徹底講義！じっくり討論

第 20 回
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総選挙結果をどうとらえるか
人口減少時代の自治体政策の展開
「アベノミクス路線」による国の財政
政策の動向と新年度予算
「地方創生」政策と地方財政の展望

総選挙の結果を踏まえ、統一地方選と
これからのプログラムに向き合う
総選挙結果の真実
‘
12
「地方創生」の光と影／新年度予算の形は
そして地方選の情勢
総選挙は「自公政権の維持」という形で終わりました。しかし、沖縄県での選挙結果や
共産党議席の増大が示すように、
「民意」が新たな方向で動いていることも明らかです。さ
らに戦後最低の投票率も重大です。総選挙結果は、本当は何を示しているのでしょうか。
そして、人口減少へのおそれが語られ、
「地方創生」が叫ばれるなかで地方選を迎えます。
直面する情勢と、将来を見すえたときに見える地方選への展望とは何でしょうか。
このとき、
「アベノミクスが認められた」とする政権は、どのような方向で地方政策を進
めようとしているのでしょうか。いま地方自治体・議会には、新年度の国の財政の組み立
てを確認しつつ、地方財政の方向を明らかにすることが求められています。
そこで、今回の学校では、次のテーマを用意しました。
１ 総選挙結果をどうとらえるか
２ 人口減少時代の自治体政策の展開
３ 「アベノミクス路線」による国の財政政策の動向と新年度予算
４ 「地方創生」政策と地方財政の展望
大好評です！政党会派を超えて、だれもが参加できる議員の学校です
第一線に立つ研究者が、自治体の実際例をあげて分かりやすく講義します。
東日本大震災の現場からの報告が心をうちます。
率直な交流会で、自治体をこえた結びつきが生まれます。
日
会

時

2015 年２月７日（土）～８日（日）

場

●1 日目／午後 1 時より●2 日目／午前 9 時より午後 3 時 30 分まで
富士電機能力開発センターJR 中央線豊田駅北口徒歩 5 分
TEL：042-585-6334 （東京-豊田 快速電車で 57 分、中央特快で 46 分）

受講料

28,000 円

町村議員 25,000 円／多摩住民自治研究所会員 23,000 円

＊被災県（岩手県・宮城県・福島県）の方は 10,000 円
宿泊代

6,100 円（宿泊先は研修会場。朝食付き）＊表示価格はすべて消費税込
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総選挙の結果を踏まえ、統一地方選と
これからのプログラムに向き合う

第 20 回

2/7（土）.

12：30
13：00
13：15
15：00
15：10
16：45
17：00
17：15
18：15
18：30

受付開始
開会のことば、ガイダンス
講義１及び２ 池上洋通
休憩
講義再開
質疑応答
休憩
実践報告～東日本大震災の
現場から
休憩・移動
食事・交流

2/8（日）
.

9：00
10：30
10：40
12：10
13：10
15：30

講義３及び４ 森裕之
休憩
講義再開
休憩・昼食
全体にわたる質疑・討論
森 裕之、池上洋通
次回学校開催計画の伝達
閉会のことば
解散

１日目●2 月７日（土）
＜第１日目の講義＞

＊2 コマ

13：15～17：00（3 時間 45 分 講義・質疑応答・休憩含む）

総選挙の結果、
「創生論」から見える
地方選と自治体の政策課題
講師：池上 洋通（自治体問題研究所・主任研究員）

講義１―総選挙の結果をどう見るか
総選挙の結果を、①得票率と議席率、②前回選挙からの変化、③都道府県ごとのデータ、④投票率の動
きなどから分析し、国民・住民の要望と「改憲」を含む各党・政権の政策との関連を示して、総選挙結果
の全体、直面する情勢を地方自治・住民生活の位置から分かりやすく語ります。

講義 2―「地方創生論」のなかの地方選と自治体の政策課題
まず「地方創生論」のゆがみと「自治体消滅論」の基本的な誤りを明らかにし、あらためて憲法の地方
自治原則の持つ豊かな可能性を示したうえで、東日本大震災の現場や沖縄を含めて、安心と展望のある住
民生活と地域社会の実現のために、医療と社会福祉、教育と文化、環境・産業・経済のバランスが取れた
自治体政策の展望を語ります。

