地方議会議員のための政策力向上セミナー in 東京

先進自治体に学ぶ
人口減少時代の地域政策講座

2019年

3月28日 木

近年、様々な政策を打ち出し、先進自治体としての認知度を高めている埼玉県
戸田市。2015 年の国勢調査では、前回（2010 年）からの人口増加率で全国７位、
人口増加数でも全国 15 位にランキングされました。そんな戸田市の取組みの中
から、特に行政視察のリクエストが多い、自治体シンクタンク「戸田市政策研究所」
による政策づくりと、ベストセラー『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』でも
取り上げられるなど、近年急速に注目を集めている、戸田市の教育改革について
学びます。

1講目

10：00 〜 12：30

産官学民と連携した
戸田市の教育改革
講師：戸ヶ﨑

勤（戸田市教育委員会教育長）

●予測困難な時代に生きる子供達に身につけさせる
ことが必要な力とは

2講目

進呈

○各講座受講者に、講師執筆の下記書籍（弊
社刊）を進呈します。
『都市間競争を勝ち抜く公民連携の在り方〜
政策開発の手法と実践Ⅲ〜』
（新刊／ 3 月刊行予定）
※書名は予告なく変更する場合があります。

14：00 〜 16：30

「共感」
を呼ぶ
政策づく
りの秘密

●大学や研究機関、民間企業と連携しながら進める
政策づくり

●学力調査等のエビデンスに基づく政策立案
（EBPM）

●定住人口獲得を目指したシティプロモーション活
動

●学校教育における ICT 活用の可能性（EdTech）

員会を経験ののち、現職。
教育再生実行会議技術革新ワーキング・グループ、文
部科学省全国的な学力調査に関する専門家会議、中央
教育審議会教育振興基本計画部会、経済産業省 ｢未来
の教室｣ と EdTech 研究会、第３期埼玉県教育振興
基本計画策定有識者会議の委員等も務める。

戸ヶ﨑

勤

1講目

10：00 〜 12：30

地域ブランドと
シティプロモーションの
連携が地域創生の鍵！
●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
本と、正しく理解するための
視点

●調査・研究から施策化・事業化につなげる仕組み

中学校教諭・教頭・校長、戸田市及び埼玉県の教育委

○各講座受講者に、講師執筆の下記書籍（弊社刊）を進呈します。

講師：戸田市政策研究所

●新しい学びのための「PEER カリキュラム」
（プ
ログラミング教育、英語教育、経済教育、リーディ
ング・スキル）等の推進

戸田市政策研究所とは

3月18日 月

午後のセミナーでは、先にシビックプライドランキングを公表した読売広告社にもゲスト参加いただき、具体的事例をお話
しいただきます。

講師：牧瀬

●産官学民の知のリソースの積極的な活用

2019年

地域創生の切り札として多くの自治体が取り組むシティプロモーションとシビックプライド事業について、歴史と展望から
実践例までを学びます。

−人口減少社会における選ばれる自治体の仕掛け−
●企画力を向上させる自治体シンクタンクの取組み
や職員一人ひとりの政策形成能力を高める仕掛け

講師紹介

自治体の地域性・特性に合わせた
シティプロモーション戦略講座

稔（関東学院大学法学部地域創生学科准教授）

進呈

2講目

14：00 〜 16：30

シティプロモーションの
歴史と展望／シビック
プライ
ド事業の実践事例
講師：牧瀬 稔（関東学院大学法学部地域創生学科准教授）
ゲストスピーカー：株式会社 読売広告社
ひとまちみらい研究センター
●シティプロモーションの歴史と展望

●事例から読み解く成果が出る
自治体、出ない自治体の違い

●コミュニティ、市民協働、そしてシビックプライ
ド〜新しい地域つながりの形

……シティプロモーション
を成功させるために、事
例を参考にする際のポイ
ント

●シビックプライドの老舗（読売広告社）がお話し
する実践事例

●様々な主体と協力・連携して
いく地域協働の意味

今、注目が集まるシビックプライドの向上
『地域ブランドとシティ
プロモーション』

●議会質問で問うべきポイント

戸田市政策研究所は、市全体の政策形成力の向上を目指し、

シビックプライドとシティプロモーションの
連携方法と手順
シビックプライドの高い自治体とは？
進呈

2008 年４月に設置した埼玉県内初の自治体シンクタンクである。

『シティプロモーションとシビックプライド事業の実践』
（新刊／１月刊行予定）

市政に関する徹底した調査・研究はもちろんのこと、職員一人ひ
とりの政策形成能力の向上を目指して取り組んでいる。

講師紹介

戸田市は、2015 年国勢調査で前回（2010 年）からの人口増加
率が全国第７位（10.6％）
、
人口増加数でも全国第 15 位（13,071 人）

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、（公財）日本都市センター研究室研究員、（一財）

となり、人口減少社会の中で着実に成果を出している。この要因

地域開発研究所上席主任研究員等を経て、関東学院大学法学

の一つとして、戸田市独自の政策づくりの仕掛けやターゲットを
絞って推進しているシティプロモーションがあり、政策研究所は
この役割を大きく担っている。
京法令出版）がある。

