
講座「暮らしの中の地方自治」には６人の

参加がありました。

初に自己紹介を兼ねて、この講座に参加

した動機などを話してもらいました。

講師の豊島明子南山大学教授の講義の概要

は以下のとおりです。

住民投票の実施では巻町の原発問題の取り

組みがある。 近は公の施設をめぐって取り

組まれ、今日報告があった小牧の図書館の取

り組みなどがある。小牧は重層的な取り組み

があって取り組まれた。

住民自治が目的で団体自治は手段。自治体

と国との対等関係はどの程度なのか。憲法92

条の「地方自治の本旨」は住民自治と団体自

治。93条が住民自治で、94条が団体自治、95

条が憲法上の住民投票を規定している。95条

は「法律の定めるところにより」としている

が法律がないので活用されていない。住民参

加の制度としては審議会、意見書提出、公聴

会等が古くからある制度。それにパブリック

コメント、ワークショップなどをやるように

なってきた。多様な住民が地域で活躍してい

くには色々な条例が必要。

講義を受けてパブリックコメントについて

の質問が出され、豊島先生からは「パブリッ

クコメントは新しい制度、影響力がある」と

回答がありました。また、国家戦略特区は憲

法95条を使うべきではないかなどの意見が出

されました。

「大都市制度と都市再生研究会」は、2012

年6月に遠藤宏一先生（元南山大学教授・大

阪市立大学名誉教授）を代表者に東海自治体

問題研究所の自主研究会として発足しました。

研究会は４年間に渡り、42回を数えましたが、

ここで一度中間的な総括をしてその研究成果

を公表しようということになりました。

研究会は当初から研究成果を本にまとめる

ことと、東海自治体学校で成果発表を行うこ

とを視野に入れてきました。結果として、成

果報告書となる冊子『グローバル産業都市へ

の夢と現実－「環伊勢湾大都市圏」開発の過

去・現在・未来』を間に合わせることが出来

ました。と同時に、こうして研究会報告を実
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第42回東海自治体学校を5月15日(日)午前10時から愛知学院

