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　新型コロナウイルス感染症への対応として、令和３年度兵庫自治学会総会は規約第１６条第２項の規定により書
面評決としていましたが、会員の皆様から期日（令和３年９月３０日）までに議決事項に対する異議の申し出があり
ませんでした。従って、議決事項（第１号議案「令和２年度事業報告」及び第２号議案「令和２年度収支決算」）
につきましては、原案どおり可決されたものとさせていただきましたのでご報告します。

　令和３年１０月２日（土）に「ポストコロナの新時代～持続可能な地域づくりに向けて～」をテーマとした兵庫自治学
会研究発表大会をオンラインにより開催し、YOUTUBE等によりライブ配信しました。
　午前は全体会、午後は４つの分科会に分かれて会員等による研究発表があり、YOUTUBEの再生回数は合計で
約３００回でした。

　広井良典・京都大学こころの未来研究センター副センター長・教授から、「ポストコロナ・人口減
少社会のデザイン」と題して、今後の社会の展望について語っていただきました。
　広井副センター長は、新型コロナウイルスのパンデミックや気候変動の深刻化も、過度の都市集
中や自然の搾取・破壊などによる人間と生態系の間のバランスの崩れに起因しているのではないか
と指摘されました。また、日本は２００８（平成２０）年をピークに本格的な人口減少社会に急激に移行し
ており、人口増加期・高度成長期の延長線上とは逆の流れや志向が生じると指摘され、最近の若い
世代にはローカル志向があり、そうした方向を支援する政策が必要であるとも主張されました。

　さらに、AIを活用して日本の未来をシミュレーションし、持続可能な日本の未来に向けた政策提言をされました。
その中で８～１０年後までに都市集中シナリオと地方分散シナリオの分岐があり、持続可能性の観点からより望ましい
地方分散シナリオを実現するためには、労働生産性から資源生産性への転換を促す環境課税や再生可能エネルギー
の活性化、地域コミュニティを支える文化や倫理の伝承、住民・地域社会の資産形成を促す社会保障などの政策が有
効と話されました。持続可能な地方分散シナリオの実現のためには、地域内の経済循環を高める政策が必要とも指摘
されました。また、AIを活用した兵庫県の未来予測では新分散型社会に向けて、オンラインやテレワークなどのデジタ
ル化や分散型（再生可能）エネルギー、高齢化に伴う医療・福祉分野の広がりや農業の新たな価値の創出など、経済構
造も分散型にすることが重要であると指摘されました。
　今後のまちづくりに関しては、高齢化に対応して福祉政策とまちづくり・都市政策をつないで、ヨーロッパなどの街
に見られるような、中心部から自動車を排除して高齢者等がゆっくりと過ごせるような場所をつくること、コミュニ
ティ空間という視点を重視した歩行者中心の街を実現していくべきとされ、姫路駅前の歩行者と公共交通のみの
「トランジットモール」を高く評価されました。また、今後はポスト情報化の「生命」の時代になるとして、健康・医療、
環境、生活・福祉、農業、文化など「生命」関連産業の重要性が高まると考えられます。日本は人口減少・超高齢社会のフ
ロントランナーとして多くの課題を抱える一方、元来分散的で地域の多様性の豊かな社会であり、ローカルから出発
しつつ、環境・福祉・経済が調和した「持続可能な福祉社会」のモデルを先導的に実現・発信していくポジションにある
のではないかと結ばれました。
　講演録及び録画を当学会ホームページ（http://hapsa.net/）の会員専用ページに掲載していますので、ご参照く
ださい。

令和３年度総会について

令和３年度研究発表大会を開催

●全体会（基調講演）



　深刻化する温暖化問題に対し、兵庫県の重要な産業として位置付けられる酒米生
産の高度化につながることが期待される研究でした。
　最適期決定システムの開発、温暖化耐性のある新品種開発などの研究は、勘に頼ら
ない科学に基づく農業振興です。高齢化・担い手不足の課題を抱える農業分野にお
いて、これまでの農業のイメージを変革し、若い世代の従事拡大に寄与することを期
待します。

優秀発表者・特別賞受賞者のご紹介

○第２分科会　産業・農業振興
　池上 勝（兵庫県立農業技術総合センター酒米試験地）

テーマ：「温暖化に対する酒米の栽培技術と新品種の開発」 

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）の寸評 

　令和３年度研究発表大会における優秀発表者と特別賞受賞者を以下のとおり決定しました。
　優秀発表者には学会誌兵庫自治学へ論文を寄稿いただき、特に優秀な研究論文を「兵庫自治学会賞」とし
て選考する予定です。
　３月に表彰式を開催し、優秀発表者及び兵庫自治学会賞受賞者には、賞状と研究奨励金（兵庫自治学会賞
５万円、優秀発表者３万円）、特別賞受賞者には賞状と図書カードを授与することとしています。

