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2016 年度政策形成に向けた基礎力（１） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
１.はじめに 

「まち・ひと・しごと創生政策」を通じて、基礎自治体の政策立案力が改めて問われている。同政策、

そして地方創生総合戦略自体の是非は別として、地域間競争が激しくなる中で、基礎自治体が持続性を

確保して行くためには自ら展開する公共政策の質を進化（継続的な変化）させていく取り組みが不可欠

となっている。そこで、地方創生政策による「選択と集中」の流れが強まる中で、2016 年度の新たな

政策を企画する上で必要となる政策思考の視点について順次整理する。第１回では地域を支える公共政

策の基本から見ていく。地域経済社会の諸活動の相互関連性が深まる状況では、公共政策の複合的視野

とその融合、そして政策の不確実性・リスクへの対応を可能とする耐久力ある政策形成がまず重要な課

題となる。 
 
２.複合的視野と融合の必要性 

（１）節の深化と経路の進化 

地域政策に求められる第１の課題は、公共政策の複合的視野の形成とその融合である。21 世紀のグロ

ーバル化社会・情報化社会では、様々な問題自体を取り囲む環境や行動要因が相互連関性を強くしてい

る。経済問題、財政問題、金融問題、社会問題、環境問題、技術問題等あらゆる問題が相互連関性を強

め、ひとつの視点や領域だけから経済社会の諸課題を整理し解決することが極めて難しく、分断化され

た視野の政策の有効性を低下させている。複合的視野とは、①政策による問題解決に対して経済社会全

体を通じて縦割りに囚われない広くて長期的な視野、②領域間で発生する不確実性を認識する積極的視

野、③限定化されない広範な利害関係を把握する視野を持つと同時に、以上の視野を束ねただけでなく、

共通要素を抽出し体系化する融合を意識することを意味する。戦後の経済社会の発展では、経済成長と

ともに縦型ネットワークによる標準化・階層化、そして専門化・細分化を地域、組織を問わず進めた。

政策に対する視野も専門化・細分化が進むことで断片的となり、とくに融合に向けた領域間の共通要素

の抽出が劣化することで経済社会の変動要因に関する考察が不足し、問題への対処を困難化させている。 
ネットワークとは、「節」と「経路」から構成される流れであり、節と経路をいかなる構図で構成す

るかでネットワーク全体の性格が異なるものとなる。分野ごとに細分化された単位である組織・「節」

の専門化は進んでも、「節」を結び付ける「経路」の充実が進まず、その結果として相互連関性への対

応が劣化する結果となっている。経済社会構造が大きく変化する時代を迎え、専門化・細分化した節の

抱える課題が深刻化し、「社会的相互連関性」への対処とそれによる「現実問題への解決能力」の向上

が地域政策においても重要な課題として顕在化してきた。政策を専門化した法学、経済学、工学等基礎

学の応用分野として位置づけた場合、公共政策の実態は既存基礎学問の縦割りにより分断され法政策、

経済政策、技術政策等の分野ごとに専門化を深める構図になる。こうした専門化・細分化の深まりは、

公共政策としての専門領域ごとの「節」の充実には資しても、相互連関性を深めた課題に対する政策の

「経路」として考察を劣位にする。節たる既存専門分野だけではなく分野間を繋ぐ経路を対象とする公

共政策の充実が必要であり、とくに住民と直接接する基礎自治体においてその必要性は一段と強い。加

えて、経路を如何に認識するかで公共政策全体の性格も異なるものとなる。政策企画を積極的に基礎領

域に位置づけ、分野を越えた横断的・普遍的な政策思考の体系化を実現する必要がある。具体的には各

分野を包括し普遍的に活用する客観的合理性を確保した政策思考の共有と、個別分野への適用を体系化

する公共哲学、政策倫理の確立・共有である。 
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（２）公共哲学、政策倫理の重要性 

