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〜 都市の自治のあり方をめぐって ① 〜

第30次地方制度調査会
公益社団法人東京自治研究センター
研究員

（2012年9月27日）で
第２回中核市制度学習
第２回中核市制度学習会
会（2012年9月27日）
講師を務めた佐藤研究員

佐藤

草平

（八王子自治研究センター特別研究員）

第30次地方制度調査会は、2013年６月25日に

迂回するかたちで進められ、与野党7会派共同に

「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービ

よる法案の提出を経て、議員立法により「大都市

ス提供体制に関する答申」
（以下、
「答申」という）

における特別区の設置に関する法律」
（以下、
「大

を内閣総理大臣安倍晋三宛てに提出した──諮問

都市地域特別区設置法」という）が2012年８月に

をしたのは昔日の菅直人首相であった──。諮問

制定されるという運びとなった。この法律は、都

事項は、①住民の意向をよりいっそう地方公共団

区制度へ移行するための手続き法という位置づけ

体の運営に反映できるようにする見地からの議会

である。本来ならば地方自治法の中に創設されて

のあり方を始めとする住民自治のあり方、②我が

しかるべき事案であるのがそうならなかったとい

国の社会経済、地域社会などの変容に対応した大

う問題もあるが、裏を返せば、都区制度が東京都

都市制度のあり方、③東日本大震災を踏まえた基

以外に適用されるということを国は想定していな

礎自治体の担うべき役割や行政体制のあり方──

かったのであり、それが理由に法制度上の不備を残

の３つであった（傍線筆者）。そのうち、①議会

していたのであった。それはまた、東京都および特

のあり方を始めとする住民自治のあり方について

別区は個別の立法判断を経ることなく都区制度の適

は、2011年12月15日に提出した「地方自治法改正

用を受け続けていたということをも意味する。

案に関する意見」で論じたとして、この度の答申
には記載をみていない。

大阪では今、この手続き法に則り設置された
「大阪府・大阪市特別区設置協議会」において、

手続法としての
「大都市地域特別区設置法」

《今号の内容》

大都市制度のあり方が諮問事項に上ったのは、
橋下徹大阪市長（現）が声高に「大阪都構想」を
提唱したことが何よりの誘因であった。実際には、
「大阪都構想」に係る法制化は地方制度調査会を
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都区制度への移行に向けた準備が着々と進められ

