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  2013年度事業日誌（2013年5月1日～2014年4月30日） 

 

5月21日  2012年度会計監査 

5月23日 第116回理事会・第82回評議員会合同会議 

5月23日 第70回月例研究会 

6月  4日 社会的企業研究会運営委員会 

6月18日 生活研第32回通常総会 

6月18日 総会記念シンポジウム 

6月27日 社会的企業研究会第2回総会 

6月27日 第69回社会的企業研究会 

7月  3日 労働関係シンクタンクフォーラム幹事会 

7月  5日 第10回自治体の自律システム研究会 

7月12日 第70回社会的企業研究会 

7月23日 第50回「生活経済政策」編集委員会 

7月23日 第16回新しい社会システム研究会 

8月30日 社会的企業研究会運営委員会 

9月  6日 民主党再建プロジェクト（仮）第1回準備会 

9月18日 国際シンポジウム「政治をあきらめない理由」 

10月  6日 第6回比較労働運動研究会 

10月19日 第71回社会的企業研究会 

 10月21日 国際シンポジウム「良き社会をつくる－欧州と日本の課題」 

 11月22日 第14回労働関係シンクタンクフォーラム 

 11月27日 2013年度第1回生活研のあり方検討委員会 

 11月28日 2013年中間監査 

 11月30日 第72回社会的企業研究会 

 12月  5日 民主党再建プロジェクト（仮称）第1回合同会議・レセプション 

 12月10日 第118回理事会・第83回評議員会合同会議 

 12月10日 第1回生活研フォーラム（旧月例会） 

 12月14日 第73回社会的企業研究会 

12月14日 社会的企業研究会運営委員会 

12月20日 第1回日本における復興のあり方についての研究会（復興研） 

12月26日 政府予算分析プロジェクト 

 1月11日 第7回比較労働運動研究会 

1月14日 シンポジウム「地域生活支援の新しい戦略－困窮化と高齢化を超え」 

1月20日 国際シンポジウム「ポスト第三の道の福祉レジーム改革」 

1月27日 第51回「生活経済政策」編集委員会 



1月27日 第74回社会的企業研究会 

2月13日 民主党再建プロジェクト（仮称）第1回政治部門研究会 

2月14～17日 復興研現地調査 

2月26日 第2回復興研 

2月26日 民主党再建プロジェクト（仮称）第1回政策部門研究会 

3月  4日 第75回社会的企業研究会 

3月  7日 社会的企業研究会運営委員会 

3月13日 民主党再建プロジェクト（仮称）第2回政治部門研究会 

3月24日 民主党再建プロジェクト（仮称）第2回政策部門研究会 

4月  8日 民主党再建プロジェクト（仮称）第3回政治部門研究会 

4月12日 第8回比較労働運動研究会 

4月18日 第76回社会的企業研究会 

4月21日 民主党再建プロジェクト（仮称）第3回政策部門研究会 

4月25日 2013年度第2回生活研のあり方検討委員会 
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         研究会委員構成 一覧 （敬称略） 

 

「比較労働運動」研究会 

主 査  新川敏光 京都大学教授 

 〃   篠田 徹 早稲田大学教授 

委 員  磯崎典世 学習院大学教授 

     伊藤 武 専修大学准教授 

     今井貴子 成蹊大学教授 

     小川有美 立教大学教授 

     小川正浩 生活研参与 

     杉田弘也 神奈川大学・青山短期大学講師 

     鈴木 玲 法政大学教授 

     田中拓道 一橋大学准教授 

     中北浩爾 一橋大学教授 

     水島治郎 千葉大学教授 

     安井宏樹 神戸大学教授 

     横田正顕 東北大学教授 

事務局  大門正彦 生活研専務理事 

     福田直人 生活研研究員 

 

「日本における復興のあり方についての」研究会  

主 査  大沢真理 東京大学教授 

委 員  池田恵子 静岡大学教授  

     今井 照 福島大学教授 

     岩﨑 忠 自治総研研究員 

高端正幸 新潟県立大学准教授 

萩原久美子 下関市立大学教授  

李 善姫 東北大学東北アジア研究センター専門研究員 

事務局  皆川満寿美東京大学社会科学研究所研究員  

     福田直人 生活研研究員 

 

「自治体の自律システムについての」研究会 

主 査  辻山幸宣 自治総研所長 

委 員  稲沢克祐 関西学院大学教授 

     小原隆治 早稲田大学教授 

     飛田博史 自治総研研究員 



沼尾波子 日本大学教授  

     三木由希子 情報公開クリアランス理事  

オ ブ  高山尚子 連合総研研究員 

事務局  大門正彦 生活研専務理事 

     福田直人 生活研研究員 

 

