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　当センター（愛称「マッセOSAKA」）は、大阪府内市町村職員の広域研修研究機関と
して、平成７年10月に開設し、平成27年度に開設20周年を迎えました。
　地方分権時代にふさわしい人材の育成や様々な行政課題に対応するため、140名収容可
能な大ホールを始め、６つの研修室、２つの研究室を設け、調査・研究を実施するととも
に、その活動を通して自治体の枠を超えた職員のネットワーク形成の拠点ともなっていま
す。ここにマッセOSAKA20年間のあゆみをまとめました。

マッセOSAKA設立までの経緯

【新別館新築第１期工事（平成４年）】

【センター開設記念式典の様子（平成７年10月）】

【新別館完成予想図】

【研修の様子】
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■ マッセOSAKA設立年表

昭和62年　　　市町村職員研修のあり方について検討を開始（11月）

昭和63年　　　大阪府市町村振興協会理事会において、研修施設建設の調査費の予算化を
決定（２月）

平成元年　　　研修所建設準備室の設置（４月）、大阪府市町村職員研修制度研究協議会
の設置（４月）、大阪府庁舎･周辺整備計画基本計画の策定（10月）  

平成２年　　　研修指導者養成研修を試行実施（１月） 
　　　　　　　研修制度研究協議会においてセンターの基本構想を策定（４月） 

平成３年　　　協会内に研究調査部を設置（４月）

平成４年　　　大阪府と庁舎整備計画に基づく建設に係わる基本協定の締結（２月）
　　　　　　　専門実務研修を試行実施（７月）、建設工事着工（12月）

平成５年　　　共同研究事業を試行実施（５月） 

平成６年　　　施設名称を ｢おおさか市町村職員研修研究センター｣ に決定（12月） 

平成７年　　　建設工事完了（３月末）
　　　　　　　協会内組織として「おおさか市町村職員研修研究センター」を設置（４月）
　　　　　　　共同研究４コースを本格実施（５月～）、新別館竣工式（７月７日）、
　　　　　　　開所式典 （10月４日）

　　Ｑ＆Ａ
Ｑ．センターが開設されるまで、研修について検討する機関はあったの？
Ａ．ありました。名称は「大阪府市町村職員研修制度研究協議会」といい、市町

村職員研修の今後のあり方について協議し、新しい研修センターの具体化に
寄与することを目的として、平成元年４月に設立。構成メンバーは、43市町
村の研修担当機関の長及び大阪府等でした。

　　この機関は、教科等検討委員会の設置により廃止しました。
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■ 愛称「　　　　　　　　」の由来

　「マッセOSAKA」の「マッセ」は,“MAKE UP SENSIBILITY”（感性を育てる）か
らの造語です。また、「勉強しまっせ」「がんばりまっせ」などの大阪言葉の「まっせ」で
もあり、そこはかとなく大阪のイメージがあり親近感があるとともに、発音しやすく覚え
やすいことから、20の公募作品の中から採用されました。ロゴについても多くのデザイン
案から今のロゴが選ばれました。

　　「アカデミアOSAKA」!?
　いまや全国の研修所で「マッセ」の愛称は広がり、認識いただいています。最近では海を超えて、
OSAKAの言葉とともにタンザニアの地でも広まりつつあります。
　そんなセンスが光る愛称を応募いただき、見事最優秀賞に輝いたのは箕面市職員の方によるもので
した。
　「語呂も良く、新鮮な響きがあり、親近感もある。また、センターの性格や内容を端的に表しており、
発音しやすく覚えやすい」との審査員のコメントをいただきました。しかし実は、次点の優秀賞では「ア
カデミアおおさか」（枚方市）及び「コミュネットおおさか」（堺市ほか９名）が選ばれていたんです！
　プルルル…「はいっアカデミアおおさかの○○です」
　「コミュネットおおさかの○○です」　…あれ、意外としっくりくるかも!?
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Interview　01：

川部　政彦 さん

（元）守口市職員　

公益社団法人　守口市シルバー人材センター

常務理事兼事務局長

平成元年度から（財）大阪府市町村振興協会に派遣となり、
市町村研修施設（現マッセOSAKA）の建設及び研修準備
に携わった川部さん。
当時の思いやこれからのマッセOSAKAへの期待について
お話を伺いました。

守口市から大阪府～振興協会（研修所建設準備室）へ

―　川部さんが「研修所建設準備室」に来られたときのことをお伺いしたいと思います。

　川部さんが準備室に来られた経緯などをお聞かせください。

（川部さん）昭和62年のことになりますが、振興協会の小松誠主幹から守口市に市町村職員のた

めの研修施設の建設準備を進めたいので、職員研修のノウハウを持っている職員を守口市から派

遣してほしいという要請がありました。

　当時の振興協会では、宝くじの収益金を活用して、貸付事業など以外にも市町村振興に資する

事業展開に向けて、府内市町村の広域的かつ市町村職員の人材育成の拠点となる最先端の研修施

設をつくりたいということでした。

私自身は研修の仕事を６年間経験していたこともあり、その経験が活かせればと思い、職員派遣

の話をお受けすることにしました。

―　派遣で来ていただく際に、一旦、大阪府（職員研修所）に籍を置かれたという話ですね。

（川部さん）そのとおりです。私の派遣期間は、昭和63年から平成２年の３年間でしたが、どう

いうわけか、初年度は心斎橋にある大阪府職員研修所に籍を置いて、今後の研修のあり方や準備

室の開設準備の仕事をしました。大阪府に籍を置くことになった理由は、大阪府の職員研修所が

同じ建物に入居するなどの研修繋がりで、整理しなければならないことや課題もあったからだと

思いますが、この時点で特にありませんでした。今となってはよく覚えていません。また、この

年に、次年度に向けて施設建設調査費の予算化が決まりました。続いて、平成元年４月に振興協

創生 
インタビュー 
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会内に研修所建設準備室が設置されたのを機に正式派遣となり、執務場所である府庁別館（市町

村会館の町村長会事務局内）に移ることになりました。

―　準備室でのメンバーの印象や当時の業務分担について教えてください。

（川部さん）発足当時の準備室のメンバーは、室長の金谷浩正さんと臨時職員の河野とも代さん、

そして私の三人でした。金谷さんは、大阪府を定年前に退職された方で、研修のことを熟知した

ベテランです。準備室の業務を統括されていました。大阪府での経験をぜひ市町村の職員研修に

活かしたいという思いで仕事をしておられたと記憶しています。河野さんは臨時職員として庶務

全般にわたって事務補助をされていました。英語が堪能で、海外研修など後々の仕事にも活かさ

れていました。また、一年後には、大阪狭山市から谷口洋一郎さんが来られました。私と一緒に

施設の建設準備のほかに、研修内容を検討するための「大阪府市町村職員研修制度研究協議会」

の運営やセンター基本構想策定の仕事にあたりました。

施設の建設準備

―　施設の建設場所はどのように決められたのですか。

（川部さん）施設の建設場所については、当時、大阪府では新庁舎・周辺整備計画の策定を進め

ており、その中で新別館の建設を計画していました。そこに府の職員研修所も入ることになって

いましたので、市町村の研修施設が同じところにおさまれば、相互に協力できるなどのメリット

も大きいというのが議論のベースにありました。

　当時は、宿泊研修に軸をおいて風光明媚な山の中や海辺に施設を建設するというような構想も

ありました。議論の中心は、職員研修のあり方や方向性が検討される中で、日帰り研修に軸足を

おいて宿泊研修などで見られるようなアフターファイブの交流などの機能も備えた都市型研修施

設を建設しようというところに移っていきました。

―　研修室等の施設整備にあたって、どのような議論がありましたか。

（川部さん）研修室の大きさや数、そのほかにも設備などについては研修担当者間で意見を出し

合いました。また、上の階（７・８階）に入居する大阪府職員研修所の職員も議論に加わってい

ただきました。後々の事も考えて相互に施設を利用できる仕組みを考えようということになりま

した。大阪府では、研修メニューに合わせて比較的小規模な研修室を整備したいと考えていたよ

うです。振興協会では、それぞれ研修体系・目的別に研修室や研究室の規模や間取りと必要な設

備等を整理していきました。もちろん、和室やパントリー、視聴覚ライブラリー、その他、映像

研修広場やスタジオ機能を備えた情報制作室についても既にこの時から議論がありました。

　当時の考え方としては、全国に先駆け、最先端の設備・機能を備えた他に誇れるような施設を

つくれというのが我々に課せられたミッションでした。グローバル社会を見据え、外国人の講師

を招くというような考え方や交流の機会をさらに充実するというようなことを検討しました。和
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室（茶室）やパントリーの設置に拘る人が結構いました。中でもパントリーについては、千葉の

市町村アカデミーのようなイメージを持っている人がおられ、研修が終わった後に一杯飲めると

ころ（交流の場）があってもいいのかなという感じでした。結局、パントリーは実現しませんで

したが。

人材育成に向けた研修のあり方や方向性

―　研修のあり方についてどのような議論がありましたか。

（川部さん）私は、研修等施設や事務室等

の施設建設準備と研修の内容に関わる「大

阪府市町村職員研修制度研究協議会」の運

営を担当しました。

　研修については、昭和62年頃から検討を

開始していましたが、その後、府内の市町

村の研修担当課長を構成員とする「大阪府

市町村職員研修制度研究協議会」で今後の

研修のあり方を中心に議論を進めました。

協議会では、研修制度に関する調査研究を

進め、構想の取りまとめや研修基本計画を

作成するためのアンケートなどを行い、21

世紀に向けての国際化、高齢化、高度情報

化など地方自治体を取り巻く環境を踏まえた基本的課題に対応するための事業として、①研修事

業（専門実務のほか人材開発に資する研修等）　②研究事業（政策課題の調査研究）　③センター

的事業（研修情報、講師派遣・斡旋のほか行政施策に関する情報収集）を柱とした中身について

議論しました。人材育成に繋がる「研究」という考え方が整理できたのが非常に良かったと思っ

ています。

　また、基本計画（案）を整理していく中で、特に町村では、研修はしたいが単独で実施するの

は難しく、ブロック研修協議会の研修でも十分ではないという声がありました。そこで、研修指

導者養成に関する研修や研究を実施していこうということになっていったわけです。ほかにも新

入職員研修については、市町村それぞれが実施するカリキュラムとマッセと共同して効率的にで

きる部分があるというような意見もありました。パソコン（システム）研修については、各団体

が機材を揃えて研修するというのは非常に非効率なので、マッセにおいて実施できればなどと話

をしていました。

　その後は、協会での機構改革もあり、平成３年４月には研究調査部が設置されることになり、

仕事を引継ぎました。

　▲　川部さん。当時の思い出をざっくばらんに話し
　　　てくださった。
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苦労話や思い出

―　施設の建設にあたって、サイン計画には相当苦労されたように聞いています。実は開所して

からも色々議論が続けられました。

（川部さん）施設の建設準備を進める中で、設計事務所と

の調整でサイン計画は苦労しました。当時の設計事務所の

考えで立体サインが不可で平面サインしか認めていただけ

なかったので、十分でなかったと思っています。サインは、

わかりやすくしておくということが重要でしたので、「あー

でもない」「こーでもない」と議論がいったりきたりしま

した。元々の建物の立地条件に加えて、府・マッセ・警察

共済の三者が区分所有するという特殊性も関係して、サイ

ンについては後々担当になられた方が非常に苦労されてい

たという話も聞いています。

―　仕事以外の思い出などはありますか。

（川部さん）当時の振興協会主幹であった小松さんとの出会いは、私にとっていい思い出の一つ

です。破天荒なところに人間的魅力を感じました。我々が目標に向かって仕事できる環境をつくっ

ていただいたと思っています。準備室に集まってきた人たちは、小松さんに限らず個性派揃いで

したが、多様な個性がぶつかり合いながらも、チーム力が増していくというような感じで、とて

もチームワークが良かったです。小松さんがいつも近くにいて的確なアドバイスをしてくれてい

たのを覚えています。

これからのマッセOSAKA

―　これからのマッセが進むべき方向性について一言アドバイスをお願いします。

（川部さん）人事課長や総務部長の時代に研修担当者がマッセの話をしているのを聞くと、マッ

セが市町村の研修のツールの一つとして動いているということを感じて非常に嬉しく思いまし

た。こういうことがこれからも続いていって、市町村職員の資質向上に繋がっていけばいいと思

います。マッセの研修の話題になって、「この研修は誰が参加するんや」という声を聞くと正直

うれしいですし、期待も広がります。今後もそういう期待に応えていただければ非常にありがた

く思います。このことが当初からの目的であるわけですしね。

―　川部さん、本日はありがとうございました。

▲　館内はすべて平面サインで統一。
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Interview　02：

武本　一彦 さん

（元）大阪府職員。

平成７年～９年　マッセOSAKAへ派遣。

当時の役職は事務局次長。

マッセOSAKA開設当初から派遣となり、現在の研修研究事業の
礎を築かれた武本さん。
当時の思いやこれからのマッセOSAKAへの期待について
お話を伺いました。

公務員として　－　府庁時代の仕事

―　読者の方へのご紹介の意味も含めまして、まずは武本さんの公務員人生を振り返ってみたい

と思います。

　武本さんが大阪府に入庁された動機は何だったのでしょう。

（武本さん）当時、仕事をするんだったら公の仕事、人の為になる仕事をしたいなというのが漠

然とあって、その最たるものが公務員でした。それで、公務員になろうと思いました。

　公務員といっても、市町村、都道府県、国と大きく３つに分かれますが、その中で大阪府を選

んだ理由はあまり分からない。確か、家から離れることができない状況にあって、地元で、でき

れば広域がいいかなと。当時大阪市内に住んでいたので、大阪府に決めたということだったと思

います。

―　阪神淡路大震災が起こった時は、府民生活課の課長代理でしたね。

（武本さん）そう、生活文化部の府民生活課でした。

　大阪でも特に豊中市や池田市などで被害が大きかったのですが、しかし、お隣りの兵庫県の方

がもっと酷い。何とかして、兵庫県へ応援に行かなければならない。その兵庫県応援の事務局が、

府民生活課だったのです。兵庫県との連絡調整や府内の様々なことのとりまとめをする、そんな

仕事をしていました。

創生 
インタビュー 
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センスを磨く／発信する　－　マッセOSAKAのベース

―　その後、マッセOSAKAへ派遣されるわけですね。武本さんは、平成７年からの派遣とな

りました。その時の印象はどうでしたか。

（武本さん）マッセOSAKAの開所の前に着任しましたが、当時の印象の一つは、既に決まって

いたマッセOSAKAという名前が実に素晴らしいと思いました。

　MAKE UP SENSIBILITY、「センスを磨く」ということですね。それを組み合わせた「マッセ」

という愛称。府内市町村のセンスというのは当時から素晴らしいものがあり、それをこれまで以

上に磨いていくという思いに共感いたしました。

　もう一つは、マッセOSAKAのマークですね。“Ｏ”

