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令和３年度 兵庫自治学会研究発表大会 発表者を募集します！
令和３年秋に開催する研究発表大会分科会の発表者を募集します。勉強会などのグループでの発表も
大歓迎です。日頃の研究成果を発表してみませんか？ あなたの発表がこれからの地域社会を変える
第一歩となるかも知れません。
応募方法は以下のとおりです。積極的なご応募をお待ちしています。
●研究発表大会の概要（予定）●
開催日：令和３年10月～11月の土曜日又は休日
場 所：神戸市内
構 成：（午前：全体会）基調講演
（午後：分科会）各分科会での研究発表及び意見交換
発 表者一人当たり30分間（うち発表時間は20分間）、パワーポイントの使用や資料配付
が可能
●募集テーマ●
 行政課題や地域課題に関するものなら全ての研究成果が対象です。文化、福祉、環境、産業、まちづ
くり、教育、防災など分野を問いません。
●応募方法●
 Ａ４サイズの用紙に次の事項を記載し、メール又はFAXでご応募ください。
① 所属、②氏名（グループ名）、③住所（所属・自宅とも）、④連絡先（TEL / FAX）、⑤メールアド
レス、⑥発表テーマ、⑦発表の概要（研究の内容や発表趣旨を300字程度で簡潔に記載してください）
応募締切：令和３年６月15日（火）
●応募資格●
 どなたでもご応募いただけます。また、個人だけでなくグループでのご応募も可能です。
 なお、発表者については、当学会で定める選考基準に基づき選考の上、決定します。
研究発表大会までのスケジュール





６月15日（火）：募集締切
７月
：発表者決定
８～９月
：事前アドバイス
10～11月
：研究発表大会

【事前アドバイス（８～９月）について】
学識者によるアドバイスを受けて、発表までに
内容の充実を図っていただけます。発表者はこの
時までに発表に使用するパワーポイントデータ等
を提出いただきます。

●その他●
 優秀な発表者には学会から表彰・副賞（研究奨励金）が授与さ
れるとともに、学会誌「兵庫自治学」及びホームページに論文が
掲載されます。
 また、その他の発表者には記念品（図書カード）を差し上げて
います。（個人、グループ単位）

研究発表大会分科会の様子

令和２年度兵庫自治学会
研究発表大会優秀発表者表彰式を開催しました。
３月15日（月）、令和２年度研究発表大会における優秀発表者及び特別賞受賞者（大会は昨年12月
13日に新型コロナウイルス感染症への対応としてオンラインにより開催）の表彰式を神戸市教育会館
で開催しました。
受賞者には加藤恵正代表運営委員から賞状が授与されるとともに、優秀発表者には一般財団法人地域
政策研究会の馬場英司理事兼事務局長から研究奨励金（３万円）が授与されました。また特別賞受賞者
には加藤代表運営委員から図書カードが授与され、山下淳代表運営委員がお祝いの言葉を述べて受賞者
の研究活動の益々の発展を祈念しました。
その後、各受賞者から研究内容の説明がありました。
次回は皆さんが選ばれるかも知れません。令和３年度の発表者を募集していますので、是非ご応募く
ださい！

◆優秀賞◆
加西農業改良普及センター
福田

憲志

「花き産地の継続性確保のための新規栽培者の募
集・育成方法に関する調査研究」

永瀬さんはオンラインで参加

兵庫県立大学大学院経済学研究科
井上

あい子

「多様なコミュニケーション・チャネルを活用し
た戦略的自治体広報の確立に向けて」
兵庫県立人と自然の博物館
衛藤

彬史

「配車システムを用いた住民主体交通の導入に適
する地域条件と運営課題」
兵庫県立大学環境人間学部環境人間学科環境共生社会コース
永瀬

紗織

「地域循環共生圏から見た起業支援に関する考察～岡山県西粟倉村を事例として～」

◆特別賞◆
ひょうご観光本部
宇野

真由美

「イギリスにおけるウォーキングの取り組み事例と地域への貢献について」
関西学院大学経済学部上村ゼミ「多文化共生社会構築に向けた自治体施策の評価」研究グループ
「ロジックモデルによる西宮市の事務事業評価」
※自治学会賞及び優秀賞の論文は学会誌「兵庫自治学第27号」（2021年３月発行）及びホームページに掲載
しますので、そちらも併せてご覧ください。

兵庫自治学会は令和３年度に次の事業を実施します。
会員の皆様の積極的なご参加をお待ちしています。
令和３年度事業計画（要旨）
●総会・研究発表大会の開催
●コラボレーション・プロジェクト、グループ研究応援事業の実施
●兵庫自治学会セミナーの開催
●全米公共・行政学会（ASPA）との交流の推進
●学会誌「兵庫自治学」第28号、会報「Policy」の発行
●メールマガジンの発行、ホームページの運営等

