
 

 
 

新たなカタチの大学院教育

Governmental
Seminar

政令市熊本の
原点から、
地方自治の
あるべき姿を考える

熊本大学所属の学生・教職員のみなさまはどなたでも参加できます！

国内外のリーダーの講演を通じ、幅広い知識、
リーダーの資質、キャリアパスなどを学ぶセミナーです。

＊セミナー日程はこちら
　 https://higoprogram.jp/seminar_calendar/

主　催 熊本大学 博士課程教育リーディングプログラム グローカルな健康生命科学パイオニア養成プログラムHIGO
熊本大学 健康生命科学S-HIGO プロフェッショナル養成フェローシッププログラム
国立大学法人熊本大学 医薬保健学系事務課 医学事務チーム HIGOプログラム担当
TEL: 096-373-5006　higo-program@jimu.kumamoto-u.ac.jp

問合せ

「官から民へ」「国から地方へ」の大合唱の中、地方分権改革の
名の下、全国的に『平成の大合併』が進められた。 熊本市は
その流れに乗り、様々な困難を乗り越えて近隣の3町と合併、
長年の悲願でもあった政令市へ移行した。 九州新幹線開業に
よるストロー効果や少子高齢化、人口減少、地域間格差の拡
大等の様々な課題を解決する手段として、熊本市は自ら政令市
を選んだ。 あれから10年が過ぎ、この間には熊本地震や新型
コロナウイルスの蔓延といった予期せぬ事態にも見舞われ、人
口減少や都市部への集中といった流れが基本的に変わらない
中、政令市効果は期待通りに発揮されてきたのか？政令市熊本
10年の検証を通して、熊本は、地方自治は今後どうあるべきな
のか、その将来像について思考する。

講演概要

全ての教育部の方が学べます！

幸山　政史
一般社団法人幸山政史事務所・代表理事

KOHYAMA Seishi KOHYAMA Seishi O�ce

Discussing the ideal local government 
based on the experiences of Kumamoto city 
as an ordinance-designated city

2022年11月24日（木）
13：15〜14：45

Zoom meeting ID と Password は、Moodle から確認出来ます
“HIGO 企業・行政セミナー / HIGO Business and Governmental Seminar”

熊本大学本荘北地区

熊本大学臨床医学教育研究センター1F奥窪記念ホール
ZOOMによる同時配信を行います
https://md.kumamoto-u.ac.jp/course/view.php?id=84771

With the goals of “shifting jobs from the public to the private sector and from 
national to local governments,” the so-called “great merger of municipalities 
in the Heisei era” was implemented as part of decentralization reform. Taking 
advantage of that movement and overcoming many di�culties, Kumamoto 
c i t y  m e r g e d  w i t h  t h r e e  n e i g h b o r i n g  t o w n s  a n d  b e c a m e  a n  
ordinance-designated city, which was its long-cherished wish. Kumamoto city 
chose to become an ordinance-designated city as a means of solving various 
problems such as the straw e�ect due to the operation of the Kyushu 
Shinkansen line, declining birthrate and aging population, population decline, 
and the growing inter-regional disparity. Ten years after the merger, 
Kumamoto city was seriously a�ected by unforeseen circumstances including 
the Kumamoto earthquake and the COVID-19 pandemic. While the situations 
of population decline and the concentration of population in urban areas 
have not inherently changed, has Kumamoto city taken advantage of being 
an ordinance-designated city as expected? In this seminar, we would like to 
discuss the ideal future of Kumamoto city and that of the local governments 
across Japan, reviewing the ten-year experience of Kumamoto city as an 
ordinance-designated city.

https://higoprogram.jp

https://twitter.com/HIGO_SHIGO

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を十分行い実施いたします

・風邪症状がある方は参加をお控え下さい。
・マスクの着用をお願いいたします。
・定員は 50 名です。   定員を超えた場合は Zoom での同時配信
    または後日 e-learning にて受講をお願いいたします。  
    e-learning での受講を希望される方は、下記問合せ先までご連絡下さい。

http://higoprogram.jp/en/20221124gs/
＊Remote Simultaneous English Interpretation available