の字から点が３つ出て、これは、「大阪の市町村から

発信します」という意味と聞いて、これも素晴らしい

ことだなと。

　つまり、マッセOSAKAの基本は、職員各人がセン

スを磨いていく、そして大阪の市町村から発信する、この２つが今も鮮烈に頭に残っています。

―　２つを意識して仕事に取り組まれた。

（武本さん）平成７年は、マッセOSAKAがスタートする年でしたから、いよいよだなと。といっ

ても、その年から研修研究事業が始まるわけではなく、準備室の時代からずっとやっていたわけ

です。従って、それなりに定着しつつあった。それを、もっと自分達のものとして、きちんと定

着させていく、さらにセンスアップさせていきたいという思いでした。

　それから、発信するという意味では、何か作っていく必要があると思いました。事業としての

研修研究は先行して始まっているわけですが、とりわけ研究の面で何か大きく発信できるものは

ないかと。それで、まず研究機関としての「研究紀要」を作りました。

―　当時の研究紀要はどんなものだったのですか。

（武本さん）ちょうど、地方分権の議論が盛んでした。いよいよ本格的な市町村の時代を推し進

めていく時代の流れの中でしたので、それを最初のテーマにしました。

　印象に残っているのが、朝日新聞の編集委員の中村征之さん。当時マスコミで地方分権をテー

マに論陣を張っておられた第一人者でした。朝日新聞社にお会いしに行って、執筆を依頼し、喜

んで引き受けていただきました。当時は執筆部分の別刷りをして、50部ほどお渡ししました。

中村さんはそれをベースにしてあちらこちらに発信してくれて。問合せもかなりあって、非常に

喜んでいたことを思い出します。

　「発信する」という形の一つのものができたのかな、と。この創刊号の発行は、確か平成９年だっ

たと記憶しています。

▲　マッセOSAKAのロゴマーク。
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―　間もなく、研究紀要は第19号を刊行します。

（武本さん）続けていくということは素晴らしいですね。

講師発掘　－　若手研究者を中心に

―　当時、武本さんは「地方分権研究会」にて「財源」「福祉・保険」「まちづくり」「分権推進」

の４つの分科会を立ち上げられました。

（武本さん）当時は、それぞれの分野で府内市町村の課長さんを中心に来てもらっていました。

あまり人数が多いと議論が分散するので、７～８人。そこに必ず学者・研究者に入っていただい

て議論する、という形でした。そして、最後に報告書としてまとめて発行するという具合でした。

―　学者の先生方は、若手の方が多かったように思います。

（武本さん）そうですね、研修でも研究でも、若手の先生を中心に来ていただきました。

　若手の研究者の方には、お互いに切磋琢磨して、そしてマッセのことを応援してください、と。

そういうことから、若手のホープの方をお招きいたしました。

―　今年度、20周年記念事業に来ていただいた久隆浩先生も当時から関わりがありますよね。

その頃から、しっかりと若手の発掘をされていたと。

（武本さん）何かちょっとしたつながりがあれば必ず連絡して、お目にかからせていただけませ

んか、とか。マッセの研修研究事業では、こういうことをやっていまして、その節は是非よろし

くお願いします、などと。

―　当時の武本さんは、ちょっと行ってくるわ、とどこかへ出かけているイメージがあります。

そういう時に発掘されていたんですね。

（武本さん）何しろ、マッセOSAKAは、ほとんど知られていないので、そのPRを兼ねて出ていっ

ていました。

政策課題へどう向き合うか

―　平成27年度は「女性の活躍促進」「空き家対策」「地域の魅力発信」の３テーマで研究会を

実施しました。うち一つは本年度で終了のため、新たなテーマを模索しています。

　また、政策形成能力の向上が重要視されていることからも、従来の政策形成研修を拡充した「政

策形成実践研修」を次年度から実施予定です。

　武本さんからみて、こういった取り組みについてどのように思われますか。
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（武本さん）今は、少し前の時代と比べてもそのスピードが非常に速いと感じます。市町村が抱

える課題というのは、昔ならそうは大きく、そして速くは変わらなかったのですが、今は次々に

新たな課題が迫ってくる。だから、２年後、

３年後くらいのことを今やらないといけな

い。

　そういう意味では、今言われたテーマや

取り組みは最適なことだと思います。

―　今年度、久隆浩先生にお会いした際に、

マッセは、市町村職員の政策形成への理解

を深めていかなければならないでしょうね

と。地域課題をきちんと分析して、実際に

政策へつなげていっているかどうかが大切

だとおっしゃっていました。

（武本さん）そのために今まで20年かけて

研修・研究をやってきたわけです。マッセの研修や研究で磨いた感性を、いかに政策課題の解決

に役立てるかですよね。

　自分が今いる部署の仕事で精一杯みたいな方も結構いらっしゃる。それはそれで仕方のないこ

とではあるのですが。例えば、税金の部門にいらっしゃる人に、「あなたのところの市町村の課題、

地域の課題は何ですか。それを解決するためにあなたはどうするのですか」と大上段に言ってみ

ても、当人は税金をいかに確保するかという世界があるんですね。それはそれとして、頭の中に

はマッセで磨いた感性があればいいんですよね。あとは、それを活かす仕組みをみんなのものと

していければいいのでは思います。

これからのマッセOSAKA

―　マッセの将来展望についてはいかがですか。

（武本さん）20年前と今とでは、もう随分と時代背景が異なっています。私がいた時代とは違い

ます。時代の動きが激しい中で、今いらっしゃる人たちは時代をしっかり把握して、２年後、３

年後を読み、さらに10年後まで読んでやっていこうとしていらっしゃると思う。だから、それ

を強く進めていかれたらいいのだと思います。

　ただ、基本になるのは、やはり「感性を磨くこと」と「発信すること」を常に頭においておく

ことでしょうね。

―　マッセ発足当初、高度な研修を目指すということで、自治体シンクタンク構想というものが

ありました。本当にマッセがシンクタンクを目指せるのか？という議論が、未だに内部でもあり

　　▲　武本さん。突然のインタビューにも気さくに
　　　　応じてくださった。
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ますが、そのあたりはいかがですか。

（武本さん）市町村職員が先生方とともに、みんなでやってきたことを発信すること、その積み

重ねがやがてシンクタンクになり得るのだと思います。そのベースの一つになり得るのが研究紀

要や研究会というものでしょう。それに向かって力をつけていく。

　当時から、市町村がマッセに対して政策課題に対する調査委託をするというような、そんな力

をつけられたらいいと思っていました。

―　それは現在も受け継がれています。現所長の齊藤愼先生が就任された時にも、各市町村に対

して調査研究を含めてアドバイスをできるような団体を目指す、というようなことを言われてい

ます。

（武本さん）そういうのが、マッセOSAKAの姿となればいいだろうと思うんですね。今はまだ

一つの大きな理想みたいな感じですが。今後もその理想を追い続けて、そして実現していただき

たいと、切に思います。

　「市町村の為の、市町村が作ったシンクタンク」としてのマッセOSAKA。

　「調査研究はマッセに頼みたい」と言われるような組織になれたら、どんなに素晴らしいこと

だろうと思います。実現に向けての着実な行動に、外から声援を送りたいと思います。

―　武本さん、本日はありがとうございました。
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研修内容の変遷 

「平成７年→平成 27 年」 

 

ここでは、設立当初と現在の研修内容をご紹介します。 

平成７年では、研修体系が４区分でしたが、平成 27 年度は８区分となっています。 
また、平成 27 年度は設立時に比べ研修コース数も３倍程度となっており、地方分権の進展

によるマッセＯＳＡＫＡの重要性が高まっているなど、時代の情勢の変化が伺えます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

研修体系は大きく分けて４つ。 
特別研修の中には海外研修がありました。

海外の方とも仲良くなれるチャンス♪ 

平成７年度【研修区分】 平成 27 年度【研修区分】 
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「研修と研究」冊子の変遷（おまけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
センスアップ研修を受ければ、

センスに疎い方でもプロ並み

の美的感覚に！？ 

当時は研修日数が平均５日間

もありました！ 

研修や研究の内容がいくら

変わろうとも、表紙のタイト

ルのデザインだけは今も変

わりません！ 

以前と比べ、研修数がずいぶん

増えましたが、研修名も年々長

くなっています☆ 

平成７年度 
平成 27 年度 

研修内容の変遷 

「平成７年→平成 27 年」 

 

ここでは、設立当初と現在の研修内容をご紹介します。 

平成７年では、研修体系が４区分でしたが、平成 27 年度は８区分となっています。 
また、平成 27 年度は設立時に比べ研修コース数も３倍程度となっており、地方分権の進展

によるマッセＯＳＡＫＡの重要性が高まっているなど、時代の情勢の変化が伺えます。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

研修体系は大きく分けて４つ。 
特別研修の中には海外研修がありました。

海外の方とも仲良くなれるチャンス♪ 

平成７年度【研修区分】 平成 27 年度【研修区分】 
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●「よもやまばなし」とは● 
 マッセＯＳＡＫＡの情報誌「ネットわーク」での連載記事。スタッフ同士の会話形式で、マッ

セの様子を伝えるミニコーナーです。ここでは平成６年から平成 21 年までの過去作から選りす

ぐりの 16 作品を掲載します。時代の流れを感じながらお楽しみください。 

「よもやまばなし」 

過去 16 作品一挙放出！ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①平成６年（1994 年）７月号                     ネットわーク vol.25 

 
   マッセができる前、準備室時代の作品。「マッセ」という愛称はまだなかったので「センター」なんですね。 

 
②平成８年（1996 年）２月号                     ネットわーク vol.44 

 
    今はなき制度。なんと、市町村職員から作品を募集していたのです！芸術的ですね。 
  

スタッフがポイントを解説！これであなたもマッセ通！？ 

出 張 版 
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③平成８年（1996 年）８月号                     ネットわーク vol.50 

 
    「海外研修」の経験は、研修生だけじゃなく事務局も学びの連続！文化の違いは大きいです。 
 
④平成９年（1997 年）５月号                     ネットわーク vol.59 

 
    夏は連日研修です。食べマッセ Map、今も随時更新してますよ！ 
 
⑤平成 10 年（1998 年）11 月号                   ネットわーク vol.76 

 
    今も昔も、絶え間なく勉強することが求められますね。流星群は何万年もの前の光が今、輝きます。 

  



おおさか市町村職員研修研究センター

地方創生×α　マッセOSAKA開設20周年記念誌

200

⑥平成 11年（1999年）６月号                     ネットわーク vol.83 

 
    あまり知られていませんが、マッセに特設売り場を作ってスタッフ自ら宝くじを販売することも！ 

 
⑦平成 12年（2000年）９月号                     ネットわーク vol.95 

 
    シドニーオリンピック！つい最近のことかと思ったら、16 年も前だとは。マッセも年をとるわけです。 
 
⑧平成 13 年（2001 年）９月号                    ネットわーク vol.101

 
    結局クイズコーナーは淘汰され、よもやまばなしが生き残りました（平成 28 年現在） 
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⑨平成 14 年（2002 年）12 月号                    ネットわーク vol.108 

 
    講師の先生との交流も楽しんでおります。ちょっと楽しみすぎ・・・！？ 
  
⑩平成 15 年（2003 年）９月号                    ネットわーク vol.112 

 

    研修情報見本市は現在も実施しています。市町村での職員研修の参考に、是非お越しください！ 

  

 

「情報誌『ネットわーク』の編集現場」 
 「ネットわーク」って、いつも変換に⼿間取っちゃいませんか？そうなんです、「わ」が「輪」とか
けているところがポイントなんです。受講⽣だけでなく、マッセスタッフ OB・OG の⽅、関わってくだ
さる講師の先⽣、応援してくださる研修担当課の⽅…と、マッセという⼀つの場が「わ」としてつなが
り続けていければとの思いがあります。 
 さて、年に４回（５・９・１・３⽉）発⾏しているこの情報誌。編集にはスタッフが総⼒を上げて取
り組んでいます！発⾏⽉の１ヶ⽉前から記事の内容を会議でピックアップし、それぞれ事業担当ごとに
記事を作成します。締切間際はみなさんジャーナリストの如く⽂字量や写真の配置、論点の整理に修羅
と（!?）化したりしなかったり。 
 記事がある程度揃うと編集担当者の出番です！適度なスペースとイラストを挿⼊し、⾒やすい記事と
なるよう校正します。最近はページ数を増やして、「新・羅針盤」の復活や「スタッフのつぶやき」、「研
修☆⽇本縦断」など、紙⾯の充実にいそしんでいます。（ご覧いただけますと幸いです！）これからも
益々の紙⾯の遊び⼼に乞うご期待☆⼺（Ｉ） 

× ネットわーク
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⑪平成 16 年（2004 年）８月号                    ネットわーク vol.118 

 
    苦手なことから逃げずにチャレンジすること。それが「勇気」です！ 
  
⑫平成 17 年（2005 年）10 月号                    ネットわーク vol.123 

 
    マッセの３大研修…。３大事業は「研修事業」「研究事業」そして、「飲み会」！？ 
 
⑬平成 18 年（2006 年）５月号                    ネットわーク vol.126 

 
    「勇気」ともう一つ、「誠実さ」もポイントですね！何事も第一印象が大事。  
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⑭平成 20 年（2008 年）３月号                    ネットわーク vol.133 

 

    e ラーニング研修開始！現在では、マッセ独自の教材も多数開発しています。是非ご利用ください。 
 
⑮平成 20 年（2008 年）５月号                    ネットわーク vol.134

 
    講師へのおもてなしはとても大切です。先輩へのおもてなしは・・・！？ 
 
⑯平成 21 年（2009 年）５月号                    ネットわーク vol.138

 
    交通網のおかげでマッセへの来訪も楽になりました！？たくさんの受講お待ちしております！ 

 
いかがでしたでしょうか？これからも情報誌「ネットわーク」をよろしくお願いします。 
マッセＯＳＡＫＡの研修で配布するほか、各市町村研修担当課へも送付しています。 



組織の変遷 年度 振興協会

研修所建設準備室 平成元年度 協会(2)

市町村職員研修所
建設準備室

平成２年度 協会(2)

研究調査部
市町村職員研修所
開設・研修準備室

平成３年度 協会(2) 大阪府

平成４年度 協会(3) 市長会 大阪府 美原町

平成５年度 協会(3) 町村長会 市長会(2) 大阪府

平成６年度 協会(3) 町村長会 市長会(2) 泉大津市 高石市

平成７年度 協会(2) 町村長会 市長会 大阪府

平成８年度 協会(2) 町村長会 市長会 大阪府

平成９年度 協会(2) 町村長会 大阪府

平成１０年度 協会(2) 町村長会 大阪府(2)

平成１１年度 協会 市長会 大阪府(3)

平成１２年度 協会 市長会 大阪府(2)

平成１３年度 協会 市長会 大阪府(2)

平成１４年度 市長会 大阪府(3)

平成１５年度 協会 市長会 大阪府(2)

平成１６年度 市長会(2) 大阪府

平成１７年度 市長会(2) 大阪府

平成１８年度 協会(2) 市長会(2) 大阪府

平成１９年度 協会(3) 市長会 大阪府

平成２０年度 協会(3) 市長会 大阪府

平成２１年度 協会(3) 市長会 大阪府

平成２２年度 協会(3) 大阪府

平成２３年度 協会

平成２４年度 協会(2)

平成２５年度 協会(2) 池田市

平成２６年度 協会(4)

