
オンライン講座
カタログ

自治体職員向け 

コロナ対応・デジタルシフトをはじめ、
新時代には、新たな知識・スキルが必須です。

広報

デジタル

観光

まちづくり

公務員の共通スキル

災害対策

土地評価

採用

介護保険

水道事業

受講自治体職員の

同僚におすすめしたい
研修と回答

95%が

※2020年11月実施研修
アンケート結果より

2021 春

オンライン講座概要

①月刊事業構想 購読会員*　20,000円（税別）　 ②非会員　25,000円（税別）　
③団体料金　5名まで50,000円（税別）、9名まで75,000円（税別）、10名以上は個別ご相談
*事業構想オンラインでご購読いただいている方　www.projectdesign.jp

参加費
〈各講座〉

テキストデータ・受講証納品物

https://www.mpd.ac.jp/events/20210301/詳細
お申込み

〒107-8418　東京都港区南青山3-13-18　313南青山４階
事業構想大学院大学　オンライン講座 担当事務局
TEL： 03-6278-9031　FAX：03-3478-8410　e-mail： mpd-kouza@sentankyo.ac.jp

お問い
合わせ

zoomを活用したオンライン相互中継形 態

Q&A
受講形式は
完全オンラインでしょうか？Q1

はい、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを
考え、完全オンラインでの開催となります。A1

入金スケジュールは
どのようになっていますか？Q2

ご請求書 …… 講座開催月末にお送りいたします。
ご入金 ……… 実施月の末日にご請求書をお送りし、
   翌月末日にご入金となります。

A2

準備物はありますか？Q3
インターネット環境につながっている
パソコンをご用意いただくほか、テキストデータを
事前にお送りする場合は印刷をお願いいたします。

A3

オンライン講座の視聴URLを
事前に確認可能ですか？Q4 はい、事前に視聴URLをお送りいたしますので、

環境テストをしていただくことが可能です。A4

講師への質問は可能ですか？Q5 はい、時間の許す限り、講座中にチャットや口頭で
お気軽にご質問いただけるようになっております。A5

開催時間 各日程  13：00 〜 16：30

今後の講座のご案内について、メールでのお知らせをご希望の方は
こちらよりご登録をお願いいたします。
https://www.mpd.ac.jp/events/mpd-onlinekouza/

メール
ご案内

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 事業構想研究所主催



デジタル

広報

観光

まちづくり

2021

2.16
（火）

広報課ほか
総務課、秘書課

リスクマネジメント概論とクライシス・コミュニケーション
宇於崎 裕美（有限会社エンカツ社 代表取締役、東京消防庁広報公聴アドバイザー）

P.5

2021

2.19
（金）

広報課ほか
コロナウイルス感染症対策で広報スキル
の早急な向上が必要な自治体職員

自治体におけるコロナ禍の広報とデザイン作成術
～広報広聴課および発信業務に即役立つ実務～
佐久間 智之（元埼玉県三芳町 秘書広報室、PRDESIGN JAPAN代表取締役）

P.5

2021

3.4
（木）

広報課ほか
コロナウイルス感染症対策で広報スキル
の早急な向上が必要な自治体職員

公務員に必要なデザインとSNS発信・情報の伝え方
～動画撮影・編集 初級～
佐久間 智之（元埼玉県三芳町 秘書広報室、PRDESIGN JAPAN代表取締役）

P.6

2021

2.8
（月）

情報システム課ほか
マイナンバー担当課

自治体職員のためのマイナンバー基礎講座
～安全管理・個人情報保護～
安岡 孝一（京都大学人文科学研究所附属 東アジア人文情報学研究センター 教授）

P.6

2021

2.26
（金）

情報システム課ほか
自治体DX担当者

DX担当者等のための自治体DX基礎講座
～磐梯町デジタル最高責任者から学ぶ、考え・行動に繋がるDXとは～
菅原 直敏（福島県磐梯町CDO、一般社団法人Publitech 代表理事）

P.7

2021

1.18
（月）

観光課ほか
観光協会、DMO

域内観光のすすめ～となりの町からどう呼ぶのか～
田中 章雄（株式会社ブランド総合研究所 代表取締役）

P.7

2021

2.4
（木）

スポーツ振興課ほか
企画課、観光課

スポーツ地域マネジメント～稼ぐ地域のつくり方～
原田 宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授）

