
平成28年度新十津川町職員研修実績

研修区分 研修名 対象者 主な内容 研修機関 研修場所 実施時期 参加人数
新採用職員研修 平成28年度採用職員 新十津川町の業務上基礎となる事項を学ぶ。 新十津川町 役場小会議室 4月13日から4月14日まで 7
人事評価者研修 副主幹及びグループ長 人事評価の評価方法を学ぶ。 新十津川町 役場大会議室 4月26日 15
人事評価者研修 課長職及び主幹職 人事評価の具体的な評価方法を学ぶ。 新十津川町 役場大会議室 8月30日 18
日直研修 平成28年度採用職員等 日直業務の基本的事項を学ぶ。 新十津川町 役場総務課内 9月29日 8

メンタルヘルス研修 全職員
ストレスについての理解を深め、自身のストレ
ス現状の把握や相談するためのコツ、ストレス
への対処方法を身につける。

新十津川町（雨竜町との
合同研修）

役場大会議室 11月17日 49

リスクマネジメント研修 全職員
リスクを予測する能力を身に付け、リスクを予
防するため方策や発生時の対応策を学ぶ。

雨竜町（新十津川町との
合同研修）

雨竜町
雨竜町公民館ホール

11月18日 28

自衛隊内生活体験入隊研修
平成27年度及び平成28年度採
用職員

公務員として必要な法令遵守を徹底すべく、規
律を重んじ公務員としての秩序を維持する観点
を養うとともに、訓練及び団体生活により篤実
性及びコミュニケーション能力を養う。

陸上自衛隊滝川駐屯地
滝川市
陸上自衛隊滝川駐屯地

4月20日から4月22日まで 13

基礎研修 平成28年度採用職員
住民全体の奉仕者としての自覚と責任を図ると
ともに、職務遂行上必要な基礎知識及び態度を
習得させ、職場への速やかな適応力を養う。

空知町村会
深川市
ネイパル深川

5月9日から5月11日まで 7

5月17日 4

5月18日 3

自治大学校政策専門課程第12期 指名職員

地方分権改革が進展する中、地域活性化・まち
づくり、産業振興、健康・医療・福祉、防災・
危機管理など公共政策等の各分野における諸課
題に迅速に対応し、的確な政策が展開できる能
力を有する職員を養成する。

自治大学校
東京都立川市
自治大学校

5月31日から6月17日まで 2

中級研修 採用５年目職員

住民全体の奉仕者としての自覚と意識の確立を
図るとともに、知識・技能を再修得させ、職場
への適応力を養うほか、後輩職員への指導力の
向上を図る。

空知町村会
岩見沢市
空知総合振興局

8月31日から9月2日まで 1

初級研修 採用２年目職員

住民全体の奉仕者としての自覚と責任の確立を
図るとともに、職務遂行上、必要な基礎知識及
び態度を修得し、職場への速やかな適応力を養
う。

空知町村会
深川市
ネイパル深川

9月12日から9月14日まで 6

食と農と福祉の連携による魅力
的なまちづくり

指名職員
食と農と福祉が連携することで起こるイノベー
ションを学び、魅力あるまちづくりを考える。

全国市町村国際文化研修
所

滋賀県大津市
全国市町村国際文化研修所

9月28日から9月30日まで 1

管理職のための自治体経営戦略 指名職員

時代を大局的に捉える力、政策実現のため経営
資源を配分し、実施手法を選択する経営思考、
住民からの様々なニーズを調整する力、的確な
判断力を身に付ける。

市町村職員中央研修所
千葉県千葉市
市町村職員中央研修所

10月3日から10月7日まで 1

指導能力研修 主査昇任者

監督者に求められる基本的な役割と責務・能力
について、リーダーシップ、部下育成、監督者
としての必要な事項を成長項目毎に学び、総合
力向上を図る。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

10月11日から10月12日まで 1

母村親善訪問職員研修 指名職員

○十津川村に息づく『普請』の精神、歴史的背
景等について
○上下水道事業に係る法適化及び経営戦略策定
の進捗状況について
○橋梁長寿命化修繕計画に沿った維持管理につ
いて

十津川村
奈良県十津川村
十津川村内

10月19日から10月21日まで 3

11月1日から11月2日まで 1

2月2日から2月3日まで 1

自治大学校第２部課程第176期 指名職員 5月17日から7月29日まで 1
自治大学校第２部課程第177期 選考委員会で決定した職員 10月7日から12月22日まで 1
自治大学校第２部課程第178期 選考委員会で決定した職員 1月11日から3月24日まで 1

