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会場で開会の挨拶をする
小守秀夫 公社研代表取締役社長
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禁無断転載
ⓒ 株式会社公共経営・社会戦略研究所

２．6月12日（金）に、明治大学リバティタワー23階「サロン紫紺」
において、株式会社公共経営・社会戦略研究所の設立記念
パーティーを開催しました。

３．公社研の事業概要のご案内

４．第１回「公共経営交流サロン」「NPO・社会的企業交流サロ
ン」を開催します。

2009年6月 25日 発行 株式会社公共経営・社会戦略研究所
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私たちは、本年4月７日に、ゆ

たかな市民社会と新たな社会
的価値の創造をめざして、公
共経営・社会システムの変革
を支援する株式会社公共経
営・社会戦略研究所（公社研）
を設立しました。営利・非営利、
都市と地方などの境界を越え
て、多様な主体との連携を追
求しながら、事業に取り組ん
でいく所存です。スタートした
ばかりの会社ですが、今後と
も皆様のご支援、ご高配をた
まわれれば幸いに存じます。

代表からの
メッセージ

多様な主体の連携による公共経営・社会システムの
変革を支援するシンクタンク

株式会社公共経営・社会戦略研究所
Public Management and Social Strategy Institute Inc. 

(PMSSI)
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白石正彦 東京農業大学名誉教授 真屋尚生 日本大学教授
による乾杯の音頭

高井昭平 いわてNPOセンター理事長 横山和成 NPO法人生活者

のための食の安心協議会代表

渋川智明 東北公益文科大学教授 高橋陽子

公益学部長 （社）日本フィランソロピー協会理事長

弊社設立記念パーティーを、

6月12日（金）（18：00-20：00)、

明治大学リバティタワー23階

「サロン紫紺」において開催し

ました。様々な分野から45名

もの方々の参加を得て、温か

な激励をたまわりながら、盛

会のうちに、無事会を終える

ことができました。今後の事

業展開への決意を新たにした

次第です。ご多忙にもかかわ

らず、会場に駆けつけていただ

きました皆様方に改めて厚く御

礼申し上げます。

当日は、元我孫子市長の福

嶋浩彦氏に、市民自治の視点

設立記念パーティーを開催しました

福嶋浩彦氏（中央学院大学教授
元我孫子市長）による基調講演

から公共サービス改革に関する基
調講演をお願いしました。公共サー
ビス提供における多様な主体の連
携や「質」の向上の視点の重要性な
ど、今後の研究所の方向性にとって
大変示唆に富むお話を頂戴しました。
また懇談の合間には各方面で活躍
されている方々からお祝いのスピー
チをいただきました（下記写真参照）。
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【客員研究員等】
❒客員研究員
今村肇（東洋大学教授）

南 学（横浜市立大学エクステ

ンションセンター長）

菊地端夫（明治大学専任講師）

内藤達也（国分寺市都市建設

部長）

❒特別研究員

山縣宏寿（明治大学大学院博

士後期課程）

【会社概要】

❒社名

株式会社公共経営・社会

戦略研究所（略称 公社研）

英文名：Public Management 

and Social Strategy Institute 

Inc. (PMSSI)

❒本社所在地

〒101-8301 東京都千代田

区 神田駿河 台1-1 

アカデミーコモン７階

❒会社設立年月日

2009年４月７日

❒資本金の額

210万円

❒ 代表

代表取締役社長 小守秀夫

株式会社公共経営・社会戦略研
究所の企業理念

【研究所スタッフ】
❒統括研究員
塚本一郎（明治大学教授）

❒主任研究員
西村万里子（明治学院大学教
授）

❒事務担当
小守美枝

公社研の企業理念

ゆたかな市民社会と社会的価値
の創造をめざして、多様な主体
の連携による公共経営システム・

社会システムの変革を支援する
シンクタンク

公社研の事業の柱
４つのテーマと５つの柱

❒公共経営に関する課題解決・政策提案
➧市民自治・公共サービスの質向上のための行政改革、
委託・指定管理者制度等、公共契約・評価システムの
改革と新たなシステムの構築、行政とNPO企業等多様
な主体との連携・協働など

