
 

 

  

９ 職員の研修                   

 

大阪府職員の研修は、地方公務員法の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、各任

命権者が実施することとなっています。 

 

９－１ 知事が実施する研修 

 

知事は、職員の公務員精神の涵
かん

養と職務遂行能力の向上を図り、府政の適正かつ効率的な運営に資す

ることを目的として、大阪府職員研修規程に基づき、毎年度、職員研修計画を定め、研修を実施してい

ます。 

令和３年度は、以下のとおり、センター研修、部局・職場研修及び自主研修の支援を実施しました。 

なお、他の任命権者の所属職員（府立学校教員及び警察職員を除く。）についても、知事が実施する研修

に参加しました。 

 

（１） センター研修 

  府職員として共通に必要とされる知識、能力及び資質の向上に関する研修を実施しました。 

 

 ア 階層別研修 

  各階層に応じて求められる基本的な知識及び能力の習得。 

 

 イ キャリア形成支援研修 

  キャリア全体を見据えた職員の育成と業務に必要となる個別のスキル向上。 



 

 

 

（２） センター研修実施状況 

 

 ア 階層別研修 

区 分 
人数 

（人） 

主事・技師級 

新規採用職員研修 

採用前研修 317 

採用時研修 545 

障がい福祉研修 536 

主事・技師級職員研修Ⅱ 

（採用２年目職員） 

公民戦略連携デスク体験実習 36 

全体講義 399 

主事・技師級職員研修Ⅲ 

（採用３年目職員） 

全体講義 414 

政策形成の基礎 229 

副主査 新任副主査研修 269 

主査級 
新任主査級職員研修【全体講義】 250 

主査級職員研修【マネジメント基礎】 198 

課長補佐級 

新任課長補佐級等職員研修【全体講義】 161 

人権問題研修 123 

課長補佐級研修【マネジメント上級】 101 

課長級 
新任課長級職員研修【全体講義】 84 

課長級研修【マネジメント応用】 59 

管理職 管理職研修 757 

評価者 

評価者研修【制度説明】 175 

評価者研修【事例研修】 273 

評価者研修【面談研修】 57 

評価者研修【評価傾向診断】 ― 

評価者研修【開示面談実践研修】 243 

再任用 再任用職員研修 158 

合 計 5,384 

 



 

 

 

イ キャリア形成支援研修 

区 分 
人数 

（人） 

採用１年目 採用１年目キャリア研修（キャリア１） 534 

若手職員 

若手職員キャリアサポート研修（キャリア４） 318 

若手職員キャリアサポート研修（キャリア１０） 126 

女性活躍推進研修 204 

キャリアデザイン キャリアデザイン研修 48 

基礎・実務能力育成系 

民法研修（総則・物権・債権） 179 

行政法研修 217 

地方自治法研修 210 

自治体法務研修 137 

ＣＳ向上・接遇パワーアップ研修 227 

プレゼン・インストラクションスキル研修 107 

簿記研修 96 

視覚障がい者に関する理解を深める研修 22 

聴覚障がい者に関する理解を深める研修 17 

効果の上がる会議・説明会の進め方研修 19 

業務改善ＰＣスキル研修（Excel中級への道） 48 

業務改善ＰＣスキル研修（Excel上級への道） 37 

クレーム対応研修（基礎編） 74 

クレーム対応研修（上司編） 42 

改革・創造型思考力向上研修 14 

ＲＰＡ導入に向けたワークデザイン研修 24 

実務能力・管理能力育成系 

主査級昇任考査必須研修 戦略的思考力パワーアップ研修 200 

主査級昇任考査必須研修 リスクマネジメント研修 193 

主査級昇任考査必須研修 コミュニケーション研修 86 

主査級昇任考査必須研修 財務分析基礎研修 84 

戦略的思考力上級研修 13 

個別キャリア関連 

部下職員指導支援研修 151 

仕事力向上・コンプライアンス研修Ⅰ・Ⅱ 43 

コミュニケーション力、折衝・調整力、ＣＳ向上研修Ⅰ・Ⅱ 26 

チームワーク強化研修Ⅰ・Ⅱ 21 



 

 

 

業務改善・改革力向上研修Ⅰ・Ⅱ 20 

講師力・指導力向上研修 
庁内研修講師力向上研修 21 

ジョブトレーナー等指導力向上研修 389 

外部機関実施研修 人権研修指導者養成研修 ２ 

合   計 3,949 

 

（３） 部局等･職場研修          

各部局・職場において、業務に関する固有の課題並びに知識及び能力の向上に関する研修を実施し

ました。 

 

（４） 自主研修の支援 

  職員が自発的、自主的に学習する研修を支援しました。 

 

 ア 自主学習グループ 

  自主学習グループに対する研修室の時間外開放及び研修教材等の貸出し。 

・活動グループ数 １グループ 

 

