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　作品賞：山口定『市民社会論ИЙ歴史的遺産と新展開ИЙ』（有斐閣，2004 年）

　論説賞：上山信一「行政評価の本質と「科学革命」」『公共政策研究』第 2号，2002 年

　奨励賞：福井秀樹「官公庁による情報システム調達入札」『会計検査研究』第 29 号，2004 年

　2005 年度学会賞選考委員会は，鈴木庸夫（法律小委員長），長峯純一（経済小委員長），辻中豊（国際

関係小委員長），足立幸男（政治・行政小委員長），佐藤克廣（地方行財政小委員長），細野助博（会長），

大山耕輔（事務局長），森脇俊雅（副会長兼選考委員長）ならびに伊藤恭彦（選考副委員長）の 9人の委

員から構成され，まず選考要綱を策定し，2004 年 10 月理事会の承認をえたうえで会報に発表し，選考作

業に入った。2005 年 1 月から論説賞の選考に入り，続いて奨励賞と作品賞の選考を行い，5月下旬にすべ

ての賞の選考を終了した。論説賞，奨励賞，作品賞はそれぞれ下記のような経過を経て受賞者を決定した。

　論説賞は『公共政策研究』第 1号Ё第 4号掲載の全論文・研究ノートを対象とし，まず法律，経済，国

際関係，政治・行政，地方行財政の 5小委員会で第一次選考をした。第一次選考を経て最終選考に残った

4論文について選考委員全員による最終審査を行い，上山信一会員の論文を受賞作とした。とくに論説の

独創性と社会的インパクトにおいてすぐれていることが高く評価された。

　奨励賞は会員相互の推薦による 2004 年 1 月Ё12 月間の若手研究者の学術雑誌への投稿論文や博士論文

を対象とし，2005 年 1 月 31 日までに推薦のあった論文を同様に 5つの小委員会において第一次選考をし

た。第一次選考を経て最終選考に残った 2論文について選考委員全員による最終審査を行い，福井秀樹会

員の論文を受賞作とした。とくに社会的インパクトの高いこと，政策研究のテーマとして適切であること，

さらに綿密な事例分析がなされていることなどが高く評価された。

　作品賞は 2004 年 1 月Ё12 月間に刊行された会員の著書を対象とし，2005 年 1 月 31 日までに自己申告

された作品についてそれぞれ小委員会において第一次選考をした。第一次選考の結果，どの小委員会から

も「該当なし」との報告があった。申告作品数が比較的少ないこともあり，また，時間的にまだ余裕もあ

ったことから，理事会で承認を受けて期限を延長し選考を続けることにした。理事ならびに選考委員に推

薦作品を出してもらうことにした。4月末までに 2つの作品の推薦があり，選考委員会において慎重に審

査した結果，山口定会員の著書を受賞作品とした。公共政策の研究に不可欠な市民社会の歴史と概念を明

確にした労作であり，著者の長年にわたる研究成果がまとめられ，今後の指針となる作品と高く評価され

た。

　受賞された 3会員には 2005 年 6 月 4 日に浜松市のアクトシティにおいて開催された学会総会のさいの

受賞式において賞状と楯が細野助博会長より授与された。今回で学会賞は二回目であるが，研究大会，学

会誌，公共政策フォーラムとならぶ学会の主要な活動になっている。さらに選考方法等の改善をはかり，

より多くの学会メンバーの参加を得てますます権威あるものにしていきたいと考える。最後に多くの会員

のご協力により 2005 年度学会賞を決定することができたことを感謝いたします。



執筆者紹介

つ 巻 頭 言

曽根　泰教（そね　やすのり）
　所属：慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授
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　研究テーマ：政治学，政策研究

つ 会長基調講演

細野　助博（ほその　すけひろ）
　所属：中央大学大学院公共政策研究科教授
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　研究テーマ：流通政策，都市政策，公共選択論

つ 特集論文

伊藤修一郎（いとう　しゅういちろう）
　所属：筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文

化・公共政策専攻教授
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　研究テーマ：パブリック・マネジメント

