今回の学校のポイント
◎米大統領選挙後の世界と日本の情勢を把握

第 27 回

◎新年度国家予算と地方財政の課題がわかります
◎介護保険「改革」に向き合う先進事例を学びます
◎小中一貫教育と学校統廃合の本質に迫ります
◎子どもの貧困と保育園待機児解決の政策と展望

◆学校長 池上 洋通

〇激動する情勢をつかみ、地域と住民の暮らしに向き合うために

「２０１７年度予算と直面する政策課題」
―介護・保育・教育―
◇講義１「2017 年度国家予算と地方財政の課題」―――――― 講師：川瀬光義氏

プ
ロ
グ
ラ
ム

◇講義２「介護保険『改革』に自治体はどう向き合うか」―― 講師：石川 満氏
◇講義３「子どもの成長・発達と『小中一貫教育』・『学校統廃合』」
― 講師：荒井文昭氏
◇講義４「子どもの貧困と幼児政策の課題」―――――――― 講師：池上洋通氏

川瀬光義氏

石川 満氏

荒井文昭氏

池上洋通氏

（京都府立大学教授） （元日本福祉大学教授）（首都大学東京教授） (自治体問題研究所理事)

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。
日

時

2017 年 2 月 13 日（月）午後１時～14 日（火）午後 4 時 00 分
会 場

たましんＲＩＳＵＲＵホール

誰でも
参加できる
議員の学校
です

JR 中央線立川駅南口徒歩 13 分

TEL：042-526-1311（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

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

［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

第９回
第
27 回

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
27 回
第９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）

たましん RISURU ホール第 1 会議室
東京都立川市錦町 3-3-20 TEL042-526-1311
立川駅南口よりすずらん通りを直進。徒歩 13 分。

●東京駅から
JR 中央線で立川駅まで快速電車で 50 分、中央特
快で 41 分、620 円。
●新横浜駅から
JR 横浜線で八王子駅乗り換え、中央線（新宿方面
行立川駅下車）で約 52 分、780 円。
●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り換え、
中央線（高尾方面行立川駅下車）で 44 分、540 円。

第 27 回

2017 年度予算と直面する政策課題
－介護・保育・教育―

2/13（月）

2/14（火）

12：30
13：00
13：15
14：45
15：00
15：15
16：45
17：00
17：15
18：15
18：30

n.

受付開始
開会のことば、ガイダンス
講義１ 川瀬 光義
質疑応答
休憩
講義２石川 満
質疑応答
休憩
被災地から報告
休憩・移動
懇親交流会

9：15
10：45
11：00
11：15
12：15
13：15
13：30
15：50
15：55
16：00

講義３ 荒井文昭氏
質疑応答
休憩
グループワーク/政策交流会
昼食・休憩
グループワーク意見発表
講義４ 池上洋通氏
全体にわたる質疑応答
修了証及び次回学校開催計
画の伝達。閉会のことば
解散

１日目● 2 月 13 日（月）
◆講義１

13：15～15：00（講義 90 分・質疑応答 15 分）

２０１７年度国家予算と地方財政の課題
講師：川瀬 光義氏（かわせ

みつよし 京都府立大学教授、地方財政）

「三位一体改革」と市町村合併による地方財政縮小政策が行われた後のこの 10 年間、｢頑張る地方応援プロ
グラム｣や｢地方創生｣など、毎年のように地方経済の立て直しをめざす施策が講じられて来ました。これら施
策には、具体的な成果に基づいて予算措置するという共通する特徴があります。その成果の指標の 1 つに「行
革」があり、人件費など経常経費のさらなる縮小も目指されています、そして 2016 年度からは、地方交付税
の基準財政需要額の算定にトップランナー方式が導入されました。こうしたいわば‘成果主義’にもとづく財
政運営に未来はあるでしょうか？本講義では、こうした状況を念頭におきながら、2017 年度国家予算の特徴
を分析し、それが自治体の財政運営にどのような影響を及ぼすかを考察することとします。
■1955 年生まれ。講師は持続性ある地域産業・地域経済があってこそ、自治体財政の自主的確立が可能とな
ることを一貫してとなえ、特に沖縄の基地所在自治体の実例を研究・紹介し、注目されてきました。■著書
『基地維持政策と財政』
（日本経済評論社、2013 年/「沖縄研究の父」の名を冠する伊波普猷賞を授与される）、
『沖縄論』共著（岩波書店、2010 年）
、
『幻想の自治体財政改革』
（日本経済評論社 2007 年）ほか｡

