
日　本　公　共　政　策　学　会

２００２年度大会

「日本再構築に向けた諸改革の現状評価とその行方」

　開催日：　２００２年６月８日（土）～９日（日）

　場　所：　関西大学千里山キャンパス　尚文館



大会あいさつ

　2002 年度の日本公共政策学会大会（統一テーマ：日本再構築に向けた諸改革の現状評価

とその行方）において、全国から会員の皆様をお迎えするお手伝いが出来ることを実行委

員会一同光栄に感じております。

　今年度も、多様な研究領域にかかわるシンポジウムおよびセッションが開かれます。報

告者と討論者についても新進気鋭の若手研究者からベテランまで、これに加えてフロアで

参加される会員の方々を交えて、熱い議論が繰り広げられることになると確信しています。

　今年の大会で特筆すべきことは、自由論題のセッション数が大きく増えたことです。若

手研究者を中心とした申し込みが多く舞い込み、最終的に自由論題だけで 10 のセッショ

ンを設けることになりました。開催校としてはうれしい悲鳴、といったところですが、こ

れも日本公共政策学会が「参加型」の学会としての性質を強めてきていることの表れであ

ると思います。

　今回の研究大会が参加される皆様にとって実りの多いものとなることをお祈りすると同

時に、大阪・千里の丘陵にある関西大学で皆様にお会いできることを楽しみにいたしてお

ります。

　　　日本公共政策学会 2002 年度大会　実行委員会

プログラム

第一日目　６月８日（土）

９：３０～１０：５０

第１セッション（自由論題）「健康・医療政策」

　司　会 一圓光弥（関西大学）

　報　告 手嶋正章（名城大学）「たばこに関する税のあり方をめぐって」

笠原英彦（慶應義塾大学）

「現代日本の医療政策とＥＢＭの導入_公共政策史の視点から_」

　討　論 鵜飼康東（関西大学）

第２セッション「外交・国際政策の諸改革」

　司   会 山本武彦（早稲田大学）

　報   告 彦谷貴子（防衛大学校）

河辺一郎（愛知大学）　「外務省の機構改革の問題点と今日の外交」

仙洞田潤子（杏林大学）「幻想の“米ロ反テロ同盟”と中ロ関係」

第３セッション「社会保険改革」

　司　会 増山幹高（成蹊大学）

　報　告 堀真奈美（東海大学）「老人医療費の地域差」

和泉徹彦（慶應義塾大学大学院）

「介護保険と情報化_サービス評価モデルの検討」

　討　論 西村周三（京都大学）



第４セッション（自由論題）「教育・文化政策｣

　司　会　　　　今野雅裕（政策研究大学院大学）

　報　告　　　　山崎茂雄・林　睦（福井県立大学）

「地方における公共文化ホール運営の政策分析_福井県を中心として_」

　　　 　　　　齋藤美智子（新潟大学大学院）

「学校教育の日本型改革モデル

　　 _先進事例のケーススタディから見たフレームワークの検討_」

１１：００～１２：２０

第５セッション(自由論題)「政策における合意形成」

　司　会 森脇俊雅（関西学院大学）

　報　告 高橋克紀（同志社大学大学院）

「自治体と住民のコミュニケーション：広聴機能をどう拡充するか」

郭 眞 英 （Konkuk University）

「韓国政党のサイバー空間を通じた政治コミュニケーション

　 _新千年民主党とハンナラ党のホームページ分析を中心に」

　討　論 大住壮四郎（新潟大学）

第６セッション（自由論題）「政策における情報・教育」

　司　会 細野助博（中央大学）

　報　告 上別府隆男（東京女学館大学）「日本教育援助政策の歴史的形成」

山本竜大　（東京工業大学大学院）

「ＨＰ開設にみる日本の国会議員と情報発信の関係分析」

　討　論 古瀬幸広　（国際大学グローバルコミュニケーションセンター）

第７セッション「行政改革としての公務員制度改革」

　司　会 真渕　勝（京都大学）

　報　告 稲葉　馨（東北大学） 「人事行政機関の改編」

原田　久（熊本県立大学）「公務員制度改革過程における二つの変容と

政 　　　　　　　　　　　　　　　　　府体系」

　討　論 稲継裕昭（大阪市立大学）

第８セッション「公益事業における規制改革」

　司　会 鵜飼康東（関西大学）

　報　告 懸公一郎（早稲田大学） 「情報通信産業における規制政策」

秋岡弘紀（関西大学）　

「電気事業の完全民営化に関する一考察

_平均費用関数を用いた沖縄電力の事例研究_」

　討　論 浅井澄子（大妻女子大学）



１２：２０～１３：２０ 昼　食（理事会）

１３：２０～１４：５０ 総　会（尚文館２Ｆ：生涯学習教室）

１５：００～１７：４５

シンポジウム１「制度改革と政治的リーダーシップ」

（尚文館１Ｆ：AVマルチメディア大教室）

　コーディネータ 足立幸男（京都大学）

　パネリスト 斎藤　浩（弁護士） 　

猪瀬直樹（行革断行評議会・作家）

森本　敏（拓殖大学）

八木俊道（日本大学）

１８：００～２０：００ 　 懇親会 於：児島惟謙館

二日目　６月９日（日）

９：３０～１０：５０

第９セッション「グローバル時代の政治経済・ＷＴＯ」

　司　会 鈴木基史（京都大学）

　報　告 明田ゆかり（成蹊大学) 「自由貿易レジームの法的制度化　‐安定あ

るいは不安定要因か？」

籠谷公司（関西学院大学大学院）・藤沢宜広（龍谷大学）

「ＷＴＯ協定履行に関する国際比較分析」

　討　論 石黒　馨（神戸大学）

第１０セッション「政策における医療・福祉問題」

