
1 

 

日本地方政治学会・日本地域政治学会 

東京大会プログラム 

201７年統一テーマ「継続と変容：政治学と法学の邂逅」 

 

◆理事長挨拶                                      白鳥 浩  

 近年、これまでの日本および世界の政治や法体系の劇的な変化が叫ばれるようにな

ってきた。確かに、我が国における２０１５年の安保関連法案の成立や、初の女性都知

事の選出、世界における英国の欧州連合（EU）の離脱、政治経験のないアメリカ大統

領の出現など、これまで、われわれが政治や法の常識と考えていた概念からは、新しい

と思われる展開も見出されるようになってきている。 

 本年の２０１７年においても 、今上陛下のご退位の意向を受けた天皇制の変容、東

京都知事の意向を受けた初の地方政党である「都民ファーストの会」の出現など、新た

な変化について注目すべき展開が存在する。しかしながら、これらの新たな変化につい

ては、これまで、アカデミックに議論されることは必ずしも多くなかったというのが現状

ではないだろうか。 

 日本国憲法は、天皇陛下の国政上の位置から始まる。陛下のご退位のご意向は、近

代日本の政治史上、存在しえなかった政治学的な課題を提起すると同時に、現行の日

本国憲法上の天皇という存在自体に対する法学的な課題を提起するものでもある。ま

た、このご意向をどのように位置づけるかについても、政治学的、法学的な新たな課題

を投げかけるものでもある。 

 また、制度としての１８歳選挙権の導入という法学的な課題を乗り越え、今年は施行

一年を迎える。こうした法的な制度変容を受けて、有権者はどのように変わっていった

のか、そして今後の政治過程にどのように影響があるのかというのは、政治学的な将

来の課題である。そこにおいては、少子高齢化の中で、「永遠のマイノリティ」としての若

年層のエンパワーメントをどのように実現するか、そしてそのための主権者教育をどの

ように実践していくかという課題も存在している。 

 本学会では、例年行っている主権者教育の一環として、本年は「明日の東京の政策

を学ぶ大演説会２０１７」と題して、各政党の代表者をお招きし、本学会会員の講義を

受講している関心のある大学生とともに、来る東京都議会議員選挙や、今後の総選

挙に向かって、どういったところに政策的な力点があるのかを知る機会を提供する試み

を行っていく。そして、そこで提起された未来の政策が、どのように法律や条令として制
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度化していくのか、そうした政治学的、法学的プロセスの理解にも役に立つものと考え

ている。 

 このように、今年の日本地方政治学会・日本地域政治学会は、現代においては、こ

れまでの「継続」の上で、近年起こってきた「変容」の向こうにある、政治学的、法学的

な課題を再考し、未来の地方政治・地域政治における政治学、法学の在り方を考察す

ることを全体テーマとする。   

 今年は、本学会理事の林弘正教授にお世話になり、武蔵野大学にて、東京大会を

開催することとなった。林先生をはじめ、武蔵野大学の皆様の開催へのご協力にこの

場を借りて、感謝申し上げる次第である。また、大阪大学名誉教授河田潤一先生を記

念講演の講師としてお迎えし、地域の政治を比較する視座を検討する。また、海外から

もジュネーブ大学名誉教授の Jan-Erik Lane先生をお迎えし、グローバルな地域の問

題に関して理解を深めることとする。さらに、前内閣総理大臣である民進党の野田佳

彦先生、さらに地元選出の自民党の秋元司先生をお迎えし、今後の日本の地方政

治・地域政治のあり方について示唆を賜るものである。  

 今年の東京大会でも、会員の皆様とこうした貴重な知見を共有することで、地方政

治、地域政治のさらなる理解、そしてさらなる発展へとつながるものと確信する。こうし

た試みが今後の日本の地方政治・地域政治に新しい視座を広げることができることを

願うものである。今年も、多くの関心のある方のご来場を武蔵野大学でお待ち申し上

げる次第である。 

  

 

◆議会見学 

日 時：２０１７年６月２日（金）、 

会 場：中央区議会 １５時から 

〒104-8404 東京都中央区築地一丁目 1番 1号 

交通アクセス 

東京メトロ有楽町線 新富町駅 1番出口 徒歩 1分 

東京メトロ日比谷線 築地駅 3・4番出口 徒歩 5分 

都営バス 錦 11 築地二丁目停留所 徒歩 2分  

     

