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総会・全体会（基調講演・対談）

Ｎ

分科会

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

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。

10：00～10：35

10：45～12：30

12：30～13：20

13：20～17：25

17：45～18：25

総　　　会 ＜三木記念講堂＞

全　体　会（基調講演・対談） ＜三木記念講堂＞

昼食・休憩

分　科　会 ＜教育棟Ⅰ＞

交　流　会

 

＜大学会館食堂＞

　第1分科会　「地域づくり ～地域主導による地域の元気づくり～」 308教室

　第2分科会　「防災・安全安心 ～教訓を活かした安全安心の基盤づくり～」 309教室

　第3分科会　「環　　　境 ～自然と調和する持続可能な環境づくり～」 310教室

　第4分科会　「産業・雇用 ～地域資源を活かした地域経済の活性化～」 408教室

　第5分科会　「教育・福祉 ～誰もが暮らしやすい共生社会づくり～」 409教室

プログラム
兵庫自治学会総会・研究発表大会

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）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）
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【１】 亀川　甲（T&Rソーシャルアドベンチャー／ふるさとひょうご創生塾第15期生）
一市民から行政へのアプローチ

【２】 自治会活性化研究チーム〔《発表者》三戸勝利（ふるさとひょうご創生塾第16期生）〕
芦屋市における自治会の現状、問題点及び提言

【３】 竹見聖司（篠山市企画課）
まちづくり協議会による持続可能な地域経営の可能性に関する研究

【４】 ハートtoハート〔《発表者》加藤美政（ふるさとひょうご創生塾第15期生）〕
魅力再発見によるゲンキな地域づくり

【５】 栄　宏之（城下町洲本再生委員会）
「城下町洲本レトロなまち歩き」による地域活性化について

【６】 南　達雄（丹波県民局篠山土地改良事務所）
地域の活性化と地域主導のキー探し

【７】 地域政策研究会〔《発表者》城古博史（県市町振興課）、大橋雅史（県農政環境部総務課）、溝口真吾（県立尼崎病院）〕
地域活性化に貢献する行政職員の育成方策 ～「元町カフェ」の実践事例報告～

コーディネーター：山下　　淳（関西学院大学法学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：竹村　正樹（兵庫県企画県民部ビジョン局長）

　人口減少社会のもと、過疎化、高齢化の進展により、多自然地域

を中心に地域の活力が失われつつあります。

　このような中、地域主導による地域活性化の実現に向けて、地域

の持つ様々な資源を活用した地域力の創造や参画と協働による実践

的な取組を通して、課題と解決策について考えます。

第1分科会　「地域づくり ～地域主導による地域の元気づくり～」第1分科会　「地域づくり ～地域主導による地域の元気づくり～」

【１】 Person-Centered-Planning研究会〔《発表者》高橋眞琴（神戸大学ヒューマン・コミュニティ創成研究センター／宝塚
市立養護学校）、篠原眞紀子（甲南女子大学）〕
東日本大震災での要援護者を取り巻く活動事例から学ぶ災害時におけるPCP（Person Centered Planning）
～概念と事例検討の融合から導く個別の支援計画づくりへ～

【２】 森田哲夫（中播磨県民局中播磨健康福祉事務所（福崎保健所））
福島県における創造的復興への道しるべ～世界一の福島を創造するための官民協働による取り組み～

【３】 ものづくり工作センター超小型垂直離着陸機（Micro Vertical Take-off and Landing Aircraft）研究開発プロジェクトチーム
〔《発表者》平岡光太郎（産業技術短期大学）、高畑侑弥（産業技術短期大学）、舩倉裕貴（産業技術短期大学）〕
震災・降雨災害等から学んだレスキュー用超小型垂直離着陸機（Micro VTOL）の開発

【４】 林　昌宏（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構　研究調査本部／大阪市立大学大学院創造都市研究科）
大震災からの港湾の復旧・復興プロセスとその特徴～関東と阪神・淡路の二大震災をもとに～

【５】 武市久仁彦（県企業庁姫路利水事務所）
業務効率の向上に関する研究～事務処理ミスの低減に向けて～

【６】 兵庫県民のすみやすいまち像研究会〔《発表者》入江菜穂子（県立大学大学院環境人間学研究科）、田村康子（県立大学
大学院環境人間学研究科）〕
「美しい兵庫指標」にみる県民の「すみやすいまち」像～地域ビジョンの確立に向けて～

