
　　

日数 開催地 目的 対象者
予定
人員

年度 開催地
実施
人員

4/8 ～ 4/9 ２日 高松市

国民全体の奉仕者としての使命と心
構えを自覚させるとともに、新採用職
員として各府省に共通して必要な業
務遂行上の基礎知識、接遇の基本等
を修得させ、併せて政府職員としての
一体感を培う。

行政職俸給表(一)１級の官職
(これに相当すると認められる
官職を含む。)に採用された者
(一般職国家公務員のみ対象)

70
平成
３１

高松市 84

6/2 ～ 6/3 ２日 高松市

職務の遂行に必要な幅広い知識及び
行政的視野並びに管理能力を修得さ
せ、地方機関における中堅幹部となる
べき職員を育成し、併せて政府職員と
しての一体感を培う。

管区機関等の係長（これと同
等と認められる者を含む。)と
なって４年目以降のもので、勤
務成績が優秀なもの

40
令和
２

高松市 34

11/18 ～ 11/19 1.5日 高松市
管理監督者の相互理解・相互啓発を
通じ、管理監督者として求められる資
質、能力を向上させる。

管区機関の課長又は課長補
佐（これらと同等と認められる
者を含む。）で勤務成績が優
秀なもの（地方公共団体職
員、民間企業社員を含む）

36
令和
２

高松市 36

12/8 ～ 12/9 ２日 高松市

職務の遂行に必要な基礎的知識、態
度及び広範な行政的視野並びに行
政的識見を付与することにより、地方
機関において行政運営の中核となる
べき職員を育成し、併せて国民全体
の奉仕者である政府職員としての一
体感を培う。

行政職俸給表（一）２級の官職
に在職する者（これと同等と認
められる者を含む。係長及び
係長級専門職を除く。）で、勤
務成績が優秀なもの

36
令和
２

高松市 36

10/21 40

10/22 40

2/14 ～ 2/15 ２日 徳島市
女性職員の相互啓発により、業務遂
行能力の伸長を図るとともに、人的
ネットワークの形成を促進する。

原則、採用後７～１５年の女性
職員（上級係員又は係長クラ
ス）

36
令和
２

高知市 25

11/18 0.5日 高松市

女性職員登用推進のための環境整備
の一環として、職場において女性職員
の登用を阻害する要因を見直し、女
性職員登用のための環境を整備する
ため、管理職員の意識啓発を図る。

(管理監督者研修受講者) 36
令和
２

高松市 36

職場におけるメンタリングに関する知
識及びコミュニケーションスキルを習
得させる。

メンター・プログラムのメンター
となることが予定されている職
員

―
令和
２

高松市 19

リーダーとして求められること等につい
て、相互に考える機会を提供すること
により、地方機関の管理監督者への
登用候補者層の拡大に資する。

地方機関の管理・監督者への
登用が期待される係長・課長
補佐級の女性職員
(地方公共団体職員を含む)

―
令和
元

高松市 32

部下の能力発揮等の向上に取り組む
際に管理者として心得ておくべきポイ
ント等を確認し、また、受講者同士の
経験の共有や意見交換を通じて相互
に啓発し合う機会を提供することによ
り、各機関の管理職員等の人材育成
への取組を促進・支援する。

管区機関等の課長級の職員
(一般職国家公務員のみ対象)

―
平成
28

高松市 23

ハラスメント防止に関する職員の意識
を高め、また、管理・監督者が果たす
べき責務・役割についての理解を徹
底するとともに、研修の効果的な実施
及び指導の方法等を修得させる。

係長級以上の職員で、部内の
ハラスメント防止研修の指導に
当たることが予定されているも
の

―
令和
２

高松市 41

仕事と人のマネジメントに関し、マネジ
メント、リーダーシップ、コミュニケー
ションの知識・実践能力を修得するこ
とを目的としたＪＳＴ基本コース（仕事と
人のマネジメント研修）の指導者として
必要な技法等を修得させる。

係長級以上の職員又は５年以
上の職歴を有する職員で、受
講後本研修の指導に当たるこ
とが予定されているもの

―
令和
２

高松市 11

公務員倫理について考えることにより
倫理観のかん養を図ることを目的とし
た「討議式研修「公務員倫理を考え
る」（ＪＫＥＴ）」の指導者として必要な技
法等を修得させる。

係長級以上の職員又は５年以
上の職歴を有する職員で、受
講後本研修の指導に当たるこ
とが予定されているもの

18
令和
元

高松市 18

11/2 １日 高松市

組織の小グループをリードして業務課
題に成果をあげることが期待される地
方機関の係長級職員に対し、これま
で培ったコミュニケーション能力を土
台に、仕事の管理や部下の指導等に
関わるチームワーク、リーダーシップ
力を高める意義を認識させ、これらの
能力発揮を職場で実践していくことを
促す機会を提供する。

原則、係長級（管区機関の係
長又はこれと同等と認められる
者）となって１～５年目の者で、
仕事の管理や部下の指導等を
職場で実践しているもの

30
令和
２

高松市 30

2/9 0.5日 高松市
ハラスメント防止のため、求められる役
割や国民の信頼を得られる行動様式
等について再認識させる。

管区機関等の課長級以上の
職員
(一般職国家公務員のみ対象)

36
令和
２

高松市 30

12/20 0.5日 高松市

行政運営に当たる幹部公務員が、各
界の有識者を交えて、行政及び行政
官の在り方並びに幹部公務員として
求められることについて考察する。

管区機関の長等
(一般職国家公務員のみ対象)

25
令和
元

高松市 21

高松市

人事評価を公正かつ適正に実施する
ため、評価や面談に関するロールプレ
イング等を通じて、評価者となる管理
者（管区・地方機関の課長級職員）の
評価・育成能力の向上を図る。

原則として各所属組織におい
て、人事評価の評価者の指導
に当たることが予定されている
職員
(一般職国家公務員のみ対象)

42高松市
令和
２

実施予定なし

令和３年度　研修実施予定

研修名
種
類

前回実施状況令和３年度実施予定

人事院四国事務局

日程

係長研修

管理監督者研修

中堅係員研修

役
職
段
階
別
研
修

新採用職員研修

評価・育成能力向上研修
《ロールプレイ編》

0.5日

女性職員研修

女性職員登用推進セミナー
テ
ー

マ
別
研
修

メンター養成研修

そ
の
他

指
導
者
養
成
研
修

　※　実施予定は令和４年１月１８日現在のものであり、一部変更することがございます。

実施予定なし
(女性職員研修と統合)

実施予定なし

幹部行政官セミナー

マネジメント研修

幹部・管理職員
ハラスメント防止研修

ﾊﾟｰｿﾈﾙ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ｾﾐﾅｰ

討議式研修
「公務員倫理を考える」

（ＪＫＥＴ）指導者養成コース

実施予定なし

実施予定なし

女性リーダー研修

ハラスメント防止研修
指導者養成コース

ＪＳＴ基本コース
（仕事と人のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研修）

指導者養成課程

今年度の実施は中止


