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兵 庫 自 治 学 会 事 務 局
〒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　学術交流センター内

TEL　078－262－5714　　FAX　078－262－5122
E-mail：gakujutsu@dri .ne. jp
ホームページ　http://hapsa.net/

構内配置図構内配置図構内配置図

兵庫自治学会に興味・関心を持たれた方は、下記までお気軽にお問い合せください。

＊学会への入会お申込は下記ホームページからも受け付けております。
コーディネーター、アドバイザー、発表者、参加者等による
意見交換・交流の場です。お気軽にご参加ください。

団体会員やその他機関からの案内・刊行物などを配布してい
ます。

10：00～10：45

10：55～12：30

12：30～13：20

13：20～16：45

17：00～17：45

総　　　会 ＜大ホール＞

全　体　会（講演） ＜大ホール＞

昼食・休憩

分　科　会 ＜学舎1階＞

交　流　会 ＜学生会館食堂＞

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
を設けています。興味・関心のある分科会にお気軽にご参加
ください。

　第1分科会　安全安心・福祉　　　　　　　  104教室
　第2分科会　環　境　　　　　　　　　　　  106教室
　第3分科会　産　業　　　　　　　　　　　  103教室
　第4分科会　農　業　　　　　　　　　　　  105教室
　第5分科会　協働・まちづくり　　　　　　  107教室

資料コーナー

プログラムプログラム

学会事務局

分科会・資料コーナー

平成22年度

兵庫自治学会総会・研究発表大会

神戸市外国語大学（神戸市西区学園東町9－1）

平成22年10月2日（土）　10：00～ 17：45

日 　 時

会 　 場

これからの地域主権改革の
課題と展望

これからの地域主権改革の
課題と展望

学生会館学生会館
大学生協大学生協

学舎学舎

大ホール大ホール

食堂（交流会会場） 総会・全体会（講演）・
資料コーナー
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●ひょうごの「しあわせな妊娠・出産」グループ〔《発表者》藤原　恵美子（県高齢社会課）〕
　　しあわせな妊娠・出産のために行政ができること
●桜井　靖久（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究調査本部）
　　新しいまちづくりの方法と福祉産業の役割
●林　　万平（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究調査本部）
　　安全安心感と経済不安
●石川　永子（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター）
　　東南海・南海地震の被害想定府県の防災・福祉部局職員の参加による「災害時要援護者の避難生活支援体制整備」に向けた検討
●県21年度政策課題研究グループ〔《発表者》森尾　賢一（県障害者支援課）〕
　　障害者の自立と社会参加を支援する今後の施策展開について
●田中　清美（県立神戸特別支援学校）
　　障害児・者の包括的支援政策（提言）
●高橋　眞琴（神戸大学大学院人間発達環境学研究科／宝塚市立養護学校）
　　地域住民の障がい者問題への関心と行動について

コーディネーター：浅野　　仁（関西福祉科学大学社会福祉学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：山本　嘉彦（兵庫県健康福祉部障害福祉局長）

●長谷　朝博（県立工業技術センター）
　　竹繊維の有効利用による持続型社会の構築を目指した材料開発
●泉　　　恵（県立工業技術センター）
　　兵庫県花「のじぎく」を利用した機能性食品の開発
●のんびりクラブ〔《発表者》田村　庄一（ふるさとひょうご創生塾第12期生）〕
　　農業体験交流による地域の活性化をめざして
●北　　郁雄（淡路県民局南淡路農業改良普及センター）
　　ライフストーリー手法によるシニア世代の就農支援の取り組み
●県21年度政策課題研究グループ〔《発表者》磯崎　博隆（県総合農政課）〕
　　農林水産物ブランド戦略構築手法について～賛（さん）産（さん）と輝く☆ひょうごの農林水産物魅力アップ大作戦！～