平成２７年度 協会(3) 貝塚市

平成２８年度 合計 79,465

4,660

熊取町

4,281

4,703

5,220

3,453

3,836

3,623

6,410

5,704

※研修には、一般研修の他、マッセ・セミナー、特別研修等を含む。

「マッセ・市民セミナー」実施開始、共同研究・特別研究を「研究会」に統合

マッセ初制作のeラーニング教材「人事評価ラーニング」貸出開始

一部研修でeラーニング研修とのブレンディングを開始

地方自治法60周年記念事業実施

マッセ・セミナー第100回記念

3,252

3,493

3,689

3,595

3,137

3,457

「研修」※

受講者（人）

八尾市

泉佐野市

寝屋川市

大阪狭山市

河内長野市

市町村からの派遣職員を輪番制から団体公募制に変更

岸和田市 守口市

1,540

泉大津市

高槻市

3,351

枚方市

和泉市

藤井寺市

2,818

2,885

3,163

3,195

門真市箕面市

豊中市 貝塚市

高槻市

松原市

枚方市

東大阪市 豊中市

羽曳野市

茨木市

泉南市 八尾市

茨木市

松原市

大東市

大東市 四條畷市

和泉市

河南町

摂津市高石市

交野市

吹田市 河内長野市

泉佐野市

富田林市

泉大津市

寝屋川市

市町村会等

守口市

門真市

大阪狭山市

市町村派遣職員

摂津市

寝屋川市

枚方市

四條畷市 大東市

お楽しみに！

おおさか市町村職員研修
研究センター

研究調査部
市町村職員研修所
開設準備室

松原市 豊中市

柏原市

阪南市

藤井寺市 池田市

松原市

初代センター長の大阪学院大学教授（当時）の米原淳七郎氏が退任され、新センター所長に大阪大学大学院経済学研究
科教授（当時）の齊藤愼氏就任
マッセＯＳＡＫＡ開設10周年記念事業「自治体再生への道しるべ」実施

第５研修室にパソコン３０台を常設

マッセＯＳＡＫＡ開設20周年記念事業「地方創生～人口減少に立ち向かう～」実施、情報誌「ネットわーク」に「新・羅針盤」掲
載開始。

平成８年度研修研究計画に基づく通年実施(４月～)、第１回マッセ・セミナー実施

部制に伴い「おおさか市町村職員研修研究センター」を「研修研究部」に改正。職員の休憩時間が１時間から４５分に短縮。

「研修情報見本市」が好評につき隔年開催から毎年開催へ

研修受講生に、「研修フォローアップアンケート」実施開始

市長会・町村会・町村議長会と市町村振興協会が、事務局統合し、公益財団法人市町村振興協会としてスタート
研修課・研究課の統合

マッセＯＳＡＫＡ派遣団体一覧＆できごと

マッセ・セミナー第50回を記念

毎月発行の「ネットわーク」がアンケート結果を踏まえ、隔月発行へ。
「ネットわーク」に府内の広域研修期間を執筆者に「けんしゅうあらかると」登場。（現在は「研修★日本縦断」に名称変更）
職員の休憩時間が１時間に。

センターを研修課と研究課に分割、総務課を振興課に名称変更、研究紀要創刊

振興協会設立20周年事業「新たな時代の想像～21世紀をめざした市町村の顔づくり～」実施

新規研修として「研修情報見本市」本格実施

第１回事例研究実施、協会のホームページをリニューアル

情報誌「ネットわーク」に新コーナー・クイズ「解いて！みマッセ！」登場。（復活も近い！？）

建設工事完了(３月末)
協会内組織として「おおさか市町村職員研修研究センター」を設置(４月)
共同研究４コースを本格実施(５月～)
新別館竣工式(７月７日)
マッセＯＳＡＫＡ開設記念式典  (10月４日)
研修計画に基づく共同研修35コースを本格実施(10月～３月)

富田林市

羽曳野市 島本町

太子町

マッセＯＳＡＫＡでのできごと

吹田市 泉南市

高槻市

東大阪市

忠岡町

大東市

池田市

堺市

和泉市 交野市

岸和田市

守口市

豊能町

堺市

大阪狭山市

  
 このページでは、マッセＯＳＡＫＡへ派遣された方の団体を年

表形式で一覧表にまとめました。現在のマッセＯＳＡＫＡはみな

さま方のお蔭でここまで築き上げてこられました。 

 また、同時期のマッセＯＳＡＫＡでの主なできごとも記載して

います。当時を懐かしんでいただければ嬉しいです。 
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これからのマッセOSAKAを考える

おおさか市町村職員研修研究センター

所長　　齊 藤 　 愼

　おおさか市町村職員研修研究センター（愛称マッセOSAKA）は2015年10月をもちまし
て20周年を迎えることができました。11月19日には開設20周年記念事業として『地方創生
　人口減少に立ち向かう』のテーマの下で基調講演およびパネルディスカッションをホテ
ル大阪ベイタワーで開催しました（この時の講演録が本書に収録されていますので、ご参
照下さい）。
　マッセOSAKAは、平成７年のセンター設置に先立ち、平成２年１月には研修指導者養
成研修を、平成５年５月には共同研究事業を試行実施しています。当初から研修だけでな
く研究を行っていたところが、現在まで続く他の研修機関との大きな違いといえます。そ
れは参加者の主体的な学びを重視した先進的な試みといえます。最近になって学校教育で
の能動的学修（アクティブ・ラーニング）の取り組みが注目されていますが、マッセ
OSAKAは随分以前から、この理念を取り入れていたといえます。なお、アクティブ・ラー
ニングとは、『大学教育部会の審議のまとめについて（素案）』（文部科学省、平成24年３
月７日）では「グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワークなどによる
課題解決型の能動的学修」とされています。
　平成７年10月４日にマッセOSAKAの開所式典を行い、同年10月～３月に研修計画に基
づく共同研修35コースを実施し、翌年度から通年実施したことが記録に残されています。
開所した平成７年度の研修は半年間で実施されましたが、受講者数は1,540人にもなりま
す。その後の年間3,000人程度のペースを既に達成していることに驚かされます。当時の
マッセ職員の熱意がひしひしと感じられます。
　現在では、年間約100コース実施する市町村職員を対象とした研修や研究に年間約5,000
人の市町村職員が参加して頂いており、行政をささえるNPO等の職員や一般住民を対象
としたセミナーにも約5,000人の多数の方々が参加されています。大阪大学大学院法学研
究科での地方自治研究から始まった大学との連携も現在では大阪市立大学大学院創造都市
研究科、大阪学院大学大学院経済学研究科、和歌山大学大学院経済学研究科にまで研究分
野・地理的位置が多様化しています。
　情報発信にも力を入れており、研究者と自治体職員がともに研究した報告書や提言書を
毎年６冊～７冊発行し、ホームページからも閲覧できます。ホームページへのアクセスは
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カウントしていませんが、いくつかの用語で検索した際にマッセの論文や講演録が上位に
来ていることからある程度のアクセスがあるものと推測されます。また、刊行物を見たい
との依頼が府内および他地域の自治体などからあることからも他からの評価が高いのでは
ないかと推測されます。
　これまで述べてきたように、他の研修機関と異なる独自のあり方を確立したように思わ
れるマッセOSAKAですが、現状とよりよい方向への発展をどのように考えるかについて、
既述した部分と重なる点もありますが、以下で私見を述べてみたいと思います。
　まず第１に、マッセ自身はそれほど大きな組織とはいえませんが、府内市町村を始めと
するバックグラウンドを含めて考えると、ユニークな組織として存在感は大きく、特に他
地域と比較した場合の存在感は群を抜いているといえます。毎年の研修・研究などの活動
はフロー量（flow）として、提供科目数や受講者数などで測ることができます。これらの
具体的な数値については既述した通りです。
　次に、20年間の活動から得られた研修・研究事業実施におけるノウハウの蓄積と、活動
から産みだされた知的蓄積（情報・ノウハウ・知恵の蓄積）は貴重であり、何ものにも代
えがたいものです。蓄積はストック量（stock）として測定でき、過去の刊行物の累積数
やホームページのページ数などに反映されます。ノウハウなどの蓄積はこれまでにかなり
なされてきましたが測定が難しく、また、不断の努力によって維持できるものです。刊行
物やホームページを通じた情報発信を行っている結果として府内市町村への情報提供だけ
でなく、他市町村・研修機関や海外からも視察や情報提供の依頼があったことは外部から
評価されていることを意味します。さらに、雑誌等にマッセの活動を紹介する記事が載っ
たこともあります。
　第３に、20年間活発な活動を続けてきたことによって、「継続は力」の側面もあります。
マッセOSAKAで学べることがメニューとして提示されていることは、府内市町村の研修
体系や研修のあり方に影響を及ぼしているものと思われます。この意味で、マッセ
OSAKAに対する評価は、最終的には、府内市町村職員の評価と密接に関連するので、責
任が重大です。
　最後に、人的ネットワークについて触れたいと思います。他の組織と同様に、マッセ
OSAKAの人的ネットワークも多層的です。もっとも基盤的な役割を有するのは、市町村
から派遣された職員のネットワークです。これまでに市町村から派遣された職員はマッセ
OSAKAの良き理解者であり、いろいろな形でご支援頂いています。このネットワークを
補完するのが大阪府市町村振興協会の職員です。このメンバーを中心として「マッセ倶楽
部」が活動していますが、現在のメンバーは110名にも上ります。また、マッセOSAKA
の構成員ではありませんが、活動をさまざまな形でご支援頂いている市町村の人事担当者
もマッセOSAKAにとっての有り難い存在です。さらに忘れてはならないのが、研修・研
究会などで講師・指導助言などの形でご協力頂いたことのある大学教員などの有識者です。
マッセはいろいろなテーマについて研修・研究を行ってきており、他では考えられないほ
ど幅広い人材ネットワークを有しているといえます。これからは現在のネットワークを維
持するだけでなく、さらに拡充することが望まれます。
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　これらの方々がいわば提供側のネットワークとすると、かつて受講した方々のネット
ワークも膨大です。研修・研究に参加頂いた府内市町村職員の確定数は計算していません
が、現在の年間約5,000人から推測すると８～９万人を超えてもおかしくありません。た
だし、この数値はいわば延べ人数であり、複数科目を受講した方の場合には重複して計算
されているし、何日間・何時間受講されたかは考慮しません。この点では、受講した方々
のネットワークには、かなりの「密度」の違いがあるのかもしれません。たとえば、ある
科目を数時間受講された方と、何日にも渡って議論された方ではマッセに対する想いにも
濃淡があるかも知れません。その点では一回きりのお付き合いではないようにマッセ
OSAKAとしても、研究成果フォロー支援などの仕組みを拡充することが必要です。なお、
研究成果フォロー支援とは研究会で提言した内容などを各市町村で実践する取り組みに対
する支援です。
　しかし、提供側と受講側それぞれの役割が異なることはいうまでもありませんが、両者
が明確に異なる訳ではないことに注意が必要です。かつて受講側におられた方が提供側に
回られることはご本人の努力の成果であることは間違いありませんが、これこそマッセ
OSAKAの成果の一部であるといえます。
　このように、他地域に例がない先進的な組織が創られ、ここまで発展できたことは、マッ
セOSAKAを構想された諸先輩方、マッセを発展させてきた職員の皆様方や運営を応援し
て下さった方々に加え、府内市町村の皆様方の絶大なご支援のお陰と心より感謝申し上げ
ます。
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【研究事業】　

・共同研究（平成７～21年度）

・特別研究（平成７～21年度）

・研究会（平成22～27年度）

・地方分権ゼミナール（平成13～20年度）

・地方分権セミナー（平成13～21年度）

・事例研究・ミニ講座「自治体現場の最前線に学ぶ」（平成14～27年度）

・研究紀要（創刊号～第19号）

・広域研究活動支援（平成８～27年度）

【研修事業】

・市町村トップセミナー（平成７～27年度）

・マッセ・セミナー（第１回～第97回）

マッセＯＳＡＫＡ

事業履歴

マッセOSAKAが実施・開催した事業の履歴です。
これまで様々な分野の専門家をお招きし、市町村

職員の皆さんと共に実績を積み重ねてきました。
これからも社会経済環境の変化に対応したセミナー

や研究事業を実施していきますので、どうぞよろしく
お願いします！
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平成７年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

職員研修 これからの職員研修を考える 愛知学泉大学　教授　川端　大二

高齢社会 ともに人間らしく、豊かに生きる 阪南中央病院　内科医長　岡本　祐三

大阪体育大学　教授　原田　宗彦

大阪教育大学助　教授　入口　豊

ごみ問題
ごみ減量のための政策手法研究～有料化
と分別の進め方～

京都大学経済学部　教授　植田　和弘

平成８年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

地域情報化 自治体におけるインターネットの活用法
大阪府企画調整部情報政策課
主幹　浅野　幸治

高齢社会 公的介護保険とケアマネジメント 神戸市看護大学　教授  岡本　祐三

大阪大学工学部環境工学科
助手　久　隆浩

大阪大学工学部環境工学科
第１講座博士後期課程　田中　晃代

環境問題
育て！水辺の達人～水辺の環境保全を考
える～

滋賀県立大学環境科学部
教授　土屋　正春

平成９年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

地域情報化
新しい市民情報ネットワーク・サービス
～バーチャル・シティの実現に向けて～

大阪府企画調整部情報政策課
主幹　浅野　幸治

大阪大学工学部環境工学科
助手　久　隆浩

大阪大学工学部環境工学科
第１講座博士後期課程　田中　晃代

環境問題
生命輝け！大阪の水辺～水辺の再生と住
民参加～

滋賀県立大学環境科学部
教授　土屋　正春

国際交流
わたしのまちの外国人～自治体の外国人
住民施策について考える～

大阪市立大学文学部
助教授　谷　富夫

共同研究（平成７～21年度）

快適な景観づくりをめざして

都市景観
景観計画の構成方法～東京23区の景観計
画について～

生涯スポーツの振興について

都市景観

生涯スポーツ
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平成10年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

ボランティア ボランティアと行政の連携 京都大学経済学部　教授　田尾　雅夫

国際化 外国人住民施策の具体化
大阪市立大学文学部
助教授　谷　富夫

(社)子ども情報研究センター
副所長  堀　正嗣

(社)子ども情報研究センター
研究員  井上　寿美

住民参画 住民参画～今後の行政広報の役割～
淑徳大学国際コミュニケーション学部
教授　藤江　俊彦

平成11年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

環境づくり
今が“旬”環境自治体づくり～ISO14001
を通じて～

（株）カネカ・クリエイティブ・コンサ
ルティング
主席コンサルタント　甲斐　山里

男女協働社会の形成
男女共同参画社会の実現に向けて～ジェ
ンダーの主流化を～

京都精華大学人文学部
教授　藤枝　澪子

住民参加の手法
住民参加の手法新たな関係づくりを目指
して

滋賀県立大学環境科学部
教授　土屋　正春

政策形成能力の向上
政策形成能力の向上＜現場＞からのボト
ムアップにむけて

帝塚山大学法政策学部
助教授　中川　幾郎

平成12年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

自治体への民間手法の
導入

自治体経営への一考察
～ＮＰＭの可能性を求めて～

大阪大学大学院経済学研究科
教授　齊藤　愼

環境共生型社会の実現
環境共生型社会の実現
～毎日が環境の日～

同志社大学経済学部
教授　郡嶌　孝

生涯学習の環境づくり
生涯学習の環境づくり
～21世紀のキーワードを求めて～

和歌山大学生涯学習教育研究センター
助教授　堀内　秀雄

これからの地域福祉 これからの地域福祉
桃山学院大学社会学部
専任講師　松端　克文

平成13年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

ユニバーサルデザイン
によるまちづくり

さりげなく、だれにでもやさしいまちを
目指して

摂南大学工学部　教授　田中　直人

自治体法務 自治体法務
神戸大学大学院法学研究科
教授　中川　丈久

少子社会を考える～安心して産み育てる
環境づくり～

少子化社会
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平成14年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

構造改革期の産業振興 構造改革期の産業振興
阪南大学経営情報学部
教授　大槻　眞一

コミュニケーション活
性化にむけた広報公聴
活動

情報公開から情報共有へ 関西大学社会学部　教授  林　英夫

平成15年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

研修評価と効果測定 研修評価と効果測定
（株）日本能率協会マネジメントセン
ターＨＲＭ開発部人事アセスメント研究
所　所長　長谷川　隆

自治体の文化政策
地方分権時代における新たな｢公共性｣の
確立

帝塚山大学大学院法政策研究科
教授　中川　幾郎

平成16年度

研究会名 研究テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

循環型社会と自治体環
境対策

みんなでＥＣＯを促進し、えーことしま
しょっ!