������ ��������（ろばーと　ぺっかねん）
　所属：ワシントン大学ヘンリー�┻ジャクソン国際学

部助教授
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　研究テーマ：市民社会

山内　直人（やまうち　なおと）
　所属：大阪大学大学院国際公共政策研究科教授
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　研究テーマ：公共経済学，日本経済研究

山本　啓（やまもと　ひらく）
　所属：東北大学大学院情報科学研究科政治情報学分

野教授
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　研究テーマ：公共圏の再定義とガヴァナンス

舟場　正富（ふなば　まさとみ）
　所属：流通科学大学商学部教授（神戸商科大学名誉

教授）
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　研究テーマ：地方財政学，財政学，地域政策論

駒村　圭吾（こまむら　けいご）
　所属：慶應義塾大学法学部・大学院法務研究科教授
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　研究テーマ：人権基礎論，内閣制度，憲法変動

御巫由美子（みかなぎ　ゆみこ）
　所属：国際基督教大学社会科学科教授
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　研究テーマ：日米関係，公共・対外政策のジェンダ

ー分析

つ 投稿論文

内山　融（うちやま　ゆう）
　所属：東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学

専攻助教授
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　研究テーマ：日本を中心とした比較政治，政策決定

と制度・アイディア

金　基成（きむ　きそん）
　所属：山梨大学大学院（持続社会形成専攻担当）助

教授

　�┳����：�����@���������┻�
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　研究テーマ：現代政治理論，環境政治

坂本　治也（さかもと　はるや）
　所属：琉球大学法文学部総合社会システム学科政策

科学・国際関係論専攻課程講師
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　研究テーマ：ソーシャル・キャピタル論，市民社会

論，政治参加論，地方ガバナンス比較

分析

つ 研究ノート

本田　洋一（ほんだ　よういち）
　所属：大阪府庁（商工労働部）
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　研究テーマ：産業政策，文化政策
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李　芝英（い　じよん）
　所属：筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文

化・公共政策専攻博士課程

　�┳����：��������@�������┻
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　研究テーマ：女性政策

������ ������（もにか　れいねむ）
　所属：筑波大学大学院人文社会科学研究科現代文

化・公共政策専攻博士課程
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　研究テーマ：日本の政治思想，総理大臣の方針演説

つ 書評評者

田口富久治（たぐち　ふくじ）
　所属：名古屋大学名誉教授
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　研究テーマ：戦後日本政治学史，政治理論，国家論，

民族論

伊東　弘文（いとう　ひろふみ）
　所属：総務省地方財政審議会会長

　�┳����：�3┻����@�����┻��┻�

　研究テーマ：財政学，地方財政

田村　哲樹（たむら　てつき）
　所属：名古屋大学大学院法学研究科助教授

　�┳����：������@�������┻������┳�┻�
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　研究テーマ：現代民主主義理論，福祉国家論，ジェ

ンダーと政治

待鳥　聡史（まちどり　さとし）
　所属：京都大学大学院法学研究科助教授

　�┳����：　ИЙ

　研究テーマ：比較政治論，現代アメリカ政治分析，

政策過程論

つ 学会展望

伊藤　恭彦（いとう　やすひこ）
　所属：静岡大学人文学部教授

　�┳����：�������@�
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　研究テーマ：現代政治哲学
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┪公共政策研究』（日本公共政策学会年報）投稿規定

（2006 年度年報委員会，2005 年 7 月）

　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，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
（共著者を含む。）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っています。）

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，2006 年度は「政策の総合
調整」をテーマとします。このテーマについての
研究会を立ち上げました。しかるべく報告をして
もらい，年報に執筆してもらうこととなります。
　⑷　投稿原稿は，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，年報委員会から委嘱した匿名
レフェリーによって査読が行われます。査読結果
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
他の著作等に収録・転用する場合には，文書で日

本公共政策学会事務局に通知し許可を得てくださ
い。

3. 投稿の方法および期日

　⑴　投稿希望者は，2005 年 12 月 2 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（できれば両方
で）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，原稿を受理致しません。
　⑵　投稿原稿の提出締切は，2006 年 2 月 14 日
（火）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部をご提出下
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下さい。
　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もしくは添付ファイルでの提
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
が，英文要約は含みません。
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　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 版の用紙を使用して，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
原稿のフロッピーディスクとそのプリントアウト
の提出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。元号を使用
する場合には，「平成 13 年（2001 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（2004
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 17 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
員会事務局に問い合わせてください（英文で投稿
される場合も含む）。

