令和３年度

参加者募集 参 加 無 料

兵庫自治学会
研究発表大会
兵庫自治学会では、研究発表大会をオンライン方式で開催します。
ライブ配信を行いますので、視聴ご希望の方は兵庫自治学会のホームページ
（URL:http://hapsa.net/）
から

お申し込みください。
学会会員に限らず、
どなたでもご視聴いただけます。

日程
申込方法
申 込 先
ホームページ

令和 3 年 10 月2日
（土）10:30〜17：00

兵庫自治学会ホームページからお申込みください。
。
●
●

●

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

所
※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

10:30〜12:00
13:30〜17:00

基 調 講 演

全体会（基調講演）
分科会 裏面のとおり

ポストコロナ・人口減少社会のデザイン

テーマ：

広井

講 師：

良典 （京都大学こころの未来研究センター副センター長・教授）

コロナ禍によって日本や世界の状況が一変したことは確か
だが、一方、
コロナはそれだけが他と切り離されて存在する
ものではなく、
より大きな中長期的展望の中でとらえる必要
がある。
本講演では、私たちの研究グループが近年行ってきた、AI
を活用した未来構想と政策提言について、兵庫県庁と行った
ものや「ポストコロナ」に関するものも含め紹介しつつ、
また
新たな意味の分散型社会という話題にも言及しながら、
これ
からの時代の展望と政策のあり方について考えてみたい。

〈広井良典氏プロフィール〉
1961年岡山市生まれ。東京大学教養学部卒業、同大学院修士課程修
了後、厚生省勤務、千葉大学法政経学部教授を経て2016年より現職。
この間2001-02年MIT（マサチューセッツ工科大学）客員研究員。専攻は
公共政策及び科学哲学。
『日本の社会保障』
（岩波新書）
でエコノミスト賞、
『コミュニティを問いなおす』
（ちくま新書）で大仏次郎論壇賞受賞。他に
『ポスト資本主義』
（岩波新書）、
『人口減少社会のデザイン』（東洋経済
新報社）など著書多数。
この間、教育再生懇談会委員、内閣府・幸福度に関する研究会委員、国
土交通省・国土審議会専門委員、環境省・次期生物多様性国家戦略研究
会委員、経済産業省・地域の持続可能な発展に向けた政策の在り方研究
会委員、内閣府・選択する未来2.0懇談会委員等を務める。

分 科 会 の ご 案 内 13:30〜17:00

終了時間は分科会により異なります。
また、当日の発表順は変更する場合があります。

第１分科会「地域振興・健康福祉」

アドバイザー：生安 衛（兵庫県健康福祉部社会福祉局長）

コーディネーター：成清 美治（神戸親和女子大学客員教授）
番号

1
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4
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発表者所属・氏名又はグループ名

テーマ

多可町地域共生推進協議会
小嶋 明
神戸シルバー大学院（第14期生）
、いばしょ
上田 尚男
青山1000人会
(代表) 岸岡 孝昭
神戸大学大学院農学研究科資源生命科学専攻応用動物学講座感染制御学教室
井上 亘
追手門学院大学地域創造学部地域創造学科
佐野 日要・野口 真琴(代表者）
・羽指 龍

第２分科会「産業・農業振興」
1
2
3
4
5

居場所
（県民交流広場）
をとおして
〜地域課題を
「我がごと」
として活動するには〜
耐塩素性原虫クリプトスポリジウム研究のための
全国水道事業体に関するデータのデータベース化と見える化

アドバイザー：廣瀬 一雄（兵庫県産業労働部政策労働局長）

発表者所属・氏名又はグループ名

テーマ

兵庫県立農林水産技術総合センター酒米試験地
池上 勝
兵庫県立工業技術センター
福田 純、福井 航、平田 一郎
関西学院大学経済学部 前田ゼミ 農業による地域活性化研究グループ
久保田 雅貴（代表者）
、市川 綾華、前田 淳奈

温暖化に対する酒米の栽培技術と新品種の開発
AIを用いた兵庫県産黒毛和牛の個体識別スマート化
若年層の就農促進と農業による地域活性化の可能性について
―兵庫県加西市を事例として―

関西学院大学経済学部 前田ゼミ 地域ブランド研究グループ
地域ブランドの構築と展開；播州織ブランド戦略の検証
岡林 龍太郎（代表者）
、田中 有紗美、中野 有理、永尾 友希
兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科博士後期課程/CODE海外災害援助市民センター
若者と農家の交流を通じた都市と農村の補完関係に関する考察
立部 知保里

第３分科会「教育・地域連携」

コーディネーター：石田 潤（兵庫県立大学国際商経学部特任教授）
番号

日本の子どもの貧困に関する研究

在留外国人による共助の実現可能性

コーディネーター：山下 紗矢佳（武庫川女子大学経営学部講師）
番号

多可町の地域共生における福祉と防災の連携

アドバイザー：原田 剛治（兵庫県新県政推進室次長兼企画県民部管理局長）

発表者所属・氏名又はグループ名

テーマ

コロナ禍における一人暮らし 大学生の住環境の現状と課題
―姫路市内の大学生協オリジナルマンションを事例として―

3

兵庫県立大学環境人間学部 太田ゼミ
大西 飛勇吾、岡田 ほのか、壽賀 菜々葉、中島 勇風、村田 萌々香
神戸松蔭女子学院大学人間科学部心理学科
石村 優衣
同志社大学総合政策科学研究科
曾愉茜（ソユキ）

4

兵庫県立考古博物館事業部学習支援課
永惠 裕和

兵庫県埋蔵文化財調査履歴マップの作成について

5

関西学院大学経済学部 前田ゼミ
古謝 文哉（代表者）
、土橋 由大、菅村 悠里

兵庫県下における医療と教育の地域間格差の現状と要因、
その是正策の研究

1
2

第４分科会「行政運営」

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
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発表者所属・氏名又はグループ名

関西学院大学経済学部 前田ゼミ 少子化対策研究グループ
福井 萌々花
（代表者）
、
山口 和佳奈、
大西 萌絵、
藤森 菜々子
関西学院大学経済学部 上村ゼミ 13期生
小手川 菜波、
牧野 有華
関西学院大学経済学部 上村ゼミ 13期生 自治体AI研究チーム
瀧 虎ノ介、
吉野 蒼汰、
増家 圭、
本田 凌一他
神戸女子大学文学部国際教養学科
木村 帆乃花
追手門学院大学地域創造学部地域創造学科 藤原ゼミ
清水 龍、
野間 須亘、
安積 紗菜

主催：兵庫自治学会

遠隔授業への適応とストレス
大学生地域連携活動の学習効果と地域効果に関する質的研究

アドバイザー：城谷 美也子（兵庫県企画県民部ビジョン局長）
テーマ

地方自治体による少子化対策の効果と課題：兵庫県下市町を事例として
自治体広報のあり方−宝塚市を題材として−
兵庫県内市町におけるAIの現状と導入に向けた施策のあり方
スマートシティの発展が健康に与える影響

※当日の発表順とは異なる場合があります。
兵庫県の県内人口の減少と若者の人口流出の関連

〒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 : jichigakkai@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。