コーディネーター：高田　　理（神戸大学大学院農学研究科教授）
ア ド バ イ ザ ー：北川　稔男（兵庫県農政環境部農政企画局長）

第4分科会　「 農　　業 」第4分科会　「 農　　業 」

●石原　　純（県河川整備課河川計画室）
　　地方自治体における土壌汚染対策の役割について～フィンランド・ドイツを例に～
●上田　剛平（但馬県民局豊岡農林水産振興事務所）
　　アメリカ合衆国における野生動物管理政策について
●鶴川　正寛（（財）ひょうご環境創造協会 兵庫県環境研究センター）
　　新規有害化学物質のモニタリング・動態解析による環境影響評価に関する研究について～カナダにおける研究事例調査から～
●桝谷　英樹（県立いえしま自然体験センター）
　　“ひょうご いえしま発”子ども海辺の環境リポーター事業～海辺の環境学習の新しいモデルここに～　その2
●栄藤　公彦（西播磨県民局光都土地改良事務所）
　　ため池水質改善事業をとおした地域住民参加による環境保全活動について
●武市　久仁彦（県企業庁姫路利水事務所）
　　送水管路リスクの客観的評価に関する研究

コーディネーター：新澤　秀則（兵庫県立大学経済学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：福井　茂樹（兵庫県農政環境部環境創造局長）

第2分科会　「 環　　境 」第2分科会　「 環　　境 」

●地域活性キャリア教育研究グループ〔《発表者》常陰　則之（県立舞子高等学校）〕
　　地域活性化を目指すキャリア教育
●細見　義博〔参加と協働 あまがさきグループ（Participation and Partnership Amagasaki Group）〕
　　　　　　  （尼崎市立神崎総合センター／スマイルひろば地域推進委員会）
　　地域から見た尼崎市との協働
●村上　桐子（県経営商業課）
　　パブリック・アドミニストレーターの考え方と市民参画について
●田中　　茂（NPO法人シーズ加古川）
　　東播磨生活創造センターの運営を通じたNPOと県の協働の取組についての実証研究
●田代　洋久（県統計課／大阪市立大学大学院創造都市研究科）
　　文化的地域資源の創造による地域再生の試みと課題
●天野　敏昭（大阪府商工労働総務課／神戸大学大学院国際文化学研究科）
　　社会的包摂の視点に基づく自治体文化政策の考察
●地域政策統計研究会〔《発表者》芦谷　恒憲（県統計課・ビジョン課）〕
　　兵庫県内地域別経済成長率の推計と地域経済の将来像に関する研究

コーディネーター：加藤　恵正（兵庫県立大学政策科学研究所長・教授）
ア ド バ イ ザ ー：畑　　正夫（兵庫県企画県民部政策室長）

第5分科会　「協働・まちづくり」第5分科会　「協働・まちづくり」

●子どもの足と靴を考える会〔《発表者》柴田　祥江（県立健康生活科学研究所 生活科学総合センター）〕
　　25年間にわたる子どもの足と靴の調査結果から「オリジナルシューズ」製作提案へ～「子どもの足と靴を考える会」の活動報告～
●細見　正樹（県しごと支援課）
　　ワークライフバランスがうまくいくためには～制度利用者の周囲の不満はどのように生じるのか～
●梅村　　仁〔尼崎地域産業政策研究会〕（尼崎市都市政策課）
　　自治体の地域産業政策と産業集積～製造事業所の操業環境維持の観点から～
●長谷川　和正（阪神北県民局宝塚土木事務所）
　　―県民局分権・他府県連携、産業遺産発掘・活用―「戦略的観光振興」
●鈴木　新之介（（財）西播地域地場産業振興センター）
　　かちん染め革の素材開発と商品開発
●稲葉　輝彦（県立工業技術センター 機械金属工業技術支援センター）
　　金物づくり地場産業の活性化への歩み～ひょうご福祉新産業研究会の活動から～

コーディネーター：佐竹　隆幸（兵庫県立大学経営学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：岩根　　正（兵庫県産業労働部政策労働局長）

