
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 35 回 

 

［参加費］28,000 円（表示価格はすべて消費税込） 
    ＊再受講 26,000 円／町村議員 25,000 円／多摩住民自治 

研究所会員 23,000 円／新規多摩研入会の方 22,000 円 
    ＊被災地の岩手県・宮城県・福島県の方は 10,000 円 

＊ご宿泊はご自身でお手配ください。 

下記の申込書を FAX または e-mail でお送りください。 

FAX：042-514-8096 
e-mail: tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp 
FAX またはメールで受講希望を受け付け次第、受講案内、郵便振替 

用紙、宿泊施設案内等をお送りします。 

第 35 回 議員の学校 参加申込書 

■割引対象チェックリスト 

□再受講 

□町村議員 

□多摩住民自治研究所会員 

□新規多摩研入会の方 
□被災地（岩手県・宮城県・福島県） 

■今後の当研究所の催しのご案内  □希望する（e-mail） □希望する（郵送） □希望しない 
 

◆会場へのアクセス 

小金井市商工会館 
ＪＲ中央線武蔵小金井駅南口徒歩７分 

東京都小金井市前原町３－３３－２５ 

 TEL ０４２－３８１－８７６５ 

●東京駅から 
JR 中央線で武蔵小金井駅まで快速電車で 40 分 
中央特快で三鷹乗換え 35 分。 
●新横浜駅から 
JR 横浜線で八王子駅乗り換え、中央線武蔵小金 
井駅下車で約 1時間 7分。 
●大宮・浦和方面から 
南浦和駅から JR武蔵野線で西国分寺駅乗換え、 
中央線武蔵小金井駅下車 41 分。 

 

第35回 

◆学校長 池上 洋通 
講座の魅力を動画でご紹介します 

⇒http://u0u1.net/E7c9  

1 講座１４０分 
とことん学び合います！ 

財政破たん!?アベノミクスに未来はあるか 
～基本から学ぶ日本経済・財政と地方自治～ 

○日本経済の現状と今後○消費税１０％○2019 年度政府予算と

地方財政○社会関係保障予算と『全世代型社会保障』の理念と実

際○財政民主主義と地方財政など…各分野の第一人者から学ぶ

びます 

講義 

内容 

日本は主要先進国でトップー債務残高の国際比較（対 GDP 比） 
○2018 年対 GDP 比 

日本    236.0％ 

米国    108.0％ 

英国     86.3％ 

ドイツ    59.8％ 

フランス     96.3％ 

イタリア    129.7％ 

カナダ      86.6％ 

 

（ 出 典 ） IMF “ World 

Economic Outlook 

Databases”（2018 年 4 月） 

（注 1）数値は一般政府ベ

ース 

（ 注 ２ ） 本 資 料 は

IMF“World Economic 

Outlook Databases”によ

る 2018 年 4 月時点のデー

タを用いており、2018 年

度予算を反映しているも

のではない 

 

＊出所：財務省ＨＰ  

主催ＮＰＯ法人多摩住民自治研究所 〒191-0016 日野市神明 3-10-5 エスプリ日野 103 

TEL042-586-7651 Fax042-514-8096 E-mail tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp http：//www.tamaken.org 

日 時 2019 年 2 月 6 日（水）13:00～17:55、 7 日（木）9:15～17:00 
会 場 小金井商工会館 JR 中央線武蔵小金井駅南口徒歩 7 分 
定 員 60 名（先着順） ＊申込用紙等は裏面をご参照ください 

 

第 35 回 

 



 

■1941 年静岡県生まれ。自治体職員、研究機関常勤役員、大学講師などの経験を持つ、地方自治の理論・ 

政策の実践的研究者で、全国各地で数多くの講演や研究活動を行ってきました。著書・論文は地方自治 

体論、地域分析をはじめとして、保健医療、社会福祉、教育、防災など、地方自治体の政策の全分野に 

わたっています。 

■著書『生きたかったー相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの』（大月書店 2016）『大 

震災復興へのみちすじ』共著（自治体研究社 2011）、『市町村合併・これだけの疑問』（自治体研究社 2001） 

 
 

