
平成29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29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19日から4月20日まで 2

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 5月9日 10

課長職、主幹職及びグループ長職 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 10月11日 38

日直研修 平成29年度採用職員 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26日 2

滞納整理推進事務局職員研修 滞納整理推進事務局員
釜石市の取組みを参考に滞納整理の手法とマネジメ
ントを学ぶ。

新十津川町 役場大会議室 11月2日 24

職員研修
○奈良県から見た十津川村及び
新十津川町（三者連携協定の可
能性について）
○農林業の活性化（林業の六次
産業化について）

全職員

奈良県、十津川村及び新十津川町による三者連携協
定を締結したことを受け、本町の特色を活かした産
業の活性化策を得て、三者連携協定をより充実した
ものにする方策を学ぶ。

新十津川町 役場大会議室 12月20日 57

働き方改革研修 全職員
長時間労働、業務効率化等に対する意識改革を図
る。

新十津川町
ゆめりあ　健康づくり指導
室

2月22日 75

基礎研修 平成29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8日から5月10日まで 2

接遇研修 平成29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

5月18日 2

自治大学校政策専門課程第13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30日から6月16日まで 1

自治大学校第１部・第２部特別
課程第33期

指名職員

地方公務員女性幹部養成プログラムとして将来の地
方公共団体を担う女性幹部候補生に対し、市町村の
中堅幹部、将来の中枢幹部として必要な政策形成能
力及び行政経営能力を習得し、公務員としての使命
感及び管理者意識を涵養する。

自治大学校
東京都立川市
自治大学校

8月21日から9月15日まで 1

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30日から9月1日まで 4

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11日から9月13日まで 7

シニアマネジャー研修
ダイバーシティの視点から

指名職員

仕事の成果をあげるため多様な人材を活かした組織
づくりへの取組方法のほかこれからの自治体経営の
在り方と管理職の役割、部下指導、リスクマネジメ
ント等について学ぶ。

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

10月17日から10月20日まで 1

行政と教育の連携による地域づ
くり

指名職員
行政と学校教育の連携、学校を核とした地域づくり
等を学び、効果的に地域づくりを構想できる能力を
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

2月26日から3月2日まで 1

母村親善訪問職員研修 指名職員
○林地台帳の整備状況について
○居住の実態調査について
○有害鳥獣被害状況及び対策について

十津川村
奈良県十津川村
十津川村内

11月13日から11月15日まで 3

庁内研修

人事評価者研修

指定研修
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7月13日から7月14日まで 2

7月25日から7月26日まで 1

8月22日から8月23日まで 2

10月5日から10月6日まで 1

11月21日から11月22日まで 1

1月16日から1月17日まで 2

2月1日から2月2日まで 2

自治大学校第２部課程第179期 指名職員 5月16日から7月28日まで 1

自治大学校第２部課程第180期 選考委員会で決定した職員 10月10日から12月22日まで 1

自治大学校第２部課程第181期 選考委員会で決定した職員 1月9日から3月23日まで 1

商工・観光の振興に関する先進
地視察研修

選考委員会で決定した職員
食を通じたまちおこしの取組事例、企業・創業支援
ビジョン策定までの過程を学ぶ。

島根県邑南町 島根県邑南町 4月17日から4月19日まで 1

酒米粉を含めた食品活用に係る
研修

選考委員会で決定した職員

食料・農業・農村が直面する課題の解決について、
農研機構の研究開発の取組みを研修する。また、日
本ハム（株）中央研究所における食の安全や商品開
発を学ぶ。

国立研究開発法人　農
業・食品産業技術総合研
究機構
日本ハム中央研究所

茨城県つくば市 5月28日から5月30日まで 2

これからの時代の子育て支援 選考委員会で決定した職員

子育てしやすい社会環境を形成するため、子育て支
援におけるまちや地域コミュニティの役割、多様化
する幼児教育・保育ニーズの対応など、これからの
子育て支援について学ぶ。

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

6月26日から6月30日まで 1

税務事務（基礎）《市町村民税
課税》

選考委員会で決定した職員
課税事務における実務と運用・法律を習得し、業務
を的確に処理できる基本的能力を身に付ける。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

7月18日から7月19日まで 1

平成29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
フランス、ドイツ、オース
トリア

9月11日から9月21日まで 1

子どもの貧困対策 選考委員会で決定した職員
子どもの貧困の課題と現状を理解するとともに、子
ども期の貧困の予防や支援の推進方法等を学ぶ。

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

10月3日から10月6日まで 1

市町村議会事務局職員研修 選考委員会で決定した職員

議会の改革・運営等に必要な基本的知識、条例立
案、コミュニケーション等に必要な専門的知識を修
得するとともに、分権時代の地方議会の在り方につ
いてを学ぶ。

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

10月9日から10月12日まで 1

住民税課税事務 選考委員会で決定した職員
課税自主権をめぐる状況への理解、所得課税の理
論、地方税法や所得税・法人税制度、所得決定の実
務、税務情報の開示等専門的知識を修得する。

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

11月7日から11月17日まで 1

採用面接官養成研修 所属長が指定した職員
模擬面接を通じて面接の流れや質問の展開方法を学
ぶ。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

5月18日から5月19日まで 1

エクセルＶＢＡ超速入門 所属長が指定した職員
VBA（Visual Basic For Applications）の基本的な
考え方からVBAプログラム上でよく使用する関数等
を習得する。

フロンティアリンクビジ
ネススクール

札幌市 5月19日 1

文章作成能力向上研修 所属長が指定した職員
文章作成の基礎を再度確認し、住民向けにわかりや
すい表現の文章を作成するための知識・技術を学
ぶ。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

5月29日から5月30日まで 1

公金徴収事務講座 所属長が指定した職員 法的知識をより理解し、徴収事務の進め方を学ぶ。 日本経営協会
札幌市
道特会館

7月18日から7月19日まで 1

スキルアップ研修

管理能力研修

自主研修

指定研修

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

グループ長・副主幹昇任者

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
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地方公務員向けサマースクール 所属長が指定した職員 財政破綻及び再生の経緯を学ぶ。 北海道大学
札幌市
北海道大学公共政策大学院

8月22日から8月23日まで 1

ICT農作業機実践研修 所属長が指定した職員 本町農業に活用できるICT技術を学ぶ。 北海道農業大学校
本別町
北海道農業大学校

9月20日から9月22日まで 1

木造家屋評価実務研修会 所属長が指定した職員
木造家屋の部分別評価に関する基本的な知識と技術
を学び、手計算による評点付設の方法を習得する。

資産評価システム研究セ
ンター

札幌市
第２水産ビル

9月21日から9月22日まで 1

道路構造物管理実務者研修（橋
梁初級Ⅱ）

所属長が指定した職員
道路橋の定期点検に関し、必要な知識と技能を習得
する。

北海道開発局
札幌市
北海道開発局研修センター

10月16日から10月19日まで 1

コンプライアンス研修 所属長が指定した職員
服務規律や不祥事防止、論理感の意識付けをとおし
てコンプライアンスを習得する。

北海道市町村職員研修セ
ンター

札幌市
道庁別館

10月30日から10月31日まで 1

第44回教育委員会セミナー
IT機器の活用と管理研修

所属長が指定した職員
次期学習指導要領で必要となるITC環境の整備と校
務情報化の推進について、最新の情報を収集し、そ
の推進理解を深める。

教育家庭新聞社
札幌市
札幌コンベンションセン
ター

11月2日 1

スキルアップ研修


