
  

第９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９回 

 

第 30回 

第 30 回 
 

 

議員の学校 参加申込書 

■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） 

●会場へのアクセス 

ＪＲ中央線･武蔵野線西国分寺駅南口徒歩７分 

●東京駅から 
JR中央線で西国分寺駅まで快速電車で 46分、中
央特快で国分寺駅乗換え 37分。 
●新横浜駅から 
JR横浜線で八王子駅乗り換え、中央線西国分寺駅
下車で約 1時間 4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下車 28分。 

都立多摩図書館セミナールーム 
 

東京都国分寺市泉町２－２－２６ 

 TEL ０４２－３５９－４０２０ 

 

 

 



石川 満氏 

 元日本福祉大学教授 

 

日 時 2017 年 10 月 31 日（火）13:00～18:15、 11 月1 日（水）9:15～17:00 

会 場 都立多摩図書館セミナーホール JR 中央線西国分寺駅南口徒歩 7 分 
    TEL：042-359-4020（東京-西国分寺 快速電車で 46 分、中央特快で 37 分＊国分寺駅で乗換え） 

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 100 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 

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

第 28 回 
 

○日本国憲法施行 70年－人口減少時代の地方自治のあり方を考える 

持続できる自治体づくりとガバナンス 
―先人の知恵・自然エネルギー・自立的発展・住民による統治 

結城登美雄氏 

民俗研究家 

  

和田 武氏 

和歌山大学客員教授 

 

 

池上洋通氏 

自治体問題研究所理事 

 

 

 

 ◆学校長 池上 洋通 

第30回 

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。 

●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。 

講座の魅力を動画でご紹介します 

⇒http://u0u1.net/E7c9 

  

 

講師の方々 

  

1講座１４０分 
とことん学び合います！ 

 



 

7  

10/31（火） 

◆講義１ 13：00～15：40（講義 110 分・特別報告 20 分、質疑応答 30 分） 

住民主体の地域づくり－「地元学」のすすめ 
—地域からのニッポン再生 
講師:結城 登美雄氏（ゆうき とみお 民俗研究家） 

 

 

講師：本田浩邦氏（ほんだ ひろくに 獨協大学教授、アメリカ経済論） 

１日目● 10 月31 日（火） 

11/1（水） 

n. 
12：30  受付開始 

13：00  開会の言葉、ガイダンス 

講義１ 結城 登美雄 

 特別報告 

質疑応答 

15：40 休憩 

15：55 講義２ 石川 満 

質疑応答 

18：15 1 日目終了 

9：15 東日本大震災からの報告 

9：55 休憩 

10：10 講義３ 和田 武 

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 

1945年・旧満州生れ。山形大学人文学部卒業後に、仙台市で広告会社経営に携わった後、東北各地を歩き、住

民主体の地域づくりの手法「地元学」を提唱。1998 年「NHK 東北ふるさと賞」、2005 年「芸術選奨芸術振興部

門文部科学大臣賞」を受賞。著書は『山に暮らす 海に生きる 東北むら紀行』（無明舎出版）、『東北を歩く 小

さな村の希望を旅する』（新宿書房）、『地元学からの出発 この土地を生きた人びとの声に耳を傾ける』（農文

協）等多数。宮城教育大学・東北大学大学院の非常勤講師を現任しています。 

持続できる自治体づくり

とガバナンス 
直面する政策課題 

第 30 回 

「いたずらに格差を嘆き、都市とくらべて『ないものねだり』の愚痴をこぼすより、この土地を楽しく生き

るための『あるもの探し』。それを私はひそかに『地元学』と呼んでいる」―講師は、農漁村の現場で、とも

に汗を流しながら都市とつながるプログラムの創造と実践を提唱してきました。この講座では『地元学』の真

髄を語ります。 

◆講義２ 15：55～18：15（講義 110 分・質疑応答 30 分） 

「2025年問題—5人に 1人が 75歳以上」と 
地域包括ケアの課題 

―2018年度の診療報酬・介護報酬の同時改定を見すえて 

講師：石川 満氏（いしかわ みつる 元日本福祉大学教授） 

■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。社会福祉法人えいぶる理事長。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。 

団塊の世代が７５歳以上となる 2025 年を目途に、地域包括ケアシステムの構築が進められています。そのひとつ

である「在宅介護・医療連携推進事業」の構築が 2018 年度を目標に進められています。厚生労働省の調査では

「切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進」を始めとする８つの事業項目のすべてを実施している

自治体は 23.7％にすぎません。一方、2018 年度には診療報酬・介護報酬の同時改定の議論が９月から本格化しま

す。住民の生活と健康を守り、自治体の社会保障をどう確立するか考えます。 

 

 

 
 

 
 

◆特別報告―2016年度「オーライ！ニッポン大賞審査委員会長賞」受賞 

行政主導から、生活者の現場の声を大切にする地域づくりへの転換を  
報告者：丸山 美子（まるやま よしこ 一般社団法人湯久保宿理事 東京都檜原村在住） 



■1941年和歌山市生まれ。京都大学大学院修了、工学博士。元・日本環境学会会長。元立命館大学教授。 

現在、和歌山大学客員教授、自然エネルギー市民の会代表、前・経済産業省「調達価格等算定委員会」委 

員。地球環境問題や再生可能エネルギー普及に関する多数の著書を執筆、全国各地で講演活動等も実施し 

ている。■著書『再生可能エネルギー100％時代の到来』、『脱原発、再生可能エネルギー中心の社会へ』 

あけび書房、『拡大する世界の再生可能エネルギー』世界思想社、『市民・地域主導の再生可能エネルギー 

普及戦略』『市民・地域共同発電所のつくり方』（共編）かもがわ出版など多数 

◆懇親交流会＜自由参加＞10 月 31 日（火）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。 

  

◆講義４ 13：30～15：20（講義 110 分） 

［地方制度調査会答申］ 

地方自治の民主的原則の破壊ではないか？ 
―自治体事務の広域化・窓口事務の委託化・行政組織の統制強化―  

講師:池上洋通氏（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） 

2 日目●11 月1 日（水） 

21 日（木） 

◆全体にわたる質疑応答 15：20～17：00（100 分） 

■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『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）他多数。 

◆講義３ 10：10～12：30（講義 110分・質疑応答 30分）  

里山森林資源のエネルギー利用による 

地域の自立的発展の可能性    
講師:和田 武氏（わだ たけし 和歌山大学客員教授） 

 

◆東日本大震災からの報告 9：15～9：55 （報告 30分・質疑応答 10分） 

諸外国では森林資源は重要なエネルギー源として利用されている。日本でも豊富な森林資源を適切に活用する

ことで、農山村を自立的に発展させる可能性がある。固定価格買取制度で2015年度から２MW未満の発電電力の買

取価格が新たに設定され、小規模で高効率の熱電併給（コジェネレーション）システムを導入できる条件ができた。

国内事例やドイツ等の取り組みを紹介しながら、今後の普及拡大と地域発展、そのための課題等について論じる。 

 昨年 3月の「地方制度調査会・第 31回答申」には、「人口減少」を口実にした、無視できない提言が数多

くあります。「自治体事務の広域化―小規模自治体の事務を大規模自治体や県が代行」「窓口事務の外部委託」

「首長権限で、行政内部の組織統制を強化」「住民監査請求制度の見直し」など。これらの論点を憲法の地

方自治原則からただし、人口減少時代の地方自治のあり方を考えます。 

 

 


