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関西支部 2021年度事業報告 

 

(１)理事会・幹事会の開催 

□第１回理事会・幹事会 

○日 時：2021年 4月 17日（土）20:50～21:40 

〇出席数：9名（理事 5名、幹事 4名） 

○テーマ：支部研究大会の企画 

     各委員会取組みの情報共有 

○場 所：Zoom 会議室 

□第２回理事会・幹事会 

○日 時：2021年 5月 22日（月）20:00～21:20 

〇出席数：12名（理事 5名、幹事 7名） 

○テーマ：研究部会応募案件の審議 

支部研究大会の企画 

支部ホームページのリニューアルに関する検討 

 ○場 所：Zoom 会議室 

□第３回理事会・幹事会 

○日 時：2021年 7月 17日（土）20:00～21:00 

○テーマ：支部研究大会の企画 

 ○場 所：メールによる審議 

□第４回理事会・幹事会 

○日 時：2021年 10月 23日（土）20:00～21:00 

〇出席数：10名（理事 6名、幹事 4名） 

○テーマ：支部研究大会の企画 

     実例講座の企画 

○場 所：Zoom 会議室 

□第５回理事会・幹事会 

○日 時：2021年 11月 16日（火）20:00～21:00 

〇出席数：13名（理事 5名、幹事 8名） 

○テーマ：支部研究大会の準備 

     実例講座の企画 

関西・自治体シンクタンク情報交流会の企画 

○場 所：Zoom 会議室 
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□第６回理事会・幹事会 

○日 時：2022年 2月 18日（水）20:00～21:00 

〇出席数：14名（理事 6名、幹事 8名） 

○テーマ：支部 2021年度事業報告（案）・2022年度事業計画（案）の検討 

○場 所：Zoom 会議室 

 

(２)支部総会 

○日 時：2021年 4月 17日（土）20:00～20:40 

 ○場 所：Zoom 会議室 

○議 題：１．2020 年度事業報告・収支決算 

２．2021 年度事業計画・収支予算 

       反対意見は無し、承認・可決 

       ただし、予算書における前年度繰越金の記載ミスがあったため、訂正して

後日会員に配信した。 

 

(３)支部研究大会 

○日 時：2021年 12月 11日（土）13:00～16:40 

 ○場 所：Zoom 会議室 

○プログラム： 

【自由論題】 報告：20 分・討論：10 分 

＜研究部会 第１部会＞ 座長：竹下智（安田女子大学） 

１）「豊中市における EBPM の推進に関する調査研究」 

報告者：石村知子（豊中市都市経営部とよなか都市創造研究所） 

討論者：杉谷和哉（岩手県立大学） 

２）「地域環境の保全と再生可能エネルギー導入の共生に関する研究―」 

報告者：増原直樹（兵庫県立大学） 

討論者：熊澤輝一（総合地球環境学研究所） 

３）中小企業のグローバル人材育成・活用についての実証的研究―外国人労働者へ

のインタビュー調査からー」 

報告者：王相宜（大阪経済大学院生） 

討論者：坂本ひとみ（放送大学） 

＜研究部会 第２部会＞ 座長：井上智之（愛知工業大学） 

１）「グローバルプロダクションネットワークへの戦略的な参画による地域産業の

変容に関する研究」 

報告者：藤原直樹（追手門学院大学） 

梅村 仁（大阪経済大学） 
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井上智之（愛知工業大学） 

討論者：近藤健一（兵庫県） 

２）「航空機部品産業ネットワークの調査研究」 

報告者：野口隆（奈良学園大学） 

討論者：加藤惠正（兵庫県立大学） 

３）「地方公務員の職員満足度に関する要因分析」 

報告者：小川顕正（京都先端科学大学） 

討論者：入江啓彰（近畿大学短期大学部） 

【シンポジウム】 司会：梅村仁（大阪経済大学） 

テーマ：「テレワークによる働き方、暮らし方と地域社会」 

①基調講演：テレワークによる働き方、暮らし方と地域社会 

（株）えんがわ社長（徳島県神山町） 隅田徹 

②話題提供：テレワーク・サテライトオフィス推進について 

和歌山県企業立地課 副主査 坂野悠司 

③ディスカッション 

 

(４)研究部会活動 

  公募により 1 件応募があり、採択した。 

〇「地方公務員の働き方に関する実証分析」 

申請者：京都先端科学大学・小川顕正、跡田直澄 

 