客観的合理性を確保した政策思考の共有のためには、同時に政策への公共哲学そして倫理思考の確立

と向上が不可欠となる。20 世紀に欧米を中心に発展した公共政策学は、理性による普遍性を基礎とする

科学や技術が経済社会発展の原動力となると考える 19 世紀の啓蒙主義を始点とし、20 世紀後半には国

勢調査等データに基づく統計学の発展、それに続く情報処理技術の進化に支えられ日本でも行政機関を

中心に成長してきた。そのプロセスの中で統計学や情報処理技術を背景とした数理的政策学の発展は、

政策の体系化に対する哲学的思考以上に、観察・分析を重視した実証主義を重視する傾向を強めている。

経済社会の現実の諸問題を実証的に理解し、それを現行政策の見直しの重要な行動ルールとして位置づ

ける流れが政策形成や評価に大きな影響を与えてきた。しかし、社会的相互連関性が高まるほど、公共

政策の対象とする課題の構造的対立が先鋭化する。構造的対立とは、相互に排他的な解決点を持つ二つ

以上の考えが共存すること、すなわち、分断された領域の視点からは共通の解決点が見いだせない状況

を意味する。こうした構造的対立に対し、従来の利害関係調整型、縦割りの政策形成では、足元の利害

関係の損失を最小化し現実的・妥協的な結論に到達することで問題の深刻化を回避する手段が中心にな

る。予算編成の一律カット方式（シーリング方式）に代表される利害関係者間の耐えられる対立内での

均衡点を求める方法である。しかし、増分体質ではなく政策資源が限定化し最適化を求めていく段階で

は、耐えられる対立の均衡点の維持に限界が生じると同時に、政策形成に関与できない多くの国民は構

造的対立の中に残されるため、政策への信頼性が全体として低下せざるを得ない。加えて、大衆情報化

社会の深化は主観的感覚議論を政策議論に組み込みやすくし、構造的対立の輻輳化を加速させる。こう

した状況を克服するには、地域に対する価値観を形成する公共哲学と倫理的思考による行動ルールの再

構築が不可欠となる。 
 
３.政策耐久力の形成 

公共政策の第２の優先的課題は、不確実性・リスク対応を踏まえた政策マネジメント力の形成である。

公共政策は、現在と将来を繋ぐ取り組みであり、そこには予期しない変動が当然存在する。このため、

形成した政策を本来の目的に向けて、政策理念を踏まえつつ実効性を確保していくためには、様々な不

確実性に対してのマネジメント機能の確立が必要となる。政策耐久力とは、現行の制度や手段に固執せ

ず、リスク変動が激しい中で政策目的を実現する行動志向型マネジメント機能を意味する。行動志向型

マネジメント機能では、外部環境・内部環境ともに従来の政策が考慮しなかった状況変化に対して、い

かに対応するかを事前に想定し組み込むことが核となる。最も重要な点は、状況変化への対応の内容を

事前に認識する点にある。客観的合理性を追求しても、主観的楽観的に不確実な環境変化はないと考え

るほどリスク発生からのダメージは大きくなる。ダメージが生じる度に個別に政策を形成し実施するこ

とは、政策のラグの発生と政策体系としての不整合からリスク自体をむしろ輻輳させ拡大させる要因と

なる。不完全でも将来の変動要因を認識し共有することで、形成した政策が決定的な機能不全に陥るこ

とを回避し、実際に受けるリスクからのダメージ、すなわちマイナスの影響を軽減し、政策対応として

生じるリスクをコントロールすることが政策分野で重要となる。予測しがたい不確実性の事態の中でも

将来の状況の中で発生する確率が比較的高く、組織や地域に対する影響度が大きい事態に焦点をあて、

それが発生した場合にいかに対処するかの選択肢を事前に共有するとともに、時間軸の節目ごとに継続

的な見直しを展開する。こうした不確実性への対応と節目での見直しでは、①リスク事項の認識（将来

起こりえる事態の列挙、影響度の見積もり等）、②リスク対応開始時期の判断軸の提示（不測事態の発

生を認識するシグナルの列挙、シグナルの認識に対する措置の明確化等）、③対応のための選択肢の明

示等が柱となる。 
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個人情報保護と自治体経営（２） 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

