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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

講演・対談タイトル

第１回

平成25年８月１日（木）

●「社会保障構造改革を考える」

平成25年８月２日（金）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局
講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「地方議会の役割」

浅野史郎 （神奈川大学教授）

「年金改革の方向 −現状と課題−」

江口隆裕 （神奈川大学法学部教授／筑波大学名誉教授）

「データヘルス計画と地域の健康づくり」

谷野浩太郎 （（株）社会保険研究所取締役
/『社会保険旬報』編集長）

●「介護の現場と課題」
「地域包括ケアって何？」

対談：宮島俊彦 （前 厚生労働省老健局長）
VS 山路憲夫 （白梅大学教授）

「地域密着型サービス
グループホーム（認知症対応型共同生活介護事業）
とその現状と課題」

平成25年８月３日（土）

備考

西村美智代 （社会福祉法人サン理事長）

「介護事業の現場と問題点」

対談：石川治江 （（社福）にんじんの会理事長）
VS 原 勝則 （厚生労働省老健局長）

「介護保険の現場から」

青山淳一 （（株）社会保険研究所部長
/『介護保険情報』編集長

●「医療と介護・生活保護・障害者政策・年金制度の今後」
「国民皆保険制度と
国民健康保険・高齢者医療制度」

堤 修三 （前 大阪大学教授）

「生活保護制度をどう変えていく」

古都賢一 （厚生労働省大臣官房審議官）

「障害福祉施策の動向（就労支援関係）」

平川雅浩 （厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課課長補佐）

「年金制度を考える」

阿部正大 （（株）社会保険研究所執行役員
/『年金時代』編集長

筒井孝子氏から山路氏へ講師変更
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

回

日時

講演・対談タイトル

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

備考

第２回

平成25年11月14日（木）

「厚生労働省の来年度概算要求等について」

吉岡てつを （厚生労働省大臣官房会計課長）

栄畑潤氏から吉岡氏へ講師変更

「最近の住宅事情と高齢者住宅対策」

瀬良智機 （国土交通省住宅局安心居住推進課長）

「次世代育成支援対策の現状と今後の課題」

定塚 由美子 （厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長）

取材の現場から

平成25年11月15日（金）

第３回

平成26年４月16日（水）

「高齢者医療制度について」

横幕章人 （厚生労働省保険局高齢者医療課長）

「地域保健の推進と保健師活動について」

山田敏充 （厚生労働省健康局がん対策
・健康増進課保健指導室長）

「予防接種行政について」

宮本哲也 （厚生労働省健康局結核感染症課
予防接種室長）

「社会保障制度改革をめぐる状況等について」

込山愛郎 （厚生労働省
社会保障担当参事官室政策企画官）

「地方自治体と年金行政」

樽見英樹 （厚生労働省年金局年金管理審議官）

取材の現場から

平成26年４月17日（木）

谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）

谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）

「地域包括ケア・在宅医療の目指すもの
〜市町村の役割はこれから！〜」

武田俊彦 （総務省消防庁審議官）

「自治体にとっての地域包括ケアと
地域医療、救急医療」

川越正平 （千葉県松戸市あおぞら診療所院長）

「生涯現役〜リタイアした高齢者が
地域で生き生きと暮らす」

大谷源一 （財団法人健康・生きがい開発財団常務理事）

「女性・高齢者の活動推進に向けて」

成田裕紀 （厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課長）
田中久美子（厚生労働省職業安定局雇用開発部
高齢者雇用対策課高齢者雇用企画係長）

「介護保険利用の住宅改修と
防災・減災の『かぐてんぼう隊』の活動から」

児玉道子 （一般社団法人わがやネット代表）

高齢者部分については、田中氏
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

講演・対談タイトル

第４回

平成26年７月23日（水）

「少子高齢化・人口減・社会保障・地域」

取材の現場から

平成26年７月24日（木）

第５回

平成26年11月５日（水）

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）
中村秀一 （医療介護福祉政策研究フォーラム理事長
／国際医療福祉総合研究所所長）