第3分科会　「 産　　業 」第3分科会　「 産　　業 」

テーマ：地域主権改革で何が可能になるのか

講　師：東京大学名誉教授
　　　　（元 兵庫自治学会代表運営委員・元 地方分権推進委員会専門委員）

　　　　　　　　　　　　　　大　森　　　彌　氏

■プロフィール
　1940年生まれ。1968年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了・法学
博士。同年以降、國學院大学法学部専任講師、東京大学教養学部助教授、東京大学
教養学部教授、東京大学大学院総合文化研究科長・教養学部長を経て、2000年東
京大学名誉教授。同年以降、千葉大学法経学部教授、放送大学大学院客員教授を歴
任。専門分野は行政学・地方自治論。
　兵庫自治学会代表運営委員（1993～ 2010年）、地方分権推進委員会専門委員
（くらしづくり部会長）（1995～ 2001年）、全国都道府県議会議長会都道府県議
会制度研究会座長（2004～ 2007年）、内閣府独立行政法人評価委員会委員
（2001年～現在） 、厚生労働省社会保障審議会委員（介護給付費分科会会長）
（2005年～現在）等歴任。
　主な著作に『自治体行政学入門』『自治行政と住民の「元気」』『自治体職員論』（良
書普及会1987～1994年）、『分権改革と地方議会』（ぎょうせい, 1998年／新版, 
2002年）、『行政学叢書（4）官のシステム』（東京大学出版会, 2006 年）、『変化
に挑戦する自治体―希望の自治体行政学』（第一法規, 2008年）等。

　地域主権改革について、国では先般、今後概ね２～３年を見据え

た改革の諸課題を明らかにする地域主権戦略大綱を閣議決定しまし

た。一方、関西地域では、地方主導による広域課題に対応する仕組

みづくりに向けた関西広域連合の設立を目指しています。

　地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる

活気に満ちた地域社会の実現が重要になってきています。そこで、

これからの地域主権改革の展望と課題について考察します。

趣　　旨趣　　旨

全 体 会（講演）全 体 会（講演）

分 科 会分 科 会

第1分科会　「安全安心・福祉」第1分科会　「安全安心・福祉」
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●ひょうごの「しあわせな妊娠・出産」グループ〔《発表者》藤原　恵美子（県高齢社会課）〕
　　しあわせな妊娠・出産のために行政ができること
●桜井　靖久（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究調査本部）
　　新しいまちづくりの方法と福祉産業の役割
●林　　万平（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究調査本部）
　　安全安心感と経済不安
●石川　永子（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター）
　　東南海・南海地震の被害想定府県の防災・福祉部局職員の参加による「災害時要援護者の避難生活支援体制整備」に向けた検討
●県21年度政策課題研究グループ〔《発表者》森尾　賢一（県障害者支援課）〕
　　障害者の自立と社会参加を支援する今後の施策展開について
●田中　清美（県立神戸特別支援学校）
　　障害児・者の包括的支援政策（提言）
●高橋　眞琴（神戸大学大学院人間発達環境学研究科／宝塚市立養護学校）
　　地域住民の障がい者問題への関心と行動について

コーディネーター：浅野　　仁（関西福祉科学大学社会福祉学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：山本　嘉彦（兵庫県健康福祉部障害福祉局長）

●長谷　朝博（県立工業技術センター）
　　竹繊維の有効利用による持続型社会の構築を目指した材料開発
●泉　　　恵（県立工業技術センター）
　　兵庫県花「のじぎく」を利用した機能性食品の開発
●のんびりクラブ〔《発表者》田村　庄一（ふるさとひょうご創生塾第12期生）〕
　　農業体験交流による地域の活性化をめざして
●北　　郁雄（淡路県民局南淡路農業改良普及センター）
　　ライフストーリー手法によるシニア世代の就農支援の取り組み
●県21年度政策課題研究グループ〔《発表者》磯崎　博隆（県総合農政課）〕
　　農林水産物ブランド戦略構築手法について～賛（さん）産（さん）と輝く☆ひょうごの農林水産物魅力アップ大作戦！～

