Ⅰ

2019 年度の活動報告
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１

ＥＲＯＰＡ会議への出席

EROPA 会議が、
「行政の未来：地域を越えたレジリエンス、平等、持続性の再考」をテー
マとして、令和元年 9 月 22 日（日）から 26 日（木）までの 5 日間、フィリピンのマニラ
で開催された。国家代表である佐々木浩自治大学校長をはじめ、地方行政センター顧問で
ある縣公一郎早稲田大学教授、高田寛文政策研究大学院大学教授など、日本からは以下の
14 名が出席した。
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縣 公一郎 早稲田大学教授

センター顧問

高田 寛文 政策研究大学院大学教授

センター顧問

藤原 通孝 学長

団体会員

望月 孝幸 主幹
天利 和紀 所長

団体会員代表

薄田 郁美 所長補佐
SIAU Min Yang 上級調査員
藤原 直樹
追手門学院大学 准教授

研究報告

田中 俊徳
東京大学大学院 准教授

研究報告

菊地 端夫 明治大学准教授

Future Plan and Program
Committee 委員長

上子 秋生 立命館大学教授

個人会員代表
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平成 26 年度より、本センターは、EROPA 会議でわが国の地方自治に関する論文発表を行
う若手日本人研究者に対し奨励金を助成する「EROPA 会議論文発表者奨励金」制度を実施
している。今年度は藤原直樹追手門学院大学准教授、田中俊徳東京大学大学院准教授に奨
励金を助成した。
＜１日目＞
１日目の 9 月 22 日は、15 時 30 分から第 65 回執行理事会が開催され、Dr. Orlando S.
Mercado 事務総長による EROPA 活動報告（特別プロジェクトの報告を含む）、各専門センタ
ーからの活動報告、ARPA（EROPA の機関誌）編集委員会の Dr. Maria Fe V. Mendoza 共同
編集者による活動報告、菊地端夫未来計画委員会（Future Plan and Program Committee）
委員長による委員会活動報告等について議論が交わされた。
また、現事務総長の在任期間が 10 年となったことを踏まえ、事務総長の役割や次期事務
総長について議論するため、
「Search Committee」を発足させ、その役割は未来計画委員会
が担ってはどうかとの提案がされた。
そして会議の最後に、タイ代表から、令和 2 年度にバンコクで開催される会議の説明が
なされた。
当会議において、佐々木校長は、EROPA 地方行政センターの活動報告を行い、JICA と共
催で実施している「地方自治研修」や半日程度海外からの視察を受け入れる「外国公務員
等による視察」、EROPA 加盟国の研究者による行政に関する比較論文集「コンパラティブス
タディ」の実績を報告した（後述）。
＜２日目から４日目＞
２日目の 23 日午前の開会式では、はじめに、Dr. Simeon Agustin Ilago UP NCPAG 暫定
学部長、Dr. Danilo Concepcion フィリピン大学長、及び Dr. Orlando S. Mercado 事務総
長による歓迎挨拶があった。当開会式に引き続いて行われた第 27 回総会Ⅰにおいて佐々木
校長は、日本国代表として挨拶を行った。
24 日の午前には、未来計画委員会が開催され、菊地委員長が、当委員会の目的及び将来
の計画、EROPA の現状及び分析等について説明するとともに、同委員会が前述の「Search
Committee」の役割を担うことについても説明した。

執行理事会メンバーの集合写真

佐々木校長総会式挨拶
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24 日から 26 日午前にかけては、サブテーマ毎に分科会が開催され、コーディネーター
の進行の下、発表が行われた。日本人発表者と発表内容は以下のとおりである。
１）藤原追手門学院大学准教授（前述「EROPA 会議論文発表者奨励金の助成対象」）
「Administrative Reform for Sustainable Public Water Services in Japan 」

２）田中東京大学大学院院准教授（同）
「 Empowering

Voluntary

Approach

for

Environmental

Sustainability and Resilient Community：An emerging role of
government in natural tourism resource management, A case
study from Okinawa Prefecture, Japan」

３）上子立命館大学教授
「Indices of ‘Internet Control’for the Purpose of
International Comparison 」

藤原准教授カルロス・ラモス賞受賞

26 日午後の総会Ⅱ及び閉会式では、菊地委員長による未来計画委員会からの報告が
されるとともに、Atty.Maria Anthonette Velasco-Allones, Resolution Committee 委
員長から主に第 65 回執行理事会において議論された 24 事項が提案され、承認された。
また、Mercado 事務総長より論文総括が行われ、藤原准教授がベストペーパーに与えられ
るカルロス・ラモス賞を受賞した。そして、令和 2 年度の会議開催国であるタイによる
次回の開催日程及びテーマ「包括的成長に対する行政：責任・義務・デジタル変革」等
のアナウンスが行われた。
最後に Mercado 事務総長から閉会の辞がなされて、会議は閉幕した。
*令和 2 年 1 月現在で、次回開催日程は令和 2 年 10 月 25 日～28 日
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地方自治研修の実施

本研修は、EROPA 諸国を中心とした国々の地方行政の水準の向上に資するため、EROPA の
要請に基づき、国際協力機構（JICA）と共催で実施しているものである。開発途上国から
地方自治関係の業務に携わる公務員を研修員として受け入れ、自治大学校における講義や
地方公共団体での実地研修等を行っており、令和元年度で 55 回目を数える。
毎年 15 名程度の研修員を受け入れており、受入人数は昭和 39 年 10 月の EROPA 地方行政
センターの発足と同時に実施された第１回以来、通算 66 か国 638 名に達している。
令和元年度は、5 月 22 日から 6 月 28 日までの約 5 週間、11 か国 13 名（アジア 9 名、ア
フリカ 4 名）の研修員に対して研修を実施した。
カリキュラム上、前半に地方行政制度等の講義、後半に論文作成指導や地方公共団体で
の実地研修を配置しており、講師は各分野に精通した大学教授等に依頼した。

上子教授による「地方行政制度」の講義

宮崎県延岡市長による講話

講義や視察以外のスケジュールとしては、研修始めの 5 月 23 日に「開講式」、5 月 27
日に「インセプションレポート発表会」、研修中盤の 6 月 17 日に「ふりかえりディスカッ
ション」
（復習セッション）、研修最後の 6 月 27 日に「パースペクティブレポート発表会」、
6 月 28 日に「閉講式」をそれぞれ実施した。
なお、インセプションレポートとは、研修生の
所属団体が直面している行政課題についての分析と、
それに対する自国の取組をまとめたレポートで、
研修開始前に提出するレポートである。
一方、パースペクティブレポートは、研修の成果物
として、日本の地方制度と各研修生の母国の制度を
比較し、自国の行政課題の解決に向けた提案をする
パースペクティブレポート発表会
ものである。
今年度の実地研修は、首都圏（立川市、墨田区、国分寺市及び川崎市）では、文化振興・
ゴミ処理・教育施策、地場産業、税の徴収管理・滞納整理、選挙事務について、宮崎県（日
南市、綾町、延岡市及び日向市）では、農業振興、防災、観光振興及び離島振興等につい
て、取組説明が行われるとともに関連する公共施設などを視察した。
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2019年度「地方自治研修」日程
週 日付 曜

午前（10：00～12：30）

午後（13：30～16：00）

研修場所

来日

5/21 火
5/22 水

ブリーフィング

プログラムオリエンテーション

TIC

5/23 木

開講式・館内案内等(10:00～)

