プログラム
13:00~13:15

開会 挨 拶

13:15~13:40

基調 講 演
「日本の地域別将来人口の見通し」
小池 司朗（国立社会保障・人口問題研究所 人口構造研究部 部長）

13:40~14:45

報告 ①
「地域産業政策のあり方と地域の未来」
松原 宏（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
「総合戦略策定と人口動向分析」
五十嵐 智嘉子（一般社団法人北海道総合研究調査会 理事長）
「地域人口指標の客観的な解釈とは？−人口移動と居住・家族形成との関係を手掛かりにして−」
丸山 洋平（札幌市立大学デザイン学部 准教授）

14:45~15:00

休憩

15:00~15:45

報告 ②
「ミクロレベルの地域分析から導き出す人口減少下の土地利用政策」
長谷川 普一（新潟市都市政策部GISセンター）
「日本が先導する人口減少局面の地域づくり」
瀬田 史彦（東京大学工学部都市工学科 准教授）

15:45~16:25

パネル討 論

パネル討論者

松原 宏（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
五十嵐 智嘉子（一般社団法人北海道総合研究調査会 理事長）
丸山 洋平（札幌市立大学デザイン学部 准教授）
瀬田 史彦（東京大学工学部都市工学科 准教授）
鈴木 透（ 国立社会保障・人口問題研究所 副所長）

16:25~16:30

閉会 挨 拶

⼈⼝減少時代における
地域政策の諸課題と
今後の⽅向性
Issues and Future Directions of Regional Policies
in the Era of Depopulation

長谷川 普一（新潟市都市政策部GISセンター）
モデレーター

第24回厚生政策セミナー / The 24 th IPSS Annual Seminar

1 月30 日

2020年
日 時

会 場

厚 生 政 策 セミナ ー

第 1 回「福祉国家の再構築」

ቼ²「و少子化時代を考える」

第 3 回「福祉国家の経済と倫理」

第 4 回「21世紀の家族のかたち」

ቼµ「وアジアと社会保障」

第 6 回「地球人口100億の世紀」

第 7 回「こども、
家族、
社会」

ቼ¸「و人口減日本の選択」

第 9 回「社会保障制度を再考する」

第10回「超少子高齢・人口減少社会の課題」 ቼ±±「و社会保障と日本経済」

第12回「超少子化と家族・社会の変容」

第13回「新しい社会保障の考え方を求めて」 ቼ±´「و長寿革命」

第15回「暮らしを支える社会保障の構築」

第16回「東アジアの少子化のゆくえ」

木（開場12：30）

日比谷コンベンションホール
〒100-0012

前回までのテーマは以下のとおりです。

13：00〜16：30

東京都千代田区日比谷公園1番4号

主 催：

ቼ±·「و地域の多様性と社会保障の持続可能性」第18回「国際人口移動の新たな局面」

第19回「多様化する女性のライフコースと社会保障」 ቼ²°「و地域人口と社会保障をめぐる諸課題」 第21回「将来世代に引き継ぐ社会と社会保障制度を考える」
第22回「長寿化に関する国際シンポジウム」 ቼ²³「و医療・介護の未来を担う地域ケア会議」

［お問い合せ］ 国立社会保障・人口問題研究所総務課業務係

TEL：03-3595-2984

E-mail：ipss24seminar@ipss.go.jp http://www.ipss.go.jp/seminar/j/seminar24/index.html

⼈⼝ 減 少 時 代 にお ける
地 域 政 策の諸課 題と
今 後 の⽅ 向 性

基
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講

演

小池 司朗（国立社会保障・人口問題研究所 人口構造研究部 部長）
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松原 宏（東京大学大学院総合文化研究科 教授）
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五十嵐 智嘉子（一般社団法人北海道総合研究調査会 理事長）
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丸山 洋平（札幌市立大学デザイン学部 准教授）
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長谷川 普一（新潟市都市政策部GISセンター）
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瀬田 史彦（東京大学工学部都市工学科 准教授）
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モデレ ーター

鈴木 透（国立社会保障・人口問題研究所 副所長）
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