
日本行政学会 総会・研究会 1980-1989年 

 

昭和 55年度研究会・総会（5月 11日・12日 京都大学） 

 

■ 共通研究主題 「出先機関の実態と課題」 

・報告 1 「国の場合」  阿利莫二（法政大学）、山田喜一郎（農林水産省） 

・報告 2 「府県の場合」 渡辺保男（国際基督教大学）、安達 勇（全国知事会） 

・小研究会 「フルトン報告以降の行政職の実態－任用の問題を中心として－」 坂本勝（近畿大学） 

 

 

昭和 56年度研究会・総会（5月 8日・9日 大阪市中之島公会堂） 

 

■ 共通主題 「行政学の現状と課題」 

・報告 1 西尾 勝（東京大学） 

・報告 2 村松岐夫（京都大学） 

・報告 3 片岡寛光（早稲田大学） 

・報告 4 今村都南雄（中央大学） 

 

■ 国際行政学会マドリッド大会報告  小島 昭（法政大学） 

 

■ 創立三〇周年記念講演 

・「私の行政学」  辻 清明（国際基督教大学） 

・「行政学と私」  足立忠夫（北九州大学） 

 

■ 小研究会 「各国情報公開制度の動向とわが国の課題」平松 毅（奈良女子大学） 

 

 

昭和 57年度研究会・総会（5月 8日・9日 法政大学） 

 

■ 共通主題 「行政裁量の内在的統制」 

・報告 1 伊藤大一（北海道大学） 

・報告 2 阿部泰隆（神戸大学） 

・報告 3 西村康雄（運輸省） 

・司会者 大森 彌（東京大学） 

 

■ 小研究会 「大都市と官僚制」  水口憲人（大阪市立大学）  



昭和 58年度研究会・総会（6月 11日・12日 北海道大学） 

 

■ 共通論題 「『臨調』と行政改革」 

・報告 1 加藤芳太郎（中央大学） 

・報告 2 佐々木晴夫（行政管理庁） 

・報告 3 西尾 勝（東京大学） 

・司会者 大森 彌（東京大学） 

 

■ 研究会 

・報告 1 「新々中央集権下の地方関係」 新藤宗幸（専修大学） 

・報告 2 「地方財政から見た臨調」   田中良明（札幌市） 

・司会者  寄本勝美（早稲田大学） 

 

 

昭和 59年度研究会・総会（5月 11日・12日 東京都立大学） 

 

■ 共通論題 「アドミニストレーションの理論的検討」 

・報告 1 稲葉元吉（横浜国立） 

・報告 2 高木英明（京都大学） 

・報告 3 星野信也（東京都立大学） 

・報告 4 北村公彦（学習院大学） 

・司会者 井出嘉憲（東京大学） 

 

■ 国際行政学会・西ベルリン大会報告 君村 昌（同志社大学） 

 

■ 小研究会 「政策立案における官僚行動－課題への接近」   橋本信之（関西学院大学） 

 

 

  



昭和 60年度研究会・総会（5月 10日・11日 学習院大学） 

 

■ 共通論題 「内閣制度をめぐる理論と実態」 

・報告 1 翁久次郎（元内閣官房副長官・現厚生年金基金連合理事長） 

・報告 2 山中永之佑（大阪大学） 

・報告 3 片岡寛光（早稲田大学） 

・司会者 伊藤大一（北海道大学） 

 

■ 小研究会 

・報告 1 「都市政治の可能性」 土岐 寛（東京市政調査会） 

・報告 2 「都市の政治研究・日米比較の視点から」  中邨 章（明治大学） 

・司会者  新藤宗幸（専修大学） 

 

 

昭和 61年度研究会・総会（5月 10日・11日 香川大学） 

 

■ 共通論題 「公務員制度と人事行政」 

・報告 1 「公務員行政と人事管理－実務からみた問題点－」  鹿児島重治（人事院） 

・報告 2 「人事管理の現状と問題点」  平野誠治（大阪市） 

・報告 3 「イギリスにおける人事行政－公務員制とホイットレー協議会－」  山崎克明（北九州大学） 

・司会者 手島 孝（九州大学） 

 

■ 小研究会 

・「行政組織の編成過程における政治力学－アメリカ環境保護庁の設立過程を例として－」  森田 朗

（千葉大学） 

・「都市計画分析の枠組－アメリカ計画理論によせて－」  北原鉄也（愛媛大学） 

・司会者 今村都南雄（中央大学） 

 

