令和元年度

兵庫自治学会総会
研究発表大会
参加者募集

参加無料

〜外国人労働者の受け入れに向けて−地域社会の課題と対応〜

日程

令和元年 10月12日
（土）10:30〜16：40
冒頭の「総会」以外は、学会会員に限らず、
どなたでも参加いただけます。

申込方法
申 込 先
ホームページ
会場

裏面の参加申込書欄に必要事項記入の上、
メール又はファックスでお申し込みください。
募集案内チラシは、
自治学会ホームページでも入手できます。
会場案内図
●
●

●

FAX: 078（262）5122
E-mail : gakujutsu@dri.ne.jp
URL:http://hapsa.net/

兵庫県立大学 神戸商科キャンパス

神戸市営地下鉄学園都市駅下車 徒歩約10分［神戸市西区学園西町8-2-1］※駐車場はありません。

※台風等緊急に開催を中止するときは、学会ホームページ及びメールマガジンによりお知らせします。

プログラム

10:30〜10:45
11:00〜12:30
13:30〜16:40

●山陽新幹線新神戸駅、JR・阪神・阪急三宮駅から神戸市地下鉄で約25分

総会（三木記念講堂）※兵庫自治学会の会員は総会から参加をお願いします。
全体会（三木記念講堂）基調講演
分科会（教育棟Ⅰ各教室）裏面のとおり
「外国人労働者と地域社会
- 多文化共生の新時代へ向けて- 」

基調講演 テーマ：

講

山脇 啓造（明治大学

師：

国際日本学部

日本の生産年齢人口は、今後50年に約4割（3000万
人）
も減少することが予想されています。一方、
日本に
暮らす外国人は近年急増し、現在、約273万人となっ
ています。昨年12月に入管法が改正され、21世紀の日
本にとって、国籍や民族等の異なる人々が共に生きる
多文化共生社会の形成は最重要課題の一つといえま
す。本講演では、多文化共生社会に向けた地方自治体
と国の取り組みを振り返り、今後の課題について論じ
ます。その際、地域における多文化共生の拠点として
の学校の役割にも言及します。

主催：兵庫自治学会

教授）

〈プロフィール〉
明治大学国際日本学部教授。東京大学法学部卒業、
コロンビア大学国際関係
・公共政策大学院修了。国連開発計画JPO、明治学院大学国際平和研究所・特別
所員を歴任。明治大学商学部教授を経て現職。オックスフォード大学日本研究
所及びマイグレーション・ポリシー・グループ客員研究員（2012年度）。東京都多
文化共生推進委員会委員長、長野県多文化共生推進指針検討会座長。
専門は移民政策、多文化共生論。2000年頃から多文化共生社会の形成に向
けた政策提言を発表。総務省、外務省など関係府省や東京都、愛知県、宮城県
など地方自治体の外国人施策関連委員を歴任。主著に『新多文化共生の学校づ
くり―横浜市の挑戦』
（共編、明石書店、2019年）等。
自治体国際化協会の多文化
共生ポータルサイトにて、
「多文化共生2.0の時代」
と題したコラムを連載中。
2012年に内閣官房によって、
「世界で活躍し
『日本』を発信する日本人」に選出
される。2018年に外国人の社会統合の推進への寄与により、外務大臣表彰を受
賞する。

〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-5-2 人と防災未来センター東館６階
（公財）
ひょうご震災記念21世紀研究機構研究戦略センター内
TEL 078
（262）
5713 FAX 078（262）5122 E-mail : gakujutsu@dri.ne.jp http://hapsa.net/

兵庫自治学会とは…兵庫県及び県内市町行政の振興と地域発展のため、行政・地域課題の解決に向けた政策形成能力向上や幅広いネットワークづくりをめざしています。

分 科 会 の ご 案 内 13:30〜16:40

研究成果の発表の場として分科会を開催します。
各分科会とも出入りは自由で、参加者による意見交換の機会も設けています。

第１分科会「農政環境・福祉」

コーディネーター：畑 正夫（兵庫県立大学地域創造機構教授）
番号

1
2
3
4
5

兵庫県加西農業改良普及センター
福田 憲志
兵庫県立農林水産技術総合センター
藤堂 千景、
倉橋 路枝、
山瀬 敬太郎
神戸シルバー大学院ラ・メール
木田 奉行、
難波 正志、
横山 浩、
糟谷 昭彦、
中川 多賀子
兵庫県企業庁姫路利水事務所
藤本 光宏
神戸シルバーカレッジ22期国際交流・協力コース学習グループ
(代表) 水野 玲子、
鈴木 稔、
北川 清子、
五郎丸 光昭

