院　客員教授　福井　隆

(31)これからの農業を考える

【大教室１】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

11/25 水

11:00- 受付

（敬称略）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

11:00- 受付 【講義】 【演習】
12:30- 開講・ 地域ブランディングの実務

～地域活性化への攻めと
守りのポイント～

地域ブランド戦略を立
てる（戦略への導入/
各地域の資産を活か

す）

金

【演習】
発表・講評・まとめ

農業ジャーナリスト／明治大学農学部
客員教授　榊田　みどり

【大教室２】

11/27

開講オリエンテーション

東京農工大学大学院 東京農工大学大学院

玉造温泉支部

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

(30)地域ブランドの育成と保護

【講義】 【事例紹介】

一般財団法人東京農業大学国際食料情報学部

日本農業の現状と行政支援の方向性 最新技術を活用した
新しい農業

こゆ地域づくり推進機構

執行理事兼最高執行責任者

高橋　邦男

教授　堀部　篤

農業ジャーナリスト／明治大学農学部
客員教授　榊田　みどり

さんさん山城
施設長　新免　修
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（敬称略）

月日 曜日

　 　

　 　

※1　静岡県熱海市観光建設部　次長　立見　修司

※2　新潟県十日町市観光交流課　課長　樋口　正彰

※3　株式会社やまとごころ　代表取締役　村山　慶輔

※4　観光庁観光地域振興課　広域連携推進室長　檜垣　敏

（敬称略）

月日 曜日

14:10-14:40
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

【大教室１・２】 【大教室１】 【大教室２】

【事例紹介①】
12:30- 開講・ これからの子育て支援の方向性及び 認定こども園への
開講オリエンテーション 保育・教育施設の事故防止と保育行政 移行と運営
入寮オリエンテーション 大阪府高槻市 

子ども未来部

保育コミュニケーション協会

代表　松原　美里 平岡　康代

【大教室１】

(33)保育士・幼稚園教諭のための保育行政～子育て支援施策の最新動向～

1/15 金

【演習】

7/30

【事例紹介③】
（9:00-11:35）

1/14 木

【事例紹介】 【トークセッション】 【演習】 【課外演習】
ポストコロナの観光まちづくり グループ討議

～稼ぐ仕組みを考える～

コーディネーター：※3

【JIAMホール】 【JIAMホール】 【JIAMホール、4A～4C】 【4A～4C】

(32)地域が稼ぐ観光戦略～選ばれ続ける地域を目指して～

※1 ※2

12:00-12:30

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

1/13

2時限
（10：50-12：00）

11:00- 受付

水

【講義】 【講義】
12:30- 開講・ 観光政策の現状と課題 地域の個性を活かした観光戦略

～“人を集める観光”から
“地域が稼ぐ観光”へ～

近畿大学経営学部　教授　高橋　一夫

【JIAMホール】 【JIAMホール】

観光庁観光地域振興課
広域連携推進室長

檜垣　敏

（12:35-14:50） （15:05-16:15） （16:30-18:40）
保護者への相談支援のあり方 不安と使命感のはざまで 業務改善の取組 保育所・幼稚園等の

最善の答えを導き出す 岐阜県各務原市 地域子育て支援
コミュニケーション 健康福祉部 （受講者同士の事例紹介）

社会福祉学部福祉援助学科
木

【講義】 【講義・演習】 【事例紹介②】

発達障害の子がいる保育園・幼稚園でのクラスづくりと対応

【JIAMホール】

1時限
（9：25-10：35）

開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

発表・講評・まとめ ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

2時限
（10：50-12：00）

課長　野谷　研介

（9:00-14:10）

【大教室１】 【大教室１】

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

7/29 水

11:00- 受付 【講義】

教授　前田　正子 保育幼稚園総務課

7/31 金

【講義・質疑応答】

日本相談支援専門員協会　顧問　福岡　寿

【大教室１】

Umehana Relations 参事　川崎　篤
子育て支援課

教授　金子　恵美

甲南大学マネジメント創造学部

日本社会事業大学

株式会社やまとごころ
代表取締役　村山　慶輔

「変化しつづける
温泉観光地熱海」

を目指して

地域全体をアート化
したまちづくりと

持続可能な観光戦略

※1
株式会社やまとごころ

代表取締役　村山　慶輔
※2
※3
※4
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月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※1　特定非営利活動法人子育てひろば全国連絡協議会　理事長／特定非営利活動法人びーのびーの　理事長　奥山 千鶴子