(５)研究会等の開催 

□実例講座 

2022 年 1 月８日（土）13 時 00 分～16 時 30 分 

第 27 回「奇跡の村：西粟倉村に学ぶ」 

訪問先：西粟倉村役場、ようび、旧影石小学校（酒うらら） 

講 師：西粟倉村役場地方創生推進室 上山隆浩 

        現場での対応：ようび（熊谷雅樹）、酒うらら（道前理緒） 

    参加人数：12 名 

 

(６)関西支部ホームページのリニューアル 

現行の関西支部ホームページのリニューアルに向けた検討を行った。 

 

(７)関西支部年報 

□第 41 号（2021 年度版）の作成 

○支部ホームページ上に掲載した。
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           （2021年4月1日～2022年3月31日）

(単位：円）

支  出  の  部 収  入  の  部

科  　　　目 予  算  額 決　算　額 科      目 予  算  額 決　算　額

事業費 426,000 84,540 支部交付金収入 183,000 189,200

シンポジウム費注1 0 18,040 支部活動費 163,000 159,200

研究助成等 100,000 44,500 奨励金 20,000 30,000

諸謝金 20,000 22,000 旅費補助

賃金役務費 特別支援金

会議費 事業収入 40,000 36,000

旅費交通費 研究大会参加費

通信運搬費 300,000 0 実例講座参加費 40,000 36,000

消耗品費 受取補助金等

雑費 6,000 0 受取寄付金

繰入金収入 332,000 0

特別会計繰入金収入注2 332,000 0

管理費 129,000 127,874 雑収入 25

旅費交通費

通信運搬費 27,000 26,400

委託費 100,000 100,000

雑費 2,000 1,474

予備費 0 0

当期支出合計 555,000 212,414 555,000 225,225

当期収支差額 0 12,811 3,045,505 3,045,505

次期繰越収支差額 2,713,505 2,758,316 3,268,505 3,270,730

特別会計繰入注3 300,000

貸　借　対　照　表
(単位：円）

資産の部

科　　　目 金　　額 科　　　目 金　　額

流動資産 3,058,316 流動負債 0

 未払金 0

普通預金 3,058,316 前受金 0

預かり金 0

未収金 0

固定資産 0 繰越金・特別会計繰入 3,058,316

合　　　　計 3,058,316 合　　　　計 3,058,316

　　 　一般社団法人 日本計画行政学会 関西支部
　　2021年度　収支決算書

負債の部

当期収入合計

前年度繰越金

収　入　合　計

注1）2021年度総会時に想定していなかったシンポジウムを開催したため、記録作成に係る費用を支出した。
注2）2021年度総会時の予算では「運営基金繰入金収入」としていたが、分類を「特別会計繰入金収入」に変更した。
なお、実際のHP作成で必要となる費用が2021年度に発生しなかったため、今期決算の収入からは除外した。
注3）HP作成費用のため、あらためて2021年度決算で生じた「次期繰越収支差額」から、2022年度の「特別会計繰入」
として300,0000円を分割して設定した。
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監 査 証 明 書 

 

 

 

一般社団法人日本計画行政学会 

関西支部 支部長 

梅 村 仁 殿 

 

 

 

2021 年度（2021 年４月１日～2022 年３月 31 日）の収支決算書並びに貸借対照表につ

いて監査を行った結果、適正かつ正確であったことを認めます。 

 

 

 

2022 年４月●日 

大阪大学大学院 工学研究科 教授 

     木 多 道 宏 

 

2022 年４月●日 

奈良学園大学 特別客員教授 

     野 口  隆 
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関西支部 2022年度事業計画 
 

(１)理事会・幹事会の開催 

□第１回理事会・幹事会 

○日 時：2022年 4月 

○テーマ：各委員会の今年度事業の確認 

     支部研究大会の企画 

 ○場 所：Zoom 会議 

※以降、新型コロナ収束状況を踏まえ、適宜リアル会議と併用する 

□第２回理事会・幹事会 

○日 時：2022年 5月 

○テーマ：研究部会の申請審議 

    支部研究大会の企画、研究会等の具体化検討 

○場 所：Zoom 会議 

□第３回理事会・幹事会 

○日 時：2022年 7月 

○テーマ：支部研究大会の準備 

研究会等の具体化検討 

 ○場 所：Zoom 会議 

□第４回理事会・幹事会 

○日 時：2022年 8月頃 

○テーマ：支部研究大会の準備 

研究会等の具体化検討 

 ○場 所：Zoom 会議 

□第５回理事会・幹事会 

○日 時：2022年 11月頃 

○テーマ：研究会等の具体化検討 

○場 所：Zoom 会議 

□第６回理事会・幹事会 

○日 時：2023年 2月頃 

○テーマ：支部 2022年度事業報告（案）・2023年度事業計画（案）の検討 

次期支部体制の検討 

○場 所：Zoom 会議 
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(２)支部総会 

○日 時：2022年 4月 

○議 題：１．2021 年度事業報告・収支決算 

２．2022 年度事業計画・収支予算 

  ○場 所：Zoom 会議 

 