■講師略歴 1941 年静岡県生まれ。講師は自治体職員、研究機関職員、大学講師などの経験を持つ地
方自治理論・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 「大震災 復興へのみちすじ」共著（2011 自治体研究社）、
「市民立学校をつくる教育ガバナ
ンス」共著（2005 大月書店）
、「阪神・淡路大震災と現代日本の防災政策」共著（「世界史としての関
東大震災」所収、2004 日本評論社）
、
「市町村合併・これだけの疑問」
（2001 自治体研究社）、
「地域活
動事始めー調べる・動く・語り合う」
（1999
（1998 自治体研究社）
、
ほか

自治体研究社）、
「人間の顔をしたまちをどうつくるか」

◆実践報告

17：15～18：15（60 分）

東日本大震災の現場から～岩手・宮城・福島～
自治体の議員から、被災地の現状と直面している課題について、ご報告していただきます。

◆懇親交流会＜自由参加＞18：30～20：30
夕食会をかねて、参加者と講師が自由に語り合う会です。＊別途、お申込みが必要です。

2 日目●２月８日（日）
＜第２日目の講義＞ ＊2 コマ
21
日（木）
9：00～12：10（3 時間 10 分 講義・質疑応答・休憩含む）

「アベノミクス路線」と
国の財政政策、地方財政の課題」
講師：森

裕之（立命館大学教授

地方財政・都市経済・公共政策）

講義１ 「アベノミクス路線」と国の財政政策、新年度予算
政権が「総選挙で認められた」とするアベノミクス路線に基づいて、国の財政政策はどう動こうとし
ているのか、新年度予算はどうなるのか。増税路線はどうするのか―その特徴をつかみ、国民生活と住
民生活との関連、地方自治体の財政・政策にどのような影響を与えるのかを率直に語ります。

講義２「地方創生」政策と地方財政の展望
国が進めようとしている「地方創生」政策を財政から見るとどうなるのか、この間進められてきた「国
土強靭化」や社会保障政策の転換、増税政策などとの関係はどうなるのか、そしてそれら全体が、地方
財政にどのような影響を与えることになるのか、地方自治体について分かりやすく語ります。
■講師略歴 講師は 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、市民運動に対するものも含めた幅広い講演活動などによって、地方財政改革、
公共事業のあり方、都市の経済や公共政策について積極的な発言をしています。
■著書「これでいいのか 自治体アウトソーシング」共著（2014 自治体研究社）、
「地域共創と政策科学」
共著（2011 晃洋書房）
、
「検証・地域主権改革と地方財政」共著（2011 自治体研究社）、
「財政健全化法は自
治体を再建するか」共著（2008 自治体研究社）、
「公共事業改革論」単著（2008 有斐閣）他

◆全体にわたる質疑･討論 13：10～15：30（２時間 20 分・質疑・休憩含む）
講師が会場の質問に答え、また参加者から議員として自治体の現場で直面しているテーマなどを出し合
い、政策課題への理解を深めていきます。

［受講料］28,000 円（表示価格はすべて消費税込）
＊町村議員 25,000 円／多摩住民自治研究所会員 23,000 円

第９回
第
20 回

＊被災地の岩手県・宮城県・福島県の方は 10,000 円

［宿泊代］

6,100 円（朝食付き、ビジネスホテル同様の施設です）

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。参加費などの納入確認をもって申込み
受け付けとします。

第
20 回
第９回

第 20 回議員の学校

議員の学校 参加申込書

アンケート（＊書き切れない場合は別紙にお書きください）

このアンケートは今回の「議員の学校」の内容を豊かなものにするために、お願いするものです。お申込みにあたっ
て、次の設問にお答えいただければ、幸いに存じます。
１、いま、あなたの自治体はどのような課題に直面していますか（いくつでも）

２、現在、あなたが関心を持っている政策課題は何ですか（いくつでも）