※2　公益社団法人母子保健推進会議　会長　佐藤　拓代

（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※1　静岡県川根本町高齢者福祉課　課長補佐兼地域包括支援センター長　池本　祐子

※2　石川県小松市長寿介護課　主幹（保健師）　 角地　孝洋

※3　愛知県豊明市健康福祉部健康長寿課　課長補佐　松本　小牧

(34)これからの子育て支援～安心して子育てができるまちを目指して～

【3A～3C】

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

持ち寄り事例による課題解決フォーラム

9/17 木

【演習】 【講義】 14:10-14:40
発表、質疑応答、講評 総括講義とふりかえり

東京大学高齢社会総合研究機構　客員研究員　吉江　悟

【大教室１】

9/16 水

【事例紹介】 【講義・演習】 【課外演習】
医療・介護事業者と行政の協働による在宅医療・介護連携の推進 グループ討議②

・誰もが安心して暮らせるように～川根本町の取組～　※1
・地域の活動から進める小松市の在宅医療・介護　※2 東京大学高齢社会総合研究機構
・地域ケア会議を通じた在宅医療・介護連携推進の取組　※3

コーディネーター：
東京大学高齢社会総合研究機構　客員研究員　吉江　悟　

【大教室１】 【3A～3D】 【3A～3D】

客員研究員　吉江　悟

9/15 火

11:00- 受付 【講義】 【講義・演習】
12:30- 開講・ 超高齢社会にむけて、 グループ討議①
開講オリエンテーション 高齢者が安心して暮らせるまちづくり
入寮オリエンテーション ～医療と介護の連携を中心に～

高齢社会総合研究機構
客員研究員　辻　哲夫 客員研究員　吉江　悟

【大教室１】 【大教室１】

東京大学
東京大学高齢社会総合研究機構

公益社団法人母子保健推進会議
会長　佐藤　拓代

8/19 水

【演習】 12:00-12:30
持ち寄り事例による課題解決フォーラム

（発表・講評）
公益社団法人母子保健推進会議

会長　佐藤　拓代

【大教室１、3A～3C】

8/18 火

【講義】 【事例紹介】 【演習】 【課外演習】
妊娠期から思春期まで包括的に 富山市子育て世代包括

支援センターについて

8/17 月

【講義】 【事例研究】
子育て支援にかかわる

自治体職員に求められる力
子育て支援最前線

～地域子育て支援の
現場から～

開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション ～子育て家庭を地域で支えるために～
淑徳大学総合福祉学部　教授　柏女　霊峰

【大教室１】 【大教室１】

11:00- 受付
12:30- 開講・

課外
(17：00-)

2時限
（10：50-12：00）

課外
(17：00-)

（敬称略）

(35)高齢者が安心して暮らせるまちづくり～医療と介護の連携を中心に～

※1

公益社団法人母子保健推進会議

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

子育て家庭を支援する （グループ討議）
～子育て世代包括支援センターがつなぐ 富山県富山市

地域の子育て支援ネットワーク～ こども家庭部こども健康課

副主幹　河原　歩
会長　佐藤　拓代 コーディネーター：※2

【大教室１】 【大教室１】 【大教室１、3A～3C】
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（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※　京都府宇治市健康長寿部健康生きがい課　保健師　橋本　理恵