総務省概要説明/自治大概要説明

自治大

5/24 金

TIC

ジェネラルオリエンテーション

1 5/25 土

休日

5/26 日
5/27 月

インセプションレポート発表会 （明治大学 中邨名誉教授）

自治大

5/28 火

日本の政治と行政（明治大学 中邨名誉教授）

自治大

5/29 水

地方公務員制度（早稲田大学 稲継教授）

自治大

5/30 木
5/31 金
2

東京都の地域環境政策（東京都環境局）

東京都職員の研修制度（東京都総務局）

墨田区視察（地場産業の振興or行政と公衆衛生）

墨田区

6/1 土
休日

6/2 日
6/3 月

地方行政制度（立命館大学 上子教授）

自治大

6/4 火

プログラム計画の理論と実践（明治大学 源教授）

TIC

6/5 水 日本の地方自治体政策・事業評価（明治大学 菊地准教授）
6/6 木
6/7 金
3

都庁

川崎市視察（選挙制度／選挙管理委員会）

校長との意見交換

自治大

国分寺市視察（徴収管理・滞納整理）

川崎市/
自治大

政治・行政腐敗と防止（明治大学 大六野教授）

6/8 土

自治大

休日

6/9 日
6/10 月

行政改革（政策研究大学院大学 堀江教授）

自治大

6/11 火

地方税財政制度（明治大学 木村教授）

自治大

6/12 水

立川市視察（アート／リサイクルセンター）

立川市

6/13 木

総務省表敬

危機管理（流通経済大学 塚田先生）

総務省/
自治大

6/14 金

地方税財政制度（明治大学 木村教授）

中央地方関係（横浜国立大学 小池教授）

自治大

4 6/15 土

休日

6/16 日
6/17 月

ふりかえりディスカッション

自治体の電子化（明治大学 菊地准教授）

自治大

6/18 火

立川市視察（教育現場視察／立川市第5小学校）

宮崎県事前研修レク

立川市/
自治大

6/19 水

東京⇒宮崎県（移動）

日南市（農業・観光）

日南市

6/20 木

綾町（農業・観光）

延岡市（離島振興）

綾町/
延岡市

6/21 金

延岡市（工業振興）/日向市（まちづくり・防災）

宮崎県⇒東京（移動）

延岡市/
日向市
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6/22 土
論文作成

6/23 日
6/24 月
6/25 火

パースペクティブレポートディスカッション（明治大学 中邨名誉教授）

自治大

6/26 水

論文作成

TIC

6/27 木
6/28 金

パースペクティブレポート発表会（明治大学 中邨名誉教授）
研修評価会

閉講式・送別会
帰国

6/29 土
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自治大
自治大

３

コンパラティブスタディ第 13 巻の編集

EROPA 加盟国等の研究者による、地方行政に関する英語の比較論文集。昭和 56 年の総会
決議を踏まえ、アジア・太平洋地域の地方行政の比較研究の促進を目的として、昭和 59 年
（1984 年）以来、2 年～3 年に 1 度作成、刊行されており、EROPA 加盟国、国内 EROPA 会員、
総務省、関係団体、地方公共団体、研究者等に配布している。
令和元年度においては、中邨章明治大学名誉教授、縣公一郎早稲田大学教授、小池治横
浜国立大学大学院教授、菊地端夫明治大学准教授を編集委員として、第 13 巻（テーマ：進
展する技術革新と世界化する不確実性時代の地方行政）の発刊に向けて、論文の校正、編
集等を行っている。
＜過去の発刊実績＞
第 1 巻 「アジア太平洋諸国の地方行政」(昭和 59 年度)
｢The Local Public Administration in Asian and Pacific Countries｣
第 2 巻 「公務員研修制度」(昭和 61 年度）
｢The Training System in the Public Service｣
第 3 巻 「人口減少地域の振興における地方政府の役割」(平成 2 年度)
｢The Role of Local Government in the Development of Depopulated Rural Areas｣
第 4 巻 「地方行政における住民、民間団体、公共団体の役割」(平成 4 年度)
｢The

Role of Residents, Non-governmental Organizations and Quasi-public Agencies in Local Government｣

第 5 巻 「行政における人材開発」(平成 6 年度）
｢Human Resource Development in Public Administration｣
第 6 巻 「行政改革：地方行政における新たな概念と実践」(平成 10 年度)
｢Reforming Government: New Concepts and Practices in Local Public Administration｣
第 7 巻 「地方の統括と国家の発展」(平成 13 年度）
｢Local Governance and National Development｣
第 8 巻 「行政改革・政策転換・ＮＰＭ ～アジア・太平洋地域を展望して～」(平成 16 年度)
｢Public

Reform, Policy Change, and New Public Management: From the Asia and Pacific Perspective｣

第 9 巻 「市民社会と地方自治」(平成 18 年度）
｢Civil Society and Local Governance｣
第 10 巻 「ストレス下のローカルガバナンス：財政削減と拡大する政府への公的要求」(平成 21 年度)
｢Local

governance under stress: Fiscal Retrenchment and Expanding Public Demands on Government｣

第 11 巻 ｢地方分権時代における総合的な人材育成｣（平成 24 年度）
｢Integrated Human Capacity Building In the Age of Decentralization｣

第 12 巻 ｢地方自治体の発展によるガバナンスの質の強化：制度化、能力開発、政府間関係｣（平
成 27 年度）
｢Enhancing the Quality of Local Governance: Institutionalization, Capacity Building
and Inter-Governmental Relations｣｣
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自治大学校視察

自治大学校では上記２の地方自治研修のほか、随時海外の公務員や研究者等を受け入れ
て 半日又は１日の研修を実施している。
受入実績（令和 2 年 1 月時点）は以下のとおりである。
視察者・国際研修名等
ミャンマー連邦共和国 連邦政

年月日

人数

参加国

令和元年 7 月 12 日

8名

ミャンマー

バングラデシュ国地方行政強化
事業

令和元年 9 月 11 日

各 10 名（計 20 名）

バングラディシュ

中国・財政部人事教育日本視察

令和元年 10 月 16 日

20 名

中国

バングラデシュ群自治体機能強
化事業

令和元年 10 月 29 日

8名

バングラディシュ

マレーシア初等行政官研修

令和元年 11 月 13 日

15 名

マレーシア

中国政府人力資源・社会保障部
中国人事科学研究院

令和元年 12 月 19 日

3名

中国

府高官関係者
令和元年 11 月 12 日

団

５

地方自治テキスト（英）

「地方自治テキスト」とは、「地方自治研修」に合わせて毎年作成している日本の地方
自治に関する英語教材で、「地方行政制度」、「地方公務員制度」、「選挙制度」、「地
方財政制度」、「地方公営企業制度」及び「地方税制度」がある。
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The Annual Report of EROPA Local Government Center
by
Mr. Hiroshi Sasaki
President of Local Autonomy College
Ministry of Internal Affairs and Communications
Government of Japan
EROPA Local Government Center was established in
Tokyo, Japan, in response to the request from EROPA.
The center has been conducting the following programs.
1) International training program
・Theme

“Local Governance”

・Designed for overseas local and central government
officials engaged in local governance
・ Lectures are given by university professors and
high-ranking central government officials
－Local Government System
－Local Tax and Finance System
－Local Public Employee System
・ Including study visits to different levels of local
governments and an opinion exchange with an
executive official of Ministry of Internal Affairs and
Communications
・The center has been conducting the program for the past
55 years since its establishment
*638 participants from 66 countries and regions
(254 are from EROPA member states)
・This year, the program was from May 22 to June 28
*13 participants from 11 countries
13

・Participants submitted perspective reports at the end of
the program
*Analyzing problems of their local government systems
*Proposing policies
2) Half-day program to international visitors
・Comprised of a lecture and a facility tour
・ Aiming to deepen understanding of Japan’s local
government systems and local government personnel
training systems.
*42 participants from 7 countries in FY 2018
<Public officials accepted in FY2018>
International Training Name,
Group Name, etc.

Date

LEP2.0 Leadership

October 24

Development Program for

2018

No. of Persons

Participating
Countries

20

Malaysia

11

Bangladesh

Elementary Management
Level (JICA program)
Meiji University international

October 30,

students

2018

Kyrgyz
Myanmar
Nepal

Philippines
Viet Nam
AJC-Meiji Joint Program

November

11

14 ,2018

14

Viet Nam

3) Publication project
・“Comparative Studies of Public Administration ”
・A collection of papers written by experts mainly from
EROPA member states in the context of local
government and governance.
・Publishing since 1984
<Past Issues Published>
Issue No. 1

The Local Public Administration in Asian and Pacific Countries
(FY1984)

Issue No. 2

The Training System in the Public Service (FY1986)

Issue No. 3

The Role of Local Government in the Development of Depopulated
Rural Areas (FY1990)

Issue No. 4

The Role of Residents, Non-governmental Organizations and
Quasi-public Agencies in Local Government (FY1992)

Issue No. 5

Human Resource Development in Public Administration (FY1994)

Issue No. 6

Reforming Government: New Concepts and Practices in Local Public
Administration (FY1998)

Issue No. 7

Local Governance and National Development (FY2001)

Issue No. 8

Public Reform, Policy Change, and New Public Management: From
the Asia and Pacific Perspective (FY2004)

Issue No. 9

Civil Society and Local Governance (FY2006)

Issue No. 10

Local governance under stress: Fiscal Retrenchment and Expanding
Public Demands on Government (FY2009)

Issue No. 11

Integrated Human Capacity Building In the Age of Decentralization
(FY2012)

Issue No. 12

Enhancing the Quality of Local Governance: Institutionalization,
Capacity Building and Inter-Governmental Relations (FY2015)
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２

分科会での発表
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「Administrative Reform for Sustainable Public Water Services in Japan」

追手門学院大学准教授

18

藤原

直樹

19

Administrative Reform for
Sustainable Public Water Services
in Japan
2019 EROPA Conference
The Future of Public Administration: Rethinking Resilience,
Equity, and Sustainability in the Region and Beyond

22–27 September 2019
Manila,, Philippines
pp

Naoki Fujiwara
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Introduction 1


Since the mid-1980s, numerous water
supply reforms, allowing for more
privatized services, initiating the
globalization process (Bakker 2003b; 2007;
Swyngedouw et al 2002).



Private-sector participation in the
management of water infrastructure has
increased significantly over the past
decade (Bakker, 2003a).
3

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved

Introduction 2




Municipalities compelled to make
tradeoffs between environmental and
social sustainability and economic
sustainability (Furlong, 2012; Furlong & Bakker, 2010).
Public–private partnerships are complex,
requiring institutional capacity to design
tenders, conduct monitoring, enforce
contracts over the long term (Bloomfield,
2006; Iossa, 2018; Trebilcock & Rosenstock, 2015).

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
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4

Research Question
1.

How the water service in Japan
has responded to social changes
in the business environment

2. How the local governments of
Japan adapt to the system
change as water service players
5

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved

Methods
1.

2.