度においてもこれだけのことができるのだという

ている。

大阪へのメッセージが含み込まれているような気
もするのだが、それは穿った見方であろうか。

矛盾を内包し続ける
現行の都区制度

人口20万で、
中核市と特例市を統合

答申にはいくつもの留意点が記述され、来るべ
く総務大臣協議に向けた楔が打ち込まれた。①事

大都市制度とは上に見てきた都区制度と指定都

務分担、②税源配分、③財政調整に関しては、総
務大臣と協議を経る旨が大都市地域特別区設置法

市制度のことであるとするのが通説である。しか
等
し、答申には「現行の大都市等に係る制度の見直

に規定されているからである。留意点のうち最た

し」
（傍点筆者）とあるように、
「等」に含まれる

るものはこうだ。

中核市および特例市についても言及がなされた。

道府県に置かれる特別区は、道府県と特別

①人口20万以上および保健所の設置を条件に両制

区の事務分担や税源配分、財政調整等のあり

度を統合して中核市とする、②事務処理特例制度

方によっては、
（中略）
「基礎的な地方公共団

を活用した事務の移譲、③地域自治区等を活用し

体」と位置付けられた都の特別区とは性格が

ての住民自治の拡充──がその主たる内容である。

異なってしまう可能性もあることに留意すべ

特に、②の事務処理特例制度については、都道府

きである。

県の意向が強く反映される現状を打破して、各市

都区制度がもたらした過ちが、歴史に学ぶこと

町村の事情を踏まえた運用がなされる必要がある

なく大阪の地に再び表出することになるのか。往

として、中核市に限らずともその積極的な活用が

時の勢いを失ったとはいえ、大阪を中心に吹き荒

望まれるという論調となった。

れる“暴風”から目を離してはならない。それは

このことは、諮問事項のひとつであった基礎自治

都区制度を手前勝手に使ってきた都民の責任でも

体の担うべき役割や行政体制のあり方へとつながる。

あるのではなかろうか。

都市の自治のあり方を考える

指定都市の可能性

時代の端境期を迎える中、いかにして地域の実
翻って指定都市制度に対しては、住民自治・団

情に見合った行政サービスを提供するのか。この

体自治双方からの比較的踏み込んだ提案がなされ

問いに対して、事務の共同処理を超えた市町村間

た。団体自治に関しては、①大幅な事務移譲、②

の広域連携のあり方、都道府県による補完のあり

それに即した税財源の配分、③いわゆる「二重行

方に係る提案がされた。その背後には都市機能の

政」解消に向けた指定都市と都道府県による協議

「集約とネットワーク化」という思考様式が横た

会の設置に係る案がそれとなる。加えて住民自治

わる。

に関しては、「都市内分権」の旗印の下、行政区

都市とは何か。（行政サービスでなく）公共サ

に自治権を付与する案が提示された。①区の事務

ービスとは何か。自治とは何か。＜都市＞という

権限の明確化、②区長の職員任命権、③一定の予
算に係る権限、④区長を副市長並みの特別職とす

言葉に惑わされることなく、常にその都市を構成
等等
する地域に目を向けること。都市圏と徒歩圏。二

ること、⑤区長公選制の検討、⑥市議会内に区選

者択一のことではないが、どちらから自治を構想

出市議会議員を構成員とした常任委員会を設置す

することが今の時代に求められているのであろうか。

ること──などである。これらには、指定都市制

（この論考は継続します）
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インタビュー 〜Interview〜
特定非営利活動法人
八王子市民活動協議会

石井 利一 理事長（上）
■聞き手

八王子自治研究センター
副理事長

藤岡

一昭

石井理事長

■聞き手（藤岡）

たっては市民活動団体のリーダーだけでなく、一

本日はお忙しい中、八王子自治研究センターの

般市民の参加も求めようということで八王子市の

インタビュー取材にご協力いただきありがとうご

広報をつうじて市民活動協議会の理事の募集をし

ざいます。早速ですが、八王子市民活動協議会が

ました。市民活動協議会というのは市民団体の中

発足して10年が過ぎました。設立から現在に至る

間支援団体（市民団体の活動を支援する団体）だ

概況についてお話しください。

から、団体のリーダーだけでなく一般市民の参加

『 八王子市民活動協議会の設立 』
◆石井理事長

も必要だという議論になったようです。実は私も
広報の募集に応じて個人の立場で参加しました
が、設立段階では20人の理事のうち５名程度が個
人の立場で理事になりました。

八王子市民活動協議会は平成14年（2002年）11
月４日に発足しました。しかし実際には、その年
の２月頃から、当時八王子市内にあった30ぐらい

『 市民活動支援センター事業を受託 』

のNPO団体の代表者が集まり、話し合いがもたれ

市民活動協議会がスタートすると、八王子市の

るようになりました。このきっかけは行政（八王

方から「既に他の自治体にはある市民活動支援セ

子市）の方から、「これから市民協働を進めてい

ンターを設立したい。他市では大半が直轄の運営

きたいが、個々の団体が連携してその受け皿とな

（市の職員による運営）だが、八王子市では予算

るようなものがつくれないか」という話がそもそ

の関係もあり、民営化したいので、市民活動協議

ものスタートでした。そこでいろいろな議論があ

会に委託したい」という話がありました。この話

った訳ですが、市民活動や市民団体について話し

を受けて半年ほど準備し、平成15年（2003年）６月

合っていく場として市民活動協議会を11月に設立

24日に市民活動支援センターが開設され、その管理

するということになりました。そして、設立に当

運営が八王子市民活動協議会に委託されました。
この事務所も行政が民間から賃借料無償で借り
た関係にあり、観光協会と産業振興、そして私た
ちが運営する市民活動支援センターで利用するこ
とになりました。
市民活動協議会はボランティアですが、市民活
動支援センターは受託事業なので有償スタッフを
おくことができました。窓口時間が午前10時から
午後９時までなので交代制にし、センター長と副

▲八王子市民活動支援センター入り口
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センター長は常勤ですが、他のスタッフはパート

