
2014年度事業計画の方針にもとづく活動は、

次のとおりです。

１．研究所の運営・組織体制の確立

１）理事会の開催、事務局体制の確立

年４回の理事会を開催し、意志統一を図っ

てきました。第42回会員総会を機に、事務局

長が交代し、日常業務を担う事務局は９人で

職務を分担してきました。おおむね月２回の

事務局会議で集団的討議のもとで運営方針を

決め、実践してきました。複眼思考で、事務

局運営ができてきたと実感しています。

２）研究所会費の改定

消費税増税に伴う「住民と自治」誌の本体

価格改定のため、会員総会（2014年10月16日）

の決定により、個人「会費」を2015年1月か

ら、月額750円から800円に改定しました。三

河くらしと自治研究所の会員に対しては、請
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2015年度の東海自治問題研究所・第43回総会を開催しますので、会員の皆さま方のご

出席をお願いいたします。

◇日時 2015年10月23日（金）午後６時30分（受付午後６時～）

◇会場 名古屋市北生涯学習センター 視聴覚室（４階）

◇アクセス 地下鉄名城線（黒川）④出口より黒川交差点北へ50ｍ（41号線東側)

◇内容

１ 2014年度報告と総括、決算報告

２ 2015年度方針・事業計画、予算案

３ 新役員選出

◎記念講演

テ－マ 安全保障法制と憲法の規範力

講師 大河内 美紀 氏

（名古屋大学法学研究科教授、憲法学）

◇総会後 恒例の「懇親会」を開催します。ご参加下さい（参加自由）

場 所 国道４１号線をはさんで総会会場の西側）、会費 ３０００円

◇お願い 同封しました「ハガキ」に出欠を記入いただき、投函して下さい。委任状も兼ねています。
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2015年度 東海自治体問題研究所
第43回会員総会のお知らせ

東海自治体問題研究所 ２０１５年度

議 案 書

議案１ 2014年度事業報告(含む活動日誌)