コーディネーター：立木　茂雄（同志社大学社会学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：杉原　基弘（兵庫県企画県民部防災企画局長）

第2分科会　「防災・安全安心 ～教訓を活かした安全安心の基盤づくり～」第2分科会　「防災・安全安心 ～教訓を活かした安全安心の基盤づくり～」

【１】 原田和弘（県立農林水産技術総合センター　水産技術センター）、反田　實（県立農林水産技術総合センター　水産技術センター）
播磨灘の漁業及び漁場環境の現状と今後の海洋環境のあり方について

【２】 矢尾哲雄（阪神北県民局宝塚土木事務所）
天然アユの再生を通した武庫川づくりの推進方策について

【３】 松本　誠（県立工業技術センター　皮革工業技術支援センター）
県内皮革産業における日本エコレザーの認証支援

【４】 中野恵之（県立工業技術センター　繊維工業技術支援センター）
繊維廃棄物からのエタノール製造技術開発

【５】 真田由美子（（財）ひょうご環境創造協会）
環境省「環境コンシェルジュ制度」構築に向け、地域に根ざした診断スキームについて

【６】 荒谷智広（たつの市教育委員会社会教育課）
交通インフラ発電のポテンシャル

【７】 岡　明彦（県ビジョン課）
デンマークの離島における再生可能エネルギー活用の取組から学ぶ～あわじ環境未来島構想の推進に向けて～

コーディネーター：八木　俊輔（追手門学院大学経営学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：森川　　格（兵庫県農政環境部環境管理局長）

第3分科会　「環境 ～自然と調和する持続可能な環境づくり～」第3分科会　「環境 ～自然と調和する持続可能な環境づくり～」

【１】 野田政裕（県しごと支援課）
国・自治体における民間企業等経験者採用の変遷と課題

【２】 柴田　順（企業コンサルタント／（財）ながさき地域政策研究所）
「『街創りGM（ゼネラルマネジメント）』による地域活性施策」に関する研究

【３】 田代洋久（阪神南県民局産業振興・地域連携課／県立大学政策科学研究所）
文化的資源と創作活動を組み合わせた地域づくりの高度化プロセスに関する研究～岡山県真庭市勝山地区を事例として～

【４】 観光まちづくり研究会〔《発表者》長谷川和正（県住宅供給公社）〕
観光まちづくりを中心とした地域の活性化～「観光まちづくり研究会」中間報告～

【５】 小沢康英（神戸女子大学文学部／県立大学政策科学研究所）
大阪湾ベイエリアの産業集積における負のロックイン解消への取り組み

【６】 姜　天勇（キョウ テンユウ）（大阪市立大学商学部）
阪神港の管理・運営一体化とその発展戦略

【７】 長谷川英伸（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構　研究調査本部／県立大学大学院経営学研究科）
地場産業における分業構造の変化と産地企業の経営行動

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教授）
ア ド バ イ ザ ー：大久保博章（兵庫県産業労働部政策労働局長）

第4分科会　「産業・雇用 ～地域資源を活かした地域経済の活性化～」第4分科会　「産業・雇用 ～地域資源を活かした地域経済の活性化～」

【１】 井上靖子（県立大学環境人間学部）
地域臨床援助活動における心の視座～難病疾患を抱えたAさんとの出会いを通して～

【２】 丸谷聡子（明石 のはら くらぶ／同志社大学ソーシャル・イノベーション研究センター）
学校と地域をつなぐ環境教育のコーディネートに関する実践的研究～兵庫県環境体験事業における連携と協働を通じて～

【３】 樋口克利（西宮市都市政策課）
学習支援から始まるまちづくり～地域の学習教室事業について～

【４】 川鍋彰男（（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）
西オーストラリア州・兵庫文化交流センターでの日本語教育普及