も実施しました。平成15年（2003年）の11月から、

勤務で昼間の勤務、夜の勤務など分担する形です。

いちょう祭りに参加してくれないかということ

市民活動支援センターの役割は市民団体や個人の

で、ついては甲州街道沿いだけでなくもう少し広

いわゆる市民活動への参画支援や相談、会議室の

げたい、ということでした。そこで、長房市民セ

貸し出しや資料の印刷といったことですが、なん

ンター前に「わくわく広場」というのを作って、

でもそうですが最初は要領も得ず苦労しました。

市民活動協議会が盛り上げることになりました。

こちらのスタッフも市民活動の実態がつかめなか

ご存知のとおり、いちょう祭りは甲州街道中心な

ったり、経験がなかったりで…。また男性中心の

ので、人の流れを作るのに苦労しましたが、いく

スタッフから、女性の参加も増え始め、雰囲気も

つかの団体に参加してもらい、今では30団体くら

だんだん明るくなってきました。

いの参加協力を得て、大勢の皆さんが立ち寄るよ

『 現在も続く「お父さん

うになりました。

』 『 八王子市職員等事業本部とも連携 』

お帰りなさいパーティー」

（略称オトパ、以下略称を使います）

いちょう塾（八王子学園都市大学）、環境フォ

◆石井理事長

ーラム、八王子七夕祭り、八王子市職員等事業本

初期の市民活動協議会は市民活動支援センター

部が開催する文化祭にも参加させてもらい、お手

の事業が中心でしたが、１年ほど経つと大分慣れ

玉の会を始めいくつもの市民団体が出展させても

てきたこともあり、独自事業を進めようというこ

らっています。

とになりました。

現在も続けている、市民活動フォーラム「井戸

最初に始めたのが「お父さんお帰りなさいパー

端会議」は、市民活動の情報や意見など市民の方

ティー」です。私たちは「オトパ」と言ってます

だけでなく、行政の方や議員にも入ってもらい、

が名前も定着してきました。

自由に話し合う場として実施しています。井戸端

これは定年退職になった男性、とくに八王子の

会議の主旨は、お互いに分かり合おう、理解し合

場合は都心に通っていた人が多いので、定年後地

おうということで、答えを出すものではありませ

域のつながりはほとんどありません。地域を知ら

ん。時間はかかるかもしれませんが、市民活動に

ないわけです。そこで、地域の市民活動や市民団

はこうしたことが大事ですね。

体を知ってもらおうということで、それを紹介す
る目的で始めたイベントです。

また、東京の区市町村の共同事業として企画さ
れた「みどり体験事業」で、八王子市は「里の体

また協議会を知ってもらおうと「協議会だより」

験」をすることになり、市民活動協議会が具体的

（＊現在隔月発行で間もなく50号を迎えます）を

な事業を進めました。100人を超すこども達が

発行し、市民活動に関する市職員向けの研修など

「夕焼け小焼けふれあいの里」を拠点に、２泊３
日で自然体験をするわけですが親御さんにも大変
好評でした。
さらに都立高校のカリキュラムの一つに奉仕活
動というのがありますが、先生方はよく分からな
いという事で、市民活動協議会に相談があり、
様々なボランティア活動を紹介しました。事業本
部でやっている八王子祭りの清掃ボランティアを
通じて八王子桑志高校は、いちょう祭りのごみ収
集ボランティアを続けています。
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『 国立高専のイベントにも協力 』
平成20年（2008年）の夏休みから椚田町にある
国立工業高等専門学校が「東京高専・サイエンス
フェスタ」を始めました。こども達（とくに中学
生）にとって高専というのはあまりなじみがあり
ません。そこで、高専の存在を知ってもらいたい

▲市民活動支援センター内のオープンスペース

という主旨で市民活動協議会にも協力要請の話が
ありました。こども達の科学への関心を、遊びを

る程度専門的な事務能力も必要ということになり

つうじて引き出そうということで、市民活動協議

ます。そこで平成23年度から国の事業としてスタ

会は箱庭や竹紙すき、竹細工、お手玉の会などの団

ートした「新しい公共」助成金を東京都へ申請し、

体に協力していただき、2000人を超える来場者で盛

NPOパワーアップ講座を始めました。東京都の助

り上がっています。こうしたことは、当事者の高専

成は24年度で終わりましたので、25年度からは八

だけではなかなかうまくいきません。市民活動協議

王子市の助成金を受けています。
試行錯誤の10年を振り返って見ましたが、あっ

会の各団体がボランティアで参加し、小さいお子さ
んも大勢見にくるようになりました。小中学生が遊
び心を通じて集まるサイエンスフェスタは、高専側
にとっても、また市民活動協議会の各団体にとって
も幅を広げるいい機会になっています。