　　一般財団法人宇治市福祉サービス公社中宇治地域包括支援センター　認知症コーディネーター　社会福祉士　兒玉　裕香

厚生労働省老健局高齢者支援課
高齢者虐待防止対策専門官　乙幡　美佐江

【3A～3E】

【演習】
12:30- 開講・ 介護保険制度の理念・基本方針・変遷 班別討議

【大教室１】 【大教室１、3A～3E】

開講オリエンテーション 日本社会事業大学専門職大学院　客員教授
／元厚生労働事務次官　蒲原　基道入寮オリエンテーション 研修担当

2時限
（10：50-12：00）

10/9 金

【演習】 14:10-14:40
発表・講評

【大教室１】

10/8 木

【講義】 【事例紹介①】 【事例紹介②】 【事例紹介③】 【演習】 【課外演習】
民間の目線から学ぶ 一般介護予防事業評価を

活用した
都市型介護予防モデル
「松戸プロジェクト」

「元の生活を取り戻す」
～短期集中通所サービス
を中心とした介護予防の

取組～

認知症の人とともに
暮らすまちづくり

～宇治市認知症施策～

千葉県松戸市
福祉長寿部

参事監　中沢　豊

大阪府寝屋川市
福祉部高齢介護室
係長　瀬戸　健太

【大教室１】 【大教室１】 【3A～3E】 【3A～3E】【大教室１】

代表取締役
津金澤　寛

つばさグループ　株式会社
オールプロジェクト

班別討議

※

10/7 水

【演習】 【課外演習】

介護保険制度における市町村の役割 地域包括ケアシステム
の最新動向

(14：25-17：30)
班別討議

千葉県流山市健康福祉部
部長　早川　仁

一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構
研究部主席研究員兼研究総務部次長　服部　真治

【大教室１】 【3A～3E】 【3A～3E】

1時限
（9：25-10：35）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

10/5 月

11:00- 受付 【講義】

10/6 火

【講義】 【講義】 【課外演習】
介護保険事業計画の策定を考える～制度改正を見据えて～ 権利擁護の観点から

【大教室１】

【講義】 【講義】

(36)介護保険実務～制度と運用～

3時限
（13：00-14：10）

研修担当

【大教室１】

一般財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構
研究部主席研究員兼研究総務部次長　服部　真治

厚生労働省老健局介護保険計画課
計画係長　荒井　崇宏

【大教室１】 【大教室１】
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（敬称略）

月日 曜日

（敬称略）

月日 曜日

14:00- 16:00- 開講・
受付 開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

【講義】 【事例紹介】

“健康・予防 日本一のま
ち藤枝”づくり～健康寿命
をのばそう!アワードの受

賞から次の展開へ～

日本相談支援専門員協会 障がいのある人と援助者でつくる日本グループホーム学会　副代表
顧問　福岡　寿 　荒井　隆一

【JIAMホール】 【JIAMホール、4A～4E】 【4A～4E】

12/4 金

【演習】 14:10-14:40
発表・質疑応答・講評

社会福祉法人ロザリオの聖母会　ナザレの家あさひ　所長
障がいのある人と援助者でつくる日本グループホーム学会　副代表　

荒井　隆一

【JIAMホール】

12/3 木

【講義】 【演習】
障がい者の自立支援

～市町村に求められていること～
グループ討議 （グループ討議）

社会福祉法人ロザリオの聖母会　ナザレの家あさひ　所長

【課外学習】

12/2 水

【講義】 【講義】 【事例紹介】 【課外学習】
鹿児島市における

地域生活支援拠点等の
体制について

当事者の視点から
～障害があっても自分ら
しく地域で暮らしたい～

（グループ討議）

大塚　晃 社会福祉法人ゆうかり ピアカウンセラー 社会福祉法人シンフォニー

理事長　水流　源彦 見形　信子 理事長　村上　和子

【JIAMホール】 【JIAMホール】 【JIAMホール】 【JIAMホール】 【4A～4E】

障がい児支援とその取組

上智社会福祉専門学校

まちで働く・まちで暮
らす～地域共生社会を

目指して～

【事例紹介】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

2時限
（10：50-12：00）

【講義・演習】

東京都八王子市医療保険部成人健診課
主査　新藤　健

株式会社キャンサースキャン
代表取締役　福吉　潤

【中教室４】 【中教室４】

11/27 金

【演習】 14:10-14:40
健康寿命延伸のための施策立案

（発表・講評・まとめ）
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

課外
(17：00-)

11/25 水

11:00- 受付

東京都健康長寿医療センター研究所
東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター

グループ統括　倉岡　正高

1時限
（9：25-10：35）

11/30 月

12/1 火

【講義】 【講義】 【課外学習】
障がい者福祉政策の概要 障がい者の権利擁護

11/26 木

【事例紹介】 【講義】

課外
(17：00-)

(38)障がいのある人への自立支援

(37)住民の健康を考える～健康寿命を延ばすために～

静岡県藤枝市
健康福祉部健やか推進局

健康企画課
係長　松浦　大樹

【中教室４】 【中教室４】

【中教室４】

東京都健康長寿医療センター研究所
東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター

グループ統括　倉岡　正高

行動変容を促す
仕掛け

健康寿命延伸に向けた
地方自治体の取組と役割

滋賀医科大学
臨床看護学講座（成人看護学）

教授　宮松　直美

（グループ討議）
一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会 認定特定非営利活動法人DPI日本会議

常務理事兼事務局長　又村　あおい 議長補佐　崔　栄繁

【JIAMホール】

【課外演習】
大腸がん検診・精密検査
受診率向上事業における

SIBモデルの導入

健康寿命延伸のための施策立案
（グループワーク）

12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

【4A～4E】【JIAMホール】

3時限
（13：00-14：10）
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Ⅳ　幹部職員等研修

（敬称略）

月日 曜日

　

