
日本公共政策学会　2003 年度研究大会報告

企画委員長　石 田　 徹

　2003 年度研究大会は，6月 14 日（土），15 日（日）の 2日間，法政大学（市ヶ谷キャン

パス）で開催され，統一テーマ「公共政策の学際的追究の可能性ИЙ学会のアイデンティテ

ィを探る」の下，シンポジウム，9つの企画セッション，3つのワークショップ，8つの自

由論題セッションで行われた。

　日本公共政策学会は，設立後 7年が経ち，会員も 700 名を越すまでになったが，こうした

急速な発展は，この学会が個別政策を超える学際的で包括的な学会であったればこそのこと

である。しかし，会員が増えれば増えるほど学会のアイデンティティをめぐって遠心化傾向

も生じやすくなる。他方公共政策研究への現実社会からの期待はますます高まってきている。

上記の統一テーマは，学会として今後さらなる発展を遂げるためには，この学会に求められ

るものを改めて確認しあう作業が現在必要になってきている，という趣旨から設定された。

そのテーマにそって 2日間にわたってシンポジウムを開いた。1日目は，外部から 2人の講

師をお招きし，「公共政策研究に求められるもの」について率直に提言をいただいた。浅野

宮城県知事は，自己決定を可能とする分権型社会に向けてリーダーシップの重要性や情報公

開の必要性を強調した。前応用地域学会会長・金本良嗣東京大学教授は，現実に進みつつあ

る政策評価の信頼性を高めるためには日本でも専門的能力の養成が必要であり，専門職大学

院としての公共政策大学院の意義もそこにあると述べた。2日目は，政治学，経済学，法律

学，社会学そして実務家といった専門分野を異にする五人のパネリストが「公共政策の学際

的追究の可能性」をめぐって活発に議論した。学際性，総合性を安易に語ることへの警鐘を

ならした 1日目の足立会長の講演における問題提起にも応えながら，異なるディシプリン，

アカデミーと実務を越えての知的交流の場，公共政策の研究と実践を導く学知の探求の場と

しての本学会の意義が多面的な角度から論じられた。

　9つの企画セッションでは，公共政策の多様な分野におけるアクチュアルなテーマが取り

上げられ考察された。今回初めて会員から企画を募集した 3つのワークショップ，また昨年

度に引き続き若い世代の会員を中心に 22 件の応募があり，8つに分けられた自由論題セッ

ションにおいても熱心な議論がなされた。

研究大会プログラム
　　第 1日　6月 14 日（土）

　　い第 1セッション（自由論題）「政策の波及過程┝　　司会者：岡本哲和（関西大学）

　　　　報告者：片岡正昭（慶應大学)　　├地方政府間の政策波及と進化ИЙ政策波及理論再考」

　　　　　　　　桑原英明（常磐大学)　　├環境基本条例波及の政策過程ИЙ関東 1都 6県の市町村を

中心として」

　　い第 2セッション（自由論題）「国際・地域経済┝　　司会者：鵜飼康東（関西大学）

　　　　報告者：田中紀子（関西学院大学大学院)　　├アジアにおける地域レジームの形成ИЙ

�����＋3のチェンマイ・イニシアティブを事例として」

　　　　　　　　焦　従勉（京都大学大学院)　　├���紛争処理メカニズムと民間団体の役割につい
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てИЙアメリカ・�	・中国の鉄鋼セーフガード措置をめぐって」

