
 

日 時 2015 年 10 月 17 日（土）午後１時～18 日（日）午後３時 50分 

    会 場 たましんＲＩＳＵＲＵホール JR 中央線立川駅南口徒歩 13 分 

    TEL：042-526-1331 （東京-立川 快速電車で 50 分、中央特快で 41 分） 

受講料 28,000 円 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＊被災県（岩手県・宮城県・福島県）の方は 10,000 円 

定 員 70 名（ご宿泊はご自身でお手配ください） 

 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 

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

第 23 回 
 

『地域経済分析システム』 
RESAS＝リーサスを学ぶ 

 

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・被災地からのナマの実践報告が、参加者の胸をうちます。 

●参加者と講師が一体になるシンポジウム―笑い声が会場にあふれます。 

●率直に語り合う懇親交流会で、自治体をこえた結びつきが生まれます。 

新しい 

割引制度   

 を導入！ 

 

地
域
の
雇
用
と
暮
し
を
支
え
る 

「
地
域
創
生
」
と
は
― 

 

Ｑ：出雲大社の観光客はどこから？ 

Ａ：RESAS＝リーサスの観光マップ

で検索できます 

◆講義１「地方創生と公共施設計画をつなぐもの」 

講師：大和田 一紘 氏（多摩住民自治研究所理事） 

◆講義２「地域経済分析システム（RESAS）とは何か」 

       講師：長島 剛   氏（多摩信用金庫 価値創造事業部長） 

中西 英一郎 氏（多摩信用金庫 地域経済研究所） 

◆講義３「地域循環型経済と地域づくり」 

       講師：八幡 一秀 氏（中央大学教授、多摩住民自治研究所理事長） 

◆講義４「地方自治体の政策をつくる」 

講師：池上 洋通 氏（議員の学校学校長、自治体問題研究所理事） 

 

 

◆学校長 池上 洋通 



12：30  受付開始 

13：00  開会のことば、ガイダンス 

13：15 講義１ 大和田 一紘 氏 

15：00 休憩            

1 5: 15  講義 2 長島 剛 氏、中西 英一郎 氏 

17：00 休憩 

17：15 実践報告～東日本大震災の現場から 
18：15 休憩・移動 

18：30 食事・交流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/17
（土） 

◆講義１ 13：15～15：00（講義 90 分・質疑応答 15 分） 

「地方創生」と公共施設計画をつなぐもの 
～その鍵は「自治体総合計画」にあり～ 

講師：大和田 一紘 氏（おおわだ いっこう 多摩住民自治研究所理事） 

 

 
  講師：高野 誠鮮（たかの じょうせん 立正大学客員教授、羽咋市文化財室

長） 

 

政府は地方自治体に対して、「地方が成長する活力を取り戻し、人口減少を克服する」た

め、「人口ビジョン」と「地方版『総合戦略』」の提出を求めています。また、財政支援の目玉と

して、来年度に新型交付金を創設します。講義では自治体の「公共施設白書」を例に、住民

自らが公共施設の統合問題に取り組んでいる事例や、都市と山村が交流を通して、地方再

生のために協同している事例を通して、本当の地方再生とは何かをお話しします。 

１日目●１０月１7 日（土） 

 

第 23 回 
地域の雇用と暮しを支える『地域創生』とは 

 

10/18 
（日）. 

Program 

9：15 講義３ 八幡 一秀 氏 

11：00 休憩 

11：15 グループワーク（政策交流） 

12：15 休憩・昼食 

13：15 講義４ 池上洋通 氏 

14：45 全体質疑応答/大和田一紘 氏、

八幡一秀 氏、池上洋通 氏 

15：45 修了証の伝達／次回学校開催計画 

の伝達／閉会のことば  

15：50 終了 

■1943年青森県生まれ。東京学芸大学大学院教育学研究科修了。東京都自然環境保全審議会委員 6期 12年。

東京都環境科学研究所研究員、中央大社会科学研究所研究員、埼玉大学、法政大学などを歴任。現在、ＮＰ

Ｏ法人多摩住民自治研究所理事。■著書『習うより慣れろの市町村財政分析』（1972 年）、『市民による市民

のための合併検証』（編著 1993年）、『市民が財政白書をつくったら』（編著、自治体研究社）。他多数。 

◆講義２ 15：15～17：00（講義 90 分・質疑応答 15 分） 

地域経済分析システム（RESAS）とは何か 
～「人口ビジョン」と「地方版『総合戦略』」にどう活かすか～         

  講師：長島 剛   氏（ながしま つよし 多摩信用金庫 価値創造事業部 部長） 

中西 英一郎 氏（なかにし えいいちろう  多摩信用金庫 地域経済研究所） 

 