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

チームビルディング～メンバーの合意形成のために～

7/17 金

【課題演習】 14:25-14:55

オフィス・ウスイ　代表　臼井　純子

【中教室２】

（9:25-14:25）
発表・講評・ふりかえり

法政大学経営大学院イノベーション・マネジメント研究科
　教授　高田　朝子 オフィス・ウスイ　代表　臼井　純子

7/16 木

【講義･演習】 【課題演習】 【課外学習】
グループ討議

【中教室２】 【中教室２】 【3A～3C】

組織マネジメント～リーダーシップを発揮するために～ プレゼンテーションスキル・グループ討議

代表取締役社長　田中　正博

【中教室２】 【3A～3C】 【中教室２】 【3A～3C】

【講義・演習】 【課題演習】 【講義・演習】 【課外学習】
自治体の危機管理 グループ討議

～クライシス・コミュニケーションを中心として～

株式会社田中危機管理広報事務所 研修担当 株式会社ICB　代表取締役　瀧井　智美

グループ討議 働き方改革とワークライフバランス

【中教室２】 【中教室２】 【中教室２】 【3A～3C】

7/14 火

【講義･演習】 【講義】 【課題演習】 【課外学習】
女性リーダーへの

メッセージ
オリエンテーションと

グループ討議
グループ討議

株式会社ONDO　代表取締役　谷　益美 愛知県名古屋市
副市長　伊東　恵美子 研修担当

7/13 月

【講義】

これからの自治体職員に
求められること
大阪府四條畷市
市長　東　修平

【中教室２】

13:00- 受付

開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

(1)第１回女性リーダーのためのマネジメント研修

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
（17：00-)

7/15 水

（15:30-17:10）14:45- 開講・
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（敬称略）

月日 曜日

　

14:25-14:55
ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

（敬称略）

月日 曜日

入寮オリエンテーション

11:00- 受付
12:30- 開講・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

10/9 金

【講義・演習】 14:10-14:40
施策立案のためのデータの読み方 ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

大阪大学大学院国際公共政策研究科

教授　小原　美紀

【大教室２】

5時限
（15：50-17：00）

10/7 水

【講義】 【講義】
（13：00-14：30） （14：45-17：20）

これからの自治体運営 ウィズコロナ時代の働き方と
東京大学 リーダーシップ

先端科学技術研究センター 人事院公務員研修所
教授　牧原　出 客員教授　高嶋　直人

【大教室２】 【大教室２】

12/4 金

【課題演習】
(9:25-14:25)

発表・講評・ふりかえり
オフィス・ウスイ　代表　臼井　純子

【大教室１】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

12/3 木

【講義･演習】 【課題演習】 【課外学習】
チームビルディング～メンバーの合意形成のために～ プレゼンテーションスキル・グループ討議 グループ討議
アウェイクナーコーチングオフィス　代表　岡崎　克哉 オフィス・ウスイ　代表　臼井　純子

【大教室２】 【大教室１、3A～3E】 【3A～3E】

12/2 水

【講義・演習】 【課題演習】 【講義・演習】 【課外学習】
自治体の危機管理 グループ討議 働き方改革とワークライフバランス グループ討議

～クライシス・コミュニケーションを中心として～

有限会社エンカツ社　代表取締役社長
横浜国立大学　非常勤講師

失敗学会　理事　宇於崎　裕美

【大教室１】 【3A～3E】 【大教室２】 【3A～3E】

12/1 火

【講義･演習】 【講義】 【課題演習】
女性リーダーへの オリエンテーションと グループ討議

メッセージ グループ討議
大阪府豊中市

株式会社キャリ・ソフィア　代表取締役　木山　美佳 副市長　足立　佐知子 研修担当

【大教室１】 【大教室１、3A～3E】 【3A～3E】

これからの自治体職員に
求められること
大阪府寝屋川市

市長　広瀬　慶輔

【大教室１】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
（17：00-)

13:00- 受付
14:45- 開講・
開講オリエンテーション

(15:30-17:10)

課外
(17：00-)

【課外学習】
組織マネジメント

～リーダーシップを発揮するために～

11/30 月

【講義】

【大教室２】

(2)第２回女性リーダーのためのマネジメント研修

10/8 木

【講義・演習】 【講義・演習】
チームワークで成果を上げる メンバーの力を引き出すコミュニケーション

一般社団法人チーム力開発研究所 株式会社ONDO
理事　青島　未佳 代表取締役　谷　益美

【大教室２】 【大教室２】

研修担当 株式会社ICB　代表取締役　瀧井　智美

(3)中堅職員リーダー研修
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（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

