今回の学校のポイント
◎日本憲法学の第一人者の杉原泰雄先生が講義

第 25 回

◎シンポジウムに村上元東海村村長等が出席し、
沖縄・原発等と自治の課題を話し合います
◎「地方創生」を環境経済学の視点から考えます
◎18 歳選挙権が自治体と議会に求めているもの

◆学校長 池上 洋通

「改正」に直面する憲法と地方自治
の課題―その基本から考える
◆記念講演
日本国憲法の立憲主義と平和主議・
人権保障・民主主義
講師：杉原

泰雄（一橋大学名誉教授）

◆シンポジウム
憲法公布 70 年―地方自治の歩みと直面する課題

神子島 健（成城大学非常勤講師）

◆講義 1 地域社会の持続可能な発展
をどう展望するか
～「自然資源経済論」から見た「地方創生」～
講師：寺西 俊一 （一橋大学名誉教授）

歳選挙権が
地方自治に問うもの

達也（元茨城県東海村村長）

講師：池上 洋通

村上

光義（京都府立大学教授）

「(議員の学校」学校長、
自治体問題研究所理事）

◇シンポジスト／川瀬

◆講義２
18

大好評です―政党会派を超えて、だれもが参加できる議員の学校です
●第一線に立つ研究者が、自治体の実際例をあげて分かりやすく講義します
●東日本大震災・被災地からのナマの実践報告が、参加者の胸をうちます。
●参加者と講師が一体になるシンポジウム―笑い声が会場にあふれます。
●率直に語り合う懇親交流会で、自治体をこえた結びつきが生まれます。
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2016 年 5 月 10 日（火）午後１時～11 日（水）午後 4 時 05 分
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TEL：042-526-1311（東京-立川
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新しい
割引制度
を導入！

28,000 円

JR 中央線立川駅南口徒歩 13 分

快速電車で 50 分、中央特快で 41 分）

再受講 26,000 円／町村議員 25,000 円／多摩住民自治研究所会員 23,000

円／新規多摩研入会の方 22,000 円＊被災県（岩手県・宮城県・福島県）の方は 10,000 円

70 名（ご宿泊はご自身でお手配ください）
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第 25 回

「改正」に直面する憲法と地方自
治の課題－その基本から考える
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12：30
13：00
13：15
14：45
15：00
15：15
17：00
17：15
18：15
18：30

9：15
11：00
11：15
12：15
13：15
13：30
15：00
16：00

受付開始
開会のことば、ガイダンス
記念講演 杉原 泰雄
質疑応答
休憩
シンポジウム
休憩
実践報告
休憩・移動
懇親交流会

16：05

講義１ 寺西 俊一
休憩
グループワーク
休憩・昼食
グループワークの意見発表
講義２ 池上 洋通
全体にわたる質疑応答
修了証及び次回学校開催計
画の伝達。閉会のことば
解散

１日目● ５月 10 日（火）
◆記念講演

13：15～15：00（講義 90 分・質疑応答 15 分）

日本国憲法の立憲主義と平和主義・
人権保障・民主主義
講師：杉原 泰雄

（すぎはら やすお 一橋大学名誉教授、憲法）

いま、憲法をめぐる情勢がはげしく動き、政権党が「憲法改正」を選挙公約にかかげました。制定公布 70
周年をむかえる日本国憲法について、その基本思想・理念から学ぶときです。講義では、｢憲法とは何か―立
憲主義の原理｣を踏まえたうえで、民主主義と恒久平和主義の実現を目ざす日本国憲法の構想した国家につい
て、中央政府・地方自治政府の全体にわたって、その理念と権力構造を、分かりやすく語ります。
■1930 年生まれ。一橋大学名誉教授。日本憲法学の第一人者。日本公法学会理事、全国憲法研究会代表、第
（岩波書店 2014 年）
、
「日本国憲法の地方自治」
（自
17 期学術会議会員など歴任｡ ■著書「憲法読本・第４版」
治体研究社 2014 年）
、
「憲法と公教育」
（勁草書房 2011）
、
「憲法と資本主義の現在」
（勁草書房 2010 年）
、
「新
、
「憲法と国家論」
版体系憲法事典」
（編集代表、青林書院、2008 年）、
「憲法と資本主義」
（勁草書房 2008 年）
（有斐閣 2006 年）ほか多数｡ ■学究・著作のほか、数多くの市民講座で講師をつとめてきました。

◆シンポジウム

15：15～17：00（討議 105 分）

神子島 健

（かごしま たけし

1943 年生まれ。1997 年に茨城県
東海村村長に就任。在任中、東
海村 JCO 臨界事故、福島第一原
子力発電所事故を経験。2013 年
9 月任期満了に伴い退任。脱原
発をめざす首長会議世話人。

成城大学講師）

村上 達也

（むらかみ たつや

1955 年生まれ。専門は地方財
政学。基地所在自治体を研究。
『基地維持政策と財政』(日本
評論社 2013)で沖縄タイムス社
から『沖縄研究の父』の名を冠
する伊波普猷賞を授与される。

