日本計画行政学会 第 34 回全国大会のご案内
■日
時：平成 23 年 9 月 10 日（土）～11 日（日）
■場
所：中央大学後楽園キャンパス（文京区春日 1-13-27）
■大会テーマ：
「ソーシャルイノベーションと計画行政のフロンティア」
■大 会 要 旨：
少子高齢化とグローバル競争に揺れる日本において、国家デザインの改革がまさに必要とされている。その一連
の制度設計には、ソーシャルイノベーションという考え方が重要である。例えば持続可能な経済社会システムの構
築、公務員制度改革や抜本的な行財政改革、地域主権型道州制、熟議民主主義や新しい公共に根差した市民参画か
ら始まり、計画行政上のニーズと技術的シーズの蓄積と相まって、具体的にどう進めるかに焦点を合わせて明らか
にしてゆく必要がある。
また、今回の東日本大震災を受けて、学会としてどのような形で復興に貢献できるかについても、学会同士の連
携も含めて本大会にて問題提起、討論、提言する機会を設ける。

■大会役員組織体制
【大会名誉会長】
五井 一雄

【プログラム委員会】
中央大学名誉教授

委員長
根本 敏則

【大会会長】
原科 幸彦

副委員長
東京工業大学大学院教授

【大会副会長】
川野辺 裕幸

辻井 重男

東京工業大学名誉教授

浅見 泰司

東京大学教授

委員
東海大学教授

【組織委員会】
委員長
細野 助博

一橋大学大学院教授

中央大学大学院教授

副委員長

真渕 勝

京都大学教授

山田 正

中央大学教授

谷下 雅義

中央大学教授

城山 英明

東京大学大学院教授

小林 慶一郎

一橋大学教授

山崎 朗

中央大学教授

西浦 定継

明星大学教授

山本 佳世子

電気通信大学大学院准教授

山本 佳世子

電気通信大学大学院准教授（併任）

中村 まづる

青山学院大学教授

委員

宮崎 緑

千葉商科大学教授

片山 健介

東京大学助教

風見 正三

宮城大学教授

金 昶基

東京大学研究員

川上 征雄

国土交通省国土計画局総合計画課長

長坂 俊成

防災科学技術研究所主任研究員

【運営委員会】

【事務局】

委員長

事務局長

田中 廣滋

中央大学教授

谷口 洋志
副事務局長

副委員長
谷下 雅義

■費

中央大学教授

中央大学教授（併任）

植野 妙実子

中央大学大学院教授

飯島 大邦

中央大学准教授

用：
（参加費等は、大会当日受付にて申し受けます）

参加費

懇親会費

一般会員
学生会員
非会員

5,000 円（研究報告要旨集代１冊含む）
4,000 円（研究報告要旨集代１冊含む）
6,000 円（研究報告要旨集代１冊含む。ただし、参加のみであれば 4000 円）
5,000 円
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■プログラム
【第 1 日目】
09:30-9：50
10:00-12:00
12:40-13:45

14:00-16:30

16:45-17:15
17:30-19:30
【第２日目】
09:00-10:30
10:45-12:15
13:15-15:15
15:30-17:30

9 月 10 日（土）
開会式、学会賞授与式
研究報告Ⅰ、ワークショップⅠ
基調講演
テーマ：
『大震災とソーシャルイノベーション』
講 師：鈴木 寛（前文部科学副大臣）
シンポジウムⅠ
テーマ：
『災後と首都機能－東日本大震災からの復興過程と首都機能のあり方』
パネリスト：
中林 一樹（明治大学大学院 特任教授）
北本 政行（国土交通省大臣官房付（前同首都機能移転 企画課長）
）
畑 正夫（兵庫県企画県民部ビジョン局長）
コーディネーター：
大西 隆（東京大学大学院 教授）
総 会
懇親会（会場 「コモンズ」
）
9 月 11 日（日）
研究報告Ⅱ、ワークショップⅡ
研究報告Ⅲ、ワークショップⅢ
研究報告Ⅳ、ワークショップⅣ
シンポジウムⅡ
テーマ：
『ソーシャルイノベーションの課題』
パネリスト：
青島矢一（一橋大学イノベーション研究センター 准教授）
角南篤（政策研究大学院大学 准教授）
有本建男（科学技術振興機構 社会技術研究開発センター長）
コーディネーター：

城山英明（東京大学法学部 教授）
17:30-17:45 全国大会優秀発表者表彰式
17:45
閉会式
【総合司会】
長谷川結香（中央大学総合政策学部生）
、脇山理子（中央大学総合政策学部生）
■協賛団体（50 音順）

HR ソリューションズ株式会社
株式会社 紀伊國屋書店
株式会社 共立メンテナンス
ソフトバンクテレコム株式会社
ソフトバンクモバイル株式会社
学校法人 中央大学
独立行政法人 防災科学技術研究所
丸善株式会社
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■プログラム・会場の構成
日程