大学名城公園キャンパス(名古屋市)で開催しました。参加者

は約250人でした。午前中は「地方自治って これだ！」と

いうテーマで、三重県、岐阜県、愛知県からの報告と榊原秀

訓南山大学教授の講演を行いました。午後からは2つの講座、

1つの特別報告会、9つの分科会を実施しました。前回は午前

の部を紹介しましたが、今回は午後の部を特集します。

講座①

暮らしの中の地方自治

講師 豊島明子

（南山大学教授）

PART２

特別報告会

「大都市制度と都市再生研究会」の成果報告

報告者 遠藤宏一

（元南山大学教授・大阪市立大学名誉教授）

富樫幸一

（岐阜大学教授）

梅原浩次郎

（愛知大学・中部地方産業研究所研究員）



施することが出来てうれしい限りです。

さて研究会報告は、 初に代表者の遠藤先生

から研究会発足の三つのキーワード、二つの

視点についての報告がありました。三つのキー

ワードとは、「ポスト2005」問題（＝愛知万

博、中部空港建設、そのあとで……）、「ト

ヨタ・ショック」（リーマンショックと世界

不況の地域経済のへの影響）、「3.11衝撃」

（2011年東日本大震災と原発事故）です。二

つの視点とは、一つに名古屋大都市圏開発政

策の展開と課題、二つにはトヨタ企業体・自

動車産業集積と地域経済・社会です。こうし

た視点から「環伊勢湾大都市圏」での開発行

政について、国の総合計画や愛知県の地方計

画と関連づけながら、過去・現在について報

告してもらいました。

梅原先生からは「世界経済危機・東日本大

震災以降の地域経済の課題とトヨタの動向」

として、今日の開発行政の現状について報告

がありました。「開港10年を経た中部臨空都

市事業と愛知県企業庁会計」を分析し、大規

模開発の歴史の教訓から、今日の「リニア建

設にともなう大規模開発の論点」の不当性を

問うものでした。

富樫先生からは「名古屋大都市圏・産業ミッ

ドランズ・流域＝海域圏」と題して３つの視

点から伊勢湾をめぐるこの地域の状況につい

ての報告がありました。すなわち名古屋大都

市圏はグローバル・シティ・リージョンとし

て、人口規模としては世界的な巨大都市群

（2千万人クラス）の次に位置し（岐阜・愛

知・三重の3県で1,003万人世界26位）、産業

や所得の面でも世界有数のランクにある。ま

た、静岡・愛知・岐阜・三重・滋賀と連なる

産業地帯は広域的、かつゆるやかな意味での

産業立地のベルトとして「産業ミッドランズ」

とでも呼ぶべきであろう。流域＝海域圏では

失われた生態系の回復、すなわちサスティナ

ブルな河川と内湾をめざして、長良川河口堰

や藤前干潟の運動などが河川流域全体、そし

て伊勢湾・三河湾へと繋ごうとしている。

１．報告レポ－トの要旨

（１）名古屋市天白区平針南学区

「広報紙に支えられた自主的な地域づくり」

平針ニュース編集責任者

リボーン委員会事務局長

浅井正明さん

1975年10月に平針ニュース第一号を創刊し、

毎月途切れることなく41年継続しています。

広報紙の発行は、まず住民が地域の出来事や

課題を知る、住民や地域団体の活動や意見を

知ることを目標にし、住民の相互理解を深め

る、地域生活を向上させることへ目標を高め、

さらに、住民による意見参加から行動参加へ

発展させることを目指しました。

2012～2013年度の2年間は、地域委員会発

足に合わせて学区全戸配布に取り組み、アン

ケート調査に基づいてリボーン委員会を設置

し、高齢者健康生きがい事業、災害時自助共

助減災力向上事業、子どもの安全安心環境づ

くり事業、夢をつなげる交流事業を実施しま

した。

自治会員でない家庭にも広報を配布すること

には理解と協力が得られており、事業費は市

300万円＋地元負担300万円（自治会費の繰越

金から支出）で執行しました。

徹底した広報により、事業には3,300人も

の住民が参加、40人もの新たな人材や地域活

動が生み出されました。さらに2013年にはホー

ムページとブログを立ち上げました。

これからの課題としては、リボーン委員会

をどのように継承していくか、連携が強化さ

れた既成活動組織間の関係をどのように持続

するかに加え、当学区は学区を単位に一つの

自治会が組織されていることから、学区連協
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分科会②

住民の自主性を育む地域づくり

助言者 中田 實

（名古屋大学名誉教授）



とは次元の異なる学区地域問題協議会なるも

のの設立も課題と考えています。

（２）名古屋市北区

「味鋺学区連協の改革に向けて」

林山中自治会長 大﨑 洋さん

味鋺（あじま）学区は、5,705世帯。36自

治会。地の人（農業）が２割を占めＪＡ関係

者が学区運営に多大な影響力を持っています。

連協会長は16年間続けた後、今年３月に後継

者に交代しました。自分は改革派の人を推し

ていたが敗れたので、けじめとして学区の防

犯・交通安全委員会委員長を辞してボランティ

アで防犯交通安全に取り組んでいます。旧連

協会長は非協力でしたが、当初８人で始め、

協力者が増えて31人になっています。

役員選出の規則では、学区連協会長の選出

は会員の推薦又は議長に一任、議長はブロッ

ク長・各種団体の長の中から選出、各種団体

の長も総会において議長(顧問 学区連協会長)