滋賀県立大学環境科学部
教授　土屋　正春

住民主体のまちづくり
これからのまちづくりのあり方、キー
ワードは住民力

大阪国際大学法政経学部
教授　松下　啓一

平成17年度

チーム名 テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

集客都市と自治体ブラ
ンド戦略

集客都市と自治体ブランド戦略
大阪市立大学大学院文学研究科
助教授　橋爪　紳也

自治体におけるリスク
マネジメント

自治体におけるリスクマネジメント
（株）インターリスク総研
上席コンサルタント　緒方　順一

平成18年度

研究会名 テーマ 指導助言者（肩書きは当時）

自治体におけるリスク
マネジメント(Ⅱ)

自治体におけるリスクマネジメント(Ⅱ)
（株）インターリスク総研
上席コンサルタント　緒方　順一

公務員倫理を考える 公務員倫理を考える
（株）ハリーアンドカンパニー
代表取締役　中村　葉志生

・ ・ ・



マッセOSAKA 事業履歴

おおさか市町村職員研修研究センター 213

第
４
章

マ
ッ
セ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ａ 

20
年
の
あ
ゆ
み

平成19年度

）時当はき書肩（者言助導指マーテ名会究研

市場化テスト研究会 市場化テスト
市場化テスト推進協議会
事務局長　大野　沢人

訴訟対応研究会 訴訟対応
宇多法律事務所
弁護士　宇多　民夫

平成20年度

）時当はき書肩（者言助導指マーテ名会究研

訴訟対応研究会Ⅱ 訴訟対応
宇多法律事務所
弁護士　宇多　民夫

自治体における地球温
暖化対策

自治体における地球温暖化対策
近畿大学経済学部
教授　坂田　裕輔

平成21年度

）時当はき書肩（者言助導指マーテ名会究研

業務改善改革研究会 業務改善改革
（有）エヌ・アール・シー
代表取締役　杠　隆史

図書館運営のあり方研
究会

図書館運営のあり方
帝塚山大学大学院法政策研究科
教授　中川　幾郎

「もう⼀つの『研究』」
研究会。それはマッセＯＳＡＫＡの研究事業の柱であり、その分担当の情熱と労⼒も相当な

ものになります。もちろん、研究の主体となるのは市町村から集まった研究員の⽅々。しかし
我々スタッフにも別の意味での「研究」があったのです。
スタッフが研究しなければならないこと、それは・・・「飲み会会場」！⽉に１度実施する

研究会では、懇親会を設ける機会が多くあります。参加メンバーがほぼ同じな訳ですから、毎
回違う会場を探さなければならないのです。
⼤都会（？）⾕町四丁⽬ともなれば飲むところなどいくらでもあるだろうと思うかもしれま

せんが、予算、⼈数、味、雰囲気、担当のこだわり（筆者はチェーン店ＮＧ、できるだけ⼤⽫
でなく個別に配膳してくれるところを探します）、すべての条件を満たすお店は⾮常に限られ
てきます。スタッフ間での他の飲み会との兼ね合いも考慮しながら会場を選定するのはなかな
か⾻が折れるものです。
⾷○ログを検索しすぎて頭が痛くなったり、下⾒と称して事前に潜⼊したり、意外と知られ

ていない「研究」がマッセでは⽇夜⾏われています。いえ、普通の業務ももちろん頑張ってま
すよ！（Ｋ）

×研究
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年　度 研究会名 研究テーマ 学識経験者委員等（肩書きは当時）

地方分権研究会
（財源部会）

地方分権にふさわしい地方財
政のあり方

近畿大学商経学部　教授　中井　英雄

地方分権研究会
（福祉・保健部会)

少子化、高齢化社会における
地域福祉や地域保健のあり方
について

大阪府立大学経済学部
助教授　本澤　巳代子

地方分権研究会
（分権推進部会)

地方分権の主体である市町村
における職員及び住民に対す
る啓発などについて

－

地方分権研究会
（まちづくり部会)

活力あふれる地域づくり、ま
ちづくりと地方分権

大阪大学大学院　助手　久　隆浩
大阪大学工学部環境工学科
第１講座博士後期課程　田中　晃代

平成８年度
防災まちづくり研究
会

災害に対するまちづくりのあ
り方について

－

平成９年度 介護保険研究会
介護保険に関する市町村が抱
える諸課題について

－

平成10～
11年度

広域行政研究会
大阪にふさわしい新たな広域
行政の推進を目指して

神戸大学法学部　教授　伊藤　光利
近畿大学商経学部　教授　中井　英雄
大阪学院大学法学部　助教授　松並　潤

平成11～
12年度

まちづくり研究会
住民との協働によるまちづく
り、初動期支援のあり方

近畿大学理工学部土木工学科
助教授　久　隆浩
近畿大学理工学部土木工学科
非常勤講師　田中　晃代

平成11年度 発生主義会計検討会
発生主義（企業）会計のケー
ススタディ

関西学院大学大学院経済学研究科・産業研究
所　教授　小西　砂千夫

平成12年度
予算会計システム検
討会

分権時代にふさわしい予算・
決算の会計システムのあり方

関西学院大学大学院経済学研究科・産業研究
所　教授　小西　砂千夫

平成11～
13年度

地方財政研究会
住民、行政協働による受益と
負担の一致

近畿大学商経学部　教授　中井　英雄

平成11～
13年度

住民と行政のパート
ナーシップ研究会

揺籃期における「ＮＰＯ政
策」のあり方

桃山学院大学社会学部
専任講師　松端　克文
(社)大阪ボランティア協会
ＮＰＯ推進センター　水谷　綾

平成12～
14年度

分権時代の人材育成
研究会

地方自治新時代の人材育成に
ついて

大阪市立大学大学院法学研究科
教授　稲継　裕昭

平成13～
15年度

自治体経営研究会 自治体の経営改革をめざして

大阪大学大学院経済学研究科
教授　齊藤　愼
（株）ＵＦJ総合研究所大阪本社
パブリック・マネジメント室
室長　宮坂　典男

平成14～
15年度

男女共同参画政策研
究会

ジェンダー平等社会に向けた
指標の設定について

京都精華大学人文学部
名誉教授　藤枝　澪子

特別研究（平成７～21年度）

平成７～
10年度
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年　度 研究会名 研究テーマ 学識経験者委員等（肩書きは当時）

平成14～
15年度

ＩＴ社会における地
方行政の役割連続講
座

ＩＴ社会における地方行政の
役割

阪南大学経営情報学部　教授　野澤　正徳

平成14～
16年度

災害に強い地域づく
り研究会

災害に強い地域づくりをどの
ように進めていくか

独立行政法人消防研究所
理事長　室﨑　益輝
（有）コラボねっと
代表取締役　石井　布紀子

平成16年度
自治体経営実践ワー
クショップ

自治体の目標による経営、戦
略経営のあり方

（株）ＵＦＪ総合研究所大阪本社
パブリック・マネジメント部
主任研究員　江口　雅祥

平成15～
17年度

少子社会における子
育ち・子育て支援を
考える研究会

少子化における子育ち・子育
て支援のあり方について

大阪市立大学大学院生活科学研究科
教授　山縣　文治

平成16～
17年度

分権時代における組
織経営を考える連続
講座

分権時代における組織経営に
ついて

京都大学大学院経済学研究科
教授　田尾　雅夫

平成17年度
住民主体の地域福祉
政策連続講座

住民主体の地域福祉政策につ
いて

奈良女子大学　名誉教授　澤井　勝

平成18年度
介護保険制度と社会
保険制度研究連続講
座

介護保険制度と社会保険制度
について

奈良女子大学　名誉教授　澤井　勝

平成18年度
住民生活における安
全・安心政策研究連
続講座

住民生活における安全・安心
政策について

立正大学文学部　教授　小宮　信夫

平成18年度
ｅラーニング活用研
究会Ⅰ

ｅラーニング活用の可能性に
ついて

（株）スキルメイト教育コンサルタント
宇野　和彦
ＮＰＯ法人　地域情報化推進機構副理事長
野村　靖仁

平成18～
19年度

子育て支援事業調査
研究会

有効的な子育て支援策のあり
方について

大阪市立大学大学院生活科学研究科
教授　山縣　文治
（株）関西総合研究所
代表取締役　池田　恭和

平成19年度
ｅラーニング活用研
究会Ⅱ

ｅラーニング活用の可能性に
ついて

ＮＰＯ法人　地域情報化推進機構
副理事長　野村　靖仁

平成19～
20年度

介護予防研究会 介護予防について
大阪府立大学総合リハビリテーション学部
教授　今木　雅英

平成20～
21年度

公会計改革研究会 公会計制度改革について

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科
教授　稲沢　克祐
監査法人トーマツ
公認会計士　小室　将雄

平成20～
21年度

人材確保を考える
【採用戦略】

人材確保について ＮＯＭＡ総研　専属講師　川村　稔

平成20～
21年度

人事評価【連続講座】 人事評価制度について
早稲田大学大学院公共経営研究科
教授　稲継　裕昭
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年　度 研究会名 研究テーマ 学識経験者委員等（肩書きは当時）

平成21年度 徴収力強化研究会 徴収力について
杉之内税務不動産鑑定事務所
税理士・不動産鑑定士　杉之内　孝司

 

　ふと、マッセの将来展望や存在意義について考えてみました。
　先輩からいただいた書類「組織と人材育成」の中に、松下幸之助や後藤新平が残した「名言」が
書き残されているのに目がとまりました。

　・松下電器は、人をつくるところです。併せて電気器具をつくっております。
　・財を残すのは下、事業を残すのは中、人を残すのは上。

その下に、
　・「マッセＯＳＡＫＡは、「市町村の人材育成事業・政策提言」もするが、人をつくる組織になる」

と書かれています。

心に響く「名言」だなぁと感じました☆（T）

×20周年
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年　度 研究会名 研究テーマ 指導助言者等（肩書きは当時）

平成21～24年度 人事評価研究会 人事評価について
早稲田大学大学院公共経営研究科
教授　稲継　裕昭

平成21～24年度 徴収力強化研究会 徴収力の強化について
杉之内税務不動産鑑定事務所
税理士・不動産鑑定士　杉之内　孝司

平成22～23年度
高信頼性組織のあり方
研究会

高信頼性組織について
明治大学経営学部
教授　中西　晶

平成22年度 折衝能力向上研究会 折衝能力の向上について
（株）アイベック・ビジネス教育研究所
代表取締役　関根　健夫

平成23～24年度
地方自治法研究会～法
令研修コンテンツ作成
～

地方自治法について
マッセＯＳＡＫＡ　法律研修講師
久保　賢高

平成23～24年度
地域を輝かせるまちづ
くり研究会

地域を輝かせるまちづくり
について

摂南大学経営学部
准教授　久保　貞也

平成24年度
自治体広報のあり方研
究会

自治体広報のあり方につい
て

（有）　　コミュニティ研究所
代表取締役　浦野　秀一

平成25年度 クロスロード研究会 クロスロードについて
京都大学防災研究所
教授　矢守　克也

平成25～26年度
接遇対応力向上研究会
～eラーニングコンテ
ンツ作成～

接遇対応力の向上について
（株）アイベック・ビジネス教育研究所
代表取締役　関根　健夫
同常任講師　鈴鹿　絹代

平成27年度 地域の魅力発信研究会 地域の魅力発信について
東海大学文学部広報メディア学科
教授　河井　孝仁

平成27～28年度
予定

女性の活躍促進研究会 女性の活躍促進について
大阪市立大学大学院創造都市研究科
准教授　永田　潤子

平成27～28年度
予定

空き家対策研究会 空き家対策について
関西学院大学総合政策学部都市政策学科
准教授　清水　陽子

研究会（平成22年度～）※22年度より共同研究・特別研究を統合
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年　次 研究会名 研究テーマ 学識経験者委員等（肩書きは当時）

平成13年度 地方分権ゼミナール 市町村の行財政運営について
関西学院大学大学院経済学研究科・産
業研究所　教授　小西　砂千夫

平成14年度 地方財政研究 分権時代における地方財政 近畿大学商経学部　教授　中井　英雄

平成14年度 政策形成基礎調査研究
アンケート手法と実践:総合計
画を通して

(財)日本システム開発研究所
調査役　拾井　雅人

平成15年度 地方財政研究
需要額･決算対比分析の理論と
その応用:受益と負担の一致を
めざして

近畿大学経済学部　教授　中井　英雄

平成15年度 政策形成基礎調査研究
「まちづくり白書」の作成を
通じて

(有)　　コミュニティ研究所
代表取締役　浦野　秀一

平成16年度 地方財政研究
連結決算の財政分析とその手
法

近畿大学経済学部　教授　中井　英雄

平成17年度 地方財政研究 定住化社会の自治体財政 近畿大学経済学部　教授　中井　英雄

平成18年度 地方財政研究 定住化社会の公民連携 近畿大学経済学部　教授　中井　英雄

分権時代の自治体政策と自治
体職員の役割

早稲田大学大隈記念大学院公共経営研
究科　教授　北川　正恭

分権改革と関西の活性化

（社）関西経済連合会常任理事・関西
分権改革協議会広域連合検討委員会
座長
ダイキン工業株式会社　顧問　井上 義
國

平成19年度 地方財政研究 行政権能差と持続可能性 近畿大学経済学部　教授　中井　英雄

平成20年度 地方財政研究 財政健全化法とふるさと納税 近畿大学経済学部　教授　中井　英雄

平成21年度　区分変更により、大阪大学との連携「地方自治研究」を地方分権ゼミナールとする。

平成24年度より、大阪大学に加え、大阪学院大学、大阪市立大学との連携を開始。

平成25年度より、上記大学に加え、和歌山大学との連携を開始。

地方分権ゼミナール（平成13～20年度）

平成18年度
早稲田大学大隈記念大
学院公共経営研究科大
阪講座
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日付 区 テーマ