Analyzing the text of policy
materials and plans issued by
the national and local
governments
Interviews with the newly
established municipality-owned
sewerage operation entity in the
Osaka City Government

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
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6

Results

7

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved

System reform in Japan (National level)
Year
2011

Actions
Revision of the Act on the Promotion of Maintenance of Public Facilities by
Utilization of Private Companies
•

The operation rights system for public facilities was installed

New Sewerage Vision
2014

2014
2015
2017
2018

•

Indicates the direction for integrated management of administrative officers, facilities, and
finance, and it is necessary to promote asset management and crisis management in the
event of a large-scale disaster.

Guidelines on the management of local public enterprises
•

Local governments are requested to formulate a “public enterprises business strategy”

Revision of the Sewerage Law
•

Promoting the maintenance and refurbishing of sewerage facilities via PPP

New Sewerage Vision Acceleration Strategy
• Attracting attention in the sewerage sector, as well as PPP and PFI, including concessions

“Study Group on the Sewage Finance” interim report
•

Indicates the promotion of regionalization and co-management

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
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8

9

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved

Estimated Expenses for Future Facility
Maintenance in Osaka Sewerage Business

Source: Adapted by author from Osaka City Government Public Works Bureau (2015, p. 24).10
24

Transition of sewerage fees and treated
water volume of Osaka’s sewerage business

Source: Osaka City Sewerage Business Annual Reports (2017, p. 9), edited by author.

11

Steps for management reform of
Osaka’s public sewerage business

12

OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
Source:
Adapted by author from Osaka City Government
Public Works Bureau (2015, p. 67).
25
䑷

Mixed operation rights system

13
Source:
Adapted
byAll rights
author
OTEMON GAKUIN
UNIVERSITY 2014
reserved from Osaka City Government Public Works Bureau (2015, p. 57).
䑷

Conditions for the Reform by Osaka City Council

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
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Discussion 1


The momentum of the public water
administrative reform increased in
Japan after 2011

 The economic deterioration and
disasters
Short-term
factors

¾ After the world financial crisis of 2007–2008
¾ the Great East Japan Earthquake and Tsunami of
2011.

Long-term  The declining birthrate and
trends
aging population
䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
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Discussion 2


Public water business reform in Japan
¾ Organizational reform of
corporatization and private sector
partnership as asset management for
more efficiency
¾ Not the institutional and resource
governance reform of roles between
the national and local government and
citizen participation

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
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16

Resource Management Reforms

17

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved

Discussion 3




In Japan’s case, it is considered
more important to secure a crisis
management response and
security in the event of a disaster
than to ensure efficiency.
The “redundancy” of management
resources coping with earthquakes
and heavy rains is emphasized.

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
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Conclusion 1
 The capacity building of
Redundancy is a cost-up and
uncertain factor in long-term
management risk,
¾
¾

Highlighted in the process of the publicto-private outsourcing contracts.
Large-scale machinery and equipment
industry, as the level of deterioration
varies.

19

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved

Conclusion 2


¾
¾
¾

Ownership of facilities be vested in
the municipality. But the Publicly
Owned Company should be
watched closely.
Integration of wide-area operations by
taking orders from outer areas
Sharing management with the private
sector
Actively introducing new technologies

䑷 OTEMON GAKUIN UNIVERSITY 2014 All rights reserved
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Introduction: tourism is growing
• Global tourists are increasing rapidly (it reached 1.4
billion in 2018)
• Tourism industry consists 10% of global GDP, 9% of
global employment, contributing to economic growth
Number of global tourist arrivals (millions)

2

UNWTO, 2018
34

tourism as part threat, part hope
• Overuse of Natural Tourism
Resources (NTR, hereinafter) is a
problem from environmental, social
and economic perspectives
• NTR: rivers for kayaking, coral reefs
for diving, rice terrace for
sightseeing… (any tourism
resources related to natural
environment)

UNESCO, 2010
3

Overuse of NTR causes
• degradation of ecosystem
services
• degradation of the quality of
nature experience
• congestion, unstable
tourists, safety issues, and
vulnerable employment
Figures;
Soil erosion after overuse in Ogasawara islands (Top)
Revegetated after no-entry period (Below)
35

Tanaka, 2014

4

Tourism management
• Tourism is relatively
better planned/managed
in protected areas
through regulation,
monitoring, permission,
quota, etc.
– E.g. National Park, World
Heritage Sites
E.g. Milford Track, NZ
90 tourists per day (40 individual, 50 guided)
5

Overuse occurs “beyond the boundary” of
Protected Areas

Cape Maeda,
Okinawa Pref.
6
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How to manage NTRs in
“Beyond the Boundary” of PAs
• “beyond the boundary” conservation is more
vulnerable
=complex land ownership, overlapping and
fragmented laws/institutions, diverse stakeholders,
weak authority (Tanaka, 2019 in press)

Conventional “regulation and monitoring”
approach is often difficult to apply
ĺhigh transaction costs, less administrative
resources (*Japan’s public administration is known for “low flexibility
7
of resource allocation” = 㕲᱁Ꮚຠᯝ)

Scope of the presentation
• What government can do to secure environmental
sustainability and resilient community concerning
NTR management in “beyond the boundary” context?
• Takes the case of “Conservation Use Agreement”
(CUA, hereafter) defined in Act on Special Measures
for the Promotion of Okinawa in Okinawa Pref.
• Analyze the certification process and field-level
implementation to elucidate implications (literature
reviews, interview surveys, participatory observation)
37

Okinawa Prefecture
Population: 1.45 million
Inbound tourists: 9.99 million (FY2018)
ĺ bigger than Hawaii islands

Many Overuse issues
9

What is
Conservation Use Agreement ?
•
•
•
•

Started in 2002 amendment
First certification in 2004
6 CUAs as of August 2019
Certification by the Governor to
voluntary agreements (selfregulations) concluded by ecotour operators if the rule is
considered appropriate.
• Empowerment of voluntary
approaches, not regulation nor
monetary incentives.
38

Sample of CUA Certification
10
(WWF Japan website)

Four rivers for kayaking,
One mountain for hiking,
One Coral reef for snorkeling

11
Locations of Conservation Use Agreement in Okinawa Prefecture

Why “Conservation Use Agreement”
matters?
• “Beyond the boundary” NTRs, public sectors often
have difficulty to make rules (high transaction costs)
• Instead, eco-tour operators often make their own self
regulations for their sustainable businesses, but to fail
because of free-rider problem
– NTR usually have “complex commons” characteristics
(difficulty to exclude free-riders in communal mechanism)
– In Japan, quality operators rather ask for regulation

• CUA strengthens the self-regulation made by private
sectors through various supports from public sectors
12
39

What kind of support?
• Okinawa Prefectural Government support CUAs by;
1. Awareness raising
Promotion through websites and brochures
2. Technical support
the procedures and paper-works if necessary
3. Financial support (ad-hoc base)
Organizing annual workshop, subsidizing the travel
costs for tourism promotion expo, etc.
13

Promotion of Hija River CUA on the website of
Okinawa Prefectural Government
40
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Name of
CUA
Year/Month

Nakama
River

Hija River

Mt Ibu

Oura River

Shiraho Coral
Reef

2004/06

2010/03

2014/10

2014/11

2015/8

Yanbaru
Ecotourism Lab.

Wansaka Oura
Park

NPO Natsupana

Representing
operator (focal
point)
Number of
operators
Activities

Tobu
Career Support,
Transportation,
Ltd.
Inc.

6

3

1

6

12

Tour boat,
Kayaking, SUP

Kayaking

Trekking

Kayaking, SUP,
Walking tour

Snorkeling,
Kayaking,
Walking tour, etc.

Agreement
on natural
environme
nt and
safety

Speed limit to
protect Mangrove
Forest,
Monitoring
survey every 3
months, limit on
the number of
kayak users (8
people per party),
safety lecture to
eco-tour guides,

Ban on taking any
flora/fauna, limit
the number of
kayak (up to 20 per
time), limit the
number of uses (six
kayaks per party),
no landing on the
tidal flat

Appropriate
number (twice a
day, six people per
tour), No
pet/animal
allowed,
monitoring twice a
year,

Ban on taking any
flora/fauna, limit
the number of
kayak㸦5 kayaks
per guide, up to 40
kayaks
simultaneously㸧

Beware of the corals,
No entry for egg-laying
site (sea turtles),
Limit the number of
boats (up to four boats,
50 people), monitoring
survey for coral reefs
and red soil sediments,
Limit the number of
tourists (10 per guide/
snorkeling, 4 per guide
kayaking, 20 per guide
for walking tour)

Agreement
on local
community

No entry to
forests during
hunting season,
be cautious about
fishing
equipment,
establish a
platform to
discuss with local
people

Do not touch the
fishing equipment
and boats, Be
cautious about
fishing activities,
Participation to
the fishery
cooperative’s
activities and
clean-up

Adhere with local
rules (Ada District
rules), Donate 100
yen per person to
the local
community
(optional)

No parking in the
community, collect
donations from
tourists for local
community, actively
participate in the
local events

Active participation
to the local schools’
events, Be cautious
about fishing
activities

15

CUA focus not only on environmental
conservation, but also on local community
• Mt Ibu and Oura River CUAs voluntary donate the
part of their benefit to local community
• Most CUAs supports local elementary schools by
environmental education activities and/or annual
events
Emphasis on local resilience
• CUA requires agreements from local stakeholders
Letter of Agreements (LoAs) from; municipalities, landowners, forestry/fishery associations, etc. (Okinawa Prefectural
Government, 2013)