◆講義２

15：15～17：00（講義 90 分・質疑応答 15 分）

「介護保険『改革』に自治体はどう向き合うか」
講師：石川 満氏（いしかわ

みつる

元日本福祉大学教授、社会福祉学）

厚生労働省の介護保険の見直し論議では要介護１，２の「保険はずし」や福祉用具貸与の原則自己負担化
等が見送りになる一方、制度の「持続可能性」を掲げて、
「現役並み」所得者の３割負担や自己負担の上限引
き上げが検討されています。2018 年 4 月を目標にした「在宅医療・介護連携推進事業」（＝地域包括システ
ム）では８つの事業項目のすべてを実施している自治体は１０％にすぎません。各県の地域医療ビジョンが
出そろい、次期介護保険事業計画も始まります。医療・介護一体の報酬改定・制度改正が 2018 年に控えてい
ます。自治体は介護保険『改革』にどう向き合うべきか、現場に詳しい講師と参加者の学び合いで深めます。
厚生労働省の介護保険の見直し論議では要介護１，２の「保険はずし」
、福祉用具貸与の原則自己負担化など
■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
が見送りになる一方、制度の「持続可能性」を掲げて、
「現役並み」所得者の３割負担や自己負担の上限引き
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
上げが検討されています。2018 年 4 月を目標にした「在宅医療・介護連携推進事業」
（＝地域包括システム）
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『福祉行財政と福祉計画』
（みら
では８つの事業項目のすべてを実施している自治体は１０％にすぎません。各県の地域医療ビジョンが出そ
い 2013 年）
、
「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）、
「現代の社会福祉
ろい、次期介護保険事業計画も始まります。医療・介護一体の報酬改定・制度改正が 2018 年に控えています。
入門」
（みらい 2006 年）
、
「自治体は高齢者介護にどう責任を持つのか」（萌文社 2002 年）ほか。
自治体は介護保険『改革』にどう向き合うか、高齢者の介護にどう責任を持つのか学び合います。

◆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
◆懇親交流会＜自由参加＞２月１３日（月）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 14 日（火）
◆講義３

9：15～11：00（講義 90 分・質疑応答 15 分）

「子どもの成長･発達と
･『学校統廃合』」
21『小中一貫教育』
日（木）
講師：荒井 文昭（あらい

ふみあき

首都大学東京教授、教育行政学）

小中一貫教育を導入する自治体がでてきています。義務教育学校という学校も、学校教育法の改定によ
り導入されました。同時にまた、文部科学省から出された適正規模にかんする新通知によって、学校の統
廃合もすすんでいます。これらの政策は、国の教育政策に深く組み込まれてすすめられているものです。
本講義では、小中一貫教育と学校統廃合に焦点をあてながら、現在進行中の教育「改革」について学び、
教育を豊かにしていくために自治体が取り組むべき課題について学びあいます。
■1959 年生まれ。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学■著書 「ふたつの憲法
を生きる 教育学者が次世代と語る戦後」
（共著 花伝社 2016）
、
「教育管理職人事と教育政治」（大月書店
2007 年）
、教育科学研究会編「現代教育のキーワード」
（大月書店

2006 年）
、
「市民立学校をつくる教育

ガバナンス」（共著 大月書店 2005 年）
、
「子どもの豊かな育ちと地域支援」
（共著 学文社 2002 年）他。

◆グループワーク（政策交流会）11：15～12：15（討議 60 分）

「介護・保育・教育―自治体の取組みを学び合う」
◆グループワークの意見発表 13：15～13：30（討議 15 分）
◆講義４

講義

13：30～15：00（講義 90 分）

「子どもの貧困と幼児政策の課題」
講師：池上 洋通

（いけがみ ひろみち）
（自治体問題研究所理事）

乳児から始まる幼児の成長と発達を権利として、どのように保障するのか。親、施設、地域が一体となっ
て進める幼児の発達の保障を地方自治体の政策として、どのように確立するのか。その基本から考えます。
子どもの貧困課題を子どもの人権全体の角度からすえなおし、中央政府、都道府県、市町村の全体を通じた
政策の確立の展望を語ります。そこからは、真の地方創生のプログラムがあらわれるでしょう。
■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。

◆全体にわたる質疑応答

15：00～15：55（55 分）

