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　全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ：ジャイアム）では、市町村職員の派遣を
受け入れています。
　現在も、全国の自治体から派遣された多くの職員に活躍いただいています。
　全国の市町村の人材育成を更に推進し、地域の振興と住民福祉の向上を目指して
いるＪＩＡＭで多種多様な研修の企画や運営に携わっていただくことにより、第一
線で活躍されている講師の先生方や他の自治体の職員等との交流など、今までにな
い幅広い経験をすることができます。
　ＪＩＡＭでの勤務は、将来の自治体、地域社会を担う人材育成の大きな推進力と
なるものと確信しております。
　市町村職員の皆様、ＪＩＡＭで共に働き、学びませんか。
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全国市町村国際文化研修所（ ＪＩＡＭ）の紹介

の組織図

◆　１　◆

市町村職員中央研修所 事務局 全国市町村国際文化研修所

(市町村アカデミー/千葉市）
昭和62年10月開講

（国際文化アカデミー/大津市）
平成5年4月開講
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●研修所の設置者

全国市町村研修財団の組織図
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教 務 部・調査研究部総 務 局

全国市町村国際文化研修所（ＪＩＡＭ）は、平成５年４月に財団法人全国市町村振興協会により開設され、

平成２０年１０月以降は、市町村職員等に対する研修を専門に行うことを目的として設立された財団法人全

国市町村研修財団（平成２６年４月に公益財団法人に移行）の下で運営されています。

分権型社会を担い、時代の変化にも柔軟に対応できる意欲と能力を兼ね備えた人材の育成を、他の研修機

関等とも連携を取りつつ専門的かつ科学的に行うことにより、全国の市町村の人材育成を更に推進し、地域

の振興と住民福祉の向上を目指しています。

研修も開設当初の国際化対応以外の分野にも広げ、これまで１０万人以上の受講者を送り出しております。

〇主な事業

（1）市町村の職員、市町村長、市町村議会議員等、地域社会の振興の担い手に対する高度な研修※

（2）人材育成に関する調査研究並びに情報の収集及び提供

（3）市町村等が行う人材育成に対する協力

※令和元年度研修数：１０９研修 受講者数：６，４０６人

令和２年度における全国の市町派遣職員１５名の派遣元自治体

長野市 １名 安曇野市 １名 土岐市 １名 藤枝市 １名
幸田町 １名 大津市 １名 湖南市 １名 京都市 １名
宇治市 １名 木津川市 １名 精華町 １名 大和高田市 １名
田原本町 １名 広陵町 １名 土佐清水市 １名

ＪＩＡＭは、総務省をはじめとする関

係省庁、諸機関の協力・支援のもと、

全国市長会、全国市議会議長会、全

国町村会及び全国町村議会議長会

の４団体が設立した「公益財団法人

全国市町村研修財団」が管理運営

理 事 会

JIAMの職員数 計４４名 （令和２年４月１日現在）

〇総務省 ４名 〇滋賀県 ４名 〇市町派遣職員 １５名

〇財団職員 １３名 〇臨時職員 ７名 〇人材派遣 １名



◆　２　◆

ＪＩＡＭへの職員派遣に関する基本的事項

１ 派遣職員に担当していただく職務

２ 派遣期間

３ 給与及び福利厚生

４ その他

〇 研修の企画、実施（年間７～８本）

〇 研修に関する調査研究

〇 その他研修の実施に関すること

〇 原則として２年間（応相談）

〇 給料及び諸手当は、公益財団法人全国市町村研修財団（以下、「財団」
という。）が負担

〇 市町村職員共済組合及び職員互助会等は引き続き加入しつつ、共済組合
の長期及び短期の事業主負担金等は財団が負担

〇 現住所からの通勤が困難な方に対しては、財団が所有する職員宿舎
(マンション)を貸与（世帯での入居可）

〇 派遣にあたっては、市町村と財団との間で、派遣に関する協定を締結



派遣職員の育成　～派遣元自治体のメリット～

◆　３　◆

研修等の業務を通じ、市町村等の職員、組織、業務内容等を変革することにより、
市町村の振興と住民福祉の向上に貢献するためには、まずＪＩＡＭの職員自らが学習し、
変化し、成長を続けなければなりません。
そこで、 職場内教育、 職場外教育等の研修や、自主的な学習の機会、交流の機会