　　　　　　　　野崎道哉（岩手県立大学)　　├地域マクロ経済モデルによる岩手県経済の分析」

　　い第 3セッション（自由論題）「地方自治・市民参加┝　　司会者：佐藤克廣（北海学園大学）

　　　　報告者：高橋克紀（同志社大学)　　├市町村合併における『共同体』と『共同態』」

　　　　　　　　野口暢子（地方自治総合研究所)　　├市町村合併に関する住民投票の現状と課題」

　　　　　　　　光本伸江（地方自治総合研究所)　　├地方自治体に関する政策形成と市民参加ИЙ福

岡県田川市に関する地域振興政策を手がかりとして」

　　い第 4セッション（自由論題）「福祉・文化政策┝　　司会者：衛藤幹子（法政大学）

　　　　報告者：赤井朱美（神戸大学大学院)　　├ホームレス自立支援の法政策について」

　　　　　　　　朴　基勲（京都大学大学院)　　├日本の高齢者就業システムの政策課題」

　　　　　　　　申　斗燮（名古屋大学大学院)　　├文化産業の発展戦略ИЙ振興政策及び政策方向」

　　い第 5セッション「電子政府を考えるИЙ住基ネットの課題と展望┝

　　　　司会者：大山永昭（東京工業大学）

　　　　報告者：古瀬幸広（国際大学)　　├住基ネット議論の不毛ИЙ技術評価の不在」

　　　　　　　　石村耕治（白鴎大学)　　├住基ネットは人格権の公的管理の構想ИЙプライバシー保

護をめぐる公共政策の選択の課題」

　　　　　　　　高原　剛（総務省)　　├住民基本台帳ネットワークシステムの現状と今後の展開」

　　　　討論者：古川俊一（筑波大学）

　　い第 6セッション（ワークショップ）「公共政策とガバナンス論┝　　司会者：岩崎正洋（杏林大学）

　　　　報告者：佐川泰弘（茨城大学）

　　　　　　　　土屋大洋（国際大学）

　　　　討論者：進邦徹夫（杏林大学）

　　い第 7セッション（自由論題）「福祉をめぐる政策開発・評価・哲学┝

　　　　司会者：石田　徹（龍谷大学）

　　　　報告者：菅　万理（大阪大学大学院)　　├
������ �� ������ �������� : ИЙアメリ

♯浅野史郎宮城県知事の公演風景

▲分科会風景
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カ・������ ������のケースを通して」