◆研究大会  

日 時：２０１７年６月３日（土）、４日（日） 

会 場：武蔵野大学有明キャンパス 3号館 

    〒１３５－８１８１ 東京都江東区有明３－３－３ 

開催校理事：林 弘正（武蔵野大学） 

 



3 

 

-------------------------------------------------------- 

研究大会１日目 ６月３日（土） 

------------------------------------------------------- 

【開会の挨拶】 ８：５５～９：００             副理事長 浅野 善治 

 

【分科会 A, B】９：００～１０：１５ 

◆分科会 A 3-301教室 

ジャーナリストセッション 「独立」について考える 

司 会：浅野一弘（札幌大学） 

報 告：新垣 毅（琉球新報社） 

     沖縄の自己決定権（仮） 

    志子田 徹（北海道新聞社） 

     スコットランド独立の挑戦（仮） 

討 論：小南浩一（兵庫教育大学） 

 

◆分科会 B 3-302教室 

NHKパネル 「１８歳選挙権施行１年（仮）」 

司 会：杉田 淳（NHK報道局） 

報 告：NHK若手職員（NHK報道局） 

討 論：岡本哲和（関西大学） 

 

【分科会 C, D】１０：１５～１１：３０ 

◆分科会 C 3-301教室 

地方議員パネル 

 

司 会：苫米地真理（衆議院議員政策秘書・法政大学大学院政策科学研究所） 

報 告：高田ヒロシ（厚木市議会議員） 

     日本一の環境基本条例を目指して 

    木村 真 （豊中市議会議員） 

     森友学園問題―地域の“ちょっと気になること”から国政を揺るがす疑獄へ 

討 論：岡本三彦（東海大学）  

 

◆分科会 D 3-302教室 

行政不服審査パネル 

司 会：外山公美（立教大学） 

報 告：高田 賀夫     新たな行政不服審査制度の概要について 
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討 論：外山公美（立教大学） 

 

【昼食・理事会】 １１：３０～１２：３０ 

◆理事会 １３A会議室 

【総 会】 3-301教室    １２：３０～１３：００        

【学会賞表彰・記念講演】 3－301教室 １３：００～１４：００    

  司 会・討 論：白鳥 浩（法政大学） 

講 演：河田潤一（大阪大学） 

     二つの文化と社会革命 

 

【共通論題】 3-301教室  １４：００～１５：３０         

「天皇退位問題を考える」 

司 会・討 論：浅野善治（大東文化大学） 

報 告：伊藤 隆（東京大学・政策研究大学院大学） 

     伊藤之雄（京都大学） 

     園部逸夫（元最高裁判所判事） 

 

【共通論題】 3-301教室  １５：３０～１６：４５         

The Twilight of Mankind: Global Warming cannot be managed through the COP21 

司 会：岡澤憲芙（早稲田大学） 

講 演：Jan-Erik Lane (Public Policy Institute, Belgrade) 

討 論：増原直樹（総合地球環境学研究所） 

     小川有美（立教大学） 

 

【共通論題】 3-301教室  １６：４５～１７：４５   

   「内外情勢について」 

司 会：片岡寛光（早稲田大学） 

ご講演：野田佳彦（前内閣総理大臣、現民進党幹事長） 

 

【懇親会】   １８：００～ 

武蔵野大学内レストラン 3号館内  

 

-------------------------------------------------------- 

研究大会２日目 ６月４日（日） 

-------------------------------------------------------- 

【分科会 E, F】 ９：００～１０：３０ 
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◆分科会 E 3-301教室 

２０１４年衆議院議員選挙を回顧する 

司 会：岡田 浩（金沢大学） 

報 告：照屋寛之（沖縄国際大学） 

  ２０１４年衆院選 沖縄選挙区・自民ゼロの衝撃－基地問題の突風が自民を直撃  

討 論：芦立秀朗（京都産業大学） 

 

◆分科会 F 3-302教室   比較政治パネル 

少子化・移民問題パネル 

司 会：穴見 明（大東文化大学） 

報 告：浅井亜希（立教大学） 

     政策は『少子化』をどう捉えたのか   

    清水由賀（東北福祉大学） 

     スウェーデンにおける移民統合政策―地方自治体の取組みを例に 

討 論：川野秀之（玉川大学） 

     杉田弘也（神奈川大学） 

 

