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CLAIR Forum 開催状況 

開催期日 開催場所 テーマ 参加者数 

1995.12.08 シドニー 地域経済活性化における地方自治体の役割 約150名 

1996.11.08 パース 環境、開発及び地方自治体 約 80名 

1997.11.07 ブリスベン 地域経済開発及び観光 約 80名 

1998.11.19 アデレード 持続可能な未来への取組み －日豪における環境対策の動向 約 70名 

1999.09.17 ダーウィン 日豪の地域発展戦略 －アジア・太平洋の視点から 約 70名 

2000.08.11 メルボルン 地方行政におけるイノベーション －日豪の自治体の先進的取組 約150名 

2001.11.09 ホバート アジア太平洋地域における行政の新局面－近代化と新しい連携 約 80名 

2002.12.06 ウェリントン 地方行政改革の過去・現在・未来 約100名 

2004.02.20 パース 持続可能開発の現在 約 70名 

2004.10.06 アデレード 高齢化社会への地域対応－多国間比較－ 約 80名 

2005.06.09 メルボルン 進化する地方自治体 ～新たなる挑戦～ 約 60名 

2006.10.04 
タウンズビ

ル 

環境にやさしい持続可能な地域づくり －地方自治体に対

する実践的解決法を探る－ 
約130名 

2007.10.03 ダーウィン 地域の資源を活用した持続可能な観光：交流・発展・活力 約120名 

2008.04.11 ロトルア Sharing for the Future ～ 未来に向かって ～ 約130名 

2010.03.10 スターリン

グ（パース

近郊） 

日豪における地方自治体改革 約 70名 

2010.12.1 

 

シドニー 

 

環境と経済発展の調和 -都市と地方それぞれの取り組み- 約 70 名 

2011.11.3 

 

シドニー 

 

高齢化社会への自治体行財政の対応 約 70 名 

2012.8.17  シドニー 行政評価制度～オーストラリアと日本の最新事例を踏ま

えて 

約 70 名 

2013.8.5  シドニー 日豪姉妹都市 50周年記念 約 150名 

2014.11.27  シドニー Revitalise Your City 日豪地域活性化策 約 50 名 

 

 

《来賓、基調講演講師及び事例発表者》（敬称略） 

開催年 来賓、基調講演講師名及び事例発表者 

1995年 

来  賓 
在シドニー日本国総領事             田中  三郎 

ニューサウスウェールズ州地方自治大臣      アーニー・ページ 

基調講

演講師 

自治大学校長                 黒沢 宥 

連邦政府住宅･地域開発省地方行政･産業局長   デイビット・プラムリッジ 

事例 

発表者 

富山市商工課長                水上 雄二 

ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州イプスウイッチ市経済開発部長   マル・ブライス 

1996年 

来  賓 
在パース日本国総領事              七海  祥朗 

西オーストラリア州地方行政大臣         ポール・オモデイ 

基調講

演講師 

名古屋大学大学院国際開発研究科教授      加藤 久和 

連邦環境･スポーツ･特別地域省環境政策局長   フィリップ・トレン 
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事例 

発表者 

兵庫県生活文化部環境局環境政策課長      大岡 康孝 

西オーストラリア州議会上院議員        ブルース・ドナルドソン 

マンジェラ市計画開発課上席計画官       コリン・サマビル 

1997年 

来  賓 
在ブリスベン日本国総領事     菅野  悠紀夫 

クイーンズランド州地方行政大臣          ダイ・マコーリー 

基調講

演講師 

東京大学大学院総合文化研究科          谷内 達 

連邦運輸・地域開発省              スティーブン・ハンター 

事例 

発表者 

大阪府商工部次長                河野 修一 

埼玉県住宅都市部新都心建設局長        松下 義次 

ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ観光公社エコツーリズム部長      トニー・チャーター 

ｸｲｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ州地方自治体協会経済開発ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ  イアン・ジョンソン 