平成13年１月18日 キーパーソンが語る～創造的な自治体マネジメントと住民主体のまちづくり

基調講演
近畿大学理工学部土木工学科
助教授  久　隆浩

コーディネーター：

近畿大学理工学部土木工学科
助教授　久　隆浩

シンポジスト：

岩手県滝沢村政策情報室長　中道　俊之

福岡市市長室行政経営推進担当
フォア・ザ・九州等　担当課長　吉村　慎一

ニセコ町企画環境課長　片山　健也

豊中市政策推進部長　芦田　英機

平成14年10月31日 地方自治新時代の人材育成～人材育成基本方針の考え方とその実践～

基調講演

人材育成基本方針
の考え方・公務員
制度改革の議論を
通して

大阪市立大学大学院法学研究科
教授　稲継　裕昭

コーディネーター：

大阪市立大学大学院法学研究科
教授　稲継　裕昭

シンポジスト：

武田薬品工業（株）人事部　阪口　克己

豊田市総務部人事課　伴　幸俊

岸和田市市長公室人事課　小堀　喜康

平成15年５月13日 地方分権時代の行政経営～地方自治体における戦略経営とは～　　　　

講演
戦略行政への展開
～経営改革モデル
の構築と実践～

新潟大学経済学部　教授　大住　莊四郎

講演
ＤＮＡ運動から経
営改革へ

福岡市市長室経営補佐部　経営補佐係長
下川　祥二

講演
英国自治体におけ
る戦略経営

（株）ＵＦＪ総合研究所大阪本社
主任研究員　平野　誠也

コーディネーター：

和歌山大学大学院経済学研究科　客員助教授、
（株）ＵＦＪ総合研究所大阪本社
主任研究員　江口　雅祥

パネリスト：

新潟大学経済学部　教授　大住　莊四郎

福岡市市長室経営補佐部　経営補佐係長
下川　祥二

（株）ＵＦJ 総合研究所大阪本社
主任研究員　平野　誠也

地

講師名

シンポジウム

まちづくり研究会
の成果報告

パネルディス
カッション

地方自治体におけ
る戦略経営の導入
方法

シンポジウム
人材育成基本方針
策定と実践を通じ
て

方分権セミナー（平成13～21年度）



おおさか市町村職員研修研究センター

地方創生×α　マッセOSAKA開設20周年記念誌

220

日付 区 テーマ 講師名

平成17年１月18日 ネットワークコミュニティの可能性～市民参加型の電子自治体に構築向けて～

講演
ネットワークコ
ミュニティの可能
性

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
教授　金子　郁容

事例報告
市民電子会議室と
ｅコミュニティ

藤沢市市民自治推進課　主査　金子　隆

事例報告
市民電子会議室と
ｅコミュニティ
～市民編～

藤沢市市民電子会議室運営委員会
田中　美乃里

事例報告

ネットワークコ
ミュニティを行政
が受け入れるため
に

東海大学政治経済学部　講師　小林　隆

事例報告

高槻市における市
民とのコミュニ
ケーションツール
としてのホーム
ページの活用

高槻市市長公室長　樋渡　啓祐

コーディネータ：

東海大学政治経済学部　講師　小林　隆

パネリスト：

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
教授　金子　郁容

藤沢市市民自治推進課　主査　金子　隆

藤沢市市民電会議室　運営委員　田中　美乃理

高槻市市長公室長　樋渡　啓祐

平成17年９月６日

基調講演
自治体再生への道
しるべ

大阪大学大学院経済学研究科教授
おおさか市町村職員研修研究センター所長
齊藤　愼

コーディネーター：

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科
教授　石原　俊彦

パネリスト：

枚方市長　中司　宏

池田市長　倉田　薫

大阪府総務部市町村課参事　岸本　康孝

豊中市総務部人材育成室職員研修所所長
兼人材育成推進担当主幹　足立　佐知子

岸和田市市長公室人事課　参事　小堀　喜康

パネルディス
カッション

自治体改革の戦略
と新たな自治体職
員像

パネルディス
カッション

全体討論

自治体再生への道しるべ（マッセＯＳＡＫＡ10周年記念）
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日付 区 テーマ 講師名

平成19年１月19日 災害に強い地域づくり～防災教育と地域の連携を考える～

基調講演 地域防災力の育成
総務省消防庁消防研究センター
所長　室﨑　益輝

慶應義塾大学商学部　助教授　吉川　肇子
神戸市水道局総務部庶務課　柿本　雅通

コーディネーター：

総務省消防庁消防研究センター
所長　室﨑　益輝

パネリスト：
有限会社コラボねっと
代表取締役　石井　布紀子

慶應義塾大学商学部　助教授　吉川　肇子

池田市鉢塚自主防災隊　中隊長　片山　忠治

大阪大学大学院人間科学科　助教授　渥美　公秀

平成20年１月18日 「不断の行財政改革」真の地方分権をめざして（地方自治法60周年記念）

基調講演
地方公共団体の財
政の健全化につい
て

総務省自治財務局財務調査課
理事官　三橋　一彦

コーディネーター：

大阪大学大学院経済学研究科　教授　齊藤　愼

寝屋川市経営企画部　企画政策室長　前川　寛

池田市総合政策部長　白水　伸英

平成20年11月18日 自治体における公会計改革「自治体経営の情報開示」

基調講演
公会計改革におけ
る最近の動きにつ
いて

総務省自治財務局財務調査課
課長補佐　神谷　俊一

コーディネーター：

監査法人トーマツ　公認会計士　小室　将雄

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科

教授　稲沢　克祐　

松原市財政部行政経営課　有田　勉

枚方市財務部管財課　岡　智文

八尾市財政部財政課　一ノ本大治

平成21年７月17日 自治体経営における公会計改革の背景と意義

基調講演
治体経営における
公会計改革の背景
と意義

関西学院大学専門職大学院公共経営戦略科
教授　稲沢　克祐

研究会報告
連結財務書類の分
析結果について

公会計改革研究会研究員

講義
連結財務書類作成
の事前準備につい
て

監査法人トーマツ
公認会計士　小室　将雄

事例報告
事前準備へのアド
バイス

公会計改革研究会研究員

パネルディス
カッション

防災教育と地域の
連携を考える

クロスロードゲーム
（紹介・体験）

第１部

第２部

事例報告
（大阪府内行財政
改革の取り組み）
及び意見交換

公会計改革研究会
中間報告・意見交
換会

事例報告
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(平成14～27年度)
平成14年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

第１回 平成14年７月24日
三重県の予算編成に学ぶ～生活者起点
と職員の意識改革による行財政改革～

三重県総務局財政・施設分野
総括マネージャー　小山　巧

第２回

第１部 自治体におけるＩＳＯの活用
(財)日本品質保証機構ＩＳＯ業務本部
本部長補佐　眞先　邦二

第２部
太田市の行政評価とＩＳＯの取り組み
事例

太田市企画部行政経営課　星野　晃

第３部
自治体調査の結果から見るISO9001と
行政評価の現状

（株）品質保証総合研究所　原田　充裕

第３回 平成14年10月４日
新見市の電子投票に学ぶ～ＩＴ社会に
向けて選挙の実施方法の改革～

新見市選挙管理委員会事務局　小林　保

第４回 平成14年11月20日
三鷹市の保育園運営に学ぶ～株式会社
への保育園運営委託の検証～

三鷹市健康福祉部子育て支援室長
島田　勉

第５回

第１部 経営品質とは
(財)関西生産性本部コンサルティング
部長　森田　芳次

第２部 岩手県滝沢村の取り組み
滝沢村経営企画部経営企画課
久保　雪子

平成15年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

第１回 平成15年７月４日
全職員の共通言語「変わらなきゃ!!」
～住民から信頼を勝ち取るために：地
域を支える病院経営とは～

総合病院坂出市立病院　院長　塩谷　泰一

第２回 平成15年７月25日
レジ袋削減から環境先進都市へ
～新しい生活スタイルの提案：杉並区
の実践～

杉並区区民生活部長　四居　誠

第３回 平成15年８月22日
高齢社会のまちづくり・人に優しい交
通を考える～武蔵野市のコミュニティ
バス「ムーバス」の取り組み～

武蔵野市都市整備部交通対策課長
中村　永司

第４回 平成15年10月31日
市民が創る市民の志木市の実現に向け
て!!～志木市・地方自立計画～

志木市企画部政策審議室　主査
尾崎　誠一

第５回 平成15年11月11日
市民とのリスクコミュニケーション～
北九州市のＰＣＢ処理施設建設に向け
た取り組み～

北九州市環境局環境産業政策室　主幹
入江　隆司

事例研究・ミニ講座「自治体現場の最前線に学ぶ」

太田市の行政運営のシステムに学ぶ
～行政評価システムとＩＳＯを連動させたマネジメントシステム～

滝沢村の経営品質運動に学ぶ～創造的自治体マネジメントへの挑戦

平成15年１月17日

平成14年８月21日
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平成16年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

近江八幡市コンプライアンス
マネージャー　岡治　利和

中野区総務部総務分野　主査　山崎　裕樹

尼崎市行政経営推進室調整課
係長　吉田　淳史

尼崎市小田支所市民課
課長補佐　高寺　秀典

尼崎市住宅管理課　主任　北村　幸司

ミニ講座
第１回

平成17年２月15日
指定管理者制度への移行の趣旨につい
て

池田市総合政策部長　小岩　正貴

指定管理者制度の概要及び先進事例に
ついて

高槻市市長公室長　樋渡　啓祐

民間からみた指定管理者制度導入のポ
イント

（株）三菱総合研究所
主席研究員　鎌形　太郎

平成17年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

横浜市におけるアントレプレナーシッ
プ制度の創設と運用について・民間と
のタイアップによる広告料収入の拡大
について

横浜市財政局財政部総務課広告事業
推進担当課　課長補佐　齋藤　紀子

横浜ライセンス制度の創設と運用につ
いて

横浜市市民協働推進事業本部協働推進課
市民活動支援担当係長　飯田　常彦

分権時代の自治体職員と研修方針の策
定

産業能率大学経営管理研究所
主任研究員　浅野　良一

民間企業派遣研修・カフェテリア研修
について

枚方市総務部人材育成課課長
藤原　なつみ

市長同行とびあるき研修・官民共同研
修について

池田市市長公室人事課研修担当副主幹
吉村　裕子

職場研修の取り組みについて・庁内講
師養成の取り組みについて

豊中市総務部人材育成室職員研修所所長
兼人材育成推進担当主幹　足立　佐知子

政策形成研修・まちづくりグループ
ワークについて

岸和田市市長公室人事課　泉元　利夫

第１回

ミニ講座
第１回

平成16年10月13日

ミニ講座
第２回

第２回

第１回

公民起業家への挑戦～横浜市アントレプレナーシップ制度から学ぶ～

平成17年２月23日

人材育成推進講座～研修事業の充実～

コンプライアンスと職員力～住民の信
頼確保と職員の意識改革～

庁内改善運動と職員意識改革～尼崎市
における「ＹＡＡるぞ運動」の取組み
～

平成17年１月12日

平成17年11月25日

平成18年１月12日
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平成18年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

意識改革と行動変革につなげる人材育
成アプローチ

BC＆E　Partners
東　和寛

年代別キャリア研修への取り組み
高知県職員能力開発センター
所長　片岡　克夫
主任　広瀬　成典

トータル人事制度としての人事施策
豊田市総務部人事課
係長　古澤　彰朗

行政サービスに対する民間参入につい
て～市場化テストから考える～

市場化テスト推進協議会事務局長
大野　沢人

足立区における公共サービス改革の取
り組みについて

足立区政策経営部政策課
清水　和義

提案型公共サービス民営化制度と市場
化テストへの期待について

我孫子市総務部
参与　富田　佐太郎

平成19年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

電子自治体の推進～これまでとこれか
ら～

摂南大学大学院経営情報学研究科
教授　島田　達巳

三重県におけるｅラーニングの取り組み 三重県職員研修センター　坂番　英樹

公務員倫理実践のための意識醸成・知
識習得・行動促進

（株）ハリーアンドカンパニー
代表取締役　中村　葉志生

人材育成を目的とした人事評価制度
早稲田大学大学院公共経営研究科
教授　稲継　裕昭

牛久市の勤務評価制度と運用について
～職員の意欲喚起と能力開発をめざし
て～

牛久市副市長兼市長公室長　桐原　泰弘
牛久市市長公室人材育成課長　藤田　聡

見附市の人事考課制度について 見附市総務課長　池山　広喜

人材育成推進講座～人事制度・研修制度～

平成19年１月15日
ミニ講座
第１回

平成19年２月２日第１回

自治体版市場化テストの可能性

人材育成推進講座～人事評価制度～

ミニ講座
第３回

平成20年１月11日

ミニ講座
第１回

平成19年９月４日

自治体におけるＩＴ推進とｅラーニングの活用

公務員倫理テキスト活用講座
ミニ講座
第２回

平成19年12月４日
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平成20年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

これからの交通を考える
～地域公共交通の活性化の重要性と自
治体が果たすべき役割～

名古屋大学大学院環境学研究科
准教授　加藤　博和

平成21年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

わが国の児童虐待防止対策の現状と課
題

関西学院大学 人間福祉学部
教授　才村　純

支援につなげる児童虐待リスクアセス
メント

流通科学大学 サービス産業学部
教授　加藤　曜子

泉大津市児童虐待防止ネットワーク
（ＣＡＰＩＯ）の取り組みについて

泉大津市児童福祉 課長　天野　義仁

特別研究『人材確保を考える（採用戦
略）』の成果報告

特別研究『人材確保を考える（採用戦略）』
研究員

採用面接官講座
株式会社　日本経営協会総合研究所
主任専属講師　川村　稔

問題職員の分限処分・懲戒処分と法律
実務

石嵜信憲法律事務所
パートナー弁護士　山中　健児

使える分限処分制度に
寝屋川市総務部人事室
係長　幸西　大輔

ミニ講座
第３回

平成21年10月13日

採用面接官講座

ミニ講座
第４回

平成21年11月19日

人材育成推進講座　～問題職員への対応～

ミニ講座
第１回

平成21年６月29日

児童虐待防止セミナー①

ミニ講座
第２回

平成21年７月６日

児童虐待防止セミナー②

ミニ講座
第１回

平成21年３月11日

これからの交通を考えるセミナー

「派遣にきていただいた⽅々へ」
マッセＯＳＡＫＡは、平成27年10⽉で開設20周年を迎えることができました。これはひとえ

に皆様のお⼒のおかげです。しかも、開設準備から数えて、27年の年⽉がたっています。20周
年とばかり思ってマッセも成⼈になりましたと⾔っていましたが、実は、アラサー…。すごい
年⽉を数えています。皆様⽅のお⼒があってこそ今のマッセがあります。ありがとうございま
す。
皆様のお⼒をいただいたマッセＯＳＡＫＡは、これからも続いていくと思います。これから

派遣される⽅々やプロパー職員が新たな歴史を作っていくと思います。お近くへお越しの際に
は、ふらっと、６階事務所までお⽴ち寄りください。かならずや顔⾒知りの職員が対応してく
れますよ☆（Ｓ）

×ＯＢ・ＯＧ
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平成22年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

ミニ講座
第１回

平成22年６月９日
地方分権時代における住民協働につい
て

龍谷大学法学部　教授　富野　暉一郎

池田市総合政策部長　椋田　那津希

高知市市民協働部地域コミュニティ推進課
課長補佐　池上　哲夫

ミニ講座
第２回

平成23年２月24日 行政とＮＰＯの協働のあり方について

相模女子大学人間社会学部
社会マネジメント学科　教授　松下　啓一

福岡市市民局コミュニティ推進部
市民公益活動推進課　主査　藤井　ひろ子

一宮市企画部地域ふれあい課　川合　信嘉

ＮＰＯ法人志民連いちのみや
理事長　星野　博

平成23年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

ミニ講座
第１回

平成23年11月17日
議会事務局改革
～これからの議会事務局～

立命館大学法学部　教授　駒林　良則
取手市広報広聴課　係長　岩崎　弘宜

平成24年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

ミニ講座
第１回

平成24年10月５日 くるくるバスに学ぶ公共交通のススメ

大阪大学コミュニケーションデザイン・セン
ター
教授　森栗　茂一

みなと観光バス株式会社
代表取締役社長　松本　浩之

神戸市東灘区森北町自治会
早田　佳代、高村　都恵

ミニ講座
第２回

平成24年11月13日 震災復興と減災の課題

立命館大学政策科学部・政策科学研究科
教授　塩崎　賢明

箕面市　総務部職員課
課長補佐　鈴木　康之

豊中市　危機管理室
主事　辻村　知子

泉南市　健康福祉部保健推進課
申　沙羅
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平成25年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