筒井孝子 （兵庫県立大学大学院経営研究科教授）

「介護保険と地域包括ケアシステム」

対談：筒井孝子 （兵庫県立大学教授）
VS 山路憲夫 （白梅大学教授）

「がん対策等における
今後の方向性や展望について」

江副 聡 （医学博士／厚生労働省健康局がん対策・健康増進課
がん対策推進官）

「高齢者の働くことによる社会参加と
地域の活性化」

大山 宏 （公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会
シニアワークプログラム部部長）

「福祉の再構築−新たなセーフティネットとは−」

大西証史 （厚生労働省社会・援護局保護課長）

「厚生労働省の
平成27年度概算要求等について」

江口 満 （厚生労働省社会保障財政企画官）

「これからの『医療』の話をしよう
〜医療崩壊でも幸せになった？まち『夕張』から〜」

備考

谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一 （『介護保険情報』編集長）
阿部正大 （『年金時代』編集長）

「自治体経営と地域包括ケアシステム」

取材の現場から

平成26年11月６日（木）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

宮島俊彦氏講義から筒井氏、山路氏
の対談に変更

藤原禎一氏から大西氏へ講師変更

谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）
森田洋之 （前 夕張市立診療所院長）

「これからの社会保障を考える」

栄畑 潤 （前 厚生労働省厚生労働審議官）

「子ども・子育て支援新制度について」

朝川知昭 （厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長）

「認知症対策と地方自治体の役割」

翁川純尚 （厚生労働省老健局高齢者支援課
認知症・虐待防止対策推進室室長補佐）

「国民健康保険と地方行政」

伊藤秀俊 （厚生労働省保険局国民健康保健課課長補佐）

中村博治氏から伊藤氏へ講師変更
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

講演・対談タイトル

第６回

平成27年５月20日（水）

「社会保障改革と地方自治体の役割」

取材の現場から

平成27年５月21日（木）

第７回

平成27年８月５日（水）

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）
宮島俊彦 （岡山大学客員教授
／元 厚生労働省老健局長）
谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）

「健康長寿社会の実現にむけて」

増田和茂 （公益社団法人健康・体力づくり事業財団常務理事
／医学博士）

「医薬分業と地域医療

漆畑 稔 （公益社団法人日本薬剤師会相談役
／日本ジェネリック医薬品学会理事）

「医療と介護の連携」

渡辺由美子 （厚生労働省保険局医療介護連携政策課長）

「認知症対策と地方自治体の役割」

水谷忠由 （厚生労働省老健局高齢者支援課
認知症・虐待防止対策推進室長）

「地域と雇用」

中村かおり （厚生労働省職業安定局地域雇用対策室長）

「医療制度改革と地域包括ケア」

唐沢 剛 （厚生労働省保険局長）

「高齢者の栄養指導と食事
在宅高齢者のその暮らしに向き合う食支援」

平成27年８月６日（木）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

奥村圭子 （管理栄養士
／三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座
／在宅栄養支援の和世話人）

「地方創生について」

伊藤明子 （内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長
／内閣府地方創生推進室次長）

「いま、何故ふるさと回帰なのか
〜田舎暮らしのすすめ〜」

高橋 公 （ふるさと回帰支援センター代表理事）

「国民健康保険制度改革について」

中村博治 （厚生労働省保険局国民健康保険課長）

「地方議員の年金と
厚生年金・共済年金の一元化
−平成27年10月実施− 」

長沼 明 （浦和大学客員教授／前 埼玉県志木市長）

取材の現場から

谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）

備考

5

地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

講演・対談タイトル

第８回

平成27年11月４日（水）

「社会保障とマイナンバー制度」

平成27年11月５日（木）

平成28年４月20日（水）

平成28年４月21日（木）

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）
高木有生 （厚生労働省 政策統括官政策企画官
《大臣官房統計情報部
情報政策担当参事官室併任》
／前厚生労働省
情報政策担当参事官室政策企画官）