第２分科会「教育・地域創生」

コーディネーター：石田 潤（兵庫県立大学国際商経学部教授）
番号

1
2
3
4
5

兵庫県出納局工事検査室・兵庫県立大学環境人間学部
久保園 洋一
神戸市立本山中学校・兵庫教育大学大学院
小川 珠代子

2
3
4

生花市場の展示商談会を活用した花壇苗農家の経営改善
災害に強い森づくり整備事業効果の検証と事業推進支援の取り組み
−科学的なデータから事業を支援する−
マイクロプラスチックによる海洋汚染の現状と課題
兵庫県下における外国人の人口移動データマイニング
増え続ける
「おひとりさま」

アドバイザー：和泉 秀樹（兵庫県教育次長）
テーマ

団地再生を通じた大学の取り組みの現状と持続に向けた一考察
演劇的手法を活用したコミュニケーション力に関する研究
社会人スポーツ競技者の部活動への招聘のあり方

小川 雄太、
小川 知子
神戸市立六甲アイランド高等学校
吉田高子、
吉岡義訓
協働による地方創生都市の実現に関する研究会
(代表) 田端 和彦

第３分科会「まちづくり・産業 」
1

テーマ

発表者所属・氏名又はグループ名

コーディネーター：藤本 真里（兵庫県立大学自然・環境科学研究所准教授）
番号

アドバイザー：小川 佳宏（兵庫県農政環境部農政企画局長）

発表者所属・氏名又はグループ名

被災地から考える未来の地域社会
〜 A11兵庫・高校生福島学宿ツアー報告（第１報）
〜
官民協働による地方創生都市実現のための基礎的研究

アドバイザー：守本 豊（兵庫県企画県民部ビジョン局長）

発表者所属・氏名又はグループ名

兵庫県立大学大学院環境人間学研究科
前崎 貴光
兵庫県立大学環境人間学部環境人間学科
大江 万梨
関西学院大学経済学部前田ゼミ 観光による地域活性化研究グループ
熊野 敦也、
是木 海杜、
渋谷 勇紀、
辻 まどか、
原田 舞花、
吉本 茉佑子
関西学院大学経済学部前田ゼミ公共施設マネジメント研究グループ
田中 健登、
熊平 雪乃、
杉山 航輝、
藤田 和輝

テーマ

民間企業の運営する民設民営の中間支援組織によるまちづくり活動への支援の
可能性と課題に関する研究−「まちづくりスポット」の取り組みを事例に−
生活に密着した住民主体の緑化活動の在り方に関する考察
―兵庫県神戸市市民花壇を事例として―
SNSを活用した情報発信と高級化・高付加価値化による新たな淡路島の
観光振興戦略の提案
施設老朽化時代の公共施設整備・管理のあり方について
〜兵庫県西宮市のPFI事業を事例として〜

第４分科会「行政運営」
コーディネーター：田中 優（大阪国際大学経営経済学部教授・経済学科長）
番号

アドバイザー：竹森 俊策（兵庫県企画県民部政策調整局長）

発表者所属・氏名又はグループ名

テーマ

1

関西学院大学経済学部上村ゼミ
村山 寧梨、鯉江 実莉、藤田 普全、高井 仁菜、糸川 沙百合、矢野 七瀬、 大学生による自治体事業の評価と政策提言活動
伊東 里菜、笠中 杏紗、松原 亘希、松本 峻典、井上 裕太、樋田 涼介

2

関西学院大学経済学部上村ゼミ
皆川 晃輝、伊藤 祥乃、箕浦 瑞月、長谷川 浩子、有馬 優美、吉田 龍平、 多文化共生社会の構築に向けた自治体施策の評価
深見 啓志、岩佐 知寛、松村 和寿、岡田 実紗、森海 都、池田 紗弥

3

4

兵庫県立大学大学院環境人間学研究科
北村 胡桃
追手門学院大学地域創造学部藤原ゼミ
上間 侑璃、
桒原 史朗、斎藤 信太朗、
南賀 勇佑、
東野 直人

兵庫県地域再生大作戦の取組成果の調査及び評価
南海トラフ地震における西宮市の避難対象地域住民の滅災について

※当日の発表順とは異なる場合があります。

参加証等は発行しませんので、お申し込み後は当日会場へ直接お越し下さい。
大学駐車場は利用できませんので、公共交通機関でご来場ください。
ご記入いただいた個人情報は、当学会が適正に管理するとともに、当学会からの案内に関してのみ使用します。
※台風等緊急に開催を中止するときは、学会ホームページ及びメールマガジンによりお知らせします。