P.8

2021

2.8
（月）

企画課ほか
観光課、観光協会、DMO

コロナ禍における総合戦略・地域振興計画
～域内消費が10％あがる戦略の立て方～
山田 桂一郎（政府認定観光カリスマ、北海道大学・和歌山大学 客員教授）

P.8

2021

1.20
（水）

まちづくり課ほか
まち整備課、都市計画課

公共施設の最適化～ハコモノからまちのリノベーション～
堤 洋樹（前橋工科大学建築学科 准教授、会津若松市・港区・目黒区アドバイザー）

P.9

2021

2.3
（水）

まちづくり課ほか
環境課、エネルギー課、上下水道課、
土木課

シュタットベルケから学ぶエネルギー事業を活かした日本のまちづくり
諸富 徹（京都大学大学院 地球環境学堂、経済学研究科 教授）

P.9

2021

2.10
（水）

都市整備課ほか
まちづくり課、企画課、市民協働課

人口縮小におけるまちづくり
服部圭郎（龍谷大学政策学部 教授、日本都市計画学会、地域活性学会 等）

P.10

2021

2.15
（月）

都市整備課ほか
まちづくり課、企画課、
ひと・まち・しごと関連部署

ニューノーマル時代のコンパクトシティを考える
～移住・定住・二地域居住にマッチするまちづくりとは～
谷口守（筑波大学 システム情報系社会工学域 教授）

P.10

2021

2.18
（木）

市民協働課ほか
地域自治（RMO）、
地域づくり等に関心のある自治体職員

市民協働による地域づくりと自治体職員の役割
～エンパワーメント支援への変革～
櫻井 常矢（総務省 地域力創造アドバイザー、山口市・西条市アドバイザー）

P.11

オンライン講座一覧
各日程13：00 〜 16：30で実施

災害対策

土地評価

採用

介護保険

水道事業

公務員の共通スキル
2021

1.29
（金）

会計課ほか
企画課、会計課、財政課、
管財課、総合政策課

政策立案時に考えるコスト計算と事業評価の基本 
【総務省地方公会計マニュアル準拠】
中村元彦（中村公認会計士事務所 所長）

P.11

2021

2.8
（月）

公務員全般
主に総務課、職員課、人事課等

メンタルヘルスに関する実務上の問題と留意点
柊木野一紀（石嵜・山中総合法律事務所 弁護士）

P.12

2021

2.12
（金）

公務員全般
主に企画課、人事課、総務課、
研修担当課、住民協働課

「若手職員向け(管理職視点を加えた)問題発見・問題解決」講座
～視点をステップアップさせ、自ら提案できる人財になる～
加藤 奈穂子（株式会社ヒューマンエナジー 代表取締役）

P.12

2021

2.17
（水）

公文書作成に関わる方ほか
総務課、人事課、企画課等

実務に役立つ公文書作成のルール
小川 晶太郎（元埼玉県職員、中小企業診断士、ソトツネコンサルティング代表）

P.13

2021

2.22
（月）

市民課、住民説明担当ほか
誤解を生まないコミュニケーションを
学びたい方

対住民に向けた伝わるコミュニケーション講座
福田 賢司（株式会社話し方研究所 代表取締役社長）

P.13

2021

1.19
（火）

災害対策課ほか
危機管理課、防災課、
地域防災課、総務課

災害における最適なリスクコミュニケーション講座
～もしもの際の情報伝達、避難場運営～
矢守 克也（京都大学防災研究所、京都府危機管理アドバイザー）

P.14

2021

2.19
（金）

災害対策課ほか
防災課、危機管理課、情報システム課

AIによる防災対策から紐解く自治体防災の在り方
～災害情報収集・分析・提供の新しい姿～
福島 直央（AI防災協議会 事務局長、LINE株式会社 公共政策室 室長）

P.14

2021

2.25
（木）

災害対策課ほか
危機管理課、防災課、
地域防災課、総務課

今自治体が進めるべき大規模災害対策講座
～過去大規模災害を通した新提案～
室﨑 益輝（兵庫県立大学 減災復興政策研究科 教授）

P.15

2021

2.5
（金）

管財課ほか
用地課

公共用地の取得における土地評価の実務
～画地の認定から土地評価まで～
難波 里美（株式会社難波不動産鑑定 代表取締役、不動産鑑定士、補償業務管理士）

P.15

2021

2.16
（火）

区画整理課ほか
市街地整備課、都市整備課、
都市計画課、区画整理課

区画整理の基礎理論
～今さら聞けない区画整理のなぜ？～
駒形 正三（街づくりサポート株式会社 代表取締役）

P.16

2021

2.18
（木）

人事課ほか
人事委員会の採用担当者

自治体の職員採用戦略
大谷 基道（元茨城県庁職員、獨協大学 法学部総合政策学科 教授）

P.16

2021

2.9
（火）

介護保険担当課ほか
高齢福祉課、地域包括ケア担当課

介護保険担当職員等のための居宅サービス計画書の確認実務講座
～実地指導、ケアプラン点検に必要な知識～
後藤 佳苗（一般社団法人あたご研究所 代表理事）

P.17

2021

2.19
（金）

下水道事業・簡易水道事業
担当課

下水道事業等地方公営企業法適用の基礎講座
布目 剛（総務省公営企業経営アドバイザー、ぬのめ会計事務所 所長）

P.17

講座の詳細
https://www.mpd.ac.jp/events/20210301/

自治体研修　事業構想 検索詳細はWebをご覧ください
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拝啓
　平素は格別のご高配をいただき心から感謝申し上げます。いつも月刊事業構想や
オンラインフォーラムをはじめとして、大変お世話になっております。