※　特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所　理事長（相馬市　復興顧問）　上　昌広

10/14 水

11:00- 受付 【講義】 【講義】
12:30- 開講・ 管理職の役割と責任 自治体の危機管理

～東日本大震災に学ぶ
事態対応と復興～

開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション 早稲田大学政治経済学術院
教授　稲継　裕昭 ※

木

【講義・演習】 【講義・演習】
自治体の危機管理 組織マネジメントとリーダーシップ

宇於崎　裕美

【大教室１】 【大教室２】

横浜国立大学　非常勤講師
失敗学会　理事

10/16 金

【講義・演習】 14:10-14:40
ダイバーシティ時代の組織づくり

株式会社ICB　代表取締役　瀧井　智美

【大教室２】

～クライシス・コミュニケーションを中心として～
有限会社エンカツ社　代表取締役社長 株式会社宙　代表取締役　栗栖　佳子

【大教室１】 【大教室１】

課外
(17：00-)

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

(4)シニアマネジャー研修～ダイバーシティの視点から～

10/15
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Ⅴ　市町村長・議員等研修

（敬称略）

月日 曜日

12:15-12:30 
閉講・事務連絡

（敬称略）

月日 曜日

入寮オリエンテーション

12:20-12:35
閉講・事務連絡

【講堂】 【講堂】

10/30 金

【講義】 【講義】
(9:00-10:30) (10:45-12:15)
持続可能な

京都のまちづくり
～SDGsの達成へ
挑戦と改革～

荒ぶる災害に向かい
合うこれからの防災

東京大学大学院
情報学環　特任教授

片田　敏孝
京都府京都市

市長　門川　大作

【講堂】

アートで地域社会の縁結び地域自立応援
施策の動向

内閣府
地方創生推進室

次長　吉添　圭介

総務省
地域力創造グルー
プ地域自立応援課
課長　角田　秀夫

浅野　菜生子
（ピアノ）

東京藝術大学大学院
国際芸術創造研究科長・

教授　熊倉　純子

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

10/29 木

11:00- 受付 【講義】 【講義】 【講義】 【ミニコンサート】
12:30- 開講式・ (13:00-14:00) (14:10-15:10) (15:20-16:50) (17:10-18:10)
開講オリエンテーション 地方創生をめぐる

最近の動向
廣田　美穂

（ソプラノ）

(1)市町村長特別セミナー「地域経営塾」

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

10/5 月

10/6 火

【講義】 【講演】
(9:00-10:30) (10:50-12:20）

【講堂、JIAMホール】

 大災害は市役所の
実力テスト

岡山県総社市
市長　片岡　聡一

株式会社minitts　代表取締役

（佰食屋オーナー）中村　朱美

逆境に負けない強い組織の在
り方～withコロナafterコロ

ナの時代に向けて～

―想定外は起きる
復興庁顧問（元事務次官） 東京大学大学院工学系研究科

教授　森川　博之岡本　全勝

デジタルが社会・産業
・経済・地方を変える

(2)トップマネジメントセミナー～危機を乗り越え新しい時代へ～

11:00- 受付 【講演】 【講演】 16:35
（13:15-14:45） (15:05-16:35)

       日程説明 東日本大震災から学んだこと
13:00- 開講式

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

【講堂】
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（敬称略）

月日 曜日

12:20-12:35
閉講・事務連絡

※　電気通信大学　副学長（広報担当）／電気通信大学大学院情報理工学研究科／人工知能先端研究センター　教授　坂本　真樹

（敬称略）

月日 曜日

16:35-
入寮オリエンテーション

12:20-12:35
閉講・事務連絡

※1　一般社団法人持続可能な地域社会総合研究所 　所長/代表理事　藤山　浩

※2　一般社団法人JA共済総合研究所　主席研究員/一般社団法人日本農福連携協会　顧問　濱田　健司

前高知県梼原町長

10/2 金

【講義】 【講義】
（9:00-10:30） （10:50-12:20）
農福連携の意義と 人を起点として、持続可能な
その先について 事業をつくる。～伴走型コン