元東海村村長）

川瀬 光義

京都府立大学教授）

シンポジスト

（かわせ みつよし

憲法公布７０年―地方自治の歩みと直面する課題

1978 年生まれ。東京大学総合
文化研究科博士課程修了。近
代日本の戦争認識を小説や
思想のテクストを通して研
究。著書『戦場へ行く、戦場
から還る』
（新曜社 2012 年）

◇コーディネーター/池上 洋通（「議員の学校」学校長／自治体問題研究所理事）
◇コメンテーター/杉原 泰雄（一橋大学名誉教授）
◆実践報告－東日本大震災の現場から 17：15～18：15

◆懇親交流会＜自由参加＞５月１０日（火）18：30～20：30
夕食会をかねて、参加者と講師が自由に語り合う会です。＊別途、お申込みが必要です。

2 日目●5 月 11 日（水）
◆講義 1

9：15～11：00（講義 90 分・質疑応答 15 分）

地域社会の持続可能な発展をどう展望するか
～「自然資源経済論」から見た「地方創生」～
講師：寺西 俊一

（てらにし しゅんいち 一橋大学名誉教授）

日本の農林水産業は都市への人口流出により、担い手を奪われてきました。いま、大震災・原発事故な
どに加え、ＴＰＰなど市場経済のグローバル化に直面しています。どうすれば、地域の産業と社会を持続
的に発展させることができるのか、また、政府の「地方創生」とどう向き合えばよいのか。環境経済学・
自然資源経済論の立場から、オーストリアの農山村自治体の取組みの紹介と合わせ、お話しいただきます。
■1951 年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科教授経て、現在一橋大学特任教授。自然資源経済論プロジ
ェクト代表。環境経済・政策学会会長。日本環境会議理事長。2002 年アジア・太平洋環境会議功労賞受賞
■著書

「自然資源経済論入門＜１＞＜２＞＜３＞」（共編著、中央経済社、2010～2013）、
「地球環境保

全への道」
（共編著、有斐閣選、2006 年）
、
「環境共同体としての日中韓」（監修、集英社、2006 年）、「地
球環境問題の政治経済学」
（東洋経済新報社 1992）
、
「アジア環境白書」
（編著、東洋経済新報社）ほか。

◆グループワーク（政策交流会）11：15～12：15（討議 60 分）

「地方版総合戦略」―自治体の取組みを学び合う
◆グループワークの意見発表 13：15～13：30（報告 15 分）
◆講義２

13：30～15：00（講義 90 分）

１８歳選挙権が地方自治に問うもの
講師：池上 洋通

（いけがみ ひろみち）

（
「議員の学校」学校長、自治体問題研究所理事）
明治以来の日本の選挙の歴史を振り返ると、選挙権は与えられたものではなく、多くの人たちのきびしい
努力の成果であることが分かります。では、１８歳選挙権の実現が意味するものは何か。そもそも選挙権は、
人権全体の構造のどこに位置付けられるのか。１８歳選挙権は地方自治体の政治・行政や議会に何を求めて
いるのか、などなど―その基本から現実的な制度・政策の展開について分かりやすく語ります。
■1941 年静岡県生まれ。講師は、自治体職員、研究機関常勤役員、大学講師などの経験を持つ地方自治理
論・政策の実践的研究者で、全国各地で数多くの講演や研究活動を行ってきました。著書・論文は、地方
自治体論、地域分析をはじめとして、保健医療、社会福祉、教育、防災など、地方自治体の政策の全分野
にわたっています。■著書

「大震災 復興へのみちすじ」共著（自治体研究社 2011）
、
「市町村合併・こ

れだけの疑問」
（自治体研究社 2001）
、
「人間の顔をしたまちをどうつくるか」
（自治体研究社 1998）他多数。

◆全体にわたる質疑応答

15：00～16：00（60 分）

［参加費］28,000 円（表示価格はすべて消費税込）

＊再受講 26,000 円／町村議員 25,000 円／多摩住民自治研究

第９回
第
25 回

所会員 23,000 円／新規多摩研入会の方 22,000 円

＊被災地の岩手県・宮城県・福島県の方は 10,000 円

＊ご宿泊はご自身でお手配ください。
下記の申込書を FAX または e-mail でお送りください。

FAX：042-514-8096
e-mail: tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp
FAX またはメールで受講希望を受け付け次第、受講案内、郵便振替用紙、
宿泊施設案内等をお送りします。

第
25 回
第９回

議員の学校 参加申込書

■割引対象チェックリスト
―下記項目に該当する方は☑して下さい

□再受講
□町村議員
□多摩住民自治研究所会員
□新規多摩研入会の方
□被災地（岩手県・宮城県・福島県）

たましん RISURU ホール第 1 会議室
東京都立川市錦町 3-3-20 TEL042-526-1311
立川駅南口よりすずらん通りを直進。徒歩 13 分。

●東京駅から
JR 中央線で立川駅まで快速電車で 50 分、中央特
快で 41 分、620 円。
●新横浜駅から
JR 横浜線で八王子駅乗り換え、中央線（新宿方面
行立川駅下車）で約 52 分、780 円。
●大宮・浦和方面から
南浦和駅から JR 武蔵野線で西国分寺駅乗り換え、
中央線（高尾方面行立川駅下車）で 44 分、540 円。