　　　　　　　　尹　恵順（延世大学)　　├韓国市民社会形成のための青少年ボランティアの課題ИЙ

恩恵授与的ボランティアからリベラル福祉教育への転換を中心に」

　　い第 8セッション　����� ����� �� �������� ����� �� �� ��� ������ !"��� �� #�� ��

$���: �������� ������┼ %������� &����� �� ����� ������� �����'�����　

　司会者：恒川恵市（東京大学）

　　　　報告者：�� ��� ��$$���� (!����� ��� �������) ����� ������� �� �������� �(��� ��

#�� �� $��� : �������� �(� ���� �� ������� ������ �� �����������

)�  ���� ������

　　　　　　　　!�"��" !��	*�!�（���"�� 	���������)　　├政党ИЙ集団関係の日韓比較」

　　　　討論者：辻中　豊（筑波大学）

　　い第 9セッション「外交政策における公共性の再編┝　　司会者：原　彬久（東京国際大学）

　　　　報告者：石田　淳（東京大学)　　├安全保障政策の公共性ИЙポスト二極体制下の非対称同盟

網」

　　　　　　　　土佐弘之（東北大学)　　├ヘゲモニーとメタ公共財としての多国間主義制度ИЙ「政

治的なもの」の拡大・縮小との関連で」

　　　　　　　　四方敬之（外務省)　　├グローバリゼーションの下でのエネルギー安全保障の確保の

ための課題ИЙ日本の外交政策にとっての選択肢」

　　い第 10 セッション（自由論題）「政策評価┝　　司会者：長峯純一（関西学院大学）

　　　　報告者：南島和久（法政大学大学院)　　├内部評価と外部評価の‘距離（�������）’ИЙ

��!の射程とその限界」

　　　　　　　　田中　謙（長崎大学)　　├諫早湾干拓事業の法的評価と今後の方向性」

　　　　　　　　西山慶司（法政大学大学院政策評価研究所)　　├政府部内における「エージェンシー

化」と統制の制度設計ИЙ日英比較による ��!の理論と実際」

　　シンポジウム　├公共政策研究に求められるもの」

　　講演：浅野史郎（宮城県知事)　　├分権型社会に向けての公共政策ИЙ地方の視点から」

　　　　　金本良嗣（東京大学・応用地域学会前会長)　　├公共政策における実務・研究・教育」

　　会長講演　足立幸男「政策デザインにおける政策学的思考の重要性ИЙ公共政策学は独立した学問

分野として成立し得るかИЙ」

　　第 2日　6月 15 日（日）

　　い第 11 セッション「制度改革の理論的背景┝　　司会者：村松岐夫（学習院大学）

　　　　報告者：内山　融（東京大学)　　├『熱病』の時代ИЙ政治改革・行政改革の論理と帰結」

　　　　　　　　曽我謙吾（大阪大学)　　├ゲーム理論による制度改革分析ИЙ省庁間調整を題材に」

　　　　討論者：田辺国昭（東京大学）

　　い第 12 セッション「情報化経済の進展┝　　司会者：古瀬幸広（国際大学）

　　　　報告者：江　良亮（国際通信経済研究所)　　├通信インフラと地域間格差」

　　　　　鵜飼康東（関西大学)　　├情報技術資産の生産性分析」

　　　　討論者：栗山規矩（東北大学）

　　い第 13 セッション（ワークショップ）「コミュニティにおける市民活動と自治体」

　　　　コーディネイター：山本　啓（東北大学）

　　　　報告者：大石田久宗（三鷹市役所）

　　　　討論者：牛山久仁彦（明治大学）

　　い第 14 セッション（自由論題）「政策決定過程の理論と現実┝　　司会者：真山達志（同志社大学）

　　　　報告者：秋吉貴雄（熊本大学)　　├政策変容の動態構造の分析モデルに関する考察ИЙ制度・

石田：日本公共政策学会　2003 年度研究大会報告
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アイディア・学習」

　　　　　　　　福井秀樹（愛媛大学)　　├官公庁における情報システムの競争入札ИЙ安値落札の何

が問題か」

　　い第 15 セッション「環境問題におけるリスク・コミュニケーション┝

　　　　司会者：城山英明（東京大学）

　　　　報告者：吉川肇子（慶応大学)　　├リスク・コミュニケーションとはどのような考え方か」

　　　　　　　　平川秀幸（京都女子大学)　　├不確実性・価値・公共性をめぐるリスクコミュニケー

ションの諸問題ИЙリスクガバナンスの非公共化に抗して」

　　　　　　　　酒井伸一（国立環境研究所)　　├残留性化学物質の環境移動とリスク解析の試みИЙ

廃 ��+を例として」

　　い第 16 セッション「自治体経営論再訪┝　　司会者：宗前清貞（琉球大学）

　　　　報告者：遠藤哲哉（ふくしま自治研修センター)　　├近年の自治体経営理論の概観と今後の自

治体組織像について」

　　　　　　　　澤野孝一朗（琉球大学)　　├ポスト ��!の組織理論ИЙ外部委託と政策コントロー

ル関係を中心に」

　　　　討論者：市川喜崇（同志社大学）

　　い第 17 セッション（ワークショップ）「医療における政策課題：資金調達と独立行政法人化┝

　　　　司会者：立岡　浩（花園大学）

　　　　報告者：真野俊樹（多摩大学)　　牧健太郎（新日本監査法人）

　　　　コメンテイター：信友浩一（九州大学）

　　い第 18 セッション「国際経済学のフロンティア┝　　司会者：大住莊四郎（新潟大学）

　　　　報告者：田村晶子（法政大学)　　├国際技術移転と経済成長ИЙ研究開発補助金の効果を通じ

て」

　　　　　　　　奥井克美（追手門学院大学)　　├民主化政策と市場化政策のどちらを優先するべきな

のかИЙ政治自由と経済自由の因果性の検定からの考察」

　　　　討論者：井上　正（筑波大学）

　　い第 19 セッション「クオリティ・オブ・ライフのための社会保障制度の構想」

　　　　司会者：衛藤幹子（法政大学）

　　　　報告者：広井良典（千葉大学)　　├持続可能な福祉国家ИЙ社会保障政策と環境政策等の政策

統合」

　　　　　　　　鏡　諭（所沢市役所)　　├介護保険と自治体福祉」

　　　　　　　　白波瀬佐和子（筑波大学)　　├ジェンダーと社会保障ИЙ高齢単身女性の社会経済的

地位からみた一考察」

　　　　討論者：高橋紘士（立教大学）

　　い第 20 セッション（自由論題）「政策と公共性┝　　司会者：伊藤恭彦（静岡大学）

　　　　報告者：#����� )���（京都大学大学院)　　├�%!+* �� �������� ,��� ������� ������

�� #�� �� ��� ����������� ��� ,��� ������┳�"���」

　　　　　　　　北島栄儀（京都大学大学院)　　├デモクラシーと合理性・公共性」

　　　　　　　　福島達臣（中央大学大学院)　　├複雑系から見た政策ИЙ公共性と政治資源の最適化

について」

　　シンポジウム　├公共政策の学際的追究の可能性ИЙ学会のアイデンティティを探る」

　　　　司会者：細野助博（中央大学）

　　　　パネリスト：宇佐美誠（中京大学)　　梅田次郎（日本能率協会コンサルタント)　　岸本哲也

（神戸大学)　　長谷川公一（東北大学)　　　　山口　定（立命館大学）

　　　