個人情報とは、①個人に対する情報であること（自然人情報）、②生存者に関する情報であること（生

存者情報）、③当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別できること（個人識別情報）であり、

この最後の個別識別性の判断では、A 当該情報を他情報と照合し特定の個人を識別できること（個人識

別可能性情報）だけでなく、B 容易に他の情報と識別できること（照合容易性判断）の二要件からの検

証が必要となる。以上①～③の全てを満たす場合は、個人情報として保護する重要な対象となる。 
一方で個人情報をマクロ的位置づけに加工し、政策展開や公共サービスの質的向上に活用することも

重要となる。そのため、「匿名加工情報」が法改正により、設けられている。匿名加工情報とは、特定

の個人が識別できないように個人情報を加工し、かつ当該個人情報を復元できない情報である。この要

件を満たす場合は、本人等の承諾なく当該情報を利用できる。但し、匿名加工情報の対象となる母集団

が小さい場合や母集団が大きくても画一性が強い場合、識別や復元性が容易となる可能性を高めること

には注意が必要である。母集団の特性を統計的に分析したうえで匿名加工情報を形成することが必要で

あり、とくに大衆情報化社会では様々な情報が共有され分析可能であることを踏まえなければならない。 
すべての個人情報が機密性、すなわちセンシティブ情報として同列の重要性を持つのではなく、情報

の性格により異なるレベルに位置づけられる。個人情報の機密性のグレードとして最も重視すべきは、

特定個人のコンテンツ情報であり、具体的には特定個人の信条、医療情報、個人信用情報、購買履歴、

家族・身分関係、経歴関係等である。次に重要となるのが特定個人の機能的情報であり、具体的には識

別符号情報=番号（識別子）等である。日常生活の中で個々人に割り振られている番号には、マイナン

バーをはじめとして、クレジット番号、携帯電話番号・ID、自動車ナンバー等多く存在する。こうした

番号は、使用目的の違いはあっても何らかの特定個人のコンテンツ情報とリンクしており、重要な位置

づけにある。その中でとくに番号に対する法規制対象として重要性があるのは、①特定個人への悉皆性、

②特定個人唯一無二性、③長期間（生涯的）使用、④利用の広範性がある番号である。マイナンバーは、

全国民に付与される極めて強い悉皆性を有し、原則として一度付与されれば特定の理由がない限り変更

できず一生使用する唯一無二性を有し、かつ、将来的に税や社会保障以外に地方自治体の独自利用を模

索することから広範性を有する。以上の点からも、マイナンバーは他の番号に比べても法的保護の重要

性が高いと言える。そして、最後に本人確認情報たる氏名、住所、生年月日、性別等が存在する。セン

シティブ性のグレードとしては、以上のようにコンテンツ情報の機密性が最上位に位置するものの、コ

ンテンツ内容で静的・固定的にセンシティブ性を規定することには限界がある。コンテンツとしての機

密性の重要度は、経済社会の時代的変化や取り扱う状況により異なり固定的ではなく動的に判断するこ

とが必要であり、その意味で第三者機関の重要性がある。 
また、自治体経営として不可欠となっている公共サービス等の外部委託に関してもマイナンバーを通

じた個人情報保護への取組みが重要となる。自ら管理する個人情報についても、①安全管理措置、基本

方針、取扱規定、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物的安全管理措置、技術的安全管理措置等

の明確化、そして②委託先監督内容として、（個人番号関係事務処理）、秘密保持義務、事務所内からの

特定個人情報の持ち出し禁止、再委託条件、漏えい等に関する委託先責任、特定個人情報の目的外使用

の禁止、委託契約終了時の特定個人情報返却等義務、従業員に対する監督・教育・遵守事項報告義務、

特定個人情報取扱者の条件、実地調査権等の設定が基本的に求められる。 

政策シグナル 
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中国人民元の SDR 構成通貨化 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）中国政府商務部統計、IMF統計より作成。 