ミニ講座
第１回

平成25年７月３日
人材育成推進講座～人材育成ツールと
しての人事評価制度～

（株）人事教育研究所
代表取締役　　金森　忠志

和泉市総務部人事課
課長補佐　 友谷　靖子

人事評価実務コンサルタント（元岸和田市職
員） 小堀　喜康

寝屋川市総務部人事室
副係長　石峰　昌明

ミニ講座
第２回

平成25年９月27日 滞納整理の現状と課題について

杉之内税務不動産鑑定事務所
税理士・不動産鑑定士 　杉之内　孝司

松原市総務部人事課
係長　原田 和昌

寝屋川市財務部滞納債権整理回収室
岡元 譲史

長崎県松浦市税務課
課長補佐　岡　正文

ＮＰＯ法人　ローカルガバメント・ネット
ワーク理事、北海道赤平市建設課　係長　山
森　拓

ミニ講座
第３回

平成26年２月27日 公共施設をマネジメントする

早稲田大学理工学術院創造理工学部
教授　小松　幸夫

一般財団法人建築保全センター保全技術研究
所第三研究部次長、公共建築マネジメント研
究センター　主任研究員（元佐倉市職員）
池澤　龍三

平成26年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

事例研究 平成26年11月７日 行政対象暴力に立ち向かう

鹿児島大学法文学部法政策学科
准教授　宇那木　正寛

兵庫県神戸市行政監察部監察室
係長　高橋　健司

木村法律事務所　弁護士　福栄　泰三

ミニ講座 平成27年２月２日
防災対応ゲーム「クロスロード」から
学ぶ

京都大学防災研究所巨大災害研究センター
教授　矢守　克也

神戸クロスロード研究会　柿本　雅通

八尾市人権文化ふれあい部市民ふれあい課
井上　祥子

豊中市総務部人材育成センター職員研修所
西樂　尚也
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平成27年度

回　数 開　催　日 演　　　題 講　　師

事例研究
第１回

平成27年８月７日 人事評価制度～本格実施に向けて～

一橋大学大学院法学研究科
教授　辻　琢也

長野県松川町産業観光課長（前総務企画財政
係長）片桐　雅彦
　
愛知県豊田市総務部人事課
副課長　青木　勉

ミニ講座 平成27年11月13日
自学のすすめ
～職員はどんなときに成長するか～

基調講演・コーディネーター：
自学工房・人材育成アドバイザー
（元岸和田市職員)　小堀　喜康

パネリスト：
（社福）いぶき福祉会理事兼貝塚いぶき作業
所（元貝塚市職員）　所長　兒玉　和憲

高槻市総務部長　西岡　博史
　
八尾市立病院事務局企画運営課
課長　朴井　晃
　
豊中市総務部人事課
課長　大澤　亮太

事例研究
第２回

平成28年２月19日 子どもの貧困対策を考える

大阪大学大学院国際公共政策研究科
准教授　小原　美紀
　
幸重社会福祉士事務所
代表　幸重　忠孝
　
東京都足立区子どもの貧困対策担当部長
秋生  修一郎

「セミナー企画の裏話」
さて、みなさんはマッセ・セミナーのテーマや講師がどのように決められているかご存知でしょうか。こ

の機会にすべてお話ししマッセＯＳＡＫＡ〜！
まず、職員全員がそれぞれ講師やカリキュラム案を考えます。そして、スタッフ会議にてプレゼンを⾏い、

コンペティションを実施します。とても緊張します（笑）。余談にはなりますが、このスタッフ会議は週１
回のペースで実施しており、会議が始まる前には、場の雰囲気を良くするために、⾝の回りの良かったこと
を共有するスピーチを各スタッフが実施しています。マッセの楽しい雰囲気の根源かもしれませんね〜(^_^)
話がそれましたが、その後、各スタッフが投票（案の数によって投票数も増減）を⾏い、⾒事得票数が上

位となったセミナー案に基づき、発案した職員がそのまま講師依頼から当⽇の段取りまでを主担当として⾏
います。残念ながら講師の都合がつかなかった場合は、繰り上げ当選という形になります。
個⼈的には、このコンペティション、モチベーションアップにもつながっています。⾃分の考えたものに

投票という⽬に⾒える形で数字が⼊るのはやはり嬉しいですよね〜。また講演や研修に参加して講師を発掘
していきたいと思います☆（Ｙ）

×研修
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創刊号

テーマ 執筆者

序　文
おおさか市町村職員研修研究センター
所長　米原　淳七郎

新しい時代の分権型行政システムへの転換 横浜国立大学　名誉教授　成田　頼明

分権化における地方政府の基本戦略 立命館大学政策科学部　教授　伊藤　光利

留保財源によるシビル・ミニマムの確保 近畿大学商経学部　教授　中井　英雄

地方分権と地域福祉
奈良女子大学生活環境学部
助教授　木村　陽子

まだ、市民に遠い地方分権 朝日新聞編集委員　中村　征之

第２号

テーマ 執筆者

市町村合併　最近の新しい動き、抵抗、思惑－全国各地域
の実態からみる－

東洋大学法学部　教授　坂田　期雄

行政規模を規定する要因 大阪大学大学院経済学研究科　教授　齊藤　愼

広域行政の新展開 関西学院大学経済学部　教授　林　宜嗣

循環型社会と広域行政
京都大学大学院経済学研究科
教授　植田　和弘

地方自治と効率化のジレンマを乗り越える市町村合併のあ
り方

関西学院大学経済学研究科・産業研究所
教授　小西　砂千夫

第３号

テーマ 執筆者

市民と行政のパートナーシップ
京都大学大学院経済学研究科
教授　田尾　雅夫

分権時代－住民と行政の協働 中央大学経済学部　教授　佐々木　信夫

情報公開制度－住民と行政の協働の視点から－
大阪大学大学院法学研究科
教授　松井　茂記

自治体とＮＰＯの協働
特定非営利活動法人 ＮＰＯ研修・
情報センター　代表理事　世古　一穂

住民主体のまちづくりにおける「協働」の条件 神戸新聞情報科学研究所　副所長　松本 誠

研究紀要（創刊号～第19号）

特集：「地方分権の推進に向けて」　（平成10年３月発行）

特集：「住民と行政の共働」　（平成12年３月発行）

特集：「広域行政」　（平成11年３月発行）
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第４号

テーマ 執筆者

21世紀の市町村財政
東京大学大学院経済学研究科・経済学部
教授　神野　直彦

市町村における行政評価の必要性と課題 関西学院大学産業研究所　教授　石原　俊彦

地域福祉における市町村行政を展望する－問われるコー
ディネート力－

大阪大学大学院人間科学研究科
助教授　斉藤　弥生

市町村行政の実情と可能性－京都・滋賀の現場から－
京都新聞社会報道部・自治担当記者
高田　敏司

変革の時代における自治体の基本戦略
～分権　参加　経営　連携～（特別講演録）

神戸大学大学院法学研究科
教授　伊藤　光利

第５号

テーマ 執筆者

男女共同参画社会基本法と自治体条例 十文字学園女子大学　教授　橋本　ヒロ子

ドメスティック･バイオレンス防止法と女性に対する暴力防
止への課題

お茶の水女子大学　教授　戒能　民江

「構造改革」と女性労働－世帯主義を超えた多頭型社会へ
むけて

朝日新聞社東京本社企画報道室
竹信　三恵子

公務職場のセクハラ対策－相次ぐ二次被害が問うもの－ 東京都中央労政事務所　金子　雅臣

市町村公募論文:
わがまちの魅力創出の視点から見た国内交流のあり方

八尾市職員グループ
いんさいどあうと

地方分権セミナー録:
キーパーソンが語る－創造的な自治体マネジメントと住民
主体のまちづくり－

近畿大学理工学部土木工学科
助教授　　久　隆浩

第６号

テーマ 執筆者

地方分権時代の住民参画－参加から参画へ、パートナー
シップによる地域経営－

(有)　コミュニティ研究所
代表取締役　浦野　秀一

住民主体のまちづくりの取組みと実践－交流の場を核とし
た協働のまちづくりシステムの展開

近畿大学理工学部社会環境工学科
助教授　久　隆浩

住民投票制度の現況と制度設計の論点
(財)地方自治総合研究所理事・
主任研究員　辻山　幸宣

筑波大学社会工学系
教授　大村　謙二郎

筑波大学博士課程社会工学研究科・
川崎市総合計画課題　専門調査員
小野　尋子

パブリック・コメントの現状と課題
横須賀市都市部都市計画課
主幹　出石　稔

市町村公募論文:
自治体の政策形成と政策系大学院－経験と展望にもとづく
一考察－

豊中市政策推進部企画調整室
佐藤　徹

都市計画とパブリックインボルブメント：現状と課題

特集:「ジェンダー平等社会の実現にむけて」　（平成14年３月発行）

特集:「住民参画による合意形成にむけて」　（平成15年３月発行）

特集:「21世紀の市町村行政」　（平成13年３月発行）
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第７号

テーマ 執筆者

犯罪機会論と安全・安心まちづくり
－機会なければ犯罪なし－

立正大学文学部社会学科
助教授　小宮　信夫

環境リスクをめぐるコミュニケーションの課題と最近の動
向

早稲田大学理工学部複合領域
教授　村山　武彦

バリアフリーとその新展開
近畿大学理工学部社会環境工学科
教授　三星　昭宏

子育て、教育における自治体のあらたな役割－子育て支援
という視点から、安心して暮らせる街作りという視点から
－

東京大学大学院教育学研究科・教育学部教授
同付属・学校臨床センター
センター長　汐見　稔幸

高齢者の安全・安心とは－年金、医療、介護を考える－
岡本クリニック院長
国際高齢者医療研究所
所長　岡本　祐三

市町村公募論文:
要綱行政の現状と課題－自治立法権の拡充を目指して－

岸和田市総務部総務管財課
藤島　光雄

第８号

テーマ 執筆者

自治体行政改革の新展開
－ローカル・ガバナンスの視点から－

同志社大学政策学部
学部長　真山　達志

評価の政策形成と経営への活用と課題－基本へ還れ－
筑波大学大学院システム情報
工学研究科　教授　古川　俊一

自治体職員の人材育成
千葉大学法経学部教授・
東京大学　名誉教授　大森　彌

公務員制度改革と自治体職員イメージの転換
国際基督教大学社会科学科
教授　西尾　隆

地方財政の改革－地方行政は｢黒字｣なのか－
総務省地方財政審議会
会長　伊東　弘文

市町村公募論文:
財政危機と成功する行政評価システム

八尾市都市整備部交通対策課
南　昌則

第９号 特集：「分権時代におけるマッセＯＳＡＫＡの役割とは」　（平成18年３月発行）

テーマ 執筆者

マッセＯＳＡＫＡへの期待
大阪大学大学院経済学研究科教授
おおさか市町村職員研修研究センター
所長　齊藤　愼

分権時代、自治体職員の習得すべき能力とマッセＯＳＡＫ
Ａの関わり

(有)　コミュニティ研究所
代表取締役　浦野　秀一

「地域公共人材」育成としての職員研修
龍谷大学法学部
教授　富野　暉一郎

自治体女性職員をめぐる環境と能力開発に関する一考察
大阪市立大学大学院創造都市研究科
助教授　永田　潤子

地方分権セミナー録：
自治体再生への道しるべ

大阪大学大学院経済学研究科教授
おおさか市町村職員研修研究センター
所長　齊藤　愼　　他

特集:「安全・安心な社会の実現」　（平成16年３月発行）

特集:「これからの自治体改革のあり方」　（平成17年３月発行）



おおさか市町村職員研修研究センター

地方創生×α　マッセOSAKA開設20周年記念誌

232

第10号 特集：「人口減少時代における社会福祉の変革」　（平成19年３月発行）

テーマ 執筆者

障害者自立支援法と自治体における障害者福祉施策
東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科
教授　北野　誠一

これからの地域福祉とコミュニティの活性化
桃山学院大学社会学部
助教授　松端　克文

次世代育成支援の推進と市町村の課題
大阪市立大学生活科学研究科
教授　山縣　文治

生活保護行政を考える
東京都立大学人文学部
教授　岡部　卓

2005年介護保険法改正の立法政策的評価
大阪大学大学院人間科学研究科
教授　堤　修三

福祉と自治体財政
奈良女子大学
名誉教授　澤井　勝

自治体病院だからこそ、変われる
徳島県病院事業管理者
坂出市立病院　名誉院長　塩谷　泰一

市町村公募論文：
公益法人制度改革と市町村～市町村出資財団法人と市町村
の今後の関係を構築するための課題整理～

八尾市人権文化部文化振興課
朴井　晃

第11号 特集：「くらしと交通～これからの交通まちづくり～」　（平成20年３月発行）

テーマ 執筆者

地域交通について考える
～新たな交通価値と低速交通システムについて～

大阪大学大学院工学研究科
教授　新田　保次

市民協働の交通まちづくり
相互学習よる協働型交通安全の取り組み

大阪市立大学大学院工学研究科
教授　日野　泰雄

地域から育てる交通まちづくり
大阪市立大学大学院工学研究科
准教授　松村　暢彦

まちづくりを支える総合交通政策
神戸国際大学経済学部都市環境・観光学科
教授　土井　勉

地域公共交通を地域で「つくり」「守り」「育てる」とい
うこと

名古屋大学大学院環境学研究科
准教授　加藤　博和

子どもと交通問題
筑波大学大学院システム情報工学研究科
講師　谷口　綾子

市町村公募論文：
放置自動車対策をめぐる二、三の問題
～法的アプローチを中心にして～

岸和田市法律問題研究会
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第12号 特集：「廃棄物処理とリサイクルの現状～循環型社会の実現に向けて～」　（平成21年３月発行）

テーマ 執筆者

廃棄物処理の現状と今後
京都大学地球環境大学院
教授　植田　和弘

ごみ有料化と「見える化」
東洋大学経済学部
教授　山谷　修作

貴金属・レアメタルの回収と行政の関与
神戸山手大学現代社会学部環境文化学科
教授　中野　加都子

上勝町のゼロ・ウェイスト政策－その実践と展開－
ＮＰＯ法人ゼロ・ウェイストアカデミー
理事　松岡　夏子

循環型社会における資源物持ち去り業者の位置づけ
近畿大学経済学部総合経済政策学科
教授　坂田　裕輔

不法投棄対策の現状と課題
岩手大学人文社会科学部
准教授　笹尾　俊明

循環型社会の地球温暖化対策
独立行政法人国立環境研究所
橋本　征二

第13号 特集：「危機管理を考える」　（平成22年３月発行）

テーマ 執筆者

地域防災計画の課題と展望～生ける計画をめざして～ 板橋区総務部契約管財課長　鍵屋　一

新型インフルエンザ対策
新潟大学大学院医歯学総合研究科
教授　鈴木　宏

緊急対応時に必要な都市機能
関西大学理事・環境都市工学部教授
阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター
長　河田　惠昭