165



執筆者紹介

阿部　泰隆（あべ　やすたか）
　所属：神戸大学大学院法学研究科教授

　�┳����：���	
���@���.�����.�.��

　研究テーマ：行政訴訟，行政の法システムの解明，

法システムの抜本的改革

足立　幸男（あだち　ゆきお）
　所属：京都大学大学院人間・環境学研究科教授

　�┳����：�53938@���	��.�	���.���
�┳	.��.��

　研究テーマ：公共政策学原論，現代政治理論

つ 特集論文

岸本　哲也（きしもと　てつや）
　所属：神戸大学経済学部教授

　�����:�������
�@���.����┳	.��.��

　研究テーマ：市場の失敗，政府の失敗

佐々木　信夫（ささき　のぶお）
　所属：中央大学大学院経済学研究科教授

　�┳����:��	��@
�����.��	�┳	.��.��

　研究テーマ：行政学，地方自治論

城山　英明（しろやま　ひであき）
　所属：東京大学大学院法学政治学研究科助教授

　�┳����：��������@�.	┳
����.��.��

　研究テーマ：行政学，政策過程論，国際行政論，環

境・安全政策

曽根　泰教（そね　やすのり）
　所属：慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科教

授

　�┳����：���@���.����.��.��

　研究テーマ：政治学，政策決定過程，政策分析

細野　助博（ほその　すけひろ）
　所属：中央大学総合政策学部教授

　�┳����:�����@���.��	�┳	.��.��

　研究テーマ：都市政策，流通産業論，確率過程，公

共選択

宮脇　淳（みやわき　あつし）
　所属：北海道大学大学院法学研究科教授

　�┳����:��8�┳����@�����┳�
.��.��

　研究テーマ：公共経営，行財政改革，公共サービス

編成

つ 投稿原稿

伊藤　修一郎（いとう　しゅういちろう）
　所属：群馬大学社会情報学部助教授

　�┳����：�
���	�@��.�	��┳	.��.��

　研究テーマ：地方自治，政策過程，公共経営

相良　敬（さがら　たかし）
　所属：ロンドン大学経済政治学院地理環境学部博士

課程

　�┳����：��������@�����.��.��

　研究テーマ：環境規制，動物と福祉，政策ネットワ

ーク，地方自治

西山　慶司（にしやま　けいじ）
　所属：法政大学大学院政策評価研究所客員研究員

　�┳����：��┳���@��7.��┳�
.�.��

　研究テーマ：行政統制，公共管理，行政評価

宮永　健太郎（みやなが　けんたろう）
　所属：京都大学大学院経済学研究科博士課程

　�┳����：�������@
02.����.�����.���
�┳	.��.

��

　研究テーマ：環境政策，���，パートナーシップ

塚原　康博（つかはら　やすひろ）
　所属：明治大学短期大学教授

　�┳����：
	������@���.�����.��.��

　研究テーマ：医療政策，福祉政策，公共選択

中川　芳江（なかがわ　よしえ）
　所属：株式会社ネイチャースケープ専務取締役

　�┳����：�
	��@�
	�������.��.��

　研究テーマ：地域政策，合意形成，市民社会，環境

保全

西岡　晋（にしおか　すすむ）
　所属：早稲田大学大学院政治学研究科博士後期課

程・日本学術振興会特別研究員

　�┳����：�������@����.������.��

　研究テーマ：公共政策研究，比較福祉国家論，政策

過程分析
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つ 書　評
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　執筆者（投稿者）は，以下にあげる投稿規定お