『 NPO八王子会議から

パワーアップ講座へ

という間の10年という感じもします。

『 行政のメニューにない「オトパ」 』
■聞き手（藤岡）

』

ありがとうございます。試行錯誤とおっしゃいまし
たが、いろいろとチャレンジしながら、また楽しみな
がら10年の時を経たという感じでお伺いしました。
最初に「オトパ」についてお聞きします。

また、八王子市協働推進課とともに、市民活動

を進めていくうえでの、「ヒト･モノ･カネ」とい

話の前に、日本社会が高度成長を迎えた昭和30

った資源の調査研究も進めています。最初は企業

年代から40年代以降にかけて、八王子市の人口も

の合併や統合などで、企業が使っている資材、什

急増しました。宅地造成なども盛んに行われ、保

器などが余り、そうした物を市民活動協議会が頂

育所や小中学校などの公共施設が毎年建設されて

いて、市民団体を中心に有効に使うといった形で、

いく訳です。自治体側も追いつかないほどの忙し

資源の有効活用を図りました。これからはモノ

さでしたが、当時八王子に住まいを構え、都心に

（物）からヒト、カネ（資金）といった形で発展

通勤し、子育てに励んでいた世代が続々と定年退
職を迎えています。私も同じような年代ですが、

させたいですね。
NPO八王子会議は、現在250程度に達した八王

休日は家族と過ごし、それ以外は仕事一筋で税金

子のNPO団体（市民活動協議会が設立された平成

もしっかり納めているといった生活から一変する

14年頃は40～50団体程度でした）に集まってもら

わけですね。

い、それぞれの課題を話し合うものです。課題を

行政側からすると、子育てや教育環境、生活環

出し合いながら、それぞれの団体のコラボレーシ

境の確保は公共サービスとして法的にもメニュー

ョンを探ることが大きな目的ですが、現実的に共

があるわけですが、退職後地域に戻られた皆さん

通する問題はスタッフ体制の強化ですね。事務方

をフォローするメニューはありません。

のスタッフも足りない。法人格を取得すると、あ
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「オトパ」
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は地域社会を育む上で、実は行政にもいろいろな示
唆を与えているのではないか、もっと言えば行政の
役割を問い直す意味があるようにも思うのですが？
◆石井理事長
確かに、定年で地域に戻ってきた「お父さんた
ち」への行政のメニューはありませんね。実は、
私もそうですが昭和40年代頃から八王子に住み始
めた人々が多数いる訳です。

