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１．経緯 

平成 15 年 4 月以降、公共経営に関するセミナーを毎月第 4 金曜日の夜に開催している。定員を 30 名として、以

下のように毎年度もっとも旬なテーマを設定し、開講している。 

 

滋賀大学公共経営イブニングスクールの経緯 

年度 前期 後期 

平成 15（2003）年度 
ニューパブリック・マネジメント・セミナ

ー －市町村合併と新しい自治体経営－ 

ニューパブリック・マネジメント・セミナ

ー －事務事業評価から戦略予算システ

ムへ－ 

平成 16（2004）年度 事業革新の目を鍛える －プロフェッショナル公務員をめざして－ 

平成 17（2005）年度 
事業革新のケースから学ぶ －プロフェッショナル公務員、地域リーダーをめざして

－ 

平成 18（2006）年度 

「事業仕分け・地域事業組成」を考える 

－地方自治体のしごとはどうあるべきか

－ 

「事業仕分け・地域事業組成」による地域

経営改革 －地域事業をどう作っていく

か－ 

平成 19（2007）年度 
地域組織・地域事業を組成する－事業仕

分け・地域事業組成から考える－ 

地域協働の視点で役所を変革する－自治

基本条例を考える－ 

平成 20（2008）年度 市民ガバメントの設計 －市民が自治体経営に関わるために－ 

平成 21（2009）年度 国のかたち・自治体のすがた －道州制・県と市町の役割分担を考える－ 

平成 22（2010）年度 今こそ！地方自治体歳入改革 －少子高齢社会における自主財源拡大策を考える－ 

平成 23（2011）年度 アグリビジネス地域経営論 －農林業を興す－ 

平成 24（2012）年度 福祉自治体の設計理念 －持続可能な自治体福祉政策を考える－ 

平成 25（2013）年度 都市計画の疑問 －成熟社会の都市農村計画行政の視座－ 

平成 26（2014）年度 自治体のエネルギー自立化戦略を考える 

平成 27（2015）年度 地域からの地方創生論 －人材、資金を地域で使いこなすために－ 

平成 28（2016）年度 地方分権社会の地方自治の論点 －憲法改正を睨んで－ 

平成 29（2017）年度 地域からの 2020年教育改革を考える 

平成 30（2018）年度 滋賀の観光イノベーションを考える 自治体改革の最前線 

令和元（2019）年度 AI自治体へのシフト 
共生社会を支える住民組織や NPO法人活

動の最前線 

令和２（2020）年度 地方創生のビジネスデザイン 
国の財政・自治体の財政は大丈夫なの

か？ 

令和３（2021)年度 
ニューノーマル時代のオリンピック、ス

ポーツ健康まちづくりを考える 
議会制民主主義のあり方を改めて考える 

 

社会人のためのキャリアアップコース －公共経営イブニングスクール－ 
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２．狙い 

これまでの受講者は、国、県、市町職員、NPO、民間企業、地方議会議員と職種、年齢も多彩である。テーマに応

じて、ゲストスピーカーとして市長、NPO リーダー、民間企業経営者、学識者なども数多く呼んでいる。私のスクール

に対する想いは次のとおりである。なお、平成 26年度から大学院プレスクールとして位置づけ、成績評価を行い、

修了要件に達した者に履修証明を出している。 

 

①公共経営に関する語り場の設置 

滋賀県下の地方自治体は大きな改革の渦中にある。地方財政は破綻の危機にある。地域社会も大きく変化しよう

としている。あちこちで改革の取組みが始まっているが、公共経営に関して議論する場が十分ではない。スクールは

所属や職種を超えて、それぞれの取組みや考えを意見交換する場の形成を意図している。 

スクールでは、私やゲストの問題提起に対してディスカッションを行うように促している。ディスカッションを通じて受

講者は気づきを得ることができる。毎回、おおいに議論で盛り上がる。スクールは毎月 1回なので、メーリングリスト

などにより、スクール外でも情報共有や意見交換をできるようにしている。 

 

②改革リーダーの育成 

最終的な私の期待は、受講生が行政改革や地域社会でリーダーとして改革の手腕を発揮してもらうことである。こ

れまでの受講生の中からは、自治体の副市長や部課長、職場改革の旗振り役になる者、県議や市議に挑戦する

者、指定管理者公募に挑戦する者が次々に現れている。こうした挑戦の取組みを聞くことは、スクールを主宰する者

の喜びである。 

 

３．令和３年度前期「ニューノーマル時代のオリンピック、スポーツ健康まちづくりを考える」の実施概要 

１）趣旨 

2021年 7月 23日から 8月 8日まで東京オリンピック、8月 24日から 9月 5日まで東京パラリンピックが行われ

る予定である。新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延を受けて、史上初めて１年延期しての開催となる。人々の