1998年 

来  賓 
アデレード在住日本国名誉総領事          ブルース・トーマス 

南ｵｰｽﾄﾗﾘｱ州環境・文化遺産・ｱﾎﾞﾘｼﾞﾆ担当大臣    ドロシー・コーツ 

基調講

演講師 

国際連合大学高等研究所客員研究員         高木  宏明 

オーストラリア・グリーンハウス・オフィス次長  コリン・グラント 

事例発

表者 

国際環境自治体協議会副所長            深見  尚弘 

自治体国際化協会シドニー事務所長         田部  美博 

アデレード市長                  ジェーン・ロマックス=スミス 

シドニー工科大学地方自治研究センター所長     グラハム・サンソン 

1999年 

来  賓 

在シドニー日本国総領事    中村 雄二 

北部準州アジア担当・通商大臣         ダリル・マンジイ 

全豪自治体協会会長   ジョン・キャンベル 

北部準州地方自治体協会会長   マーガレット・ヴィガンス 

ダーウィン市長   ジョージ・ブラウン 

基調講

演講師 

獨協大学外国語学部教授   竹田 いさみ 

連邦外務貿易省東南・南アジア課長   グレンダ・ゴーシー 

事例発

表者 

ノーザンテリトリー大学教授         キース・ソロモン 

ﾍﾝﾘｰ･ｳｫｰｶｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾏﾈｼﾞﾝｸﾞ･ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ     リチャード・ライアン 

ダーウィン市議会議員            ドロシー・フォックス 

沖縄県立芸術大学学生課長（前沖縄県国際交流課長）  大城 真幸 

丸紅ｵｰｽﾄﾗﾘｱ総務･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ開発担当GM   デビット・ロビンソン 

2000年 

来  賓 

在メルボルン日本国総領事    上野 景文 

ビクトリア州地方自治体協会会長    ブラッド・マセソン 

メルボルン市長   ピーター・コスティガン 

メルボルン大学教授   ローズマリー・キス 

基調講

演講師 

明治大学教授   中邨 章 

クイーンズランド工科大学教授 ジョン・マーティン 

モナシュ大学教授 ミック・パットン 

事例 

発表者 

福島県西会津町長 山口 博續 

ﾋﾞｸﾄﾘｱ州ダンデノン町首席行政官 ワラウィック・ハイン 

ﾋﾞｸﾄﾘｱ州デラティット町持続的発展担当顧問 デビッド・メルディス 

ﾋﾞｸﾄﾘｱ州マセドン・ランジェス町首席行政官 リディア・ウィルソン 

シドニー工科大学地方自治教育･研究ｾﾝﾀｰ教授 ロバート・メロー 

2001年 

来  賓 

タスマニア州首相 ジム・ベーコン 

タスマニア州自治体協会会長 リン・メイソン 

ホバート市長 アルダーマン・バレンタイン 

基調講

演講師 

自治体国際化協会事務局長 白崎 徹也 

豪州連邦情報経済庁催行執行責任者 ジョン・リーマー 

シンガポール政府行政経営研究所長 デビッド・マー・クォク・レン 

事例 

発表者 

横須賀市長 沢田 秀男 

自治体国際化協会シドニー事務所長 塚田 桂祐 

タスマニア州政府内閣府電子サービス部長代行   セリア・タイラー 

タスマニア州ノーザンミッドランド市主席行政官 ジェラルド・モンソン 

NSW州大都市圏域内市町村協議会前事務局長 スーザン・マクハティー 
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2002年 