を積極的に設け、職員に対して｢研鑽の場｣や「交流の場」を提供しています。

１ 職場内研修

２ 職場外研修

３ 自己学習の支援

〇 ＪＩＡＭ研修の受講機会の提供
参加可能なものについては、受講生と同じようにＪＩＡＭ研修を受講できます。

〇 講義の聴講
業務に支障のない範囲で、講義の聴講が可能です。

〇 外部講師の招聘による研修
年に数回程度の職員研修を実施しています。

〇学会・セミナー等への参加
研修に関連するセミナー等について、積極的に参加していただいています。

〇研修講師としての参加
研修の講師として、出前研修等に参加いただくこともあります。

〇図書室の利用
５万冊以上の図書をご利用いただけます。

〇定期刊行物の購読
地方公共団体に関連する刊行物を豊富に収集しています。

４ ネットワークの形成

〇多様な人とのネットワーク形成
講師や受講生、関係機関、関係者、また各自治体からの派遣職員等、多様な人

との交流による幅広い人脈ネットワークの形成が図れます。

５ 政策形成能力、企画・実行力等の向上

〇政策形成能力の向上
多様な関係者と、国内外の先進的な自治体政策など幅広い分野の研修に従事す

ることにより、グローバルな視野や価値観での政策形成能力の向上が図れます。

〇企画・実行力の向上
研修のPDCAサイクル業務（企画書の作成、企画・評価会での企画協議、講師と

の交渉、チラシの発行、研修の進行管理、企画・評価会での評価協議等）による、
企画・実行力の向上が図れます。

〇プレゼンテーション能力の向上
研修の司会進行や企画・評価会での説明、出前研修の講師など、人前で話す

プレゼンテーション能力の向上が図れます。



ＪＩＡＭへの派遣職員の紹介

　ＪＩＡＭでは、全国の自治体から派遣された多くの職員が活躍しています。
　令和２年度において、市町から派遣されている全職員１５名を紹介します。

◆ ４ ◆

職員派遣のあった自治体
千葉県、滋賀県、大阪府、北海道ニセコ町･東神楽町･東川町、茨城県日立市、石川県金沢市、福井県福井市･敦賀市、⾧野県⾧野市・安曇野市、岐阜県高山市･土岐市・可児市･郡上市･

白川町、静岡県藤枝市・袋井市、愛知県一宮市・幸田町、三重県四日市市・南伊勢町、滋賀県大津市・彦根市･⾧浜市･甲賀市･野洲市･湖南市・東近江市･竜王町･愛荘町、京都府京都

市・宇治市・八幡市・南丹市・木津川市・精華町、大阪府大阪市･枚方市･和泉市、兵庫県神戸市･姫路市･三木市、奈良県大和高田市・田原本町・広陵町、和歌山県和歌山市、岡山県岡