よび執筆要領を熟読し，厳密に遵守してください。

投稿規定および執筆要領に従わない原稿は受理さ

れません。なお年報は 2001 年度からブック形式

で発行されていますが，ホームページ等への掲載

も含めた電子化作業は継続します。

1. 投 稿 資 格

本誌は日本公共政策学会の機関誌です。投稿者は

当学会の会員に限られます（従来，非学会員も投

稿可能でしたが，2004 年度より規定が変更とな

りました）。

2. 原稿の種別等

　⑴　本誌の掲載原稿は，公共問題，公共政策，

政策研究，政策学およびこれらに関連した領域の

ものになります。

　⑵　本誌には，「特集論文」「投稿論文（論文お

よび研究ノート）」「大会報告」「書評」等の各欄

があります。

　⑶　├特集論文」は，2004 年度は「法政策学」

を統一テーマとする予定です。執筆者については

年報委員会が検討し依頼します。

　⑷　原稿は，日本語または英語で書かれた未発

表のものに限ります。他の雑誌に掲載されたもの

や現在投稿中のものは投稿できません。

　⑸　投稿原稿は，年報委員会が委嘱したレフェ

リーによって査読が行われます。査続結果を踏ま

えて年報委員会が最終的に掲載の可否を決定しま

す。

　⑹　査読結果によって，掲載可となる場合でも，

「論文」ではなく「研究ノート」として掲載可と

なることもあります。また掲載の条件として修正

が求められた場合には，再査読が行われます。

　⑺　論文以外の投稿については，特に年報委員

会で認めた限りにおいて掲載することがあります。

　⑻　本誌掲載原稿の著作財産権は，日本公共政

策学会に帰属します。掲載された原稿を執筆者が

┪公共政策研究』（日本公共政策学会年報）投稿規定

（2004 年度年報委員会，2003 年 7 月）

他の著作等に収録・転用する場合には，文書で日

本公共政策学会年報委員会に通知してください。

3. 投稿の方法および期日

　⑴　投稿希望者は，2003 年 12 月 19 日（金）

までに，投稿原稿のプロポーザル（�4，1 頁，

1200 字程度）を郵便か �┳メールでお送りくださ

い。プロポーザルには，何をいかなるアプローチ

で明らかにしようとするのか，内容のおおよその

構成とその素材について説明してください。「論

文」と「研究ノート」のどちらでの掲載を希望し

ているのかについても触れてください。プロポー

ザルと実際の投稿原稿の内容が大幅に異なる場合

には，原稿を受理しません。

　⑵　投稿原稿の提出締切は，2004 年 2 月 27 日

（金）必着とします。下記の執筆要領に従った完

全原稿を年報委員会事務局宛に郵便か宅配便でお

送りください。それ以外の方法では受け取りませ

ん。

　⑶　投稿原稿は，印刷したもの 3部をご提出く

ださい。原稿は匿名の形で査読者に渡りますので，

原稿 3部のうち査読用 2部については，原稿中か

ら執筆者の名前を判読できそうな箇所を削除か伏

字の形にしてご提出ください。

　⑷　原稿はお返し致しません。

　⑸　査読の後，掲載可となった方には，後日，

フロッピーディスクでの提出をお願いしますので，

原稿はワープロソフトで作成してください。

　⑹　プロポーザルおよび投稿原稿の送り先は，

すべて下記の年報委員会事務局宛にお願い致しま

す。

4. 執 筆 要 領

⑴　原稿の長さ

　ア)　和文原稿の長さは，「投稿論文」「特集論

文」とも，400 字詰換算で 50 枚，すなわち

20,000 字以下とします。ただし，字数には表

題・図表・注・文献リスト・和文要約を含みます
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が，英文要約は含みません。