来  賓 
ニュージーランド自治大臣 クリス・カーター 

ウェリントン市長 ケリー・ブレンダガスト 

基調講

演講師 

市町村職員中央研修所学長 秋本 敏文 

ニュージーランド元首相 ジェフリー・パーマー 

事例 

発表者 

講師 

NZポリルア市首席行政官 ロジャー・ブラッケリー 

筑波大学教授 古川 俊一 

シドニー工科大学地方自治研究センター所長 グラハム・サンソン 

ビクトリア州フランクストン市首席行政官 ジョン・エドワーズ 

ニュージーランド・ビクトリア大学 ビル・ライアン 

2003年 

来  賓 
在パース日本国総領事 設楽 清 

パース市長 ピーター・ナトラス 

基調講

演講師 

西オーストラリア州自治大臣 トム・スティーブンス 

全国市町村国際文化研修所副学長 田部 美博 

事例 

発表者 

講師 

スワン市ＣＥＯ エリック・ラムスデン 

ポート・ヘドランド市長 ブレント・ルドリック 

マードック大学教授 ピーター・ニューマン 

全豪地方政府協会ＣＥＯ イアン・チャーマーズ 

自治体国際化協会審議役（元ソウル事務所長） 石川 義憲 

2004年 

来  賓 
アデレード市長 マイケル・ハービソン 

在アデレード名誉総領事 アダム・ウィン 

基調講

演講師 

アデレード大学人口動態・環境研究学部教授 グレアム・ヒューゴー 

南オーストラリア州自治体協会会長 ジョン・ルゴー 

市町村職員中央研修所学長 嶋津 昭 

事例 

発表者 

講師 

来  賓 

南オーストラリア州政府家族コミュニティ省  キャス・マッギィー 

京都大学大学院教授 上子 秋生 

南フルーロウ地区高齢者サービス企画担当者 リサ・スパロー 

自治体国際化協会ソウル事務所長 田中 健 

2005年 

司会 ビクトリア州自治体協会会長         ジェフ・レイク 

来 賓 
アデレード市長代理副市長          グレイ・シンガー 

メルボルン総領事              加来 至誠 

基調講

演講師 

シドニー工科大学地方自治研究センター所長  グラハム・サンソン 

甲南大学法学部助教授            北村 亘 

 

2006年 

事例 

発表者 

講師 

ビクトリア州自治省コミュニティ課長     クレアマカードル 

ポートフィリップ市長            ダレン・レイ 

鳥取県企画部地域自立戦略課長        岡崎 博司  

メルボルン市 デザイン文化課長       ロバート・アダムス 

司会 豪州自治体協会               ポール･ベル 

基調講

演講師 
環境問題アナリスト               ディヴィッド・スズキ  

事例 

発表者 

講師 

佐賀県知事                   古川 康  

法政大学大学院教授               田中 充  

ジェームズ・クック大学教授           ラウル・ワダー  

タウンズビル市環境課長             グレッグ・ブルース 
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2007年 

司会 ダーウィン市 CEO              アラン･マックギル 

来賓 
在シドニー日本国領事館領事         山口 忠彦 

北部特別地域地方自治体協会会長       ケリー・モイア 

講演者 

ニセコ町 商工観光課長           折内 光洋 

(有)ニセコアドベンチャーセンター代表取締役 ロス・フィンドレー 

ツーリズム・レジャー・コーポレーション 

・クイーンズランド代表取締役        ガリー・スミス 

北部特別地域政府観光局  

航空＆クルーズ部アジア・日本課 課長    リチャード・ドイル 

トロピカル・ノース・クイーンズランド観光局 

日本＆グアム課ジェネラルマネージャー    新堀 治彦 

2008年 

司会 折り紙アーティスト             ジョナサン・バクスター 

来賓 

特別ゲ

スト 

在オークランド日本国総領事         岡部 孝道 

NZへの最初の入植日本人ご子孫        アサジロー・ノダ氏ご子孫 

基調講

演講師 
ジャーナリスト＆元Non-JET          メアリー･ランビー 

2009年 

事例 

発表者 

講師 

大分県NZ友好協会会長・ロトルア市名誉市民  西 謙二 

サウスカンタベリー商工会議所会頭      スティーブ・リトル 

元ラグビー日本代表キャブテン        アンドリュー・マコーミック 

パネル

ディス

カッシ

ョン 

司会                    メアリー･ランビー 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ                   ジョナサン・バクスター 

