
＊学会への入会のお申込は下記ホームページからも受け付けております。

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

兵庫自治学会総会・研究発表大会

新しい地方自治に向けて
～東日本大震災復興支援から見えてきた

「新しい公」及び行政の広域連携について～

平成23年度

日　　時 平成23年10月 22日（土）
　　10：00～ 17：55

会　　場 兵庫県立大学・神戸学園都市キャンパス
（神戸市西区学園西町８－２－１）

4

総会・全体会（基調提案・パネルディスカッション）・
資料コーナー

分科会・資料コーナー

食堂（交流会会場）
※生協食堂

第１分科会　防災・安全安心
 ～住民の安全安心なくらしのため～ ３０８教室

第２分科会　環境・農業
 ～新技術による持続可能な環境づくり～ ３０９教室

第３分科会　地域づくり
 ～個性を生かした都市、中山間地域の活性化～ ３１０教室

第４分科会　協　　　働
 ～住民と行政、様々な連携のあり方～  ４０８教室

第５分科会　教育・福祉
 ～ユニバーサル社会の実現をめざして～ ４０９教室

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。

プログラム

10：45～12：30

12：30～13：20

13：20～16：55

10：00～10：35 総　　会 三木記念講堂

昼食・休憩

分 科 会 教育棟Ⅰ

全 体 会
基調提案・パネルディスカッション 三木記念講堂

17：10～17：55 交 流 会  大学会館食堂

資料コーナー
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。

※大学生協食堂が営業しています。

※参加無料。

政策科学研究所

教育棟
Ⅲ

教育棟
Ⅱ

Ⅰ
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　未曾有の広域災害となった東日本大震災を契機として、地域を越えた行政、ＮＰＯ、
住民による様々な支援や関西広域連合による支援など、全国的に新しい取り組みが
活発化しています。
　そこで、東海・東南海・南海地震といった広域巨大災害への対応も視野に入れつつ、
よりよき地域社会を創造するために、多様な主体による新しいパートナーシップの視
点から、これからの新しい地方自治に向けた課題と展望を探ります。

基調提案講師・パネリスト

室﨑　益輝
関西学院大学総合政策学部
教授・災害復興制度研究所
所長、ひょうごボランタリー
プラザ所長
1944 年生まれ。
京都大学大学院工学研究科
修士課程修了。工学博士。

主な著書： 「防災対策と危機
管理」（ぎょうせい・共著）
「災害時のヘルスプロモーショ
ン」（荘道社・共著）

パネリスト

辻中　　豊
筑波大学副学長（国際担当）・
人文社会科学研究科教授
1954 年生まれ。
大阪大学大学院法学研究科
博士課程修了。法学博士（京
都大学）。

主な著書：「ローカル・ガバナ
ンス―地方政府と市民社会」
「現代日本の自治会・町内会」
「現代社会集団の政治機能」
「現代日本の NPO政治」　　
（いずれも木鐸社・共著）

パネリスト

中塚　則男
関西広域連合本部事務局長
（兵庫県参事）
1953 年生まれ。
京都大学法学部卒業。
1978年兵庫県入庁。政策室
課長、県民政策部政策局長、
但馬県民局長等を経て現職。
関西広域連合の設立（平成２２
年 12月1日）に携わる。

コーディネーター

山下　　淳
関西学院大学法学部教授、
兵庫自治学会代表運営委員
1953 年生まれ。
東京大学大学院法学政治学
研究科修士課程修了、同博
士課程（単位取得退学）。

主な著書：「アドボカシー読本」
（（特活）市民活動センター神
戸・共著）
「行政法（第二版補訂）」
（有斐閣・共著）

テーマ

基調提案講師

パネリスト

コーディネーター

東日本大震災復興支援から見えてきた
　　　　　「新しい公」　及び行政の広域連携について

関西学院大学総合政策学部教授・災害復興制度研究所所長
 ひょうごボランタリープラザ所長 室　﨑　益　輝
関西学院大学総合政策学部教授・災害復興制度研究所所長
 ひょうごボランタリープラザ所長 室　﨑　益　輝
筑波大学副学長（国際担当）•人文社会科学研究科教授 辻　中　　　豊
関西広域連合本部事務局長（兵庫県参事） 中　塚　則　男
関西学院大学法学部教授、 兵庫自治学会代表運営委員 山　下　　　淳

全体会　基調提案・パネルディスカッション

趣　旨 分科会

防災・安全安心 ～住民の安全安心なくらしのため～
第1
分科会

コーディネーター

アドバイザー

立木茂雄　（同志社大学社会学部教授）

松原浩二　（兵庫県企画県民部災害対策局長）

●西島健治（（公財）兵庫県住宅再建共済基金）
　　兵庫県住宅再建共済制度の加入促進について
●穐原雅人（（公財 )ひょうご震災記念 21世紀研究機構　研究調査本部）
　　関西巨大地震発生時における府県別の避難者数と救援部隊派遣の試算について
●関　正造（北播磨県民局加東土木事務所）
　　河川利用者の安全確保に係る河川管理者の取り組みについて～都賀川における増水警報システムの事例～
●中西繭子（県薬務課） 
　　米国における青少年を対象とした薬物乱用防止対策事業に関する調査について
●田中清美（県立神戸特別支援学校）
　　地域防災の拠点としての学校