　この度、学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学 事業構想研究所では、自治体
職員の皆様に特化した、オンライン講座を開講することとなりましたので、お知らせい
たします。

　コロナ禍をきっかけとし、オンライン会議が常態化されましたが私共はいち早く、
オンラインフォーラム、オンラインセミナーを開催し、全国の自治体首長・職員様に
役立つ、デジタル施策やコロナ対策、地域活性化施策等をお届けしてきました。

　今回のお知らせに先行して、広報や観光分野等において、有料のオンライン研修
プログラムを提供して参りました。そうしたところ、他の分野やテーマに広げてほしい、
より掘り下げたプログラムを組んでほしいなどのご要望をいただきました。

　そこで、変化の時代を捉え、今、自治体職員様にとって必要とされているスキルや、
デジタルを始めとした新たな知見の獲得に特化して、研修プログラムを提供いたします。

　従来は、東京を始めとした大都市圏でしか提供していませんでしたが、本オンライン
講座では、距離の制約がなくなり、提供が可能となりました。これを機会に、是非、
受講していただければ幸いです。

　また、本学・事業構想大学院大学および社会情報大学院大学の修士課程は、出願
時期となっておりますので、こちらも合わせてご検討いただければ幸いです。

　末筆ながら貴自治体の一層のご発展をお祈り申し上げます。
敬具

２０２１年１月吉日

自治体職員向け 

オンライン講座のご案内

 自治体職員向け オンライン講座

広報課ほか　総務課、秘書課

宇於崎 裕美（有限会社エンカツ社 代表取締役、東京消防庁広報公聴アドバイザー）

2021.2.16 （火）　13:00 - 16:30

広報

市民の意識変化により、説明責任が問われる機会が急増しています。コロナ禍だけではなく、個人情報や入
札情報の漏洩、公共工事や公立病院での事故、教育現場でのいじめや役所でのハラスメント、失言や犯罪行
為等が発覚したときは記者会見だけではなく、クレーム対応やネット対応も行わなくてはなりません。本講座で
は、事件・事故の予防・対応・再発防止のためのリスクマネジメントと、いざというとき説明責任を的確に果
たすためのクライシス・コミュニケーションについて、事例を交えて解説します。また、実習によりその技術も学
んでいただきます。
 
1.リスクマネジメント概論〜定義や手順、危機管理との違いとは〜
2.クライシス・コミュニケーション〜メディア対応や成功事例・失敗事例〜
3.実践演習〜発表資料（ポジションペーパー）の作成・発表・解説〜

趣旨
内容

講師

対象

リスクマネジメント概論とクライシス・コミュニケーションテーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

広報課ほか　コロナウイルス感染症対策で広報スキルの早急な向上が必要な自治体職員

佐久間 智之（元埼玉県三芳町 秘書広報室、PRDESIGN JAPAN代表取締役）

2021.2.19 （金）　13:00 - 16:30

広報

公務員に必要な広報・デザインに関する基本を押さえます。その上で、トレンドの読み取りやアナログ・デジ
タルの活用、ナッジ理論について学びます。 
また、事例をもとにした広報のデザインスキルについて、Officeで作れて今すぐに業務で実行できる知識を身
につけます。

1.新型コロナウイルスで見えた行政・自治体の情報発信の課題
〜トレンドの読み取りやメディアの使い分け〜
2.公務員に必要な広報デザインスキルを学ぶ　〜コロナでの実例から〜
3.有事に活きる、平時に必要なOfficeで作れるデザインスキル
〜 Word、Excel、PowerPointで作れるチラシ・ポスター術〜

趣旨
内容

講師

対象

自治体におけるコロナ禍の広報とデザイン作成術
～広報広聴課および発信業務に即役立つ実務～

テーマ

詳細は
WEB参照
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 自治体職員向け オンライン講座

広報課ほか　コロナウイルス感染症対策で広報スキルの早急な向上が必要な自治体職員

佐久間 智之（元埼玉県三芳町 秘書広報室、PRDESIGN JAPAN代表取締役）

2021.3.4 （木）　13:00 - 16:30

広報

公務員に必要な広報・デザインに関する基本を押さえます。その上で、従来、使用してきた基本的な広報メディ
アの役割を明確にするとともに、現在、必須になりつつある、Facebook、Twitter、LINE、Instagram、YouTube
などのSNS上での発信の仕方、情報の伝え方などの利活用について学びます。また、その際に必要な動画撮
影・編集作業について、法令遵守やリスク管理の最新動向を踏まえて、すぐに業務で実行できる知識を身に
つけます。
基礎的な知識・スキルの習得から、シティプロモーションや観光、新型コロナウイルス対応や災害時対策など
の最新状況を含むものとなり、即実践に使えるプログラムとなっています。
1.公務員に必要なSNSと写真・動画、デザインのポイント
2.動画の事例
3.動画撮影・編集の基礎

