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は し が き 

特別区制度研究会は、特別区長会の了承を得て特別区協議会に設置され、特

別区制度に関する基礎的な調査研究を進めています。 

第５期となる今期は、平成 28 年度に活動を開始し、共通研究課題「自治体間

連携の課題と展望」に基づき、特別区職員の視点を活かし共同で２年間の研究

に取り組んでまいりました。各研究テーマについては、４つの分科会がそれぞ

れの課題認識のもと、活発な議論を経て設定したものです。このたび、研究成

果をまとめましたので、ここに報告いたします。 

 本研究に際しては、特別区制度懇談会委員をはじめ実務経験者等多くの方々

のご助言やご協力を賜り、また、職場の方々のご理解をいただきましたことに、

この場をお借りして、心から感謝を申し上げます。 

 

                特別区制度研究会 研究員一同 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 第５期 特別区制度研究会  

年月日等 内  容 

平成 28 年５月 13 日 

第１回 全体会 

・講演「特別区と時代の潮流―特別区職員の政策立案能力」 

  講師：大森 彌  特別区制度懇談会座長 

・講演「特別区制度をめぐる課題」 

  講師：志賀 德壽 特別区長会事務局長 

平成 28 年６月 14 日 

第２回 全体会 

・講演「自治体間連携が切り拓く自治のフロンティア」 

  講師：大杉 覚  特別区制度懇談会委員  

・ガイダンス「自治体間の連携」 

  講師：中嶋 茂雄 （公財）特別区協議会事務局長 

平成 29 年３月１日 

中間経過 報告 

・第 18 回特別区制度懇談会において、研究経過を報告 

・研究経過を基に、懇談会委員との意見交換 

平成 30 年３月７日 

研究結果 報告 

（予定） 

・第 20 回特別区制度懇談会において、研究結果を報告 

・研究結果を基に、懇談会委員との意見交換 
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◇ 特別区制度研究会の経緯 

年月日等 内  容 

平成 20 年３月 14 日 

区長会 総会 

今後の特別区のあり方に関する検討の方向の一つとして、「第二次

特別区制度調査会報告で提起された内容を踏まえ、懇談会の助言

も得ながら、今後の議論に備えるための基礎的な調査研究を進め

る」ことを確認。 

平成 20 年４月 16 日 

区長会 総会 

特別区協議会に特別区制度懇談会とともに特別区制度研究会を設

置することを了承。 

平成 20～21 年度 

第１期 

平成 22 年７月 16 日区長会総会において、区職員参加協力を依頼、

了承。平成 20 年８月～平成 22 年３月まで調査研究活動を実施し、

平成 22 年３月 16 日区長会総会及び３月 24 日第４回特別区制度懇

談会において研究結果を報告。 

平成 22～23 年度 

第２期 

平成 22 年３月 16 日区長会総会において、区職員参加協力を依頼、

了承。平成 22 年５月～平成 24 年３月まで調査研究活動を実施し、

平成 24 年２月 16 日区長会総会及び３月 12 日第７回特別区制度懇

談会において研究結果を報告。 

平成 24～25 年度 

第３期 

平成 24 年３月 16 日区長会総会において、区職員参加協力を依頼、

了承。平成 24 年５月～平成 26 年３月まで調査研究活動を実施し、

平成 26 年２月 14 日区長会総会及び３月４日第 13 回特別区制度懇

談会において研究結果を報告。 

平成 26～27 年度 

第４期 

平成 26 年３月 14 日区長会総会において、区職員参加協力を依頼、

了承。平成 26 年５月～平成 28 年３月まで調査研究活動を実施し、

平成 28 年２月 16 日区長会総会及び３月 14 日第 16 回特別区制度

懇談会において研究結果を報告。 

 

目  次 

 第１分科会  --------------------------------- P.１  
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