コーディネーター：高田　　理（神戸大学大学院農学研究科教授）
ア ド バ イ ザ ー：北川　稔男（兵庫県農政環境部農政企画局長）

第4分科会　「 農　　業 」第4分科会　「 農　　業 」

●石原　　純（県河川整備課河川計画室）
　　地方自治体における土壌汚染対策の役割について～フィンランド・ドイツを例に～
●上田　剛平（但馬県民局豊岡農林水産振興事務所）
　　アメリカ合衆国における野生動物管理政策について
●鶴川　正寛（（財）ひょうご環境創造協会 兵庫県環境研究センター）
　　新規有害化学物質のモニタリング・動態解析による環境影響評価に関する研究について～カナダにおける研究事例調査から～
●桝谷　英樹（県立いえしま自然体験センター）
　　“ひょうご いえしま発”子ども海辺の環境リポーター事業～海辺の環境学習の新しいモデルここに～　その2
●栄藤　公彦（西播磨県民局光都土地改良事務所）
　　ため池水質改善事業をとおした地域住民参加による環境保全活動について
●武市　久仁彦（県企業庁姫路利水事務所）
　　送水管路リスクの客観的評価に関する研究

コーディネーター：新澤　秀則（兵庫県立大学経済学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：福井　茂樹（兵庫県農政環境部環境創造局長）

第2分科会　「 環　　境 」第2分科会　「 環　　境 」

●地域活性キャリア教育研究グループ〔《発表者》常陰　則之（県立舞子高等学校）〕
　　地域活性化を目指すキャリア教育
●細見　義博〔参加と協働 あまがさきグループ（Participation and Partnership Amagasaki Group）〕
　　　　　　  （尼崎市立神崎総合センター／スマイルひろば地域推進委員会）
　　地域から見た尼崎市との協働
●村上　桐子（県経営商業課）
　　パブリック・アドミニストレーターの考え方と市民参画について
●田中　　茂（NPO法人シーズ加古川）
　　東播磨生活創造センターの運営を通じたNPOと県の協働の取組についての実証研究
●田代　洋久（県統計課／大阪市立大学大学院創造都市研究科）
　　文化的地域資源の創造による地域再生の試みと課題
●天野　敏昭（大阪府商工労働総務課／神戸大学大学院国際文化学研究科）
　　社会的包摂の視点に基づく自治体文化政策の考察
●地域政策統計研究会〔《発表者》芦谷　恒憲（県統計課・ビジョン課）〕
　　兵庫県内地域別経済成長率の推計と地域経済の将来像に関する研究

コーディネーター：加藤　恵正（兵庫県立大学政策科学研究所長・教授）
ア ド バ イ ザ ー：畑　　正夫（兵庫県企画県民部政策室長）

第5分科会　「協働・まちづくり」第5分科会　「協働・まちづくり」

●子どもの足と靴を考える会〔《発表者》柴田　祥江（県立健康生活科学研究所 生活科学総合センター）〕
　　25年間にわたる子どもの足と靴の調査結果から「オリジナルシューズ」製作提案へ～「子どもの足と靴を考える会」の活動報告～
●細見　正樹（県しごと支援課）
　　ワークライフバランスがうまくいくためには～制度利用者の周囲の不満はどのように生じるのか～
●梅村　　仁〔尼崎地域産業政策研究会〕（尼崎市都市政策課）
　　自治体の地域産業政策と産業集積～製造事業所の操業環境維持の観点から～
●長谷川　和正（阪神北県民局宝塚土木事務所）
　　―県民局分権・他府県連携、産業遺産発掘・活用―「戦略的観光振興」
●鈴木　新之介（（財）西播地域地場産業振興センター）
　　かちん染め革の素材開発と商品開発
●稲葉　輝彦（県立工業技術センター 機械金属工業技術支援センター）
　　金物づくり地場産業の活性化への歩み～ひょうご福祉新産業研究会の活動から～

コーディネーター：佐竹　隆幸（兵庫県立大学経営学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：岩根　　正（兵庫県産業労働部政策労働局長）