【５】 高岸知子（コープこうべ 協同学苑（研究チーム））
夫婦の家事力調査～「生きる力」を支える「家事」に関して、夫婦の意識と行動を探る～

【６】 東川　玲（県情報企画課）
ICTを活用した高齢者見守りサービス

【７】 田中清美（県立神戸特別支援学校）
兵庫の未来を拓く構造改革特区

コーディネーター：成清　美治（神戸親和女子大学発達教育学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：真木　高司（兵庫県健康福祉部社会福祉局長）

第5分科会　「教育・福祉 ～誰もが暮らしやすい共生社会づくり～」第5分科会　「教育・福祉 ～誰もが暮らしやすい共生社会づくり～」

趣　　旨趣　　旨 分 科 会分 科 会

全 体 会（基調講演・対談）全 体 会（基調講演・対談）

基調講演基調講演 「地域力創造と地域おこしのヒント～地域に飛び出そう！」

総務省　地域力創造アドバイザー（前自治財政局長・初代地域力創造審議官）

総務省　地域力創造アドバイザー（前自治財政局長・初代地域力創造審議官）

兵庫県副知事

兵庫県立大学地域創造機構教授

テーマテーマ

講　師講　師

対　　　談対　　　談

コーディネーターコーディネーター

講　師講　師

椎　川　　　忍

椎　川　　　忍

金　澤　和　夫

畑　　　正　夫

■対談講師

　金澤　和夫（兵庫県副知事）

　　　　　　　　1956年生まれ。
　　　　　　　　東京大学法学部卒業。
　　　　　　　　1979年自治省入省。
　　　　　　　　山形県遊佐町助役、
　　　　　　　　兵庫県企画管理部長、
　　　　　　　　熊本県副知事、
　　　　　　　　内閣府地域主権戦略室次長、
　　　　総務省大臣官房審議官等を経て現職。

■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）
1958年生まれ。
関西大学法学部卒業。
1982年兵庫県入庁。
ビジョン課長、
ビジョン局長等を経て現職。

　　　　　専門：公共政策分析、地域政策論、
　　　　　　　　地域イノベーション論

■基調講演・対談講師

　椎川　　忍（総務省 地域力創造アドバイザー）

1953年生まれ。東京大学法学部卒業。
1976年自治省入省。島根県理事、総務省財政課長、自治大学校長、
総務省地域力創造審議官（初代）、同自治財政局長等を歴任。
地域に飛び出す公務員ネットワーク代表。
近著：「緑の分権改革－あるものを生かす地域力創造」（学芸出版社）
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【４】 林　昌宏（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構　研究調査本部／大阪市立大学大学院創造都市研究科）
大震災からの港湾の復旧・復興プロセスとその特徴～関東と阪神・淡路の二大震災をもとに～

【５】 武市久仁彦（県企業庁姫路利水事務所）
業務効率の向上に関する研究～事務処理ミスの低減に向けて～

【６】 兵庫県民のすみやすいまち像研究会〔《発表者》入江菜穂子（県立大学大学院環境人間学研究科）、田村康子（県立大学
大学院環境人間学研究科）〕
「美しい兵庫指標」にみる県民の「すみやすいまち」像～地域ビジョンの確立に向けて～

コーディネーター：立木　茂雄（同志社大学社会学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：杉原　基弘（兵庫県企画県民部防災企画局長）

第2分科会　「防災・安全安心 ～教訓を活かした安全安心の基盤づくり～」第2分科会　「防災・安全安心 ～教訓を活かした安全安心の基盤づくり～」

【１】 原田和弘（県立農林水産技術総合センター　水産技術センター）、反田　實（県立農林水産技術総合センター　水産技術センター）
播磨灘の漁業及び漁場環境の現状と今後の海洋環境のあり方について

【２】 矢尾哲雄（阪神北県民局宝塚土木事務所）
天然アユの再生を通した武庫川づくりの推進方策について

【３】 松本　誠（県立工業技術センター　皮革工業技術支援センター）
県内皮革産業における日本エコレザーの認証支援

【４】 中野恵之（県立工業技術センター　繊維工業技術支援センター）
繊維廃棄物からのエタノール製造技術開発

【５】 真田由美子（（財）ひょうご環境創造協会）
環境省「環境コンシェルジュ制度」構築に向け、地域に根ざした診断スキームについて

【６】 荒谷智広（たつの市教育委員会社会教育課）
交通インフラ発電のポテンシャル

【７】 岡　明彦（県ビジョン課）
デンマークの離島における再生可能エネルギー活用の取組から学ぶ～あわじ環境未来島構想の推進に向けて～

コーディネーター：八木　俊輔（追手門学院大学経営学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：森川　　格（兵庫県農政環境部環境管理局長）