学校における侵入暴力犯罪からの安全管理
明治大学理工学部
准教授　山本　俊哉

市町村公募エッセイ：
【ブックトーク】
新しく自治体職員になったみなさんへ（福祉事務所編）

羽曳野市保健福祉部福祉総務課　細井　正人

「市町村派遣職員の仕事」
マッセＯＳＡＫＡに派遣になった市町村職員の⼀番の醍醐味、それは「出張」です！

市町村では⼀⽣かかっても⾏けない数の出張をこの２年間で経験させてもらいました。この執
筆を機会にこれまでの回数を確認しますと…関東圏…４回、関⻄圏…50回くらい。
⼿元に残っている数でこれくらいなので、もっとあるかもしれません。そこに、マッセで実

施する研修やセミナーの運営に、⽉１回の研究会担当、さらに時期ごとの各種運営会議に、週
に１度のスタッフ会議（←毎回３時間ぐらいかかる）…いつデスクワークやるねん！
話が逸れましたが、元々外交的な性格ではないため、派遣２か⽉⽬で⾏った滋賀の宿泊研修

ではホームシックにかかり、妻に泣いて電話したことも…それがいまや⾃分で全国のセミナーを
探して「この先⽣に会いたいです！」なんて、⼈は変わるものですね（しみじみ）。
ちなみに宿泊を伴う出張の他、週に１〜２回飲み会もあったりで、妻には頭が上がらなくな

りました…（泣）（Ｍ）

×派遣職員
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第14号 特集：「地方議会のこれから～改革へのみちすじ～」　（平成23年３月発行）

者筆執マーテ

彌　森大　授教誉名　学大京東割役の会議と正改法治自

也寛　田増　問顧　所究研合総村野社会式株－望展と題課のそ－制表代元二

住民参加と議会
同志社大学大学院総合政策科学研究科
教授　新川　達郎

則良　林駒　授教　部学法学大館命立題課革改のそと方りあの局務事会議

政策立案（議員立法）機関としての議会
拓殖大学地方政治センター長 / 四日市研究機
構・地域政策研究所長 竹下　譲

自治を担う議会の権限強化－住民自治を促進する議会に－ 山梨学院大学法学部　教授　江藤　俊昭

太良　取名　授教　部学報情合総学大西関化性活の会議

求められる議員職の姿
－受身の「られる」ではなく可能の「られる」－

東京大学大学院法学政治学研究科
教授　金井　利之

議会基本条例の主要項目と自治体改革への意義 法政大学法学部　教授　廣瀬　克哉

市町村公募論文：
就学援助制度の意義と市町村の役割　－今求められる就学
援助制度の在り方とは－

摂津市教育委員会教育総務部学務課
大橋　徹之

第15号 特集：「自立へ向けた就労支援の取組み」（平成24年３月発行）

者筆執マーテ

就労支援をどう実現するか　企業的包摂から社会的包摂へ
北海道大学大学院法学研究科
教授　宮本　太郎

生活保護受給者への就労支援の現状と課題
明治学院大学社会学部社会福祉学科
教授　新保　美香

障がい者就労支援の現状と課題
埼玉県立大学保健医療福祉学部
教授　朝日　雅也

若年者への就労支援
－次世代への就労支援は社会投資である－

ＮＰＯ法人「育て上げ」ネット
理事長　工藤　啓

彰克　沼瀬　授教誉名　学大林美桜援支労就のへ者齢高

母子家庭の自立支援・ＮＰＯとしての取組み ＮＰＯ法人Ｗｉｎｋ　理事長　新川　てるえ

就労支援と地方自治体―地域雇用政策の進化の視点から
東京大学大学院経済学研究科
教授　佐口　和郎

市町村公募論文：
『ふるさと納税制度』の仕組みと現状
～自治体の魅力発信の切り口から～

八尾市経済環境部環境施設課
小池　宣康
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第16号 特集：「児童虐待防止への対策と支援」　（平成25年３月発行）

者筆執マーテ

子ども虐待の現状と課題
関西大学人間健康学部
教授　山縣　文治

市町村の児童家庭相談体制の現状と課題、方向性
関西学院大学人間福祉学部
教授　才村　純

要保護児童対策地域協議会～機能するための要件・ファミ
リーソーシャルワークの視点～

流通科学大学サービス産業学部 サービスマネ
ジメント学科 教授　加藤　曜子

児童虐待の予防～保育所・幼稚園・学校が出来ること 種智院大学人文学部　教授　近棟　健二

虐待する親の回復支援の視点
～MY　TREEペアレンツ・プログラムの実践から～

エンパワメント・センター
主宰　森田　ゆり

自治体の事例（大阪府・茨木市・枚方市・三重県いなべ市）
子ども虐待防止と支援の課題－実践を通して感じること

淑徳大学総合福祉学部社会福祉学科
教授　柏女　霊峰

市町村公募論文：
自治体における情報公開制度の現状と受益者負担の在り方
－情報公開手数料の一考察－

泉佐野市総務部総務課
道井　渉

市町村公募エッセイ：
「笑顔」が一番！キャリアデザインと今までの経験から学
んだコト

貝塚市健康福祉部
兒玉　和憲

第17号 特集：「自治体経営の道しるべ～自治体政策の転換に向けて～」　（平成26年３月発行）

者筆執マーテ

地方財政の健全化の中長期的展望と税制抜本改革、地方消
費税

総務省大臣官房審議官（税務担当）　平嶋　彰
英

自治体財政指標に係る諸論点－発生主義・複式簿記会計の
視点を交えた検討－

有限責任監査法人トーマツ公認会計士
小室　将雄、大川　裕介

地方公営企業の財政既定の拡大とその意義、さらなる課題
関西学院大学大学院経済学研究科人間福祉学部
教授　小西　砂千夫

第三セクター再生のための公経営監査・診断 青山学院大学　名誉教授　鈴木　豊

資産老朽化への対応
東洋大学ＰＰＰ研究センター
リサーチ・パートナー　藤木　秀明

実務者からのメッセージ－財政担当の仕事のやり方－ 川西市　理事　松木　茂弘

市町村公募エッセイ：
政策形成時代×図書館＝未来をきりひらく！～情報収集力
亜アップへの一提案～

吹田市　栗生　育美
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年　次 研究会名 研究テーマ

平成８年度 市町村職員まちづくり研究会 発想からのまちづくり～まちづくり事例集～

おおさか水辺環境研究会
育て！水辺の達人～「水辺環境の保全」を考
えるＰＡＲＴⅡ～

大阪の弥生遺跡検討会 大阪の弥生遺跡の検討

大阪の弥生遺跡検討会
大阪の弥生遺跡の検討Ⅱ
（桑津遺跡・四ツ池遺跡）

お役所サービス向上いいんかい ひこうき雲～めざせ！さわやか対応～

大阪地域歯科保健連絡会
市町村間での歯科保健情報データベースの有
効活用に関する研究

おおさか水辺環境研究会
育て！水辺の達人～「水辺環境の保全」を考
えるＰＡＲＴⅢ～

エコ・オフィス・ビジョン 地域における総合的な環境保全施策について

泉州地域広域ＧＩＳ（地図情報システ
ム）研究会

都市計画情報、まちづくり情報の地図上への
集積と活用方法について

循環型環境保全社会構築プロジェクト
循環型環境保全社会の構築に向けての連携強
化に関する研究

「政策形成能力の向上」チーム・ＰＡＲ
ＴⅡ

「政策型思考の実践」について、福祉・人材
育成・生涯学習等におけるケーススタディの
研究

なるほどなっ得おうえん団
～提案型クレーム対応マニュアル～スパイラ
ルアップ

環境自治体づくりネットワーク 次世代に向けての環境自治体づくり

21世紀、高齢化社会を迎えた地方行政研
究会

小規模自治体の福祉サービスにおける行政の
守備範囲

行政評価に関する研究会 行政評価におけるスタンダード

政策法務研究会 地方分権時代の政策法務

インターンシップ研究会 自治体におけるインターンシップ

広域研究活動支援（平成８～27年度）

平成９年度

平成14年度

平成15年度

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度
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年　次 研究会名 研究テーマ

福祉移送サービス研究会
地域福祉社会におけるＳＴＳの果たす役割に
ついて

コミュニケーション活性化研究会
自治体におけるコミュニケーション～社会心
理から見る住民参加と組織改革～

方りあの流交間域地とうあどいさんい

ていつに方りあの遇接書文会究研遇接書文

キャリアデザイン研究会
これからの公務員像をキャリア形成の視点か
ら研究する

職場活性化研究会
職場の活性化をそれぞれの業務の視点から
研究する

道路施設の維持管理手法研究会
道路施設の大量更新期を見据えた維持管理
手法に関する実践研究

災害と自治体技術者の役割について考
える会

誰もが安心して暮らせる災害に強い街づく
りと、自治体建築技術者の役割

るすに気元を場職が気るやのりとひ人一会究研化性活場職

北大阪ＮＯ2測定調査研究会
北大阪におけるＮＯ2の測定を行い、地域の
面的な比較と環境の評価を実施する

平成21年度 東大阪・八尾研究会
近隣自治体との相互確認作業による新・地
域発見

平成22年度 東大阪・八尾研究会
近隣自治体との相互確認作業による新・地
域発見

北摂地域図書館システム研究会
広域連携促進のための図書館システム構
築・導入に関する調査研究

市町村のための「市町村児童虐待防止
と支援のあり方」の研究会

市町村における児童虐待対応のあり方を市
町村独自で検討する

地方自治体の新人福祉職育成について
の研究会

大阪府内の福祉サービスを提供する現状の
職員育成について

平成23年度

平成19年度

平成17年度

平成16年度

平成18年度
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年　次 研究会名 研究テーマ

北摂地域図書館システム研究会
広域連携促進のための図書館システム構
築・導入に関する調査研究

市町村のための「市町村児童虐待防止
と支援のあり方」の研究会

市町村における児童虐待対応のあり方を市
町村独自で検討する

地方自治体の新人福祉職育成について
の研究会

大阪府内の福祉サービスを提供する現状の
職員育成について

平成25年度
市町村における児童発達支援システム
形成研究会

市町村における児童発達支援のシステム作
りについて

市町村における児童発達支援システム
形成研究会

市町村における児童発達支援のシステム作
りについて

自治体等女性FM会・おおさか
公共建築物のファシリティマネジメントに
ついて

平成27年度 自治体等女性FM会・おおさか
公共建築物のファシリティマネジメントに
ついて

平成24年度

平成26年度

「宴会部長のボヤキ～リアル酔っ払い野郎～」
そろそろ疲れてきましたよね。ここで小休憩です！！かんパーい♪♪ゴクゴクっ！！プハァ～。

　この記事は家で一杯飲みながら打っているので、読みにくいと思います。大きな心で読んでいた
だけると幸いです。
突然ですが、人脈づくりを効果的に行うには、飲み会は必須です。なぜ人脈が必要かって…それ

は、人とのつながりは自分を助けてくれるからです！
特に20周年記念事業の成功で、ボクは人脈のもつ無限の可能性を見ました。あれは登壇者も出席

者も人脈が無ければ集めることができなかった。ビール、おかわり！

ただ、人脈をつくるには、仕事上だけだと難しいし、気を遣って飲んでも、相手との距離が縮ま
らない。
そこで、「共に楽しむ」へシフトチェンジ。すると、あらまっ、意外な所で共通点が見つかり、

関係が深まる〜。あまりの嬉しさにアドレナリン出っ放し！
そうですっ！私が「宴会部⻑」です。これを読んでくれた⼈と飲みたい！マッセに来た際、宴会

顔がいたら声をかけて〜。☺
…ってな訳で、これからも宴会部⻑として、⼈とのつながりを広げていきまっせ！みなさんも⼈
とのつながりは⼤事にして、いろんな⼈と共に楽しみながら、飲みに⾏ってやぁ。そして、⼈脈を
広げてやぁ。必ずプラスになって返ってくるさかい。⼀気飲みはアカン！でも、飲んだ後のラーメ
ンはサイコー。それでは～レッツ！パーティタァイム！！（Ｏ）

×⼈脈
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開催日 演　題 講演者名

平成７年11月27日 危機管理について 元内閣安全保障室長　佐々　淳行

平成８年10月７日 大変な時代における自治体運営 作家・経済評論家　堺屋　太一

平成９年11月14日 今、経営者として考えること アサヒビール　代表取締役　樋口　廣太郎

平成11年１月25日 地域住民のための地方自治 さわやか福祉財団　理事長　堀田　力

平成11年11月12日
20周年記念事業
文化の創造と地域の力

元ＮＨＫアナウンサー　鈴木　健二

平成13年１月22日 人を創る要素 作家　曾野　綾子

平成14年２月７日 変革の時代の自治体運営 三井物産戦略研究所長　寺島　実郎

平成15年２月３日 報道から見た自治体のあるべき姿 ジャーナリスト　大谷　昭宏

平成16年２月12日 現代日本を考える 元弁護士　中坊　公平

平成17年２月９日 日本の再生と文化 建築家・東京大学　特別栄誉教授　安藤　忠雄

平成18年１月18日
「分権時代の自治体改革」
～生活者起点の行政を目指して～

早稲田大学大学院　教授　北川　正恭

平成19年１月17日 「分権型社会における地域経営」 東京大学大学院経済学研究科　教授  神野　直彦

平成20年２月19日
「地方主役で国が変わる」～住民本
位の行政改革の実現に向けて～

地方分権改革推進委員会委員長
伊藤忠商事株式会社　取締役会長　丹羽　宇一郎

平成21年２月20日
就任２年目の決意
～大阪が再び輝くために～

大阪府知事　橋下　徹

平成22年１月26日 地方分権改革と自治体の役割 財団法人東京市政調査会　理事長　西尾　勝

平成23年１月25日 日本政治・経済の行方 株式会社森田総合研究所　森田　実

平成24年２月13日 これからの日本の政治を考える 毎日新聞　論説副委員長　与良　正男

平成25年２月８日
東日本大震災と対口支援～高めよう
受援力、巨大災害に備えて～

関西学院大学災害復興制度研究所
主任研究員・教授　山中　茂樹

平成26年２月25日 地方分権改革と市町村の課題 東京大学　名誉教授　大森　彌

平成27年２月５日 激動する日本政治の展望 時事通信社解説委員　田﨑　史郎

平成28年２月２日
ワーク・ライフ・バランスから考え
る女性の活躍促進

（公財）21世紀職業財団　会長　岩田　喜美枝

市町村トップセミナー（平成７年度～平成27年度）
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回数 開催日 演　　題 講　　師