第3分科会　「 産　　業 」第3分科会　「 産　　業 」

テーマ：地域主権改革で何が可能になるのか

講　師：東京大学名誉教授
　　　　（元 兵庫自治学会代表運営委員・元 地方分権推進委員会専門委員）

　　　　　　　　　　　　　　大　森　　　彌　氏

■プロフィール
　1940年生まれ。1968年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了・法学
博士。同年以降、國學院大学法学部専任講師、東京大学教養学部助教授、東京大学
教養学部教授、東京大学大学院総合文化研究科長・教養学部長を経て、2000年東
京大学名誉教授。同年以降、千葉大学法経学部教授、放送大学大学院客員教授を歴
任。専門分野は行政学・地方自治論。
　兵庫自治学会代表運営委員（1993～ 2010年）、地方分権推進委員会専門委員
（くらしづくり部会長）（1995～ 2001年）、全国都道府県議会議長会都道府県議
会制度研究会座長（2004～ 2007年）、内閣府独立行政法人評価委員会委員
（2001年～現在） 、厚生労働省社会保障審議会委員（介護給付費分科会会長）
（2005年～現在）等歴任。
　主な著作に『自治体行政学入門』『自治行政と住民の「元気」』『自治体職員論』（良
書普及会1987～1994年）、『分権改革と地方議会』（ぎょうせい, 1998年／新版, 
2002年）、『行政学叢書（4）官のシステム』（東京大学出版会, 2006 年）、『変化
に挑戦する自治体―希望の自治体行政学』（第一法規, 2008年）等。

　地域主権改革について、国では先般、今後概ね２～３年を見据え

た改革の諸課題を明らかにする地域主権戦略大綱を閣議決定しまし

た。一方、関西地域では、地方主導による広域課題に対応する仕組

みづくりに向けた関西広域連合の設立を目指しています。

　地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる

活気に満ちた地域社会の実現が重要になってきています。そこで、

これからの地域主権改革の展望と課題について考察します。

趣　　旨趣　　旨

全 体 会（講演）全 体 会（講演）

分 科 会分 科 会

第1分科会　「安全安心・福祉」第1分科会　「安全安心・福祉」
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●ひょうごの「しあわせな妊娠・出産」グループ〔《発表者》藤原　恵美子（県高齢社会課）〕
　　しあわせな妊娠・出産のために行政ができること
●桜井　靖久（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究調査本部）
　　新しいまちづくりの方法と福祉産業の役割
●林　　万平（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 研究調査本部）
　　安全安心感と経済不安
●石川　永子（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構 人と防災未来センター）
　　東南海・南海地震の被害想定府県の防災・福祉部局職員の参加による「災害時要援護者の避難生活支援体制整備」に向けた検討
●県21年度政策課題研究グループ〔《発表者》森尾　賢一（県障害者支援課）〕
　　障害者の自立と社会参加を支援する今後の施策展開について
●田中　清美（県立神戸特別支援学校）
　　障害児・者の包括的支援政策（提言）
●高橋　眞琴（神戸大学大学院人間発達環境学研究科／宝塚市立養護学校）
　　地域住民の障がい者問題への関心と行動について

コーディネーター：浅野　　仁（関西福祉科学大学社会福祉学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：山本　嘉彦（兵庫県健康福祉部障害福祉局長）

●長谷　朝博（県立工業技術センター）
　　竹繊維の有効利用による持続型社会の構築を目指した材料開発
●泉　　　恵（県立工業技術センター）
　　兵庫県花「のじぎく」を利用した機能性食品の開発
●のんびりクラブ〔《発表者》田村　庄一（ふるさとひょうご創生塾第12期生）〕
　　農業体験交流による地域の活性化をめざして
●北　　郁雄（淡路県民局南淡路農業改良普及センター）
　　ライフストーリー手法によるシニア世代の就農支援の取り組み
●県21年度政策課題研究グループ〔《発表者》磯崎　博隆（県総合農政課）〕
　　農林水産物ブランド戦略構築手法について～賛（さん）産（さん）と輝く☆ひょうごの農林水産物魅力アップ大作戦！～