地域での自主的な研究活動やセミナー開催等に10万円まで助成します！
兵庫自治学会では、様々な地域課題の研究活動に取り組まれている会員の皆様を支援するため、研究
費を助成する「グループ研究応援事業」や講師を招いて行うセミナー等の開催を支援する「コラボレー
ション・プロジェクト」を行っています。詳しくは事務局までお気軽にご相談ください。（受付は先着順
で、認定は両制度合わせて年間２件までとなっています。また、同一年度に両制度に申請することはでき
ません。）
●グループ研究応援事業
 様々な地域課題に関する研究活動（月１回程度の研究会を概ね１年以上継続的に開催する活動）に、
上限10万円までの研究費助成や研究アドバイザーの紹介が受けられます。
〈対象者〉５名以上で構成され、そのうち会員が過半数を占めるグループ
●コラボレーション・プロジェクト
 県・市町職員、NPO、企業、地域など様々な人々とのコラボレーションにより、会員が自主的に
企画・開催するプロジェクト（セミナー、パネルディスカッション、ワークショップ等）を学会と共催
するもので、上限10万円までの助成が受けられます。
〈テーマ〉地域に密着した課題、行政施策に関する課題等
〈企画者〉①10名未満のグループ：代表者を含む構成員の過半数が会員であること。
②10名以上のグループ：代表者を含む構成員の５名以上が会員であること。

全米公共・行政学会（ASPA）全国大会等への参加経費を助成します！
会員の皆様の国際的な研究活動を助長するとともに、全米公共・行政学会との交流の促進を図るため、
全米公共・行政学会の主催する全国大会等の会議、セミナー等への参加経費について助成します。関心の
ある方や詳しく内容を知りたい方は事務局までお気軽にご相談ください。
助

成

対

象

助

成

金

額

①全米公共・行政学会全国大会への参加
②全 米公共・行政学会エバーグリーン支部開催の会議・
セミナー等への参加

上限15万円

評

議

員

寄

稿

人口減少社会における自治体のICT活用
関西学院大学経済学部教授

前田

高志

わが国全体が人口減少時代にあるが、兵庫県の人口も2009年をピークとして減少局面に入り、

国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）』によれば、
2015年国勢調査で553.5万人であった総人口は、2020年544.3万人、2025年530.6万人、2030
年513.9万人と減り続け、2035年には500万人を割って494.9万人、2040年474.3万人、そして
2045年には453.2万人と、2015年国調人口との対比で100万人の減少となることが予測されている。

なお、兵庫県独自の推計では、2055年は400万人を下回る399.2万人となり、その後も人口減少
が続く。地域別では、県推計の2015～65年の人口減少率が特に高い地域は但馬（68％減）、淡路
（65％減）、丹波（58％減）、西播磨（57％減）、北播磨（46％減）であるが、これら以外の地域で
も人口が減少することに変わりはない。また、高齢化率（65歳以上人口の割合）は2015年の27.1％
が2020年29.5 ％、2025年30.8 ％、2030年32.3 ％、2035年34.3 ％、2040年37.3 ％、2045年
38.9％と、人口減少とともに高齢社会化も着実に進む（2045年時点での75歳以上の後期高齢者人口
の割合は22.7％）。
こうした深刻な人口減少は適切な対策が講じられなければ必然的に地域の疲弊・衰退をもたらす。
人的資源と財政の制約の下で、地方自治体がなすべきことはICTを活用した自治体経営戦略の構築と
遂行である。そのことを本稿では人口減少対策を含め、量的・質的に拡大し、複雑化する行政需要に
効率的に対処することが自治体に求められるという視点から論じておきたい。繰り返すが、自治体が
人口減少にどのような対策を講ずべきか、それは限られた人的資源と厳しい財政制約の下においてで
ある。自治体職員の人的資源を優先度が高く、かつ高い施策効果が期待できる領域に集中的に投入せ
ねばならないが、それに係る組織内の意思決定、業務の効率化（最小の費用で最大の住民サービスの
提供）においてICTの活用はますます重要性を増している。
例えば、ICT化の手段の一つとして定型業務自動化のRPA（Robotic Process Automation：通
常は人がコンピュータを操作して行う作業をソフトウェアが自動的に操作する）があるが、神奈川
県政策研究センターが2019年に全国の自治体を対象に行ったアンケート調査によれば（調査の結果
は同センター発行の「神奈川政策研究ジャーナル」14に掲載」）、回答のあった257自治体の約４割
が導入済で、約５割が導入を検討中であり、両者を合わせると約９割の自治体がRPA導入に積極的
である。PRAの対象業務としては、財政・会計・財務、税務などが多く、組織・職員、児童福祉・
子育て、健康・医療などが続く。統計データのオープンデータ化・オープンデータのポータルサイ
トへの登録やホームページ更新業務、電子メールの送受信・整理のほか、生活保護費の支給、GIS地
図データの入力なども対象業務となっている。また、RPA導入の効果としては、RPAは定型的な業
務の大幅削減を通じて、超過勤務の削減、業務の効率化、他業務への人員充当等をあげる自治体が

