
2015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

理事会は、４回開催しました。

２）事務局体制の確立

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。月１回（第1月曜日）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。

３）会員拡大と会費長期滞納者への督促

拡大は、議員セミナー等において拡大に努

めました。また、長期滞納者へ特別の請求や

電話等により督促を行ない解決に取り組みま

した。今年度の入会者は30人、退会者は44人
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2016年度の東海自治問題研究所・第44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 2016年10月19日（水）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 2015年度報告と総括、決算報告

２ 2016年度方針・事業計画、予算案

３ 新役員選出

◎記念講演

テ－マ 「沖縄と地方自治」（仮）

講師 紙野 健二 氏

（名古屋大学法学研究科教授）

◇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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2016年度 東海自治体問題研究所
第44回会員総会のお知らせ

東海自治体問題研究所 ２０１６年度

議 案 書



で、14人の減でした。

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ました。、郵貯口座を

開設して管理を行っていくことを第４３回総

会で提案し、2015年10月に「書籍会計」を開

設しました。そのために、「書籍会計取扱規

約」を作成しました。

各種集会での自治体研究社、東海自治体問

題研究所の出版物の販売を行ってきました。

(例)東海自治体学校、憲法集会、自治労連愛

知大会、全国自治体学校などでの図書販売

２ 地域課題に対応する研究会・調査活動

１）東三河くらしと自治研究所

東三河くらしと研究所は、2007年に９月に

設立され、今年で10周年を迎えました。創立

10周年を記念して、第10回総会と記念講演

（岡田知弘自治体研究所理事長）が行われま

した。また、10周年記念誌「東三河のくらし

と自治」（１号～53号までの会報合本）が作

成され、会員に配布されました。総会後、記

念パーティーも開催されました。会報「東三

河のくらしと自治」は、偶数月に発行され、

会員に配布ています。

２）交通問題勉強会

東海自治体学校の交通問題分科会向けての

準備と運営を行いました。

３）大都市再生プラン研究会

2012年6月に大都市再生プラン研究会を始

め、42回の研究会を行ってきた。2016年5月

に「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」を出版 し

た。

2015年10月24日

2015年11月23日

2015年12月23日

2016年 1月24日

2016年 2月27日

2016年 3月21日

４）地域づくりと住民自治研究会

2016年1月16日

2016年4月 2日

５）まちづくり読書会

「住民と自治」誌を読みあいながら、地域

の問題を話し合いを行っている。

第3回 2015年11月 8日

第4回 2015年12月 6日

第5回 2016年 １月24日

第6回 2016年 2月21日

第7回 2016年 3月20日

第8回 2016年 4月24日

第9回 2016年 6月19日

第10回 2016年 7月17日

６）地方自治研究会
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2016年 8月10日（第55号）

第10回東三河くらしと自治研究所総会を開

催

東三河のくらしと自治・会報目次

2015年10月10日（第50号）

「東三河広域連合」がスタート！ 誰もが

真の豊かさを実感できるのか？ 9月1日、

研究所が聴き取り調査

2015年12月10日（第51号）

東三河再発見ツアー 奥三河めぐりー学び

と文化を求めてー

2016年 2月10日（第52号）

「子育て支援制度で大きく様変わりする保

育園の姿を探る」

2016年 4月10日（第53号）

死・終末をどうとらえるかー地域社会の崩

壊と今日の“葬儀事情”

2016年 6月10日（第54号）

地域包括ケアシステム



議会と地方自治のこれからを探り、意見交

換をし交流する研究会として開催している。

今年は、４回開催しました。

第4回研究会 2016年1月16日

第5回研究会 2016年3月19日

第6回研究会 2016年5月 7日

第7回研究会 2016年8月20日

７）１・１７震災フォーラム

「襲いくる災害といかにつきあうか～相次

ぐ災害から考える～ 」

講師 東濃地震科学研究所 木股文昭さん

日時 2016年1月23日（土）

14：00～（終了16：00）

場所 愛知保険医協会･伏見会議室

（１）実行委員会の取り組み

第１回実行委員会 2015年 8月19日

第２回実行委員会 9月16日

第３回実行委員会 10月28日

第４回実行委員会 2016年 2月 2日

（２）参加者

参加者は、３３名でした。

(３)「震災フォーラム」の今後について

震災フォーラムは、今回の第20回をもって

区切りとすることになりました。しかし「つ

ながりを切らないように」という強いご意見

も頂き、メールでの連絡網と、年一回程度の

情報交換のための集まりを続けることになり

ました。

CANの山本さんが連絡などの事務局的な面

を引き受け、呼びかけ・問題提起などを東海

自治体問題研究所の浅井さんが行うというこ

とになりました。

８）大高緑地公園を歩こう！

（現地に学ぶシリーズ）

2016年3月13日に大高緑地公園に建設が予

定されている「恐竜パーク」建設予定地を、

「大高緑地を愛する会」のメンバーの案内で

説明を聞きながら歩きました。愛知県が住民

に説明をすることもなく建設を進めようとし

ている実態がよくわかりました。

９）「尾北ごみ処理施設研究会」「地域自立

エネルギーサイクル研究会」については、研

究会の開催がありませんでした。

３ 東海自治体学校の開催と所報の充実

１）第42回東海自治体学校

開催日時：5月15日(日)10時～16時00分

会場：愛知学院大学名城公園キャンパス

テーマ： 「地方自治って これだ！」

午前 全体会

報告 医療・介護総合法に基づく保険外しの

実態(村瀬博)