サルティング会社の挑戦～
※2 株式会社さとゆめ

代表取締役社長　嶋田　俊平

【講堂】 【講堂】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

10/1 木

11:00- 受付 【講義】 【講義】
（13:15-14:45） （15:05-16:35）

       日程説明 持続可能な地域社会の創り方 梼原町のまちづくり
～住民・議員・行政による ～生きるしくみをつくる

仕組みづくり～ ために、考え方を変えよう～

矢野　富夫

【講堂】 【講堂】

11/20 金

【講義】 【講義】
(9:00-10:30) (10:50-12:20）

これからの日本に Society5.0時代の到来
求められる社会保障の

あり方について
慶應義塾大学経済学部
教授　井手　英策

【講堂】 【講堂】

※

内閣府地域活性化伝道師・
※1

課外
(17：00-)

11/19 木

11:00- 受付 【講義】 【講義】 16:45-
13:00- 開講式 （13:15-14:45） (15:05-16:35) 入寮オリエンテーション
       日程説明 地域発の生きた政策 地方自治体におけるAI

元全国市長会　会長

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

(3)第２回市町村議会議員特別セミナー

(4)町村議会議員特別セミナー

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

森　民夫 教授　稲継　裕昭

13:00- 開講式

【講堂】 【講堂】

・RPAの導入と今後の展開
／筑波大学　客員教授 早稲田大学政治経済学術院
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（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:15
閉講・事務連絡

（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:15
閉講・事務連絡

九州大学
名誉教授　尾形　裕也

中京大学現代社会学部
教授　松田　茂樹

【講堂】 【講堂】 【講堂】 【講堂】

山口大学大学院医学系研究科

7/22 水

【講義】
地域福祉における住民との連携
日本福祉大学福祉経営学部

教授　後藤　澄江

教授　山根　俊恵
淑徳大学コミュニティ政策学部

学部長・教授　鏡　諭

【講義】
(9:00-10:30) (10:45-12:15) (13:30-15:15) (15:30-17:15)
地域医療の ひきこもりにおける

地域支援の真価
介護保険と

地域包括ケアシステム
地域における子育て支援
－少子化対策の視点から現状と課題

帝京大学法学部　教授　井川　博

【講堂】

【演習】
発表・意見交換・講評

(9:00-12:00)

11:00- 受付 【講義】 【演習】
12:30- 開講式・ 社会保障制度の動向と

地域の「しんがり」としての市町村
意見交換

開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

【講義】 【講義】

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

7/20 月
慶應義塾大学経済学部　教授　駒村　康平

【講堂】 【大教室１・２、中教室３】

7/21 火

【講義】

課外
(17：00-)

【大教室１・２、中教室３】

新潟大学経済科学部　教授　宍戸　邦久

8/21 金

課外
（17：00-）

11:00- 受付
12:30- 開講式・

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

法制執務の基本

【講義】 【講義】 【演習導入】
(13:00-14:30) (14:45-16:25) (16:40-17:00)

開講オリエンテーション 地方議員と政策法務

8/20 木

【演習】 【課外演習】
条例立案演習

帝京大学法学部　教授　井川　博
新潟大学経済科学部　教授　宍戸　邦久

【講堂】

8/19 水 入寮オリエンテーション 帝京大学法学部 新潟大学経済科学部 帝京大学法学部

【講堂】【講堂】

(5)市町村議会議員研修［３日間コース］社会保障・社会福祉

(6)市町村議会議員研修［３日間コース］地方議員のための政策法務～政策実現のための条例提案に向けて～

【講堂】

教授　井川　博 教授　宍戸　邦久 教授　井川　博
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（敬称略）

月日 曜日

13:45-14:00
閉講・事務連絡

（敬称略）

月日 曜日

12:00-12:15
閉講・事務連絡

地方分権時代の中で地方自治体に期待される役割 地方自治の展望
内閣府地方分権改革推進室
 参 事 官 　園田　雄二
参事官補佐　渡辺　剛史
　主　査　　小木　健介

同志社大学政策学部・大学院
総合政策科学研究科
教授　野田　遊

【講堂、大教室１、中教室２・３】 【講堂】

10/23 金

【講義】
分権時代における地方議員のあり方

明治大学政治経済学部
地域行政学科長・教授　牛山　久仁彦

【講堂】

【講堂】【講堂】

【講義】

2時限
（10：50-12：00）

11:00- 受付

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

【講義】

開講オリエンテーション 地方行政をめぐる最近の動向 ミライのフツーを目指した
まちづくり

～職員力・組織力の強化による
更なる地方分権改革の推進～

入寮オリエンテーション

総務省自治行政局
行政経営支援室長

田中　良斉 愛知県豊田市長　太田　稔彦

【JIAMホール】

よくある質問その２ よくある質問その３

社会保障給付増を
交付税は支え切れるか

経常収支比率は
80％が適切か

関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部
教授　小西　砂千夫

【JIAMホール】

3時限
（13：00-14：10）

1時限
（9：25-10：35）

副市長　松木　茂弘
兵庫県川西市

【講義】 【講義】
地方財政制度の基本 地方財政の

よくある質問その１
臨時財政対策債は本当に
確実に償還できるか

関西学院大学大学院経済学研究科・人間福祉学部
教授　小西　砂千夫

ふりかえり

10/21 水

10/22 木

【講義・演習】 【講義】
(9:25-15:10) (15:25-17:35)