IMF は 2015年 11月 30日に、５年に一度行われる SDR 特別引き出し権の構成通貨の見直しを行い、

構成通貨に 2016 年 10 月から中国人民元を組み入れることを決定した。これで、従来の米国ドル、ユー

ロ、中国人民元、日本円、英国ポンドの５通貨体制となり、新バスケット構成比では、ドル、ユーロに

次ぐ第三の通貨となる。人民元が構成通貨となる前提である通貨取引の自由度、貿易量の条件を満たし

ており、その点は中国の対外投資の拡大等にも示されている。人民元の SDR 構成通貨入りは、第１に

各国の外貨準備に占める人民元の拡大要因となる。2015 年段階での各国の外貨準備は米国ドルが 60%
強、ユーロが 20%強、英国ポンド 4-5%、日本円３%強となっており、人民元は１%程度に止まっている

（IMF 統計）。今回の SDR 構成通貨入りは、人民元の準備通貨としての需要を拡大させる要因となる。

但し、準備通貨として選択する要因としては、中国の金融市場の自由度拡大と安定性の制度的充実が不

可欠であり、英国や日本の市場に比べて以上の点では充実すべき事項が多く、金融取引面も含めてすぐ

に急激な需要が生じる環境にはない。また、第２に SDR の構成枠の本質は加盟国の自由利用可能通貨

の取得であり、現在の国際取引の中で SDR から人民元への交換需要が急増する要因は乏しい。以上か

ら今回の SDR 構成通貨組み込みが人民元市場に与える影響は足元では大きくない。今後は、中国の金

融市場の近代化の進捗が大きなカギを握ることになる。 

アジアリンク 
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総合計画の策定過程における住民参画手法の改善方策 

株式会社富士通総研 公共事業部 長谷川 一樹 

 
 

はじめに 

主に市区町村の総合計画や都市計画マスタープラン等の行政計画の策定支援に携わるコンサルタン

トとして、約 25 年に及ぶ経験を有する筆者の記憶では、これらの策定過程において住民参画が飛躍的

に進み、「協働」というフレーズが多用される大きな契機となったのは、平成４（1992）年の都市計画

法の改正により、「市町村の都市計画に関する基本方針（都市計画マスタープラン）」の策定が定められ、

同法第 18 条の２第２項に策定過程での住民参画が義務付けられたことによると認識している。 
その後、特に総合計画の策定過程では、従前に多用されていたアンケート調査や各種懇談会に加え、

ワークショップ、ブラーヌンクツェレ、フォーラム、モニター制度、審議会への公募市民の登用拡大の

ほか、近年ではＳＮＳを活用した意見交換など、実に様々な住民参画手法が導入されている。 
しかし、これまで筆者が実際に策定支援に携わった経験では、参画した住民から出された提案の多く

