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日の出町の聖火リレー点火
セレモニー

Congratula
tion!

町田市内で事
前キャンプ中の
インドネシアパ
ラバドミントン
代表 選手団！

による
長と村民
神津島村
モニー
点火セレ
聖火リレー

Opening Topic!
都内市町村で実施された東京オリンピック・パラリンピック関連の
活動を紹介しています。

選手が
立川市内在住の長谷川勇基
立川市長を表敬訪問

東京都市町村職員研修所とは？
東京都の全39市町村
（多摩地域26市3町1村・島しょ地域2町7村）
の職員を対象とする共同研修
機関で、地方自治法上の特別地方公共団体（一部事務組合）である「東京市町村総合事務組合」
（昭和63年4月1日設立）の一つの機関です。当研修所は、各市町村に共通した内容の研修、共同実施をすることにより効率及び効果の
高まる研修、また高度の専門的知識や技術の習得をめざす研修等を実施するために設置されました。他団体の職員の方と情報交換・
交流ができることは、
集合研修所ならではのメリットであり、
他団体の実情や業務について聞くことは、
見識を広げる良い機会となります。

※本紙の掲載情報は発行日時点での令和4 年度研修計画に基づくものです。新型コロナウイルス感染拡大防止の対策により、
研修日程を変更する可能性があることをご了承ください。
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オンラインで研修を受けましたか？
時間や場所にとらわれず、参加しやすい研修を実施するため、研修のオンライン化を推進しています。

集合研修の良さを生かしつつ更なる研修効果の向上を図り、みなさんの成長につながる研修となるよう
今後も準備をしていきますのでご期待ください。

研修所ではこのような方法でオンライン研修を実施しました。
オンデマンド型研修（eラーニング）
あらかじめ録画された講義動画等を、
場所や時間を問わず
視聴する研修方法
令和3年度に実施したオンライン研修例

・ 職層別研修 基礎部門 新任研修（Ⅱ期）

ライブ型研修
講義や討議をWeb会議システム等を使用してライブで視聴等する研修方法
令和3年度に実施したオンライン研修例

・ 職層別研修

基礎部門

新任研修（Ⅰ期）

・実務研修 税務部門 固定資産税科（初級）家屋（※）

・ 職層別研修

基礎部門

部長研修

・実務研修 税務部門 固定資産税科（初級）個人住民税（※）

・ 職層別研修

能力向上部門 係長コーチング

・実務研修 事業部門 都市計画科

・ 自治体経営研修 政策課題研究

・特別研修 人権啓発研修（情報化社会における人権）

・ 自治体経営研修 立法法務

・特別研修 男女共同参画研修

・ 自治体経営研修 地方財政

・特別研修 講演会（詳細は３ページをご覧ください）

・ 実務研修

総務・一般部門 情報システム調達導入科

・ 実務研修

税務部門

固定資産税科（初級）償却資産（※）

eラーニングを詳しく！
いつでも好きな時に
受講できる！

一定期間内、いつでも受講可能。
eラーニングについて

※ 実務研修 税務部門は島しょ部町村のみライブ型対応

オンデマンド型研修の一種で、インターネットに接続できるパソコン等機器と、IDとパスワードがあれば、
Webサイト上で研修を受講することができます。令和3年度の新任研修（Ⅱ期）はこの方法で実施しました。

何度でも復習できる！

どこでも受講できる！

重要な部分やわかりづらい部分など、繰り返し

インターネット環境が整っていれば、

何度でも確認でき、知識の定着につながります。

どこでも受講可能。

新任研修（Ⅱ期）の研修生感想より

初めての受講であったが、スムーズに受けることができたと感じている。 一定期間内で受けることが

できるので、スケジュールをたてるのが容易であった。今後も社会情勢に応じて、このような形で受講
できると良いと感じている。

ある程度自分の都合に合わせて、自由なタイミングで視聴できるのがとてもよかった。必要に応じて
都度中断できるのもよかった。字幕がついていて見やすく、
気になったところを何度も繰り返し見ることが
できるのも素晴らしい。今後も是非eラーニングを続けていただきたい。

研修所では、今後もオンラインでの研修を推進していきます！
オンライン研修に対する希望やオンライン研修に参加した際の感想など、
たくさんのご意見をください！

きる！
受 講で
誰でも
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講演会による自己啓発
〜その道のプロの話を聞いてみませんか〜
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オンライン配信により
これまで以上に受講
しやすくなりました。