教室

5534

5137

5138

5234

5233

5336

5236

5333

5334

5335

5235

時間

総会会場

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

第7会場

第8会場

第9会場

第10会場

A-1
WS
協賛企業
ソフトバンク

A-2
RP
社会資本整備

A-3
RP
国土計画

A-4
RP
地域経済

A-5
RP
環境整備・市民参
加

A-6
RP
温暖化対策

A-7
RP
都市計画

A-8
WS
イノベーション

9/10
（土曜日） 9:309:50

12:0012:40

9/11
(日曜日)

5133

発
表
者
控
室
（
発
表
準
備
等
で
お
使
い
く
だ
さ
い
）

大
会
事
務
局
本
部

開会式、学会賞授与式

10:0012:00

12:4013:50

5135

A-9
A-10
WS
WS
社会貢献プラット 災害対応の広域連携
フォーム
とガバナンス

昼休み
基調講演

14:0016:30

シンポジウムⅠ

16:4517:15

総会

17:3019:30

懇親会
（会場：コモンズ）

9:0010:30

B-1
WS
ソーシャルキャピ
タルの創造

B-2
RP
交通

B-3
WS
政権交代

B-4
WS
電子行政Ⅰ

B-5
WS
政策イノベーショ
ン

10:4512:15

C-1
WS
協賛企業
ソフトバンク

C-2
WS
国土計画

C-3
WS
復興のグランドデ
ザイン

C-4
WS
電子行政Ⅱ

C-5
WS
安心・安全

D-1
WS
復興まちづくり

D-2
WS
中国の地域格差

D-3
WS
社会的企業の役割
と支援

D-4
WS
電子行政Ⅲ

12:1513:15

B-6
RP
環境政策

B-7
RP
まちづくり・地域
づくり1

B-8
RP
ガバナンス1

B-9
RP
災害・復興

B-10
WS
水資源事業の意思決
定

C-6
C-7
WS
RP
複合リスクガバナ まちづくり・地域
ンス
づくり2

C-8
RP
ガバナンス2

C-9
WS
復興の計画理論

C-10
WS
巨大複合災害の情報
ガバナンス

昼休み

13:1515:15

15:3017:30

シンポジウムⅡ

17:3017:45

全国大会優秀発表者表彰
式

17:45

閉会式

D-5
RP
ソーシャルキャピ
タル

RP：研究論文発表セッション
WS：ミニシンポ形式のワークショップ
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D-6
RP
観光