Record of meetings with ward mayor, head of community,
16
residents, experts, etc.
41

Challenges: CUA in practice
• Good for precaution, but not for problem-solving
ĺ$QDO\VLVUHYHDOVCUA does not match for existing overuse
cases because of huge transaction costs for agreements and
vulnerable legal settings (no binding power except for the
nullification of CUA / Articles 23-24)
ĺ,QNTR which needs urgent conservation were
identified, but not included in CUAs nor “Model areas” in the
CUA project 2012-2014.
NTR which needs urgent
conservation measures
1 Cape Maeda

Table.
List of NTRs which need urgent
conservation measures (Okinawa
Prefectural Government, 2013b
excerpt)

sum

Number of
operators
estimated

13 䠄approx. 40-50䠅

Num. of
operators who
want to use
CUA

11

2 Kerama Islands

8 䠄More than 200䠅

0

3 Tah warterfall

4 More than 20

2

4 Pinai-sara waterfall

3 More than 30

2

4 Yabiji Coral

3 More than 20

2

4 Miyagi/Sunabe beaches

3 More than 20

5

Challenges: CUA in practice
• Small numbers of CUA certification
ĺKLJKWUDQVDFWLRQFRVWVIRUDJUHHPHQWVDQGVPDOOLQFHQWLYHV
prevent CUA certification/renewal (interviews to CUA operators,
Okinawa Prefectural Government).
ĺ6L[&8$Vwere certified thanks to strong support by
government project in 2012-2014 (intervention is necessary)

• Lack of resources in public sectors
ĺ6RPHCUA operators claim the lack of
monitoring/communication from Okinawa Government
ĺ/DFNRIUHVRXUFHVin Okinawa Prefectural Government (one
staff, no stable funding for CUA, lack of expertise).

42

Implications of the study
Empowerment of voluntary approach is noteworthy for
enhancing environmental sustainability and resilient community in
“beyond the boundary” contexts (high transaction costs and less
administrative resources situation)
Unlike conventional conservation approach (often called
Yellowstone model =fully government), NTR management
can incorporate motivations of private sectors more effectively.
CUA shows; Voluntary approach work as precaution, but not
effective for problem-solving without decisive state intervention.
Causality between transaction costs and administrative
resources (including expertise and buy-in) is
hypothesized as a key of policy choice in practice.
ĺ(JURWDWLRQRIRIILFLDOVLQFUHDVHWKHWUDQVDFWLRQFRVWV"
(Japanese officials change their positions every 2-3 yrs)

Next step of the study
Theoretically,
How transaction costs and administrative resources affect policy
choice in the context of resource management.
Practically,
How public sectors can utilize their resources more strategically
to induce the development/enhancement of self-regulations
(E.g. Collibration / Dunsire, 1993)
ĺIn CUA context; Strategic collaboration with Protected Area
managers (Ministry of the Environment and Forestry Agency)
to share the roles and information is necessary. Why it does
not happen, and how?

43

Salamat Po !
Thank you very much !
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EROPA の概要
１
名

EROPA の性格

称
EROPA(Eastern Regional Organization for Public Administration，行政に関するアジア・太
平洋地域機関)

性

格
アジア・太平洋地域の経済・社会発展の促進に資するため、その行政的側面の向上を図ること
を目的とする非政府間国際組織

設

立
1960 年（昭和 35 年）12 月

地域的範囲
憲章上は、EROPA 地域(EROPA region)という表現が用いられている。
実際に加盟している国家会員の状況からみれば、単にアジア・極東地域にとどまらず、中近東
地域にまで及んでいる。
活動領域
(1) 活動の重点は、アジア・太平洋地域の諸国が、実際の行政について自主的かつ相互に研究を
行うことに置かれている。
(2) EROPA 憲章は、｢EROPA の一般目的｣として、以下のとおり規定している(第４条)。
① より高度な行政サービスを提供するために、一層効果的な行政制度及び行政運営の実施を
促進すること
② 効果的・効率的な行政の重要性と価値についての認識を高めること
③ 行政に関する研究を促進・発展させること
④ 行政に関心のある組織及び個人に対し、協力、連絡、理解の促進を図ること
⑤ 特に上級及び中級管理者層のリーダーシップ及び管理能力の向上を図ること
(3) 創設時において、基本的認識として以下のことが強調された。
「アジア発展途上国の発展及びその地域の急速な経済的社会的発展は、行政に関するすぐれ
た知識及び運営を習得することなしには達成できない。｣
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２

EROPA 発足の経緯

(1) EROPA 創設の提唱
フィリピン大学行政学院長ラモス氏は、アジア地域行政会議の開催を提唱、昭和 30 年ごろから
フィリピン国内での支持を確立した上、各国を歴訪し、特にベトナム大統領の強い支持を得るこ
とに成功した。日本に対しては、昭和 32 年に、ベトナム政府及びフィリピン政府から参加につい
て働き掛けがあった。
その趣旨は、以下のようなものであった。
① アジア諸国は、ほとんどが第２次大戦後独立してまだ日が浅い国々である。
② この地域の経済・社会の安定・発展を進めていくためには、それを担う公務員の能力の向
上と効率的な行政組織の運営が喫緊の課題である。
③

共通の風土、共通の政治・社会・経済基盤を有するアジア地域に共同の行政研究組織を設
け、相互に経験と情報を交換し、協同して成果を求めることには、大きな意義がある。

(2) サイゴン予備会議の開催(昭和 33 年２月)
アジア地域行政会議の目的と運営について検討するため、ベトナム政府の主催により開催され
た。
参加国は、以下のとおりである(11 か国)。
日本、オーストラリア、中華民国、インド、大韓民国、ラオス、マレーシア、フィリピン、
タイ、ベトナム(以上、政府代表)、インドネシア、国連技術援助局、アジア財団(以上、オブ
ザーバー)
(3) 行政に関する第 1 回地域会議の開催(昭和 33 年６月)
マニラ市及びバギオ市において開催された。参加国は、以下のとおりである(12 か国)。
日本、大韓民国、オーストラリア、中華民国、インド、フィリピン、べトナム(以上、政府代
表)、インドネシア(公式オブザーバー)、香港、ニュージーランド、シンガポール(以上、学会
又は大学代表)、パキスタン(私的オブザーバー)
本会議で決定された主な事項は、以下のとおりである。
① 正式名称(現行名称に同じ)の決定
具体的に地域を規定せず、アジア、極東及び南太平洋地域を広く指すよう配意された。
② 憲章の採択
トン博士(ベトナム、行政学院長・国会副議長)によって作成された憲章原案が採択された。
③ 憲章発効要件(EROPA 正式成立要件)の決定
本会議正式参加国の半数以上(５か国以上)が国家会員として加盟したときとされた。
④ 暫定理事会の設置の決議
⑤ 事務局のマニラ設置の決議
⑥ 職業訓練センターのインド設置及び調査文献活動センターのベトナム設置の決議
(4) 日本への期待
アジア・極東地域の諸国にとって、経済分野を中心として、社会、文化、教育、交通、地域開
発等の各分野において先進的地位を占めている日本の行政技術(特に地方自治制度、地域開発にお
ける地方団体の役割等)は、大きな関心の的であった。したがって、EROPA 関係諸国は、発足準備
段階から日本の EROPA 加盟を強く望んでいたばかりでなく、前記のアジア地域行政会議において
も、EROPA 正式発足後の第１回理事会は日本で開催すること、少なくとも地方公務員研修センター
を日本に設置することが参加国全員の強い要請であった。
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(5) 暫定理事会の開催(昭和 34 年 12 月)
国家会員としての加盟国が４か国(オーストラリア、中華民国、フィリピン、ベトナム)にとど
まり、EROPA の正式発足をみるに至らない段階で、香港で開催された。
(6) 日本の加盟及び EROPA の正式発足(昭和 35 年 12 月)
日本は、新たに国際組織を設立するに当たって慎重な態度をとっていた。その理由は、以下の
とおりである。
① 国際的な行政研究組織としては、既に国際行政学会(本部・ブリュッセル)があること。
② アジア地域における経済・社会開発を目的とする国際機構としては、既にエカフェ、コロン
ボ・プラン等があること。
しかし、昭和 35 年 12 月３日、３省庁(自治省、外務省、行政管理庁)の共同閣議請議に基づき、
国家会員として EROPA に加盟する件について閣議決定が行われるに至った。
その理由は以下のとおりである。
③ アジアにおける日本の指導的役割に対する期待が大きいこと。
④ 日本の行政水準の向上にも資すること。
⑤ 国際親善の向上にも資すること。
EROPA 第 1 回総会(昭和 35 年 12 月４日～10 日、マニラ)において、自治大学校長をはじめとする
日本政府代表団から日本の加盟に関する意思表示が行われ、その結果、EROPA は、昭和 35 年 12 月
５日、正式発足をみた。
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３
構

