
『地域ブランドとシティプロモーション』刊行記念

人口減少時代の
地域政策講座  in 東京

１講目 10：00～12：30
地域ブランドとシティプロモーションを成功させる視点（１）
～地方議員・職員が最低限押さえておきたいポイント編～
●今さら聞けない地域ブランドとシティプロモーションの基本　
●成果が出る自治体、出ない自治体の違いとは？
●地域ブランドとシティプロモーションの連携の重要性

法政大学大学院人間社会研究科博士課程修了。東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員。横
須賀市都市政策研究所、公益財団法人日本都市センター研究室研究員、一般財団法人地域開発
研究所上席主任研究員等を経て、現職。
2018年は、戸田市政策研究所政策形成アドバイザー、かすかべ未来研究所政策形成アドバイ
ザー、新宿区新宿自治創造研究所政策形成アドバイザー、東大和市まち・ひと・しごと創生総合
戦略アドバイザーなどの政策づくりに関わっている。
著書に『自治体シンクタンクの理論と実践』（時事通信社）、『人口減少時代における地域政策の
ヒント』（東京法令出版）、『「型」からスラスラ書ける　あなたのまちの政策条例』（第一法規）、
『地方議員が開く「政策の窓」－地方議員への政策アイデア12－』（中央文化社）など多数。

牧瀬　稔 （関東学院大学法学部地域創生学科准教授）

2講目 14：00～16：30
地域ブランドとシティプロモーションを成功させる視点（２）
～成功に導く事例編～
●シビックプライドの潮流と可能性
●様々な主体と協力・連携していく地域協働の意味
●地域ブランドとシティプロモーションの展望

『地域ブランドと
シティプロモーション』
●344頁
●本体価格2,200円＋税
●各講座受講者に、
　本書を進呈します！

まき せ みのる

講 

師

※１講目・２講目続けての受講をおすすめします。

元木　博（八王子市役所都市戦略部都市戦略課長）◆ゲストスピーカー

7月26日（木）
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進呈 １講目 10：00～12：30
実践例に学ぶ　議員提案政策条例
●議員が政策条例を提案し実現するためのポイント解説
●条例の政策的な効果について具体例で解説
●実際に政策条例を提案、実現させた議員をゲストスピーカーに迎え、
　その具体的な手法について講演いただきます。

2講目 14：00～16：30
実践例に学ぶ　議会基本条例と議会報告会
●議会基本条例の意義と役割とは
●議会報告会のノウハウ
●議会基本条例の制定並びに議会報告会に携わった議員をゲストスピーカー
　に迎え、その具体的な手法について講演いただきます。

・話が実経験に基づいているので、とても具体的で分かりやすい講義でした。
・業務遂行に際し、大変勇気づけられました。
・講師の人間性、飾り気のないお話がとても良かったです。
・論点が分かりやすく、議会質問にとりあげやすいと思いました。
・講師に加え、町の担当者から直接現場の話を伺えたことが、とても参考になりました。
・議員、議会として本日の研修で「今」を大事に積極的に関わっていきたいと強く思いました。

弊社セミナー 受講者の声

●各講座受講者に、本セミナー講師執筆の下記書籍（弊社刊）を進呈します！

『条例で学ぶ政策づくり入門』
●240頁
●本体価格2,000円＋税

牧瀬　稔 （関東学院大学法学部地域創生学科准教授）
まき せ みのる

講 

師 議会関係者（予定）◆ゲストスピーカー

略歴はP2を
ご覧ください。

『議員が提案する政策条例のポイント
―政策立案の手法を学ぶ―』
●232頁
●本体価格2,000円＋税

進呈

進呈

8月27日（月）
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地方議員のための
政策力向上セミナー  in 東京

人口減少時代の
地域政策講座  in 東京

『学校統廃合と廃校活用
―地域活性化のノウハウ事例集―』
●240頁
●本体価格2,000円＋税

『カネよりもチエとセンスで人を呼び込め！
～地域発　観光まちづくり最前線～』
●296頁
●本体価格2,600円＋税

１講目 10：00～12：30
元教育長が語る　学校統廃合と廃校活用成功のポイント
●全国で進む学校統廃合の実態
●学校統廃合のプロセスと課題
●廃校活用の３つの壁（地元合意、財源、法の制約）とその超え方
●そっとお話しする地元合意のノウハウ
●パターン別廃校活用事例紹介