備考

「和光市における
超高齢社会に対応した
地域包括ケアシステムの実践」

東内京一 （和光市保健福祉部長）

「生活困窮者自立支援法と市町村の役割」

鈴木俊彦 （厚生労働省年金局長／前 社会・援護局長）

「地域医療構想と医療提供体制について」

伯野春彦 （医学博士／厚生労働省 医政局 地域医療計画課
土生栄二氏から講師変更
医師確保等地域医療対策室長 在宅医療推進室長）

「少子化対策について」

竹林悟史 （厚生労働省老健局介護保険課長
／前 雇用均等・児童家庭局総務課
少子化対策企画室長）

取材の現場から

第９回

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）

「若い世代から発信する日本の社会保障とは」

石川治江 （立教大学大学院
21世紀社会デザイン研究科特任教授）
学生（20代、30代、40代）

「エビデンスに基づく
子育て支援システムの構築」

日下部元雄 （株式会社オープン・シティー研究所
代表取締役 所長）
日下部笑美 （株式会社オープン・シティー研究所 共同代表）

「地域包括ケアシステムの構築と
市町村の役割について」

辺見 聡 （厚生労働省老健局振興課長）

「災害復興法学のすすめ
住民ニーズに応える災害救助法と
個人情報の徹底活用」

岡本 正 （銀座パートナーズ法律事務所 弁護士
／中央大学大学院公共政策研究科客員教授）

「子ども・子育ての現状と課題
〜実効ある少子化対策〜」

香取照幸 （厚生労働省雇用均等・児童家庭局長）

取材の現場から

谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

第10回 平成28年７月20日（水）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

講演・対談タイトル

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「財政再建と
地域包括ケア・コンパクトシティ構想」

小黒一正 （法政大学 経済学部教授）

「災害と住民保護」

安中 健 （厚生労働省大臣官房企画官 大臣官房人事課併任
／前 厚生労働省 健康危機管理・災害対策室長）

備考

江利川 毅
「地方自治と社会保障」

平成28年７月21日（木）

「医療と介護の連携と地域包括ケアシステム」

「新たな福祉ビジョンと生活保護制度の改革」

取材の現場から

第11回 平成28年11月16日（水）

平成28年11月17日（木）

（ 公立大学法人埼玉県立大学理事長
／公益財団法人医療科学研究所理事長
《元人事院総裁／元厚生労働事務次官
／元内閣府事務次官》）
城 克文 （厚生労働省保険局総務課長
／前 厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課長
《医政局、老健局併任》）
山本麻里 （厚生労働省内閣官房内閣審議官
〈雇用均等・児童家庭局併任〉
児童虐待防止等総合対策室長
／前 厚生労働省 社会・援護局 総務課長）
谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）

「日本財政の転換と社会保障
〜分断社会を終わらせる」

井手英策 （慶應義塾大学 経済学部教授）

「多死化時代の在宅看取り、グリーフケア」

髙本 眞左子 （一般社団法人 セルフケア・ネットワーク
代表理事）

「地方創生で日本の未来を拓く」

唐澤 剛 （内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
地方創生総括官）

「障がい者福祉政策の現在とこれから」

朝川 知昭 （厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部企画課長）

「健やかに老いる社会を築く為に」

尾崎守正 （厚生労働省大臣官房総務課企画官
〈老健局併任〉）

取材の現場から

谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）

蒲原基道氏から尾崎氏に講師変更
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

第12回 平成29年４月19日（水）

平成29年４月20日（木）

講演・対談タイトル

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「平成29年度の厚生労働省予算と制度改正
～医療、介護、福祉はこう変わる～」

度山 徹 （厚生労働省 政策統括官
（総合政策担当）付社会保障担当参事官室長）

「認知症高齢者と地域で暮らす」

柴田 範子 （NPO法人 楽 ひつじ雲 理事長）

「地域住民の命と健康を守るために
－地域包括ケアシステムと栄養士、
薬剤師の役割」

武田 俊彦 （厚生労働省 医薬・生活衛生局長）
漆畑 稔 （日本薬剤師会 相談役）
奥村 圭子 （三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座
《管理栄養士・介護支援専門員》）