「人口減少社会の公共サービスと提供主体のあり方に関する」研究会 

主 査  辻山幸宣 自治総研所長 

副主査  宮本太郎 中央大学教授 

委 員  井上信宏 信州大学准教授 

     今井 照 福島大学教授 

     小田切徳美 明治大学教授 

     沼尾波子 日本大学教授 

オ ブ  高山尚子 連合総研研究員 

事務局  大門正彦 生活研専務理事 

            

「民主党再建（仮称）」プロジェクト 

総 括  住沢博紀 日本女子大学教授 

 

政治部門研究会 

主 査  山口二郎 法政大学教授 

委 員  遠藤誠治 成蹊大学教授 

     高安健将 成蹊大学教授 

武田宏子 東京大学准教授 

     中北浩爾 一橋大学教授 

     堀江孝司 首都大学准教授 

専門委員 杉田 敦 法政大学教授 

     小川有美 立教大学教授 

 

政策部門研究会 

主 査  大沢真理 東京大学教授 

委 員  駒村康平 慶応大学教授 

宮本太郎 中央大学教授 

専門委員 浅倉むつ子早稲田大学教授 

     アンドリュー・デウィット 立教大学教授 

井手英策 慶応大学教授 

     金子 勝 慶応大学教授 

     高橋伸彰 立命館大学教授 



      中野麻美 弁護士  

沼尾波子 日本大学教授 

星野 泉 明治大学教授 

松信ひろみ駒澤大学教授 

町田俊彦 専修大学教授 

水野和夫 日本大学教授 

                   

事務局  大門正彦 生活研専務理事 

      福田直人 生活研研究員 
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月刊誌『生活経済政策』総目次 

2013年6月号（No.197）～2014年5月号（No.208） 

                    

2013年6月号（No.197）  

〈明日への視角〉                     

◇今日の憲法改正論議に思う／岡部謙治                         

〈連載〉雇用とジェンダー[1]            

◇第三次均等法改正／浅倉むつ子               

〈特集〉安倍政権を考える 

◇特集にあたって／中北浩爾 

◇歴史認識を欠くアベノミクス／水野和夫                       

◇外交・安全保障政策-東アジア国際秩序の構造変動の中で考える－／遠藤誠治                                                    

◇憲法改正問題を考える／阪口正二郎 

◇原発という不良債権処理が急務／金子勝                              

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[2] 

◇グローバル化とブラジルの財政再建／水上啓吾                                                        

〈書評〉中北浩爾著『現代日本の政党デモクラシー』／小川有美                                   

 

2013年7月号（No.198） 

〈明日への視角〉 

◇懐かしい未来／神野直彦 

〈連載〉異端の経済学[1]  

◇「社会的共通資本」／高橋伸彰 

〈特集〉参議院選2013－問われる民主主義とその行方 

◇はじめに／萩原久美子 

◇戦後民主主義の危機か転換か－アベノミクスと改憲論の背後で／宇野重規                       

◇政府間財政関係における再集権化／町田敏彦 

◇国会のもう一つの「格差」問題－女性の政治参画／糠塚康江 

◇社会保障と税の一体改革のその後-微修正か抜本改革か／微調整か抜本キックか 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[3] 

◇ドイツにおける債務累積回避的な財政金融関係への分岐／嶋田崇治                                                   

〈書評〉杉田 敦著『政治的思考』／武田宏子                                   

 

2013年8月号（No.199） 

〈明日への視角〉 

◇最悪のシナリオが見えてくる／人見一夫 



〈連載〉家族とジェンダー[1]  

◇女性のエンパワーメントと家族／松信ひろみ 

〈特集〉社会的ガバナンスをとりもどす－世界から日本への示唆 

◇社会をとりもどすガバナンス選択の政治／小川有美 

◇市場経済に対抗する新しいガバナンスは可能なのか－韓国「経済民主化」の現状と課

題－／安 周永 

◇戦後ドイツの福祉国家と政治－近年の動向と日本への示唆／近藤正基 

◇欧州経済危機のなかのスペイン市民社会－15-M運動による新しい空気－／中島晶子 

◇家族政策における合意形成とは何か－フランスの事例から－／千田 航 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[4] 

◇ドイツにおける社会保障財政改革と増税－社会保険中心のモデルからの変化－／福田

直人 

〈書評〉小熊英二著『社会を変えるには』／篠田 徹 

 