が、総合計画に反映できるような内容を伴っておらず、事務局が住民参画のために投入した労力に対し、

住民参画によって得られた成果が比例していない、ムリ・ムダの目立つケースが決して少なくはない状

況にある。 
財政状況の悪化が年々深刻さを増し、地域課題の多様化・複雑化に応じた行政職員の増員が困難な状

況下、本稿では、近年、筆者が実際に日常業務の中で経験した実績に基づき、総合計画の策定過程にお

ける住民参画手法の改善方策 ※について述べるものである。 
 

１．筆者が経験した総合計画の策定過程における住民参画の主な取組事例 

（1）無作為抽出した住民を対象としたアンケート調査 

 本手法は、総合計画の策定過程においてほぼ

全ての市区町村が導入している。具体的には今

後、当該市区町村が全体として目指すべきまち

の姿や、現行の基本計画に位置付けられている

行政分野や施策を対象に、「現状の満足度」と

「今後の重要度」などを質問し、主に基本構想

に掲げる将来都市像や施策体系等を検討する

際の基礎資料の１つとして活用することを目

的に実施されている。 

 近年、高齢化の進展を背景に、回答者も高齢

者の占める割合が突出傾向にある。実際に多く

の市区町村で 60 歳以上の回答比率が４割以上に

も達し、この結果、「現状の満足度」と「今後の

重要度」の２軸分析による、住民の視点から見た今後の施策の方向性では、「医療」「消防・救急」「公

共交通」のような分野が重要視される一方、「子育て支援」「産業振興」のような分野は、相対的に重要

視されない傾向が強い。 

                                                   
 

※ 本稿は、総合計画のあり方自体を論じるものではない。 

事例研究① 
 

        【第Ⅰ象限】
現状の満足度が高く、今後の
重要度も高い
⇒現状の取組内容を維持

        【第Ⅱ象限】
現状の満足度が低く、今後の
重要度が高い
⇒今後、重点的に改善

        【第Ⅳ象限】
現状の満足度が高く、今後の
重要度が低い
⇒現状維持が望まれるもの
　 の、継続的に改善
　 

        【第Ⅲ象限】
現状の満足度が低く、今後の
重要度も低い
⇒現状を維持、又は取組内容
　 を再検討
　 

満足度平均

重
要
度
平
均

現在の満足度 高低

今
後
の
重
要
度

高

低

図表１ 「現状の満足度」と「今後の重要度」の 

２軸分析イメージ 
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（2）住民を参加者とするワークショップ 

 本手法は、アンケート調査に次いで導入事例が多い。具体的

には、先ずホームページや広報を通じて参加者を募った後、例

えば「子育て・教育」都市基盤・環境」「防災・防犯」など、

参加者を各自が関心のある行政分野に応じて複数のグループ

に振り分ける。そして当該分野に関わるまちの強み・弱み、強

みの強化・弱みの克服に向けた取組、取組の推進によって目指

すべきまちの姿等を検討テーマに、概ね３～５回程度のワーク

ショップを開催する。検討の結果は当該市区町村への提言とし

てとりまとめ、主に基本計画を検討する際の基礎資料の１つと

して活用することを目的に実施されている。 

 アンケート調査と同様に、参加者の多くを既に現役を退いた

高齢者が占めるケースが多い。また、検討に際しては少子高齢

化の進展をはじめ、当該市区町村を取り巻く厳しい環境の変化

や行政分野別の課題等について相応の時間を割き、懇切丁寧な

説明がなさることが多いものの、実際の検討段階ではあまり考

慮されず、「あれも」「これも」といった陳情型の提案が多数寄せられるケースも多い。 

 さらに、「地下シェルターの設置を各家庭に働きかける」「若者の定住化を促進するために大都市圏か

ら新たに大学を誘致する」のように実現性に乏しい取組、「現在、●●駅までの終電車の終点を●●駅

まで延伸する」のように行政の範ちゅうを大きく逸脱した取組など、そもそも基本計画の検討素材とし

て活用が困難な提案が出されるケースも多い。 

 

