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滋賀大学公共経営イブニングスクール 

 

 

 

１．経緯 

平成 15 年 4 月以降、公共経営に関するセミナーを毎月第 4 金曜日の夜に開催している。定員を 30 名として、以

下のように毎年度もっとも旬なテーマを設定し、開講している。 

 

滋賀大学公共経営イブニングスクールの経緯 

年度 前期 後期 

平成 15年度 

（2003） 

ニューパブリック・マネジメント・セミナー 

－市町村合併と新しい自治体経営－ 

ニューパブリック・マネジメント・セミナー 

－事務事業評価から戦略予算システムへ－ 

平成 16年度 

（2004） 
事業革新の目を鍛える －プロフェッショナル公務員をめざして－ 

平成 17年度 

（2005） 

事業革新のケースから学ぶ 

－プロフェッショナル公務員、地域リーダーをめざして－ 

平成 18年度 

（2006） 

「事業仕分け・地域事業組成」を考える 

－地方自治体のしごとはどうあるべきか－ 

「事業仕分け・地域事業組成」による地域経

営改革 －地域事業をどう作っていくか－ 

平成 19年度 

(2007) 

地域組織・地域事業を組成する 

－事業仕分け・地域事業組成から考える－ 

地域協働の視点で役所を変革する 

－自治基本条例を考える－ 

平成 20年度 

（2008） 
市民ガバメントの設計－市民が自治体経営に関わるために－ 

平成 21年度 

（2009） 
国のかたち・自治体のすがた－道州制・県と市町の役割分担を考える－ 

平成 22年度 

（2010） 

今こそ！地方自治体歳入改革 

－少子高齢社会における自主財源拡大策を考える－ 

平成 23年度 

（2011） 
アグリビジネス地域経営論－農林業を興す 

平成 24年度 

（2012） 
福祉自治体の設計理念 －持続可能な自治体福祉政策を考える－ 

平成 25年度 

（2013） 
都市計画の疑問 －成熟社会の都市農村計画行政の視座－ 

平成 26年度 

（2014） 
自治体のエネルギー自立化戦略を考える 

平成 27年度 

（2015） 
地域からの地方創生論 －人材、資金を地域で使いこなすために－ 

平成 28年度 

（2016） 
地方分権社会の地方自治の論点 －憲法改正を睨んで－ 

平成 29年度 

（2017） 
地域からの 2020年教育改革を考える 

平成 30年度 

（2018） 
滋賀の観光イノベーションを考える 自治体改革の最前線 

令和元年度 

（2019） 
AI自治体へのシフト 

共生社会を支える住民組織や NPO法人活動

の最前線 

令和２年度 

（2020） 
地方創生のビジネスデザイン 国の財政・自治体の財政は大丈夫なのか？ 
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２．狙い 

これまでの受講者は、国、県、市町職員、NPO、民間企業、地方議会議員と職種、年齢も多彩である。京都府内、

奈良県内からの受講者もいる。テーマに応じて、ゲストスピーカーとして市長、NPO リーダー、民間企業経営者、学

識者なども数多く呼んでいる。私のスクールに対する想いは次のとおりである。なお、平成 26 年度から大学院プレス

クールとして位置づけ、成績評価を行い、修了要件に達した者に履修証明を出している。 

 

①公共経営に関する語り場の設置 

滋賀県下の地方自治体は大きな改革の渦中にある。この数年間で市町合併は大きく進展した。地方財政は破綻

の危機にある。地域社会も大きく変化しようとしている。あちこちで改革の取組みが始まっているが、公共経営に関し

て議論する場が十分ではない。スクールは所属や職種を超えて、それぞれの取組みや考えを意見交換する場の形

成を意図している。 

スクールでは、私やゲストの問題提起に対してディスカッションを行うように促している。ディスカッションを通じて受

講者は気づきを得ることができる。毎回、おおいに議論で盛り上がる。スクールは毎月 1 回なので、メーリングリスト

などにより、スクール外でも情報共有や意見交換をできるようにしている。 

 

②改革リーダーの育成 

最終的な私の期待は、受講生が行政改革や地域社会でリーダーとして改革の手腕を発揮してもらうことである。こ

れまでの受講生の中からは、自治体の副市長や部課長、職場改革の旗振り役になる者、県議や市議に挑戦する

者、指定管理者公募に挑戦する者が次々に現れている。こうした挑戦の取組みを聞くことは、スクールを主宰する者

の喜びである。 

 

３．2020 年度前期「地方創生のビジネスデザイン」の実施概要 

１）趣旨 

地方創生政策は 2015～19 年度の第 1 期 5 年間を終了し、今年度から第 2 期が始まる。第 2 期の目玉政策とし

て、国からは関係人口の創出・拡大、AI やロボティックスなどの Society5.0 の推進などが示されている。第 1 期では

地方自治体を通じて 1 兆円を超える交付金などさまざまな支援を行ったが、地方から東京への人の流れはむしろ拡

大し、出生率は上がらず、期待した成果は全く出ていない状況にある。金融、公共事業が牽引するアベノミクスの限

界でもあるが、国主導でなく民間主導による地域課題を解決する自律的なビジネスを生み出す必要がある。過疎化

が進むいくつかの地域で、活発にローカルビジネスが生まれ、移住者が増え、元気な地域になっている例はその可

能性を示唆している。 

本スクールでは、改めて地方創生とは何かを確認し、活発にビジネスが生まれている事例を研究し、ポストコロナ

を睨んで、未来志向のビジネスデザインを策定する手法を学ぶ。 
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２）プログラム （いずれも 18:30～20:30） 