趣旨
内容

講師

対象

公務員に必要なデザインとSNS発信・情報の伝え方
～動画撮影・編集 初級編～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

情報システム課ほか　マイナンバー担当課

菅原 直敏（福島県磐梯町CDO、一般社団法人Publitech 代表理事）

2021.2.26 （金）　13:00 - 16:30

デジタル

政府の骨太方針により、新型コロナウイルス感染症の下での「新たな日常」構築の原動力となるデジタル化へ
の集中投資・実装とその環境整備が示されるなか、自治体の計画や働き方に急激な変化が生じています。さ
らに2021年9月を目処にデジタル庁の設置やデジタルファースト宣言を出す自治体など、行政のデジタル化
に向けた動きが活発になっています。そのなかで、自身のまちでいかにDXを進めていくのか。今、求められる
DXについて知り、考え、行動につなげていくことができる講義を実施いたします。

1.自治体DXの現状
2.なぜ今、自治体職員がDX にかかる必要があるのか
3.自治体が進めるべきDXとは

趣旨
内容

講師

対象

DX担当者等のための自治体DX基礎講座
～磐梯町デジタル最高責任者から学ぶ、考え・行動に繋がるDXとは～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

情報システム課ほか　マイナンバー担当課

安岡 孝一（京都大学人文科学研究所附属 東アジア人文情報学研究センター 教授）

2021.2.8 （月）　13:00 - 16:30

デジタル

2015年10月に住民基本台帳の下でスタートしたマイナンバー制度は、5年目の節目を迎え、改革の時期
に入っています。コロナ禍の中2020年5月には、戸籍とマイナンバーの連携を可能にする改正がおこな
われ、在外邦人にもマイナンバーを付与すべく、通知カードが廃止されました。2021年3月には、マイ
ナンバーと健康保険制度の連携が本格化し、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。
2021年9月、デジタル庁の新設とともに、制度そのものが移管されるマイナンバー。
その制度は、どのように変容していくのでしょうか。過去の知識は、どの程度、役立つのでしょうか。
マイナンバー制度の過去・現在・未来について解説します。
1.マイナンバー制度の基本設計
2.マイナンバーカードの用途とその変容
3.住民基本台帳 vs 戸籍

趣旨
内容

講師

対象

自治体職員のためのマイナンバー基礎講座
～安全管理・個人情報保護～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

観光課ほか　観光協会、DMO

田中 章雄（株式会社ブランド総合研究所 代表取締役）

2021.1.18 （月）　13:00 - 16:30

観光

新型コロナウイルス感染症により、全国各地の観光業は大打撃を受け、その影響は自治体職員にも広がり大き
な課題となっています。
この状況を打開するためのは、近隣地区に向けた観光戦略である域内観光を活性化させることにあります。
今回の講座では、域内観光とはなにか、地域の魅力の底上げの秘訣とはなにか、今必要なスキルを身に付け
る内容となっております。

1.近隣県に向けた域内観光の概論
2.域内観光の活性化に必要なデータの見方
3.アンダーコロナ・アフターコロナにおいての観光戦略

趣旨
内容

講師

対象

域内観光のすすめ
～となりの町からどう呼ぶのか～

テーマ

詳細は
WEB参照
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 自治体職員向け オンライン講座

スポーツ振興課ほか　企画課、観光課

原田 宗彦（早稲田大学スポーツ科学学術院 教授）

2021.2.4 （木）　13:00 - 16:30

観光

【スポーツ地域マネジメント: 持続可能なまちづくりに向けた課題と戦略：学芸出版社】をテキストとして実施し
ます。スポーツを活かした持続的なまちづくりには、人材育成や環境整備、自然・文化などの地域資源を活用
した戦略的な誘客マネジメントが必要です。講座では、スポーツでいかに稼ぐ地域を作り出すか、最新の政策
動向に加え、国内外の先進事例からマーケティング手法やビジネスモデルなどの実践スキームを紹介し、行政
側で何ができるのかを学習します。
1.地域が直面する課題とスポーツの可能性
2.プロスポーツが地域で担う新たな役割
3.スポーツツーリズムの新しい展開
4.住む人を幸せにするこれからのスポーツまちづくり
5.地域スポーツを支える新しいマネジメント手法

趣旨
内容

講師

対象

スポーツ地域マネジメント
～稼ぐ地域のつくり方～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

まちづくり課ほか　まち整備課、都市計画課

堤 洋樹（前橋工科大学建築学科 准教授、会津若松市・港区・目黒区アドバイザー）

2021.1.20 （水）　13:00 - 16:30

まちづくり

財政が厳しい地方自治体において、豊かで持続的な生活や産業の基盤となる公共施設（ハコモノ＋インフラ）
の再整備を実現するために、整備計画の策定や実現の際に求められる公民連携や住民協働の概念、具体的
な空き家対策や団地再生などへの展開など、まちのリノベーションの進め方を施設マネジメントの視点から整
理する。
1.施設マネジメントから見た公共施設の最適化
2.整備計画における公民連携・住民協働の役割
3.事例から見た公共施設整備の進め方と展開
4.まちのリノベーションを進める要素
5.整備計画の策定や実施に求められる体制づくり
6.今後のまちづくりの方向性