　午後からは「地域振興・健康福祉」、「産業・農業振興」、「教育・地域連携」、「行政運営」の４つの分科会に分か
れ、１８人の会員等（グループを含む。）が日頃の研究成果をオンラインで発表して議論が交わされました。分
科会では、学識者がコーディネーター、行政幹部職員がアドバイザーを務め、研究活動を深めるためのアドバ
イスを行うとともに、テーマに沿った問題提起を行いました。
　行政職員のほか、地域で活動を続けている方、大学生などからも多くの発表があり、地域課題や行政政策
への関心の高さと広がりが感じられました。今後の発表者・参加者の主体的な政策形成活動につながるもの
と期待されます。
　なお、３月発行の学会誌に優秀論文を掲載する予定ですのでご期待ください。

　この度は兵庫自治学会の優秀発表者に選出頂きまして誠にありがとうございます。コーディネーターの山
下先生、アドバイザーの廣瀬局長には、お忙しい中、発表への助言を頂きまして、心より感謝申し上げます。
　２０年前から顕著になってきた温暖化に対する対策としては「最適作期決定システム」などの栽培技術で準
備することができましたが、今後も予測されているさらなる気温の上昇に対しては、いよいよ新品種による
対応しかないと感じております。温暖化という環境条件でも「山田錦」と同じ優れた酒造適性をもつ酒米の開
発を後輩と本格的に始めたいと思います。今後とも関係の皆様のご助言を賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。

受賞コメント

優秀発表者

●分科会



　地方都市から大都市への人口流出における大学生の存在は、長らくその要因の一つとされてきました。そ
の意味で、この研究のテーマは一見単純そうに見えるのですが、当事者である学生自身の視点から、その傾
向をアンケートによりとらえるとともに、行政の担当者に丁寧な聞き取りで得たデータをもとに、この課題を
自分事として考えようとする姿勢を評価しました。人口減少が続く中で、行政もこうした関心を持つ学生と協
働して、選ばれる地域づくりのあり方を若者目線で考えてみることが大切ではないでしょうか。研究を深めて
行かれることを期待しています。

○第４分科会　行政運営
　清水 龍、野間須 亘、安積 紗菜
    （追手門学院大学地域創造学部地域創造学科藤原ゼミ）

テーマ：「大学生の就業による人口流出」 

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）の寸評 

　この度は、優秀発表者にご選出いただき誠にありがとうございます。熱心にアドバイスをしていただいた
コーディネーターの畑先生と城谷局長及び兵庫自治学会の皆様には心より感謝申し上げます。 
　チーム全員が兵庫県出身という中で、県内の若者の流出という点に問題意識を持ち、研究に取り組んでま
いりました。今後は、発表に際していただいたアドバイスを参考にし、就職等に関する行政と学生との認識
ギャップの解消に向けてどのような施策が有効であるのか研究を進めてまいります。 
　新型コロナウイルスの流行によりオンラインでの開催でしたが、とても貴重な経験をさせていただきまし
た。ありがとうございました。

受賞コメント

　現在、日本における「子どもの貧困率」は7人に1人の割合で先進国の中では、高い水
準です。子どもの貧困は肉体的成長或いは精神的成長に大きな影響を与えます。同団
体の研究成果は、会員による日々の地道な実践活動(「みんなの食堂」・「英語学習支援」
等)を通じて、子どもの貧困の実態を把握すると同時にその理論構築に至ったところに
あります。今後、実践と理論のより一層の深化を期待したいと思います。

○第１分科会　地域振興・健康福祉
　上田 尚男（神戸シルバー大学院（第１４期生）、いばしょ）

テーマ：「日本の子どもの貧困に関する研究」 

コーディネーター（成清 美治　神戸親和女子大学客員教授）の寸評 

　この度は、特別賞を賜りまことにありがとうございます。コーディネーター及びアドバイザーの先生方か
ら、貴重なご助言をいただきましたこと御礼申し上げます。
　現在の豊かな日本で、子供たちの7人に1人が貧困状況にあると言うことに驚きを覚えますが、これは子育
てしながら働いているシングルマザーの高い貧困率に一因があると言う事実でした。私達はこれに対し実践
的活動「みんなの食堂」「英語学習支援」を通してより多くの人達と共生していきたいと考えています。
　決してサイレントマジョリティ（物言わぬ多数派）とはならないことを願って、受賞を励みにますます活動に
励んでいきたいと思っています。有り難うございました。