早稲田大学法学部卒。東京都庁入庁後、ニューヨーク駐在代表、教育委員会企画部長、
生涯学習部長などを経て松蔭大学教授。地域観光政策を担当。直近では故郷の田原市
教育長を務めた。著書に『どこで、どう暮らすか日本人』（TBSブリタニカ）、『どうなる日
本、どうする分権』（ぎょうせい）など。『中央公論』（中央公論新社）等への寄稿や、「朝
まで生テレビ！」（テレビ朝日）等に出演する論客。

嶋津隆文 （NPO法人フォーラム自治研究理事長、愛知大学地域政策学部講師）
しま づ りゅう ぶん

講 

師 
2講目 14：00～16：30

先進自治体に学ぶ　新しい市民協働のまちづくり
～市民の底力を魅せてくれるまち～
●古くても新しくても「連携」はキーワード
●市民、民間、NPO等団体、行政の連携の進め方
●市民協働のまちづくりの具体例として、先進自治体の担当職員をゲスト
　スピーカーに迎え、日常的な連携を作り出した手法についてお話しいただきます。

神戸大学教育学部卒業。㈳日本観光振興協会で機関誌月刊『観光』の企画編集を担
当、また各地の国内観光振興に携わった。社会人入学した横浜市立大学大学院国際文
化研究専攻（都市社会・まちづくり系）博士前期課程を平成19年修了。平成21年より
松蔭大学観光メディア文化学部准教授（地域観光論）。著書に、『観光キーワード事典』
（学陽書房）、『カネよりもチエとセンスで人を呼び込め！』（東京法令出版）など。

鷲尾裕子 （松蔭大学観光メディア文化学部観光文化学科准教授）
わし お ゆう こ

講 

師

●各講座受講者に、本セミナー講師執筆の下記書籍（弊社刊）を進呈します！

進呈

進呈

柿島　淳（三島市企画戦略部広報広聴課）◆ゲストスピーカー

8月2日（木）
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議会活動支援セミナー
のご案内

7月26日（木）

10：00～12：30▶

『地域ブランドとシティプロモーション』刊行記念
人口減少時代の地域政策講座 in 東京

地域ブランドとシティプロモーションを成功させる視点（１）
～地方議員・職員が最低限押さえておきたいポイント編～

14：00～16：30▶ 地域ブランドとシティプロモーションを成功させる視点（２）
～成功に導く事例編～

7月31日（火）『自治体議会改革講義』刊行記念議員力・議会力向上集中講座 in 東京

10：00～12：30▶ 戦略的議会運営
14：00～16：30▶ 議会力の強化

8月1日（水）『自治体議会改革講義』刊行記念議員力・議会力向上集中講座 in 東京
10：00～12：30▶ 議員の資質向上と処遇
14：00～16：30▶ 自治体議会と住民

8月2日（木）
10：00～12：30▶

人口減少時代の地域政策講座 in 東京
元教育長が語る　学校統廃合と廃校活用成功のポイント

14：00～16：30▶ 先進自治体に学ぶ　新しい市民協働のまちづくり
～市民の底力を魅せてくれるまち～

8月27日（月）
10：00～12：30▶

地方議員のための政策力向上セミナー in 東京

実践例に学ぶ　議員提案政策条例
14：00～16：30▶ 実践例に学ぶ　議会基本条例と議会報告会

受講のお申込みは、裏面のFAX申込書またはホームページ  http://www.tokyo-horei.co.jp/seminar/  から承ります。

7月27日（金）
9：30～12：30▶

※詳細はホームページまたは別パンフレットをご参照ください。

人口減少時代の治安対策
14：00～16：30▶ 自治体と議会の不当要求・クレーマー対策

地方議員のための議会活動支援セミナー お申込みの流れ

◆受講申込書◆

下記申込書に明記の上、弊社 0120-338-923 宛にお送りください。

http://www.tokyo-horei.co.jp/seminar/
※お申込み後、申込確認メールをお送りします。

お申込み後、２営業日以内に「受講票・振込口座通知」をFAXまたはメールにて送付します。
定員に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。