「空き家を活用した住宅セーフティネット制度
―低所得世帯に家賃補助、
住宅金融支援機構から融資も」

伊藤 明子 （国土交通省 住宅局審議官）

「地方議員は首長、行政のチェック機能を
果たしているか」

浅野 史郎 （元宮城県知事、神奈川大学特別招聘教授）

取材の現場から

第13回 平成29年7月19日（水）

平成29年7月20日（木）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

社会保険研究所グループ
谷野浩太郎 （『社会保険旬報』編集長）
青山淳一
（『介護保険情報』編集長）
阿部正大
（『年金時代』編集長）

「 障がい者の就労～農福連携も含めて 」

内山 博之 （厚生労働省
社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長）

「 生活保護の新しい展開 」

鈴木 建一 （厚生労働省 社会・援護局保護課長）

「 社会保障は誰のため？何のため？ 」

権丈 善一 （慶應義塾大学商学部教授）

「 厚生労働省の考える『我が事・丸ごと』
地域共生社会とは 」

野﨑 伸一 （厚生労働省 政策企画官）

「 地域包括ケアシステムの深化と
地方自治体の役割」

三浦 明 （厚生労働省 医政局 経済課長《厚生労働省 老健局
前振興課長》）

取材の現場から

社会保険研究所グループ
（『社会保険旬報』、『年金時代』）
株式会社 社会保険出版社
株式会社 フィスメック

備考
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

第14回 平成29年11月15日（水）

平成29年11月16日（木）

講演・対談タイトル

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「 健康経営と地方自治体 」

尾形 裕也 （東京大学政策ビジョン研究センター
健康経営研究ユニット特任教授）

「 児童虐待防止に地域はどう関わるか 」

宮腰 奏子 （厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐防止対策
推進室長）
石川 治江 （ケア・センターやわらぎ代表理事）