D-7
RP
市街地整備

D-8
RP
歴史・文化

D-9
D-10
WS
WS
被災地の地域内経 復興に向けて財政の
済循環モデル
持続可能性

研究報告Ⅰ、ワークショップⅠ 9 月 10 日（土）10:00‐12:00
第 1 会場 協賛企業提携セッション
-社会インフラとしての通信キャリアの社会的責任と震災への取り組み- (A-1)
報告 「東日本大震災への復旧対応と今後のモバイルネットワークについて」
飯田 唯史（ソフトバンクモバイル株式会社 技術統括 技術管理本部 本部長）
「在宅勤務ソリューションが実現する企業経営力強化」
立田 雅人（ソフトバンクテレコム株式会社クラウドサービス開発本部 ビジネス開発室 室長）
第 2 会場 社会資本整備 (A-2)
座長 木谷 忍（東北大学）
、村山 武彦（早稲田大学）
A-2-1 「地方小都市圏型超広域合併都市の地域経営と空間管理: 有中心型と分散型の超広域合併都市の比較から」
○ 福島 茂（名城大学都市情報学部 教授）
A-2-2「都市部における学校の新設計画に関する研究―仙台市の公立小学校を事例として―」
○ 黒澤 宏輔（宮城大学大学院事業構想学研究科博士前期課程）
風見 正三（宮城大学事業構想学部教授）
A-2-3「歴史的市街地における公共サイン計画に関する研究―中高年者の視点からみた考察―」
○ 森岡 麗湖（門真市 係員）
村橋 正武（大阪工業大学 教授）
A-2-4「日本人の談合に対する意識とその背景要因に関する研究
―入札談合に関するインターネット意識調査を基に―」
坂野 達郎（東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻 准教授）
○ 中川 智仁（東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻 修士課程）
第 3 会場 国土計画 (A-3)
座長 根本 敏則（一橋大学）
、瀬田 史彦（大阪市立大学）
A-3-1 「地方都市における政策形成基盤の構築に向けた一考察－三遠南信地域における広域連携を事例として－」
○ 内海 巌（高崎経済大学大学院地域政策研究科博士後期課程）
A-3-2 「震災リスクを考慮した国土利用構造に関する研究」
○ 紀伊 雅敦（香川大学工学部 准教授）
土井 健司（香川大学工学部 教授）
A-3-3 「大学等進学・就職にともなう人口移動の男女別の比較分析」
○ 長瀬 勇人（三井不動産株式会社 Ｓ＆Ｅ総合研究所 主任研究員）
A-3-4 「中枢管理機能の立地再編と生活圏の階層(2000～2010 年)」
○ 藤本 典嗣（福島大学共生システム理工学類 准教授）
A-3-5 「公共政策の仮説的側面に関する一考察: 戦後の国土政策を事例に」
○ 金 昶基（東京大学都市工学専攻 特任研究員）
第 4 会場 地域経済 (A-4)
座長 山崎 朗（中央大学）
、平 修久（聖学院大学）
A-4-1 「コメ戸別所得補償が米価に与えた影響の可能性」
○ 田家 邦明（中央大学経済研究所客員研究員）
A-4-2 「サービス業におけるイノベーション活動の空間的特徴に関する研究」
○ 林 和眞（東京大学工学系研究科都市工学専攻博士課程）
城所 哲夫（東京大学工学系研究科都市工学専攻 准教授）
大西 隆（東京大学工学系研究科都市工学専攻 教授）
A-4-3 「関西地域間産業連関表による行政圏を越えた経済活動の計量分析」
○ 武者加苗(札幌大学経済学部 准教授)
下田 充(日本アプライドリサーチ研究所 副主任研究員)
入江 啓彰(近畿大学世界経済研究所 助教)
A-4-4 「地域に根差した CO2 削減策と地域経済再生の可能性：東海地域におけるシミュレーション分析」
○ 渡邉 聡（名古屋大学大学院環境学研究科 研究員）
竹内 恒夫（名古屋大学）
杉山 範子（名古屋大学）
松野正太郎（名古屋大学）
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A-4-5 「地域経済における水産海洋関連産業の役割に関する研究（函館地域の例）
」
○ 古屋 温美（北海道大学大学院水産科学研究院 特任准教授）
佐藤 規之（株式会社クマシロシステム設計 計画調査部長）
寺島 貴志（株式会社クマシロシステム設計 常務取締役）
齊藤 恒夫（国土交通省北海道開発局函館開発建設部 漁港対策官）
中村 篤（国土交通省北海道開発局函館開発建設部 築港課長）
船山 大介（函館市観光コンベンション部観光振興課 主査）
第 5 会場 環境整備・市民参加 (A-5)
座長 風見 正三（宮城大学）
、城所 哲夫（東京大学）
A-5-1 「住民参加による河川整備計画に関わる法律の枠組み」
○ 荒畑 俊治（名古屋産業大学大学院 博士後期課程）
A-5-2 「多摩川水系河川整備計画の実施段階における市民団体ネットワークの機能」
○ 飯塚 史乃（東京工業大学大学院総合理工学研究科 博士課程）
原科 幸彦（東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授）
A-5-3 「ドイツの協働まちづくりにおける人材育成システムの特徴-バーデン・ヴュルテンベルグ州を事例として-」
○ 竹内 彩乃（東京工業大学大学院総合理工学研究科 博士後期課程）
原科 幸彦（東京工業大学大学院総合理工学研究科 教授）
第 6 会場 温暖化対策 (A-6)
座長 和泉 潤（名古屋産業大学）
、山本佳世子（電気通信大学）
A-6-1 「自治体における低炭素施策促進要因モデルの提案」
○ 増原 直樹（法政大学低炭素都市研究プロジェクト客員研究員）
木村 浩巳（法政大学大学院政策科学研究科修士課程）
小河 誠（法政大学低炭素都市研究プロジェクト客員研究員）
田中 充（法政大学社会学部教授・地域研究センター専担所員）
A-6-2 「地域社会における温暖化の適応策の動向と課題」
