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日本公共政策学会2010年度研究大会
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日本公共政策学会2010年度研究大会

佐 野 旦(京都府立大学)
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2010年 6月5日(土) ・6日(日)の二日

間にわたって，浜松市の静岡文化芸術大学に

て日本公共政策学会2010年度研究大会が開

催された.さいわい天候にもめぐまれ，参加

者は300名にのぼり，まずまずの盛会であっ

た.一日目のシンポジウム終了後には浜松市

長の歓迎のあいさつもおこなわれた.研究大

会全体の構成は以下のとおりである.若手報

告セッションが 5つ，自由公募セッションが

6つ，テーマセッションが10，シンポジウム

が 2つ.また，セッション報告者は64名に

のぼった.

同じ時間帯に複数のセッションが開催され

ているため，すべてのセッションをここで紹

介することはできないが，学会全体の雰囲気

(研究分野や方法論の多様性など)を伝える

ために，セッションのタイトルを以下に挙げ

ておきたい.なお，若手報告セッションはす

べて同じ時間帯に，また各セッションの 1， 

Eなど，同じ数字のセッションは同じ時間帯

に開催されている.

。若手報告セッション

a.政策形成と人事政策

b.公共政策の計量分析的アプローチ

c.図書館・芸術政策

d.地域開発政策

e.医療政策と地方自治

O自由公募セッション

1 a.リージョナリズムと公共政策

b.危機管理とガバナンス

n a.立法と評価

b.地域と自治体の政策

c.分権的な政策決定過程とその帰結

盟政権交代と公共政策の変容

。テーマセッション

1 a.政策史

b.行動経済学は経済政策に何をもた

らすのか?

c.公共政策と信頼

d. i予測と調整」一事業評価・事業

仕分け・計画行政-

n a.技術と国際関係

b.農林漁業と環境問題

illa.政府間関係論から考える地方政

府基本法

b.マスメディアと公共政策

c.ポスト市町村合併における府県と

市町村

d.第四世代の政策科学

タイトルだけでは，むろん内容の詳細はわ

からないにしても，さまざまな政策分野や研

究領域にまたがってセッションが開催されて

いること，また，他の学会でも開催されてい

るようなセッションが数多くある一方で，他

の学会ではあまりみられないようなセッショ

ンも開催されていることがうかがわれよう.

特徴としては，地域に関するセッションが比

較的多いこと，ただ，その一方で，国レベ

ル・国際レベルの問題も扱っているセッショ

ンがあること，さらには，方法論的な問題を

扱っているセッションもあることなどが指摘

されるだろう.

以下では，私が参加したセッションのうち

のいくつかについて，簡単に紹介しておくこ
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とにしたい. r自由公募セッション皿:政権

交代と公共政策の変容Jでは，民主党政権に

なってからの政策決定プロセスにどのような

変化があったのか(あるいは，なかったのか)， 

またそれをどのように評価すべきかについ

て，実態にもとづく報告および議論がなされ

た(報告者のひとりは現役の国土交通省の官

僚だった).全体としては，特に省庁内の意

思決定については，政務三役の役割が顕著に

増大したことにはおおむね合意があったが

(少なくとも鳩山政権のもとでは)，省庁間調

整に関して，旧来型の官僚による根回しがあ

いかわらず存在するかどうかについては議論

がわかれていた.また，わたし自身が企画・

司会をつとめた「農林漁業と環境問題Jでは，

ふだん意外に議論する機会のない農業研究

者・林業研究者・漁業研究者が，環境保護と

第一次産業の保護を両立させるための政策の

あり方をめぐって報告をおこない，たいへん

有意義であった.こうしたセッションが金

画・実施できるのも，公共政策学会ならでは，

といえるかもしれない.

守勢努惨殺鷲唆樗州側欄附

1 シンポジウムは，一日目・二日日，それぞ

れの最後の時間帯におこなわれた.一日目は

「日本における創造都市の展開」というタイ

トルで，二日目は「政策形成と市民一情報格

差・評価方法・民意反映をめぐってー」とい

うタイトルで，それぞれ充実した議論がおこ

なわれた.以下，簡単に紹介しておきたい.

まず，一日目のシンポジウムでは，司会を

つとめた大会開催校の片山泰輔会員からシン

ポジウムの趣旨が説明されたうえで，上記の

テーマで，三つの報告がなされた.まず司会

の片山会員からは，静岡文化芸術大学が立地

する浜松市が，さまざまな背景から文化政策

に力を入れつつあること，また従来，文化政

策は優先度の低い政策分野として受け止めら

れてきたが，近年は文化政策こそがさまざま

な政策の中心理念となりつつあることが紹介

された.そのうえで，文化政策のキーワード

として， I創造都市」という概念・理念が強

調されていること，そして，そうした流れに

詳しい(また実際に実践に取り組んでいる)

3人のシンポジスト(国際交流基金の菅野幸

子氏，鳥取大学の野田邦弘会員，大阪市立大

学の佐々木雅幸氏)について紹介がなされた.