「 夢をつむぐ子育て支援 」

吉田 学 （厚生労働省 子ども家庭局長）

「 厚生労働行政と地方自治体
－地域包括ケアシステムと関連して 」

谷内 繁 （厚生労働省大臣官房審議官 《老健担当》）

「 地方財政の課題－分配モデルからの転換」

田中 秀明 （明治大学政策研究大学院教授）

取材の現場から

第15回 平成30年 4月25日（水）

平成30年 4月26日（木）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

蒲原基道氏から講師
変更

社会保険研究所グループ
（『社会保険旬報』、『年金時代』）
株式会社 社会保険出版社
株式会社 フィスメック

「平成30年度
厚生労働省予算と地域共生社会への取組み」

野﨑 伸一 （厚生労働省 政策企画官）

「市町村はデータヘルスに如何に取り組むか」

鳥井 陽一 （厚生労働省 保険局国民健康保険課長）

「生活困窮者自立支援制度の見直しと
生活保護法の改正」

八神 敦雄 （厚生労働省 大臣官房審議官）

「 地域包括ケアシステムと
診療報酬・介護報酬改定 」

黒田 秀郎 （厚生労働省 保険局医療介護連携政策課長）

「子育て支援の新たな展開」

平子 哲夫 （厚生労働省 子ども家庭局母子保健課長）

取材の現場から

備考

社会保険研究所グループ
（『社会保険旬報』、『年金時代』）
株式会社 社会保険出版社
株式会社 フィスメック

人事異動のため
北澤 潤氏から講師変更
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

第16回 平成30年 7月25日（水）

平成30年 7月26日（木）

講演・対談タイトル

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「 地域包括ケアシステムと住宅対策」

武井 佐代里 （厚生労働省 老健局高齢者支援課長）

「 地域包括ケアシステムと民間事業者の役割」

佐藤 優冶 （一般社団法人『 民間事業者の質を高める』
全国介護事業者協議会理事長）

「 持続可能な介護保険制度に向けて」

濵谷 浩樹 （厚生労働省 老健局長）

「 厚生労働省の障がい者施策と自治体の役割」 三好 圭 （障害福祉課障害児・発達障害者支援室長）
「 健康寿命の延伸へ向けた
厚生労働省の取組みと自治体の役割」

取材の現場から

第17回 平成30年11月14日（水）

平成30年11月15日（木）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

間 隆一郎 （厚生労働省 健康局総務課長）
社会保険研究所グループ
（『社会保険旬報』、『年金時代』）
株式会社 社会保険出版社
株式会社 フィスメック

「 子どもの貧困 －現状と課題」

成松 英範 （厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課長）

「 障がい者も健常者も
自立できる社会を目指して」

山口 正行 （厚生労働省 障害保健福祉部障害福祉課障害児・
発達障害者支援室長）

「 地域包括ケアの成功例、失敗例に学ぶ」

山路 憲夫 （白梅学園大学「小平学・まちづくり研究所」所長）

「 2040年から考える社会保障」

伊原 和人 （厚生労働省 大臣官房審議官
〔総合政策（社会保障）担当〕）

「 地域共生社会を考える」

宮本 太郎 （中央大学法学部教授）

取材の現場から

社会保険研究所グループ
（『社会保険旬報』、『年金時代』）
株式会社 社会保険出版社
株式会社 フィスメック

備考

内山博之氏から講師変更
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

第18回 令和元年５月８日（水）

令和元年５月９日（木）

講演・対談タイトル

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「人口減少の現実（長期的、短期的）と
対応策（方向性）」

金子 隆一 （明治大学政治経済学部特任教授
〔前国立社会保障人口問題研究所副所長〕）

「社会保障・地方の課題とは？」

辻 哲夫 （東京大学高齢社会総合研究機構特任教授
元厚生労働事務次官）

「これからの高齢者福祉
－公的保険でやること地域でやること」

大島 一博 （厚生労働省老健局長）

「新年度厚生労働省予算の概要
－自治体にとっての影響は？」

横幕 章人 （厚生労働省大臣官房会計課長）

ランチブレイクセミナー

「厚生労働省の自殺対策
－自殺予備軍を地域で支える」
聴いてトクする社会保障

第19回 令和元年８月７日（水）

令和元年８月８日（木）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

（株）社会保険出版社 間宮 将人

萩原 竜佑 （厚生労働省社会・援護局総務課
自殺対策推進室室長補佐）
年友企画（株） 大山 均
（株）社会保険研究所 谷野 浩太郎

「少子高齢化社会における訪問看護の役割
－被災地の経験を踏まえて」

菅原 由美 （全国訪問ボランティアナースの会代表）

「空き家対策－都市の事情、地方の事情」

深井 敦夫 （国土交通省住宅局住宅総合整備課長）

「ごちゃまぜで進める地域包括ケア
・地域共生社会」

唐澤 剛 （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授
佐久大学客員教授、
前内閣官房まち・ひと・しごと創生本部地方創生総括官）

「児童虐待－児童福祉法の改正で
地方自治体がやるべきことは？」

成松 英範 （厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課長）

ランチブレイクセミナー

「認知症対策－その最新情報」
聴いてトクする社会保障

（株）社会保険出版社 太田 真吾

岡野 智晃 （厚生労働省老健局総務課 認症施策推進室長）
年友企画（株） 大山 均
（株）フィスメック 白崎 哲史
（株）社会保険研究所 谷野 浩太郎

備考
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

第20回 令和元年11月20日（水）

令和元年11月21日（木）

第21回 令和２年２月12日（水）

令和２年２月13日（木）

講演・対談タイトル

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局
講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「消費者保護の現在 ― 自治体に期待すること」 伊藤 明子 （消費者庁長官）
聴いてトクする社会保障 1
「医師の偏在対策と働き方改革、地域医療構想」