○ 山本 多恵（法政大学大学院政策科学研究科修士）
田中 充（法政大学大学院政策科学研究科教授）
A-6-3 「地方自治体における建築物の地球温暖化対策制度に関する研究(3)」
○ 中田 雅陽 （法政大学大学院博士後期課程）
A-6-4 「地方自治体の気候変動適応策における参加型手法の適用可能性」
○ 馬場 健司（電力中央研究所 上席研究員）
北風 亮（法政大学大学院政策科学研究科）
A-6-5 「地方自治体の低炭素施策の構造化に関する研究」
○ 田中 充（法政大学社会学部・地域研究センター）
木村 浩巳（法政大学地域研究センター）
小河 誠（法政大学地域研究センター）
増原 直樹（法政大学地域研究センター）
第 7 会場 都市計画 (A-7)
座長 西浦 定継（明星大学）
、片山 健介（東京大学）
A-7-1 「各都市のコンパクトシティの考え方と取り組みに関する研究」
○ 山元 陽平(大阪工業大学大学院 修士１年)
村橋 正武(大阪工業大学 教授)
A-7-2 「地区レベルの人口変動からみた地方都市圏の集約型都市構造再編に向けた課題-岡山都市圏を対象として-」
○ 竹内 幹太郎（岡山大学大学院環境学研究科 博士後期課程 3 年）
氏原 岳人 （岡山大学大学院環境学研究科 助教）
阿部 宏史 （岡山大学大学院環境学研究科 教授）
A-7-3 「中国の政府間都市計画の権限区分に関する研究」
○ 徐 旭（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻 博士課程）
A-7-4 「土地利用規制に着目した青森県都市地域におけるコンパクトシティ形成の現状分析」
○ 奥山 直人（電気通信大学大学院情報システム学研究科博士前期課程）
山本 佳世子（電気通信大学大学院情報システム学研究科）
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第 8 会場 イノベーションを推進する仕組みと組織 (A-8)
司会 田中 廣滋（中央大学 教授）
報告 神山 和美（中央大学 兼任講師）
米田 篤裕（矢崎総業 監査部長）
宮野 俊明（九州産業大学 教授）
第 9 会場 震災復興を支援する社会貢献プラットフォームの構築
- 社会イノベーションを創発する学・民ネットワーク ―イノベーションを推進する仕組みと組織 (A-9)
司会 香川 敏幸（慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科）
報告 一ノ瀬 友博（慶應義塾大学 環境情報学部 准教授）
清水 肇子（公益財団法人さわやか福祉財団 事務局長）
増田 英樹（DPM ジャパン CEO）
原田 博夫（専修大学 経済学部 教授）
第 10 会場 火山災害における災害対応の広域連携と復興過程での地域振興のガバナンス
～新燃岳と三宅島を事例に～ (A-10)
司会 坪川 博彰 （独立行政法人防災科学技術研究所 研究員）
報告 長坂 俊成 （独立行政法人防災科学技術研究所 主任研究員）
肥後 正弘 （宮崎県小林市 市長）
長峯 誠
（宮崎県都城市 市長）
平野 祐康 （東京都三宅村 村長）
藤元 隆
（NPO 法人エコワールドきりしま 理事長）
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研究報告Ⅱ、ワークショップⅡ 9 月 11 日（日）9：00-10：30
第 1 会場 地域主体のソーシャルキャピタルの創造を考える ～東北関東大震災の復興に向けて～ (B-1)
司会 風見 正三（宮城大学事業構想学部 教授）
東海林 伸篤（東京都世田谷区）
（総合司会）
報告 黒籔 誠（経済産業省貿易管理部 課長補佐）
大和田 順子（ロハス・ビジネス・アライアンス 共同代表）
木下 斉（エリア・イノベーション・アライアンス 代表理事）
第 2 会場 交通 (B-2)
座長 川上 洋司（福井大学）
、近藤 光男（徳島大学）
B-2-1 「日本と東アジアを結ぶ高速船（フェリー・RORO 船）の現状と課題」
○ 菅 正史（下関市立大学 准教授）
藤原 利久（財団法人国際東アジア研究センター 協力研究員）
B-2-2 「発展途上国における運輸交通に関する制度の整備のための考察(4)
－制度の整備のためのチェックリストの提案－」
○ 金子 彰 (東洋大学国際地域学部教授)
B-2-3 「フェリー航路による物流コスト削減効果の定量分析」
土井 健司（香川大学 工学部 教授）
紀伊 雅敦（香川大学 工学部 准教授）
池田 直太（国土交通省 四国地方整備局 港湾空港部長）
○ 中尾 健良（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員）
清谷 康平（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 研究員）
B-2-4 「フェリー航路の社会・経済的存在価値に関する総合的考察」
土井 健司（香川大学 工学部 教授）
紀伊 雅敦（香川大学 工学部 准教授）
池田 直太（国土交通省 四国地方整備局 港湾空港部長）
中尾 健良（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 主任研究員）
○ 清谷 康平（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 研究員）
第 3 会場 公共選択学会との連携；政権交代と政策決定 (B-3)
司会 川野辺 裕幸（東海大学政治経済学部教授）
報告 富崎 隆（駒澤大学法学部教授）
西川 雅史（青山学院大学経済学部教授）
権丈 善一（慶應義塾大学商学部教授）
第 4 会場 電子行政の推進と課題 PartⅠ(B-4)
司会 辻井 重男（東京工業大学名誉教授）
基調講演