5. 2006 年度年報委員会事務局

　〒153┡8904　東京都目黒区駒場 4┡6┡1
　東京大学先端科学技術研究センター　御厨研究
室
　手塚洋輔・高 橋　洋
　���：03┡5452┡5480
　�┳����：����＠��┻�����┻�┳�����┻��┻��

以上
　2006 年度年報委員会委員長　御 厨　貴
　東京大学　先端科学技術研究センター　教授
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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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Neighborhood Organizations and Townscape Policy Making

Process in the Taketomi Island and the City of Kawagoe

ITO Shuichiro
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Local Corporatism : Neighborhood Associations

and Public Policy in Japan

Robert PEKKANEN
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Measuring Civil Society : A Survey on Quantitative Studies
YAMAUCHI Naoto
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and the Concept of Governance
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Role of the Professional Group to create the Environmental City :

30 Years of the KOBO-KEN in Kyoto

FUNABA Masatomi
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Keywords : agent of citizen collaboration, professional group, phase transition, envi-

ronmental policy
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Civil Society and the Renovation of Legal System :

The Deliberative Process of the Battle for

Civil Union Law in Vermont, U.S.A.

KOMAMURA Keigo

　　　�� ����� �┻'���� (1999)┼ ��� -������ '������ ����� ���� ���� ��� -������

������������ ��������� ����┳��( ������� ��� ���� ���� ����	���┼ �����������┼ ���

���������������� �������� �� ��������(���┳������� �������┻ ���� ���������� �������� �� 

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

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

�������� ��� ����	��� �	 ����� ������� �� ����┳��( �������┻ ���� #������ ����������

��� ������ ����� ��� �� ��� ����� ���� ��� ����� ���� �������� ����� ��� �����'� �� 

����������� ��� �� ��� �	������� �	 ��� ��������┻ �� ������ ��� ������������ �������

����� ��� 	�������� �	 ��� ����� ����� ���┼ ��� ����� �	 ���� ����� �� ��� ���������

��������┼ ��� '������ �����┼ ��� -������ ����� ������� ���� �� �����	���┻ �� ���� 

����┼ ���� ��������� ������������ ���� �� �������� �� ����� � ���� �� ��� 	������� :

⑴┣	���┳���������� ��������─ �� ��� ���� �	 ���������� �	 ����┳��( �������┼ ⑵

┣���	┳��������� ���������─ ���� ��� ������������ ��������� ��� �������� �(��������

���� 	�� ��� ������ ���� ��� ����� ����� ���┼ ⑶┣��� ������� ���� �	 ,������� ������─

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

�����┼ ��� �� ���� ����� ��������� ���� ���� ��������� �� ��� ������������┻

Keywords : same-sex marriage, civil union, domestic partnership, deliberative democra-

cy, moral legislation
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Japan’s National Security Policy and Gender

MIKANAGI Yumiko

　　　��� ��� �	 ���� ����� �� �� ��������� � ����� ����������� �� ��� ����� �	 +� 

���'� �������� �������� �����������┻ ����������� ������ �� ����� ���� ���� ��� ����

�� ���� 	����� ������┼ �������� �������� ������ �� ����������┼ ������� ����� ����

��������� �� ������� ��������� �� ����� ������������┻ #� � ������┼ �������� �������� ��

�� ����� ���� ����� ������������' �������� ������ ���� �� ���,�������� ���/�� ����� 

�����┼ ����� ����� 	��� ����� �(��������┼ ����������� ��������� ��� �������!�����┼

���� � ���� ������ �� ��� ����������� �������┻ �� ���� ������┼ �������� +����┼

��� ����� 	�� �������� ����������� ��� ���� ��������� �� ��� ��� ���� ���� �� ���
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	������ �� ��� ������� �� ������ ���'� �(���������┼ ���,��������┼ ��� ������┻ #� �����

�(��������� ��� ������ ������ �� ���������� ������� ������������' ������ ����� ��

��� ������ �	 ���� �� �� �� �� � ��� �� ���� �� ����� �� �� �����┼ ������ �����┼

� ���� 	���� 	���� �� ��� ������ �	 ����������� �� +������� �������┻ ����┼ ����� ����

�� ����������� ���� ��� ����� �	 kigyo senshi (��������� �������) ��� ������ ����

�������� �� ������� +����┼ �� ������� �� � ������ ����� �	 ��� �
┄
��� ���� (��

���� ����)┼ � ���� ������� �� ������� ��� ���� ������� ��� �������� �����������

��� ��� �������� �	 ��� .┻'┻┡+���� �������� ������ ��� �(������� �	 ��� ���� �	

��� '�& ����� ��� 1990�┻

Keywords : gender, masculinity, national security
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Policy Diffusion and Political Institutions :

Comparing Administrative Reforms

in Japan and the United Kingdom

UCHIYAMA Yu

　　　���� ��� .����� 
����� ��� +���� �(��������� �������������� ��	���� �����

�� ��� ���┳������� �����┻ +���� ���������� ����������� �������������� ������������

������ �������� �(������� ������� �� ��� .┻
χ┼ ��� ����� ��������������� ����

������ ��		�����┻ ���� ����� �(������ ��� ������ ��������� ����� ������ ����� ��	 

	����� �������� �� ���� ��� �������� �	 �(������� �����┼ �������� �	 ��������� ��� 

���� ��� �(������� ��������┼ ��� ���� �������┻

　　　�� +���� ����� ���� ������� ���� �� ����������� ��� !��� ����������� ��� ��� 

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

�� ����┼ �������� �	 ��������� ������� ��� ��� �(������� ������ �� ���┼ ��� ��� �(��� 

���� ����� �� ����┻ ����┼ ��� ����������� ���� ������������ �	 ��� ����� ����� �����

������ ����� �� �����┼ ��� ��� ������� ����� ���� �� �� ��������� �� ��� ��� ����

����������� �� ������� (���������) ���������┻ �� ��� ��������┼ �� ��� .┻
┻ ����� ����

������� ��� ���� �����	�� ��� ��� ��������� �	 ���	������� �� �����┼ �������� �	 �� 

������� ������� ��� ��� �(������� ������ �� ���┼ ��� ��� �(������� ����� �� �����┻ ��

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

�����!�� ���� ������ ����������┻

　　　���� ����� �������� ��� ��	���� �	 ��� �������������� �����!������ �� �����

)�������� �������� ��� ���������┼ ��� ����� ���� ����� ��� ������� ��	��� ��� �� 

���������� �� ���┳������� ����� ������┼ ��� +������� ��	��� ������������ �������

����� ����� ������� ���� ������� ���� ��	��������┻
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Social Capital and the Role of Local Government :

A Virtuous Cycle between Institution and Culture

KIM Kiseong

　　　��� ������� �	 ���� ����� �� �� �(����� ��� ����������� �	 ��� ����������� �� 

������� ���� ������ ������� ��� �� ��	������� �� ������������� 	������┻ )� ��������

���� ������� �� ����� �����┻ &����┼ � ���� ������ ������ �������� �� ������ �������

��� ���� ���� ������ ����������� ���� ��� ����������� �������� �� $��� ����� �� 

���� ������� �� ��� ���������� �	 ��� �������� ����� ������� ����������� ��� �������┻

'�������┼ � ���� ����� ��� ����������� ��������� �	 #�� ���� ��� )����� ����┼ �� 

����� ���� �� �(������� ��� ����� �	 +���� 	�� ������ ��� ����������� �	 ��� ��� 

����� ����� �� ������ ������� 	��������┻ &������┼ � ���� ���� ���� ����� �������� �	

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

��� �� ���� ����� ������������ �� ����� ����� ��������� ���	��������┻

Keywords : social capital, local government, leadership, public sphere, local democracy
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Making Local Government Work ? :

Social Capital, Civic Power, and Government Performance

in Contemporary Japan

SAKAMOTO Haruya

　　　����������� ������� �	 ����� ������� ��� ������ ������ ������� ������ �(����� ���

������������ ������� ��� ��������� ��� ������� ����� �������┻ �� ��� ���� Making

Democracy Work┼ 0����� ������ �������� ��� ���������� �������� ���� ������� �� 

������� ���	������� �� ����� �� ��	������� �� ������ �������┼ ���� �� ��������┼

�����┼ ��� �����┻ ���� ���� ��� ��������� ����������┻ �������┼ ����������� ������ 

�������� ��� ���� $����������� ��������� ��������� ��� ����� ������┻

　　　���� ������� �����!�� ��� ������ �	 ������ ������� �� ���� 	������� �	 ����� ���� 

��� �� ����� ��������� ���	������� �� +����┼ ��� ��������� ������'� ������ ���� 

��� ������┻ .��� ������� $����������� ���� �� ���	������ �����┼ ���� ����� �������

���� ������ ������� �� ��������� �� ����� ��������� ���	������� �� +����┼ ��� ����

Summary
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��� ��� ����� ��������� �� �(������� �� ┣����� �����─┼ ����� �� ���� ����� �	 ���� 

!��'� ������� ��� ���������┼ �� �����!�� ����� ����� ���� �������┼ �������!�┼ �� 

����┼ ��� ������� ����� ��������� ���$������┻ ��� ������������ ������� �����

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

����������� 	������┻

　　　&����������┼ ��� ������� ���� ���� ���� ������� �	 ����� �����┼ ���� �� ��� 

��!�� ����� ����� �� ������ 	��� ������ �� �������������� ��	��������┼ ��� ����

���� ��������� ���� ����� ������� �	 ����� �����┼ ���� �� ����� �� ����� �������┻

���� ������ ���� ���������� ��� ���������� �	 ┣����� ������─┼ ��� �������� ����!���┼

��� ��� ���� ������� �	 ����� �����┻ ���� 	����� ��������� ������������ ����� �	

��������� ������� ������� ��� ������������� ���������� ��������┻ �	 ��� 	������ ���

�������┼ ���� �� ���� ��� �� �� �	���� �	 ┣������ #����─ �� ����� �� ��������┻

　　　�� +����┼ �� �� ����� �����┼ ��� ������ �������┼ ���� �� ��� ���� ��� �� �����

��������� ����┻ ��� 	������ ���� �������� ������������ �� ������� �	 ������ ���� 

���┼ ����� �������┼ ��� ����� ���������┻

Keywords : social capital, civic power, civil society, local governance, government per-

formance
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　　　��� ����� �	 ��������� ���	������� ������� �� ������� � ��,�� ����� 	�� �� 

���� ��� ���������� ���� ����� �� ��� 	��������� ������ �	 ����� ���������┻ ��

�������� �� ������ ��������┼ �������� ����� ��������� �� ��� ��������� ����┼

����� �	 ���������┼ ��� 	����� ������┼ ��� ���������� ������ ���� �� � ���� ���� �	

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

����� ��� �������� �����!������┼ ��� ��� ����� ���������� ��� ����������� �	 ��� �� 

������ ���� ��� �������� ���������'� ������� ������ �� ����� �	 ��� ��,�� ����� ��

����� ��� ���	������� ���������� ������� (�┻χ┼ ���������� �������� ��� �����������

��������)┻ ���� ����� ���� �������� ��� 
����� ����� �� ����� �	 ���� ����������� ��� 

������ �� �������� ��� 0＆ � ����� ���� ��� ���������� ��	�����������┻ �� ����

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

����┼ ������� ���������┼ ��� ������ ��� �������� 	��������� ��� �� �� �		��� �� ����

��������� 	�� ��� ��������� �	 �����┳���� ��������� �� ���� �� � ����� ������ ���

��������� �	 � ��� ������ ���� ���� �		��� ���������� ���������┻
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　　　�� ���������� ��� +������� ������ �� ����� ��� ������ ���� ����┼ ���� �� 

��� ��������� ������ ��� ���� �	 ��� 1$��� 1��������� "���������� 2�� ��� ��� 1� 

������� �	 ������ 1$������ &���������� 2�� 	�� ��������┻

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

������� �� ����� ����┻ ������ �������� ��	�� �� ��� ��� �	 ����� ��� ��������� ����

�����	� ��� ���� �	 ������┼ ��� ���� �	 ����������� ���� ��� �� ���� �� ������ ����┼