趣旨
内容

講師

対象

公共施設の最適化
～ハコモノからまちのリノベーション～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

企画課ほか　観光課、観光協会、DMO

山田 桂一郎（政府認定観光カリスマ、北海道大学・和歌山大学 客員教授）

2021.2.8 （月）　13:00 - 16:30

観光

コロナ禍において、自治体が策定する総合戦略や地域振興計画には、より地域の持続と発展にフォーカスを当
てる考え方が必要となり、観光一つとっても海外誘客・マイクロツーリズム・ワーケーションなど様々な特色が
出ています。まちとしてどのようなビジョンで、だれが中心となって進めるのか、また域内の消費をどのように上
げていくのか。これらに取り組みたい方はぜひご参加ください。

1.総合戦略で示すべきビジョンと指標とは
2.コロナ禍でも域内消費を上げる戦略
3.地域マネジメントの進め方

趣旨
内容

講師

対象

コロナ禍における総合戦略・地域振興計画
～域内消費が10％あがる戦略の立て方～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

まちづくり課ほか　環境課、エネルギー課、上下水道課、土木課

諸富 徹（京都大学大学院 地球環境学堂、経済学研究科 教授）

2021.2.3 （水）　13:00 - 16:30

まちづくり

人口減少、地域経済の収縮、地価下落で将来の税収減が見込まれるなか、老朽化するインフラの維持更新が
求められます。国が未曽有の財政危機の最中、その財源をどう調達すればよいのでしょうか。この講義では、自
治体新電力の創設によりエネルギーで稼いで、インフラをはじめ将来のまちづくりに投資する財源を生み出す
方途を探ります。

1.人口減少時代の都市・地域〜都市・地域にとって人口減少の何が問題なのか〜
2.地域経済循環の考え方と地域付加価値分析による地域経済の定量的把握
3.どのようにして再生可能エネルギー事業を始めるか〜「自治体新電力」とは何か〜
4.自治体新電力創設に必要なこと、成功の条件
5.まちづくりのプラットフォーム形成〜「地域総合エネルギー企業」から「地域総合インフラ企業」へ〜

趣旨
内容

講師

対象

シュタットベルケから学ぶエネルギー事業を活かした
日本のまちづくり

テーマ

詳細は
WEB参照
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 自治体職員向け オンライン講座

都市整備課ほか　まちづくり課、企画課、市民協働課

服部 圭郎（龍谷大学政策学部 教授、日本都市計画学会、地域活性学会 等）

2021.2.10 （水）　13:00 - 16:30

まちづくり

今、人口減少は大きな課題となっており、多くの地域が移住に向けた取り組みを実施しています。しかし、現状
暮らしている市民に向けた、流出しないまちづくりこそ必要となっております。本講座では、海外・国内の事例
からあなたのまちで活用できる流出しないまちづくりのポイントについて解説いたします。今回の講座は、服部
氏の著書『ドイツ・縮小時代の都市デザイン』の内容を含めたものとなっております。

1.人口縮小の実態〜日本・世界の人口縮小の実態〜
2.人口縮小のインパクト〜地域経済・行政サービス・活力の観点から〜
3.人口縮小に対応した政策〜地域アイデンティティ・地域文化の強化〜

趣旨
内容

講師

対象

人口縮小におけるまちづくりテーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

市民協働課ほか　地域自治（RMO）、地域づくり等に関心のある自治体職員

櫻井 常矢（総務省 地域力創造アドバイザー、山口市・西条市アドバイザー）

2021.2.18 （木）　13:00 - 16:30

まちづくり

高齢化と人口減少に直面するなかで、市民協働による自治体経営は必須の政策課題となりつつある。同時に、
地域・市民には地域課題の解決に向けた独自の地域づくりへの取り組みも求められている。しかし現実には、
行政として地域・市民の主体的・自立的な取り組みを作り出せずに、むしろ反発を招くなどの混乱にも直面し
ているのではないだろうか。
本講座では、具体的事例を多用しながら協働型自治体経営における職員の役割について考える。
1.なぜ今、市民協働なのか〜全国的動向〜
2.市民協働をめぐる課題
3.市民協働の意味と実践
4.行政によるプロセス支援のポイント
5.市民協働による自治体経営に求められること

趣旨
内容

講師

対象

市民協働による地域づくりと自治体職員の役割
～エンパワーメント支援への変革～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