ニアを無理やり分けるのではなく、体のケアや何

とくに新興住宅地などでは、都心に働きに行く
人が多く、そうした人たちが10年ぐらい前から定
年を迎え始めました。

らかのサポートがありながらも地域社会に係れる
ような仕組みを考えていきたいと思うのですが、
「オトパ」はその意味ですごく刺激的ですね。

定年になってから半年ぐらいは残務整理だとか

◆石井理事長

元同僚たちとの付き合いもありますが、住まいが

そうですね、シニアの立場に立つことが大切で

それぞれ離れていれば自然と疎遠になる。近所を

すが、実はこの取り組みは、八王子より先にはじ

散歩しても、知り合いがいるわけでもなく、だん

めた自治体があります。その自治体は八王子と違

だんと引きこもり的な状態になって、中には体の

って行政自身が呼び掛け、実施したのですが、人

具合が悪くなる人も出てきたりします。

が集まらないんですね。私たちは手作りのボラン

一方で市民活動団体などを見ると、圧倒的にシニ

ティアで、最初は500円会費から始めたのですが、

アの方が多いわけです。そこで、定年となったお

当事者が主体的に取り組んだということもあり、

父さんたちに市民活動団体を紹介して、橋渡しを

だんだん盛り上がってきました。NHKで放送され

しようという発想が生まれた訳です。時代の要請

たこともあり、全国の自治体から視察に来るとい

という意味もあるように感じます。

った状況になっています。おそらく、５，
６年前
からいわゆる団塊の世代の皆さんが退職時期を迎

『 地域の主体はシニア世代 』

え、その人たちを地域がどう迎え入れるのかとい
うことが、どこの自治体でも課題になってきたと

■聞き手（藤岡）

いうことだと思います。少ない予算で、しかも市

よく分かります。私はシニア世代が地域社会に

民団体中心に運営していることには注目されてい

どう関わるのか、あるいは関われるのか、という

ますね。
「オトパ」はもちろん現在も継続していま

ことを行政はもっと真剣に考えるべきだと思いま

すが、いろいろな意味と可能性があるように思い

す。支援を必要とするシニアと社会参加できるシ

ます。

資 料 紹 介

（次号へ続く）

八王子自治研究センターでは各地に設立されている自治研究センターの地域情報、
研究論文を収集･公開しています。

資料タイトル

発 行 団 体

特集記事･論文

都市問題 ７月号

公益財団法人後藤･安田記念東京都市研究所

・特集１：監視社会のプライバシー
・特集２：動き始める電力自由化

新潟自治 56号（2013/7発行）

公益財団法人新潟県自治研究センター

・地域のよりどころは今
─ 問われる公共施設 ─

THE NEXT・SHIGA（研究紀要2012）

滋賀地方自治研究センター

・新しい自治のかたちを求めて

北海道自治研究 533（2013/6）

公益財団法人北海道地方自治研究所

・総合計画条例の制定と自律自治体への道

自治研月報かながわ（2013/6）

公益財団法人神奈川県自治研究センター

・戦時中革新と戦後革新自治体の連続性をめぐって
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八王子自治研究センター通信