『電子行政の本格的実現へ向けての課題』
須藤 修 （東京大学大学院教授）
パネル討論 A
「年金、医療・介護、災害等に対する国民の不安の解消へ向けて」
秋山 昌範（東京大学政策ビジョン研究センター教授）
井堀 幹夫（東京大学高齢社会総合研究機構、市川市元情報監理官）
遠藤 紘一（日本経団連 電子行政推進委員会電子行政推進部会長リコージャパン株式会社代表取締役会
長執行役員）
佐々木良一（東京電機大学教授、デジタル・フォレンジック研究会理事長）
湯浅 墾道（情報セキュリティ大学院大学教授、九州国際大学客員教授）
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第 5 会場 ソーシャル・キャピタルと政策イノベーション (B-5)
司会 澤井 安勇（帝京大学客員教授）
報告 石田 祐（明石工業高等専門学校一般科目講師、安心・安全）
奥山 尚子（大阪大学社会経済研究所特任助教、ボランティア・NPO）
濱野 強（島根大学プロジェクト研究推進機構専任講師、健康・福祉）
丸田 昭輝（株式会社テクノバ 調査研究一部 主査、環境・エネルギー）
第 6 会場 環境政策 (B-6)
座長 若井 郁次郎（大阪産業大学）
、押谷 一（酪農学園大学）
B-6-1 「環境配慮行動を事例とした協力行動と遅延・確率・社会的割引率の関係に関する研究」
坂野 達郎 (東京工業大学大学院社会理工学研究科社会工学専攻准教授)
○ 大石 量平 (株式会社野村総合研究所)
B-6-2 「食品製造業におけるゼロエミッション活動の評価方法に関する研究」
○ 張 世峰 （電気通信大学大学院情報システム研究科博士後期課程）
山本佳世子（電気通信大学大学院情報システム研究科）
和泉 潤
（名古屋産業大学環境情報ビジネス学部）
B-6-3 「地方政府の役割に着目した中国の環境配慮型都市政策」
○ 金 振 ((財)電力中央研究所 協力研究員)
馬場 健司 ((財)電力中央研究所 主任研究員)
田頭 直人 ((財)電力中央研究所 上席研究員)
第 7 会場 まちづくり・地域づくりⅠ (B-7)
座長 坂野 達郎（東京工業大学）
、保井 美樹（法政大学）
B-7-1 「流域環境への意識を啓発するためのウェブサイトの制作と効果の検証」
○ 秀島 栄三 （名古屋工業大学大学院 准教授）
B-7-2 「開発手続と一体化した「紛争調整手続」の有効性等に関する研究」
○ 松本 昭（東京大学大学院都市工学専攻 博士課程）
B-7-3 「子どもの視点から「遊び環境」政策を考察－韓国における子ども公園政策事例から－」
○ 崔 顯株（一橋大学大学院社会学研究科 博士後期課程）
B-7-4 「住環境保全を目的とした自主ルールおよび条例に基づく事前協議の比較」
○ 堂免 隆浩（一橋大学大学院社会学研究科 准教授）
第 8 会場 ガバナンスⅠ (B-8)
座長 吉川 富夫（県立広島大学）
、川崎 一泰（東海大学）
B-8-1 「多核型大都市圏における空間戦略と広域ガバナンス－オランダ・ランドシュタットと関西圏の比較考察－」
○ 片山 健介（東京大学大学院工学系研究科助教）
B-8-2 「公共施設の総合的な統廃合・再編のための計画行政
－先進自治体の取組事例にみる施設と市民サービスの捉え方の違い－」
○ 瀬田 史彦（大阪市立大学 准教授）
B-8-3 「名古屋市地域委員会制度による地域予算検討プロセスの実態〜対話性や熟議性に着目して〜」
○ 吉村 輝彦（日本福祉大学 国際福祉開発学部 准教授）
B-8-4 「名護市長選挙における「民意」の動態―投票行動の変化と普天間問題をめぐる態度変化―」
○ 塩沢 健一（日本学術振興会特別研究員 PD）
第 9 会場 災害・復興 (B-9)
座長 戸田 常一（広島大学）
、真渕 勝（京都大学）
B-9-1 「サテライト方式による災害ボランティアセンターの役割～岩手県大槌町を事例に～」
○ 石川 文月（東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程）
上地 成就（東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程）
岡島 雄（東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程）
小森 陽昇（東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程）
B-9-2 「四川大震災の復興政策についての考察」
○ 劉継生（創価大学准教授）
B-9-3 「自主防災組織の現状と機能化に向けての課題」
○ 有馬 昌宏（兵庫県立大学応用情報科学研究科 教授）
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第 10 会場 水の安全保障 -地球規模の水問題の現状とわが国の貢献- (B-10)
司会 山田 正（中央大学理工学部都市環境学科教授）
報告 桝原 邦明（東京都建設局河川部計画課長）
吉田 正彦（千葉県県土整備部成田土木事務所所長）
齋藤 力良（川崎市副市長）
（予定）
木下 幸夫（神奈川県県土整備部厚木土木事務所所長）
（予定）
山田 正（中央大学理工学部都市環境学科教授）
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研究報告Ⅲ、ワークショップⅢ 9 月 11 日（日）10：45-12：15
第 1 会場 協賛企業連携セッション;
社会インフラとしての通信キャリアの社会的責任と震災への取り組み (C-1)
報告 「東日本大震災への復旧対応と今後のモバイルネットワークについて」
飯田 唯史（ソフトバンクモバイル株式会社 技術統括 技術管理本部 本部長）
「在宅勤務ソリューションが実現する企業経営力強化」