報告 長良川河口堰運用の20年の運動と地方

自治(武藤仁)

報告 住民投票と「市民のための小牧市立図

書館」づくり(渡辺育代)

講演 「これが、地方自治だ！」

講師 榊原秀訓（南山大学教授)

午後 分科会･１特別報告会･２講座･８分科会

参加者数 248人
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第42回東海自治体学校「全体会」講演中の榊原先生



第42回東海自治体学校分科会の参加状況

講座・分科会名 参加者数

講　座１ 暮らしの中の地方自治 ６人

講　座２
川上から川下、そして海原へか？―地域
医療構想と地域包括ケアシステム

２０人

特別報告会 大都市制度と都市再生の成果報告 １４人

分科会１
交通政策基本法制定と交通権保障のしく
みづくり

６人

分科会２ 住民の自主性を育む地域づくり １１人

分科会３ 保育の質と労働条件 ２０人

分科会４ 学校給食の重要性と民間委託について ４５人

分科会５ 公契約条例の制定に向けて ７人

分科会６
地域資源（エネルギー）の利活用をする
地域経済の発展

７人

分科会７
「子供の貧困」―名古屋市の「子ども貧
困」対策

２５人

分科会８ 公園、図書館、公共施設はだれのものか １１人

分科会９ マイナンバーと個人情報 １０人

分科会参加人数 １８４人

第42回東海自治体学校は、39,220円の赤字

になりました。赤字の主な原因は、会場費の

増加によるもので、会場等について検討する

ことが必要であると考えられます。

実行委員会の開催状況

第1回実行委員会 2015年12月 2日

第2回実行委員会 2016年 1月14日

第3回実行委員会 2016年2月16日

第4回実行委員会 2016年3月 8日

第5回実行委員会 2016年4月 5日

第6回実行委員会 2016年5月10日

第7回実行委員会 2016年6月14日

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。
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所報目次2015.12～2016.10

○2015.12（11月10日発行）

・2015年度東海自治体問題研究所第43回会員

総会報告

・榊原副理事長の総会のあいさつ

総会記念講演「安全保障法制と憲法の規範

力」(大河内美紀)

・大都市再生プラン研究会成果報告

第１部 環伊勢湾大都市圏におる地域・都

市政策の展開(遠藤宏一)

・東海ローカルネットワーク・行事案内など

○2016.1（12月10日発行）

・新小牧市立図書館建設住民投票運動につい

て(上)(福本英雄)

県企業庁会計(梅原浩次郎)

・新小牧市立図書館建設住民投票運動につい

て(下)(福本英雄)

・研究会報告・東海ローカルネットワーク・

書籍コーナー・行事案内など

○2016.3（2月10日発行）

・大都市再生プラン研究会成果報告

地縁組織とＮＰＯとの連携の課題―リニモ

沿線地域の事例から(島田善規)

・名古屋城天守閣木造復元について—鉄筋コン

クリート造り天守閣は“市民の宝” (山口

由夫)

・研究会報告・東海ローカルネットワーク・

行事案内など

○2016.4（3月10日発行）

・第20回1.17震災フォーラム記念講演

生きるすべを考える私たちの日常の災害対

策(木俣文昭)

・大都市再生プラン研究会成果報告

(第1部－２「ポスト「2005」問題のその後)

「都市の乱」と同床異夢の「中京都」構想

(遠藤宏一)

リニア新幹線建設を旗印とする「総合計画

の策定」

―「愛知ビジョン2020」「名古屋市総合計

画2018」の論理と問題点(中川博一)

・研究会報告・東海ローカルネットワーク・

行事案内など



愛 知 県 22人

岐 阜 県 6人

三 重 県 4人

長 野 県 1人

合 　 計 33人

県 別 参 加 者

３）2016市町村議会議員セミナー

日時：2016年１月29日(金)ウィンクあいち

テーマ：「予算の見方、考え方」

―その仕組みと活用、地域創生への視点

講師：初村 尤而氏

（大阪自治体問題研究所理事・主任研究員）

参加状況 33人参加 申込者は41人

（東海研への新規入会は2人）

当初は、定員22人で募集をしたが、申込

者が多く定員を33人にした。

受講料

市議会議員 10,000円(研究所会員8,000円)

町村議会議員8,000円(研究所会員7,000円)