求時期が異なるため2015年4月（5月号）から

改定しました。

３）会員拡大と会費長期滞納者への督促

議員セミナー等において会員拡大に努めま

した。長期滞納者に対して特別の請求や電話

等により督促を行ない解決に取り組みました。

４）研究所会計の整理

研究所の会計は当初から、一般会計と研究

会会計（研究基金含む）の２本立てできまし

た。書籍の売上金管理を行うための会計が十

分でなかったところもあり、ゆうちょ口座を

開設して管理を行っていく必要があります。

また、東海自治体学校実行委員会のような他

団体との共同運営による会計があるが、一般

会計との分離が明確でないところがあったた

め、整理に努力しました。

５）研究所が編集した本の収支明確化、書籍

の販売状況

『大都市自治の新展開－名古屋からの発信』

（2012年1,000冊）、『大都市圏の構造変化

－東海からの発信』（2013年、40周年記念事

業、1,000冊）は、自治体研究社等への支払

いは完了済みです。各種集会で研究社、当研

究所の出版物の販売を行ってきた。

２．地域課題に対応する研究会・調査活動

１） 研究会等の名簿

次頁の表のとおりです（敬称略）。

２）東三河くらしと自治研究所

「東三河広域連合」という、新たな広域の

地方組織の設置案が、東三河全８市町村の20

14年12月議会で可決されました。そして愛知

県知事の設置許可を経て、2015年4月に正式

に発足しました。

この間、「東三河広域連合」については、

当研究所所報でも、「東三河くらしと自治研

究所」、及び同研究所 宮入興一代表に、地

方自治の本旨の視点から執筆していただきま

した。所報2015年2月号（同年1月10日付）で

は、「『東三河広域連合』の拙速な発足に反

対する」声明を掲載し、問題点を解明してい

ただきました。

３）交通問題勉強会

第68回交通問題勉強会12月12日（金）

第65回交通問題勉強会 2015年4月16日（木）

４）大都市再生プラン研究会

大都市再生プラン研究会は、この1年間、

ほぼ毎月１回というペースで精力的に研究会

（第27回～第36回）を開催してきました。参

加者一同は、何としても成果物の出版にこぎ

つけたいものと張り切っています。

５）地域づくりと住民自治研究会

拡大世話人会を、11月11日に開催。

研究会、2015年1月24日（土）

研究会2015年2月3日（火）18時30分

研究会2015年4月4日（土）

６）東海の地域防災を考える研究会

第15回研究会を12月11日(木)、県本部会議

室で開催。研究会は、自治体や自治会など地

域は人々を守る最前線であるという理念で主

に地域の防災対策を研究・調査をするという

趣旨で2012年11月に設立された。これまで、

自治会を中心とした防災対策の経験交流や自

治体調査をおこない、今年開催の第40回東海

自治体学校では分科会を設置して多数の方と

地域防災について議論を行った。第15回研究

会では、これまでの研究、報告をもとに『防

災の原点 地域に根ざした防災をめざして

(仮題)』出版に向けて地域調査による事例研

究をおこなうための調査場所の選定、調査項

目等の検討を行った。

その後、三重県東紀州地域の防災対策調査

（2015年2月26日、27日）を行ったり、シン

ポジュウム「東海豪雨を忘れない、東海豪雨

から学び、伝えていく」（9月12日）を準備
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●東三河くらしと自治研究所

番号 　｢まち研｣ 代表世話人 事務局／連絡先 開催状況

1
東三河くらしと
自治研究所

宮入興一 村田智子

●東海自治体問題研究所内の研究会

番号 研究会名 代表／世話人 事務局／連絡先 開催状況

1 交通問題勉強会 森田優己 山田 貢会員 自由参加、県本部で2ヶ月に1回開催

2
大都市再生
プラン研究会

遠藤宏一 中川博一理事
毎月１回、教育館・愛知県女性総合セン
ターウィルあいちなど

3
地域づくりと
住民自治研究会

中田 實 羽間 透会員 自由参加、随時

4
東海の地域防災
を考える研究会

木股文昭 可児紀夫会員 自由参加、県本部で2ヶ月に1回開催

5 地方自治研究会 藤枝律子
加藤彰男会員
可児紀夫会員

自由参加、県本部で2ヶ月に1回開催

番号 研究会名 代表／世話人 事務局／連絡先 開催状況

1 東海自治体学校
研究所理事長
市橋克哉

東海研
第41回：2015年5月17日(日)、愛知学院大
学。実行委員会はイーブル(女性会館)

2
1.17震災フォーラム

実行委員会
東濃地震科学研究所

木股文昭
名古屋市職

第19回：2015年１月１７日（土）。準備9
月～2月、名古屋市役所、団体分担金あり
（2014年度6,000円）

東海自治体問題研究所の　｢まち研｣及び研究会　

●東海自治体問題研究所が他の団体と作る実行委員会

しています。

７）地方自治研究会

2014年12月20日（土）、名古屋市教育館で

開催。テーマ：「議員にはなったけれど。あ

る１年生を襲った議会の現実。それでもワタ

シは闘う！」に取り組みました。

内容：議会改革が進む自治体議会も多い中、

議会の中には、パワハラ、セクハラ、議員に

よる議員バッシングもまだまだ後を絶たない

のではないか。一つの事例をもとに参加者み

んなで議会と自治のあり方を考えてみたいと

思う。和歌山県由良町議会の由良守生議員は、

一般質問ごと、風力発電被害について質問を

行っていたところ、議会運営委員会でこのテー

マに関して質問時間はわずか5分間という制

裁処分を押しつけられ、質問時間を少し超過

しただけで懲罰委員会にかけられる騒ぎの中

にいる。当事者の議員をお招きし、事例報告

をいただきたいと思う。意見交換し、議会と

地方自治のこれからを探る機会にしたい。

８）尾北ごみ処理施設研究会

会員総会後、３回研究会を開催（2014年10

月18日、10月28日）し、２市２町に「ごみ処

理基本計画の改定作業について」の申し入れ

を行った（11月5～6日）。江南市長選挙を前

に、立候補予定者（２人）に、ごみ処理施設

建設についての公開質問状を送付し、両立候

補予定者から回答があった。回答については、

中日新聞社などに送付した。

９）地域自立エネルギーサイクル研究会

2014年11月18日、オーストリア報告会
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学校 第35回 第36回 第37回 第38回 第39回 第40回 第41回

参加人数 190 183 229 280 215 245 259

東海自治体学校　最近の参加人数推移

第41回 第42回

助言者等 25人 35人

一般 92人 79人

公務労働者 120人 119人

要員・未記入 22人 12人

合計 259人 245人

東海自治体学校参加人数

2014年12月15日、鶴舞総合法律事務所会議

室にて。岐阜県の実践活動。

2015年1月13日（月）研究会世話人

2015年2月10日（火）研究会

10）１・１７震災フォーラム

開催日：2015年1月17日

会場：名古屋国際会議場

テーマ：「私たちにできる備えとは」

他にリポート、緊急報告

第19回1.17震災フォーラム

第5回実行委員会 2月5日（木）

第20回1.17震災フォーラム

第1回実行委員会、8月19日（水）

、第2回実行委員会、9月16日（水）

３．東海自治体学校の開催準備と所報の充実

１）第41回東海自治体学校

開催日時：2015年5月17日(日)

