第１１回全国研究【茨城】大会のご報告
日本地域政策学会会長 吉田 俊幸
第 11 回 全国研究大会実行委員長 林 寛一
日本地域政策学会第１１回全国研究【茨城】大会が、常磐大学にて開催されました。大会メイ
ンテーマを「３．１１から１年 われわれは何をしてきたか＆なにをすべきか」と設定し、防災
等の視点から地域政策の実践的議論を深めました。
１． 日時
２． 場所
３．大会テーマ
４． 主催
５． 共催
６． 後援

２０１２年７月１４日(土) ・７月１５日(日)
常磐大学 （茨城県水戸市見和 1-430-1）
「３．１１から１年 われわれは何をしてきたか＆なにをすべきか」
日本地域政策学会
常磐大学
茨城県/ 水戸市/ 日立市/ 常陸太田市/ 高萩市/ 笠間市/ 那珂市/ 茨城町/
桜川市/ 茨城県社会福祉協議会/ 水戸商工会議所/ 水戸青年会議所/
常陸太田青年会議所/ ひたちなか青年会議所/ 常陽地域研究センター/
水戸コンベンション・ビューロー/ 茨城新聞社/ 読売新聞水戸支局

○ ７月１４日（土）○
8：30～
受付開始
9：30～12：00 個別報告・研究発表①
12：10～13：00 理事会
13：10～13：45 総会
14：00～14：10 会長・開催校挨拶
14：15～18：15 公開特別講演・シンポジウム
18：30～20：00 懇親会

【公開特別講演･シンポジウム】
「３．１１から１年 われわれは何をしてきたか＆なにをすべきか」
総合司会 ： 井上 繁（常磐大学教授）
会長挨拶 ： 吉田 俊幸（高崎経済大学教授・前学長）
開催校挨拶： 森 征一（常磐大学・常磐短期大学学長）
公開特別講演 14：15～15：05
『大震災の復興で県は何をしてきたか＆なにをすべきか』
橋本 昌 氏 （茨城県知事）
公開シンポジウム・パネル討論 15：20～18：15
①基調報告
15：20～16：05
『大震災の復興でわれわれは何をしてきたか＆なにをすべきか―国の取り組みを中心に』
飯尾 潤 氏 （政策研究大学院大学教授）
②報告１
16：05～16：25
『大震災の復興でわれわれは何をしてきたか＆なにをすべきか－市民ｱｸﾀｰの立場から』
安田 尚道 氏 （常磐短期大学教授）

③基調報告
16：30～17：10
『大震災の復興でわれわれは何をしてきたか＆なにをすべきか－市町村の立場から』
高橋 靖 氏 （水戸市長）
④パネル討論
17：10～18：15
座 長： 井川 博 氏（政策研究大学院大学教授）
パネル討論参加者： 飯尾教授、高橋市長、安田教授、小松原仁茨城県理事兼政策審議官

○７月１５日（日）○
8：30～
受付開始
9：00～11：20 分科会
11：30～18：00 特別企画（エクスカーション）
同時開催
13：00～15：30 個別報告・研究発表②

※有料 2,500 円

【分科会】
第１分科会(都市) 「東日本大震災後の被災都市再生のあり方－現状・課題・開発哲学－」
［座長］
山下 博樹（鳥取大学）
［報告］
第一報告 戸所 隆（高崎経済大学）
「知識情報社会における都市開発哲学の方向性」
第二報告 三橋 浩志（文部科学省）
「被災都市再生とコンパクトシティ－高台移転（住機能と業務・商業機能
の分離）を踏まえて－」
第三報告 千葉 昭彦（東北学院大学）
「東日本大震災での郊外住宅地の被災状況と復興対応の検討」
第四報告 土屋 純（宮城学院女子大学）
「津波被災地域における仮設店舗の展開と問題点」
［コメンテーター］
藤井

正 （鳥取大学）

［企画・総括］山下 博樹（鳥取大学）
第２分科会(農業・農村) 「水田農業の構造変動と農政改革」
［座長］
吉田 俊幸（高崎経済大学）
［報告］
第一報告 平林 光幸（農林水産政策研究所）
「水田農業の構造変動と大規模水田農業の動向」
第二報告 小林 元（JC 総研）
「集落営農の動向と地域農業」
第三報告 西川 邦夫（東京大学・日本学術振興会）
「茨城県水田農業地帯における構造変動－政策変化と JA 販売事業と関連
させて－」
［討論者］
大仲 克俊（JC 総研）他
［コメンテーター］ 大泉 一貫（宮城大学）

第３分科会(政治・行政) 「広域・大都市行政制度のこれまで、これから」
［座長］
桑原 英明 （中京大学）
［報告］
第一報告 井川 博（政策研究大学院大学）
「大都市制度の課題について考える－二重行政問題と住民自治－」
第二報告 福沢 真一（常磐大学）
「特別市運動の歴史的展開－府県警察権限の大都市への移管問題を中心に－」
第三報告 上崎 哉（近畿大学）
「橋本大阪都構想の政治性と道州制」
第四報告 増田 正（高崎経済大学）
「道州制論の現在－北関東州（試案）の提言－」
［討論者］
松井 望（首都大学東京）
［コメンテーター］ 大泉 一貫（宮城大学）
第４分科会(医療・福祉・行政) 「地域福祉計画の実践レベルからの検証」
［座長］
渡邉 敏文（新潟医療福祉大学）
［報告］
第一報告 青木 茂 （新潟医療福祉大学）
「地域福祉計画未策定自治体の背景と要因」
第二報告 中村 佳代（牛久市社会福祉協議会）
「牛久市社会福祉協議会における地域福祉活動計画の展開」
第三報告 丸田 秋男（新潟医療福祉大学）
「地域福祉計画の評価の現状と課題」
［全体討論］ 青木 茂（新潟医療福祉大学）
中村 佳代（牛久市社会福祉協議会）
丸田 秋男（新潟医療福祉大学）
熊澤 利和（高崎経済大学）
細井 雅生（高崎経済大学）
渡邉 敏文（新潟医療福祉大学）
西村 正広（愛知大学）
［コメンテーター］
熊澤 利和（高崎経済大学）
第５分科会(コミュニティ) 「コミュニティと地域―再生のあり方を探る―」
［座長］
松村 直道（常磐大学）
［報告］
第一報告 中村 英三（常磐大学）
「少子高齢化と『地域というコミュニティ』・自治会と福祉」
第二報告 志賀 勝弘（日立市日高学区市民自治会）
「地域コミュニティ活動とその課題―日高学区市民自治会の活動からー」
第三報告 中村 英一（茨城県社会福祉協議会）
「茨城県における福祉コミュニティづくりの現状と課題」
第四報告 萩原 篤（常陽地域研究センター）
「伝統的地縁組織と新たなネットワークの融合」
［コメンテーター］
石塚 耕治（常磐大学）
坂井 知志（常磐大学）
[全体討論]コーディネーター
松村 直道（常磐大学）

【個別報告・研究発表】
7 月 14 日（土） 9：30～12：00
7 月 15 日（日）13：00～15：30
【特別企画（エクスカーション）】
7 月 14 日（土）11：30～18：00
常陸太田市のご厚意により、市職員の方にご案内いただき、以下の場所をバスにて観光しま
した。
ルート：
常磐大学 ～ 金砂郷（そば打ち体験）～ 竜神大吊橋 ～ 西山荘 ～ 水戸駅
11:30
12:30～14:00
14:40～15:10 15:40～17:00 18:00
↓