ぜひご参加を！

従来、集合型研修であった講演会ですが、令和２年度から集合型研修とライブ型研修の併用で実施しています。

登壇講師の都合上、集合型研修になる可能性もありますが、令和４年度も集合型研修とライブ型研修の併用で行う予定です。

1回 講演会

第

昨年度の講演会をレポートします！
第

７月20日（火）

令和３年
ノ

1 31日（月）

令和4年 月

人とホスピタリティ研究所 代表
タカ

2 回 講演会

男子体操競技強化本部長・代表監督

ノボル

ミズ

高野 登 氏

トリ

ヒサ

シ

水鳥 寿思 氏

ホスピタリティ溢れる組織づくり

オリンピックへの道

〜モチベーション・アップを目指す〜

〜最高のパフォーマンスを発揮するには〜

高野氏には、数々の著名なホテルでの勤務経験や長野市長

水鳥氏は、選手時代数々の金メダルを獲得したほか、引退後

選出馬時のエピソードを交えながら、自身やチームの目標

は史上最年少で日本体操協会の体操男子強化本部長に

設定方法、部下への接し方、ホスピタリティとは何か、個人

抜擢され、数々のメダル獲得へ導かれています。選手時代

から組織に至るまでのホスピタリティの醸成方法について、

や監督としての経験談を交えながら、選手時代の苦労、競技

時に笑いを誘う明るい話口調でお話いただきました。高野氏

に向かう考え方、目標設定の方法等や、監督としての役割、

の人や仕事へ向き合う姿勢などから、多くの研修生が日々

課題、新たな取り組みなどについてお話いただきました。

の仕事やキャリア形成にも活かせるヒントが詰まった講演

水鳥氏の現役時代の臨場感溢れる話題に触れ、多くの研修

会となりました。

生が前向きな気づきを得られる講演会となりました。

参加 者 の 感 想

参加 者 の 感 想

・ご経験に基づいた説得力のある話を聞き、
新たな発見や気付きが
たくさんあった。

・スポーツの世界と市役所業務は全く異なる分野だが、分野に
関係なく、
目標設定・自己分析・マネジメントの重要性を再確認・

人生を捉える良い機会となった。
・前向きに考える、
キャリアや仕事に対しての向き
・ホスピタリティの話にとどまらず、
合い方についても考えさせられた。

再認識できた。

・学び続けることの重要性を強く感じた。
・組織マネジメントをしていくにあたり参考になることが多かった。

みなさまのご参加をお待ちしております！
研修所では、各界でご活躍されている著名人を講師にお招きして、講演会を実施しています（令和４年度は、東京自治会館の
講堂にて、２回の開催を予定しています。）。日常業務ではなかなか触れることのない知識や様々な経験に基づいた講義を
聞くことで、みなさま自身の自己啓発や意識の向上につながる刺激がきっと得られるはずです。講演会の案内は、その都度
各団体研修担当者を通じて行います。また、研修所のホームページでもご案内いたしますので、そちらもご確認ください。
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令和 4 年度はこんな研修を実施します！
令和4年度 研修実施計画

能力向上部門

職層別

法 務
自治体経営

情報処理

研修内容
調整力・交渉力（主任・主事向け）
ファシリテーター入門
ハードクレーム対応（係長職以下向け）
図解表現力
ロジカルトレーニング
要約力
アサーティブコミュニケーション
係長コーチング
インバスケット
不当要求対応（管理職向け）
調整力・交渉力（管理・監督職向け）
管理職リスクマネジメント
行政法
地方自治法
地方公務員法
民法（総則・物権法）
民法（債権法）
民法（親族法・相続法）
政策課題研究
政策法務
立法法務
地方財政
エクセル初級
パワーポイント初級
アクセス初級
エクセル中級

特 別

エクセルVBAマクロ
ワード（実践レイアウトテクニック編）
人権啓発研修
男女共同参画研修
メンタルヘルス研修
レジリエンス研修
トップマネジメントセミナー
自治体改革セミナー
講演会
発達障害の理解と対応