(３)支部研究大会 

   新型コロナ感染症の状況を踏まえ、2022 年度についても支部研究大会はオンライン

による実施を想定する。ただし、実施時期は過年度の 12月から前倒しを計画する。 

○日 時：2022年 10 月～11月頃 

 

(４)研究部会活動 

  ２件程度、公募する。 

 

(５)研究会等の開催 

□関西・自治体シンクタンク情報交流会 

○日 時：2022年 5月頃 

□実例講座 

新型コロナの収束状況や感染対策を考慮しながら、１～２回程度、企画・開催する。 

 

(６)関西支部ホームページのリニューアル 

2021年度に検討した関西支部ホームページのリニューアルを完成する。 

 

(７)関西支部年報 

□第 42 号（2022 年度版）の作成 

○支部ホームページ上に掲載する。 

 

 



第４号議案 関西支部 2022 年度収支予算について 

 9 

 
 

（補足説明） 

・ 収入の部の「支部交付金収入」は前年度並みを想定して計上している。 

・ 収入の部の「特別会計繰入金収入」として、今期の支出が予定されている HP 作成の「事業

委託費」のために 300,000 円を計上している。 

・ 実例講座・オンライン研修会は２回の実施を想定し、収入の部で「参加費」、支出の部で「諸

謝金」のほか、参加申込の委託手数料として支出の部の「雑費」に 6,000 円を計上している。 

・ 支出の部の「研究助成等」については、2021 年度 1 件の実績であったが、2022 年度は例年

通り２件 100,000 円を計上している。 

        （2022年4月1日～2023年3月31日）

(単位：円）

支  出  の  部 収  入  の  部

科  　　　目 予  算  額
2021年度

実績
科      目 予  算  額

2021年度
実績

事業費 476,000 84,540 支部交付金収入 210,000 189,200

シンポジウム費 50,000 18,040 支部活動費 170,000 159,200

研究助成等 100,000 44,500 奨励金 40,000 30,000

諸謝金 20,000 22,000 旅費補助

賃金役務費 特別支援金

会議費 事業収入 95,000 36,000

旅費交通費 研究大会参加費 40,000 0

通信運搬費 実例講座参加費 55,000 36,000

事業委託費(特別会計) 300,000 0 受取補助金等

消耗品費 受取寄付金

雑費 6,000 0 繰入金収入 300,000 0

特別会計繰入金収入 300,000 0

管理費 129,000 127,874 雑収入 25

旅費交通費

通信運搬費 27,000 26,400

委託費 100,000 100,000

雑費 2,000 1,474

予備費

当期支出合計 605,000 212,414 605,000 225,225

当期収支差額 0 12,811 2,708,316 3,045,505

次期繰越収支差額 2,708,316 2,758,316 3,313,316 3,270,730

特別会計繰入 300,000

一般社団法人 日本計画行政学会 関西支部
　　2022年度　予算書

当期収入合計

前年度繰越金

収　入　合　計
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関西支部 2022・2023 年度理事・監事・顧問 

 

〇理事（敬称略、五十音順） 

井上 智之 愛知工業大学 基礎教育センター 准教授 

鵜飼 修 滋賀県立大学 地域共生センター 教授 

梅村 仁 大阪経済大学 経済学部 教授 

鐘ヶ江 秀彦 立命館大学 政策科学部 教授 

熊澤 輝一 総合地球環境学研究所 准教授 

高田 剛司 立命館大学 食マネジメント学部 教授 

藤原 直樹 追手門学院大学 地域創造学部 教授（新任） 

 

〇監事（敬称略、五十音順） 

木多 道宏 大阪大学大学院 工学研究科 教授 

友田 研也 昭和株式会社 顧問（新任） 

 

〇顧問（敬称略、五十音順） 

加藤 恵正 兵庫県立大学 特任教授 

野口 隆 奈良学園大学 特別客員教授（新任） 

濱田 学昭 ＮＰＯ街づくり支援センター 代表 

若井 郁次郎 モスクワ州国立大学 教授 

 


