平成29年度 沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業
（官民協働調査＆戦略提言）
平成30年4月吉日

民間企業 各位

【沖縄県受託企業】
沖縄県官民一体ニューウェーブ
人材育成事業(事務局）
株式会社沖縄ヒューマンキャピタル
代表取締役 金城 和光

平成30年度 沖縄県官民一体ニューウェーブ
人材育成事業 （沖縄県受託事業） のご案内

拝啓
貴社ますますのご盛栄のこととお喜び申し上げます
さて、このたび、沖縄県総務部人事課の実施する標記事業を下記２社にて受託運営する

ことになりました。
つきましては、添付資料をご覧いただき、研修への応募をご検討くださいますよう宜しくお願
い申し上げます。
敬具

ー記ー

◎沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業（受託共同企業体）
【研修企画（事務局）】

株式会社沖縄ヒューマンキャピタル

【旅行手配（添乗）】

株式会社日本旅行沖縄

平成30年度沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業
沖縄県と福建省の産業連携の施策調査 （民間企業職員の研修生募集要項）

■事業目的
「沖縄21世紀ビジョン」実現に向けては、「部局横断型で実効性のある施策の展開」と「グローバル化
に対応できる人材の育成」が必要であるとともに、官民の連携強化が重要となってくる。
これらを実現するため、本事業においては、県職員と民間企業社員合同でアジア等の海外へ派遣し、
新たな施策立案に向けた調査研究や現場視察等の研修事業を実施する。
■研修国（市）
中国 （福建省）
■研修テーマ
「沖縄県と福建省の産業連携の施策調査及び官民協働による戦略提言」
■研修対象者
平成30年4月１日現在で概ね45歳未満の者
（但し、事前・事後・グループ研修及び報告会に参加できる者）
■募集人数

合計20名予定 （民間職員5名、県職員15名）

■海外研修日程
平成30年8月6日（月） ～ 平成30年8月１１日（土） 5泊6日
詳細は、別紙参照。
■説明会の開催と申込方法
説明会への参加希望者は、事務局担当者宛、氏名、会社名をメールにてお申し込みください。
・開催日時：平成30年5月1１日（金）13:00 ～ 14:00
・開催場所：県庁5階（第1会議室）
■申込期限
応募希望者は、平成30年5月16日（水）までに、事務局担当者宛、 応募申込書（別紙１）及び
アンケート（別紙２）をメールにてご送付ください。
■選考方法等
研修生の選考にあたっては、沖縄県（人事課）で決定し、平成30年5年23日（水）までに、
選考結果及び研修代金の振込先口座等をメールにてお知らせいたします。

◎お問合せ先及び申込先 (平成30年度 沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業)
【運営事務局】 ㈱沖縄ヒューマンキャピタル （担当 ： 金城） （携帯 ： 080-4140-0964）
TEL：098-899-2213
E-mail： info@okinawa-hc.com
【旅行手配】
㈱日本旅行沖縄
【主催】
沖縄県総務部人事課

平成30年度沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業（沖縄県人事課事業）
※沖縄県職員と民間職員が、合同で行う海外調査・研修事業です。

民間企業職員
海外調査・研修生募集！
研修テーマ

■沖縄県と福建省の経済交流促進に係る覚書（MOU）締結後の産業連携調査等
中国（福建）自由貿易試験区において県産品・全国特産品の輸入実現や、福建市場から周辺地域への
販路拡大へ向け、優遇政策、通関の簡素化等について、官民にて今後の連携の在り方や施策を調査する。