　イ)　英文原稿の長さは，「投稿論文」「特集論

文」とも，1万単語以下とします。ただし，単語

数には表題・図表・注・文献リスト・英文要約を

含みますが，和文要約は含みません。

⑵　要約とキーワード

　ア)　和文の「投稿論文」「特集論文」には和文

要約（600 字程度）および英文要約（400 語以内）

をつけます。各要約の末尾には，それぞれの言語

で 3～5語のキーワードを明記します。本誌の要

約は関係する学術 ������	�誌に転載されます。

　イ)　英文の場合には，英文要約（200 語程度）

および和文要約（1,200～2,600 字程度）をつけ

ます。ただし，日本語を母国語としない人が英文

で投稿する場合のみ，和文要約はつけなくても結

構です。

⑶　書　　式

　原稿の書式は以下のルールに従ってください。

　ア)　原稿は �4 判の用紙を使用して，40 字×

30 行で見やすく印字します。各頁には，通し番

号を付けます。

　イ)　├投稿論文｣「特集論文」は，表題・和文

要約・キーワード・本文・注・引用文献・図表・

英文要約の順序で構成します。

　ウ)　原稿の掲載通知と同時に，ただちに完全

原稿のフロッピィディスクとそのプリントアウト

を改めてお願いします。その際は，注および図表

の位置，特殊な指示などはプリントアウトの上に

朱書します。また使用したハードウェア，ソフト

ウェア，外字や特殊機能の有無も示します。

⑷　表 記 法

　ア)　節，項には半角数字を用いて，それぞれ

「1.」「1.1」「1.1.1」のように記してください。

　イ)　英数字は半角文字を用います。「，」「。」

「（）」「＝」などの記号類は全角文字を用います。

　ウ)　原則として西暦を用います。年号を使用

する場合には，「平成 15（2003）年」のように記

してください。

　エ)　外国人名や外国地名はよく知られたもの

の他は，初出の箇所にその原綴りを，「カッツェ

ンスタイン（
���� �. ����������）」のように

記載します。

⑸　図表・写真

　ア)　図表・写真は，執筆者の責任において電

子形態で作成し，オリジナルおよび仕上がり寸法

大のコピーも原稿とともに提出してください。ま

たその作成にあたって年報委員会でなんらかの費

用が必要な場合は，執筆者にその費用を負担して

いただく場合があります。

　イ)　図表の頭に，「図 1　世界の生態系（2003

年 12 月末現在）」のように題名を記し，データ類

を他の文献から引用する場合には，下部に「（出

典）環境庁編『環境白書平成 14 年版』」のように，

引用した文献を示します。

　ウ)　図表・写真の挿入位置を原稿中に明記し

てください。大きさに応じて 1/4 頁大（400 字相

当），1/2 頁大（800 字相当）と字数換算します。

⑹　注・文献引用

　ア)　注は，本文該当箇所の右肩に通し番号

「⑴，⑵」のように半角括弧・数字を用いて記し，

本文の最後にまとめて記載してください。

　イ)　引用文献の参照形式および文献リストの

書き方は，原則としていわゆる社会科学方式に従

い，本文中には「�	�������（1979:13=1984:

20）」のように，「著者名（原著発表年：原著引用

頁＝邦訳書刊行年：邦訳書引用頁）」と記します。

　ウ)　文献リストは，著者名（アルファベット

順），発表年，論文名，書名・雑誌名，出版社名，

 巻号：所在ページの順で記載します。和文文献

は，書名・雑誌名を『』で，論文名を 「」でく

くります。欧文書名・雑誌名はイタリック体にす

るか下線を引きます。

　エ)　写真，図版を他の文献から引用，転載す

る場合は，著者自身が事前に著作権者から許可を

得なければなりません。本誌はそれについては責

任を負いません。

⑺　付　　記

　英文のチェックは，執筆者各自の責任において

行ってください。また不明な点や，上記の執筆要

項に従うことのできない事情のある方は，年報委

員会事務局に相談してください（英文で投稿され

る場合も含む）。

5. 2004 年度年報委員会事務局

　〒263┡8522　千葉市稲毛区弥生町 1┡33

　千葉大学法経学部　関谷昇気付

　���＆ ���：043┡290┡2409

　�┡����：�������＠��.	����┡�.�	.��
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日本公共政策学会会則

第 1条　本会は日本公共政策学会（������ �����	 
����� �����������┼ �����）と称する。

第 2条　本会は，国際的視野に立って，公共問題，公共政策および政策学に関する研究を推

進し，ひろく政策研究にかかわる内外の研究者，研究機関等との知的交流をはかることを

目的とする。

第 3条　本会は，その目的を達成するために次の事業活動を行なう。

　⑴　研究会，講演会，シンポジウム等の開催

　⑵　海外の研究者，研究機関等との国際的連係活動

　⑶　機関誌および会報等の発行

　⑷　その他，目的達成のために必要かつ適当とされる事業活動

第 4条　本会の会員は，個人会員と団体会員とに区分される。

　2　個人会員とは，個人の資格で入会し，個人会費を負担する者をいう。

　3　団体会員とは，団体の全体，またはその部分である機関を単位として入会し，団体会

費を負担する者をいう。

第 5条　本会に入会するためには，個人会員 2名の推薦を経て所定の入会申込書を理事会に

提出し，その承認を得なければならない。

第 6条　会員は本会の会報等の配布を受け，本会の行なう各種の事業活動に参加することが

できる。団体会員の特例については，これを別に定める。

第 7条　会員は会費を納めなければならない。

　2　個人会員，団体会員の会費金額については，これを別に定める。

　3　会費を 3年にわたって納めない者は，原則として会員資格を失う。

第 8条　総会の議事は，出席会員の過半数をもって決する。ただし，この会則を変更するた

めには，総会に出席した会員の 3分の 2以上の賛成を得なければならない。

　2　団体会員は，その団体に所属する者 1名を総会に出席させることによって総会での審

議と議決に参加することができる。投票権は 1票とする。

第 9条　本会に次の役員を置く。

　⑴　会長 1名

　⑵　副会長 1名

　⑶　理事若干名

　⑷　事務局長 1名

　⑸　監事 2名

第 10 条　役員の任期は 2年とする。ただし，再任をさまたげない。

第 11 条　会長は本会を代表し，会務を総括する。

　2　副会長は会長を補佐し，会長に事故あるとき，その職務を代行する。

　3　会長および副会長は，理事会の互選による推薦を経て，総会において選出される。

第 12 条　理事は理事会を組織し，会務を執行する。

　2　理事は，総会において選出される。

　3　理事会は，理事の過半数の出席をもって成立する。
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　4　理事会は，必要に応じて，次に例示するような特定の会務を処理するための委員会を