立田 雅人（ソフトバンクテレコム株式会社クラウドサービス開発本部 ビジネス開発室 室長）
第 2 会場 国土計画の課題と展望 (C-2)
司会 川上 征雄（国土交通省国土政策局 総合計画課長）
報告 栢原 英郎（日本港湾協会 名誉会長、土木学会 元会長）
西川 智（国土交通省国土政策局 広域地方政策課長）
木村 実（国土交通省土地・建設産業局不動産業課 不動産業指導室長）
瀬田 史彦（大阪市立大学大学院創造都市研究科 准教授）
高松 亨（東京都市大学工学部 教授）
第 3 会場 日本公共政策学会との連携：東日本大震災からの復興のためのグランドデザインを話し合う (C-3)
司会 宮崎 緑 （千葉商科大学 教授)
報告 御厨 貴 （東京大学 教授、日本公共政策学会 前会長）
松原 聡 （東洋大学 教授、日本公共政策学会 会長）
原科 幸彦 （東京工業大学 教授、日本計画行政学会 前会長）
大西 隆 （東京大学 教授、日本計画行政学会 会長）
第 4 会場 電子行政の推進と課題 PartⅡ(C-4)
司会 辻井 重男（東京工業大学名誉教授）
パネル討論 A
「年金、医療・介護、災害等に対する国民の不安の解消へ向けて」
秋山 昌範（東京大学政策ビジョン研究センター教授）
井堀 幹夫（東京大学高齢社会総合研究機構、市川市元情報監理官）
遠藤 紘一（日本経団連 電子行政推進委員会電子行政推進部会長リコージャパン株式会社代表取締役会
長執行役員）
佐々木 良一（東京電機大学教授、デジタル・フォレンジック研究会理事長）
湯浅 墾道（情報セキュリティ大学院大学教授、九州国際大学客員教授）
第 5 会場 高齢社会における安心・安全のソーシャルイノベーション
―医療・看護・介護・居住・生活支援を連携する地域あんしんシステムの確立に向けて― (C-5)
司会 田尾 陽一（社会システムデザインプロジェクト 統括リーダー）
報告 明石 のぞみ（医療法人財団天翁会 副理事長／あいクリニック 院長）
秋山 正子（株式会社ケアーズ 白十字訪問看護ステーション 代表取締役・統括所長）
中山 弘子（新宿区長）
宮本 欣一（多摩市 健康福祉部長）
第 6 会場 複合リスクガバナンス (C-6)
司会 城山 英明（東京大学法学部 教授）
報告 平川 秀幸（大阪大学コミュニケーションデザインセンター 准教授）
松尾 真紀子（東京大学公共政策大学院 特任研究員）
諸葛 宗男 （テクノバ シニアアドバイザー）
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第 7 会場 まちづくり・地域づくりⅡ (C-7)
座長 駄田井 正（久留米大学）
、秀島 栄三（名古屋工業大学）
C-7-1 「大学の地域貢献についての一考察 ― 地域に受け入れられる地域貢献活動とは」
○ 松村 豊大（徳島文理大学 総合政策学部 教授）
C-7-2 「地域づくりの中間支援活動の展開プロセス－NPO 法人モモンガくらぶを事例に－」
○ 森重 昌之（阪南大学国際観光学部 専任講師）
C-7-3 「住宅市街地内の地表面温度分布にもとづくＧＩＳを用いた空間特性及び諸制度の一考察
-名古屋市を対象として-」
○ 小林 利夫（明星大学大学院 研究生）
西浦 定継（明星大学 教授）
木下 瑞夫（明星大学 教授）
第 8 会場 ガバナンスⅡ (C-8)
座長 松本 源太郎（札幌大学）
、高塚 創（香川大学）
C-8-1 「シカゴにおける荒廃地域の再生に向けてのガバナンスに関する一考察
～TIF の検討・実施とコミュニティ開発の関係～」
○ 保井 美樹 （法政大学・現代福祉学部 准教授）
C-8-2 「ガバナンスと協働の意義に関する研究」
○ 吉川 富夫（県立広島大学経営情報学部）
C-8-3 「北米における「ニューリージョナリズム」の構想と現実
～バンクーバーとシアトルの両都市圏における広域ガバナンス～」
○ 齊藤 麻人（明治大学大学院ガバナンス研究科 非常勤講師）
C-8-4 「ローカルガバナンスの観点から見た米国人口減少都市の住宅地の衰退とその帰結」
○ 平 修久（聖学院大学政治経済学部教授）
第 9 会場 大震災の復興に向けての計画理論 (C-9)
司会 和泉 潤 （名古屋産業大学 教授）
報告 梶 秀樹 （東京工業大学都市地震工学センター 教授）
渡辺 俊一（東京理科大学 嘱託教授）
第 10 会場 巨大複合災害の情報ガバナンスを検証する ― 東日本大震災を事例として ―
(C-10)
司会 長坂 俊成（独立行政法人防災科学技術研究所 主任研究員）
報告 西塚 国彦（宮城県社会福祉協議会 地域福祉課 課長補佐 みやぎボランティアセンター所長）
小島 誠一郎 （株式会社 ナブラ・ゼロ 事業部長）
花島 誠人 （財団法人地域開発研究所 主任研究員）
別所 直哉 （ヤフー株式会社 CCO 兼法務本部長）
大塚 健太 （ＮＴＴ空間情報株式会社 営業本部 副本部長）
岩手県庁（調整中）
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研究報告Ⅳ、ワークショップⅣ 9 月 11 日（日）13：15-15：15
第 1 会場 東日本大震災の復興まちづくり～震災後半年間を振り返る (D-1)
司会 山本 佳世子（電気通信大学）
報告 大西 隆（東京大学）
梶 秀樹（東京工業大学）
姥浦 道生（東北大学）
高見 公雄（法政大学）
第 2 会場 中国における地域差の現状と展望 (D-2)
司会 谷口 洋志（中央大学経済学部教授）
報告 陳 波 （中央大学経済学部助教）
王 娜 （中央大学大学院経済学研究科博士後期課程）
孫 岩魏（中央大学大学院経済学研究科博士後期課程）
谷口 洋志（中央大学経済学部教授）
第 3 会場 日本 NPO 学会との連携；ソーシャルイノベーションにつながる社会的企業の要因と支援 (D-3)
司会 鈴木 崇弘（城西大学大学院・中央大学大学院 客員教授）