西 謙二 

スティーブ・リトル、 

アンドリュー・マコーミック 

牧野美穂子 

司会 Civic Legal社 弁護士            アンソニー・クワー 

来賓 

スターリング市長              デイヴィッド・ブースマン 

自治体国際化協会専務理事          上田 紘士 

在パース日本国総領事            佐藤 虎男 

地方自治省次官（地方自治大臣代理）     ジェニファー・マシューズ 

ＷＡＬＧＡ会長               ビル・ミッチェル 

基調講

演講師 
関西学院大学大学院教授           小西 砂千夫 

2010年 

事例発

表講師 

シドニー工科大学地方自治研究センター所長  グラハム・サンソン 

ジェラルトン－グリーノウ ＣＥＯ      トニー・ブルン 

山梨県東京事務所長             新津 修 

ノーザム市長                スティーヴン・ポラード 

パネル

ディス

カッシ

ョン 

司会                    アンソニー・クワー 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ                   ジェニファー・マシューズ 

                      グラハム・サンソン 

                      スティーヴン・ポラード 

                      トニー・ブルン 

                      小西 砂千夫 

                      新津 修 
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基調講

演講師 

元ニュージーランド自然保護大臣、林業大臣、 デニス・マーシャル 

土地大臣 

2011年 

事例発

表講師 
サザランド市副市長             ジョージ・カプシス 

パネル

ディス

カッシ

ョン 

司会                    サラ・アーティスト 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ                   グラハム・サンソン 

  デーヴィッド・アクロイド 

シモン・スチュワ-ズ 

基調講

演講師 
自治体国際化協会理事長            木村 陽子 

特別講

演者 
元岩手県CIR                 シャロン・バン・エデン 

2012年 

(午前）

事例発

表 

司会 ｼﾄﾞﾆｰ工科大学地方自治センター     サラ・アーティスト 

   大阪大学大学院国際公共政策研究科   赤井 伸朗 

パース市役所                デール・クインリバン 

名古屋商科大学準教授            廣田 啓朗  

ニューイングランド大学地方自治センター教授 ブライ・グラント 

千葉商科大学準教授             湯之上 英雄 

ｽﾏｰﾄｶﾞﾌﾞ（地方自治研究所）ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ  ミック・グレイ 

(午後) 

基調講

演講師 

OSIPP教授                  赤井 伸朗 

NSW州地方自治改革推進課マネージャー     コリン・モファット 

事例発

表 

自治体国際化協会シドニー事務所長       田辺 康彦 

ホバート市開発機構マネージャー        カイリー・カントウェル 

VIC州地方自治研究所長            スティーブ・ブラフォス 

パネル

ディス

カッシ

ョン 

司会 UTS-CLG所長              グラハム・サンソン 

パネリスト                  赤井 伸朗 

デール･クインリバン 

                       カイリー・カントウェル 

                       スティーブ･ブラフォス  

来賓 在シドニー日本国総領事            小原 雅博 

2013年 

司会 自治体国際化協会シドニー事務所長 田辺 康彦 

来賓 

Marist Fathers Australia  神父 

NSW州副首相  

在シドニー日本国総領事  

大和高田市長  

リズモア市長  

オーストラリア姉妹都市協会会長  

自治体国際化協会理事長 

ポール・グリン  

アンドリュー・ストナー 

小原 雅博  

吉田 誠克  

ジェニー・ダウェル 

ウィリアム・ウィルソン 

木村 陽子 

パネル

ディス

カッシ

ョン 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ ：ーｼﾄﾞﾆｰ工科大学地方自治研究ｾﾝﾀｰ所長  

シドニー市議会議員  

マンリー市副市長  

パース市国際交流コーディネーター 

ロベルタ・ライアン 

ロバート・コック 

アラン・ル・サーフ 

クリス・ヒューズ 
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2014年 

司会 自治体国際化協会シドニー事務所調査員 ピーター・ラーイッチ 

来賓 なし 

 

パネル

ディス

カッシ

ョン 

ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ ：ーｼﾄﾞﾆｰ工科大学地方自治研究ｾﾝﾀｰ所長  

クラレンス市議会議員  

ｼﾄﾞﾆｰ工科大学地方自治研究ｾﾝﾀｰ研究員  

自治体国際化協会シドニー事務所所長補佐 

〃 

〃 

〃 

ロベルタ・ライアン 

ジェームズ･ウォーカー 

アレックス･グーディング 

清野 浩輝 

迫田 明巳 

芝  紀之 

平澤 美佐 

 

  


