
自治体学会プロジェクト「次代につなぐ自治の情熱」第１弾 

 

西尾勝先生巡回１０時間集中セミナー 

「自治・分権再考 ～自治を志す君たちへ～」ｉｎ大和さくらい 開催ご案内 

 

 

財政危機、経済の低迷、少子高齢化など日本は大きな危機の中にあります。経済成長に 

すべてを期待する時代は終わりました。これからは地域で真剣に話し合い、みんなで力を

合わせて、深刻になっていく地域社会の問題に立ち向かっていくほかありません。助け合

う自治の力を再生して、世界から尊敬される日本を目指すのです。 

自治に生きようと志すとき、自治、まちづくりの基本的な理論を学び、生き方、活動の

土台になる考え方をつくることは必須のことです。 

今から 30 年前に北海道恵庭市で西尾先生を講師に「まちづくりセミナー」が開催され

ました。10 時間に及ぶその講義の内容は報告書にまとめられました。今なお、地方自治・

まちづくりの入門書・啓もう書として類書を見ない素晴らしいものです。分かりやすく、

レベルが高く、熱気を感じます。 

その感動の名講義が今、大和さくらいの地でよみがえります。 

 

※ 本セミナーは、宮城県富谷町（９月８日～９日）・福井県福井市（10 月６日～８日）でも開催され

ます。 

 

 

１．期 日  ２０１２年７月１４日（土）～１６日（月・祝） 

 

２．会 場（別添地図参照） 

  １日目・３日目  桜井市立図書館 （http://www.library.sakurai.nara.jp/） 

             奈良県桜井市大字河西 31 番地 

                TEL：0744-44-2600 

ＪＲ・近鉄桜井駅南口より 

徒歩約 20 分 または 

桜井市コミュニティバス 談 山
たんざん

神社行き「神 之 森 町
かみのもりちょう

」下車すぐ 

  ２日目      三輪明神大神
おおみわ

神社大礼
たいれい

記念館 （http://www.oomiwa.or.jp/） 

             奈良県桜井市大字三輪 1422 番地 

                TEL：0744-42-6633 

ＪＲ三輪駅より徒歩５分 

※駐車場に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお薦めしま

す。やむを得ずお車で来場する場合は、大神神社大鳥居北側駐車場

をご利用ください。 



３．講 師  公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所理事長、自治体学会顧問 

西尾 勝 さん （別添「講師プロフィール」参照） 

 

４．参加費  会 員 36 歳以上 5,000 円   36 歳未満 3,000 円 

       非会員 36 歳以上 8,000 円   36 歳未満 5,000 円 

※年齢は 2012 年７月 14 日現在。36 歳未満の方は、当日受付時に年齢のわかる証

明書等の提示をお願いします。 

※参加費は、当日会場でお支払いください。 

※上記参加費に加え、お一人 500 円の事務手数料をご負担ください。 

 

５．定 員  １００名（応募者多数の場合は抽選となります。） 

 

６．主 催  自治体学会 

 

７．後 援  奈良県（予定）・桜井市（予定） 

 

８．協 力  三輪明神大神神社（予定）・奈良交通株式会社（予定） 

 

９．日 程（電力需給等の事情により、急遽変更になる場合があります。） 

 