��� ��� ������ �	 �������� ���� ��� ����� �� �������┻

　　　���� ����� 	������ �� ������ ����� �� �$������ �	 ��� ��� ����� ┳┺������ 

����┱┼ ┺�$������┱┼ ��� ┺����� �$������┱┳ ��� ���� 	����� ���� ��������� ������� ���

������� ���� ���� ����� ��� ������ ��������������!��┻

　　　������ ��� ��������┼ � ����� ������� �� +������� ������ �� ����� ��� ����

	���� ����� ���	�� 	��� ┺���������� �������┱ �� ┺����� �$������ �������┱┻
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　　　�� ���� �������┼ � �� ��� �� ����� �� ���� ������ �� ��� +������� ����┳���

��������� ������ �� ��� ���� �	 ��������� (�� ������� �� ���������� ��� ���������

�������)┻ � �� ��� �� ������� ��� ��� ������ �������� ���� �� ��� ���� ����� ��� ����

	�	�� ���� ����� �	 ��� ��� ����� ��������� 	��� 
������� �� 
��!���┻ � �� ���

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

������┻ � ���� ���� �� ������� �� ��� ��� ����� ��������� �	 ��� 2�� ��� �	 ���┳2��

�� ��� ����������� 	�������� �	 ��	�ИЙ���� �� ������������ИЙ������ ����������
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����� ��� ���� ��� ���� ����� �� 	����┻ &������┼ � �� 	������ �� 
��!��� ��� ��� 

���� �� ���� ����� �� ������ ��� 	��� ��� ��� ����� ����� ��������� �� ��� ��������┻
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『公共政策研究』〔バックナンバー〕

ゥ『公共政策研究』新装創刊号 2001

巻頭言

原　彬久　21 世紀の風を受けて

特集：21 世紀における公共政策の課題と構想

今井　照　分権改革以降における自治体の政策
主体間関係の変化について

植草一秀　平成不況長期化の原因と世論の偏向
加茂利男　政治改革再考：21 世紀の課題
木村陽子　先進諸国における社会保障構造改革
田中紀夫　21 世紀のエネルギー公共政策ИЙ

エネルギー制約による低成長経済へ
の準備ИЙ

長尾　悟　国際政治学における政策決定アプロ
ーチの現状と課題ИЙ日本の外交政
策研究に関する一試案ИЙ

藤原静雄　個人情報保護法の制度設計ИЙ個人
情報保護法案についてИЙ

増島俊之　20 世紀後半 50 年間の行政改革の動
向と 21 世紀における展望

論 文

宗前清貞　政策評価と政策類型ИЙ地方政府の
政治過程における評価機能ИЙ

台　　豊　第三セクター型検診機関の課題と今
後の方向

福井秀樹　競争入札による空港発着枠配分ИЙ
可能性と限界ИЙ

古川俊一　独立行政法人の制度設計と政治過程
研究ノート

中野雅至　先導的自治体が及ぼす影響力につい
て

堀真奈美　医療サービスの質と第三者評価に関
する考察

書 評

窪田好男　西尾勝編『行政評価の潮流ИЙ参加
型評価システムの可能性ИЙ』

土山希美枝　細野助博『スマートコミュニティ
ーИЙ都市の再生から日本の再生
へИЙ』

橋本信之　田中一昭・岡田彰編『中央省庁改
革』

増山幹高　福元健太郎『日本の国会政治：全政
府立法の分析』

依田　博　森脇俊雅『集団・組織』

ゥ『公共政策研究』第 2号 2002

巻頭言

足立幸男　21 世紀の公共政策
会長(2001～2002)基調講演

原　彬久　政策決定過程とオーラル・ヒストリ
ー

特集：政策評価のフロンティア

古川俊一　公共部門における評価の理論・類
型・制度

山本　清　政策評価とガバナンス
堀江正弘　国における政策評価の現状と課題
梅田次郎　意識改革と政策形成：三重県庁にお

ける自治体組織運営の変革プロセス
上山信一　行政評価の本質と「科学革命┝：わ

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』
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ゥ『公共政策研究』第 3号 2003