EROPA の構成

成
国家会員、団体会員及び個人会員の三者によって構成されている。
団体会員資格は、EROPA 地域内の国家又は領域にある団体、協会又はグループで、その目的及び
活動が EROPA の目的に合致するものとされている。個人会員資格は、EROPA 地域内の国家又は領域
において社会的名声を有する個人で、その職業及び活動が EROPA の利益の増進に寄与するものと
されている。また、EROPA 地域外の国家又は領域、団体及び個人で、会員資格を有するものは、そ
れぞれ準国家会員、準団体会員及び準個人会員として加入することができる(ただし、総会の審議
に参加する権利は有するが、投票権は有しない)。

国家会員(10 か国)
現在、次の国が国家会員として加盟している。
日本、中華人民共和国、インド、インドネシア、イラン、大韓民国、ネパール、フィリピン、
タイ、ベトナム
団体会員
日本では、次の 11 団体が団体会員として加盟している(令和 2 年１月現在)。うち、一般財団法
人自治総合センター、政策研究大学院大学はネットワーク団体会員（※）である。
一般財団法人自治総合センター、政策研究大学院大学、全国知事会、全国市長会、全国市議会
議長会、公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所、日本行政学会、一般財団法人自治研
修協会、一般財団法人自治体国際化協会、公益財団法人全国市町村国際文化研修所、公益財
団法人市町村職員中央研修所
個人会員
日本では、57 名が個人会員として加盟している(令和２年１月現在)。うち、ネットワーク個人
会員（※）は以下の 9 名である。
縣
大森
菊地
久邇
小池
中邨

公一郎（早稲田大学政治経済学術院教授）
彌（東京大学名誉教授）
端夫（明治大学准教授）
良子（東京学芸大学教授）
治（横浜国立大学大学院教授）
章（明治大学名誉教授）

松並
城山
伊藤

潤（神戸大学大学院教授）
英明（東京大学大学院法学政治学研究科教授）
正次（首都大学東京教授）

※ EROPA の活動の中核的役割を担うものとして、個人及び団体のネットワーク会員をおいている。
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４

EROPA の組織

(1) 総会(General Assembly)
構
成 国家会員、団体会員及び個人会員が集会して構成
開

催 執行理事会が決定する場所及び期日において開催、原則として２年に１回

機

能 総会の会期中の議長を選挙
執行理事会によって実施されるべき施策を決定
執行理事会に対して財政上の指示
監査役の指名

(2) 執行理事会(Executive Council)
構
成 すべての国家会員、国家会員数の３分の１に相当する数の団体会員代表、個人会員
代表及び執行理事会の前議長により構成
開
機

催 自ら決定する適当な期日及び場所において開催、原則として毎年１回
能 EROPA の活動に関する一般的管理
EROPA の各種事業に関する運営手続の決定
総会の承認を条件とした EROPA の予算の調整及び財産の管理
総会の議題、期日及び場所の決定
EROPA の目的達成のために適当と考えられる措置及び活動の実施

(3) 事務総局(Secretariat General)
設置場所 マニラ(フィリピン)
事務総長 オーランド・メルカド(Dr. Orlando S. Mercado) 元フィリピン国防大臣
2011 年にタイで開かれた執行理事会で承認を受け、第４代事務総長に就任
※2020 年 1 月からは、次期事務総長が決まるまでの間、暫定事務総長

(歴代事務総長)
第１代(1960-1981) ラモス氏(Prof. Carlos P. Ramos)
第２代(1982-1995) ド・グズマン氏(Dr. Raul P. de Guzman)
第３代(1996-2010) サント・トーマス女史（Prof. Patricia A. Santo. Tomas）
(4) 専門センター(Technical Centers)
① 研修センター(Training Center ニューデリー・インド)
② 地方行政センター(Local Government Center 東京・日本)
③ 開発経営センター(Development Management Center 京畿道・韓国)
④ 人材育成研究センター（Human Resource Research Center 北京・中国）
⑤ 政策研究センター(Policy Studies Center ジャカルタ・インドネシア)
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５

EROPA の活動

(1) 定例会議の開催
EROPA の目的を推進するため、総会及び執行理事会が定期的に開催される。
(2) 分科会(Session)の開催
EROPA の目的に沿うテーマについて、分科会が開催される。分科会は前記の定例会議と併せて開
催されることが多い。
学者及び行政官から報告者を指定し、これらの報告者が報告書原案を作成、分科会における討
議・調整を経て、最終的に取りまとめるという手順により進められるのが通常である。
なお、分科会の成果は、EROPA 報告として関係国政府に対して送付されるとともに、編集の上、
EROPA 刊行物として出版される。
(参 考) 直近５年間の EROPA 会議開催状況(総会及び執行理事会欄の数字は、回数を表す)
年

月

開催国

15

10

中

16

10

フ ィ リ ピ ン

国

総会

執行理事会

25

61

62

会議テーマ

ガバナンスの現代化：途上国における改
革及び最優良事例

革新・協調・規範準拠によるガバナンス

持続可能な開発目標を達成するための公
17

９

韓

国

26

63

共ガバナンスの役割：変革、能力強化、
ネットワーク構築

18

9

インドネシア

19

９

フ ィ リ ピ ン

64

27

65

世界的メガトレンドと行政の役割：人材
、公共サービス、制度、倫理

行政の未来：地域を越えたレジリエンス
、平等、持続性の再考

(3) 出版活動
① The EROPA Bulletin の発行
EROPA の活動及び EROPA 地域における行政の向上に関することについて取り上げた機関誌
(The EROPA Bulletin)を１年に２回発行している。
② The EROPA Journal (The Asian Review of Public Administration)の発行
(4) その他
「Carlos P. Ramos Award」賞（Best Paper 賞）の選出、EROPA ホームページの刷新による情報発
信の強化等を行っている。
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６

EROPA に対する日本の援助協力

総務省は、EROPA 関係事務について関係省庁間の取りまとめに当たっているほか、EROPA に対し、
以下のような援助協力を行っている。
(1) 定例会議等の東京での開催
昭和 36 年 執行理事会、研究会
昭和 39 年
昭和 48 年
昭和 57 年
昭和 62 年

執行理事会、研究会
総会、執行理事会、研究会
執行理事会
研究会(EROPA 東京国際セミナー'87)

平成７年 総会、執行理事会、研究会
平成 11 年 研究会(EROPA 地方行政センター主催シンポジウム)
平成 25 年 総会、執行理事会、研究会
(2) 地方行政センター(Local Government Center)の設置
第２回総会(昭和 37 年 10 月、バンコク)における要請決議にこたえ、日本が EROPA に加盟した
目的を一層確実に実現するため、昭和 39 年 10 月１日に発足させた。
施設については自治大学校の既存施設を利用し、代表者(所長)は自治大学校長が兼ね、事務は
自治大学校職員が処理している。
その事業は、以下のとおりである（EROPA 地方行政センター組織規程より）。
① EROPA 加盟国の地方行政制度及びその運用に関する資料の収集、編集及び保存、調査及び研
究並びにその成果の刊行に関すること。
② EROPA 加盟国の公務員に対する研修の実施に関すること。
③ EROPA 会議への派遣に関すること。
④ EROPA の活動推進及び会員相互の情報共有を図ること。
(3) 地方自治研修の実施
地方自治研修は、EROPA から日本政府への要請に基づき、日本政府の海外技術援助事業の一環と
して創設され、国際協力機構(JICA)と総務省自治大学校の共催で運営している。
(4) EROPA 事務総局に対する職員派遣
昭和 49 年８月～昭和 53 年８月(４年間)
事務総局次長として派遣
人件費は、日本政府が負担
(5) 補助金のあっせん
昭和 47 年度以降昭和 56 年度まで、毎年度にわたり研究会の開催又は研修の実施に要する経費
に関し、補助金のあっせんを行った。
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(参 考) 補助金あっせんの実績
昭和 47～49 年度

アジア外務研修(第４回～第６回)

49～50

発展途上国における公営企業間題

51

アジア開発戦略と公企業の役割

万博記念協会
(旧 (独)日本万国博覧会記念機構)

万博記念協会
(旧 (独)日本万国博覧会記念機構)
約４万５千ドル
(約１千万円)

52

行政の再評価

53～54

農村部の開発

55～56

農村部開発に関するマネジメント

万博記念協会
(旧 (独)日本万国博覧会記念機構)
７千 500 ドル
(約 200 万円)
(財)自治総合センター
１万５千ドル
(約 370 万円)

また、上記のほか、日本において総会、執行理事会、セミナーが開催された年度には、万博記念
協会(旧 (独)日本万国博覧会記念機構)、自治総合センター等から、これらの会議の開催又は研修
の実施に要する経費に関し、補助金のあっせんを受けた。
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７