【JIAMホール】

開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション

【事例紹介】 【講義・演習】 【演習】
財政健全化における川西市の取組 自治体財政診断の考え方と手法 意見交換

関西学院大学大学院
経済学研究科

・人間福祉学部
公益財団法人アイヌ民族文化財団

(前北海道総合政策部地域創生局　地域づくり担当局長)

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

11:00- 受付

10/13 火

12:30- 開講式・

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

課外
(17：00-)

12:30- 開講式・ (13:00-15:15) (15:30-17:00)

(7)市町村議会議員研修［３日間コース］地方財政制度の基本と自治体財政

(8)市町村議会議員研修［３日間コース］地方分権と自治体の行政改革

10/14

専務理事・事務局長　今井　太志 教授　小西　砂千夫

【JIAMホール】 【大教室２、中教室２・３】

10/15

水

木

【講義】 【講義】
(9:00-10:10) (10:25-11:35)
地方財政の 地方財政の

【演習】
(12:35-13:45)
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（敬称略）

月日 曜日

14:45-15:00　
閉講・事務連絡

※1　跡見学園女子大学観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科　教授　鍵屋　一

※2　防災企業連合関西そなえ隊事務局　湯井　恵美子

（敬称略）

月日 曜日

15:00-15:15
閉講・事務連絡

（敬称略）

月日 曜日

14:10-14:25
閉講・事務連絡

※1　※2

8/25 火

【講義】 【演習】

財政の現状把握～地方公会計の活用～ 意見交換会・質疑・まとめ
武庫川女子大学経営学部
教授　金﨑　健太郎

【講堂】 【中教室１～３】

(9:25-11:35) (12:40-14:10)

8/24 月

11:00- 受付 【講義】 【講義】 【演習】
12:30- 開講式・ （13:00-14:00） (14:15-16:30) (16:45-17:30)

開講オリエンテーション 自治体予算の原則 歳入予算の基礎とそのチェックポイント 意見交換会
入寮オリエンテーション

教授　金﨑　健太郎

(11)市町村議会議員研修［２日間コース］自治体予算を考える

7/2 木

【講義】 【講義】
(9:25-11:30) (12:30-15:00)

理論編：決算審査の 実践編：行政評価等を
新しいアプローチ 用いた決算審査の実践

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科
教授　稲沢　克祐

【講堂】 【講堂】

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

【講堂】 【中教室１～３】

課外
(17：00-)

1時限
（9：25-10：35）

武庫川女子大学経営学部
歳出予算の基礎とそのチェックポイント

課外
(17：00-)

7/1 水

11:00- 受付 【講義】 【演習】
12:30- 開講式・ 決算の意義と審査のポイント (15:50-18:00）
開講オリエンテーション 決算審査の実践
入寮オリエンテーション 関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科

教授　稲沢　克祐

【講堂】 【講堂】

5時限
（15：50-17：00）

1時限
（9：25-10：35）

災害への備えと危機管理

災害時における

議会BCPの策定

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

【講堂】 【講堂、大教室１・２】 【講堂】

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

災害時、復旧・復興期の議員の役割

跡見学園女子大学観光コミュニティ
学部コミュニティデザイン学科

※1　※2

(10:25-11:30、12:30-13:35) (13:45-14:45)

東京大学生産技術研究所　教
授　兼　東京大学社会科学研

究所　特任教授 　※1

栃木県足利市議会
議員　栗原　収

教授　鍵屋　一
防災企業連合関西そなえ隊事務局

(10)市町村議会議員研修［２日間コース］第２回自治体決算の基本と実践～行政評価を活用した決算審査～

1/8 金

【事例紹介】 【講義・演習】 【講義】

ふりかえりとまとめ

コーディネーター：※1 湯井　恵美子

加藤　孝明

5時限
（15：50-17：00）

(9)市町村議会議員研修［２日間コース］第２回防災と議員の役割

課外
(17：00-)