設置し，委員を委嘱することができる。

　⑴　機関誌および会報等の発行

　⑵　研究会等の企画運営

　⑶　海外の研究者，研究機関等との国際的連係活動

　⑷　本会がとくに設定する研究プロジェクト等の遂行

　5　理事会は，必要に応じて，理事，監事以外の者を理事会に出席させることができる。

第 13 条　本会に，会務の処理のため事務局を置く。

　2　事務局長は，会長が指名し，理事会の承認を経て，総会で選出される。

　3　事務局長は，理事を兼ねる。

　4　事務局の設置場所は，理事会の定めるところによる。

第 14 条　監事は，本会の会計を監査し，その結果を総会に報告する。

　2　監事は，理事会の推薦を経て，個人会員のなかから総会において選出される。

第 15 条　会長は，毎年 1回，通常総会を招集する。

　2　会長は，必要と判断する場合は，理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。

第 16 条　本会の経費は，会費および寄付等をもって，これに当てる。

第 17 条　本会の会計年度は，毎年 4月 1日に始まり，翌年 3月 31 日に終わる。

付　則　この会則は，本会創立の日，1996 年 6 月 8 日から施行する。

会　費　規　程

第 1条　会員は，毎年，総会開催日までに会費を納めなければならない。

第 2条　会員の納める会費の金額は次のとおりとする。

　1┻　個人会員　　　 5000 円／年

　2┻　団体会員　　　50000 円（1口）／年（1996 年 6 月 8 日成立・施行）

（1997 年 6 月 7 日総会決定）

団体会員の特例に関する規程

第 1条　団体会員は，本会の定期刊行物を，それぞれ 10 部受け取る。

第 2条　団体会員は，本会の開催する研究会・講演会・シンポジウム等に，その団体に所属

する者を 5名まで参加させることができる。

（1996 年 6 月 8 日成立・施行）
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What does an Increase in Transparency of

Policy Making Process Bring about?
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An Analysis of the Policy Process in Local Governments :
Case of the Water Front Development Project in Tokyo
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が国自治体の行政評価を手掛かりに
山谷清志　政策評価と ���ИЙもう一つの実

験
論 文

大住莊四郎　���の革新と正統性
申　斗燮　公共政策としての文化芸術支援
研究ノート

����	� 
�����　������ ��
���	�
��� ������ �������

木原　隆　便益価分析法による都市交通整備計
画の評価

山本竜大
郭　眞英

　国会議員による政治情報の発信に関
する規定要因の分析ИЙ日韓の事例
を参照しながらИЙ

兼平裕子　分散型エネルギー導入・普及政策の
評価ИЙ電力市場自由化と環境保全
の両立をめざしてИЙ

高橋克紀　市民参加像の再考：コントロール理
論と公共圏

書 評

大矢野修　松下圭一・西尾勝・新藤宗幸編『岩
波講座　自治体の構想（全 5巻）』

川村喜芳　北海道町村会編「地方自治土曜講座
ブックレット」公人の友社

桑原英明　伊藤修一郎著『自治体政策過程の動
態ИЙ政策イノヴェーションと波
及』

長峯純一　鵜飼康東著『市場と正義ИЙ経済理
論と日本社会の葛藤』

┪日本公共政策学会年報』（CD┡ROM版）1998
～2000 年度版の内容（目次）は，当雑誌『公共
政策研究』創刊号，第 2号に掲載してあります。
そちらをご参照ください。
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編集後記