議員セミナーは、140,472円の黒字になり

ました。

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）講師派遣・紹介

日進市民参加の会から「医療費18歳まで無

料化」問題で講師派遣の依頼があり、財政問

題で中川博一事務局次長、医療費無料化と市

民の生活問題で日下紀生氏（愛知県保険医協

会事務局次長）を派遣した。

岡崎市、犬山市の会員からの依頼で、岡庭

一雄氏を紹介した。

６）事務室及び資料棚の整理

残す資料と廃棄処分候補の分別を行い、資

料棚周りの整理を進めて終了した。

シュレッターを購入した。
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○2016.5（4月10日発行）

・大都市再生プラン研究会成果報告

大都市臨海コンビナートの防災問題

―四日市コンビナートを事例として(宮入興

一)

都市自治制度改革の現状と課題

―第30次地方制度調査会答申を中心に(今里

佳奈子)

・研究会報告 東海ローカルネットワーク・

行事案内など

○2016.6（5月10日発行）

・大都市再生プラン研究会成果報告

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(梅原浩次郎)

補論・トヨタの「全国化」・グローバル化

と地域経済・社会

―その研究史総括―(遠藤宏一)

都市再生・環境再生の課題(富樫幸一)

・研究会報告・東海ローカルネットワーク・

行事案内など

○2016.7（6月10日発行）

・第42回東海自治体学校特集

・市橋理事長あいさつ(市橋克哉)

・医療・介護総合法に基づく保険外しの実態

(村瀬博)

・長良川河口堰運用の20年の運動と地方自治

(武藤仁)

・住民投票と「市民のための小牧市立図書館」

づくり(渡辺育代)

・講演「これが、地方自治だ！」(榊原秀訓)

・研究会報告・東海ローカルネットワーク・

行事案内など

○2016.8（7月10日発行）

・マイナンバー制度の導入とその強制に、い

かに対抗するか(前田定孝

・第42回東海自治体学校特集Part２

・書籍案内・研究会報告・東海ローカルネッ

トワーク・行事案内など

○2016.9（8月10日発行）

・名古屋城天守閣木造復元について(山口由夫)

・離婚後の現実―ある日の法律相談から

・東海ローカルネットワーク・行事案内など

○2016.9（8月10日発行）

・2016年度東海自治体問題研究第44回会員

総会のお知らせ・議案書

・医療･介護総合法｢新しい総合事業について」

（村上由美子）

・東海ローカルネットワーク・行事案内など



７）第58回自治体学校in 神戸

2016年7月30日(土)～8月1日(月)

実行委員として中川事務局次長、初日の受

付として泊事務局員（1日）が参加。

参加者 岐阜県10人（2人）、愛知県61人

（32人）、三重県18人（1人）

（ ）は自治体労働者

８）研究基金

研究基金検討会報告について

１.委員

榊原 秀訓副理事長

(研究基金検討会委員長)

遠藤 宏一理事

庄村 勇人理事

梅原 浩次郎理事

中川 博一理事

長谷川 洋二理事

２.開催日

第１回検討会 3月30日

第２回検討会 5月 2日

第３回検討会 6月 9日

３ 検討内容

（１）研究所の財政状況について

①現在、研究所の会員数は、平均年４％ぐら

い減少している。研究所の財政見通しから

考えると、正規の職員を雇用して運営を続

けることは難しく現行のボランティアを中

心とした方法で研究所を運営せざるをえな

い。

②現在の研究基金の額の４割を研究基金とし

て利用する。残りの６割を、研究所の維持

のための資金として確保しておく。

（２）研究基金の助成

会員が東海自治体問題研究所規約第３条の

目的を実現するために行う。（東海自治体問

題研究所規約第３条 研究所は、民主的自治

体の建設に寄与することを目指して、主とし

て、東海三県（愛知県、岐阜県および三重県）

の自治体問題、地域問題等に関する調査・研

究その他を行うことを目的とする。）

（３）研究基金の運用

①調査・研究についての助成

１年計画で、１グループ 30万円

２年計画で、１グループ 50万円

研究助成の使用目的は、研究に必要な旅

費、資料などとする。

②出版についての助成

出版については、2分の1を助成する。ただ

し、助成の限度は10万円とする。

③申請資格

申請者は会員とする。ただし、グループ等

で申請する場合は、代表者が会員に限る

ものとする

④助成した研究の成果

出版物、所報、東海自治体学校などで報告

する。

⑤助成金の会計報告

助成期間終了後、1カ月以内に領収書添付

して収支報告書を提出する。

⑥応募状況により、審査委員会を立ち上げる。

⑦研究助成、出版助成については、理事会の

承認を得る。

⑧その他

50周年を見すえての研究活動を研究所が呼

びかけて行うときは、一般会計予算で行う。

2016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.リニア問題、アジア大会などの地域の課

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。

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。

１.企画事業

会員の幅広い要望に応える講座を開催しま
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