谷野 浩太郎（（株）社会保険研究所常務取締役）

「患者と家族を地域でどう支えていくか
― 第３期がん対策基本計画に沿って」

江浪 武志 （厚生労働省健康局 がん・疾病対策課長）

「障害者は社会を映す鏡
― 障害児教育と障害者就労から考える」

中島 隆信 （慶應義塾大学商学部教授）

「地域住民・地方自治体と国民年金」

大山 均 （年友企画（株） 代表取締役）

ランチブレイクセミナー
「地方自治体における
地域包括ケアシステムの取組例」

太田 真吾（（株）社会保険出版社）

「認知症対策－その最新情報」

岡野 智晃 （厚生労働省老健局総務課 認症施策推進室長）

聴いてトクする社会保障 ２
「アンガーマネジメント
― いま、求められている怒りのコントロール」

白崎 哲史（（株）フィスメック）

「社会保障改革の展望 ～2040年を見据えて～」 鈴木 俊彦 （厚生労働事務次官）
「子どもを巡る諸問題」

渡辺 由美子 （厚生労働省子ども家庭局長）

「地域共生と就職氷河期世代への支援」

伊原 和人 （厚生労働省政策統括官）

「診療報酬改定とこれからの医療」

八神 敦雄 （厚生労働省審議官）

ランチブレイクセミナー
「地方自治体における地域包括ケアシステムの取組例」

太田 真吾（（株）社会保険出版社）

聴いてトクする社会保障
「国民健康保険の都道府県単位化
― 保険料の平準化は進むか」」

谷野 浩太郎（（株）社会保険研究所常務取締役）

「社会保障再考 ―〈 地域〉で支える」

菊池 馨実
（早稲田大学法学学術院副学術院長 法学研究科長 教授/博士（法学））

備考
2日目講義1伊藤 明子氏（消費者庁長
官）と、1日目講義1大山均氏の講演が
入れ替わりました。
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地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回

日時

第22回 令和２年8月21日（金）

講演・対談タイトル

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「新型コロナウイルス感染症
～対策の現状と今後～」

鈴木俊彦 （厚生労働事務次官）

ランチブレイクセミナー
「地方自治体における
地域包括ケアシステムの取組例」
聴いてトクする社会保障
「公立・公的病院の再編・統合は進むか
― 地域医療構想に基づく提供体制整備の行方」

第23回 令和２年11月6日（金）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

間宮 将人（（株）社会保険出版社）

谷野 浩太郎（（株）社会保険研究所常務取締役）

「活力ある長寿社会に向けて
― 地方自治体への期待」

江利川 毅 （公益財団法人医療科学研究所 理事長、
元人事院総裁、元内閣府事務次官、元厚生労働事務次官）

「介護制度のこれから」

栗原 正明 （大臣官房企画官 老健局総務課企画官）

「新型コロナと社会保障」

伊原 和人 （厚生労働省政策統括官）

「ウィズコロナ社会の課題～感染拡大防止と社
会経済活動の両立」

梶尾 雅宏 （内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 内
閣審議官）

ランチブレイクセミナー
「地方自治体における
地域包括ケアシステムの取組例」

間宮 将人（（株）社会保険出版社）

聴いてトクする社会保障
「コロナ禍の職場不適応」

白崎 哲史（（株）フィスメック）

聴いてトクする社会保障
「審査支払機関の改革と国民健康保険」

谷野 浩太郎（（株）社会保険研究所常務取締役）

「これからの地域共生社会と地域福祉」

古都 賢一 （社会福祉法人 全国社会福祉協議会副会長）

「健康危機管理と災害対策」

髙島 章好（保険相互会社 法人営業開発室 調査役
/厚生労働大臣官房 健康危機管理・災害対策室長）

「コロナ禍に於いての介護保険事業
～地方自治体の役割～」

土生 栄二 （厚生労働省老健局長）

備考

13

地方から考える「社会保障フォーラム」セミナー R2.03.30改訂
回
第24回

日時
令和3年4月6日（火）

主催：地方から考える「社会保障フォーラム事務局

講演・対談タイトル

講師 （敬称略 ※所属は講演日のものとなります）

「新型コロナワクチン
開発の現状と地方自治体への希望」

今川 昌之 （一般社団法人日本ワクチン産業協会理事長）

（緊急事態宣言の期間
延長に伴い、4月6日火曜日に ランチブレイクセミナー
「地方自治体における
延期・変更しました)
地域包括ケアシステムの取組例」

備考

太田 真吾（（株）社会保険出版社）

聴いてトクする社会保障
「求められる自殺予防」

白崎 哲史（（株）フィスメック）

聴いてトクする社会保障
「コロナ禍の医療提供体制」

谷野 浩太郎（（株）社会保険研究所常務取締役）

「介護保険制度を巡る最近の動き」

笹子 宗一郎
（厚生労働省老健局認知症対策・地域介護推進課長）

「持続可能な社会保障制度を考える」

香取 照幸（上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授/
元厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
/前アゼルバイジャン共和国大使）

「令和時代の社会保障と働き方を考える
-令和2年版厚生労働白書を題材に」

武田 俊彦 （元厚生労働省医政局長）

渡邊由美子氏から武田俊彦氏に講師
が変更になりました。