大きな努力と費用をかけて行われることとなるが、改めてオリンピック・パラリンピックの経緯と東京大会の意義を確

認してみたい。一方、オリンピックとパラリンピックは一過性のイベントという捉え方もできる。重要なのは、スポーツ

や健康づくり活動をニューノーマル時代の日常の生活や青少年の教育等に定着していくことである。滋賀県では

2025年に国民スポーツ大会、障がい者スポーツ大会も行われ、各地でスポーツ施設の整備も進んでいる。今後ど

のようにスポーツ健康まちづくりを推進していくべきか考えていきたい。 
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２）プログラム（いずれも 18：20～20：00） 

 コロナ禍により、適宜、オンラインでの講義を行った。 

 

2021年 4月 23日（金） 「オリンピック、パラリンピックの歴史と 2020東京大会の意義」石井 良一 

2021年 5月 28日（金） 
「企業によるスポーツ振興の意義と課題」 

ゲストスピーカー：びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部教授 石井 智 

2021年 6月 18日（金） 
「学校スポーツはいかにあるべきか」 

ゲストスピーカー：滋賀大学教職大学院教授 辻 延浩 

2021年 7月 30日（金） 
「生涯スポーツの意義と進め方」 

ゲストスピーカー：びわこ成蹊スポーツ大学スポーツ学部准教授 佐藤 馨 

2021年 8月 27日（金） 

「ワールドマスターズゲーム関西の意義とスポーツ健康まちづくりへの展望」 

ゲストスピーカー：（公財）ワールドマスターズゲームズ 2021関西組織委員会 

事務局長 中塚 則男 

2021年 9月 24日（金） 

「オリンピックのレガシーをいかにニューノーマル時代のスポーツ健康まちづく

りにつなげるか」 

ゲストスピーカー：（公財）笹川スポーツ財団 

シニア政策ディレクター 澁谷 茂樹 

 

３）講師 

主査：石井 良一（滋賀大学 名誉教授） 

副査：提中 富和（滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー） 

 

４）受講者 

19名が受講した。 

 

４．令和３年度後期「議会制民主主義のあり方を改めて考える」の実施概要 

１）趣旨 

昨今の一部外国における専制的な政治が横行しているのを見るにつけ、民主主義の国家の国民であったことに

安堵する日々である。民主主義の根幹が住民や国民の代表者で構成する「議会」にあることを、改めて考えさせられ

る出来事でもある。 

国民主権を人類普遍の原理とし、三権分立を国家 （政府） の基本構造とする、日本国憲法は、国会を国権の最

高機関と位置づけている。国会こそが主権者国民を代表する民主主義の装置であるからである。国会には、公共政

策を国民の意思の合致として法律の形にまとめて決定する (立法する) ことができる権能がある。行政府は、「法律

による行政の原理」に則って、その法律を法律の定めるところに従って執行する立場である。立法府である国会が行

政府よりも優位に立って民主的統制を及ぼす関係にある。これが、日本国憲法が描く「議会制民主主義」の形であ

る。このことは、二元代表制の自治体の議会と首長の関係にも、基本的にあてはまることである。 

ところが、「憲法変われど行政変わらず」の言葉が表しているように、今日に至っても、君主主権の明治憲法下で

成立していた「行政府の優位」のしきたりが、なお存続しているかのような運営がなされることがある。特に自治体で

は、議会の権能を縮減的に考える傾向が根強く、自治体職員の間では、住民の行政サービスを受ける権利に関わ

ることであり議会が条例で定めることが適切なことであっても、行政権の内規である要綱の定めで済ませることが 
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普通のこととして行われている。 

ここには、多様な利害を有する住民の間の利害調整を行って政策や条例としてまとめ上げることができるのは、そ

の多様な利害を代表する多数の議員が意見をぶつけ合って合致点としての全体最適を導き出すことのできる議会

でしか成し得ないことが、忘れられているようである。議会の側にあっても、多数決を優先し、より多様な住民意思を

取り込んで全体最適を導き出すという視点に欠けるような運営も見受けられる。 

本スクールでは、こうしたことを踏まえ、主権者の一員として、議会制民主主義について改めて考える機会を提供

しようとするものである。 

 

２）プログラム（いずれも 18：20～20：00） 

2021年 10月 29日（金） 「議会制民主主義のあり方を改めて考える」提中 富和 

2021年 11月 26日（金） 
「二元代表制と議会の役割」 

ゲストスピーカー：立命館大学法学部特任教授 駒林 良則 

2021年 12月 17日（金） 
「首長経験者が議員の立場から見る二元代表制」 

ゲストスピーカー：滋賀県議会議員・元高島市長 海東 英和 

2022年 1月 28日（金） 
「第二議会構想について」 

ゲストスピーカー：京都市職員 岡田 博史 

2022年 2月 25日（金） 

「議会制民主主義の本音と建前」 

ゲストスピーカー：大津市議会局長・早稲田大学マニフェスト研究所 

招聘研究員 清水 克士 

2022年 3月 18日（金） 「みんなで考えよう『議会制民主主義のあり方』」進行：提中 富和 

 

３）講師 

主査：提中 富和（滋賀大学 産学公連携推進機構 社会連携センター プロジェクトアドバイザー） 

副査：石井 良一（滋賀大学 名誉教授） 

 

４）受講者 

18名が受講した。 

 

（文責：名誉教授 石井 良一） 