EROPA 地方行政センターの活動

EROPA 地方行政センターでは、以下の活動を行っている。
(1) EROPA 定例会議等の出席
EROPA 総会、執行理事会及び研究会に出席し、EROPA の活動、運営に協力するとともに、EROPA
地方行政センターにおける活動報告、研究論文の発表を行っている。
(2) 地方自治研修の実施
地方自治研修は、毎年、アジア・太平洋地域を中心とした発展途上国において地方行政を担当
する国又は地方公共団体の中堅幹部公務員 15 名程度を対象に、地方行政及び地域振興等の講義、
実地研修、視察、論文作成などの内容で実施している。
昭和 39 年 10 月、地方行政センターの発足と同時に実施された第１回以来、令和元年度までに
55 回実施され、66 か国 638 名の研修員を受け入れた。
対象国は、発足の経緯もあって EROPA 加盟国が中心となっている。
(3) 自治大学校視察の受入れ
自治大学校では、随時海外からの公務員を受け入れて半日又は１日の研修を実施している。
(4) 出版事業(コンパラティブ・スタディの刊行)
コ ン パ ラ テ ィ ブ ・ ス タ デ ィ と は 、 正 式 名 称 を 「 Comparative Studies of Public
Administration」(「行政に関する比較研究」)といい、1984 年の第１巻刊行以来、おおむね２、
３年に１冊の割合で刊行している論文集である。
これは、EROPA 加盟国をはじめとする各国の地方行政の制度・施策の「比較研究」を行うことに
より、加盟諸国の地方行政の発展に寄与しようとするものであり、EROPA 加盟国、国内 EROPA 会員、
総務省、関係団体、地方公共団体、研究者等に配布している。
（参 考）
第１巻
第２巻
第３巻
第４巻
第５巻
第６巻
第７巻
第８巻
第９巻
第 10 巻

過去の刊行実績
「アジア太平洋諸国の地方行政の比較研究」(昭和 59 年度)
「公務員研修制度の比較研究」(昭和 61 年度）
「人口減少地域の振興における地方政府の割合」(平成 2 年度)
「地方行政における住民、民間団体、公共団体の役割」(平成 4 年度)
「行政における人材開発」(平成 6 年度）
「行政改革：地方行政における新たな概念と実践」(平成 10 年度)
「地方の統括と国家の発展」(平成 13 年度）
「行政改革とＮＰＭ ～アジア・太平洋地域を展望して～」(平成 16 年度)
「市民社会と地方自治」(平成 18 年度）
「ストレス下のローカルガバナンス：財政削減と拡大する政府への公的要求」
（平成 21 年度）
第 11 巻 「地方分権時代における総合的な人材育成」（平成 24 年度）
第 12 巻 「地方自治の質の強化：制度化、能力開発、政府間関係」（平成 27 年度）

(5) 地方自治テキスト（英）の発刊
毎年、地方自治研修の実施に合わせて、日本の地方自治制度に関する英文テキストを発刊し、
同研修の研修員等に配布している。
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Ⅲ

EROPA 憲章及び同施行規則

57

58

ＥＲＯＰＡ憲章
2003 年 10 月改正
第１条

行政に関するアジア・太平洋地域機関(EROPA)は、行政の研究及び実践並びに地

位の向上を通じて、地域の社会経済の発展を促進するために設立された。EROPA は、効
率的・効果的・倫理的な公共サービスに対する革新的取り組みに関する情報や意見を交換
する場を提供する。
第２条 EROPA は、1960 年 12 月 4 日から 10 日までフィリピンで開かれた第 1 回総会に
おいて正式に構成され、憲章を修正のうえ採択した。
第３条 執行理事会は、国名及び領域を明示することにより、EROPA 地域を定めることが
できる。また、必要に応じて、同様の方法により EROPA 地域を再定義することができる。
この EROPA 地域の決定は、総会の承認により効力を発揮する。
第４条 EROPA の一般的目的は、本地域に属する国々の異なる文化的・社会的価値に配慮
しつつ以下のことを達成する。
a. より高度な行政サービスを提供するために、一層効果的な行政制度及び行政運営
の実施を促進すること
b. 効果的・効率的な行政の重要性と価値についての認識を高めること
c. 行政に関する研究を促進・発展させること
d. 行政に関心のある組織及び個人に対し、協力、連絡、理解の促進を図ること
e. 特に上級及び中級管理者層のリーダーシップ及び管理能力の向上を図ること
第５条 EROPA は、
第 4 条に掲げる目的を達成するため、次の手段を講ずることができる。
a. 国際会議または地域内会議の開催
b. 研究の実施及び研究論文、雑誌の出版
c. 情報発信センターの設立及び維持、交換文書の配布
d. 調査研究及び文書作成に関する委員会の設立
e. 行政に関する他の国際機関との連携及び連絡
f. 教育、訓練の実施
g. 専門的な研修所の設立
h. EROPA 支部局の設立
i. 行政関係の実務者、学識者及び学生の交流プログラムの設立
j. EROPA の運営資金を確保するための基金の設立
第６条 投票権をもつ EROPA 会員は、次のものをもって構成する。
a. 国家会員
b. 団体会員
c. 個人会員
投票権のない会員は、次のものをもって構成する。
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a. 準会員
b. 名誉会員
第７条 地域内のいかなる国も、国家会員として EROPA に加入し、EROPA の連絡拠点と
なる機関を指名することができる。
第８条 EROPA 地域内の国家にある団体、協会、研究機関又は学会で、その目的及び活動
が EROPA の目的に合致するものは、団体会員として加入する資格を有する。これには、
地方政府、政府系企業、法定機関、行政運営協会、専門家組織、NGO、その他の民間組
織が含まれる。
第９条 EROPA 地域内の国家にいる個人で、その職業及び活動が EROPA の利益の増進に
寄与するものは、個人会員として加入する資格を有する。
第１０条

EROPA 地域外の国家、団体及び個人で、第 7 条、第 8 条及び第 9 条に規定する

国家会員、団体会員及び個人会員の加入資格を有するものは、それぞれ準国家会員、準団
体会員及び準個人会員として EROPA に加入する資格を有する。各準会員は、総会の審議
に参加する権利を有するが、投票権を有しない。
第１１条

名誉会員は、EROPA 又は EROPA 地域における行政に多大な貢献をした個人か

ら選考される。
第１２条

国家会員、団体会員、個人会員及び準会員への加入申請は、事務総長宛ての申

請書を提出することによっておこなわれる。申請書は、その時々執行理事会によって決定
される形式及び記載事項に沿ったものとする。事務総長は、すべての申請書を次の執行理
事会に提出しなければならない
第１３条

名誉会員の指名は、執行理事会の構成員又は事務総長により行われる。

第１４条

国家会員及び名誉会員の加入の承認は、執行理事会の推薦に基づき、総会に出

席し、かつ投票する会員の半数以上の多数決と、半数以上の国家会員の承認によるものと
する。ただし、総会は、執行理事会の推薦に基づき、総会に出席し、かつ投票する会員の
半数以上の賛成と、半数以上の国家会員の承認により、この地域内の非会員国家に対し、
国家会員となるよう招請することができる。招請の決議がされた国の加入については、次
の総会前に開かれる執行理事会が正式の加入申請を受理した日に効力を生ずる。その他の
会員は、執行理事会の決定により加入を承認されるものとする。
第１５条

国家会員は、国家会員資格の下で EROPA の会員とみなされる 3 団体以内の機

関及び行政にかかわる 10 人以内の研究者又は実務者を 2 年の任期で指名することができ
る。これらの機関及び個人は、その国家が会員である間は、会費の支払を免除されるが、
総会における投票権は有しない。
第１６条

執行理事会の推薦に基づき、総会は、それぞれの会員内に階級を設け、年会費

の額を決定することができる。
第１７条

執行理事会は、年会費の支払を管理する規則をつくることができ、3 年間連続し

て未払の会員に対して適当な措置を講ずることができる。
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第１８条

効果的な行政運営を促進するために、執行理事会は、次に揚げる専門センター

の調整を行う権限を有する。
 開発経営センター
 研修センター
 地方行政センター
 執行理事会の推薦に基づき、総会の同意を経てその時々設立されるすべての施設
及び事業
第１９条

EROPA の開発経営センター、研修センター、地方行政センター、その他の同様

の専門センターは、その運営に関し高度な自主性を有する。センター長は、個人や機関か
らの補助金要請等、センターを強化するために必要な措置を講ずることができる。
第２０条

執行理事会は、上記センターを EROPA センターとして認知するための申請手

続や、各センターの監視を伴う連携に関する、規則や要綱を制定することができる。
第２１条

すべての会員は、未払い金の清算をした上で、事務総長に文書で通知すること

により、EROPA から脱退することができる
第２２条

2 年間会費を支払っていない会員は、活動停止とみなし、EROPA 会員の名簿か

ら名前が削除される。但し、適切な会費の納入により、会員としての活動は再開される。
第２３条

その行動が EROPA の目的と合致しないすべての会員は、執行理事会の指摘に

より、その会員資格を無効とすることができる。その決定は、総会に出席し、かつ投票す
るすべての会員の 3 分の 2 以上の賛成と半数以上の国家会員の承認によりおこなわれる。
第２４条

総会は、執行理事会の議長の招集により国家会員、団体会員及び個人会員が集

会して構成される。総会は、執行理事会が決定する適当な場所において、通常 2 年に 1 回
執行理事会が定める日に開催される。臨時総会は、執行理事会による招集又は半数以上の
国家会員による特別な要請があった場合に開催される。
第２５条

事務総長は、6 ヶ月前には、総会が開催される場所及び日時について、全会員に

周知するものとする。特殊な状況において総会が開催され、これが実行不可能な場合にお
いても、最低 90 日前には周知するものとする。
第２６条

総会は、組織活動の全般的運営のため、組織の事務を管理し、方針を決定し、

要綱の制定を執行理事会に対して要求することができる。また、次にあげる権限を有する。
a. 執行理事会の幹部の承認
b. 国家会員、団体会員、個人会員、準会員、名誉会員の加入の承認
c. 監査報告を含め、執行理事会からの報告書を修正し、または未修正のまま、受理
し、採択すること
d. 事務総長の指名の承認
e. 理事会によって推薦される予算及び業務計画の承認
f. 適切だと考えられるサービス及び専門センターの設立、維持
第２７条