・検証・改正～

足利市の取組～

1/7 木

11:00- 受付 【講義】 【講義】 【演習】
12:30- 開講式・ (13:00-14:30) (14:45-15:55) (16:10-17:30）
開講オリエンテーション 平時の防災と

議員の役割
平時の防災と
議員の役割入寮オリエンテーション

【講堂】 【講堂】 【大教室１・２】

(9:00-10:10)
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（敬称略）

月日 曜日

15:00-15:15
閉講・事務連絡

※1　早稲田大学マニフェスト研究所　事務局長　中村　健

（敬称略）

月日 曜日

閉講・事務連絡

（敬称略）

月日 曜日

ふりかえり、研修アンケート記入、閉講

【JIAMホール】 【JIAMホール】

徳島県那賀町議会事務局

事務局長　岡川　千歳

取組について 取組について 議事課　課長　杉町　純子

【講義】

※　有限責任監査法人トーマツ　行政経営推進室　サブリーダー・公認会計士　小室　将雄

1時限
（9：25-10：35）

2時限
（10：50-12：00）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

7/8 水

11:00- 受付 【講義】
12:30- 開講・ 議会運営について
開講オリエンテーション

7/10 金

【講義・演習】 14:10-14:40
条例修正について～基本と実践～

元相模女子大学　教授　松下　啓一

【JIAMホール】

7/9 木 新潟県立大学国際地域学部 兵庫県明石市議会議会局 徳島県那賀町議会事務局

准教授　田口　一博 議事課　課長　杉町　純子 事務局長　岡川　千歳

コーディネーター：新潟県立大学国際地域学部　准教授　田口　一博

【事例紹介】 【事例紹介】 【意見交換】
議会改革の現状と課題 明石市議会議会局の 那賀町議会事務局の 兵庫県明石市議会議会局

全国町村議会議長会　町村議会議員共済会　業務部
入寮オリエンテーション 参事　小西　正太

【JIAMホール】

【講堂】 【講堂】

1/14 木

【演習】 【講義】 13:45-14:00
(9:00-11:35) (12:35-13:45)

財政指標分析に関する演習 演習のまとめと
今後の自治体財政の

ポイント有限責任監査法人トーマツ　行政経営推進室
サブリーダー・公認会計士　小室　将雄 ※

【大教室２、中教室２・３】 【講堂】

1/13 水 現状と健全化法の概要～ 有限責任監査法人トーマツ
関西学院大学専門職大学院 行政経営推進室

経営戦略研究科 サブリーダー・公認会計士
教授　稲沢　克祐 小室　将雄

【講義】 【講義】
(13:00-14:30) (14:45-17:00)

開講オリエンテーション 地方自治体の財政運営と
議員の役割～地方財政の

自治体財政指標の見方
入寮オリエンテーション

※2　滋賀県大津市議会局長・早稲田大学マニフェスト研究所　招聘研究員　清水　克士
※3　兵庫県西脇市議会　議員　林　晴信
※4　北海道福島町議会　議長　溝部　幸基

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

(13)市町村議会議員研修［２日間コース］自治体財政の見方～健全化判断比率を中心に～

2時限
（10：50-12：00）

11:00- 受付
12:30- 開講式・

11/5 木

【事例紹介・演習】 【演習】
住民参加・情報公開を進める取組② 各議会における今後の議会改革推進の検討
(9:00-9:30) (9:30-10:45) (11:00-11:40) (12:40-15:00)
（事例紹介） (質疑応答) （進め方説明） （ダイアログ・発表・講評）

※1　※4 ※1

【講堂】 【講堂、中教室１～４、JIAMホール】

11/4 水

【講義】 【講義】 【事例紹介・演習】
(13:00-14:00) (14:15-15:30) 住民参加・情報公開を進める取組①

｢議会改革度調査」
から見る地方議会

議会を改革する
意義は何か？

(15:45-16:15) (16:15-17:30)
（事例紹介） （質疑応答）

※1 ※2 ※1　※3

【講堂】

1時限
（9：25-10：35）

3時限
（13：00-14：10）

4時限
（14：25-15：35）

5時限
（15：50-17：00）

課外
(17：00-)

(12)市町村議会議員研修［２日間コース］議会改革を考える～先進事例に学ぶ住民参加・情報公開～

(14)市町村議会事務局職員研修

2時限
（10：50-12：00）

11:00- 受付
12:30- 開講式・
開講オリエンテーション

入寮オリエンテーション
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