２．総合計画の策定過程におけるムリ・ムダの少ない住民参画のあり方（改善方策の実践事例） 

（1）無作為抽出した住民を対象としたアンケート調査 

 本調査の主要な設問である「現状の満足度」と「今後の重要度」

について、従前、多くの市区町村では、実際に当該市区町村が現

行の基本計画策定後から直近に至るまで、どのようなことに取り

組み、その結果、公共サービスの受益者である住民に対して具体

的にどのような便益をもたらしたのかを説明することなしに、単

に行政分野や施策の見出しを掲げるだけで「現状の満足度」を尋

ねるケースが大半を占めていた。 

 このような手法では、当該市区町村のこれまでの取組が実際に「現状の満足度」に結び付いているの

か、両者の関係が極めて不透明であるという点を踏まえ、Ａ市では実際に施策の推進を通じて実施した

主な活動内容やその成果、さらに施策に投じた費用を付加し、回答者の施策に対する理解を一定程度深

めることによって、調査自体の精度向上を図った。 
 
（2）住民を参加者とするワークショップ 

 財政状況の悪化が年々深刻化している中、少子高齢化や地域コミュニテ

ィの希薄化の進展等を背景に、従来は想定外であった行政需要が増大して

いる今日、多様化・複雑化している地域課題の解決に向け、より広範な分

野で多様な主体との連携・協力に根差したまちづくりを推進しつつ、予算・

職員・施設等の限りある行政の経営資源をより一層効率的に配分する重要

性は飛躍的に増している状況にある。 

 総合計画の策定過程で、別途、某市の行政職員に対して実施したアンケート調査によると、「政策や

～ 子育て・教育グループの市への提言 ～

＜主な強み＞
○市民団体による子育て支援

活動が活発である

○自然の中で遊べる環境が多
い

○・・・・・

＜主な弱み＞
△子育てに関する相談窓口が

分かりにくい

△待機児がいる
△ ・・・・・

＜強みを伸ばし、弱みを克服するためのアイデア＞
●民間の保育園を誘致する
●公共施設の空き教室や空き店舗などを活用して、一時保育ス

ペースを増やす

●・・・・・

未来の担い手がのびのびと育つまち未来の担い手がのびのびと育つまち

込めた
想い

豊かな自然の中で、子どもたちが・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・という想いを込めました。

＜将来像（目標とすべき将来のまちの姿）＞

図表２ 住民を参加者とする 

ワークショップの検討イメージ（例） 

図表３ アンケート調査票（例） 
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施策を推進するために、市役所の組織や職員が改善したり、取り組まなければならないと考える事項」