2013年9月号（No.200） 

〈明日への視角〉 

◇民主党の再生は「党の創り直し」で／田辺 誠 

〈連載〉組合時評[2]  

◇2013参院選と労働政治／篠田 徹 

〈特集〉6・18 生活経済政策研究所総会記念シンポジウム「共生社会・日本をつくるた

めの政策課題と野党第一党の責任 

［6・18生活研シンポジウムへの2ヵ月後のコメント］ 

◇日本の貧困層とはだれか／大沢真理 

◇対抗勢力の理念、政策的プラットホームを／山口二郎 

◇民主党のローカルな、そしてグローバルな位置づけのために／住沢博紀 

［6・18生活経済政策研究所総会記念シンポジウム］ 

共生社会・日本をつくるための政策課題と野党第１党の責任 

コーディネーター／住沢博紀 

パネリスト／大沢真理／山口二郎／駒村康平／宮本太郎／星野 泉／松信ひろみ 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[5] 

◇再配分を拒否するイギリス 

－毀損する社会保障への信頼、進展する社会分断－／佐藤 滋 

〈投稿論文〉若年者の雇用を考える 

－雇用の社会的構造の変化と対策の現状について－／上杉真子 

〈書評〉大島通義著『 予算国家の〈危機〉－財政社会学から日本を考える』／高端正幸  

 

2013年10月号（No.201） 

〈明日への視角〉 



◇東京オリンピックと原発事故／田中 学 

〈特集〉雇用流動化と格差拡大 

◇特集にあたって／杉浦浩美 

◇雇用の流動化と格差・貧困の拡大 

－安倍労働改革の批判的検討－／伍賀一道 

◇「限定正社員」導入と新たな雇用破壊／脇田 滋 

◇雇用流動化と若者 

－自壊する日本型雇用システムの関係をめぐって－／石井まこと 

◇雇用の女性化・非正規化が正社員に与える影響／村尾祐美子 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[6] 

◇フランスの社会保障財源改革－増税を可能にする条件－／小西杏奈 

〈連載〉雇用とジェンダー[2] 

◇マタニティ＆パタニティ・ハラスメント／浅倉むつ子 

〈書評〉村松文人編著 

『企業の枠を超えた賃金交渉－日本の産業レベル労使関係』／髙木郁朗 

 

2013年11月号（No.202） 

〈明日への視角〉 

◇望ましいデフレ対策とは何か／柴田德太郎 

〈連載〉異端の経済学[2] 

◇国富論／高橋伸彰 

〈特集〉社会保障制度改革国民会議報告を読む 

◇特集にあたって 

－社会保障制度改革国民会議報告書とプログラム法案を考える／駒村康平 

◇社会保障制度改革国民会議報告書をどう読むか／一圓光彌 

◇子ども・子育て支援と社会保障制度改革－少子化対策のラストチャンス／吉田正幸 

◇国民健康保険の保険者の都道府県移行の評価／新田秀樹 

◇介護分野の提言に関する評価－地域の才覚が問われる時代に－／齋藤香里 

◇国民会議が示した年金制度の課題と不十分な記述への懸念／中嶋邦夫 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[7] 

◇ドイツの税制度と財政再建／佐藤一光 

◇「ポスト第3の道」フェビアン協会／住沢博紀 

〈書評〉井手英策著『日本財政 転換の指針』／諸富 徹 

 

2013年12月号（No.203） 

〈明日への視角〉 

◇「世代間連帯」のかたち／中村良広 

〈連載〉家族とジェンダー[2] 



◇LGBTカップルと家族／松信ひろみ 

〈特集〉労働組合に未来
あした

はあるか －連合評価委員会最終報告から10年－ 

◇特集にあたって／中北浩爾 

◇「取りまとめた者」から「希望の戦士」達へ／神野直彦 

◇10年たっても「闘う労組」は再生せず／早房長治 

◇連合評価委員会10年を振り返る／高橋 均 

◇インサイダー戦略を超える－ナショナルセンターとしての可能性－／髙木郁朗 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[8] 

◇財政再建下におけるデンマークの予算強調制度／倉地真太郎 

〈書評〉中村良広著『所得税改革－日本とドイツ－』／星野 泉 

 

2014年1月号（No.204） 

〈明日への視角〉 

◇武器輸出三原則は本義にそった議論を／浜谷 惇 

〈連載〉組合時評[3] 

◇AFL₋CIOの新構想で考える／篠田 徹 

〈特集〉2014から2030へ －次世代に希望ある社会を 

◇まえがき／小川有美 

〈座談会〉2014から2030へ －次世代に希望ある社会を 

          小川有美／宇野重規／諸富 徹／竹中千春 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[9] 