第3分科会　「環境 ～自然と調和する持続可能な環境づくり～」第3分科会　「環境 ～自然と調和する持続可能な環境づくり～」

【１】 野田政裕（県しごと支援課）
国・自治体における民間企業等経験者採用の変遷と課題

【２】 柴田　順（企業コンサルタント／（財）ながさき地域政策研究所）
「『街創りGM（ゼネラルマネジメント）』による地域活性施策」に関する研究

【３】 田代洋久（阪神南県民局産業振興・地域連携課／県立大学政策科学研究所）
文化的資源と創作活動を組み合わせた地域づくりの高度化プロセスに関する研究～岡山県真庭市勝山地区を事例として～

【４】 観光まちづくり研究会〔《発表者》長谷川和正（県住宅供給公社）〕
観光まちづくりを中心とした地域の活性化～「観光まちづくり研究会」中間報告～

【５】 小沢康英（神戸女子大学文学部／県立大学政策科学研究所）
大阪湾ベイエリアの産業集積における負のロックイン解消への取り組み

【６】 姜　天勇（キョウ テンユウ）（大阪市立大学商学部）
阪神港の管理・運営一体化とその発展戦略

【７】 長谷川英伸（（公財）ひょうご震災記念21世紀研究機構　研究調査本部／県立大学大学院経営学研究科）
地場産業における分業構造の変化と産地企業の経営行動

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教授）
ア ド バ イ ザ ー：大久保博章（兵庫県産業労働部政策労働局長）

第4分科会　「産業・雇用 ～地域資源を活かした地域経済の活性化～」第4分科会　「産業・雇用 ～地域資源を活かした地域経済の活性化～」

【１】 井上靖子（県立大学環境人間学部）
地域臨床援助活動における心の視座～難病疾患を抱えたAさんとの出会いを通して～

【２】 丸谷聡子（明石 のはら くらぶ／同志社大学ソーシャル・イノベーション研究センター）
学校と地域をつなぐ環境教育のコーディネートに関する実践的研究～兵庫県環境体験事業における連携と協働を通じて～

【３】 樋口克利（西宮市都市政策課）
学習支援から始まるまちづくり～地域の学習教室事業について～

【４】 川鍋彰男（（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）
西オーストラリア州・兵庫文化交流センターでの日本語教育普及

【５】 高岸知子（コープこうべ 協同学苑（研究チーム））
夫婦の家事力調査～「生きる力」を支える「家事」に関して、夫婦の意識と行動を探る～

【６】 東川　玲（県情報企画課）
ICTを活用した高齢者見守りサービス

【７】 田中清美（県立神戸特別支援学校）
兵庫の未来を拓く構造改革特区

コーディネーター：成清　美治（神戸親和女子大学発達教育学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：真木　高司（兵庫県健康福祉部社会福祉局長）

第5分科会　「教育・福祉 ～誰もが暮らしやすい共生社会づくり～」第5分科会　「教育・福祉 ～誰もが暮らしやすい共生社会づくり～」

趣　　旨趣　　旨 分 科 会分 科 会

全 体 会（基調講演・対談）全 体 会（基調講演・対談）

基調講演基調講演 「地域力創造と地域おこしのヒント～地域に飛び出そう！」
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テーマテーマ

講　師講　師
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コーディネーターコーディネーター
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地域に飛び出す公務員ネットワーク代表。
近著：「緑の分権改革－あるものを生かす地域力創造」（学芸出版社）
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魅力再発見によるゲンキな地域づくり

【５】 栄　宏之（城下町洲本再生委員会）
「城下町洲本レトロなまち歩き」による地域活性化について
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【３】 ものづくり工作センター超小型垂直離着陸機（Micro Vertical Take-off and Landing Aircraft）研究開発プロジェクトチーム
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【７】 田中清美（県立神戸特別支援学校）
兵庫の未来を拓く構造改革特区