都市整備課ほか　まちづくり課、企画課、ひと・まち・しごと関連部署

谷口 守（筑波大学 システム情報系社会工学域 教授）

2021.2.15 （月）　13:00 - 16:30

まちづくり

人口減少時代において、都市部では財政負担や環境負荷を軽減し、魅力的で防災性能が高く健康にもよい
コンパクトなまちづくりが求められています。一方、ネット環境の充実などに伴い、個人が現在の居住地以外
との関係性を深める動きも活発化し（関係人口）、地方移住にも新たな展開が起こっています。そのような中で
COVID-19感染拡大に伴うニューノーマルの推奨や行動変容が、都市と地方のまちづくり双方に大きな影響を
及ぼしつつあります。本講座ではこれら諸状況の実態と変化を実際のデータを用いて解説するとともに、新時
代のまちづくりのあり方の方向性を示します。
1.消滅する地方・メタボ化する都市〜都市と地方を取り巻く諸課題〜
2.コンパクトなまちづくり：その経緯と実態
3.地方移住と人口獲得競争〜 Society5.0から見る地方移住と二地域居住〜
4.COVID-19による影響〜コロナ禍で地方移住は進むのか〜　5.Beyondコロナのまちづくり

趣旨
内容

講師

対象

ニューノーマル時代のコンパクトシティを考える
～移住・定住・二地域居住にマッチするまちづくりとは～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

会計課ほか　企画課、会計課、財政課、管財課、総合政策課

中村 元彦（中村公認会計士事務所 所長）

2021.1.29 （金）　13:00 - 16:30

公務員の共通スキル

人口減少や少子高齢化、都市部への人口集中など、地方部の財政は厳しい状態が続いています。そのような
中、総務省では統一的な基準による地方公会計マニュアルを発表し、複式簿記化への推進が進められていま
す。本講座ではマニュアル解説や演習を通して、「作って見せる」公会計から「活用する」公会計作成に役立つ
プログラムとなります。 
1.総務省地方公会計マニュアルをもとに自治体会計の現状と課題
〜「作って見せる」公会計から「活用する」公会計へ〜
2.民間企業の会計手法（企業会計的手法）による事業の定量的・定性的な検討方法について
〜事例や設例をもとに紹介〜
3.企業会計的手法を用いた演習
〜費用対効果を示すための適切なコストの算出〜

趣旨
内容

講師

対象

政策立案時に考えるコスト計算と事業評価の基本 
【総務省地方公会計マニュアル準拠】

テーマ

詳細は
WEB参照
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 自治体職員向け オンライン講座

公務員全般　主に総務課、職員課、人事課等

柊木野 一紀（石嵜・山中総合法律事務所 弁護士）

2021.2.8 （月）　13:00 - 16:30

公務員の共通スキル

近時、精神疾患を理由に休職する職員が増加しており、使用者には、職員の過重労働防止や復職時の適切な
対応等が求められています。また、労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメントに関し、事業主に防
止措置を講ずべき義務が定められました。本講座では、メンタルヘルスに関する実務対応について、人事厚生
担当者が押さえるべきポイントを解説いたします。

1.はじめに〜メンタルヘルスを巡る近時の労災認定状況
2.職場における健康の意味と責任主体・労働者の健康問題と労働時間管理等
3.労働者の健康問題と労働安全衛生法・メンタルヘルスとハラスメント等の労務管理の実務
4.精神障害を発症した場合の実務対応
5.分限休職・免職・退職の際の留意点

趣旨
内容

講師

対象

メンタルヘルスに関する実務上の問題と留意点テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

公文書作成に関わる方ほか　総務課、人事課、企画課等

小川 晶太郎（元埼玉県職員、中小企業診断士、ソトツネコンサルティング代表）

2021.2.17 （水）　13:00 - 16:30

公務員の共通スキル

公務員の業務に必須のスキルである公文書の作成方法を学びます。本講座では、書式や漢字・符号の使用
法といった公文書作成のルールを中心に、論理的に公文書を構成する方法まで扱います。
どこに異動しても困らない公文書作成力を身に付けましょう。

1.公文書作成のルール
〜公文書の定義や分類方法、細かな書式等について〜
2.論理的な公文書作成のポイント
〜わかりやすい公文書の組み立て方〜
3.演習

趣旨
内容

講師

対象

実務に役立つ公文書作成のルールテーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

公務員全般　主に企画課、人事課、総務課、研修担当課、住民協働課

加藤 奈穂子（株式会社ヒューマンエナジー 代表取締役）

2021.2.12 （金）　13:00 - 16:30

公務員の共通スキル

「気づき、考え、実行する」という日々の小さな問題の発見と解決によって、改善力を高めます。さらに、「気づき、
考え、(上司に)提案する」力も強化していきます。そのためには、的確で具体的な問題を発見し、「深く・広く」
問題を捉えることによって、正しい解決の方向性を見出します。

1.環境変化を知り問題意識を高める〜若手職員に期待される役割、能力〜
2.論理的に考えるツールを使いこなす〜仮説を立て、具体と抽象を行き来する〜
3.住民起点で問題を発見する〜発見の視点を転換する〜
4.問題解決力を高める〜問題解決シートの作成〜
5.対人能力を高める