に一任し、他の役員は会長の指名となってお

り、早急に改正の必要を感じています。財政

も不透明・非公開ですが、４月度学区定例会

で新連協会長が財政の公開について前向きに

進めると明言しました。すべての情報の開示

を求め、学区連協諸規則の改正等に取り組み

たい。

味鋺学区連協の改革はまさに諸についたば

かり。地道に改革の志をもった仲間を増やし、

学区連協・自治会の改革成功例（植田北学区、

大坪学区、大高南学区・森の里荘自治会等）

を手本に、当たり前の組織を目指し、財政・

課題の透明性を図り、意識変革（ガラパコス

からの脱却）に努めていきたい。

２．分科会での発言から

◆中田先生……宇都宮市の自治会では「高齢

化を理由とした脱退は認めない」としたこと

から、脱退した街区のごみステーションや防

犯灯を撤去するという問題が起こってマスコ

ミでも取り上げられていた。これには、市の

要綱で「ごみステーションは自治会が設置す

る」などの規定があり撤去の根拠となってい

た。全国的にも、自治会員でない家庭への市

広報の配布は誰がやるのかなど問題が生じて

いる。地縁組織は「住所（土地）」が先にあ

る。自治会というもの、その活動や大切さに

ついて、世代継承ができていない。役割（住

民に期待すること）をはっきりさせて、地域

の活動に誘う、呼びかけることが求められる。

◆大垣市・市会議員……高齢化でも班長が回っ

てくるので、娘が見かねて、勝手に老親の住

所を移してしまい、住んでいるのに自治会を

脱退させた。公営住宅では、自治会の全体が

高齢化している。

◆名古屋市名東区……40世帯のマンションだ

が、高齢化が進んでいる。地震のたびにコミュ

ニティの大切さが強調されている。

◆日進市・研究者……農村部では、みんなが

家族のことを良く知っており、助け合ってい

る。自治会費でも、家族構成や生活状況によっ

て段階的な金額となっており、配慮がある。

◆長久手市……広報は市が配布するようにし

た。組長の仕事とは切り離した。日赤募金な

ども自治会に下請けさせることは問題だと思

う。逆に、自治会では災害弱者を把握したい

ができない。市が情報を出さないという問題

がある。

◆名古屋市北区・自治会長……80歳以上は班

長をとばしてもらっている。自治会長が強引

に、弱者救済方法（買い物同行など）を決め

ても良いのではと思っている。

◆中田先生……自治会は、家庭の外の問題に

加えて、家庭内の問題までも取り組まざるを

得なくなっている。「お助けマン型支援＋専

門性を活かした支援」が求められている。地

域は重層的である。小さい地域でできないこ

とも、広い地域に委ねることで解決できる場

合がある（地域の子どもが少なくなって「子

ども会」の運営が厳しいなど）。知恵を出し

合って問題に取り組むことが大切になってい

る。
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助言者からの問題提起（概要）

エンゲル係数が高くなった。所得格差＝健

康格差（年収200万以下 糖質、炭水化物を

多く摂る）さまざまな環境で育った児童が集

団で同じ物を食べる→給食は教育の一環であ

り、生きた教材である。しばりが多い学校給

食が民間委託になれば仕事の改善がない、工

夫がない。学校給食はもうけでやることでは

ない。正規職員を100人や200人まとめて雇う

ことはできない→契約の単価アップにつながっ

ていく。ＴＰＰ国の体制を変えていく。

分科会報告

今回の東海自治体学校での「学校給食の重

要性と民間委託について」の分科会は参加者

全員がよく理解できる内容だったと思う。助

言者の中嶋久興氏の講義では、世帯間の所得

格差が健康格差につながるという調査結果を

知ることができた。所得が低いとバランスの

良い食品は買えず、安価な加工食品等に頼り

がちになり、その結果、子どもは偏食や好き

嫌いが激しくなり健康を害する可能性が高まっ

ていく。まさに子どもの健康は家庭での食生

活や親を取り巻く労働環境に大きく影響を受

けている。そうして、様々な環境で育った子

どもたちは学校給食を通して栄養、マナー、

配膳等を学び体験する。旬の野菜をふんだん

に使い、夏には南蛮づけや塩だれいため、ゴー

ヤチャンプル、スタミナチャーハン。冬には

バターと小麦粉をしっかり炒めて作るルゥを

使ったカレーやシチュー。味噌おでんなど煮

込み料理があり、季節感も大事にしている給

食はその時々の思いでと共に味覚も育てる。

子どものときの味覚は将来にわたり左右する。

ゆえに給食調理員の経験や技術の伝承は必要

であり、それは正規職員でなければ難しい。

アレルギー食についても親や栄養士と連携を

図り衛生面でも研修等、積極的に取り組んで

いる。こういった事実を踏まえて民間委託を

考えれば、どこにメリットがあるのかという

ことになる。今回の分科会の議論の論点はこ

のことに終始したと思う。民間委託とは受注

した企業が利益優先になるため 低賃金でパー

トタイマーを雇うが、それでは雇用が定着し

ない。定着しないということは仕事の改善も

なく工夫もない。子どもから見て作り手がわ

からない。業者調理員から見ても子どもの顔、

アレルギー食対応の児童の顔さえわからない。

栄養教諭は定着しない調理員の中で衛生面、

作業手順の監視で本来の食育推進の仕事がで

きない。このようにして心配や不安だらけの

民間委託化だが、報告者や発言者が言われた

ように名古屋市では保護者の方も民間委託化

反対に立ち上がってくれ、めぐまれている。

この素晴らしい縁に後押ししてもらいながら

「なごやの学校給食をよりよくする会」は、

これからも安全・安心な学校給食を守る為に

活動していくという決意も含め今後の運動の

展開について話し会を閉じた。
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分科会④

学校給食の重要性と民間委託について

助言者 中嶋 久興

（食料・農業・健康を考える愛知の会）