部地域創生学科准教授。2018 年は、 戸田市政策研究所政

読売広告社は、2008 年に出版された『シビックプライド ―

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

都市のコミュニケーションをデザインする』（宣伝会議 2008 年

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

著書には『政策開発の手法と実践』
『
、選ばれる自治体の条件』
（東

策づくりに関わっている。著書に『人口減少時代における地域

牧瀬

稔

読売広告社のこれまでの
シビックプライドに関する研究

政策のヒント』（東京法令出版）、
『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。

監修：伊藤香織＋紫牟田伸子）にシビックプライド研究会のメン
バーとして参画し、
「シビックプライド」という概念で市民が地域・
街に対して持つ誇りや愛着について継続的な研究を行っている。

地方議会議員のための政策力向上セミナー お申込みの流れ
下記申込書に明記の上、弊社 0120-338-923 宛にお送りください。

FAX

https://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。

ホームページ

東京法令セミナー

検索

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。

このまま FAX 送信願います。
①午前 10：00〜12：30

◆受講申込書◆

FAX

0120-338-923

②午後 14：00〜16：30 ※参加される講座にチェック□を入れてください。

3月18日（月）

①地域ブランドとシティプロモーションの連携が地域創生の鍵！

3月28日（木）

①産官学民と連携した戸田市の教育改革

3月29日（金）

①自治体の防災減災マネジメント

②シティプロモーションの歴史と展望／シビックプライド事業の実践事例
②「共感」を呼ぶ政策づくりの秘密 −人口減少社会における選ばれる自治体の仕掛け−
②災害時における議会・議員の役割と取組み
お申込者

団体名

−

1講目

）

TEL ／ FAX

／

講師：鍵屋

2019年

3月29日 金

会場のご案内

受講料

WTC コンファレンスセンター

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）
文化放送本社
大門駅
東京モノレール
浜松町駅

南口

旧芝離宮恩賜庭園

世界貿易センタービル

浜松町
バスターミナル

JR浜松町駅

第一京浜国道

Conference Center Tokyo

１講座につき 15,000円（税込）

※1日2講座を受講される場合は、30,000円（税込）
となります。

お問合せ・事務局
北口

WTC

一（跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授）

●自然災害リスクの現状と地域防災力の現状

★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。

交番

講師紹介

●防災計画から防災・減災マネジメントへ

※領収証の宛名指定等

大門駅

10：00 〜 12：30

自治体の防災減災マネジメント

E-mail
通信欄

自治体の防災・減災マネジメントと
災害時の議会・議員の取組み

（代表者）

（〒

ご住所

本セミナーは、自治体間競争を勝ち抜き、地域を活性化させるために、日々、尽力されている地方議会議員
のための「学びの場」です。
各界の実践者や研究者を講師に招き、
「議会活動を行う上での基本的な知識を身に付けたい」
、
「議会質問等
に活用する情報を得たい」
、
「執行機関への政策提案を行いたい」などのご要望にお応えすべく、多様な講座を
展開しております。
皆様のご参加をお待ちしております。

いざ、災害が発生した時、議員として何をすべきか、準備はできていますか？
近年、想定を超える災害が頻発しています。本講座では、これまでの災害対応の教訓から、自治体における防災・減災のた
めのマネジメントと、意外と意識されていない、議会・議員としての災害対応について学びます。

（議会・会派名）

参加者氏名

地方議会議員のための
政策力向上セミナー in 東京
セミナーの
ご案内

●防災基本条例、業務継続計画、受援計画
●地域防災のポイント〜防災教育、耐震化、要配慮者支援と地区防災計画

1956 年秋田県男鹿市生まれ。早稲田大学
法学部卒業、京都大学博士（情報学）
。板橋

2講目

14：00 〜 16：30

区福祉部長、危機管理担当部長（兼務）
、議
会事務局長などを経て 2015 年３月退職。

災害時における議会・議員の
役割と取組み

2015 年４月から跡見学園女子大学観光コ

講師：鍵屋

ンライフ継続支援協会副理事長、
（一社）防

一（跡見学園女子大学観光コミュニティ学部教授）

●法制度上の位置付けと先進事例
〒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）

鍵屋 一

●災害前、災害時の議会・議員の取組み
●災害対応ルール化の事例と解説

ミュニティ学部教授。内閣府「災害時要援護
者の避難支援に関する検討会委員」
、内閣官
房地域活性化伝道師、
（一社）福祉防災コミュ
ニティ協会代表理事、NPO 法人東京いのち
のポータルサイト副理事長、
（一社）マンショ
災教育普及協会理事など。著書に『図解 よ
くわかる自治体の防災 ･ 危機管理のしくみ』
、
『“ 地域防災力 ” 強化宣言』
、
『福祉施設の事
業継続計画（BCP）作成ガイド』
（編著）
『災
、
害発生時における自治体組織と人のマネジメ
ント』
（共著）など。