趣旨
内容

講師

対象

「若手職員向け(管理職視点を加えた)問題発見・問題解決」
講座～視点をステップアップさせ、自ら提案できる人財になる～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

市民課、住民説明担当ほか　誤解を生まないコミュニケーションを学びたい方

福田 賢司（株式会社話し方研究所 代表取締役社長）

2021.2.22 （月）　13:00 - 16:30

公務員の共通スキル

利用者が満足するのは、職員の振る舞い・態度・表情・言葉遣いだけではなく、自分の質問や疑問に対し、
的を射た説明を受けて理解できた瞬間です。
その中の１つでも欠けていると、不満の元になります。
本講座では、「説明」に焦点をあて、わかりやすく相手に伝えるためのノウハウやスキルを講義・実習の両面か
ら学習し、利用者の理解促進につなげていくことが狙いです。

1.行政職員に必要となる説明する力
2.「伝える」と「伝わる」の違い－聞かれ方を考えて話していますか？
3.わかりやすい！と言われる説明スキル
4.これはＮＧ！陥りやすい説明の傾向と対策

趣旨
内容

講師

対象

対住民に向けた伝わるコミュニケーション講座テーマ

詳細は
WEB参照
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 自治体職員向け オンライン講座

災害対策課ほか　危機管理課、防災課、地域防災課、総務課

矢守 克也（京都大学防災研究所、京都府危機管理アドバイザー）

2021.1.19 （火）　13:00 - 16:30

災害対策

近年相次ぐ豪雨災害や近い将来の発生が危惧されている巨大地震・津波災害を念頭に、災害リスクを適切
に伝達・共有し、住民の主体的な災害対応を促すためのリスク・コミュニケーション手法やツールについて講
義します。一部の手法・ツールについては、講義内で実際に模擬実施して体験いただきます。また、コロナ禍を
意識した防災対策についても触れます。

1.災害リスク・コミュニケーションの重要性
2.具体的な手法・ツール紹介〜「逃げトレ」、「２階まで避難訓練」、「押しかけ家具固定」〜
3.模擬実習「クロスロード」〜概要と実施手法〜
4.コロナ禍の防災対策〜「アフターコロナ」と「ビフォーＸ」〜

趣旨
内容

講師

対象

災害における最適なリスクコミュニケーション講座
～もしもの際の情報伝達、避難場運営～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

災害対策課ほか　危機管理課、防災課、地域防災課、総務課

室﨑 益輝（兵庫県立大学 減災復興政策研究科 教授）

2021.2.25 （木）　13:00 - 16:30

災害対策

防災は住民の命や生活を守っていくという点から、自治体運営において最重要な項目である。
過去には阪神淡路大震災や関東大震災、近年では東日本大震災や令和2年7月豪雨など大規模な災害は日
本において避けることのできない問題である。
本講座では、防災行政のあり方について過去や現在の事例をもとに、地域の防災計画の観点から解説をす
る。今、自治体職員として必要な災害への予防や自助・共助について理解し、災害に強い自治体運営を紹介し
ます。

1.防災における自治体の現状と課題
2.事例を通した地域の防災計画の立て方について
3.災害に強い自治体運営のための対策とは

趣旨
内容

講師

対象

今自治体が進めるべき大規模災害対策講座
～過去大規模災害を通した新提案～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

災害対策課ほか　危機管理課、防災課、地域防災課、総務課

福島 直央（AI防災協議会 事務局長、LINE株式会社 公共政策室 室長）

2021.2.19 （金）　13:00 - 16:30

災害対策

令和元年5月、内閣府の防災基本計画にAIやIoT、SNS等ICTの防災施策への積極的な活用が必要との記
述が追加されるなど現在、AI技術を活用した防災・減災への期待が高まっています。
防災用のチャットボットによる市民の状況確認や衛星データやビックデータを用いた被災状況の確認など今
後多くの場面で活躍が見込まれるAIによる防災について講義します。本講座では、AI防災の基礎から解説い
たしますので広く多くの方のご参加をお待ちしております。

1.AIによる自治体防災の現状
2.事例紹介や今使えるAI防災活用方法
3.防災のデジタル化の手法

趣旨
内容

講師

対象

AIによる防災対策から紐解く自治体防災の在り方
～災害情報収集・分析・提供の新しい姿～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

管財課ほか　用地課

難波 里美（株式会社難波不動産鑑定 代表取締役、不動産鑑定士、補償業務管理士）

2021.2.5 （金）　13:00 - 16:30

土地評価

公共用地の取得方法には、土地収用法等による収用、使用と私法上の契約を締結して取得する任意取得の2
つがありますが、この際、憲法29条3項の「正当な補償」を行わなければならず、「公共用地の取得に伴う損失
補償基準要綱」が定められています。
本講座では、「土地の取得及び土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償」を判例、収用裁決事例を
踏まえ解説、更には、土地評価の手順を演習を交えて実務に即した講義を行います。
用地担当初任者にも分かり易い内容となっています。
1.土地の取得及び土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償
2.土地評価の手順・標準地選定のポイントと評価手順
3.取引事例比較法の手順・土地価格比準表の見方・使い方
4.演習