資料タイトル
みやざき研究所だより No.71
（2013/7）

発 行 団 体
宮崎県地方自治問題研究所

特集記事･論文
・｢平和憲法｣が本当に危ない
・TPPをめぐる論点と農業への影響

地方自治ふくおか

福岡地方自治研究所

・特集｢人と人とのつながり｣

まちと暮らし研究 16

一般財団法人地域生活研究所

・エネルギーのデモクラシーに向けて

まちと暮らし研究 17

一般財団法人地域生活研究所

・｢東京都｣を考える―自治の制度と大都市課題

信州自治研 №257（2013/７）

長野県地方自治研究センター

・長野県環境エネルギー戦略（１）
・地域を変える自治研力

フォーラムおおさか №133（2013/）

大阪地方自治研究センター

・現大阪市政の手法と「グレートリセット」の行方

じゃりみち

被災地NGO協働センター

・声なき声に耳を傾け、見えないものを観る！

自治総研 Vol.39（2013/4）

公益社団法人 地方自治総合研究所

・義務付け・枠付けの緩和に関する取組み
状況について

自治研月報かながわ №140（2013/6）

公益財団法人 神奈川県自治研究センター

・2013年度政府予算と地方財政計画の特徴

自治研かごしま №104（2013/６）

鹿児島県地方自治研究所

・特集/住民参加と行政参加のまちづくり

自治研なら 108号（2013）

奈良県地方自治研究センター

・香芝市の財政に見るいくつかの課題

災害復興支援活動研究会報告書
2013年３月

三重県地方自治研究センター
（財）三重地方自治労働文化センター

自治研静岡 №47（2013/夏号）

静岡地方自治研究センター

・災害復興支援活動研究会の報告によせ
て・わがまちの防災の見直しに向けて
・特集 東海、東南海、南海地震と津波対策（Ⅱ）

香川県自治研ブックレット

香川県地方自治研究センター

・これからの地方分権と自治体職員力

聴き取り調査報告書

さいたま市地域包括支援センター調査実行委員会

・Ⅰ調査の概要 Ⅱ調査事項と特徴的な回答 他

自治研おかやま №５（2013/6）

自治研センターおかやま

・2013年度地方財政セミナーから

信州自治研 №257（2013/7）

長野県地方自治研究センター

・村まるごと６次産業化
・福島からの報告（２）

自治研ちば Vol.11 （2013/6）

一般社団法人 千葉県地方自治研究センター

・非正規公務員という問題
─ 問われる公共サービスのあり方 ─

2013年度 第49回定期総会議案書

公益社団法人 北海道地方自治研究所

・Ⅰ 2012（平成24）年度事業報告他

自治研ぎふ 第106号

岐阜県地方自治研究センター

・特集 多治見市の男女共同参画社会への取
り組みと現状

自治総研 Vol.39（2013/５）

公益社団法人 地方自治総合研究所

・特別職の「常勤的非常勤職員」への退職手当の支給

さが自治研NEW №27

佐賀県地方自治問題研究所

・第30回佐賀県地方自治問題研究所定期総
会議案書

自治研いばらぎ №111（2013/5）

一般社団法人 茨城県地方自治研究センター

・2013年度自治体予算の課題

信州自治研 №257（2013/７）

長野県地方自治研究センター

・諏訪圏工業メッセの取り組み
・自然エネルギー導入促進の取り組み

ぐんま自治研ニュース 第115号

一般社団法人 群馬県地方自治研究センター

・基調講演「社会保障と税の一体改革の検証」

人口減少社会における若者の定住と
雇用に関する調査研究（2013/３）

鳥取県地方自治研究センター

・県内居住意向等に関する若者の意識調査

みやざき研究所だより №70（2013/4）

宮崎県地方自治問題研究所

・研究報告書 宮崎県における「限界集落」問題

新潟自治 55号（2013/4発行）

公益財団法人新潟県自治研究センター

・新潟県内自治体の新年度予算をみる

自治研とやま №84（2013/4）

公益財団法人 富山県地方自治研究センター

・2013年度地方財政計画について

自治研月報かながわ №139（2013/3）

公益財団法人 神奈川県自治研究センター

・特集 2012年政権再交代の総選挙結果を分析する

フォーラムおおさか №132（2013/4）

大阪地方自治研究センター

・大都市地域における特別区の設置に関する法律

地方自治京都フォーラム Vol118

特別非営利活動法人 京都地方自治総合研究所

・来年も見据えた、住みよいまちづくりを

信州自治研 №254（2013/4）

長野県地方自治研究センター

・第34回地方自治研究全国集会・第３分科会
地域防災計画をどう見直すか

ながさき自治研 №56（2013/２）

長崎県地方自治研究センター

・特集 第34回地方自治研究全国集会レポート

自治研なら 107号（2013）

奈良県地方自治研究センター

徳島自治 99号（2013/3）

公益社団法人 徳島地方自治研究所
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・「五条のこんな市民運動があった」反戦
（平和）
、反差別（部落解放）
、反公害の…
・2012年度総会記念講演「地域再生可能エ
ネルギー事業と自治体の政策課題」

八王子自治研究センター通信

IINFORMATION
N FORMATION
報 告 ❶

◆５月17日

シンポジウム「八王子市保健所を考える」を開催しました。

【主催】八王子自治研究センター
【後援】
（公益法人）東京自治研究センター、八王子市
【会場】八王子労政会館（約80人参加）
中核市移行を前に、先行事例として保健所政令市への移
行、八王子市保健所の役割と意義について考えました。

【講演】「保健所政令市移行の状況について」
★八王子市保健所 中西

好子 所長

Report

【職場レポート】①食育 ②高齢支援 ③子育て支援
シンポジウム資料は８月中に作成します。

報 告 ❷

◆７月30日

円内の写真は、八王子市保健所 中西所長

八王子自治研究セミナー

「再生可能エネルギーを活用した街づくり」─八王子の可能性と課題─を開催しました。

【主催】八王子自治研究センター
【後援】
（公益法人）東京自治研究センター、
八王子エコプロジェクト
【会場】八王子学園都市センターセミナー室（約50人参加）
Report

【講師】NPO法人環境自治体会議環境政策研究所
★増原

直樹 理事長

シンポジウム資料は８月中に作成します。

報 告 ❸

◆８月８日 「子ども子育て支援制度と市の施策」学習会を共催しました。
【主催】八王子市職員組合こども家庭協議会
【共催】八王子自治研究センター
【講師】八王子市こども家庭部
★子どものしあわせ課 小沢

篤子 課長

Report

【会場】職員会館第２・３会議室（約80人参加）
関連資料：とうきょうの自治 No.89

☆ これからの予定 ☆

◇シンポジウム「地域主権改革の総括と展望」開催のお知らせ
【日時】９月28日（土）午後１時30分〜午後４時30分
【会場】日本青年館301会議室（先着90人）
【主催】
（公益法人）東京自治研究センター
【講演】「民主党地域主権改革の総括」 ★島田

恵司 大東文化大准教授

「第30次地方制度調査会の成果と課題」 ★地方自治総合研究所 堀内
パネルディスカッション

〈8〉

匠 研究員