報告 石井 芳明（経済産業省地域経済産業政策課課長補佐、経済産業研究所）
小木曽 麻里（コペルニク アドバイザー、Blue for Tohoku 代表、元世銀東京事務所 MIGA 所長）
服部 篤子（CAC 社会起業家研究ネットワーク代表、明治大学・立教大学大学院ほか兼任講師）
第 4 会場 電子行政の推進と課題 (D-4)
パネル討論 B
「共通番号／国民ＩＤ制度を巡って」
司会 関口 和一 （日本経済新聞社 論説委員）
報告 井上 知義 （内閣官房参事官）
大山 永昭 （東京工業大学像情報工学研究所 教授）
清原 慶子 （東京都三鷹市市長）
山本 隆一 （東京大学大学院情報学環 准教授）
廉 宗淳
（e-Corporation.JP 代表取締役社長）
第 5 会場 ソーシャル・キャピタル (D-5)
座長 阿部 宏史（岡山大学）
、菅 正史（下関市立大学）
D-5-1 「ソーシャル・キャピタルが地価に与える影響:兵庫県住宅地の事例から」
○ 石村 知子（大阪大学国際公共政策研究科 博士後期 2 年）
D-5-2 「生活の安心維持に対する影響要因の定量分析：他者づきあいの視点から」
石田 祐（明石工業高等専門学校講師）
○ 永冨 聡（浦和大学講師）
小藪 明生（早稲田大学助手）
D-5-3 「微意識に基づく社会貢献機会の創出に関する研究~TABLE FOR TWO を事例として~」
坂野 達郎 （東京工業大学大学院 社会理工学研究科 准教授）
朴 堯星
（東京工業大学大学院 社会理工学研究科 助教）
○ 柴田 創一郎 （東京工業大学大学院 社会理工学研究科修士課程）
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第 6 会場 観光 (D-6)
座長 伊藤 敏安（広島大学）
、金 昶基（東京大学）
D-6-1 「人口減少時代における中山間地域の観光交流による地域づくり－奈良における事例研究から－」
○ 大森 淳平（有限会社 OM 環境計画研究所所長）
村田 武一郎（奈良県立大学教授）
永冨
聡（浦和大学講師）
D-6-2 「着地型観光の推進に向けた温泉地の商圏分析」
味水 佑毅（高崎経済大学地域政策学部 准教授）
○ 鎌田 裕美（西武文理大学サービス経営学部 専任講師）
D-6-3 「中国農村における大規模観光施設の拡大による郷村観光への影響－大連市紅旗鎮を事例として－」
○ 張 広帥（北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院観光創造専攻博士後期課程）
森重 昌之（阪南大学国際観光学部 専任講師）
D-6-4 「着地型観光を通じた観光まちづくりにおける地域住民の主体性に関する一考察
～近江八幡市安土町地域自治区における実証的研究～」
○ 梶 雅弘（滋賀県立大学大学院 環境科学研究科 博士前期課程）
鵜飼 修 （滋賀県立大学 全学共通教育推進機構 准教授）
第 7 会場 市街地整備 (D-7)
座長 木多 道宏（大阪大学）
、福島 茂（名城大学）
D-7-1 「まちづくり会社の事業開発におけるアライアンス効果
－ エリア一体型ファシリティマネジメント事業の拡大プロセスを通じて-」
○ 木下 斉 （一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事）
風見 正三 （宮城大学事業構想学部教授）
D-7-2 「自己同一性に着目した集落の持続可能性に関する一考察－集落に住むことへのこだわりとの関連から－」
○ 渋谷 俊 （東北大学大学院農学研究科 博士前期課程）
木谷 忍 （東北大学大学院農学研究科 准教授）
長谷部 正 （東北大学大学院農学研究科 教授）
安江 紘幸 （東北大学大学院農学研究科 助教）
D-7-3 「中国の都市における城中村住環境整備事業に関する研究」
孫
立（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻・博士課程）
○ 鳥海 陽史（東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻・修士課程）
第 8 会場 歴史・文化 (D-8)
座長 壽崎 かすみ（龍谷大学）
、堂免 隆浩（一橋大学）
D-8-1 「人口減少期における歴史的地方都市の市街地拡大に関する研究」
○ 小川 宏樹（秋田県立大学 助教）
D-8-2 「文化的資源を活用した地域ソーシャル・イノベーション形成プロセスに関する考察
－真庭市勝山地区の住民意識調査より」
○ 田代 洋久（大阪市立大学大学院創造都市研究科博士後期課程）
田代 利恵（龍谷大学大学院政策学研究科修士課程）
瀬田 史彦（大阪市立大学大学院創造都市研究科准教授）
D-8-3 「風土工学に基づくまちづくりプロセスの研究～平泉中尊寺通りを事例として～」
○ 永山 克男（宮城大学大学院事業構想学研究科研究生）
風見 正三（宮城大学事業構想学部教授）
第 9 会場 被災地の復興支援とそのための地域内経済循環モデルの設計 -行政、企業、NPO の連携の中で- (D-9)
司会 矢尾板 俊平 （淑徳大学コミュニティ政策学部専任講師）
報告 芹澤 高斉 （三重中京大学現代法経学部准教授）
寺本 博美 （淑徳大学コミュニティ政策学部教授）
中川 直洋 （ワタミ株式会社執行役員秘書室長兼総合マーケティンググループ長）
樋渡 啓祐 （佐賀県武雄市長）
第 10 会場 財政の持続可能性について －東日本大震災後の状況を踏まえて (D-10)
報告 小林 慶一郎 （一橋大学経済研究所 教授）
小黒 一正 （一橋大学経済研究所 准教授）
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■会場（中央大学後楽園キャンパス（文京区春日 1-13-27）
）への交通案内