巻頭言

阿部泰隆　法政策の時代ИЙ公共政策学と法律学
の連携の必要性

会長基調講演

足立幸男　政策デザインにおける政策学的思考
ИЙ学としての公共政策学の成立可能性

　
特集　政策決定の透明性と明確性を目指して

岸本哲也　政策の透明性の増加はなにをもたら
すか？

佐々木信夫　自治体における政策過程の分析
ИЙ東京都の臨海副都心開発の生成
過程を素材に

城山英明　政策過程における経済財政諮問会議
の役割と特質ИЙ運用分析と国際比較
の観点から

曽根泰教　政治における情報公開
細野助博　審議会型政策形成と情報公開の意義

ИЙ「決定の質」の政策分析

宮脇　淳　中間的制度見直しの必要性と財政情
報改革

論 文

伊藤修一郎　自治体政策過程における相互参照
経路を探るИЙ景観条例のクラスタ
ー分析

相良　敬　環境自主規制の考察
西山慶司　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

宮永健太郎　地域政策におけるパートナーシッ
プと ���ИЙ欧州地域政策（�����

��
� ������
 �� �!"）を題材にして
研究ノート

塚原康博　公共事業と社会福祉サービスの生
産・雇用誘発効果の比較分析ИЙ拡
大レオンチェフ乗数を用いた産業連関分
析

中川芳江　動物愛護管理行政における市民参加
の可能性ИЙ兵庫県動物愛護推進員制
度によるケーススタディ

西岡　晋　医療供給制度改革の政策レジーム分
析ИЙ供給抑制型政策への転換をめぐ
って

書 評

新川達郎　岩崎正洋・佐川泰弘・田中信弘編著
『政策とガバナンス』

廣瀬克哉　岡本哲和著『アメリカ連邦政府にお

ける情報資源管理政策：その様態と
変容』

山口　定　足立幸男・森脇俊雄編著『公共政策
学』

┪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。

ゥ『公共政策研究』第 4号 2004

巻頭言

山口　定　公共性の政策基準と政策評価ИЙ一
つの問題提起ИЙ

2004 年度年報委員会　特集テーマ「法の政策
学」のねらい

特集　法の政策学

阿部泰隆　法制度設計におけるいくつかの視点
渡辺康行　立法の復権か立法への逃避か
大久保規子　市民参加・協働条例の現状と課題
和田淳一郎　法政策学における経済学活用の可