東京都立川市
自治大学校

高度な研修や専門研修を通じ地方公共団体の幹
部となる職員の総合的な政策形成能力や行政管
理能力を養う。

自治大学校

平成28年度採用職員

新任職員等の必要な実務生活の基本ルール、公
務員としての接遇の規範とそのポイント等を身
につけ、相手の満足につながるコミュニケー
ションと、窓口対応の心構えの研修を受け、こ
れからの職場生活の基礎をつくる。

中空知市町村圏組合

滝川市
中空知地域職業訓練セン
ター

グループ長昇任者

管理者に必要なマネジメントの基本を学ぶとと
もに、職場で重要な状況判断・方向付け能力
と、リーダーシップ能力について実習の中で学
ぶ。また、人事評価制度とともに導入される目
標管理制度について理解を深め部下育成への活
用法も修得する。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

庁内研修

接遇研修

管理能力研修

指定研修
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ハードクレーム対応研修 所属長が指定した職員
不当要求等のハードクレームに毅然と対応する
ための初期対応から解決までの技法を習得す
る。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

8月27日から8月28日まで 1

道路構造物管理実務者研修 所属長が指定した職員
道路橋、横断歩道橋、付属物、シェッド、大型
カルバートの定期点検に関して、必要な知識と
技能を習得する。

国土交通省北海道開発局
札幌市
北海道開発局研修センター

8月30日から9月2日まで 1

法務実務研究セミナー 所属長が指定した職員
政策の設計、条例の立案及び円滑な施行に必要
な高度かつ専門的な知識を修得する。

地方自治研究機構
札幌市
ポールスター札幌

9月14日から9月16日まで 1

コーチング研修 所属長が指定した職員

職員の個性の着目して、潜在能力を引き出す効
果的な育成方法である「コーチング」の考え方
とスキルの基本から応用までを実践的に習得す
る。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

10月18日から10月19日まで 1

徴収事務（滞納処分）実務講座 所属長が指定した職員
徴収事務に関し、増強や収納率アップの方策を
修得する。

日本経営協会
札幌市
道特会館

11月10日から11月11日まで 1

クレーム対応研修 所属長が指定した職員
行政サービスの向上を図るためのクレームの初
期対応から困難なクレームへの対応について、
必要な技法や心構えを修得する。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

12月1日から12月2日まで 1

人事評価制度改定・運用のポイ
ントセミナー

選考委員会で決定した職員
人材育成における人事評価・目標管理制度につ
いて、考え方を整理し、制度改定や評価基準の
再策定、運用ルールの再構築能力を養う。

日本生産性本部
東京都渋谷区
生産性ビル

6月30日から7月1日まで 1

話し方聞き方能力向上トレーニ
ング

選考委員会で決定した職員 コミュニケーション、表現方法を学ぶ。 話し方教育センター
東京都港区
話し方教育センター本社

7月25日から7月27日まで 1

木造家屋の評価基礎実務（演
習）

選考委員会で決定した職員
木造家屋の評価について、事例演習を交えて学
ぶ。

日本経営協会
愛知県名古屋市
ＮＨＫ名古屋放送センター
ビル

8月4日から8月5日まで 1

環境教育研修 選考委員会で決定した職員
環境教育の推進、環境分野と多分野の連携を学
ぶ。

環境省環境調査研究所
埼玉県所沢市
環境調査研究所

8月30日から9月2日まで 1

平成28年度市町村職員外国派遣
研修

選考委員会で決定した職員
諸外国における地域づくりに関する先進事例の
調査研究を通じて、職員の総合的な行政能力の
向上を図る。

北海道市町村振興協会
イギリス、イタリア、フィ
ンランド

9月10日から9月21日まで 1

平成28年度市町村職員道外先進
事例研修

選考委員会で決定した職員
地方分権時代を担う職員の資質の向上や人材育
成を図り、個性豊かな地域づくりに資する職員
の育成を図る。

北海道市町村振興協会
三重県大紀町、松阪市、鳥
羽市

11月15日から11月18日まで 1

災害対策専門研修「図上訓練を
用いた災害対策本部運営・広報
コース」

選考委員会で決定した職員
災害対策本部運営と広報の有り方を身に付け
る。

人と防災未来センター
兵庫県神戸市
人と防災未来センター

12月12日から12月15日まで 1

条例・規則担当者のための法令
実務研修

選考委員会で決定した職員
実効性のある条例・規則の立案、改廃等のポイ
ントを学ぶ。

日本経営協会
東京都渋谷区
日本経営協会専用セミナー
ルーム

1月19日から1月20日まで 1

平成28年度地域教育力を高める
ボランティアセミナー

選考委員会で決定した職員
様々な視点から社会教育活動の事業の企画立案
の在り方等について学ぶ。

国立教育政策研究所社会
教育実践研究センター

東京都台東区
社会教育実践研究センター

3月8日から3月10日まで 1

自主研修

スキルアップ研修