❒非営利組織(NPO)・社会的企業（Social 
Enterprise: SE)に関する課題解決・政策提案
➧持続性向上のための経営能力や社会基盤の強化、社
会的信頼向上のためのサービスの質の保証システム・
社会的成果（アウトカム・インパクト）評価システム
の開発など

❒地域再生に関する課題解決・政策提案
➧行政・企業・NPO等多様な主体の連携、都市・地方
の広域連携、「食」と「農」の連携、大学の地域連携
などによる地域再生。新たな地域づくり組織、地域ビ
ジネス、中間支援機能を担う組織モデルの開発など

❒企業のCSR経営・社会戦略に関する課題解
決・政策提案

➧CSR・社会貢献戦略、ソーシャル・マーケティング、
CSRを担う人材育成、企業とNPO等多様な主体の連携・
協働など

以上の４つのテーマを中心に以下の５つの柱で事業
に取り組みます。

❚調査研究事業
❚講座・研修事業
❚交流・ネットワーク事業
❚出版事業
❚コンサルティング
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株式会社公共経営・社会戦略研究所（公社研） 

 

2009 年度 公共経営交流サロン  

      「官民協働と公共契約システムの改革」 

第 1 回 2009年 7 月 7日（火） 

 「公共契約システムの改革 ： 評価制度の視点から」 
 

報告：北大路 信郷氏（明治大学公共政策大学院ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ研究科教授） 

 

[公共経営交流サロン  2009年度テーマ ： 

   官民協働と公共契約システムの改革  （隔月開催予定）] 

 
株式会社公共経営・社会戦略研究所（略称：公社研）では、報告者・参加者の双方

向の交流・討論を行い、課題の共有、対案構築を目指す「公共経営交流サロン」を開

催します。 

2009 年度公共経営交流サロンのテーマは、「官民協働と公共契約システムの改革」

です。官民協働（パートナーシップ）型の公共契約システム（委託・指定管理者制度・

ＰＦＩ等）において、サービス提供の効率化の追求にとどまらず、連携・協働事業の

社会的成果（アウトカム・インパクト）や（経済的価値とは相対的に区別される）社

会的価値の評価を契約サイクルのなかにどのように反映させるかなど、自治体等の先

進的事例も踏まえて、意見交換を行います。 

第１回は、明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科から、公共経営論、政策評価

研究の専門家で、静岡県の評価制度にもお詳しい北大路信郷教授に、「公共契約システ

ムの改革：評価制度の視点から」というテーマで、公共契約システムの現状と課題を

静岡県の事例も踏まえてご報告をしていただきます。 

（第 2回は公共契約をめぐる自治体の先進的事例を予定） 

 

 

❒第１回：「公共契約システムの改革 ： 評価制度の視点から」 

❒日時：2009 年７月７日（火）18:30-20:30 (受付開始 18:00) 

❒会場：明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン７階 経営学研究所 

＊ＪＲ・地下鉄丸の内線「御茶ノ水駅」、地下鉄「神保町駅」から徒歩５分 

（裏面地図参照） 

❒報告：北大路 信郷氏（明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科教授） 

❒参加費・定員：参加費 2500 円（軽食代込み）／定員 20 名 

❒参加申し込み・問い合わせ先（申し込みは FAXあるいは E-mailにて 

7月 3日（金）までにお願いします。） 

FAX：03（3296）1151（公社研）/E-mail:info@pmssi.co.jp (西村) 

 

主催 （株）公共経営・社会戦略研究所 

協力 明治大学非営利・公共経営研究所 

公共経営交流サロン担当（西村、菊地、内藤） 

株式会社公共経営・社会戦略研究所 

〒101-8301 千代田区神田駿河台 1-1  

アカデミーコモン７階  

明治大学インキュベーションセンター ラボ１A 

TEL・FAX：03（3296）1151（直通） 

 

 

7月7日（火）

政策評価の
第一人者である

北大路信郷教授
をゲストに

第１回「公共経
営交流サロン」
を明大で開催

※左記案内を参照

第1回「NPO・社会
的企業交流
サロン」も

７月27日（月）18:30
アカデミーコモン

７階「経営学研究
所」にて開催予定

ゲストはコミュニ
ティビジネス・ソー
シャルビジネス支
援の第一線で活躍

する

永沢映氏
（NPO法人コミュニ

ティビジネスサポー
トセンター
代表理事）