　司　会 長峯純一（関西学院大学）

　報　告 田村充代（千葉商科大学）「政治とクローン人間」

吉田しおり（関西大学）

「医療におけるプリンシパル・エージェント問題について」

　討　論 成澤　光（法政大学）

第１１セッション（自由論題）｢自治体の地域作り｣

　司　会 佐藤克廣（北海学園大）

　報　告 伊藤修一郎（群馬大学）

「地方自治体の相互参照と政策移転_景観条例の展開と変遷を事例として_」

　 保井美樹（東京大学先端科学技術研究センター）

「自治体主導の地域計画の検討_米国の成長管理型地域計画の分析から_ 」

　討　論　　　　新川達郎（同志社大学）



第１２セッション（自由論題）｢環境の政策的側面｣

　司　会 岡本哲和（関西大学）

　報　告 高津融男（関西大学）「環境価値の多様性と現代正義論」

趙　成甲（京都大学大学院）「環境政治学の構築に向けて」

　討　論　　 宇佐美誠（中京大学）

１１：００～１２：２０

第１３セッション「分権時代の地方自治」

　司　会 梅田次郎（日本能率協会コンサルティング）

　報　告 古川俊一（筑波大学） 「ＮＰＭレジームと職員の意識」

　 金井利之（東京大学） 「地方分権と自治体財政規律」

　討　論 北山俊哉（関西学院大学）

第１４セッション「文化芸術振興基本法の制定後の文化政策の展開」

　司　会 片山泰輔（跡見学園女子大学／ＵＦＪ総合研究所）

　報　告 中川幾郎（帝塚山大学）

「文化芸術振興基本法と自治体文化政策の関わり」

小林真理（静岡文化芸術大学）「文化芸術振興基本法成立の経緯と課題」

　討　論 初谷　勇（大阪府）

第１５セッション（自由論題）｢地域振興政策｣

　司　会 横須賀徹（水戸市役所）

　報　告 石黒広洲（中央大学研究開発機構）

「地域の自律的な発展と地域特性の関連分析

_英国ウェールズを例として_」

矢部拓也（東京都立大学大学院）

「地方小都市における中心市街地再生への政策提言

_滋賀県長浜市を事例として_」

　討　論 宗前清貞（琉球大学）

第１６セッション（自由論題）｢支援政策のあり方｣

　司　会 大山耕輔（慶応義塾大学）

　報　告 申 斗 燮（名古屋大学大学院）「日本における文化財政と支援政策」

　　　 木場隆夫（総合研究開発機構）、西出拓生（東京大学大学院）

「新たな公共技術開発システムの動き_風力発電を例に_」

１２：２０～１３：００ 昼　食（理事会）

１３：００～１３：４５ 総　会（尚文館２Ｆ：生涯学習教室）



１３：４５～１５：００

第１７セッション「環境政策」

　司　会 植田和弘（京都大学）

　報　告 宮岡　勲（大阪外国語大学）「地球温暖化問題における日本の対米政策」

　　　 金 星 姫（京都大学大学院）「アメリカでの SO２の排出権取引に関する

経済分析―電力産業における排出権取引制度について」

　討　論 城山英明（東京大学）

第１８セッション「ＮＰＯ／ＮＧＯの政策分析」

　司　会 長谷川計二（関西学院大学）

　報　告 中庭光彦（中央大学大学院）「ＮＰＯとの協働促進政策について」

上村希世子・山内直人（大阪大学）

「NPO スタッフの就業および賃金に関する実証分析」

　討　論 田中敬文（東京学芸大学）

第１９セッション（自由論題）｢公共政策・公共哲学」

　司　会 足立幸男（京都大学）

　　　 　　　　木下貴文（京都大学）「公共政策学の縁取りのために」

　　　 　　　　那須耕介（摂南大学）「政策執行研究の「意味」に関する一考察」

　討　論 松葉祥一（神戸市看護大学）

第２０セッション（自由論題）｢政策効果の検証｣

　司　会 長峯純一（関西学院大学）

　報　告 尾鷲瑞穂（京都大学大学院）

「政策形成基盤としての地域統計体系に関する系譜と行方

　　　 福井秀樹（愛媛大学）「市場の失敗か市場の効率性か_発着枠取引自由化

の検討_ 」

　討　論 奥井克美（追手門学院大学）

１５：１５～１７：１５

シンポジウム２「地方分権と自治の単位」　（尚文館１Ｆ：AVマルチメディア大教室）

　コーディネータ　　真山達志（同志社大学）

パネリスト　　　　森田　朗（東京大学）

　　片山善博（鳥取県知事）

　　　　　　　　　　山本文男（全国町村会長）



セッション・シンポジウム等の部屋割り

尚文館（見取り図）

７階 理事会会場 　　　　大学院研究室

６階 大学院研究室

５階 501 502 507 508 　

４階 　 　 404 　 　 　

入口 ３階 受付 　 　 　 　 　

２階 生涯学習教室（総会会場） 　 　 　 　

１階 マルチメディア大教室（シンポジウム会場）　 　 　

シンポジウム

AV マルチメディア大教室（１Ｆ）

（飲食物の持ち込み不可）

総　会　　生涯学習教室（２Ｆ）

懇親会　　　児島惟謙館（１Ｆ）

セッションの教室割りは､当日お知らせいたしますが､以下の教室を予定しています。

6 月 8 日（土）

507 教室  508 教室  404 教室

6 月 9 日（日）

501 教室  502 教室  507 教室

関西大学千里山キャンパスへのアクセスについては以下を参照。

http://www.kansai-u.ac.jp/Guide-j/access.html

関西大学内の地図については以下を参照。

http://www.kansai-u.ac.jp/Guide-j/mapsenri.html