趣旨
内容

講師

対象

公共用地の取得における土地評価の実務
～画地の認定から土地評価まで～

テーマ

詳細は
WEB参照
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 自治体職員向け オンライン講座

区画整理課ほか　市街地整備課、都市整備課、都市計画課、区画整理課

駒形 正三（街づくりサポート株式会社 代表取締役）

2021.2.16 （火）　13:00 - 16:30

土地評価

土地区画整理事業に携わる自治体職員の皆さんの多くは、事業がスタートして、建物移転や工事が進んでい
る最中に区画整理の担当部署に異動されます。土地区画整理事業の基本となる理論や実務上注意すべきこと
などを学ぶ機会がほとんどないまま、いきなり事業の最前線に立ち、試行錯誤を繰り返しながら業務にあたら
れていることと思います。
本講座では『今さら聞けない区画整理のなぜ？』というサブテーマのとおり、『区画整理の基礎理論』を概説し
ます。

1.金銭補償をしないで、なぜ土地を減歩できるのか？
2.減歩率は、なぜみんな同じではないのか？
3.区画整理では、建築物等の移転は本来誰が行うべきなのか？

趣旨
内容

講師

対象

区画整理の基礎理論
～今さら聞けない区画整理のなぜ？～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

介護保険担当課ほか　高齢福祉課、地域包括ケア担当課

後藤 佳苗（一般社団法人あたご研究所 代表理事）

2021.2.9 （火）　13:00 - 16:30

介護保険

保険者から 、「事務職だから、ケアプランがわからない」という悩みを伺うこともあります。
居宅サービス計画書（ケアプラン）は、厚生省（当時）が作成した記載要領が決められている書類 で す 。
ただし、利用者の人生設計図と呼ばれるケアプランには、 利用者の状況や背景、地域の実情などを加味してい
きながら個別性の高いケアプラン作成が求められているため、どの程度が許容範囲で、どの程度はルール違
反という線引きが難しいことも事実です。
本講座で、法令と通知を元に、行政職としてのケアプランの読み方作り方、書き方のルールを再確認します。こ
れにより、ケアマネジメントプロセスとケアプラン作成のルールを 押さ え 、運営基準減算への対応を含めた
指導監督業務の効率化と、利用者の権利擁護の充実を目指します。
1.介護保険制度の基本設計とケアプラン
2.ケアプランの記載の意味と価値〜第1表と第2表を中心に〜

趣旨
内容

講師

対象

介護保険担当職員等のための居宅サービス計画書の
確認実務講座～ 実地指導、ケアプラン点検に必要な知識 ～

テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

人事課ほか　人事委員会の採用担当者

大谷 基道（元茨城県庁職員、獨協大学 法学部総合政策学科 教授）

2021.2.18 （木）　13:00 - 16:30

採用

いま自治体の職員採用試験の見直しが進んでいる。従来型の採用試験では、必要な人材を十分に確保するこ
とができていないのだ。そこで教養・専門試験を課さず、民間と同様の手法により採用を行う自治体が登場し
てきたが、求める人材との乖離が生じ、十分な効果を得られていない場合も少なくない。そこで本講座におい
ては、職員採用試験の考え方、自治体と志望者のミスマッチを防ぐための手立てなどについて学び、それぞれ
の自治体に合った職員採用戦略のあり方について考える。
1.公務労働市場の現状~動向・特色・変化~
2.変わりつつある自治体の採用試験~変異と課題~
3.技術系職員の確保策
4.採用のミスマッチを減らすには
5.新卒採用以外の採用手法

趣旨
内容

講師

対象

自治体の職員採用戦略テーマ

詳細は
WEB参照

 自治体職員向け オンライン講座

下水道事業・簡易水道事業担当課

布目 剛（総務省公営企業経営アドバイザー、ぬのめ会計事務所 所長）

2021.2.19 （金）　13:00 - 16:30

水道事業

平成31年1月の総務大臣通知において、行政人口3万人未満の下水道事業・簡易水道事業についても、令
和6年4月1日までの地方公営企業会計の適用（法適化）が求められました。
本通知の発出から早2年が経ちますが、昨今は新型コロナウイルスの感染拡大があり、各団体での取組みも
多少停滞しているように見えます。しかし、法適化のための取組みには、固定資産台帳の作成などに相当の作
業量が想定され、各団体には早めの対応が望まれます。
本講演においては、法適化移行日にまでに必要な仕事や資料は何かなどについて、これまでの法適化支援の
実績をもとに総務省のマニュアルに沿って解説します。
1.地方公営企業法の適用に当たって
2.移行事務の準備
3.移行事務（財務規定の適用）

趣旨
内容

講師

対象

下水道事業等地方公営企業法適用の基礎講座テーマ

詳細は
WEB参照
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