 イ 長期自主研修支援制度 

職員が職務に関連して自らの資質の向上を図る目的で、大学・大学院等の研究機関で自主的に行う

長期の調査研究又は指導を支援。 

・適用人数 ５名 

 

 ウ 短期自主研修制度 

  職員が職務に密接に関連する課題について国内又は国外で自主的に行う短期の調査研究を支援。 

・適用人数 ０名 

 



 

 

 

９－２ 教育委員会が実施する研修 

 

大阪府教育委員会では、教育公務員特例法の規定に基づき、教職員の専門的知識・技能と実践的指導

力の向上を図るため、教育の今日的課題を的確にとらえ、将来的展望に立って体系化された研修計画に

基づいて研修を実施し、その成果を学校・地域の教育活動の推進に活用できるよう取り組んでいます。 

 令和３年度は、以下のとおり総合研修、課題別研修及び授業力向上研修を実施しました。 

 

（１） 府立学校教職員に対する研修 

 

ア 総合研修 

区 分 
受講決定者数 

（人） 

初任者 651 

新規採用者 44 

教職等経験者 1,630 

管理職等 538 

首席・指導教諭・リーダー養成等 703  

養護教諭･栄養教諭 ２ 

実習教員･寄宿舎指導員 89  

合 計 3,657 

 

イ 課題別研修 

区 分 
受講決定者数 

（人） 

 人権教育 1,243 

 支援教育 141 

 教育相談・生徒指導 358 

情報教育 ５ 

その他の教育課題 171 

合 計 1,918 

 



 

 

 

ウ 教科別研修 

区 分 
受講決定者数 

（人） 

 授業づくり全般 34 

 国語 ０ 

 社会・地理歴史・公民 １ 

算数・数学 ４ 

 理科 20 

保健体育 ４ 

芸術 22 

外国語 57 

 技術・家庭・情報・農業・工業 94 

道徳 ２ 

１人１台環境 197 

合 計 435 

 

（２）府費負担教職員（政令市・豊能地区におけるこれらの職員を除く。）に対する研修 

ア 総合研修 

区 分 
受講決定者数 

（人） 

初任者 795 

新規採用者 51 

教職等経験者 921 

管理職等 1,919 

首席・指導教諭・リーダー養成等 142 

養護教諭･栄養教諭 177 

事務職員 379 

合 計 4,384 

 

イ 課題別研修 

区 分 
受講決定者数 

（人） 

人権教育 2,003 

支援教育 682 

教育相談・生徒指導 1,050 

情報教育 72 

その他の教育課題 164 

合 計 3,971 



 

 

 

 

ウ 教科別研修 

区 分 
受講決定者数 

（人） 

授業づくり全般 425 

国語 188 

社会・地理歴史・公民 12 

算数・数学 30 

理科 70 

保健体育 35 

芸術 ０ 

外国語 59 

技術・家庭・情報・農業・工業 21 

道徳 91 

１人１台環境 138 

合 計 1,069 

 



 

 

 

９－３ 警察職員に対する研修 

 

令和３年度は、警察職員の養成と専門知識の醸成、能力の向上を目的として、各種研修を実施しました。 

（１）採用時教養では、新たに採用した警察職員に対し、警察職員として必要な基礎的な知識・技能の

修得並びに体力・気力の錬成を図るための教養を実施しました。 

（２）幹部任用時教養では、各級幹部として必要な知識・技能を修得させる教養を実施しました。 

（３）専門教養では、時代の要請や治安情勢に対応できる専門的知識の修得と能力の向上を図るため 

の教養を実施しました。 

（４）職場教養では、警察本部各所属により、専門的な職務の実務能力を高めるための教養を実施しま

した。 

区 分 
実施回数 

（回） 

人数 

（人） 

学 

校 

教 

養 

採用時教養 

初任科 
（短期課程） ３ 391 

（長期課程） ２ 247 

初任補修科 
（短期課程） ３ 324 

（長期課程） ２ 274 

一般職員初任科 １ 64 

幹部任用時教養 

警部補任用科 １ 39 

巡査部長任用科 １ 37 

主任任用科 ０ ０ 

専門教養 

部門別任用科 ４課程 ７ 159 

総警務部門 13課程 18 196 

生活安全部門 ６課程 ８ 176 

地域部門 １課程 １ 10 

刑事部門 ６課程 11 235 

交通部門 ８課程 ９ 169 

警備部門 ３課程 ３ 59 

職 場 教 養 

総警務部門 43課程 70 6,280 

生活安全部門 ５課程 ８ 201 

地域部門 ４課程 11 476 

刑事部門 13課程 19 1,083 

交通部門 15課程 25 628 

警備部門 ３課程 ３ 76 

 その他 ０課程 ０ ０ 

合     計 206 11,124 

 

 

 

 