◇アメリカにおける所得税中心主義の維持と増税を巡る議会内議論／吉弘憲介 

〈論文〉「ポスト・デモクラシー」論と「戦後デモクラシー」の間／網谷龍介 

〈書評〉坪郷 實著『脱原発とエネルギーの政策の転換－ドイツの事例から－』 

／アンドリュー・デウィット 

  

2014年2月号（No.205） 

〈明日への視角〉 

◇普天間基地移転と本土の市民／辻山幸宣 

〈連載〉雇用とジェンダー[3]  

◇女性障害者に対する複合差別／浅倉むつ子 

〈特集〉2014年度政府予算の分析と課題 

◇［総論］消費税増税による歳出拡大と国債減額／町田俊彦 

◇［各論Ⅰ］家計圧迫、企業優遇型の2014年度税制改革／片桐正俊 

◇［各論Ⅱ］「新規国債発行と財政投融資」減額予算の意味／江川雅司 

◇［各論Ⅲ］過渡期にある公共事業予算／浅羽隆史 

◇［各論Ⅳ］消費税増収による「社会保障の充実」し社会保障関係予算／吉岡成子 



◇［各論Ⅴ］揺らぐ地方財政調整のあり方／星野 泉 

◇［特論Ⅰ］東日本大震災の復旧・復興及び原子力関連予算、文教関係予算／関口 浩 

◇［特論Ⅱ］特別会計と独立行政法人の改革／兼村高文 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[10] 

◇スウェーデンにおける地方財政規律の高さをどうみるか 

－普遍主義的福祉国家の政府間財政関係－／高端正幸 

〈書評〉平山洋介・斎藤浩編『住まいを再生する－東北復興の政策・制度論』 

／佐藤和宏 

 

2014年3月号（No.206） 

〈明日への視角〉 

◇3.11からの3年間をふりかえって－新たな決意－／氏家常雄 

〈連載〉異端の経済学[3] 

◇F・A・ハイエク著『自由の条件Ⅰ～Ⅲ』／高橋伸彰 

〈特集〉日本企業に女性の活躍推進は可能か 

◇特集にあたって／杉浦浩美 

◇日本企業で女性が本当の意味で活躍することは可能か？／脇坂 明 

◇就職結果における男女差は縮小してきたか／三輪 哲 

◇キャリア継続と両立支援－女性の活躍機会の拡大に向けて－／池田心豪 

◇男女雇用機会均等法制定から今日／南部美智代 

〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[11] 

◇1990年代のスウェーデンにおける財政再建と予算制度改革／伊集守直・古市将人 

〈連載〉21世紀の社会民主主義のために[3] 

◇分岐点にたつドイツ社民党SPD／住沢博紀 

〈書評〉『排除にあう人々の就労を創る 柏井宏之×闘う仏教！ 高根英博』 

／米倉克良 

 

2014年4月号（No.207） 

〈明日への視角〉 

◇「見えない労働」をなめてきたツケ／竹信三恵子 

〈連載〉家族とジェンダー[3] 

◇母親の育児ストレスと父親の育児／松信ひろみ 

〈特集〉ポスト都知事選―日本の未来と東京 

◇はじめに／萩原久美子 

〈座談会〉地方政治はどこまで国政に迫れるか ― 暮らし、開発、脱原発 

              住沢博紀／青山 佾／サーラ・スヴェン／山口二郎 

◇職場で地方政治を語れ―政党と労働組合との接点／南雲弘行 

 



〈連載〉先進国における財政再建への挑戦[12] 

◇1990年代アメリカの財政再建と予算制度改革／谷 達彦 

〈書評〉今井 照著『自治体再建－原発避難と「移動する村」－』／辻山幸宣 

 

2014年5月号（No.208） 

〈明日への視角〉 

◇二つの主要危機後、世界ガバナンスの変化／西川 潤 

〈特集〉アベノミクスと財政 

◇はじめに／星野 泉 

◇アベノミクスと財政健全化／中野英夫 

◇英国キャメロン政権の緊縮政策とアベノミクス／兼村高文 

◇フィンランドにおける成長戦略と構造改革／小野島真 

◇韓国朴槿惠政権の経済革新3ヵ年計画とアベノミクス／中村虎彰 

〈報告〉移民・多文化主義・労働運動／新川敏光 

〈連載〉組合時評[4]  

◇労使関係論、労働組合論の行方／篠田 徹 

〈書評〉網谷龍介・伊藤武・成廣孝編『ヨーロッパのデモクラシー』／小川有美 