令和４年度に実施する研修のうちどなたでも受講できる研修（一部職層指定あり）をご紹介します。
日頃の業務や人事評価の面接の中で自身の伸ばすべき能力に気づいた時、研修の受講をご検討ください。
また、キャンセル待ちも受け付けていますので、
「参加してみたいな」と思った時には、所属の研修担当者に確認してみてください。

5月〜6月
① 5/27
① 6/16
① 6/14
① 6 /6
① 6/ 1

① 6/21〜23
① 6/15〜17

7月〜9月

② 12/14

7/19

① 6/16〜17

① 6/13

8/25
① 8/31

② 1/20

② 2 /2
1/19

8/ 3
① 8/1〜2
① 7/6〜8

② 11/17〜18
② 10/12〜14
② 10/5〜7 ③ 11/29〜30、12/1
② 11/9〜11

8/18〜19
9/14〜15
9/26〜27
8/26、9/13、26

③ 1/26〜27
③ 2/1〜2、6
④ 2/15〜16、21
③ 1/24〜25、30

10/11、26、11/11、22、12/16

② 7/13
① 7/19〜20
② 7/26〜27 ③ 8/9〜10
④ 8/23〜24 ⑤ 9/27〜28
① 8/2〜3
① 7/8 ② 8/31 ③ 9/22
① 8/ 5
8/23

1/12〜13

10/ 7、11/2、14、12/9
12/13〜15
③ 10/18 ④ 11/30
② 10/14
② 10/5〜6
⑥ 10/27〜28 ⑦ 11/17〜18
⑧ 12/14〜15
② 11/1〜2
④ 11/25
② 12/6
① 10/21
② 10/26 ③ 12/16

⑨ 1/16〜17

① 7/21

⑩2/8〜9

③ 1/24〜25
③ 2/21
② 2/13

10〜11月予定
① 11/14

② 2/14
② 1〜2月予定

10/25

●上記研修及びその他の研修の詳細情報については、ホームページをご覧ください。ホームページの研修紹介のページでは、
受講した研修生の声も掲載しています。
●日程が未定の研修や、新たに企画した研修についてもホームページ及び、各団体の研修担当者を通じてお知らせします。
※また、研修所での新型コロナウイルス感染拡大防止対策の情報もホームページで掲載しています。

研修別向上能力一覧表

1月〜3月

② 12/8
② 12/16
③ 12/2
② 10/ 7 ③ 12/9

① 7/20
② 7/28

7/25、8/9、23、9/6
① 5/27
① 6 /6

10月〜12月

研修所ホームページの案内

研修の詳細情報についてはWebへ！

https://www.tskweb.jp/

各研修で向上が期待される能力の一覧です。キャリアプランを見据え伸ばしたい能力があるとき、自身の能力に課題があると感じたとき
など、この表を使って能力に合う研修を見つけ、受講してください。

＝関連する向上能力

特別研修

実務研修

技術職研修

専門職研修

情報処理研修

地方財政

立法法務

政策法務

組織育成力、危機管理力、職場環境形成力

政策課題研究

総合調整力、合意形成力

組織運営

法務研修

決断力

コミュニケーション

管理職リスクマネジメント

目標管理力、総合調整力

判断

調整・交渉力︵管理監督職︶

人材活用力

業務運営

不当要求対応︵管理職︶

折衝力、外部交渉力

人材育成

インバスケット

政策形成力、創造力

コミュニケーション

アサーティブコミュニケーション

総合的な判断力

政策立案

係長コーチング

業務マネジメント力、情報分析・活用力

判断

要約力

接遇力、プレゼンテーション力、説得力、調整力

業務運営

ロジカルトレーニング

課題発見・設定力、企画提案力、企画調整力

コミュニケーション

ハードクレーム対応︵係長職以下︶

課長

業務遂行力、事務改善力、情報収集力、情報整理力

政策立案

図解表現力

係長・主査

専門知識・技術

業務運営

ファシリテーター入門

主事・主任

知識・技術

調整・交渉力︵主任・主事︶

研修名

職位
能力項目

＝主な向上能力
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令和４年度 自治体経営研修 テーマ紹介
現在問題となっているテーマについて他の自治体職員とじっくり考えてみませんか？
研修所では、
「政策課題研究」
「
、立法法務」
というゼミナール型研修を毎年実施しています。様々な市町村の仲間たち
とテーマについて研究・議論し、
約４か月間・全８回かけて政策や条例案をまとめていきます。テーマへの理解が深まる
のはもちろん、報告書完成までに苦楽を共にした仲間との絆は、今後の公務員生活の宝になるはずです！