会場：愛知学院大学名城公園キャンパス(2

014年4月開校)

テーマ：「憲法を生かし、いのちと暮らし

を守る自治体を」

全体会：記念講演 川口創弁護士

（名古屋第一法律事務所）

テーマ：「安倍政権の進める戦争立法と地

方自治の破壊」

午後は｢３講座＋８分科会｣を開設

参加者数：259人

第1回実行委員会2014年11月19日 第2回

実行委員会2015年12月17日

第3回実行委員会2015年1月16日

第4回実行委員会2015年2月12日

第5回実行委員会2015年3月17日

第6回実行委員会2015年4月14日

第7回実行委員会(反省会)6月24日
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川口創弁護士の記念講演



講座・分科会名 参加者

初心者のための地方自治講座

　講師　豊島　明子（南山大学教授）

公共施設のあり方を考える講座

　講師　榊原　秀訓（南山大学教授）

医療・介護を考える基礎講座

　講師　村上　武敏（聖隷クリストファー大学）

交通体系としてのリニアの是非と環境問題

　助言者　中須賀　徳行（岐阜大学名誉教授）

リニア建設に伴う大規模開発

　助言者　梅原　浩次郎（愛知大学・研究員）

高齢化と地域づくり

　助言者　中田　實（名古屋大学名誉教授）

安心して子育てができる環境づくり

　助言者　石井　一由紀（新瑞福祉会理事）

食と安全と学校給食

　助言者 中嶋久興(食糧農業健康を考える愛知の会)