そののち各シンポジストから報告がなされ

た.まず菅野氏からは， rクリエイテイプな

力が世界を変える-海外の事例から -Jとい

うタイトルで，実際の(特にヨーロッパの)

事例が紹介されるとともに，その背景につい

て説明がおこなわれた.菅野氏によれば，従

来型の製造業が発展途上国に移行するにつ

れ，先進国の諸都市では，グローバルな都市

間競争が進行し，それとともに，創造経済

Ccreative economy)や創造都市 Ccreative

city) ，創造階級 Ccreativeclass)が注目を

集めるようになっている.実際，イギリスな

どでは，たとえば金融業などとくらべても，

産業としての成長率が高いことが指摘され，

政府も力を入れつつあるということであっ

た.ふたりめのシンポジストの野田氏は，実

際に横浜市役所の職員として，横浜市内の旧

市街地を文化・芸術政策を挺子に活性化に取

り組んだ経験を語り，特になぜ横浜市ではそ

れが成功したのか，その要因について説明が

なされた.野田氏によれば，当時の横浜市長

の強いリーダーシップのもと，これからは文

化や芸術が横浜市の中核になるというビジョ

ン・理念が職員全体に共有されるとともに，

行政のたてわりを乗り越えるための組織上の

工夫をおこなったこと，また，横浜市ではそ

れ以前からまちづくりに熱心な風土があった

こと，さらには財政的にも比較的余裕があっ

たこと，などが説明された.最後に，佐々木

氏からは， r創造都市論の新展開」のタイト

ルで，こうした文化・芸術政策が重視される

ようになりつつある歴史的・理論的背景につ

いて説明がなされた. 1994年にドルトムント

で国際文化経済学会が開催され，それを受け

て， 2004年にはユネスコが創造都市ネットワ

ークを認定する仕組みが整備されたこと，さ

らに， 2008年にはUNCTADが「創造経済レ

ポートJを出し，そこでは，今後の経済は金

融業や製造業でなく，文化や芸術などにかか
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わる創造産業であることが指摘されていると

いう.さらに，こうした動きの背景には，消

費者主義・市場原理主義への反省，多文化共

生の重要性が認識されるようになり，文化的

包摂が課題になっていること，ハードなイン

フラ整備ではなく人的・文化的資本がこれか

らは重要であることが理論的にも現実的にも

認識されるようになってきたことなどの要因

が存在するとのことであった.最後に，これ

からの日本の都市政策にとっての課題とし

て，さまざまな部門をつなぐことができ，し

かも「目利き」ができるような人材を育成す

ることが重要であることが三人のシンポジス

ト共通の論点として提出された.

以上はごく大雑把な紹介にすぎないが，筆

者には非常に新鮮で刺激的な議論であった.

確かに，文化芸術政策というと，日本ではい

まだに「ぜいたく」や「趣味的なもの」とと

らえられがちである.だが，素人の直感にす

ぎないが，実際には，今後，日本の諸都市に

おいて，従来型の製造業や金融業がいままで

のように維持可能で、あるとは考えにくい.だ

とすれば，以上のような文化芸術政策を中心

とする都市が日本でも数多くうまれてきても

よいし，実際そのような動きがみられるとい

う事実は，必ずしもじゅうぶんに知られてい

ないものの，見過ごすことのできないことだ

と思われる.実際に各自治体がどのような政

策展開をおこなっていくべきか，という実践

的な課題に直結したテーマであるとともに，

理論的にも重大なテ}マを扱っている点で，

貴重な機会であったといえる.

次に，二日目のシンポジウムについても紹

介しておこう.二日日のシンポジウムは，

「政策形成と市民一情報格差・評価方法・民

意反映をめぐって-Jと題して，本研究大会

の企画委員長である大山耕輔会員が司会をつ

とめ，財団法人大学基準協会の田中一昭会員，

慶応義塾大学の片山善博氏，山谷清志会員，

石井登志郎衆議院議員がシンポジストであっ

た.まず，大山会員からシンポジウムのテー

マについて説明があった.政策形成にどのよ

うに市民がかかわることができるのか，また

すべきなのか，そもそも専門的知識をもたな

日本公共政策学会2010年度研究大会

い市民が専門的知識を持つ政治家や官僚をど

のように監視・評価できるのか，また，現行

の政策評価の仕組みは市民の関与を促進しう

るのか，といった問題提起がなされた.その

うえで，まず田中会員からは，そもそもなに

がきっかけとして新たな政策がうまれたり，

従来の政策が改善されたりするのかという間

いが提出され，実際には，市民の声が直接の

きっかけで大きな制度改革がなされたケース

はあまりない，という指摘がなされた.そし

て本来ならば選挙がその役割を果たすべきだ

が，現状ではたとえばマニフェストはじゅう

ぶんにその役に立つてないという.また，評

価はそもそも自己反省ないし自己組織管理の

ためのものであって，市民の声を反映させる

ことが第一の目的ではないが，ただ，市民に

もわかりやすいものにする必要はあるとの意

見が示された.田中会員によれば，いずれに

せよ市民の声が適切に政策に反映されるよう

になるには， I賢い市民」を育成することが

重要で、あるという.続いて，ふたりめのシン

ポジストの片山氏は，特に自治体についてい

えば，選挙にせよ議会にせよ，少なくともこ

れまではほとんど市民の声を反映させるよう

な方向には機能してこなかったと主張した.