コーディネーター：高田　　理（神戸大学大学院農学研究科教授）
ア ド バ イ ザ ー：北川　稔男（兵庫県農政環境部農政企画局長）

第4分科会　「 農　　業 」第4分科会　「 農　　業 」

●石原　　純（県河川整備課河川計画室）
　　地方自治体における土壌汚染対策の役割について～フィンランド・ドイツを例に～
●上田　剛平（但馬県民局豊岡農林水産振興事務所）
　　アメリカ合衆国における野生動物管理政策について
●鶴川　正寛（（財）ひょうご環境創造協会 兵庫県環境研究センター）
　　新規有害化学物質のモニタリング・動態解析による環境影響評価に関する研究について～カナダにおける研究事例調査から～
●桝谷　英樹（県立いえしま自然体験センター）
　　“ひょうご いえしま発”子ども海辺の環境リポーター事業～海辺の環境学習の新しいモデルここに～　その2
●栄藤　公彦（西播磨県民局光都土地改良事務所）
　　ため池水質改善事業をとおした地域住民参加による環境保全活動について
●武市　久仁彦（県企業庁姫路利水事務所）
　　送水管路リスクの客観的評価に関する研究

コーディネーター：新澤　秀則（兵庫県立大学経済学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：福井　茂樹（兵庫県農政環境部環境創造局長）

第2分科会　「 環　　境 」第2分科会　「 環　　境 」

●地域活性キャリア教育研究グループ〔《発表者》常陰　則之（県立舞子高等学校）〕
　　地域活性化を目指すキャリア教育
●細見　義博〔参加と協働 あまがさきグループ（Participation and Partnership Amagasaki Group）〕
　　　　　　  （尼崎市立神崎総合センター／スマイルひろば地域推進委員会）
　　地域から見た尼崎市との協働
●村上　桐子（県経営商業課）
　　パブリック・アドミニストレーターの考え方と市民参画について
●田中　　茂（NPO法人シーズ加古川）
　　東播磨生活創造センターの運営を通じたNPOと県の協働の取組についての実証研究
●田代　洋久（県統計課／大阪市立大学大学院創造都市研究科）
　　文化的地域資源の創造による地域再生の試みと課題
●天野　敏昭（大阪府商工労働総務課／神戸大学大学院国際文化学研究科）
　　社会的包摂の視点に基づく自治体文化政策の考察
●地域政策統計研究会〔《発表者》芦谷　恒憲（県統計課・ビジョン課）〕
　　兵庫県内地域別経済成長率の推計と地域経済の将来像に関する研究

コーディネーター：加藤　恵正（兵庫県立大学政策科学研究所長・教授）
ア ド バ イ ザ ー：畑　　正夫（兵庫県企画県民部政策室長）

第5分科会　「協働・まちづくり」第5分科会　「協働・まちづくり」

●子どもの足と靴を考える会〔《発表者》柴田　祥江（県立健康生活科学研究所 生活科学総合センター）〕
　　25年間にわたる子どもの足と靴の調査結果から「オリジナルシューズ」製作提案へ～「子どもの足と靴を考える会」の活動報告～
●細見　正樹（県しごと支援課）
　　ワークライフバランスがうまくいくためには～制度利用者の周囲の不満はどのように生じるのか～
●梅村　　仁〔尼崎地域産業政策研究会〕（尼崎市都市政策課）
　　自治体の地域産業政策と産業集積～製造事業所の操業環境維持の観点から～
●長谷川　和正（阪神北県民局宝塚土木事務所）
　　―県民局分権・他府県連携、産業遺産発掘・活用―「戦略的観光振興」
●鈴木　新之介（（財）西播地域地場産業振興センター）
　　かちん染め革の素材開発と商品開発
●稲葉　輝彦（県立工業技術センター 機械金属工業技術支援センター）
　　金物づくり地場産業の活性化への歩み～ひょうご福祉新産業研究会の活動から～

コーディネーター：佐竹　隆幸（兵庫県立大学経営学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：岩根　　正（兵庫県産業労働部政策労働局長）