政策課題研究

立法法務

気候変動対策としての
脱炭素化に資する
自治体の取組について

ケアラーを支える
まちづくりを考える

テーマ趣旨については研修所ホームページからご確認ください。

テーマ趣旨については研修所ホームページからご確認ください。

ホーム ＞ 研修紹介 ＞ 令和4年度 研修概要と実績
＞ 政策課題研究 研修概要

ホーム ＞ 研修紹介 ＞ 令和4年度 研修概要と実績
＞ 立法法務 研修概要
日程

日程

8/26 金 9/13 火 9/26 月 10/11 火
10/26 水 11/11 金 11/22 火 12/16 金

7/25 月
10/7 金

8/9 火 8/23 火
11/2 水 11/14 月

9/6 火
12/9 金

こんな政策があったら良いのにな…。みなさんはそう思った

みなさんは条例にこめられた魂を感じたことがありますか？

ことありませんか？ 政策を打ち出すにあたって重要なのは、

自治体が直面する課題と向き合い、より良いまちを作って

背景と現状から正しく課題を設定することです。政策課題

いくための手段として制定する条例には、色んな人の思いと

研究では、与えられたテーマに対し、背景と現状を分析する

希望が込められています。立法法務を受講すれば、普段

ところから政策提言まで、
一連のプロセスを辿って政策立案

無機質に見えている条文にも、その１つ１つに背景がある

を行います。１日目には、有識者による基調講義を実施し、

ことが分かるはず。条例を制定する過程はなかなか大変で、

テーマに対する理解を深めたうえで研修に臨みますので、

それを疑似的に経験できるこの研 修もちょっぴり苦労は

テーマに関わる部署に所属していなくても心配ありません。

ありますが、
この研修ではなんといっても他の自治体の仲間

自分の自治体の行政課題を解決するための政策立案スキル

と力を合わせて取り組むことができるので怖くはありません！

を共に学びましょう！

実際に条例づくりの担当を任される前に、ここで経験して
おきましょう！

令和３年度 研修生の感想
・テーマはとても難しかったが、
他団体の方々と意見を交わしたことで
とても有意義な時間が過ごせた。

・政策立案のノウハウを身に付けるとともに、自分の意見をまとめて

伝えることや人前で発表することなど、普段の業務ではあまり経験
できないことができ、大変勉強になった。

討議の様子

令和３年度 研修生の感想
・どういうまちを目指し、そのために、どういう条例を策定すべきか、
どのように規定するのか一連の流れがこの研修を通して理解できた
点が良かった。

・他の市で働く方の考えを聞けたことは刺激になった。

成果発表会の様子
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写真は研修所職員だよ♪

研修所職員がオススメする令和 4 年度研修
研修所が実施する80種類以上の研修の中から、研修所職員が
オススメする研修を少し詳しくご説明します。

ファシリテーター入門
6/16

木

1/20

金

市民を交えた会議や部署を超えた話し合いなどは緊張しませ
んか？ また、会議を進める中で時間だけが経ってしまったと
感じたことはありませんか？ この研修では会議の段取りから
会議の回し方などを中心に、実際のシチュエーションを思い
浮かべた演習を行うことで、ファシリテーターの役割を身に
付けることができます。会議を効率よく進行させ、業務の改善
につなげていきましょう！

地方財政

12/13 火

〜 15

木

突然ですが、
「 あなたの所属する自治体はお金持ちです
か？」と聞かれたらどのように答えますか？普通くらい？
それは、
何を基準に判断したのでしょうか？ 判断する指標
の一つとして、財政力指数があります。これは、地方公共
団体の財政力を示す指数で、
一般的に財政力指数が高い
ほど財源に余裕があると言われています。このような指標
などを用いることで「他者との比較」が可能となり、
「自身
の立ち位置も明確」
にすることができます。財政の健全化
を考える際には、こういった「他者との比較」や「見える化」
が重要な鍵となります。本科目では、自治体財政の基本
的な仕組みから発展的な内容まで学ぶことができます。
是