地域づくり ～個性を生かした都市、中山間地域の活性化～
第3
分科会

コーディネーター

アドバイザー

加藤恵正　（兵庫県立大学政策科学研究所長・教授）　

畑　正夫　（兵庫県企画県民部ビジョン局長）

●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 )］
　　地域における豊かさ指標の作成と利用について
●自己啓発＆阪神間都市の魅力研究会　［《発表者》長谷川和正 (県住宅供給公社 )］
　　神戸・阪神間が連携した地域ブランド戦略～ちょっとぜいたくな週末のまち歩き～
●アグリエリア研究グループ　［《発表者》松岡愛浩 (県消費生活課 )］
　　政策提案「地域ファシリテーション事業」～地域の合意形成支援について～
●玉田恵美（NPO法人姫路コンベンションサポート）
　　農業の力を中心市街地商店街の活性化に
●上谷良一（県立美術館）
　　社会教育施設における大型映像表示装置の設置について
●県 22年度政策課題研究グループ　［《発表者》柏原正民（県教育委員会文化財室）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　河野賢治（淡路県民局北淡路農業改良普及センター）］
　　五斗長垣内遺跡を活かした地域づくり

協　　働 ～住民と行政、様々な連携のあり方～
第4
分科会

コーディネーター

アドバイザー

山下　淳　（関西学院大学法学部教授）

梅谷順子　（兵庫県企画県民部県民文化局長）

●竹見聖司（篠山市企画課）
　　中山間地域における地域住民自治施策と今後の方向性について
●樋口克利（西宮市企画総括室）
　　自治体職員のまちづくりへの関わり方
●「Break　the  Wall」チーム　［《発表者》亀川　甲（ふるさとひょうご創生塾第 15期生 )］
　　地縁型地域組織活性化への道筋
●依田吉充（元「出る杭プロジェクト」）
　　「出る杭大会」10年目の検証

教育・福祉 ～ユニバーサル社会の実現をめざして～
第5
分科会

コーディネーター

アドバイザー

成清美治　（神戸親和女子大学発達教育学部教授）

山本嘉彦　（兵庫県健康福祉部社会福祉局長）

●鷲家洋彦（県立工業技術センター　皮革工業技術支援センター）
　　靴づくりから福祉用具づくりへの中小企業支援～ゴム製段差解消スロープの開発をとおして～
●大隅　要（関西学院大学地域・まち・環境総合政策研究センター／株式会社ロジックアンドサプライズ）
　　外国人留学生就職支援の現状と課題
●長田協同研究プロジェクト　［《発表者》金　宣吉（キムソンギル）(NPO法人神戸定住外国人支援センター（KFC))、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　呼和德力根（フフデルゲル）（NPO法人神戸定住外国人支援センター（KFC)）］
　　在日『外国人』高齢者の生活課題調査
●Person-Centered-Planning研究会　［《発表者》藤田有希枝(神戸大学大学院人間発達環境学研究科）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）］

Person-Centered-Planning の視点を活用した「個別の支援計画」の策定に関する研究
～アメリカ・カリフォルニア州の実践事例調査から～

●松本哲也（県立工業技術センター）
　　高齢者介護施設における見守り技術の開発
●永田夏来（（公財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構　研究調査本部）
　　青年層が形成する家族とこれからの社会福祉

環境・農業 ～新技術による持続可能な環境づくり～
第2
分科会

コーディネーター

アドバイザー

八木俊輔　（神戸国際大学経済学部教授）

●三浦久典（県立工業技術センター）
　　総合特区「あわじ環境未来島構想」の実現に向けての取組
　　～エネルギー自給島を目指して、自然エネルギーの総合利用によるマイクログリッドモデルの構築へ～
●県 22年度政策課題研究グループ　［《発表者》高見忠良（県自然環境課）］
　　エコツーリズム導入による地域活性化のための持続的な活動の仕組みづくりについて
●英保次郎（（財）ひょうご環境創造協会　兵庫県環境研究センター）
　　ブラジル国パラナ州ロンドリーナ市における地域水質改善支援の取り組み
●杉本琢真（県立農林水産技術総合センター）
　　県産丹波黒の安定生産に向けた取組と今後の丹波黒利用拡大の可能性
●花壇苗経営研究会　［《発表者》福田憲志（西播磨県民局光都農業改良普及センター）］
　　花壇苗家族経営農家における経営改善指導のあり方に関する研究

北川稔男　（兵庫県農政環境部農政企画局長）
栃尾　隆　（兵庫県農政環境部環境創造局長）

ご っ さ か い と
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