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平成20年度新採用職員研修

　今年も研修事業は、フレッシュな新採用職員の研修からスタートしました。
　いの町にある高知青少年の家で、３泊４日の宿泊型研修です。
　地方公務員として必要な基礎知識や社会人として必要な接遇・マナー等を習得するとともに、県内各地の市
町村職員と交流することにより、広域的な考え方や視点を養う機会となりました。
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　今年度、新たにスタートした地域資源活用研修は、津野
町役場を中心に、町の元気な住民のみなさんの熱意が一
つとなったすばらしい研修となりました。
　津野町と言えば、四国カルストやセラピーロードが有名
ですが、どっこい「堂の口開け」や「森の巣箱」などまだま
だ隠れた資源がいっぱい。
　今回は、こうした資源を再認識するとともに、役場の職
員がキーマンとなり、住民のみなさんと一体となったネッ
トワークづくり、まち全体でのおもてなしについて熱く議
論が交わされました。

まちを元気に！！まちを元気に！！
～地域資源活用研修～

写真は森林セラピーロード　写真は森林セラピーロード　
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Bコース

　今回の研修では、公務員として

最低限必要な地方自治やビジネ

スマナー等に関する基礎知識を

学習しました。研修の講義は座学

だけではなく、お互いの意見を出

し合うグループワークもあり、様

々な人の考え方を知ることができ

ました。また、他の市町村職員の

方々とも知り合うことができました。この研修で僅かではあり

ますが、公務員としての礎を築くことができましたので、これか

らの仕事の中で活かしていくことができれば幸いです。

市川　雅貴 （土佐市建設課）

　今回の研修では、公務員・社会

人としての知識、マナー、姿勢など

幅広く学び、自覚を持って日々仕

事に取り組むことの大切さを改め

て実感しました。 

  これから長い時間をかけて経験

し、そこから学んでいくことも多

いと思いますが、期待・不安・やる

気の入り交じった今の気持ちを忘れず、また今回の研修を通し

て知り合った方々とのつながりを大切にしながら、これからも

精進していきたいと思います。 

筒井　景子（いの町ほけん課）　　

　４日間の研修では、他市町村や

様々な職種の方と共に学び、意見

を尊重しながら話し合う事で、今

まで気づかなかった新しい視点に

目を向けることができました。

　また、「協働を考える」という講

義では、講師の方の実際の活動を

知り、地域へ出て、人と人を繋ぐ事

の大切さを実感しました。研修での学びが活かせるよう公務員

としての自覚をもって頑張っていきたいです。

武藤加奈子 （黒潮町健康福祉課）

　４日間という短期間で公務員・

社会人としての基礎知識やビジネ

スマナーなどたくさんの事を学び

ました。

　特に研修最後の「協働」をテー

マにした集団討論ではグループ内

の全員で意見を出し合い、１つの

答えを導き出した時は話し合うこ

との大切さを実感しました。

　この研修で学んだ事を活かしながら、地域貢献のために仕事

に取り組んでいきたいと思います。

廣本　彰洋 （仁淀川下流衛生事務組合）

　公務員としてスタートした新規採用職員のみなさん、これからが本番です！
住民サービスの向上を目指す仲間として、ともに切磋琢磨し頑張りましょう.

参加者のみなさんから
・ 多くの人と話し合うことで多くの案が出来て大変良かった。
・ いろいろな方と知り合いになれてよかった。人も物も自然も全ての地   
　域にある資源を有効に活用することが本当に大切だと感じました。
・ 地元に居ても知らない地域の特性を知れて、視野が広がった。
・ 地域（住民）の力がすごいことが分かり、今後も一体的に取り組む必要
　があると感じた。
・ 地域への強い思いや商品開発に関する出席者の方々の色々な発想が
　あり、新しい視野が広がった。

　地域資源を活用するために一番大切なこ
とは人と人とのつながりです。この研修で
は、多くの住民のみなさんが参加してくれま
した。これをきっかけに住民と役場はもち
ろん、住民同士の絆が強くなったと感じまし
た。
　今後、まちが一丸となって津野町の魅力
を伝え広めていくことを期待しています。　
　　　　　　　　　（研修担当一同より）

地区の取り組みなどを発表し情報を共有

森林セラピーロード

セラピー弁当

地区の取り組みなどを発表し情報を共有
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宮谷地区の｢堂の口開け｣

日　程：平成２０年６月１７日（火）
　　　　～１８日（水）
会　場：津野町西庁舎福祉交流センター
　　　　高原ふれあいの家天狗荘
参加者：津野町　住民　　  　  ３１名
　　　　　　　　職員　　　    １０名
　　　　その他　市町村職員　   １名
　　　　　　　　県職員　　　   ２名
　　　　合　計　　　　　    　４４名

研修概要

 

　　津野町産業建設課　０８８９（５５）２３１１
       または　　天狗荘　０８８９（６２）３１８８●森林セラピーに関する問い合わせ 
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TEL 088-873-0333  FAX 088-872-7716
e-mailアドレス:kou ik i@koch i -h i tozukur i.or. jp  http ://www. koch i -h i tozukur i . o r. jp    TM

広域連合掲示板

その他にもお薦め研修がたくさんあります。
詳しくはホームページ、研修ガイドをご覧ください。

多くのみなさんのご参加をお待ちしております。

研修を通じて、
たくさんのネットワーク

が広がりました。

基本研修 〜階層を超えて実施〜

今回は『考える』に注目！！今回は『考える』に注目！！

　今までの「私」を振り返り、現在の「私」自身を見つめな
おします。そして、これからの職場生活で「私」の目指すと
ころを共に考え、主体的に仕事と向き合うための意識を
醸成します。

   この研修では、ビジョンを実現するために管理職として
必要な判断力や決断力を養うとともに、日常業務の中で
のマネジメントを考えます。
　指導・教育をはじめ、指導管理、業務改善、リスクマネ
ジメントについてポイントをお教えします。

　政策形成には、情報収集力と並んで必要不可欠なの
が企画立案力です。
　現場で活用できる現状分析・課題設定の手法や、柔軟
な発想を身に付けるとともに、新たな発想で仕事に取り組
むためのポイントをお教えします。
　また、企画案を実現するために必要不可欠なプレゼンの
コツやポイントについても併せてお教えします。

１日で勝負！戦略思考マネジメント

政策形成のための企画立案力向上研修

自分と仕事を考える研修 １日で勝負！戦略思考マネジメント
Ｈ20．10．17　　　　　　

　　　　　　　　　　　　Ｈ２０．１０．２～３
～充実した仕事と豊かな人生づくりのために～

政策形成のための企画立案力向上研修
　Ｈ20．11．17～18　

研修での
　ひとこま

　基本研修では、一般職、管理職ともに、階層を超えた意見交換と
なり、受講生から好評でした。

一 般 職 管 理 職

みなさん真剣です！！
組織の中で仕事をするということについ
てチームで考え、行動し、チームワークの
大切さを体感しました。達成感とともに充
実感が感じられたと好評でした。

だるま落としで業務改善！？
ちょっと遊び心を交えた真剣勝負！
歓声と悲鳴の中、しっかりと自ら考え、課題
を見つけ、仲間と楽しく業務改善に取り組
みました。

緊張感の中にも笑いあり！
みなさん本音で語り合い、感想を述べ合
いました。
会場の雰囲気が表情に表れています。

3年目研修

5年目研修

10年目研修

自分と仕事を考える研修




