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日 時 2017 年 5 月 9 日（火）午後 1 時～10 日（水）午後 6 時 

会 場 都立多摩図書館セミナールーム JR 中央線・武蔵野線西国分寺駅徒歩７分 
    TEL：042-359-4020（東京-西国分寺 快速電車で 46 分、中央特快で 37 分＊国分寺駅乗換え 

受講料 28,000 円 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 

定 員 140 名（ご宿泊はご自身でお手配ください） 
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第 28 回 
 

日本国憲法施行７０年 

憲法の国家・地方自治構想とその現実 
―激動する情勢をひらく道とは何か 

本田浩邦氏 

（獨協大学教授） 

 

白藤博行氏 

（専修大学教授）  

 

 

池上洋通氏 

(自治体問題研究所理事) 

 

 

 

 ◆学校長 池上 洋通 

第28回 

アメリカのトランプ政権が広げる波紋、イギリスのＥＵ離脱とヨーロッパの新た

なうねり、韓国における大統領の罷免、とまらない北朝鮮の暴走…。 

日本の国内では―。南スーダンへの自衛隊派遣ととつぜんの「撤収」、沖縄の日米

軍事政策に見る国と地方自治体の衝突、文科省天下り・「森友学園問題」に見る「官」

と「民」の癒着、東芝の経営破綻を生み出した「原発」開発、「築地・豊洲問題」「東

京五輪」をめぐる都政の暗闇、６年過ぎても確かな展望が描けない東日本被災地の

現場、「子どもの貧困」が広がる下での教育行政の大転換―。 

私たちの目の前で、地鳴りが聞こえるような状況が広がっています。 

憲法を鏡として、いま起きている事態の本質を学び合い、地方自治の位置から展

望をひらくために、各分野の第一人者が率直に分かりやすく語ります。 

1講座１４０分 
とことん学び合います！ 

 
講座の魅力を学校長が語ります！ 

⇒https://youtu.be/37dZGjUKgVE 



  

第９回 

［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 

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９回 

 

第 28回 

第 28 回 
 

 

●東京駅から 
JR中央線で立川駅まで快速電車で 46分、中央特
快で国分寺駅乗換え 37分。 
●新横浜駅から 
JR横浜線で八王子駅乗り換え、中央線西国分寺駅
下車で約 1時間 4分。 
●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下車、28
分。 

都立多摩図書館セミナールーム 
東京都国分寺市泉町２－２－２６ 

 TEL ０４２－３５９－４０２０ 

 

「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） 

 

ＪＲ中央線・武蔵野線 

西国分寺駅南口 徒歩７分 



  
 

 

 

 

 

5/9（火） 

◆講義１ 13：15～15：35（講義１１０分・質疑応答 30 分） 

トランプ政権のアメリカと世界、そして日本 
―政治、経済から軍事までを語る 

講師:本田浩邦氏（ほんだ ひろくに 獨協大学経済学部教授、アメリカ経済論） 

 

 

講師：本田浩邦氏（ほんだ ひろくに 獨協大学教授、アメリカ経済論） 

１日目● 5 月9 日（火） 

5/10（水） 

n. 
12：30  受付開始 

13：00  開会の言葉、ガイダンス 

13：15 講義１ 本田 浩邦 

 質疑応答 

15：35 休憩 

15：50 講義２荒井 文昭 

質疑応答 

18：10 休憩 

18：30 休憩・移動 

18：30 交流会 

9：15 東日本大震災からの報告 

9：55 休憩 

10：10 講義３ 池上 洋通氏 

12：30 昼食・休憩 

13：30 講義１～３,情勢の質疑応答 

15：10 休憩  

15：25 特別講義 白藤 博行氏 

17：55 修了証及び次回学校開催 

    計画のお知らせ 

18：00 解散 

■1961 年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。■著書『アメリカの資本蓄積と社

会保障』（日本評論社、2016年）、「現代アメリカ経済分析」（共著、日本経済評論社、2013年）他） 

憲法の国家･地方自治構想とその現実 
―激動する情勢を開く道とは何か 

第 28回 

トランプ氏のアメリカ大統領就任、ヨーロッパでのナショナリズム台頭とＥＵのゆらぎ、中東・北朝鮮を

めぐる混迷が連動し、世界的にいま大きな変動期にさしかかっています。トランプ氏の暴走はとどまるとこ

ろを知らず、連日、矛盾に満ちた政策をうち出しています。書店にはトランプ関連本が平積みで、一般の関

心は高まっていますが、ほんとのところ、この政権は何をしようとしているのでしょうか。アジアやヨーロ

ッパはこれにどう対応するのでしょうか。一方で日本は、森友学園問題、東芝の巨額損失の問題、アベノミ

クスの行き詰まりなど、深刻な閉塞状態に陥っています。この講義では世界情勢を大きな視点からとらえ、

これからの日本のあり方を考えます。講師はアメリカ経済研究の第 1人者と目されています。 

 