受賞コメント

特 別 賞



　若い世代の大都市圏への転出が多い姫路市の現状を改善していくための手掛かりを得ることを主な目的
とし、姫路市在住の大学生の住環境への満足度や定住意欲、姫路市に対するイメージ、など現在の姫路市に
ついての若い人たちの意識を捉えることを試みた研究です。自分たちでアンケートを作成しそれを実施して
得た自前のデータを用いている点や、選択肢回答方式と自由回答方式の両方式による回答のデータに基づ
き、多面的・多角的なアプローチと分析を試みている点などが特に評価に値すると思います。アンケート項目
の選び方や自由回答への質問内容などを始め、研究全体を通じて、姫路市に居住して大学生活を送っている
当事者の視点が反映されている点からも、注目に値する研究であると言えます。

○第３分科会　教育・地域連携
　大西 飛勇吾、岡田 ほのか、壽賀 菜々葉、中島 勇風、村田 萌々香
    （兵庫県立大学環境人間学部太田ゼミ）

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－ 

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）の寸評 

　この度は、特別賞という名誉ある賞を頂戴し、光栄に思います。ゼミ生一同、大変嬉しく思っております。コーディネー
ターの石田先生、アドバイザーの井筒課長をはじめ、ご推薦頂きました学会関係者の皆様に深く御礼申し上げます。
　私たちは一人暮らし大学生を対象にアンケートを実施し、住環境満足度向上のための提案に関する研究を行い
ました。今回、このような賞を頂いたことについては、太田先生をはじめとする研究を支えて下さった先生や兵庫
県立大学生協様、またアンケートやヒアリング調査にご協力頂いた皆様に感謝すると共に、この受賞を励みに、御期
待に添えるよう、今後も精進してまいります。貴重な御意見を下さった関係者の皆様、心より御礼申し上げます。あ
りがとうございました。

受賞コメント

　人工知能の導入は、社会の様々な場面で始まっています。また、その効果も期待され、行政運営のなかでも
効率化の観点等から何らかのシステムの導入が始まっており、兵庫県内自治体の実態を調査により明らかに
したことは評価できます。ただ、もたらされた効果については、県内自治体の実態を明らかにするまでには
至っておらず残念です。導入済みの自治体といえども、一部システムでの導入であるなど、まだ過渡期にある
ことから、もう少し踏み込んだケーススタディなどで効果や課題を明らかにできれば良かったのではないか
と考えます。コロナ禍で様々な制約があったかとは思いますが、今後のさらなる深化を期待しています。

○第４分科会　行政運営
　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
　小林 亮輝、小手川 菜波、本田 凌一、瀧 虎ノ介、上野 優寿希、吉村 紗也加、
　吉井 健次朗、森川 紗帆、永田 理帆、山本 貫太、西岡 沙耶、山本 瑠香、小澤 
　将秀、上田 亜希子、高波 寛生、吉野 蒼汰、後藤 亮平、石原 嵩大、竹中 実咲
　季、牧野 有華、増家 圭、津守 壮大朗、福原 楽

テーマ：「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」

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）の寸評 

　この度は、兵庫自治学会の特別賞という名誉ある賞を頂戴し、光栄に思います。ゼミ生一同、大変嬉しく思っ
ております。コーディネーターの畑先生、アドバイザーの城谷美也子局長をはじめ、ご推薦頂きました学会関係
者の皆様に深く御礼申し上げます。自治体のAI研究をきっかけとして、行政のあり方に関心を持つことができ
たように思います。今回、このような賞を頂いたことについて、上村先生をはじめとする研究を支えて下さった
先生方に感謝すると共に、上村ゼミ13期生で喜びを共有し、この受賞を励みに御期待に添えるよう、今後も精
進してまいります。貴重な御意見を下さった関係者の皆様、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