コーディネーター：成清　美治（神戸親和女子大学発達教育学部教授）
ア ド バ イ ザ ー：真木　高司（兵庫県健康福祉部社会福祉局長）

第5分科会　「教育・福祉 ～誰もが暮らしやすい共生社会づくり～」第5分科会　「教育・福祉 ～誰もが暮らしやすい共生社会づくり～」

趣　　旨趣　　旨 分 科 会分 科 会

全 体 会（基調講演・対談）全 体 会（基調講演・対談）

基調講演基調講演 「地域力創造と地域おこしのヒント～地域に飛び出そう！」

総務省　地域力創造アドバイザー（前自治財政局長・初代地域力創造審議官）

総務省　地域力創造アドバイザー（前自治財政局長・初代地域力創造審議官）

兵庫県副知事

兵庫県立大学地域創造機構教授

テーマテーマ

講　師講　師

対　　　談対　　　談

コーディネーターコーディネーター

講　師講　師

椎　川　　　忍

椎　川　　　忍

金　澤　和　夫

畑　　　正　夫

■対談講師

　金澤　和夫（兵庫県副知事）

　　　　　　　　1956年生まれ。
　　　　　　　　東京大学法学部卒業。
　　　　　　　　1979年自治省入省。
　　　　　　　　山形県遊佐町助役、
　　　　　　　　兵庫県企画管理部長、
　　　　　　　　熊本県副知事、
　　　　　　　　内閣府地域主権戦略室次長、
　　　　総務省大臣官房審議官等を経て現職。

■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）
1958年生まれ。
関西大学法学部卒業。
1982年兵庫県入庁。
ビジョン課長、
ビジョン局長等を経て現職。

　　　　　専門：公共政策分析、地域政策論、
　　　　　　　　地域イノベーション論

■基調講演・対談講師

　椎川　　忍（総務省 地域力創造アドバイザー）

1953年生まれ。東京大学法学部卒業。
1976年自治省入省。島根県理事、総務省財政課長、自治大学校長、
総務省地域力創造審議官（初代）、同自治財政局長等を歴任。
地域に飛び出す公務員ネットワーク代表。
近著：「緑の分権改革－あるものを生かす地域力創造」（学芸出版社）
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食堂（交流会会場） ＊生協食堂

総会・全体会（基調講演・対談）

Ｎ

分科会

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

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。

10：00～10：35

10：45～12：30

12：30～13：20

13：20～17：25

17：45～18：25

総　　　会 ＜三木記念講堂＞

全　体　会（基調講演・対談） ＜三木記念講堂＞

昼食・休憩

分　科　会 ＜教育棟Ⅰ＞

交　流　会

 

＜大学会館食堂＞

　第1分科会　「地域づくり ～地域主導による地域の元気づくり～」 308教室

　第2分科会　「防災・安全安心 ～教訓を活かした安全安心の基盤づくり～」 309教室

　第3分科会　「環　　　境 ～自然と調和する持続可能な環境づくり～」 310教室

　第4分科会　「産業・雇用 ～地域資源を活かした地域経済の活性化～」 408教室

　第5分科会　「教育・福祉 ～誰もが暮らしやすい共生社会づくり～」 409教室

プログラム
兵庫自治学会総会・研究発表大会

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）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）

平成24年10月6日（土）　10：00～ 18：25平成24年10月6日（土）　10：00～ 18：25

日 　 時

会 　 場

地域主導による地域活性化に向けて地域主導による地域活性化に向けて

平成24年度

教職員住宅教職員住宅

グラウンド

大学会館別館

三木記念講堂

本部棟

政策科学研究所政策科学研究所
駐車場

神
戸
芸
術
工
科
大
学

駐輪場 保　安　林

研究棟Ⅰ研究棟Ⅰ

教育棟
Ⅲ
教育棟
Ⅲ
教育棟
Ⅲ

大学会館

研究棟Ⅱ

（会計研究棟）
大学院会計
研究科

部室棟

緑地

体育館

学術情報館
図書部

プールプール

弓道場弓道場 テニスコート

正門

学術情報館
情報システム部

野　球　場

教育棟
Ⅰ

教育棟
Ⅱ

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。

※参加無料
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