保育士研修
6/17 金

保育業務について考え込んでしまうことはありま

非、
日々の業務だけではなく、
財政の知識を活用した政策
実現にも役立ててください！ なお、３日目の公開講義の
「地方財政の現状と課題」の科目では、外部有識者をお招
きし、
地方財政に関する最新の動向について学びます。公
開講義のみのご参加もお待ちしております！

せんか？ 子どもの行動の意味を捉え大切にする
ことは、子どもの成長を見守る役割を持つ者とし
ても必要な視点です。また、
公立保育所では様々
なルールがあるうえ、保育の質の確保・向上を目
的とした保育所における自己評価のガイドライン
の改訂等、保育の現場は変化し続けています。
保育士としての知識についてより踏み込み、
自園に
持ち帰りどう変化を起こしていくことができるか
まで考えることができる研修カリキュラムです。

営繕工事科

[旧：建築工事科]
（偶数年度のみ実施）

1/26 木

保健師研修（偶数年度のみ実施）
9/16 金

地域の健康課題への気づき、解決に向けた事業化、施策
化に向けた検討とより踏み込んだ専門的知識を学びます。
グループワーク時には、東京都看護協会の経験豊富な
講師陣によるコンサルティングを受けることができ、
ダイナ
ミックに力を伸ばすことができるカリキュラムです。

〜 27

金

営繕担当のみなさん！ 今年度より、
令和2年
度まで実施していた
「建築工事科」
をリニュー
アルし、
「営繕工事科」を実施します。科目の
見直しにあたっては、26市営繕担当課長会
協力のもと、
研修対象となる営繕担当の皆様
から本研修に対する意見をアンケートで伺
い、その内容を可能な限り反映させ、より市
町村の実務に則した内容に再編成していま
す。また、東京自治会館内をまわり、実際の
建 築 物 や 設 備を見な がら維 持 保 全 等 の
チェックポイントを学ぶ実地研修も実施予
定です。建築・電気・機械・事務職の方まで、
担当分野に関わらず実務に活かせる内容と
なっていますので、
営繕業務に関わる方、
ぜひ
ご受講ください。

Vol.116

広報科（偶数年度のみ実施）
6/7 火

〜9

木

情報システム
調達導入科

コロナ禍で自治体からの情報発信はさらに重要視されていま

6/6 月

す。この研修では広報の役割やWEBコンテンツの活用方法、
文章の書き方、校正の仕方などを学んだり、実際にカメラを
操作して効果的な写真撮影の仕方を学んだりします。広報は
ただ伝えるのではなく、伝わらなければ意味がありません。
住民に興味を持ってもらって、行動してもらうにはどうしたら
いいのか、考えるきっかけになればいいなと思います。

〜7

火

情報システム課に配属された！ 部署で使用
しているシステムの担当になってしまった！
でも機械は苦手だし専門用語もイマイチ分
からない… システム導入って何から始めれ
ば良いの… という方、ぜひこの研修を受け
てください。業務改善・業務効率化のため
のシステム導入の流れや必要な視点を学ぶ
ことは、
今の仕事に活かせることはもちろん、
今後どの部署に異動になってもＤＸ時代を
生きていく上で大きなアドバンテージになり

男女共同参画研修

10/21 金 2/13 月

ます！

各回午後実施（13:15〜16:30）

講義中に白いトラの写真を見せられ、
「これは何？」と聞かれた研修生たち
はなんと答えたと思いますか。皆一様に「ホワイトタイガー」と答えました。
トラはトラなのに、
「ホワイト」とつけてしまうのは、トラは黄色が当たり前と
いう先入観を持っているからですね。それと同様に、人は誰しも「男らしさ」

「女らしさ」というイメージや固定観念を持ってしまっていると思います。
そこから生まれる諸問題に対して、歴史的背景から自治体の取り組み事例
などを基に、課題解決のヒントを学べます。受講した研修生からも「視野が
広がった」
「是非上司にも受けてもらいたい」と好評の研修です。

レジリエンス研修
8/23 火

登壇技法（庁内研修向け）
1/17

火

〜 18

水

庁内研修等に登壇予定があるのにまだ準備ができてない… とお困りの方
はいませんか？ 登壇技法では登壇の基礎的な知識・技法を習得すること
ができる研修です。講義では、研修の内容構成やレッスンプランの作成に
ついても併せて学びます。登壇実習も行い、
自分の発表している姿をビデオ
で確認することにより、
自己の話し方を見直すきっかけになり、
登壇に向けた
準備を進めることができるようになります！