受賞コメント



令和３年度第１回オンラインセミナーを開催
　兵庫自治学会では、令和３年９月１０日（金）にオンラインによるセ
ミナーを開催しました。
　セミナーは、兵庫自治学会の山下淳代表運営委員（関西学院大学
法学部教授）の開会あいさつで始まり、高木超・慶應義塾大学大学
院政策メディア研究科特任助教から「SDGs×自治体!?～ 自治体に
おけるSDGs の活用について ～」と題して、SDGｓの基本的な考
え方や自治体における活用方法などを分かりやすく解説していた
だき、質疑応答も活発に行われました。
　高木講師ご提供の事前配布資料を当学会ホームページ
（http://hapsa.net/）に掲載しています。

令和３年度第２回オンラインセミナー開催のお知らせ令和３年度第２回オンラインセミナー開催のお知らせ

○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。

　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、両制度で年間２件まで)

今年度内閣府のＳＤＧｓ未来都市に選定された姫路市と西脇市及び兵庫県の関係者による
パネルディスカッションをオンラインで実施し、自治学会会員や県内自治体関係者等にライ
ブ配信します。

ＳＤＧｓ未来都市に選定された取り組み内容の紹介及び今後のポストコロナ社会に向けた持
続可能な地域づくりについて意見交換

日 時 令和４年３月下旬 

内 容

　第２回オンラインセミナーを以下のとおり開催する予定で準備をしています。
　詳しい内容や参加方法等は後日ホームページ（http://hapsa.net/）に掲載し、メールマガジンでお知らせしますので
是非ご参加ください。

テーマ：「SDGs未来都市～ポストコロナの持続可能な地域づくり～」

○本年度SDGs未来都市に選定された２市のテーマ
　　　・姫路市　「世界をつなぐSDGs未来都市ひめじの夢」
　　　・西脇市　「人輝き　未来広がる　SDGs田園協奏未来都市　にしわき」

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！

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！



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！
トップページ(http://hapsa.net/)→メニュー中

をクリックすると簡単に手続いただけます。 

2022全米公共・行政学会 (ASPA)年次総会（全国大会）等参加者募集のお知らせ
　兵庫自治学会が交流を行っている全米公共・行政学会 (ASPA : American Society for Public Administration)が
開催する年次総会（全国大会）やASPAエバーグリーン支部主催のセミナー等への参加について、会員の皆様が参
加を希望される場合、所要の条件を満たす方を対象に審査・選考のうえ、15万円を限度に所要経費を助成する制度
があります。
　ASPA年次総会（全国大会）への参加を希望される方は、志望動機及び大会参加を踏まえた自治学会への貢献に
ついての考えを2,000字程度（A4用紙1枚）でまとめた書類を作成のうえ、令和4年2月10日（木）までに事務局へご
連絡ください。

【大会概要】

１ 開催期間 : ２０２２年３月１８日（金）～２２日（火）
２ 開催場所 : アメリカ合衆国 フロリダ州ジャクソンビル
3 参 加 者 : 連邦政府・州職員、ＮＰＯ職員、学識者、学生のほか各国ＡＳＰＡ会員等
詳細はホームページ（ASPAサイト）をご覧ください。→
https://www.aspanet.org/ASPA/Events/ASPA/Events/Events-Main.aspx?hkey=
1f0bae1d-0e61-401b-ab9c-ac1eea50716f

【助成対象者の条件】
下記すべての要件を満たすこと 
（1）ＣＥＦＲ（Common European Framework of Reference for Languages）のＢ２レベル（例：実用英語
　　技能検定準１級）と同等以上の英語能力を有すること。
(2) 帰国後、参加報告書（5,000字程度）を提出すること（学会誌・会報に掲載）。
(3) 参加で得た知見を政策提言や地域貢献等の形で、兵庫自治学会の活動に生かす用意があること。
(4) 兵庫自治学会と全米公共・行政学会との交流にボランティア・アドバイザー等として協力すること。

ひょうご震災記念21世紀研究機構からのお知らせ

「21世紀ひょうご」第31号が発行されます。
巻頭言　五百旗頭　真（（公財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構理事長）
特　集　【テーマ】　「ポストコロナ社会の課題と展望」
　　　　〈執筆者〉　京都大学こころの研究センター副センター長・教授　広井 良典
　　　　　　　　　関西大学社会学部教授　草郷 孝好
　　　　　　　　　甲南大学文学部教授　阿部 真大
　　　　　　　　　大阪市立大学大学院准教授　松永 桂子
　　　　　　　　　兵庫県立大学社会情報科学部准教授　笹嶋 宗彦
○定期購読の申込み・問い合わせ先
　（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
　〒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6F
　TEL：078-262-5713　FAX:078-262-5122　E-mail:gakujutsu@dri.ne.jp