総会は、総会会期中の議長及び副議長を選挙する。
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第２８条

EROPA 憲章に記されていない場合、総会におけるすべての疑問点は、出席し、

かつ投票する会員の絶対多数と半数以上の国家会員の承認で決定される。
各国家会員は 10
票、団体会員は 2 票、個人会員は 1 票もつ。
第２９条

総会が成立するには、国家、団体、個人会員の各会員が出席していなければな

らず、定足数は、国家会員の半数以上及び団体会員と個人会員の合計が 10 名以上とする。
第３０条

EROPA の活動運営は、総会の指示のもと、次により構成される執行理事会が管

理する。
a. すべての国家会員
b. すべての国家会員の 3 分の 1 に相当する団体会員代表
c. すべての国家会員の 3 分の 1 に相当する個人会員代表
d. 執行理事会の前議長
第３１条

準会員は、執行理事会の会議における議論に参加する代表者を指名することが

できる。この参加者は、投票権を有しない。
第３２条

執行理事会において、同国参加者は 3 人を超えてはならない。

第３３条

団体会員及び個人会員の代表者は、その各々の会員の間で、総会中に無記名投

票により出席会員の絶対多数で選出されるものとする。投票数が同じだった場合、総会の
議長が決定権を有する。各会員の代表者の代役についても、同様の方法により選出され、
代表者が執行理事会の会員として継続できない事由が発生した場合に、代わりに執行理事
会の会員となる。
第３４条

すべての国家会員は、EROPA 執行理事会に出席する国家会員代表を正式に指名

しなければならない。指名の信任状は、直接事務総長に送付しなければならない。これに
応じ、事務総長は、理事会が始まる前にこの信任状について執行理事会に報告しなければ
ならない。
第３５条

各団体会員は、執行理事会への代表者となる団体会員の選挙に参加する、総会

への正式代表者を指名しなければならない。関係団体会員は、国家会員代表の指名と同様、
事務総長宛の信任状によって、執行理事会への団体会員代表者を指名するものとする。
第３６条

執行理事会は、同理事会内において、議長と 3 人の副議長を理事の中から選挙

する。議長の任期は再選なしで 2 年間であり、副議長は 2 年間の任期に加えて、2 期目の
再選が可能である。
第３７条

執行理事会の議長は、総会及び執行理事会の決定事項の執行について監督責任

を有する。
第３８条

3 人の副議長は、議長を補佐し、議長が職務を遂行できないときは、うち 1 人が、

その職務を代行する。
第３９条

理事会の議長及び 3 人の副議長がそれぞれの政府から信任された EROPA 代表

でなくなるときは、その地位から退き、個人会員として継続していくことになるが、残り
の任期期間に EROPA 個人会員として会費を払う必要はない。また、当該政府は速やかに
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後任を指名すること。
第４０条

執行理事会は、次の責任を有する。

a. EROPA の活動の全体的方向性を決定する
b. 総会を開催し、総会の議題、期日及び場所を決定する
c. 監査報告を含む前年度の監査済み会計報告書及び 2 年間分の予算を総会に提出
する
d. 前年度の EROPA の活動報告を提出し、次年度の業務計画案を総会に提出する
e. 総会から要請があるか若しくは総会での議論に適合すると思われるレポートを
提出する
f. 総会に、事務総長の候補者を推薦し、事務総長に関する報酬等の雇用条件を決定
する
g. 組織を代表して文書に署名する者を指名する
h. EROPA の目的を達成するために必要又は適切だと考えられる措置を講じる
第４１条

執行理事会は、原則として、毎年 1 回、自ら決定する適当な期日及び場所にお

いて開催される。事務総長は、執行理事会に出席するが、投票権を有しない。
第４２条

投票権を行使するために、執行理事会の会員は、執行理事会開催時において活

動中の会員でなくてはならない。
第４３条

出席し、かつ投票する会員の 3 分の 2 以上の賛成によるものとし、最低賛成 6

票を必要とする。
第４４条

喫緊の課題で執行理事会を開催している時間がない場合、議長は、執行理事会

で決定されたのと同じ効力をもつ決定を、通信を用いてすることができる。議長の提案は、
執行理事会の 3 分の 2 以上の意見の一致で承認される。議長は、執行理事会の各会員に対
して、提案に対する回答期限を 30 日以上与えなくてはならない。
第４５条

EROPA 事務局は、マニラ若しくは総会で決定された場所に置くこととする。

第４６条

事務総長は、執行理事会により指名され、総会において承認される。事務総長

は、執行理事会に責任があり、事務局が設置された国に居住するものとする。
第４７条

すべての国家会員、団体会員、個人会員は、EROPA 事務局の移転を執行理事会

に提案することができる。その際、以下のことについての詳細な説明が必要である。
a. 移転が EROPA にもたらす利益や便宜
b. 移転費用の見積もりと初期費用
c. 年間運営費用と EROPA 活動に必要な経費
d. 移転先で EROPA と会員が利用できる資源、サポート、アクセスについて
事務局の移転は、執行理事会の推薦に基づき、総会で出席者の 3 分の 2 以上の賛
成と半数以上の国家会員の投票により決定される。但し、移転候補地は、投票権
を有さない。
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第４８条

事務総長の職務は次の通りである。

a. 事務局の活動及び日常業務の管理
b. EROPA の会計責任者及び執行理事会及び総会の幹事
c. 総会及び翌年度の執行理事会の開催場所の交渉
d. EROPA 会計の維持
e. 毎年、執行理事会に対して、前年度の監査済み会計報告書、2 年間分の予算、前
年度の活動報告、次年度の業務計画書の提出
f. EROPA 会員国の専門センター等との連携
g. 連絡及び通信の取扱い
h. EROPA の出版物の発行
i. 総会及び執行理事会において必要とされる業務の実行
第４９条

事務総長は、事務総長の職務を補佐する事務局職員を任命することができる。

また、専門職員については、事務総長の推薦に基づき、執行理事会議長が任命する。
第５０条

EROPA の財源は、次のものをもって構成される。

a. 会員の会費及び国家からの補助金
b. EROPA の提供するサービスに対する対価
c. 出版物販売から得た収入
d. 寄付、遺贈又は個人及び団体からの補助金
e. EROPA 基金や寄付基金の投資収入
EROPA の財源は、組織の目的を果たすことのみに使用される。
第５１条

EROPA の会計年度は、7 月 1 日から翌年 6 月 30 日までとする。

第５２条

EROPA の会計は、執行理事会の推薦に基づき、総会から指名を受けた監査人に

より一年に 1 度、監査されるものとする。監査人の報酬は、執行理事会により決定される。
第５３条

執行理事会は、EROPA 憲章を実施し、組織の目的を達成するために、総会に報

告することを条件に EROPA 憲章の枠内で規則を制定することができる。
第５４条

現行の憲章は、執行理事会の提案又は国家会員の過半数の要求に基づき、総会

において改正することができる。いずれの会員も、改正案を執行理事会に提出することが
できる。改正は、国家会員の半数以上、及び、総会出席者の総投票数の 3 分の 2 以上の賛
成によって採択されるものとする。
第５５条

EROPA の解散は、執行理事会により、この目的のために招集された総会におい

て、国家会員及び団体会員の総数の 3 分の 2 以上、及び、総会出席者の総投票数の 4 分の
3 以上の賛成によって決定する。
第５６条

解散した場合、EROPA の財産は、総会の決定に従い、EROPA と同様の目的を

もつ組織又は EROPA の目的に合致すると考えられるものに対して配分されるものとする。
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ＥＲＯＰＡ憲章施行規則
2006 年 11 月改正

第1章
会員
第 1 条 地域内のいかなる国も、行政に関するアジア太平洋地域機構（EROPA）の事務
総長宛の申請書を提出することによって、国家会員として EROPA に加入することがで
きる。事務総長は、この申請書を執行理事会の措置を求めるため、次の会議に提出しなけ
ればならない。理事会は、総投票の 3 分の 2 以上の賛成により、当該申請を次期総会で
承認するよう勧告するものとする。また、国家会員は、EROPA との連絡拠点となる機関
を指名することができる。
第2条

執行理事会は、国名及び領域を明示することにより、EROPA 地域を定めること

ができる。また、必要に応じて、同様の方法により EROPA 地域を再定義することがで
きる。この EROPA 地域の決定は、総会の承認により効力を発揮する。
第 3 条 EROPA 地域内の国家又は領域にある団体、協会又はグループで、その目的及び
活動が EROPA の目的に合致するものは、団体会員として加入する資格を有する。
第 4 条 EROPA 地域内の国家又は領域において社会的名声を有する個人で、その職業及
び活動が EROPA の利益の増進に寄与するものは、個人会員として加入する資格を有す
る。
第5条

