前総務大 臣
かたや ま よ しひろ/ 慶 應義塾大学法学部教 授
1951年 岡山県生まれ。ア4年 東京大学法学部卒業、自治省に入省。能代税務
署長、自治省国際交流企画宮、同省固定資産税課長などを経て、99年 鳥取県
知事 (2期 )。2007年 4月 慶應義塾大学教授。10年9月から11年9月 まで総務
大臣。同月慶應義塾大学に復職 し現在に至る。この間、地方制度調査会副会
長、中央教育審議会委員、日弁連市民会議議長、行政刷新会議議員などを務
める。主要著書に、F日本 を診る』(岩波書店)、F市民社会 と地方自治』(慶應義
塾大学出版会)、F災害復興とそのミッションー復興 と憲法』υ リエイツかもが
わ、共著)、『
地域間交流が外交を変える』(光文社、共著)などがある。

佐 々 木

信 夫

ささき のぶお/中 央大学経済学部教授

牛 山

ぅしゃま くにひこ/ 明 治大学政治経済学部教授

彦

1948年 生 まれ。早稲日大学大学院政治学研究科修了。東京都

1 9 6 1 年長野 県生まれ。8 4 年中央大学法学 部法律学科卒業。明

庁勤務 を経て89年 聖学院大学教授、同年法学博士 優 應義塾大
学)。94年 か ら中央大学教授。2001年 か ら中央大学大学院経

治大学大学院、明治大学助教授などを経て、2 0 0 6 年 より現職。

済学研究科教授、同経済学部教授。現在、他 に慶應義塾大学、
国本大学各法学部講師、明治大学大学院講師、聖学院大学大学

会「
今後の町村議会のあり方と自治制度 に関する研究会J 委員な
ども務める。主な著書 にF 現代地方 自治の課題』( 学陽書房、共

院客員教授。日本学術会議会員 (政治学)、国本自治倉」
造学会理
事、東京MXテ レビニ ュー スの レギュラ ー解説者 など兼任。専
門 は行政学、地方 自治論。著書 に陪「知事』(中公新書)、『
道州

菩) 、F 分権時代 の地方 自治』( 三省堂、編著) 、F 広域行政 と自治

日本行政学会理事、国本地方自治学会理事、全国町村議会議長

体経営』( ざょうせい、編菩) など。

制』(ちくま新書)、F地方議員』(PHP新書)など多数。

江 藤

俊 昭

ぇとぅ としあき/山 梨学院大学法学部教授

平 田

武

ひらた たけし/ 南本
目馬市議会議長

1956年 東京都生まれ。フ9年中央大学法学部卒業。86年 、同大

1948年 生まれ。68年 福島県立農業短期大学校卒業。合併前の

学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期修了。博士 (政

日原町市議会議員を 2期 と務め、2006年 から南相馬市議会議
十

治学)。専攻は地域政治諭。二重県議会議会政車諮問会議会長、

員を務める。現在 3期 目。文教常任委員会委員長、建設経済常

第29次 地方制度調査会委員等 を歴任。現在は北海道栗山町議会
サポーター、マニフェス ト大賞審査委員、全国町村議会議員会

任委員会委員、総務常任委員会委員、議会運営委員会委員長を
務め、2010年 12月 より議長を務める。

今後の町村議会のあ り方 と自治制度 に関する研究会J委員、第
「
30次 地方制度調査会委員等。地方議会 に大変造詣が深 く、主な
著書 (単著)にF地方議会改革― 自治を深化させる新たな動き一 』
(学陽書房)、F図解 地 方議会改革』(学陽書房)など多数。
金 井

alJ之

かない としゆき/東 京大学公共政策大学院教授

胡輩諸訟 言モ ゎたなべ たけし/名 取市議会前議長

1967年 群馬県生 まれ。東京大学法学部卒業。東京大学法学 部

1948年 生まれ。96年 か ら名取市議会議員を務める。現在 5期

助手、東京都立大学法学部助教授、東京大学大学院法学政治学

目。監査委員、建設水道 常任委員会委員長、議会運 営副委員

研究科助教授を経て、2006年 から現職。1994年 から2年 間オ

長、副議長を務め、2010年 2月 から2012年 1月 まで議長を務

ランダ国立ライデン大学社会科学部客員研究員。主な著書 に、

めた。この間に発生 した東 日本大震災を受け、議長 として、震

F自治制度』(東京大学出版会)、『
分権改革の動態』(東京大学出版
会、共編著)、F実践 自治体行政学』(第一 法規)、『
ホ ー ンブ ック

員会 を設置することを提案 し、対応をしていくことを取 りまと

地方自治 (改訂版)』(北樹出版、共著)など。

めた。平成23年 度には100条 調査特別委員会委員長も務めた。

坪 井

ゆ づ る

っは 、
ゅづる/ 朝日新間仙台総局長期 復興附 センタ報

災による市民の復旧 復興 を図るため、東 日本復興調査特別委

伊 藤

明 彦

ぃとぅ ぁきひこ姓 前高田編 鎌 長

奈良市生 まれ。1982年 入社。長野支局、北海道勤務ののち政

1954年 岩手県陸前高日市生 まれ。ア7年亜細亜大学卒業。80年

治部。AERA編

集部などを経て、2003年 から諭説委員 (内政、

から99年 まで陸前高日市農業協同組合に動務。99年 4月 から陸

自治、分権担当)。07年 か らlll集
委員。11年 か ら論説副主幹、

前高田市議会議員を務め、現在 4期 国。2011年 8月 に前議長の

12年 から現職。朝日新 聞ニ ッポン前へ委員会事務局長。主な連

急逝 によ り第18代 議長に就任。同年 9月 に第 19代 議長に就任。
この間、議会運営委員長、冨J議長及び東日本大震災復興対策特

エ ツポ ン人脈記 分 権 のあ したへ」「
載は「
地域格差 に171む
Jな
ど。日本 自治学会理事 ・
企画委員、分権型政策制度研究センタ
ー参与。08年 から10年 まで、京都大学法学部客員教授。

別委員長等を歴任。陸前高国市議会基本条例の制定にかかわ る
等、議会改革 に取 り組みながら、陸前高日市の復興に向けた議
会運営に努めている。10年 から11年 まで陸前高田ライオンズタ
ラブ会長。

寺 井

克 之

て らい かつゆき/松 山市議会議長

中 叩

章

なかむらあきら/明治大学名誉教授七日本自治体危機管理学会会長

1955年 松山市生まれ。亜細亜大学卒業。フ9年 松山市役所入

1940年 大阪生 まれ。66年 カリフォルニア大学バーク レー校政治

所。98年 5月 から松山市議会議員を務め、現在4期 目。2011年

学部卒業。フ3年南カリフォルニア大学大学院政治 学部博士課程
卒業。政治学博士。カリフォルエア州立大学講師、カナダ ・
ビクト

7月 に第94代 松山市議会議長に就任。この間、目J議長及び産業
経済委員会、文教消防委員会、地域主権検討特別委員会の各委

リア大学講師などを経て、83年 から明治大学政治経済学部教授。

員長 を歴任。地域主権 時代に即 した政策立案型議会の構築や、

2008年 3月 まで明治大学副学長 大学院長。11年から名誉教授。

市民に開かれ た議会を目指 し、議会改革に全力で取 り組む。

元国際連合行政専門委員会委員。現在、地方公務員安全衛生推
進協会理事長、国際行政学会副会長、自泊大学校特任教授、政
策研究大学院大学客員教授、明治大学危機管理研究センター研
究代表。著書に『
自治体主権のシナリオ』(声書房)など多数。