１日目【７月１４日（土）】                会場：桜井市立図書館 

１２：３０ 受付開始 

１３：００ 開会挨拶・地元歓迎挨拶 

１３：１０ 講義（Ⅰ）「自治の原型と発展」 

自治（自律）と支配（服従） 

自治の原型と支配の原型 

社会構造の変動と統治の変貌 

家族の変貌と地域福祉サービスの膨張 

「まちづくり」の課題と担い手 

１５：１０ 休 憩 

１５：３０ 講義（Ⅱ）「協働と参加の住民自治」 

協働と参加 

地域自治組織による協働と自発的結社による協働 

日本におけるボランティア活動 

日本における住民運動 

政治参加の形態 代表選挙と住民参加と住民訴訟・住民投票 

住民参加の形態 「陳情請願」、拒議・抗議、提言・建議、協力・受託 

「市民参加の武蔵野方式」 

１７：３０ １日目終了・情報交換会会場へ移動（バスを配車します） 

１８：３０ 情報交換会 

２０：００ 情報交換会終了 



２日目【７月１５日（日）】         会場：三輪明神大神
おおみわ

神社大礼
たいれい

記念館 

９：００ 受付開始 

９：３０ 講義（Ⅲ）「地方分権改革の流れと路線」 

地方分権改革の流れ 

第１次分権改革と「残された課題」 

政治主導に期待をかけたその後の改革 

日本の地方自治制度の特徴点 

所掌事務拡張路線と自由度拡充路線 

司令塔なき改革の混迷 

１１：３０ 昼 食 

１２：００ ミニエクスカーション（希望者のみ） 

三輪明神大神神社周辺を、三輪明神大神神社職員の方の案内により散策します。 

１３：００ 休 憩 

１３：２０ 講義（Ⅳ）「市町村計画の策定」 

 「まちづくり」の優先順位を定める指針 

 市町村計画に盛り込むべき計画事項 

 住民参加の策定手続と計画手法 

 地域生活環境指標（コミュニティ・カルテ）の意味 

首長の政治主導と市町村計画のローリング 

１５：２０ 休 憩 

１５：５０ 自治・分権最前線ミニフォーラム 2012 ｉｎ大和さくらい 

コーディネーター 城戸 英樹 さん（奈良県立大学地域創造学部講師） 

コメンテーター 西尾 勝 さん 

参加者全員が事前に提出した現在関心のある自治・分権に関するテーマ、直面する課

題等について、西尾先生のコメントも交えながら、参加者全員で情報交換を行います。 

１７：５０ ２日目終了 

 

 

３日目【７月１６日（月・祝）】              会場：桜井市立図書館 

 ９：３０ 受付開始 

１０：００ 講義（Ⅴ）「自治体職員の役割と心構え」 

公務員バッシングに抗して 

住民の能力と自治体職員の能力 

自治体職員の公共感覚 

住民のニーズと創意を活かす政策立案能力 

都道府県から市町村への事務権限の移譲を活かす工夫 

自治体職員の政策法務能力と政策財務能力 

１２：００ 閉会挨拶 

１２：０５ 全日程終了 

 

 

 



10．情報交換会のご案内 

■情報交換会開催日：２０１２年７月１４日（土） 

■情報交換会参加費：7,000 円 

■情 報 交 換 会 場：橿原ロイヤルホテル （http://www.daiwaresort.co.jp/kashihara/） 

奈良県橿原市久米町 652 番地の２ 

TEL：0744-28-6636 

近鉄橿原神宮前駅より徒歩１分 

■申 し 込 み 方 法：希望する方は、参加申込書にてお申し込みください。 

 

11．２日目の昼食（お弁当）のご案内 

会場周辺には飲食店等がほとんどありません。お弁当（幕の内弁当・お茶付・1,000

円）を斡旋しますので、希望する方は、参加申込書にてお申し込みください。 

 

12．交通機関チケット・宿泊・国内旅行傷害保険のご案内 

交通機関チケット・宿泊・国内旅行傷害保険をご希望の方は、奈良交通株式会社本

社旅行センターにて承りますので、希望する方は、参加申込書にてお申し込みくださ

い。受講決定後（７月２日以降）、奈良交通株式会社観光事業部本社旅行センターより

個別に連絡し、詳細について承ります。 

 

13．本セミナー参加のお申し込み・宿泊等に関するお問い合わせ 

奈良交通株式会社 観光事業部 本社旅行センター（担当：奥田・萩） 

〒630-8651 奈良市大宮町１丁目 1-25 

TEL：0742-24-1280  FAX：0742-24-1282 

営業日：月曜～金曜 9:00～18:00（土日祝は休業） 

【注意事項】 

① 本セミナー参加のお申し込みは、別添参加申込書に必要事項をご記入の上、

奈良交通株式会社本社旅行センターまで FAX（0742-24-1282）にてお申

し込みください。 

② お申込締切日は６月２９日（金）です。 

③ お申し込みの際の個人情報については、本セミナーに係る目的以外には使用

いたしません。 

 

14．本セミナーに関するお問い合わせ 

自治体学会事務局 

〒104-0043  

東京都中央区湊 2-16-15 ライオンズマンション鉄砲洲第 3-202 

特定非活動営利法人自治創造コンソーシアム 内 

TEL／FAX：03-6427-6685  E-mail：aah71720@pop06.odn.ne.jp 



講師プロフィール 
 

 

西尾 勝（にしお まさる） さん 

 

 

生年月日  １９３８年 ９月１８日 東京生まれ 

 

略  歴  １９６１年３月 東京大学法学部卒業 

１９７４年６月 東京大学法学部教授 

      １９９２年４月 東京大学法学部長 

      １９９９年４月 国際基督教大学教授  

      ２００４年４月 国際基督教大学大学院教授  

      ２００６年４月 財団法人東京市政調査会理事長  

２０１２年４月 公益財団法人後藤･安田記念東京都市研究所理事長 

 現在に至る 

 

現在は、第３０次地方制度調査会会長。 

学会関係では、日本行政学会顧問、自治体学会顧問。 

その他では、「２１世紀臨調」共同代表、日本学士院会員。 

 

主要著作 

 『権力と参加』（東京大学出版会）、『行政学の基礎概念』（東京大学出版会）、『行政

学』（有斐閣）、『行政の活動』（有斐閣）、『未完の分権改革』（岩波書店）、『地方分権改

革』（東京大学出版会）、共編著『講座行政学』全６巻（有斐閣）、共編著『講座・自治

体の構想』全５巻（岩波書店）など。 

 