 【分科会 G, H】 １０：３０～１２：００ 

◆分科会 G 3-301教室 国際政治パネル 

東アジア地域を考える 

司 会：浅野和生（平成国際大学） 

報 告：Kuan-jen Chen（陳 冠任） 

     Doctoral Candidate, Faculty of History, Corpus Christi College  

University of Cambridge 

討 論：吉田龍太郎（慶應義塾大学） 

 

◆分科会 H 3-302教室  自由論題：国内問題を考える 

司 会・討 論：藤本一美（専修大学） 

報 告：出水 薫（九州大学） 

      原発再稼働と知事－川内原発の事例を通じて 

     佐野智子（北海道新聞社） 

      尖閣問題「棚上げ」に対する日本政府の見解推移の背景 

討 論：平井一臣（鹿児島大学） 

      

 

【理事会・昼食】  １２：００～１３：００ 
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◆理事会 １３A会議室 

【共通論題】 3-301教室   １３：００～１５：００ 

明日の東京の政策を学ぶ大演説会２０１７ 

司 会：白鳥 浩（法政大学） 

討論：安達宜正（NHK解説委員） 

日本維新の会       浦野靖人 （衆議院議員、学生・青年局長） 

日本共産党        田村智子（参議院議員、党副委員長） 

公明党           佐々木さやか （参議院議員、青年委員会学生局長）  

民進党           柿沢未途 （衆議院議員、民進党役員室長） 

自由党           山本太郎（参議院議員、党共同代表） 

自由民主党        鈴木隼人（衆議院議員、青年局次長） 

自由民主党        川松真一朗 （都議会議員） 

生活者ネットワーク    田中さやか（品川区議） 

都民ファーストの会    音喜多 駿（東京都議） 

社民党            福島みずほ（参議院議員、社民党副党首） 

 

【分科会 I, J】  １５：００～１６：３０ 

◆分科会 I 3-301教室 

全国幹線交通網整備と地域政治 

司 会：中邨 章（明治大学） 

報 告：岡田 浩（金沢大学）  

     北陸新幹線と国政選挙 

    藤原真史（山梨大学） 

     リニア中央新幹線と地域 

    丹羽 功（近畿大学） 

     「リニア新幹線をめぐる地域間対立」 

討 論：井田正道（明治大学）  

小西 敦（京都大学） 

     花田哲郎（上武大学） 
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◆分科会 J 3-302教室 

国家の安全と人権－「テロ等準備罪」 

司 会：小林幸夫（玉川大学） 

報 告：齊藤康輝（日本大学） 

     「憲法から見たテロ等準備罪について」 

    林 弘正（武蔵野大学） 

     「刑事法から見たテロ等準備罪について」 

討 論：浅野善治（大東文化大学） 

    小林幸夫（玉川大学） 

 

【共通論題】 3-301教室  １６：３０～１７：３０ 

講 演：秋元 司（衆議院議員・内閣委員長） 

「ナイトタイムエコノミーによる観光立国～センシュアス・シティ」 

司 会・討 論：片山克行（大東文化大学） 

 

【閉会の辞】  １７：３０～１７：４０             

敬称略 

【懇親会】   １８：００～ 

 ワシントンホテル有明 

 

 

【交通アクセス】 

路線 最寄り駅 最寄り駅から有明キャンパスまでのアクセス 

りんかい線 
国際展示場

駅 
徒歩７分 

ゆりかもめ 
国際展示場

正門駅 
徒歩６分 

JR各線（新幹線・在

来線）、東京メトロ（丸

ノ内線） 

東京駅（丸

の内南口） 

５番乗場より都営バス（都 05系統「東京ビッ

グサイト」行き）で約 30分 「武蔵野大学前」

下車すぐ 
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JR各線（新幹線・在

来線）、東京メトロ（丸

ノ内線） 

東京駅（八

重洲南口） 

10番乗場より都営バス（東 16系統「東京ビッ

グサイト」行き）で約 30分 「武蔵野大学前」

下車すぐ 

 

 

 

【キャンパスマップ】 

 
 