EROPA 地域外の国家又は EROPA 地域外の国家若しくは領域の団体及び個人で、

（憲章）第 8 条、第 9 条及び第 10 条に規定する国家会員、団体会員又は個人会員の加入
資格を有するものは、それぞれ準国家会員、準団体会員又は準個人会員として EROPA
に加入する資格を有する。
第 6 条 団体又は個人は、事務総長宛の申請書を提出することによって、団体会員又は個
人会員として加入を申請することができる。団体会員の加入申請書には、申請者の簡単な
紹介又は履歴を添付しなければならない。事務総長は、団体会員及び個人会員のすべての
加入申請書を、関係書類とともに、次の執行理事会に提出しなければならない。この条の
規定は、準団体会員及び準個人会員について準用する。
第 7 条 「団体」とは、行政の向上の研究を主要目的とする国家組織、研究所、学校、協
会又は学会に適用される。また、これは、公企業又は法で定められた機関とともに、地方
政府及び地方機関にも適用される。
第 8 条 団体会員の部門は、次のように分類される。
a 通常団体会員Ⅰ 援助機関からの収入又は補助金若しくは寄附金による収入以外の収入
源を有しない地域内の団体
b 通常団体会員Ⅱ 予算の全部又は一部が直接の徴税、料金の徴収又はサービスや製品の
売り上げである地域内の政府関係団体

65

c 準団体会員Ⅰ 援助機関からの収入又は補助金若しくは寄附金による収入以外の収入源
を有しない地域外の団体
d 準団体会員Ⅱ 予算の全部又は一部が直接の徴税、料金の徴収又はサービスや製品の売
り上げである地域外の政府関係団体
e 準団体会員Ⅲ 準団体会員となることを承認された地域外の国家
f 名誉準団体会員Ⅰ 民間及び経済部門に属している組織
g 名誉準団体会員Ⅱ 民間及び経済部門に属している地域外の組織
第 9 条 名誉会員の指名は、執行理事会の構成員又は事務総長により行われる。名誉会員
は、投票権を有さない。

第2章
総会
第 1 条 総会は、執行理事会の議長の招集により国家会員、団体会員及び個人会員が集会
して構成される。総会は、通常 2 年に 1 回、執行理事会が決定する適当な場所において
執行理事会が定める日に開催される。また、総会は、臨時総会又は国家会員の半数以上の
特別の要請があった場合にも開催されるものとする。
第 2 条 総会は、総会会期中の議長及び副議長を選挙する。
第 3 条 総会は、執行理事会によって実施されるべき政策を決定し、また執行理事会に対
し財政上の指示を行う。
第 4 条 EROPA の会計は、総会によって指名される監査役によって毎年監査される。

第3章
執行理事会
第 1 条 執行理事会は次の者をもって構成する。
a すべての国家会員
b すべての国家会員の数の３分の１に相当する数（小数点四捨五入）の団体会員代表
c

個人会員代表

d 執行理事会の前議長
団体会員及び個人会員の代表は、その各々の会員の間で、総会開会中に無記名投票により
出席会員の絶対多数で選出されるものとする。絶対多数が得られない場合は、再投票し、
単純多数で選出するものとする。同数の場合は、総会の議長が決定の票を投ずるものとす
る。
第 2 条 執行理事会は、EROPA の全活動を指揮する。具体的に、執行理事会は次の権限を
有する。
a EROPA の活動の方向性の決定
b EROPA の各種事業に関する運営手続の決定
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c

総会の承認を条件とした EROPA の予算の調整及び財政の管理

d 議会の議題、期日及び場所の決定
e EROPA の利益のために適切と考えられる措置の実施
第 3 条 執行理事会は、その構成員の中から選挙によって、議長、第 1 副議長、第 2 副議
長及び第 3 副議長を選出するものとする。議長及び副議長の任期は 2 年とし、議長は再
選なし、副議長は 1 期２年のみ再選可能とする。
第 4 条 すべての国家会員は、EROPA 執行理事会に出席する国家会員代表を正式に指名し
なければならない。指名の信任状は、直接事務総長に送付しなければならない。これに応
じ、事務総長は、この信任状について執行理事会に報告しなければならない。
第 5 条 理事会の議長及び 3 人の副議長がそれぞれの政府から信任された EROPA 代表で
なくなるときは、個人会員の地位に引き続きとどまるものとする。この場合において、各
国政府は、速やかに代表を指名しなければならない。
第 6 条 すべての団体会員は、執行理事会への代表者となる団体会員の選挙に参加する、
総会への正式代表者を指名しなければならない。関係団体会員は、国家会員代表の指名と
同様、事務総長宛の信任状によって、執行理事会への団体会員代表者を正式に指名するも
のとする。また、国家会員に係る資格、資格の喪失及び交代に関する規定は、団体会員に
ついて準用する。
第 7 条 執行理事会において、同国参加者は 3 人を超えてはならない。
第 8 条 執行理事会の議長は、執行理事会及び総会の決定事項の執行について監督責任を
有する。
第9条

3 人の副議長は、議長を補佐し、議長が職務を遂行できないときは、うち 1 人が、

その職務を代行する。
第 10 条 執行理事会は、原則として、毎年 1 回、自ら決定する適当な期日及び場所におい
て開催される。事務総長は、執行理事会に出席するが、投票権を有しない。
第 11 条 執行理事会の決定は、出席し、かつ投票する会員の 3 分の 2 以上の賛成によるも
のとし、最低賛成 6 票を必要とする

第4章
事務総長
第 1 条 事務総長は、執行理事会により指名され、総会によって承認される。
第 2 条 事務総長は、執行理事会に対し、次の事項について責任を負う。
a 事務総局の活動の管理
b 執行理事会の決定及び指示の執行
c

次の専門センターに係る調整
1．開発経営運営センター
2．研修センター
3．地方行政センター
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4．会議・集会部
5．その他設立される施設及び事業
d 総会の会議の準備
e 総会の会議の管理
f

EROPA に係る通信及び連絡

g 毎会計年度末における EROPA 活動に関する詳細な報告書の提出
h 翌年度の事業計画の提出
第 3 条 事務総長及び事務総局次長は、必ず事務総局が設置されている国に居住しなけれ
ばならない。
第 4 条 事務総長は、EROPA 会計の権限を有する。この権限において、事務総長は、執行
理事会に対し、次の事項について責任を負う。
a 前会計年度の会計報告を執行理事会の年次会議に提出すること。
b 隔年の総会の会議に先立ち、次の 2 年間の予算案を、承認を得るため執行理事会に提出
すること。
c

定例監査報告を提出すること。

第 5 条 事務総長は、事務総長補佐、書記その他事務局の職員を任命する。専門職員は、
事務総長の推薦に基づいて執行理事会の議長が任命する。
第 6 条 事務総長は、次の年に開催される執行理事会及び総会の会議の場所を交渉するた
め、措置を講ずるものとする。

第5章
センター
第 1 条 良質な公共行政及びガバナンスの遂行を推進するために、総会は、執行理事会の
勧告を受け、次の専門センターを設立した。
a 開発経営運営センター
b 研修センター
c

地方行政センター

第 2 条 新たな施設及び事業は、執行理事会の勧告を受け、総会により設立されるものと
する。
第 3 条 各センターは、その運営に関し高度な自主性を有し、各センターの所長は、それ
ぞれのセンターを強化するために必要な措置を講ずることができる。

第6章
財源
第 1 章 EROPA の財源は、次のものをもって構成される。
a 会員の会費及び国家からの補助金
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b EROPA の提供するサービスに対する対価
c

出版物販売から得た収入

d 寄附及び遺贈
e EROPA 基金や寄付基金の投資収入
f

その他の収入

第 2 条 会員から徴収する会費の最低額は、総会が決定する。会費は、毎会計年度の初め
に執行理事会が指定する通貨で払い込むものとする。EROPA の会計年度は、７月１日か
ら翌年６月３０日までとする。

第７章
分担金
第１条

執行理事会の勧告に基づいて総会が別段の決定をしない限り、国家会員、団体会

員及び個人会員の年間分担金の最低額は、次のとおりとする。
国家会員

3,300 米ドル／4,125 米ドル／4,950 米ドル

通常団体会員Ⅰ

165 米ドル

通常団体会員Ⅱ

275 米ドル

個人会員

21 米ドル

準団体会員Ⅰ

220 米ドル

準団体会員Ⅱ

1,100 米ドル

準団体会員Ⅲ

5,500 米ドル

名誉準団体会員Ⅰ

550 米ドル（入会金 1,100 米ドル）

準個人会員

21 米ドル

第2条

個人会員の年間分担金に係る第 1 条の規定にかかわらず、個人会員は、会費の支

払に関する次の３つの選択肢の中から一つを選ぶことができる。
5 年間会員

105 米ドル

10 年間会員

210 米ドル

終身会員

420 米ドル

第8章
脱退
第 1 条 各会員は、すべての未払債務を精算した後、事務総長宛に文書で通告し、EROPA
から脱退することができる。
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第9章
憲章の改正
第 1 条 現行の憲章は執行理事会の提案又は国家会員の過半数の要求に基づき、総会にお
いて改正することができる。その他の会員は、改正案を執行理事会に提出することができ
る。改正は、国家会員の半数以上、及び、総会出席者の総投票数の 3 分の 2 以上の賛成
によって採択されるものとする。

第 10 章
その他
第 1 条 当規則のいずれかの条項又は一部が効力を失った場合、失効したものはもともと
存在していないものとし、残りすべての規則の効力に影響を与えないものとする。
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