片山氏によれば，たとえば，多くの市民と議

論しながら時間をかけてマニフェストを練り

上げていくという努力が政党によってなされ

たことはほとんどないうえに，少なくとも地

方議会の議員についていえば，与党議員は予

算案や条例案をとおすことだけを考えてお

り，それ自体の中身について議論することは

めったになく，そのかわりに特定の市民のた

めの「口利きJをしているだけであるという.

そもそも片山氏によれば，地方分権や地域主

権という主張や議論は自治体に権限を委譲さ

せるという話ばかりで，政策のなかみに住

民・市民の声を反映させるという視点がほと

んど取り上げられてこなかったという.そし

て，政策評価については，そもそも職員の側

の意識が変化しないままでは，たとえ導入し

でも，やりたくないことを形式的にすませる

だけに終わるとのことであった.ついで，山

谷会員からは，政策作成に市民が関与し，時
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間をかけて練り上げていくことは不可能では

ないが，そのためには市民の側に大きな負担

と時間が求められること，また，少なくとも

従来型の行政評価の仕組みに期待することは

あまりできないことが指摘された.最後に，

石井議員からは，比例代表制ではなく小選挙

区制のもとでは，特殊利益団体からの支持だ

けでは当選することはできないことが指摘さ

れるとともに，そのうえで，では，いかにし

て，多数の市民の声を吸い上げるかは政治家

にとっても大きな課題であることが強調され

た.また，文部科学省での経験もふまえて，

政治家や行政が，インターネットをつかって

市民の声を反映させる試みについて紹介がな

された.

こうした議論がなされたうえで，司会の大

山会員より， i賢い市民」を育成するための

方法や，そこでメディアなどが果たす役割な

どについて問いかけがなされた.ここでその

応答のすべてを紹介することはできないが，

いくつかの論点を挙げておくと，マスメディ

アの良心に頼るしかないとする意見，住民投

票の機会を増やすことで市民に対する説明責

任を行政に負わせることで市民の啓蒙をはか

るべきとする意見，霞が関以外から情報をと

れるようにすることの意義，学会での議論が

メディアに伝わってないことの問題点などが

指摘された.

「市民の声をどのように政策に反映させる

のか」という聞いは，むろん，公共政策学会

にとっても，もっとも根本的な問いであるが，

これまで必ずしもじゅうぶんに議論されてき

たわけではなく，その意味でも，きわめて意

義深いシンポジウムであった.今回のシンポ

ジウムでは時間が足りないと感じたが，重要

なヒントや示唆は数多く示されたように思わ

れる.筆者としては，このシンポジウムでな

されたような議論が，ひろくマスメディアや

大学教育などを通じて，多くの市民に伝わる

ことを強く願うものである.

最後に全体をとおしての簡単な感想を記し

ておきたい.日本公共政策学会の会員の多く

は，ほかの学会にも所属しており，日本公共

政策学会をメインの活動の場としている会員

は多くなかった.だが，ょうやく近年になっ

て，本学会にアイデンテイティをもち，主た

る研究活動の場とする若い研究者も増えてき

た.上にみたように，適切な公共政策を構想

する，といっても，さまざまな分野の知識や

情報，また，さまざまな学問の方法論を必要

とする.そのため， iひろく浅い」研究にと

どまる恐れがないとはいえないが，学会員の

数の増加もあってか， i深み」も増してきた

ように思われる.確かに研究としては，せま

い領域の問題を深く追求したほうが，成果も

あげやすいかもしれない.だが，現実の政策

を考えるうえでは，必ずしもつねに学問的な

厳密さが求められるわけで、はないし，さまざ

まな実際上の制約要因も考慮せざるをえな

い.そのため，従来の学問や野枠組みでは，

政策研究の意味は必ずしも正当に評価されて

こなかったように思われる.だが，近年盛ん

に指摘されているように，ひとつの問題には

さまざまな主体が関わる必要がある.たとえ

ば，ダムの問題ひとつとっても，生態学者や

河川工学者，農業・林業・漁業の専門家，経

済学者，法学者など，さまざまな専門家がか

かわらざるをえないし，また，そうでなけれ

ばならない.公共政策学はまさにそうしたさ

まざまな知見を集合し，それを統合するもの

として今後発展していく必要があるだろう.

今回の研究大会では，そうした方向にすすん

でいることをいくらかでも感じることがで

き，大いに意義のあるものであった.

また，以上の点に関連して，政策系の大学

院で学ぶ実務家(特に行政職員)の参加(報

告も含めて)が目立った点も，特筆すべきこ

とであるように思われる.近年，大学院で研

修をおこなう行政職員や，大学院で学ぶ

NPO職員などが増加しつつあるが，そうし

た人々の受け皿として，日本公共政策学会が

機能している面もうかがえたように思う.従

来の学問分野を前提とする学会では，どうし

ても学問的な議論が重視されがちで，実践的

な研究報告は軽視されがちであった.その意
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味でも，今後，本学会がますます大きな役割

を果たす可能性がありそうである.
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