2020年 5月 22日（金） 
「徳島県神山町、まちを将来世代につなぐ集合住宅プロジェクト」 

ゲストスピーカー：一般社団法人神山つなぐ公社 高田 友美 氏 

2020年 6月 26日（金） 
「徳島県三好市で生まれるローカルビジネス」 

ゲストスピーカー：前三好市政策監 横山 喜一郎 氏 

2020年 7月 17日（金） 
「デザインシンキングで地域発のイノベーションを創出する」 

岩嵜 博論 氏 

2020年 8月 21日（金） 
「地域発イノベーションケーススタディ：やさいバス」 

岩嵜 博論 氏 

2020年 9月 25日（金） 
「政策とデザイン−デジタル庁時代におけるデザインの役割」 

岩嵜 博論 氏 

 

３）講師 

主査：石井 良一（滋賀大学 産学公連携推進機構 教授） 

副査：提中 富和（滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー） 

メインゲストスピーカー：岩嵜 博論（株式会社博報堂 ミライの事業室ビジネスデザインディレクター） 

 

４）受講者 

21 名が受講した。 

 

４．2020 年度後期「国の財政・自治体の財政は大丈夫なのか？」の実施概要 

１）趣旨 

わが国の国と自治体を合わせた長期債務残高(借金残高)が、2001 年に、「666 兆円」にまで積み上がり、このころ

から「財政破綻の危機」が叫ばれるようになった。政府も、「骨太の方針」と呼ばれる経済財政運営の基本方針を定

める中で、財政赤字の悪化に歯止めをかけようとしてきた。 

しかしながら、その後も、社会保障費用が増え続け、歳出拡大は止まらず、懸案の基礎的財政収支の均衡も果た

せないまま、借金の返済を借金に頼らざるを得ない状況から抜け出すことができず、借金残高は「1200 兆円」にまで

膨れ上がろうとしている。この間、景気回復の局面もあり、税収の増加があったにもかかわらずである。この借金残

高は、世界各国の中でも突出した多さであり、同じく突出した早さで少子高齢化が進み、このさき税収が先細っていく

なかにあって、もはや返済は不可能とさえ思われる。自治体の財政も、その財源の多くを国の財政に頼らざるを得な

いなかでは、一蓮托生だ。地方財政法で禁じ手とされる赤字地方債も、国の財政の庇護の下で特例的に増え続けて

いる。 

こうした中でのコロナ禍である。赤字国債に全面的に依存した大規模な財政出動は、避けられないものの、国の

財政は本当に大丈夫なのだろうか。この経済悪化に伴う税収の落ち込みにより、自治体は、来年度の予算が組めな

いのではないかといった不安も現実味を帯びている。 

ＭＭＴ理論(現代貨幣理論)という、インフレーションが起きるまでは紙幣をじゃんじゃん刷って財源に充てればよい

という不思議な理論もあるなかで、これまで発せられてきた財政破綻を危惧する声は、「狼少年」と化してしまった感

がある。しかし、今一度、国民みんなが自分のこととしてとらえないといけないステージに入ったのではないかと考え

る。 

国の財政と自治体の財政の現状と見通しについて、焦点を当てることにする。 
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２）プログラム （いずれも 18:30～20:30） 

2020年 10月 23日（金） 
「財政の持続可能性」 

ゲストスピーカー：滋賀大学経済学部教授 松田 有加 氏 

2020年 11月 20日（金） 

「令和元年度の大津市の決算と財務書類の読み方」 

ゲストスピーカー：大津市総務部財政課長 古田 邦明 氏 

「国の財政と自治体の財政の一体性について」 提中 富和 氏 

2020年 12月 18日（金） 
「コロナ禍における日本経済と国家財政の見通し」 

ゲストスピーカー：みずほ証券株式会社 

2021年 1月 15日（金） 
「令和３年度の自治体予算はこうなる」 

ゲストスピーカー：滋賀県商工観光労働部長 森中 高史 氏 

2021年 2月 26日（金） 
「令和３年度の大津市の予算編成を終えて」 

ゲストスピーカー：大津市総務部財政課長 古田 邦明 氏 

2021年 3月 19日（金） 
「国の財政・自治体の財政は 大丈夫なのか？」（まとめ） 

提中 富和 氏 

 

３）講師 

主査：提中 富和（滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー） 

副査：石井 良一（滋賀大学 産学公連携推進機構 教授） 

 

４）受講者 

22 名が受講した。 

（文責 教授 石井 良一） 