能性について
関谷　昇　社会契約説の応用と実践ИЙその再

構成と現代的意義ИЙ
論 文

秋吉貴雄　政策移転の政治過程ИЙアイディア
の受容と変容ИЙ

岩渕公二　評価にかかわる ���のアカウンタ
ビリティИЙ地方自治体における市民
参加の新たな潮流ИЙ

研究ノート

台　　豊　公的年金改革ИЙ政府案の分析と評価
ИЙ

朴　盛彬　日本の金融システムにおける天下り
と銀行間競争ИЙ「護送船団方式」の
計量分析ИЙ

山本竜大　ホームページのコンテンツ分析から
みる県議会議員とその政策情報

書 評

廣瀬克哉　新藤宗幸著『概説 日本の公共政策』
鈴木庸夫　宇賀克也著『改正行政事件訴訟法』

足立幸男　学界展望（2003 年 1 月～12 月）
2004 年度学会賞委員会　2004 年度学会賞の報

告
長峯純一　公共政策フォーラム 2004 イン気仙

沼「学生による政策コンペ」
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編集後記

　新たに細野助博会長，森脇俊雅副会長，大山耕輔事務局長の体制が

固まった新理事会のことです。久し振りに真面目に理事会に出席し，

無役でよかったと安堵しつつ，ややうきうきとしていた時のこと，細

野会長との雑談で，年報委員長予定の先生が辞退されたとかで，それ

は大変ですねとどこか他人事のように聞いていたら，突然，年報委員

長が降ってきたのでありました。��┡���版での学会年報（『公共政策』��┡���　1998

年），つまり本学会の最初の年報委員長は，私が務めたのですから，2回目の委員長登板な

のです。その折の小生の気持ちをお察し下さい。

　とはいえ，迂闊にも引き受けてしまった心の隙を嘆きつつ，引き受けた以上，しっかりと

せねばと，宇佐美誠（東京工業大学），山本啓（東北大学），稲継裕明（大阪市立大学），伊

藤修一郎（群馬大学から筑波大学），諸富徹（京都大学）各先生方に，委員をお願いし，勤

務大学の大友貴史助手に大いに迷惑を掛けながら，何とか編集を終えたのであります。�┡

メールの時代ですから，年報委員会はすべてバーチャルで，つまりメール会議だけでしたが，

海外におられた先生も含め，極めて迅速に様々な作業をてきぱき遂行いただきました。先生

方のご協力に，深く深く感謝いたします。

　特集企画は，突然の指名であったため委員長の独断で，「市民社会の公共政策学」と，小

生の専門研究分野に近く設定させていただいたのですが，結果的には，小生自体がとても勉

強になるような多彩な原稿をいただきました。他の学会では見られない学際・学融合的な力

作ありがとうございました。

　投稿論文は，プロポーザル提出 15 件，論文提出 8件，そして査読審査結果，論文 3件，

研究ノート 3件が掲載されることになりました。期間を厳守して査読していただいたレフリ

ーの皆様にも，深く感謝いたします。

　理事会での前年度からの引継ぎで，今年は，早めに編集せよとのことでしたので，懸命に

努力いたしましたが，少しだけ早めることができたでしょうか。また，年々，年報が薄くな

っていましたので，この辺で，もとの厚みに戻す努力もいたしました。また投稿規程にあっ

たのですがこれまでに掲載のなかった英文での論文を，企画論文と投稿（研究ノート）で各

1編ずつ掲載できたのも，本学会の広がりを示す意味でよかったのではないかと考えており

ます。

（2005 年度年報委員長　辻中豊)
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■日本公共政策学会 2005 年度年報委員会
　委員長　辻中豊（筑波大学）

　委　員　宇佐美誠（東京工業大学），山本啓（東北大学），稲継裕明（大阪市立大学），

伊藤修一郎（筑波大学），諸富徹（京都大学）

■編集協力
株式会社有斐閣アカデミア

■投稿案内
　投稿を希望の方は，本誌収録の投稿規定を熟読の上，次期 2006 年度年報委員会事務局まで

申し込みください。次号の投稿原稿のプロポーザル締切りは，2005 年 12 月 2 日（金），投稿

原稿の提出締切りは，2006 年 2 月 14 日（火）となっております。投稿資格は，日本公共政策

学会会員に限ります。学会へ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ホーム

ページをご参照ください。

　　　　　2006 年度年報委員会事務局

〒153┡8904　東京都目黒区駒場 4┡6┡1

東京大学先端科学技術研究センター　御厨研究室

　手塚洋輔・高 橋 洋

���：03┡5452┡5480

�┡����：	

�@��┻����┻�┳�����┻��┻	


公共政策研究　第 5号
Journal of Public Policy Studies Vol┻5
□2005 年 11 月 10 日 発行
���� 4┡641┡19975┡2
Ξ 2005，日本公共政策学会┻
������ �� ��
��

□発行　日本公共政策学会　会長・細野助博
　　　　���
://������┻���┻��┻	
/

��	/

事務局（2004 年 7 月～2006 年 6 月）
〒108┡8345　東京都港区三田 2┡15┳45
慶應義塾大学法学部　大山耕輔研究室
��� 03┳5427┳1381　��� 03┳5427┳1578
�┡����：�����@���┻����┻��┻	


□編集　日本公共政策学会年報委員会
　　　　2005 年度年報委員会事務局
　　　　〒305┡8571　茨城県つくば市天王台 1┡1┡1
　　　　筑波大学　人文社会科学研究科

現代文化・公共政策専攻　辻中豊（委員
長），大友貴史（事務局）

　　　　電話　029┡853┡6289┼6512
　　　　���　029┡853┡7454
　　　　�┡����：���	����@�����┻��┻����� �┻

��┻	
，������@������┻����� �┻��┻	


□発売　株式会社有斐閣
　　　　〒101┡0051　東京都千代田区神田神保町 2┡17
　　　　��� 03┡3265┡6811　��� 03┡3262┡8035

　　　　!"� ���
://���┻��������┻��┻	
/□印刷・製本　大日本法令印刷株式会社

　