東京メトロ丸ノ内線・南北線『後楽園駅』から徒歩 5 分
都営三田線・大江戸線『春日駅』から徒歩 7 分
JR 総武線『水道橋駅』から徒歩 15 分
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■会場（中央大学後楽園キャンパス）案内図

至後楽園駅
春日駅
水道橋駅
5 号館

3 号館

総会・発表会会場 5 号館 1-4F 5137,5138,5233,5234,5235,5236,5333,5334,5335,5336,5534
懇親会会場
3 号館 14F コモンズ

■今後の変更は、日本計画行政学会のホームページでお知らせします
日本計画行政学会ＨＰ：http://wwwsoc.nii.ac.jp/japa/index.html
■日本計画行政学会第 34 回全国大会に関するお問い合わせ先
中央大学総合政策学部 細野研究室（全国大会組織委員会）
E-mail： hosono@fps.chuo-u.ac.jp（ご連絡はなるべく E-mail でお願いします）
住 所： 〒192-0393 八王子市東中野 742-1
電 話： 042-674-4140
■協賛企業が運営する宿泊先のご案内
○ドーミーイン水道橋 http://www.hotespa.net/hotels/suidobashi/
1 泊シングル 8900 円～ 炭酸人工温泉大浴場有り
○ドーミーイン秋葉原 http://www.hotespa.net/hotels/akihabara/
1 泊シングル 6150 円～ 麦飯石人工温泉大浴場有り
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■日本計画行政学会第 34 回全国大会参加申込書（ＦＡＸ用）
日本計画行政学会ＨＰ（http://wwwsoc.nii.ac.jp/japa/index.html）からも申し込めます（推奨）
出席を希望されるプログラムには出席欄に○印をご記入の上、平成23年8月30日迄に、
切り取らずこのままＦＡＸしていただきますようよろしくお願いいたします。↓

「日本計画行政学会第34回全国大会」申し込み用紙
中央大学総合政策学部 細野研究室 行
ＦＡＸ：０３-４３３３-０２３２ ※申し込み専用番号
（ふりがな）
氏
名
所

属

Ｅ－ｍａｉｌ
電

話

住

所

会 員 資 格
(○を付けて下さい)

＠
〒

－

①名誉会員

②特別会員

③個人会員

④団体・機関会員

【第１日目】 9 月 10 日（土）
時間帯
内 容
09:30-9：50 開会式、学会賞授与式
10:00-12:00 研究報告Ⅰ、ワークショップⅠ
12:40-13:45 基調講演 『大震災とソーシャルイノベーション』
14:00-16:30 シンポジウムⅠ『災後と首都機能－東日本大震災からの復興過程
と首都機能のあり方』
16:45-17:15 総 会
17:30-19:30 懇親会
【第２日目】
時間帯
09:00-10:30
10:45-12:15
13:15-15:15
15:30-17:30
17:30-17:45
17:45

⑤学生会員

出席欄

9 月 11 日（日）
内 容
研究報告Ⅱ、ワークショップⅡ
研究報告Ⅲ、ワークショップⅢ
研究報告Ⅳ、ワークショップⅣ
シンポジウムⅡ 『ソーシャルイノベーションの課題』
優秀研究賞表彰式
閉会式

■日本計画行政学会第 34 回全国大会参加申込みに関するお問い合わせ先
中央大学総合政策学部 細野研究室 (全国大会組織委員会)
E-mail：hosono@fps.chuo-u.ac.jp（ご連絡はなるべく E-mail でお願いします）
電 話：042-674-4140
住 所：〒192-0393 八王子市東中野 742-1
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出席欄