 

  



昭和 62年度研究会・総会（5月 9日・10日 名古屋大学） 

 

■ 研究会統一テーマ 「大都市制度の再検討」 

・報告者 高木鉦作（國學院大学）、大森 彌（東京大学） 

・司会者 水口憲人（大阪市立大学） 

・コメンテーター 加藤一明（関西学院大学）、神原 勝（地方自治総合研究所） 

 

■ 分科会Ａ 「情報化社会の行政」 

・報告者 下條美智彦（産業能率短大） 

・司会者 福井英雄（立命館大学） 

 

■ 分科会Ｂ 「自治体の行政と市民」 

・報告者 荒木昭次郎（東海大学） 

・司会者 中村紀一（千葉大学） 

 

■ 研究統一テーマ 「政治行政論再考」 

・報告者 今里 滋（九州大学）、穴見 明（静岡大学） 

・司会者 西尾 勝（東京大学） 

・コメンテーター 今村都南雄（中央大学）、中野 実（茨城大学） 

 

■ 分科会Ｃ 「福祉概念と行政」 

・報告者 辻 隆夫（早稲田大学）、三田 清（創価大学） 

・司会者 新藤宗幸（専修大学） 

 

■ 分科会Ｄ 「外国の地方制度の動向」 

・報告者 川崎信之（広島大学）、村上 弘（立命館大学） 

・司会者 川野秀之（玉川大学） 

 

 

  



昭和 63年度研究会・総会（5月 14日・15日 専修大学） 

 

■ 研究会統一テーマ 「国際化と行政組織の再編」 

・報告者 今村都南雄（中央大学）、成田頼明（横浜国立大学） 

・司会者 西尾 勝（東京大学） 

・コメンテーター 辻 敬一（会計検査院）、渡辺保男（国際基督教大学） 

 

■ 分科会Ａ 「行政の公開と監視」 

・報告者 本田 弘（日本大学）、川野秀之（玉川大学） 

・司会者 坂本 勝（近畿大学） 

 

■ 分科会Ｂ 「国際機関の行政」 

・報告者 福田耕治（駒沢大学）、大熊忠之（日本国際問題研究所） 

・司会者 中邨 章（明治大学） 

 

■ 研究会統一テーマ 「産業政策の転換と日本官僚制」 

・報告者 伊藤大一（埼玉大学）、村松岐夫（京都大学） 

・司会者 新藤宗幸（立教大学） 

・コメンテーター 脇山 俊（デュポン・ジャパン）、田口富久治（名古屋大学） 

 

■ 分科会Ｃ 「国家と行政の理論」 

・報告者 後 房雄（名古屋大学）、渡辺榮文（福岡大学） 

・司会者 福井英雄（立命館大学） 

 

■ 分科会Ｄ 「組織と政策」 

・報告者 西尾 隆（国際基督教大学）、廣瀬克哉（法政大学） 

・司会者 森田 朗（千葉大学） 

 

 

  



平成元年度研究会・総会（5月 13月・14月 福岡市庁舎行政棟） 

 

■ 研究会統一テーマ 「情報化時代の行政システム」 

・報告者 増島俊之（総務庁）、森田 朗（千葉大学） 

・司会者 今村都南雄（中央大学） 

・コメンテーター 伊藤大一（埼玉大学）、斉藤達三（地方自治研究資料センター） 

 

■ 分科会 A 「19世紀におけるヨーロッパの都市行政」 

・報告者 羽貝正美（新潟大学）、澤田庸三（関西学院大学） 

・司会者 水谷三公（東京都立大学） 

 

■ 分科会Ｂ 「官僚制論の課題」 

・報告者 岩野弘一（明治大学）、木谷晋市（岩手大学） 

・司会者 坂本 勝（近畿大学） 

 

■ 研究会統一テーマ 「地方改革の国際比較」 

・報告者 磯部 力（東京都立大学）、宇都宮深志（東海大学） 

・司会者 水口憲人（大阪市立大学） 

・コメンテーター 君村 昌（同志社大学）、川崎信文（広島大学） 

 

■ 分科会Ｃ 「自治体組織論」 

・報告者 北大路信郷（静岡県立大学）、大久保皓生（中央学院大学） 

・司会者 橋本信之（関西学院大学） 

 

■ 分科会Ｄ 「比較行政」 

・報告者 慎 斗範（国際基督教大学）、片山 裕（岡山大学） 

・司会者 今里 滋（九州大学） 