2/6（水） 

◆講義１ 13：00～15：20（講義 110 分・質疑応答 30 分） 

財政破たんに向かう!? アベノミクス－日本経済の現状と今後 

    〜消費税 10％、市民の暮らしと自治体はどうなる〜 

講師:森 裕之氏（もり ひろゆき 立命館大学教授、地方財政・公共政策） 

１日目● 2 月6 日（水） 

2/7（木） 
12：30  受付開始 

12：55  開会、ガイダンス 

13：00  講義１ 森 裕之 

質疑応答 

15：20 休憩 

15：35 講義２ 森 裕之 

質疑応答 

17：55 1 日目終了 

9：15 特別報告 

9：55 休憩 

10：10 講義３ 石川 満 

12：30 昼食・休憩 

13：30 講義４ 池上 洋通 

15：20 休憩 

15:30 全体にわたる質疑応答 

17：00 修了証及び次回学校開催 

    計画のお知らせ、解散 

■1967 年生まれ。地方財政、公共政策の理論活動の第一線に立つ研究者で、「市町村や都道府県の財政が住

民生活や企業活動にどのような影響を及ぼすか」を実際的に検証し、注目をあびてきました。多くの著書や

論文、幅広い講演活動によって、地方財政改革、公共事業、公共政策について積極的な発言をしています。 

■著書 『初歩から分かる総合区・特別区・合区』（共著 2017 自治体研究社）『公共施設の再編を問う』（2016 

自治体研究社）、『大都市自治を問う 大阪・橋下市政の検証』（共著 2015 学芸出版社）『地域共創と政策科学』

（2011 晃光書房）、『検証・地域主権改革と地方財政』（2011 自治体研究社）他多数。 

財政破たん!?アベノミ

クスに未来はあるか 

第 35 回 

アベノミクスによる「異次元金融緩和でデフレから脱却」、「物価上昇率２％という目標を

２年で実現する」という金融政策で、２０１２年末から日本経済は景気回復し、「戦後最長に

迫る」といわれています。「日銀バブル」ともいわれ、株価の高騰や不動産投資が活発で

す。さらに、有効求人倍率は１．６３倍、失業率は3％を切っています。しかし、市民にとって

は賃金が上がらず、「実感がない」のが今回の景気回復の特徴です。 

◆講義２ 15：35～17：55（講義 110 分・質疑応答 30 分） 

2019 年度政府予算と地方財政の課題 

〜初の 100 兆円予算(見込み)と地方財政計画を学ぶ〜 
2019 年度政府予算は消費税率引き上げを反映し、初の 100 兆円予算になると見込まれています。また、経

済財政諮問会議（7/9）は予算の重要課題として、消費税率引き上げに伴う幼児教育無償化等の支援、また、

公営企業等の自治体間の広域連携や公共サービスの維持・確保の仕組み、生活習慣病や認知症の予防、健

康づくり等―「メリハリの効いた予算配分等」の推進に取り組むと、述べています。 

講義では、2019 年度政府予算とともに、自治体の予算を左右する地方財政計画、地方財政の課題について

学びます。講師の森裕之氏はわかりやすい講義で定評があります。 

 一方、政府債務は約 1,300 兆円で、国内総生産（ＧＤＰ）に対する割合は 250％

に迫っており、先進国の中でも飛びぬけています。また、政府は「財政再建」の名のもとに、2019 年

10 月消費税を 10％に引き上げる予定をしています。 

本講義では、講師から、日本経済の現状と今後、国家財政の姿をどう見るのか？さらに、こうした

状況の下で、自治体の果たすべき役割と市民の暮らしをどう守るか、お話しいただきます。 

2 日目● 2 月 7 日（木） 

◆実践報告 9：15～9：55 （報告 30 分・質疑応答 10 分） 

自治体要請キャラバンの取り組み～社会保障の拡充を！県下６３自治体を訪問～ 

      報告者: 川島 芳男  氏（ かわしま よしお  埼玉社会保障推進協議会事務局長） 

◆講義３ 10：10～12：30 （報告 110 分・質疑応答 30 分） 

2019 年度社会保障関係予算と市民の暮らし 

～政府の『全世代型社会保障』の提唱と実際～ 

講師:石川  満  氏（いしかわ みつる 元日本福祉大学教授） 

  

  

第 4 次安倍内閣の成立後、首相は「少子高齢化」を「国難とも呼ぶべき」と規定し、今後の戦略のひとつと

して、「全世代型社会保障改革」をあげました。担当大臣を置き、2019 年 6 月をめどに向こう 3 年間の実行

計画を作成します。また、企業に雇用を義務付ける年齢を 65 歳から引き上げる検討も始めます。本講義で

は、そもそも、なぜ、「全世代型」と呼ぶのか。今後、「社会保障制度」はどうなるのか？議論の場である「未来

投資会議」とは何か？…など、2019 年度の社会保障関係予算を分析しながら、お話ししていただきます。 

■1951 年生まれ。講師は東大和市役所を経て、1999 年日本福祉大学赴任。専門分野は社会保障・社会

福祉の行財政、介護保険制度、地域保健福祉計画など。社会活動として、社会福祉法人えいぶる理事長、

公的扶助研究会等で活動。介護保険制度改革等、多くの提言を行っています。 

■著書「生きたかったー相模原障害者殺傷事件が問いかけるもの」共著（大月書店 2016）、「障害者自立

支援法と自治体のしょうがい者施策」（自治体研究社 2007 年）、他多数。 

◆講義４ 13：30～15：20（講義 110 分＊質疑は全体質疑で行います） 

憲法原則から考える 

財政民主主義と地方財政 

 講師:池上 洋通 氏（いけがみ ひろみち 「議員の学校」学校長） 

地方自治体こそ、ひとびとの人権を具体的に実現する所です。だからこそ、市町村における財政がもっと

も豊かでなければなりません。ところが、いま、そのことに逆行する流れが起きています。いたるところで、市

町村で重大な課題に直面しています。 

憲法原則から、地方財政の原則について、地方財政のあり方について、いっしょに考えます。 

 
◆全体にわたる質疑応答―すべての疑問に答えます 15：30～17：00（90 分）

 

  

 