。 

 

◆講義２ 15：50～18：10（講義１１０分・質疑応答 30 分） 

憲法が保障する教育権・学習権とは 
  ―学校教育・社会教育の現実から考える 
講師:荒井文昭氏（あらい ふみあき 首都大学東京教授、教育行政学） 

■1959 年生まれ。東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得満期退学■著書 「ふたつの憲法

を生きる 教育学者が次世代と語る戦後」（共著 花伝社 2016）、「教育管理職人事と教育政治」（大月書店 

2007年）、教育科学研究会編「現代教育のキーワード」（大月書店 2006年）、「市民立学校をつくる教育ガ

バナンス」（共著 大月書店 2005年）、「子どもの豊かな育ちと地域支援」（共著 学文社 2002年）他。 

 

 

 

18 歳選挙権が実現しましたが、学校教育でも社会教育でも政治教育をめぐる現状は十 分とは言えませ

ん。学校や公民館、図書館など教育施設もその再編統合がすすめられて いる自治体も増えています。教育

委員会制度も改定され、首長が総合教育会議を主催して大綱を決定することがすべての自治体に義務づけら

れました。本講座では、日本国憲法が構想した教育のあり方について、その原理に立ち返りながら、教育の

現実について考えあいます。 

 

◆懇親交流会＜自由参加＞５月９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。 



■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。 

 

  

◆憲法施行７０周年・特別講義 15：25～17：55（講義 120 分、質疑応答 30 分） 

       沖縄・辺野古から問う日本の地方自治 

          ―最高裁判所判決の論点を見る 
講師:白藤博行氏（しらふじ ひろゆき 専修大学法学部教授 日本学術会議会員） 

2 日目●５月10 日（水） 

21 日（木） 

◆第１講義〜第３講義,情勢についての質疑応答 13：30～15：10（120 分） 

■講師は 1952 年三重県生まれ。名古屋大学法学研究科博士課程単位取得満期退学。札幌学院大学助教授を

経て、現職。専門は地方自治法、行政法。憲法・国の法律体系と自治体の自治立法権の理論ではわが国の第

一人者です。地方分権改革のける「国の地方自治体への関与」について、地方自治体の立場に立って、積極

的な発言を行ってきました。■著書 「Q&A 辺野古から問う日本の地方自治」（2016自治体研究社）、「新し

い時代の地方自治像の探究」（2013 自治体研究社）、「行政法の原理と展開」（2012 法律文化社)、「橋下ポピ

ュリズムと民主主義」（2012自治体研究社)、「 3・11と憲法 」（2012日本評論社)、「 新基本法コンメンタ

ール 地方自治法 」（2011日本評論社）、「地方自治制度改革論」（2004自治体研究社）他 

◆講義３ 10：10～12：30（講義 110分・質疑応答 30分）  

憲法の地方自治原則とその現実的展開  
        ―ゆがみはどこから現われたのか 

 講師:池上洋通氏（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） 

 

◆東日本大震災からの報告 9：15～9：55 （報告 30分・質疑応答 10分） 

 

 

 いま、東京都政のゆがみが、全国からの注目を集めています。そのゆがみの根源をさぐっ

ていくと、日本国憲法の地方自治原則を無視し、軽視してきた政治・行政の現実に直面します。

しかもそれは、都政だけではなく、全国に広がっているのです。この講義では、あらためて日

本国憲法の地方自治原則の誕生からの歩みをたどり、それを無視した都道府県・広域行政の展

開と基礎的自治体に与えてきたひずみに目を配り、根本的な改革の方向を提起します。 

 現在、最もきびしく憲法原則が問われている沖縄県・辺野古の新基地建設問題について、2016

年 12月 20日に最高裁判所が判決を出しました。この講義では、最高裁判決を根本から検討し、

日本国憲法の地方自治原則からその論点を明らかにします。そこから浮かび上がるのは、沖縄

県だけではなく、私たち全体が直面している地方自治と民主主義の基本課題です。憲法施行 

70周年のいま、主権者の目線から、日本の地方自治のあるべき姿について第一人者が語ります。 


