
2006年度
第1回　21世紀社会デザイン研究学会年次大会プログラム

統一テーマ
「21世紀の社会デザインを考える」

開催日
2006年12月3日（日） 10時開会

（受付開始9時30分）

会場
立教大学　池袋キャンパス

●午前の部　7号館2階、3階●午後の部　太刀川記念会館

Japanese Academy of Social Design Studies for 21st Century

21世紀社会デザイン研究学会



統一テーマ：「21世紀の社会デザインを考える」

2006年度 第1回 21世紀社会デザイン研究学会年次大会プログラム

テーマ別分科会：午前の部

9：30～

テーマ CSRと市民の期待
コミュニティ･デザインの

実践と課題

受付開始　（受付場所：7号館2階）

挨拶と問題提起･パネルディスカッション：午後の部

受付開始　（受付場所：太刀川記念館3階）

北山晴一氏　（21世紀社会デザイン研究学会会長）

21世紀の社会デザインを考える

中村陽一氏（立教大学教授）

13：00～

13：30～13：45

挨拶と問題提起

パネルディスカッション

テーマ
司会
13：45～14：10 室崎益輝氏（総務省消防庁消防大学校消防センター所長）

14：10～14：35

14：50～15：15
15：15～16：00
16：10～17：00

14：35～14：50

宮本太郎氏（北海道大学公共政策大学院教授）

休　　憩

藤井　威氏（元スウェーデン大使、みずほコーポレート銀行顧問）

パネルディスカッション

学会総会

会場 7202教室

会場 太刀川記念館3階

7203教室

司会 スコット･デイヴィス氏
（立教大学教授）

萩原なつ子氏
（立教大学助教授）

コメンテーター 岸本幸子氏
（（特活）パブリックリソースセンター理事）

加藤　薫氏
（21世紀社会デザインセンター理事長）

10：00～10：20 「くらしの中から企業を見る～消費者が企
業にのぞむこと～」
神田敏子氏
（全国消費者団体連絡会事務局長）

「池袋発まちづくりの発信」

斎木勝好氏
（ゼファー池袋まちづくり理事長）

10：20～10：30 質疑応答 質疑応答

10：50～11：00 質疑応答 質疑応答

11：20～11：30
11：30～12：00

質疑応答 質疑応答

11：00～11：20 「資生堂のCSR活動について」

山極清子氏
（資生堂人事部人事戦略グループ）

「市民参加の公園づくりとまちづくり－東京
都武蔵野市の事例から」
村田あが氏
（跡見学園女子大学助教授）

10：30～10：50 「CSRにおけるNGOと企業の関係～ソーシ
ャル･キャピタルの視点からのアプローチ」
新谷大輔氏
（三井物産戦略研究所研究員）

「自治体のコミュニティデザイン力を考え
る～障害者移動支援政策の事例から～」
佐藤浩子氏
（東京都中野区議会議員）

コメントと総括質疑 コメントと総括質疑



大会参加費
一般会員3,000円、院生･学生2,000
円、会員外3,000円

申込方法
同封の申込用紙（ファックス用又
は郵送用）にご記入の上、11月24
日貊までにお知らせください。

支払方法
同封の振込用紙に必要事項をご記
入の上、11月28日貂までにお振込
み下さい。当日、受付にて現金で
のお支払いも可能です。事前にお
振込みいただいた場合は、当日領
収書をご持参ください。なお、お
振込みいただいた参加費等の返金
はいたしかねますので予めご了承
ください。
■郵便振替口座番号
00190-5-352518
■加入者名
21世紀社会デザイン研究学会

昼食
大学周辺は飲食店が充実しており
ますので、各自にてお召し上がり
下さい。

宿泊
各自にてご予約下さい。

お問い合わせ･連絡先
21世紀社会デザイン研究学会年次
大会実行委員会
〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-
34-1
立教大学大学院21世紀社会デザイ
ン研究科委員長室気付　21世紀社
会デザイン研究学会事務局内
FAX：03-3985-2181
E-mail：z3000227＠grp.rikkyo.ne.jp
URL：http://www.rikkyo.ne.jp/
̃kitagumi/gakkai/gakkai.htm

関連行事のご案内
公開講演会
演題 「社会的企業が拓くサード･
セクターの新しい地平―イタリ
ア・トレントの社会的協同組合の
経験から―」
主催　立教大学大学院21世紀社会
デザイン研究科、日本学術振興会
人文・社会科学振興プロジェクト
共催　社会的企業研究会、21世紀
社会デザイン研究学会
日時　2006年12月2日貍
13：30～17：30
会場　７号館7101 教室
講師　カルロ･ボルザガ氏（トレ
ント大学経済学部教授）他2名
受講料　なし
懇親会
日時　2006年12月2日貍
18時～20時
会場　セントポールズ会館（立教
大学池袋キャンパス内）
会費　3,000円

グローバリゼーションと
市民社会組織の役割

大都市災害への備えと
コミュニティ

質疑応答 質疑応答

質疑応答 質疑応答

質疑応答 質疑応答

コメントと総括質疑 コメントと総括質疑

「商品化･民営化される『水』と途上国の人々の暮
らし～多国籍企業の功罪についての考察～」
内田聖子氏
（（特活）アジア太平洋資料センター事務局長）

「大都市災害への備えに今、求められるもの」

金谷裕弘氏
（総務省消防庁防災課長）

「平和構築における市民社会組織の役割と
課題～アフガニスタンの事例から～」
高橋清貴氏
（恵泉女学園大学助教授）

「災害救援ボランティアとコミュニティの
連携」
澤野次郎氏
（災害救援ボランティア推進委員会事務局長）

7301教室 7302教室

伊藤道雄氏
（立教大学教授）

川村仁弘氏
（立教大学教授）

赤石和則氏
（拓殖大学教授）

大津康祐氏
（東京消防庁防災特別指導員）

「国際協力における市民社会組織の役割～
貧困削減へ向けて～」
五月女光弘氏
（外務省参与、NGO担当大使）

「コミュニティ防災の新たなとりくみ」

古池　佳子氏
（千葉県柏市西山町会総務担当）
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←山手通り 立教通り 池袋駅→ 信号 正門 

【会場地図】 
分科会会場（午前の部）：30番（7号館） 
基調講演・パネルディスカッション会場（午後の部）：5番（太刀川記念館） 

【お知らせ～プログラム決定のプロセスについて】
学会での分科会、とりわけ自由論題などの発表者は、本来、学会員に広くよびかけ公募することが
通例です。本学会もそれを原則とします。今年度に限っては、学会が設立したばかりで事務局体制
が十分でないため、大会プログラム委員会で原案をつくり理事会・常任理事会で決定する手順をと
りました。
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立教大学池袋キャンパス 
〒171-8501  東京都豊島区西池袋3-34-1 

  
JR山手線・埼京線・高崎線・東北本線、東武東上線、西武池袋線 
地下鉄丸ノ内線・有楽町線「池袋駅」下車。西口より徒歩約7分。 

交通機関・アクセス 

大会会場へのアクセスのご案内 

第1回　21世紀社会デザイン研究学会
年次大会実行委員会

〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1

立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科委員長室 気付

21世紀社会デザイン研究学会事務局内

FAX：03-3985-2181

E-mail：z3000227＠grp.rikkyo.ne.jp