公契約条例の制定に向けて

　助言者　吉良　多喜夫（愛労連事務局長）

自然エネルギーを考えましょう

　助言者　井内　尚樹（名城大学教授）

子どもの貧困対策法・大綱は有効か

　助言者 森弘典（弁護士・なくそう！子どもの
 　　　　貧困ネットワークあいち代表）

192

29

8

22

12

29

14

12

22

29

分科会２

分科会３

合計

第41回東海自治体学校 講座・分科会参加人数

講座１

講座２

講座３

分科会１

分科会４

分科会５

分科会６

分科会７

分科会８

7

8

２）所報の充実

各研究会の活動、会員からの投稿を中心に

企画運営を進めている。研究者からの投稿や

自治体の動きに日々接している会員への執筆

依頼を行い、所報の充実をはかってきた。

所報への原稿料：会員：無料奉仕をお願いす

る。非会員：頁数等により、些少の図書プリ

ペイドカードでお礼の気持ちを示す。

○2015.12（11月10日発行）

・特集／2014年度会員総会の報告

濃尾・東南海・三河地震を振り返り、次の

地震に備える

＝富国強兵下で人々は地震をいかに生き抜

いたか（木股文昭）

・研究会報告、東海ローカルネットワーク、

行事案内、お知らせ

○2015.1（12月10日発行）

・地方自治の現在（榊原秀訓）

・原発を動かさない国・オーストリアの再生

エネルギー（本多弘司）

・研究会報告、東海ローカルネットワーク、

行事案内、

○2015.2（1月10日発行）

・声明「『東三河広域連合』の拙速な発足に

反対する」（東三河くらしと自治研究所･

常任世話人会）

・後回しにされてきた愛知の医療・福祉行政

（西村秀一）
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・研究会報告、東海ローカルネットワーク、

行事案内

・随想。私と自治体のしごと

リレーTALK１（大橋宗明）

○2015.3（2月10日発行）

・公立図書館は３要件（公開性・公費負担・

無料性）の推進が不可欠（作野誠）

・ＴＵＴＡＹＡ運営 新小牧図書館の問題点

＆展望（稲垣美佐代）

・「リニア頼み」ではなく持続可能な街づく

りを草の根から（山田明）

・高齢社会に適合的な地域組織の設計と管理

（中田實）

・研究会報告、東海ローカルネットワーク、

事務局だより、行事案内・第41回東海自治

体学校の案内

・随想。私と自治体のしごと

リレーTALK３（高島清博）

○2015.4（3月10日発行）

・ 自治体キャラバンからみた愛知の福祉課

題（小松民子）

・特集、図書館とはパート２／岐阜県中津川

市図書館を訪ねて（長谷川洋二）

・専門性の高いサービス提供ができるかどう

かがカギ―公立図書館の経営形態について

（作野誠）

・東三河広域連合を考える公開討論会で明ら

かになったこと(｢東三河くらしと自治｣誌）

・研究会報告、東海ローカルネットワーク、

行事案内

・随想。私と自治体のしごと

リレーTALK４（柿内公子）

○2015.5（4月10日発行）

・第41回東海自治体学校への案内（基調報告・

講師川口弁護士の紹介）

・三重県南部地域自治体における災害対策

（木俣／浅井／山田／可児／前田）

・大阪市の廃止・特別区設置の賛否を問う住

民投票実施にあたって

（全国研の声明文／大阪自治体問題研究所

からの支援と協力の依頼）

・書籍コーナー（永井和彦）

・随想。私と自治体のしごと

リレーTALK４（山本雅之）、

○2015.6（5月10日発行）

・要支援サービスの見直しと『総合事業』を

考える～桑名市の「地域包括ケア計画」を

手掛かりに（村瀬 博）

・司法制度改革の現状(なれの果て)

(林真由美)

・行事案内、研究会報告、東海ローカルネッ

トワーク

・随想。私と自治体のしごと

リレーTALK５（清水悦子）

○2015.7（6月10日発行）

・第41回東海自治体学校特集、市橋理事長開

校あいさつ、基調講演「安倍政権の進める

戦争立法と地方自治の破壊」（川口創）、

講座報告・分科会報告

・自治体キャラバンからみた岐阜の医療・福

祉の課題（渡辺憲司）

・全労連主催5月15日～17日辺野古基地支援

連携行動に参加して（服部真紀子）

・研究会報告、東海ローカルネットワーク、

行事案内

・随想。私と自治体のしごと

リレーTALK６（梅野敏基）

３）夏季・市町村議会議員セミナー

４月の統一地方選挙で新しく市町村議会議

員になられた方を、主な対象として「2015市
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町村議会議員セミナー」を開催した。入門２

講座と自治体課題の２講座を行った。東海地

域の全市町村議会に案内を送付し、62人の参

加があった。この議員セミナーで４人の方が

入会された。

日時：2015年7月9日(木)

会場：ウィンクあいち

＜講座１：入門地方自治法＞

講師 庄村勇人（名城大准教授）

参加者１０人、

＜講座２：自治体議会の役割とは＞

講師 加藤幸雄

（元全国市議長会調査広報部長）

参加者１２人

＜講座３・転換期の医療と介護＞

講師 長友薫輝（三重短大教授）

参加者２２人、

＜講座４・「地方創生」と地方財政＞

講師 平岡和久（立命館大教授）

参加者１８人

セミナーの参加者は合計６２人でした。

４)ホームページの更新

ホームページ管理者に情報の提供を行い、

更新を行うように努力してきた。

５）講師の派遣要請

○岐阜県恵那市恵南地区の中学校統廃合問題

愛知教育大学 石井拓児准教授に依頼。

○愛知県保険医協会から。人口減少問題を考

える。人口減少問題とは何か？その影響に

ついて。どう対応すればよいか。海道清信

教授（名城大学都市情報学部）に依頼。

○なばり母親大会。給食について。中嶋久興

氏（食糧・農業・健康を考える愛知の会）

に依頼

６）事務室及び資料棚の整理

第1回理事会に、残す資料と廃棄処分候補

の分別を行う「事務室の資料棚の整理（案）」

を提案。第2回理事会（3月）で承認され、資

料棚周りの整理を進めた。入出伝票等綴りは

５年を超えたものは廃棄処分にする。プリン

ター購入(CANON LBT6330)１台 、保存用ハー

ドディスク２台、コンピュータDELLノート型

１台等を購入し、整備した。

７）第57回自治体学校in 金沢

2015年7月25日(土)～7月27日(月)

スタッフを派遣。中川（2泊3日）、泊

（1泊2日）、長谷川（1日）

参加者 愛知60名、岐阜10名、三重19名

（7月23日現在）

2015年度の基本方針

１．地方自治や憲法の動きに敏感に対応する

企画事業や学習活動を強化します。

２．地域にとって大きな影響が予測されるリ

ニア問題、河川・ダム問題などの地域課題

に対応する研究・調査を進めます。

３．研究所「所報」発行の充実など広報活動

を強化します。そのために、理事のメンバー

をはじめ、研究者に計画的に執筆依頼を行っ

ていきます。

４．研究所の役割を果たすために、理事会の

機能、事務局体制を強化して取組みの推進

を図ります。

会員数減を減らし、同時に会員増の教訓

に学び、会員数の維持・発展を図ってい

きます。

１．企画事業

会員の幅広い要望に応える講座を開催しま

す。地方自治、地方財政などの講座を開催し

ます。

２．調査・研究活動

研究会は、研究所の地方自治の発展を調査・
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