 

◆実践報告 17：15～18：15（報告 60 分） 

東日本大震災の現場から～岩手・宮城・福島～ 

政府は地方自治体が「地方版総合戦略」を策定する際の『情報支援ツール』として、今年４月２１日から、「地域経

済分析システム」（RESAS（リーサス）の供用を開始。ビッグデータを活用し、産業・観光・人口・自治体比較の各マッ

プから地域を分析して、地域産業政策や地域活性化政策の立案に活かすものです。すでに、まち・ひと・しごと

創生本部が全国で説明会を開催しています。多摩地域でも自治体職員向けの研修会を開催されている多摩信用

金庫の方から、地方版『総合戦略』にどう活用するかの講義と RESAS（リーサス）の使い方を説明していただきます。 

自治体議員から、被災地の現状と直面している課題について、ご報告指定いただきます。 



 

住民生活の現実とそこから生まれる願いに応え、地域社会の課題を解決する道を具体化することが、地方

自治体の政策の目的です。切実な財政事情や、住民の年齢構成の変化などに正面から向き合い、議会と行政

が住民と共に歩む政策活動をどのようにして生みだしていくか―交流会の討論を受けて、地方自治体の政策

活動のあり方を、その基本から考え、学び合います。 

                 

◆講義４ 13：15～14：45（講義 90 分） 

「地方自治体の政策をつくる」 
―交流会のグループ報告を受けて― 

講師：池上 洋通（いけがみ ひろみち  

                     「議員の学校」学校長 、自治体問題研究所理事） 

■1941年静岡県生まれ。講師は、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 「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）、「人間の顔をしたまちをどうつくるか」（自治体研究社 1998）他多数。 

2 日目●10 月18 日（日） 

21 日（木） 

◆懇親交流会＜自由参加＞１０月１７日（土）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。 

◆全体にわたる質疑応答 14：45～15：45（60 分） 

 ◆講義３ ９：15～11：00（講義 90 分、質疑応答 15 分） 

「地域循環型経済と地域づくり」 
      講師：八幡 一秀（やはた かずひで 

中央大学教授、多摩住民自治研究所理事長） 

         

■1953年生まれ、日本大学大学院商学研究科商学専攻博士後期課程単位取得満期退学。現在，中央大学経済

学部教授〔経済政策、応用経済学〕、ＮＰＯ法多摩住民自治研究所理事長■著書『現代中小企業の新機軸』（共

編著、同友館 2011）、『地域振興と中小企業―持続可能な循環型地域づくりー』（ミネルヴァ書房，2010年）、

『現代日本の中小商工業－国際比較と政策編』（新日本出版社，2000年／共著）、『21世紀に向かってまいど

おおきに－京都西新道錦会商店街の挑戦』（自治体研究社 1999年）他多数。 

 

昨年の経済センサスでは中小企業所数は約５４３万、その内、４６０万は従業員

２０人以下の小規模企業です。地域に雇用をつくり、地域経済に貢献する小規模企

業に対して、「小規模企業振興基本法」が制定され、支援が始まっています。講義

では中小企業・中小業者を核にした地域循環型経済と地域づくりの可能性と中小企

業振興政策について、海外を含む豊富な事例をもとにお話ししていただきます。 
 

   

◆グループワーク（政策交流会）11：15～12：15 

「自治体の政策活動から学び合う」 
・参加者がグループに分かれ、テーマを決めて話し合います。 

・テーマは自由、グループごとに発表します。 
 

 



  

第９回 

［受講料］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。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９回 

 

第 23回 

第 23 回 
 

 

議員の学校 参加申込書 

第 23 回議員の学校 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） 

 

 

 

■割引対象チェックリスト 

―下記項目に該当する方は☑して下さい 

□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） 
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