自治体改革セミナー
11/14 月

2/14 火

各回午後実施（13:15〜16:30）

午後実施（13:15〜16:30）
入庁や異動をして数か月… 新しい環境には
慣れましたか？ なかなか環境に慣れなくて
くじけそうだな…、
ストレスを感じているな…
と思っているあなた！「レジリエンス研修」
を受講してみませんか？ メンタル面からの
健康維持につながるセルフコントロールなど
を講義内で学ぶことができます。みんなで
いきいきと長く働き続けるための、しなやか
で折れない心を一緒に育てましょう！

自治体の置かれている現状、
背景についての気づきや危機意識や改革意識などの醸成を図るため、
今年度より新たに実施します。この先自治体が向き合うべき重要な課題が含まれますので、
講義を通じて自治体職員としての見識を深めることができます。講師から最新情報を吸収し、
自治体改革のヒントにしてください。
※本研修は
「政策形成研修」
の終了に伴い、
研修冒頭の講義部分を新たに研修として位置づけたものです。

7

8

令和4年5月31日 発行

内部講師制度
次世代を担う職員の育成に携わってみませんか？
研修所では、
市町村の係長職以上の現役職員の方々にご協力いただき、
講師として、
主に職層別研修
（問題解決や政策

提案など）にご登壇いただく「内部講師制度」を実施しています。研修を通じて、次世代を担う後輩職員の育成を、
現役職員が自治体の枠を超えて行っています。研修所では、
後輩職員の育成のため、
お力添えをいただける内部講師
を求めています！ 普段の業務では味わえない、達成感を感じてみませんか？

登壇にあたっては、研修所職員がサポートいたします。 また、年2回の講師研究会
にて、研修内容、研修の進め方や振り返り等を行っています。

「話し方など基礎的なスキルに自信がない」
「登壇に向けての必要な知識を学びたい」
という方は、ぜひ「講師養成研修インストラクション」をご活用ください。
令和3年度 内部講師登壇実績（職層別研修）

ご登壇ありがとうございます！

係長新任研修（仕事と人のマネジメント）……… 15名

登壇の流れ
講師養成研修
（科目別）

実際の研修を聴講
【ご希望に応じて】

問題解決 ………………………………………… 14名

9名
中堅職員の役割 ………………………………… 13名
政策形成 ………………………………………… 8名
政策提案 …………………………………………

登壇

その他多くの実務研修にもご登壇いただいています。

令和 3 年度末 退任講師・帰任職員・異動職員紹介
特別講師

西川

あっという間の５年間でした。この間、
研修生の皆様と触れ合い、
色々な事を学ばせていただいたことに、
とても感謝しています。
今、自治体では、住民が、安全に、安心して住み続けられるように、様々な取り組みを進めています。その担い手の中心は、間違い
なく皆様です。だからこそ、皆様が研修を通して、学び、考えついた事などを、気概を持って実践して頂くことを期待しています。

特別講師

野島

これからの自治体を担っていく若い職員と研修を通じて触れ合うことができ、大変、幸せな時間を過ごせたことに感謝します。
最近、社会経済の状況が以前にも増して劇的に変化をしていると感じます。自治体職員の皆さんは自ら研鑽に努め、これらの
変化に対応していかなければなりません。皆さんの更なる御健闘を期待いたします。

研修第一係

研修第二係

永田

あっと言う間の３年でしたが、研修を通じて多くの自治体の方々と繋がりを持てたことは、市役所の勤務では中々体験できない、
貴重な経験をさせていただいたと感じています。お世話になった方々に、心より感謝いたします。

橋爪

３年間お世話になりました。あっという間で、とても楽しかったです。内部講師の皆さんともお仕事ができたこと、とても貴重な
経験になりました。派遣元に戻っても、この３年間の経験を活かしていきたいと思います！

（あきる野市）

（福生市）

● 事務局長・所長

赤木は、４月から東京都に帰任しました。 ● 教務課長 大房は、
４月から東京市町村総合事務組合 総務課長に異動となりました。

● 教務課研修第一係

宮田は、４月から東京市町村総合事務組合 事業課に異動となりました。

令和 4 年度 新任職員紹介
事務局長・所長 熊谷（東京都）
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