　足立新会長が選ばれた昨年 6月の総会時，たまたま居合わせた縁か，その

場で年報委員長を仰せつかった。本学会の最大の特徴は学際性にある。政治

学・行政学を中心に経済学・行政関係者等，幅広い背景をもつ研究者による

知的交流がセールスポイントである。しかしそれは同時に，この学会の宿命

とも言うべき最大の悩みでもあることは，それまでの年報編集などへの多少

の関わりの中から感じてきたことである。公共政策を論じるには，広範な学問領域への理解と現実政策

への見識が求められるが，いざ個々の研究の学問的貢献を評価しようとなると，同じ社会科学の中にい

るとは言え，そのアプローチ，分析手法，思想や倫理観等など，共通の土台・尺度で議論・評価するこ

とはそれほど容易ではない。

　そうした難しさを感じていたが故，打診されたときは，その先 1年間の苦労が目に浮かび，正直なと

ころ辞退したい気持ちもあったが，一度足を踏み入れるとその魅力から抜け出せないのもまた，公共政

策という学際性が放つ特徴であろうか。今回，執筆して頂いた原稿，さらにはその前の段階で投稿して

下さった方々の原稿を眺めているだけで，そのテーマ設定のおもしろさ，現実の政策問題が一つの学問

領域に収まりきらないものであることをつくづく実感し，そして楽しませて頂いた。

　そうした中，特集論文のテーマを「政策決定の透明性と明確性を目指して」に設定させて頂いた。こ

のところの行財政改革や政策評価システム導入による政策形成プロセス改革の試みに対し，それで本当

に政策決定の変化につながりうるのか，本当に評価ができているのか，そして客観的・合理的な選択基

準の構築につながっているのかという思いが，私自身にもあったからである。6名の各領域を代表する

先生方に素晴らしい原稿を書き下ろして頂き，巻頭言をお引き受け下さった阿部先生ともども，ここに

感謝と満足の気持ちを申し上げたい。

　投稿原稿においても，世の中の変化を反映してか，あるいはこの雑誌の順調な成長の証としてか，12

月の段階で実に 42 本のプロポーザルが集まった。過去の経験から，実際に提出される原稿数は減るこ

とも予想されたが，それでも正直なところ，査読を通ったすべての原稿をどうやって掲載するか，そし

て先述したように，学際的な論文の評価に当惑することはないか，と大いに危惧したものである。

　結局，原稿の提出は 31 本，それでも過去 2年間採用してきた査読者 3名とする体制維持が難しく，

査読者 2名とし，年報委員会が 3人目の査読者の役割を担うということで，延べ 62 名の方々に査読を

お願い申し上げた。年度末のお忙しい中でのご協力に対し，この場を借りてお礼を申し上げたい。

　査読の結果，最終的に論文 4本，研究ノート 4本を選定し，うち 1人が掲載を辞退されたため，計 7

本を投稿原稿の中から掲載する運びとなった。編集者の立場からは適度な数に落ち着きほっとしたとこ

ろであるが，投稿者には相当の難関と映ったかもしれない。しかし，掲載原稿の選定は相対評価ではな

く，あくまで絶対評価で行っている。したがって，投稿者にはぜひ論文の水準を上げて再挑戦して頂き

たいし，そうした厳しさが学会誌の水準を上げていくためには必要であることを理解して頂きたい。

　すでに来年度の投稿原稿の応募要領が発表されているが，次回からは，投稿者を学会員に限るという

条件が付け加わった。当学会も，学会員が少なく投稿者が十分に集まらないことを危惧する段階を一応

乗り越え，今年の 6月時点で学会員数が 700 人を超えるにまで成長した。理事会は，学会員数がある程

度の規模に達したことで，今後は学会費を負担してもらっている学会員に対して便宜をお返しするとい

う本来の学会誌の趣旨に立ち返るという決定を下したのである。こうした事情をご理解の上，次年度号

にはさらに多くの学会員に投稿原稿への応募をして頂きたいと願っている。

(2003 年度年報委員会委員長　長峯 純一)　
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■日本公共政策学会 2003 年度年報委員会
　委員長　長峯純一（関西学院大学）

　委　員　鵜飼康東（関西大学），鈴木基史（京都大学），森脇俊雅（関西学院大学）

■編集協力
株式会社有斐閣アカデミア

■投稿案内
　投稿をご希望の方は，本誌収録の投稿規定を熟読の上，次期 2004 年度年報委員会事務局ま

でお申し込み下さい。次号への投稿プロポーザルの締切は 2003 年 12 月 19 日，投稿原稿の提

出締切は 2004 年 2 月 27 日となっております。なお，今回から，投稿は日本公共政策学会の会

員に限られることになりました。学会への入会を希望される方は，本誌収録の学会会則あるい

は学会 ��をご参照下さい。
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