第3分科会　「 産　　業 」第3分科会　「 産　　業 」

テーマ：地域主権改革で何が可能になるのか

講　師：東京大学名誉教授
　　　　（元 兵庫自治学会代表運営委員・元 地方分権推進委員会専門委員）

　　　　　　　　　　　　　　大　森　　　彌　氏

■プロフィール
　1940年生まれ。1968年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了・法学
博士。同年以降、國學院大学法学部専任講師、東京大学教養学部助教授、東京大学
教養学部教授、東京大学大学院総合文化研究科長・教養学部長を経て、2000年東
京大学名誉教授。同年以降、千葉大学法経学部教授、放送大学大学院客員教授を歴
任。専門分野は行政学・地方自治論。
　兵庫自治学会代表運営委員（1993～ 2010年）、地方分権推進委員会専門委員
（くらしづくり部会長）（1995～ 2001年）、全国都道府県議会議長会都道府県議
会制度研究会座長（2004～ 2007年）、内閣府独立行政法人評価委員会委員
（2001年～現在） 、厚生労働省社会保障審議会委員（介護給付費分科会会長）
（2005年～現在）等歴任。
　主な著作に『自治体行政学入門』『自治行政と住民の「元気」』『自治体職員論』（良
書普及会1987～1994年）、『分権改革と地方議会』（ぎょうせい, 1998年／新版, 
2002年）、『行政学叢書（4）官のシステム』（東京大学出版会, 2006 年）、『変化
に挑戦する自治体―希望の自治体行政学』（第一法規, 2008年）等。

　地域主権改革について、国では先般、今後概ね２～３年を見据え

た改革の諸課題を明らかにする地域主権戦略大綱を閣議決定しまし

た。一方、関西地域では、地方主導による広域課題に対応する仕組

みづくりに向けた関西広域連合の設立を目指しています。

　地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めることのできる

活気に満ちた地域社会の実現が重要になってきています。そこで、

これからの地域主権改革の展望と課題について考察します。

趣　　旨趣　　旨

全 体 会（講演）全 体 会（講演）

分 科 会分 科 会

第1分科会　「安全安心・福祉」第1分科会　「安全安心・福祉」
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兵 庫 自 治 学 会 事 務 局
〒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　学術交流センター内

TEL　078－262－5714　　FAX　078－262－5122
E-mail：gakujutsu@dri .ne. jp
ホームページ　http://hapsa.net/

構内配置図構内配置図構内配置図

兵庫自治学会に興味・関心を持たれた方は、下記までお気軽にお問い合せください。

＊学会への入会お申込は下記ホームページからも受け付けております。
コーディネーター、アドバイザー、発表者、参加者等による
意見交換・交流の場です。お気軽にご参加ください。

団体会員やその他機関からの案内・刊行物などを配布してい
ます。

10：00～10：45

10：55～12：30

12：30～13：20

13：20～16：45

17：00～17：45

総　　　会 ＜大ホール＞

全　体　会（講演） ＜大ホール＞

昼食・休憩

分　科　会 ＜学舎1階＞

交　流　会 ＜学生会館食堂＞

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
を設けています。興味・関心のある分科会にお気軽にご参加
ください。

　第1分科会　安全安心・福祉　　　　　　　  104教室
　第2分科会　環　境　　　　　　　　　　　  106教室
　第3分科会　産　業　　　　　　　　　　　  103教室
　第4分科会　農　業　　　　　　　　　　　  105教室
　第5分科会　協働・まちづくり　　　　　　  107教室

資料コーナー

プログラムプログラム

学会事務局

分科会・資料コーナー

平成22年度

兵庫自治学会総会・研究発表大会

神戸市外国語大学（神戸市西区学園東町9－1）

平成22年10月2日（土）　10：00～ 17：45

日 　 時

会 　 場

これからの地域主権改革の
課題と展望

これからの地域主権改革の
課題と展望

学生会館学生会館
大学生協大学生協

学舎学舎

大ホール大ホール

食堂（交流会会場） 総会・全体会（講演）・
資料コーナー