対象者

平成30年４月１日現在概ね45歳未満の者
（但し、事前・事後・グループ研修及び報告会に参加できる者）

募集人数

合計 20名予定（民間職員5名、県職員15名）

研修代金

25万円（税込：研修費、旅費込）

応募方法

応募申込書及びアンケートを
下記のメール宛までご提出下さい。

申込締切

平成30年5月16日（水）17時迄

応募者向け

日時：5月11日（金）13:00 ～ 14:00
場所：県庁5階 第1会議室

事業説明会

※H29年度ダナン研修の様子

※希望者はメールで
申し込んでください。

研修スケジュ－ル（予定）
事前研修
（2日）
【6月7日】
・研修の進め方
・福建省の概要説明
・沖縄県の施策①
【6月8日】
・沖縄県の施策②
・報告書の作成方法
・グループワーク等

福建省の調査研修
（5泊6日）
【8月6日～8月11日】
・行政・民間・大学訪問
・自由貿易試験区視察等

事後研修
（2日）
【9月7日】
・研修の振り返り
・報告書の作成方法
・グループワーク

研修報告会
（半日）
【11月16日】
・グループ提案
プレゼンテーション
・質疑応答等

【10月19日】
・プレ発表
・報告書作成等
※Ｈ29年度（ダナン研修）

※H29年度（報告会）

※説明会及び応募申請先 ㈱沖縄ヒューマンキャピタル（担当：金城） ： E-mail ： info@okinawa-hc.com

平成29年度
沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業
平成30年度
沖縄県官民一体ニューウェーブ人材育成事業
（官民協働調査＆戦略提言）
（官民協働調査＆戦略提言）

平成30年8月6日（月）～8月11日（土）（5泊6日）

日次

日付

１日目

平成30年
8月6日
（月）

２日目

３日目

8月7日
（火）

8月8日
（水）

行程

研修

ホテル

MU2086 那覇発（１４：３０） ⇒ 上海浦東空港着（１５：５５）
MU588
上海浦東空港発（２１：００） ⇒ 福州空港着（２２：４５）
貸切バス 福州空港発（２２：３０）
⇒ ホテル着（２４：３０）

移動
バス

福州市内

１０：００～ 【行政】
１４：００～ 【 〃 】
１７：００～ 【 〃 】

➊【商業】 福建省政府商務庁
➋【観光】 福州市旅遊局
➌【沖縄関連】 沖縄福州友好会館等

バス

１０：３０～ 【民間】
１３：００～ 【 〃 】

➍【大学】 福建師範大学 又は 福州大学
➎【民間】 福建省中国旅行社
又は
福建省康輝国際旅行社股份有限公司
➏永辉超市股份有限公司
（Yonghui Superstores Co.,Ltd.）

バス

➐自由貿易試験区視察
厦門総合実験区 又は 平潭総合実験区

バス
鉄道

１６：００～ 【 〃 】

４日目

8月9日
（木）

１１：００～ 【施設】

５日目

8月10日
（金）

■自主企画調査 （グループ行動）

６日目

8月11日
（土）

貸切バス ホテル発（５：００） ⇒ 福州空港着（６：００）
MU587 福州空港発（７：５５） ⇒上海浦東空港着（９：３０）
MU287 上海浦東空港発（１３：１０） ⇒ 那覇空港着（１６：４０）

各自

〃

〃

〃

〃

移動
バス

【研修代金】 25万円（税込） ※研修費、添乗員費、航空機代金、送迎費、宿泊費（朝食付き）を含む。
（但し、自主企画調査の交通費・食事代金は含みません。）
【募集人数】 5名程度 （民間企業職員）
【宿泊ホテル（予定）】
福州西湖大酒店 Fuzhou Lakeside Hotel
158 Hubin Rd, HuanXiHu ShangQuan, Gulou Qu, Fuzhou Shi, Fujian Sheng, 中華人民共和国
※現地の事情により、宿泊先や訪問先を変更する場合があります。

【運営事務局】
【旅行手配】

㈱沖縄ヒューマンキャピタル
TEL：098-899-2213
㈱日本旅行沖縄
TEL：098-862-3355(代)

（担当者） ： 金城 （携帯 ： 080-4140-0964）
E-mail ： info@okinawa-hc.com
（担当者） ： 斎木
FAX : 098-869-4705