「振込口座通知」に従って、事前にお振込みをお願いいたします。セミナー当日は、受講票をご持参ください。

東京法令セミナー 検 索

FAX 0120-338-923このままＦＡＸ送信願います。

①地域ブランドとシティプロモーションを
　成功させる視点（１）

②地域ブランドとシティプロモーションを
　成功させる視点（２）

受講内容 ※参加される講座にチェック□を入れてください。✓

FAX

ホームページ

P2

P3

P4

P5

各
講
座
詳
細
は
中
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

①戦略的議会運営

②議会力の強化

①学校統廃合と廃校活用成功のポイント
②新しい市民協働のまちづくり

①議員の資質向上と処遇
②自治体議会と住民

①実践例に学ぶ　議員提案政策条例
②実践例に学ぶ　議会基本条例と議会報告会

7月26日
（木）

7月31日
（火）

8月1日
（水）

各日　①午前 10：00～12：30　②午後 14：00～16：30

8月2日
（木）

8月27日
（月）

お問合せ・事務局

〒112-0002　東京都文京区小石川5丁目17-3
ＴＥＬ：03-5803-3304　　
ＦＡＸ：03-5803-2624
E-mail ： eigyo@tokyo-horei.co.jp

（事業推進課　セミナー事務局担当）

文化放送本社

交番

浜松町
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会場のご案内
WTCコンファレンスセンター　38階

（代表者）

団体名
（議会・会派名）

Ｅ-mail

ご住所

参加者氏名

通信欄

ＴＥＬ／FAX ／

お申込者

（〒　　　　－　　　　　）

※領収証の宛名指定等

★お客様にご記入いただいた個人情報は、本セミナーの実施、運営に利用させていただくとともに、弊社発行書籍やセミナー等の各種ご案内に使用させていただき
ます。また、本セミナーの講師にお客様の「所属」「氏名」をお知らせいたします。ご同意のうえお申込み願います。

★本人からの個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・消去の求めに応じます。
★個人情報に関するご照会・お問い合わせ等は、弊社窓口（TEL026-224-5441、privacy@tokyo-horei.co.jp）までご連絡ください。
★個人情報の提供は任意ですが、提供いただけない場合は、お申込みをお受けできないことがあります。
★参加をキャンセルされる場合は、セミナー開催日の７日前までに、下記の事務局までご連絡をお願いします。なお、代理の方の出席は可能です。

WTC
世界貿易センタービル
Conference Center Tokyo

東京湾が一望できる見晴らしの良い会場です！

東京都港区浜松町2丁目4番1号 世界貿易センタービル　TEL：03－3435－3801
JR（山手線／京浜東北線）･東京モノレール浜松町駅直結
都営地下鉄（浅草線／大江戸線）大門駅直結（B3出口）

受講料
１講座につき 

15,000円（税込）

2018年  東京開催2018年  東京開催

地方議員のための

●各講座受講者に、
　本書を進呈します！

『自治体議会改革講義』刊行記念

議員力・議会力向上
集中講座  in 東京

１講目 10：00～12：30
戦略的議会運営
●二元代表制の下での通年制議会とは
●予算・決算審議を充実させるための対応策

2講目 14：00～16：30
議会力の強化
●政策提言・立案機能強化のための附属機関・調査機関の
　専門的知見の活用方法
●議員立法の現況と課題

１講目 10：00～12：30
議員の資質向上と処遇
●質問力向上と委員会審議の充実による議会力の強化
●政務活動費の活用策について

2講目 14：00～16：30
自治体議会と住民
●住民参加型議会を構築するために
　　…意見交換会等の議会参画制度と住民からの政策提言の活用法
●議会・議員活動評価の実施について

京都大学法学部卒。1979年三重県庁入庁後、2002年4月～2011年3月三重県議会事務局にて、
政策法務監、政務調査課長、企画法務課長、総務課長、次長を歴任。
2014年3月三重県庁退職。同年4月～三重県地方自治研究センタ－上席研究員。
2014年1月～議会事務局研究会共同代表。
（関心領域）自治体議会学
（著書等）『「二元代表制」に惹かれて』（公人の友社）、
　　　　　編著『先進事例でよくわかる　議会事務局はここまでできる！』（学陽書房）
（社会活動等）松阪市議会改革特別委員会アドバイザー（2011年6月～2014年3月）、
　　　　　　　同市議会議員定数のあり方調査会委員（2016年5月～同年10月）

たか おき ひで のぶ

講 

師 
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BOOK

7月31日（火）・8月1日（水）

P3

髙沖秀宣 （三重県地方自治研究センター上席研究員）

『自治体議会改革講義』
（７月刊行予定）

進呈
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