第１回 平成８年７月24日 地方分権と今後の地方財政
おおさか市町村職員研修研究センター
所長　米原　淳七郎

第２回 平成８年８月30日 男と女が共生している職場
大阪市立クレオ大阪北(いきいき女性センター)
館長　平井　三代子

第３回 平成８年11月１日 文化は個性
大阪芸術大学
教授　土居原　作郎

第４回 平成８年11月27日 マスコミからみた市町村
元時事通信社
大阪支社長　桑野　巍

第５回 平成９年１月22日 関西経済の現状と見通し
（株）大和銀総合研究所
主席研究員　前川　知史

第６回 平成９年２月７日
政策形成能力を育てる職場における部下指
導のあり方

学校法人産能大学
経営開発研究本部ＨＲＤシステム開発センター
室長　浅野　良一

第７回 平成９年２月27日
同じ空の下に生きる
～地域におけるノーマライゼイションを考
える～

大阪府身体障害者更正相談所
所長　澤田　啓祐

第８回 平成９年５月27日 日本経済の動向と財政
おおさか市町村職員研修研究センター
所長　米原　淳七郎

第９回 平成９年８月25日
自治体職場におけるメンタルヘルスの進め
方

大阪府職員顧問産業医
藤井　久和

第10回 平成９年10月21日 組織人から仕事人へ
滋賀大学経済学部
教授　太田　肇

第11回 平成９年12月４日 分権型社会の地方税財政
東京大学大学院経済学研究科・経済学部
教授　神野　直彦

第12回 平成10年１月26日
国際化と日本的なるもの
～マンガ・ポップアートを中心に～

立命館大学産業社会学部
助教授　ジャクリーヌ・ベルント

第13回 平成10年２月24日 近畿経済の見通し
（株）大和銀総合研究所近畿経済研究部次長
主席研究員　前川　知史

第14回 平成10年５月21日 改革の時代と地方行財政
おおさか市町村職員研修研究センター
所長　米原　淳七郎

第15回 平成10年７月９日 介護保険制度の円滑な導入に向けて
神戸市看護大学
教授　岡本 祐三

第16回 平成10年７月28日 ＮＰＯと行政の連携
ＮＰＯ政策研究所
代表幹事　木原　勝彬

第17回 平成10年11月５日 日本の地方財政－過去・現在・将来
（財）地域創造
理事長　遠藤　安彦

第18回 平成10年12月22日
自分の人生をデザインできる社会
―自治と参加と自己決定―

（財）たんぽぽの家
理事長　播磨　靖夫

第19回 平成11年２月10日
環境自治体づくりをめざして
～ＩＳＯ14001をめぐる最近の動き～

（株）カネカ･クリエイティブ･コンサルティング
主席コンサルタント　甲斐　山里

第20回 平成11年５月21日
変革の時代における自治体財政システム改
革と事業評価

関西学院大学大学院経済学研究科・産業研究所
教授　小西　砂千夫

マッセ・セミナー（第１回～第97回）
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回数 開催日 演　　題 講　　師

第21回 平成11年７月６日 地域情報化
（株）オージス総研 コンサルティング部
部長　宗平　順己

第22回 平成11年８月５日
新しい市民社会と広域行政の課題
―マスコミの視点から―

神戸新聞情報科学研究所
副所長　松本　誠

第24回 平成11年11月26日
最近の住民訴訟の状況と自治体外部監査制
度の意義について

比嘉法律事務所
弁護士  比嘉 廉丈

第25回 平成12年１月27日
地方分権時代を迎えて
―地方自治体の課題と展望―

自治省地方分権推進室　室長  佐藤 文俊

第26回 平成12年５月31日
分権時代の地域づくり
―交流と集客による地域の再生―

国立民族学博物館　教授  石森 秀三

第27回 平成12年６月29日
時代と生活の変化を探る
―不易流行の視点から―

サントリー不易流行研究所
部長　佐藤 友美子

第28回 平成12年７月27日
分権改革と自治体職員
（自治大阪50周年記念講演）

千葉大学法経学部　教授　大森 彌

第29回 平成12年８月25日
ＰＦＩ／ＰＰＰが拓く行政経営改革の取り組み
（行財政改革の新たなアプローチ）

（株）三和総合研究所大阪本社研究開発第１部
研究員　梶田　晋吾

第30回 平成12年９月12日 分権改革と地方財政
おおさか市町村職員研修研究センター
所長　米原　淳七郎

第31回 平成13年２月１日 21世紀の人と経済
ジャーナリスト
近藤　三津枝

第32回 平成13年６月５日
分権時代の環境政策～サステイナブル・シ
ティをめざして～

京都大学大学院経済学研究科
教授　植田　和弘

第33回 平成13年７月19日 地域を元気にするコミュニティ・ビジネス
コミュニティビジネス総合研究所
所長　細内　信孝

第34回 平成13年８月１日
鍛えよ自治筋！分権推進型自治体への変革
シナリオ

上智大学法学部　教授　北村　喜宣

第35回 平成13年10月22日
いま、地方自治体にもとめられている新し
い管理のあり方とアカウンタビリティの充
実について

新日本監査法人公認会計士　坂井　俊介

第36回 平成13年11月26日
住民満足度を高める行政サービスの質の向
上
～21世紀型行政モデルの構築～

(財)日本品質保証機構
技術顧問　山本　武

第37回 平成14年２月15日
地域コミュニティを活性化する「エコマ
ネー」

エコマネー・ネットワーク
事務局長　中山　昌也

第38回 平成14年６月21日 危機管理と自治体組織
京都大学防災研究所巨大災害研究センター長・
教授　河田　惠昭

第39回 平成14年９月３日 自治体ガバナンスのあり方
同志社大学大学院総合政策科学研究科
教授　新川　達郎

段林法律事務所
弁護士  段林　和江

第23回 平成11年９月３日
セクシュアル・ハラスメントの防止につい
て
～実態と管理監督者の役割と責任～
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回数 開催日 演　　題 講　　師

第１部　（株）ＵＦＪ総合研究所　経営戦略本部
ＩＲコンサルティング室　室長　石田　徹

第２部　（株）ＵＦＪ総合研究所
経営戦略本部　ＩＲコンサルティング室
チーフコンサルタント　天野　慎史

第３部　（株）ＵＦＪ銀行公共法人部
調査役　伊藤　雅俊

第41回 平成14年10月18日
新しいまちづくりと自治基本条例
～自治体の憲法をつくる市民～

(財)地方自治総合研究所
研究理事・主任研究員　辻山　幸宣

第42回 平成14年11月13日 ワークシェアリングの実像について
朝日新聞社企画報道部
竹信　三恵子

第43回 平成15年１月14日
地域経営におけるナレッジ・マネジメント
～知識創造自治体の実現に向けて～

北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科
助教授　梅本　勝博

第44回 平成15年６月５日
住民参加型によるまちづくり
～持続的発展―欧州における様々なかたち―
～

龍谷大学法学部教授　富野　暉一郎

第45回 平成15年９月３日 最近の国際情勢と日本
京都大学大学院法学研究科
教授　中西　寛

第46回 平成15年10月２日
これからの関西経済と自治体
～阪神タイガースが関西経済を救う！？～

大阪学院大学企業情報学部　教授　國定　浩一

第47回 平成15年11月14日
限りない挑戦と変革に向けて
～プロジェクトＸの現場から学ぶ～

日本放送協会（ＮＨＫ）
番組制作局社会情報番組部「プロジェクトＸ」
デスク　村田　英治

第48回 平成15年11月26日 男女共同参画社会の実現を目指して 弁護士　住田　裕子

第49回 平成16年１月21日
社会人として大切なことはみんなディズ
ニーランドで教わった

（株）ＳＨＵＵ研究所
コンサルタント　香取　貴信

第50回 平成16年７月13日
ユニバーサルデザインのまちづくりの視点
から「地域振興」を考える

摂南大学工学部建築学科　教授　田中　直人

第51回 平成16年８月12日
集客都市と魅力あるまちづくり～自治体の
地域ブランド戦略化に向けて～

大阪市立大学大学院文学研究科
助教授　橋爪　紳也

第52回 平成16年９月28日 自治体におけるリスクマネジメント
（株）インターリスク総研
上席コンサルタント　緒方　順一

第53回 平成16年11月１日
行政を変える
～住民の視点の行政改革～

関西学院大学　教授　村尾　信尚

第54回 平成16年11月30日
できるやんか
～お好み焼きの名店｢千房｣にみる人づくり
～

千房商事（株）
代表取締役　中井　政嗣

第55回 平成17年２月１日
必勝!１分間の活用術!
～脳を活性化させる時間の有効活用法～

日本健康教育振興協会理事長、青葉メディケ
ア・クリニック　院長　吉田　たかよし

第56回 平成17年６月７日
地震を中心とした災害対策
～コミュニティの自主性と安全・安心～

大阪大学大学院人間科学研究科
助教授　渥美　公秀

第57回 平成17年８月30日
歴史を生かした、まちづくり
～集客都市「大阪」を考える～

奈良大学　名誉教授　水野　正好

第58回 平成17年９月30日
介助犬と生きて　シンシアがくれた希望
～相手を思いやる気持を大切に～

（株）ルネサスステクノロジ
木村　佳友

第40回 平成14年９月25日
地方債を巡る環境変化
～IR活動の現状から～
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第59回 平成17年11月11日
心くばりが感動のサービスを生む
～一流ホテルから学ぶ住民サービス～

元ザ・リッツカールトン大阪
営業統括支配人　林田　正光

第61回 平成18年６月９日
行政とＮＰＯの協働
～地域再生・まちづくりを中心に～

大阪市立大学大学院創造都市研究科
教授　柏木　宏

第62回 平成18年９月15日
ユニバーサル社会への実現にむけて
～すべての人が誇りを持って生きられる社
会に～

社会福祉法人プロップ・ステーション
理事長　竹中　ナミ

地方財政の構造改革とこれからの市町村財
政

第１部　市町村アカデミー　学長　嶋津　昭

時間管理の戦略
第２部　京都大学大学院人間・環境学研究科
教授　理学博士　鎌田　浩毅

これからの人材育成と職員研修の改革 第３部　市町村アカデミー研修部長　川村　毅

第64回 平成18年12月７日
ライフスタイルの変化とこれからの地域づ
くり
～団塊世代の地域デビューを前に～

サントリー次世代研究所
課長　狭間　惠三子

第65回 平成19年６月13日
持続可能な社会づくり
～次世代のために私たちができること～

登山家　野口　健

第66回 平成19年12月17日
逆境か好機か、人口減少社会の到来からみ
える自治体政策とは

政策研究大学院大学　教授　松谷　明彦

第67回 平成20年２月15日
自治体財政危機
～『未来をつくる』ための行財政改革～

ＮＰＯ法人地方自立政策研究所　理事長
前志木市長　穂坂　邦夫

第68回 平成20年５月30日
リーダーシップ×モチベーションマネジメ
ント

(株)リンクアンドモチベーション
代表取締役社長　小笹　芳央

第69回 平成20年12月19日 行列のできる企画・広報・運営のあり方
NPO法人男女共同参画おおた
理事長　牟田　静香

第70回 平成21年１月９日 社会的弱者への理解と共感
ＮＰＯ法人ＷＡＮＡ関西
代表理事　藤木　美奈子

第71回 平成21年２月24日
地方分権次代に求められる地方自治の新た
なかたち

同志社大学大学院総合政策科学研究科
教授　新川　達郎

第72回 平成21年７月16日
地方分権のゆくえ・自治体職員に求められ
るもの

株式会社野村総合研究所
顧問 増田　寛也

第73回 平成21年10月15日
自律自治体の形成と議会改革
―地方分権のもとでの自治体・自治体職
員・議会のあり方―

山梨学院大学法学部政治行政学科
教授　西寺　雅也(前岐阜県多治見市長)

第74回 平成21年12月９日
分権時代における地域の活性化と自治体の
役割

明治大学大学院ガバナンス研究科
教授　青山　佾（元東京都副知事）

第75回 平成21年12月17日
”人”を育てる
約束を果たして手にしたメダル
～輝くために私のしたこと～

井村シンクロナイズドスイミングクラブ
代表　井村　雅代

第76回 平成22年７月28日
地域活性化へのみちすじ～「できない」を
「できる」に変える仕事術～

農林水産省大臣官房企画官
木村　俊昭

ヒデキ・ワダ・インスティテュート代表、
国際医療福祉大学教授、
一橋大学経済学部非常勤講師、
川崎幸病院精神科顧問
精神科医　和田　秀樹

第63回 平成18年11月13日

第60回 平成17年12月９日
リーダーのための意思決定学
～問題解決から生まれる新しい発想とは～
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第77回 平成22年８月13日
アイデアをカタチにする
～『サラリーマンＮＥＯ』ができるまで～

日本放送協会　ディレクター
吉田　照幸

第78回 平成22年11月26日
“貧困問題”に向きあう
～わが国の社会保障制度の現状と課題～

内閣府　参与　湯浅　誠

第79回 平成23年２月７日
父親における仕事と育児の両立について
～ワークライフバランスについて考える～

ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン
代表理事　安藤　哲也

第80回 平成23年11月21日
高齢化・人口減少時代の地域活性化につい
て

京都造形芸術大学芸術学部空間演出デザイン学
科　教授　山崎　亮

第81回 平成23年12月22日
人口減少時代の自治体経営
～新たな発想と人材～

株式会社ローカルファースト研究所
代表取締役　関　幸子

第82回 平成24年１月16日
マスメディアから見た災害時における自治
体の情報発信

時事通信社　山形支局長　中川　和之

第83回 平成24年２月15日
大震災から学ぶ防災のありかたについて
～地方公共団体における危機管理対策とは
～

関西大学社会安全学部長・教授
阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター
長　河田　惠昭

第84回 平成24年６月29日
承認とモチベーション～個人を活かす組
織づくり～

同志社大学政策学部　教授　太田　肇

第85回 平成25年１月30日
ディズニーから学ぶホスピタリティと人
材育成

ＪＳパートナー株式会社　福島　文二郎

第86回 平成25年２月28日

『料亭・三越・ディズニーから学ぶおも
てなしの本質』～人の気持ちを動かすコ
ミュニケーション術～

大人の寺子屋　縁かいな　主宰　上田　比呂
志

第87回 平成25年９月25日
アートによるまちづくり～美術館が人や
まちを変える～

兵庫県立美術館
館長　蓑　豊

第88回 平成26年１月24日
～つなげる力～
アイデアを豊かにする方法

教育改革実践家　藤原　和博

第89回 平成26年２月14日
公共空間をリノベーション～空間をもっ
と楽しくハッピーに使おう～

株式会社ＯｐｅｎＡ
代表取締役　馬場　正尊

第90回 平成26年10月８日
人口減少時代のまちづくり
～持続可能な地域を目指す～

株式会社日本総合研究所調査部
主席研究員　藻谷　浩介

第91回 平成26年11月19日
走り続ける男 樋渡啓祐
～武雄市改革から学ぶ～

佐賀県武雄市長　樋渡　啓祐

第92回 平成26年12月19日
リーダーの思考軸と任せ方
～ヒトから人へつなぐ知恵～

ライフネット生命保険株式会社
代表取締役会長兼ＣＥＯ　出口　治明

第93回 平成27年１月29日
地方公務員の適材適所
～ゼネラリストかスペシャリストか～

立命館大学大学院公務研究科
教授　高嶋　直人

第94回 平成27年７月２日
文化による都市再生
～芸術が大阪のまちを変える～

劇作家・演出家　平田　オリザ

第95回 平成27年10月23日
ジリキ（自力）ノミクスから学ぶ
～地方創生の特効薬とは～

地方自治ジャーナリスト　相川　俊英

第96回 平成27年12月14日
「もったいない」から始めよう！
これからの自治体経営

びわこ成蹊スポーツ大学　学長
嘉田　由紀子

第97回 平成28年１月19日
「稼ぐまち」をつくる！
～失敗事例から学ぶ地域活性化戦略～

（一社）エリア・イノベーション・アライア
ンス　代表理事　木下　斉

時代の変遷を感じますね。平成28年度はマッセ・セミナーが

第100回を迎える予定！これからも是非ご参加ください。