多く、RPAが限られた人的資源の効率的な活用に資していることを示す。業務の削減効果に関して
は、導入効果を定量化できている事例の全体に占める割合は、９割以上が34％、７割以上９割未満
が20％、５割以上７割未満が27％、２割以上５割未満が13％などと、大きな効果があげられてい
ることがわかる。ところで、RPAは定型的な業務の削減効果、合理化効果をもたらすものであるが、
そのためには業務フローを、RPAを導入しやすいそれに変えていく必要も生ずるであろうが、それ
は既存の業務フローのあり方を、より効率的な方向に見直すきっかけになるかもしれない。
以上、ICTのデバイスの一つとしてのRPAについて述べてきたが、ICT化全体としては必ずしも地
方自治体の現場での普及が進んでいるとは言えない。また、領域によってICTの活用に大きな差異、
偏りが生じている。少しデータが古いが、情報通信総合研究所が2016年に実施した調査によれば、
教育・防災・防犯などの分野でICT利活用事業実施率は60％を超えるのに、インフラ・産業振興・
雇用の分野では20％程度となっている。それでは、ICT化が進まない要因は何であろうか。一つは組
織内の意識の問題である。そもそも業務改善への意欲が乏しかったり、業務効率の低さへの危機感
がなければ、ICTの利活用へのモチベーションが生じない。これは現場の自治体職員だけではなく、

首長や議会の問題でもある。冒頭で述べた人口減少の実態を、いかに危機感をもって認識し、地域存
続・活性化のビジョンにICT活用を組み込むような意識改革が求められる。
次に、人的資源の問題である。人的資源の問題を解決するのがICT化のねらいの一つであるのだ
が、ICT化を進めるにあたって、それを担う人材の確保に困難を抱えた自治体が少なくない。専門的
な人材と専門的知識・ノウハウの不足を補うためには、民間活力の活用や、他の自治体との共同化な
どが考えられねばならないだろう。民間活力の活用や他の自治体との共同化は、財源の制約が厳しい
小規模な自治体にとっては特に重要である。

お 知 ら せ

一般財団法人地域政策研究会の助成制度
兵庫自治学会の活動にご協力をいただいている一般財団法人地域政策研究会の助成制度をご紹介し
ます。調査・研究を進めるにあたって、是非ご活用ください。
◇ 助成対象分野：地域政策に関する調査、研究（テーマは自由）
◇ 助 成 対 象 者：兵庫県内の自治体（県、市、町）に勤務する職員グループ
◇助

成

額：１件30万円以内（講師謝礼、図書費、交通費等）

◇ 応 募 方 法：令和３年５月20日（木）までに直接申込
◇ 採 否 の 決 定：審査のうえ決定
◇ お問い合わせ：一般財団法人地域政策研究会
〒650-0023 神戸市中央区栄町通４－２－18 キンキビル６Ｆ
TEL：078－362－1456

FAX：078－362－6212

E-mail：info@hyogo-rp.net

※応募用紙等は、所属、職名、氏名、住所、電話番号を明記の上、メール又はFAX にて財団へご請
求ください。

兵庫自治学会の交流の輪を拡げましょう！
学会では入会促進を積極的に呼びかけていますが、会員のみなさまにおかれましても、
関心のある方にお声がけをいただく等の呼びかけにご協力をお願いいたします。

【入会するとこんなメリットが！】
●研究や交流に関する様々な情報が得られます
 会報、メールマガジン、ホームページ等を通じて、イベント等の情報を定期的に受け取れ
ます。
●人的なネットワークを拡げることができます
 学会事業への参加を通じ、地方自治体職員、NPO関係者、
学識者等と知り合い、組織や職種を越えて交流を拡げることが
できます。
●主体的に研究に取り組むことができます
 研究発表大会での発表やディスカッションを通じて、研究を
深め、プレゼンテーション能力を身につけることができます。
●資金助成を受けて研究活動ができます
 グループで研究をしたい人やセミナー等を企画・実施しようとする人は、資金面で一定の
援助が受けられます。 また、交流先の全米公共・行政学会（ASPA）が主催するセミナー
等に参加する場合に資金助成が受けられます。

会員になるには・・・
年会費2,000円。次のいずれかに該当する方ならどなたでもご入会いただけます。
兵庫県職員、県内市町職員、県内に在住又は在勤の学識者・NPO職員・本会の目的に賛同さ
れる個人
●入会方法（申込みは兵庫自治学会ＨＰより簡単に行えます。）
 ッ プ ペ ー ジ（http://hapsa.net/） → メ ニ ュ ー 中
ト
クリックの上、「入会フォーム」に必要事項を記入し送信してください。

を

◆メールマガジン登録のご案内◆
 兵庫自治学会ではメールマガジン（月１～２回）を活用し、タイムリーに各種事業の案内を
行っています。まだご登録でない方は、ぜひご登録ください。
【登録方法】兵庫自治学会ホームページより簡単に行えます！
 ッ プ ペ ー ジ（http://hapsa.net/） → メ ニ ュ ー 中
ト
クリックすると簡単に手続いただけます。

を