を質問した結果、約半数弱に当たる 47％の職員が「住民ニーズを十分に把握する」と回答している。す

なわち、当該市の行政職員は、住民ニーズに合致した取組を推進することが第一だと認識してはいるも

のの、現在は十分に把握できていないケースが多いことを伺い知ることができる。 

 このような実態を勘案し、Ｂ市では住民に加え、30代以下の若手・中堅の行政職員をメンバーに、基

本構想の検討を目的にワークショップを実施した。基本的な検討の流れは１-(2)と同様だが、この手法

の大きなメリットは、行政職員が実際に顔の見える形で住民ニーズを把握できること、行政職員が検討

に加わるため、過度に実現性が乏しい取組や行政の範ちゅうを大きく逸脱した取組の提案を回避しやす

いことにある。 

 また、今後 10 年程度を計画期間に、Ｂ市が市全体として目指すべき将来都市像やまちづくりの骨格

的な方針を掲げる基本構想の場合、個別具体の事業レベルの提案であっても、表現をより漠とした内容

に修正するため、参加者からの提案を吸収するのが容易なことが挙げられる。 

 さらに、平成 23 年の地方自治法改正により、基本構想の策定義務がなくなった後も、基本構想を議

会の議決事項としている市区町村が多い中、文字通り住民と行政職員の「協働」による基本構想という

裏付けを有しているため、議会の理解が得やすく、現にＢ市ではワークショップの検討結果を基に策定

された基本構想（案）について、全会一致で議会の議決承認を得ることができた。 

 ただし、この手法では、本格的な検討に着手する前の段階で、今後のまちづくりの重点課題や行政業

務の範ちゅう等に対する参加者全員の理解度を、一定程度同レベルに揃えるための研修会や各回の論点

整理等の作業に多くの時間を割くことが必要となるなど、事務局の労力は極めて多大なものとなった。 

 
３．おわりに 

 限りある条件下、行政のプロではない一般の住民が総合計画策定の趣旨や当該市区町村が置かれてい

る状況、国・都道府県・民間等と市区町村の役割分担等について、正しい認識を得た上で、総合計画に

反映できる実効性を伴った提言を引き出すことは、極めて困難な作業と考えられる。 

 しかし、都市計画マスタープランの地域別構想のように、例えば良好な景観形成や身近な緑の保全を

図る上で、地域住民の理解と協力なしには、あるべきまちの姿の実現に向けた具体的取組を推進するこ

とが困難な個別計画の策定過程では、実際に住民にあるべき地域の将来像やその実現に向け住民と市区

町村が連携・協力して展開すべき取組等を検討することは、有用な住民参画手法の１つと考えられる。 

 一方、先述した行政職員に対するアンケート調査の中で、「総合計画に対する認識」を質問した結果、

回答比率が最も高かったのは、管理職では「存在は知っているが、あまり意識して業務を行っていない」

の 42％、課長補佐・係長級及び主任・主事級では「存在は知っているが、あまり読んだことはない」が

それぞれ 36％、40％となっている。 

 また、「総合計画の実効性を高めるため、今後、どのように改善することが望ましいか」を質問した

結果、管理職では「施策や事務事業の優先度を明確にした計画とする」が 53％で最も高く、課長補佐・

係長級も 38％、主任・主事級も 31％で上位に挙がられている。 

 このような実態を踏まえ、筆者は、総合計画が限りある経営資源配分の最適化に資する真に有用で高

い実効力を伴った「行政経営計画」となるためには、ともすれば過度に住民参画に重きを置いたこれま

での策定過程を今一度見直し、計画を着実に推し進めていくためのキーパーソンである職員の自発性・

主体性を積極的に喚起できるよう、若手・中堅職員の創意工夫に根差した計画策定を実践することも極

めて重要なポイントの１つと考える。 

 



 

   

 
9 

〈既刊テーマ一覧〉 

2015 No.３  「新国土形成計画」と内発的エンパワーメント 

 ふるさと納税と財政規律 

 中国地方政府の債務管理政策 

 「環境未来都市」構想による地域活性化への取組 

～官民連携による地域企業の海外事業展開推進～ 

2015 No.４  年齢構成の歪みと組織的リーダーシップ開かれた学習の場の重要性 

 ふるさと納税と税制課題 

 中国「新常態」とアジア新興国政策の転換点 

 マイナンバー制度開始直前の今こそ、自治体の独自サービスを検討してお

くべき 

－マイナンバーカードを活用するサービスのパラダイム転換－ 

2015 No.５  自治体間政策連携の重要性 

 ゆで蛙政策からの脱却（行動志向型評価） 

 ロシア経済と欧米制裁・ミンスク合意 

 日本の油化技術は島嶼国のごみ問題を救うか 

2015 No.６  自治体間政策連携の重要性 

 ゆで蛙政策からの脱却（行動志向型評価） 

 ロシア経済と欧米制裁・ミンスク合意 

 日本の油化技術は島嶼国のごみ問題を救うか 

2015 No.７  下水道インフラの持続性確保（１） 

 議論・思考の体系化と自治体競争力 

 シンガポールの政治と経済 

 住民意識調査の新たな庁内活用のあり方 

―データに基づく仮説設定・検証による政策の進化に向けて― 

2015 No.８  下水道インフラの持続性確保（２） 

 個人情報保護と自治体経営（１） 

 台湾の政治と経済 

 「プレミアム付き商品券」事業の特徴と今後の展開 

 フランスにおける美術館の地方分館戦略 

～パリ・ブランド美術館の誘致から再興を目指す街 

 

 

 

政策研究 2015 No.９ 

2015年 12月発行 
編集・発行  株式会社富士通総研 公共事業部 

監修 宮脇 淳（北海道大学法学研究科教授） 

〒105－0022 東京都港区海岸１－16－１ 

電話 03－5401－8396 

http://www.pppnews.org 