山市、広島県福山市、山口県下関市、愛媛県松山市・今治市、高知県土佐清水市、佐賀県武雄市、熊本県熊本市、大分県大分市、鹿児島県薩摩川内市   合計５８自治体

⾧野県⾧野市から

北澤 寿基
現在の市町村からの派遣職員では、最も東に位置する

⾧野市から出向してきました。地元⾧野は温泉地の数

が２１４箇所もあり、これは北海道に次ぐ全国２位を

誇っています。JIAMでは、公務員として新しい環境の

仕事への期待と、温泉好きとして滋賀周辺の温泉を楽

しめる期待でワクワク（湧く湧く）しています。

⾧野県安曇野市から

内田 啓太
４月より⾧野県安曇野市から派遣されました。地元の安曇野は、

豊富な湧水を利用したわさび栽培が盛んです。JIAMには派遣職

員への充実したサポート体制と、学びを支援してくれる環境が

あり、日々多くのことを学んでいます。皆さんもぜひ一緒に働

きましょう！

愛知県幸田町から

鷲尾 佳保
愛知県幸田町から派遣され、一年が経ちました。この一年間では、幅広い分

野の研修を担当し、講師や多くの自治体職員の方と接してきたなかで、派遣元

自治体だけでは得られないたくさんの刺激をいただきました。また、休日には、

滋賀や京都を観光したり、自然と触れ合ったり、とても充実しています。

京都府木津川市から

細谷 麻帆
今年の４月から京都府最南端の木津川市から派遣で来ました。JIAMに来て全国の自治体

の方々と出会い、楽しい毎日を過ごしています。またJIAMは、研修の企画・運営を通し

て幅広い分野に関わることができ、日々学びながら、とても成⾧できる環境だと思いま

す！この２年間では、たくさんの方との出会いを大切にし、日々精進していきたいです。

滋賀県大津市から

森本 和也
研修所(JIAM)があり、大河ドラマ「麒麟がくる」の明智光秀ゆかりの地として知られる「大津市」から本年

度派遣で参りました森本(和)です。JIAMでは、日本各地から多くの受講生をお迎えし、充実した環境・カリ

キュラムを揃え高度な研修を実施しております。ぜひ、風光明媚あふれる滋賀県大津市の観光資源にも触れ

ながら、弊所にて共に働き学びませんか。

滋賀県湖南市から

小林 直登

JIAMでの業務は、様々な分野の研修

の企画・運営等に携わることができ、

自治体の業務では経験できないこと

が非常に多く、大変勉強になります。

また、講師の方々や受講される方、

財団職員や全国からの派遣職員との

人脈作りができるのも魅力です。一

生に一度しかない機会ですので、皆

さまぜひJIAMで一緒に働きましょう。

京都府京都市から

山内 浩平
今年4月に着任しました。講師の先生方の専門性と知見、財団の⾧年にわたる成果と蓄積、全国か

ら集まっている自治体職員の幅広い現場経験を活かし、喫緊の課題への対応をはじめ、これからの

自治体経営やまちづくりに役立つ、興味深い研修を目指します。受講者の反応やニーズ、御意見等

を通じて、自分自身も学びを重ねる気持ちを大切にしたいと思います。

静岡県藤枝市から

山本 麻衣
サッカーのまち・静岡県藤枝市からの派遣で、この4月より勤務しています。

初めての経験ばかりの業務と、同じく派遣で来ている仲間と過ごす楽しく刺激

的な毎日に、公務員としても、人としても成⾧できる2年間になると感じてい

ます。来年度、是非一緒に働きましょう。

奈良県田原本町から

竹村 博幸
初めての派遣と一人暮らしで不安でした

が、環境が整っており、職員の方々から

丁寧に教えてもらえるので、楽しい日々

を過ごすことができます。

仕事終わりには琵琶湖沿いをランニングしています。

全国の受講生や講師の方との出会いがあり、将来につなが

る貴重な機会ですので、ぜひお越しください。

奈良県広陵町から

森本 遼
奈良県広陵町からの派遣です。

JIAMは、市町村行政の先進事例に

多く触れることができ、様々な気

付きに出会うことができます。

また自分自身が未経験の分野で

の研修を企画し実現することで、

自分の殻を破り、成⾧を感じることができると思います。

ぜひ、皆さまお越しください。

京都府宇治市から

水野 瞭
大津市に隣接する、京都府宇治市から派遣されてきました。研修を実施するにあたり、全国

様々な市町村の事例に触れることができ、宇治市の魅力に改めて気付かされます。刺激的な

毎日で、1日があっという間に過ぎるのを感じますが、与えられた2年間を有意義に過ごして

いきたいです。

奈良県大和高田市から

貫山英莉
初めての研修の企画業務に戸惑いもありますが、自分のアプローチ

次第で１つの研修をどこまでも広げ、深められる、楽しい仕事だと感

じています。財団職員や日本全国から集まる派遣職員、講師、受講生

との貴重な出会いを大切に、２年間を有意義に過ごしたいです。

京都府精華町から

小笹 彩美
京都府の精華町より派遣されて２年目になります。JIAMでは初めての企画・運営に携わらせてい

ただき、知識面はもちろん今までにない新しい発見ばかりで、自分にとってプラスの毎日を過ごし

ております。また、研修中は全国各地の自治体職員等の方々と意見交換できるまたとないチャンス

ですので、ぜひ皆さんもお越しください！！

高知県土佐清水市から

室津 裕也
高知県土佐清水市役所からの派遣で

す。JIAMでは様々な自治体の課題や

先進的事例に触れることができ、こ

れまで経験していない部署の仕事や分野に触れることができま

す。この２年間での経験や情報を、派遣元に戻って活かすため、

日々精進しています。皆さんもぜひお越しください。

岐阜県土岐市から

西尾 祐人
JIAM派遣2年目です。研修の企画・運営業務は、未経験の分野を含め、様々な

自治体の課題や国の動向について幅広く学べるので、日々成⾧を感じる職場です。

JIAMだからこそ出会える先生方や全国の自治体職員さんと繋がりが持てるのも

魅力です。皆さまのお越しをお待ちしております。



ＪＩＡＭへの交通機関・位置

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎二丁目13番1号

［代表・総務局］ TEL：077-578-5931  FAX：077-578-5905  E-mail：soumuka@jiam.jp 
［教務部･調査研究部］ TEL：077-578-5932  FAX：077-578-5906  E-mail：kyoumu@jiam.jp 

ＪＩＡＭホームページ https://www.jiam.jp                 

全国市町村国際文化研修所
公益財団法人全国市町村研修財団

京都駅からＪＲ湖西線１４分、唐崎駅から琵琶湖方面に徒歩３分

◆ ５ ◆
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