公益財団法人 埼玉県地方自治研究センター２０１６年度事業報告書
Ⅰ 機関運営会議の開催
１．理事会
２０１６年５月１３日（金）
２０１６年５月３０日（月）
２０１７年３月２８日（火）
２．評議員会
２０１６年５月３０日（月）
Ⅱ 公益目的事業
１．調査研究事業【定款第５条（１）に定める事業】
（１）「公契約条例・公共サービス基本条例研究プロジェクト」について
「公契約条例・公共サービス基本条例研究プロジェクト」は、２０１０年設置
以来、県内市町村における「公契約条例」制定に向けた調査・研究や全国の条
例制定の動きを情報収集して来ました。
今年度は、川越市の「公共調達審議会」の審議結果を踏まえた川越市の対応
や県内 2 番目の成立となった越谷市の状況などプロジェクト会議で確認しなが
らその内容を自治研通信などで知らせてきました。
（２）調査活動
① 滑川町の学校給食無償化について視察・調査
子どもの貧困の解決手段としても注目される学校給食無償化について、現地
を視察して、その内容を調査しました。町長の強い指示ですべての小中学生（私
立も含む）、保育園、幼稚園児の給食も無償化されていることを、自治研通信２
１９号（７月）で報告しました。また、
『埼玉自治№４６』に滑川町教育委員会
事務局から寄稿をいただき、詳しく報告されました。
② 県内自治体の「子ども医療費」に関する調査
子どもの貧困・貧困の連鎖が問題とされる中、子ども医療費について埼玉県
内市町村は先行的に無償化が進んでいます。その状況を調査したところ全市町
村が 15 歳まで助成されていることが明らかになりました。県が就学前の子供に
しか助成していないことも明らかとなり、県の積極的な取り組みを促すことが
必要です。自治研通信 223 号(11 月)で明らかにしました。
（３）研究会への参加
①第 36 回地方自治研究全国集会（２０１６年 11 月 14・15・16 日）に会員 5 人が
参加しました。集会の内容を自治研通信２２２号（10 月号）で報告しました。
②第３１回自治総研セミナー（２０１６年９月）
「不寛容の時代を生きる」に会員
が参加しました。
③自治労主催の「地方財政セミナー」（２０１７年２月）に会員が参加しました。
セミナーの参加呼びかけと事前学習を自治研通信２２５号に掲載しました。
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④その他下記の機関と連携しました。
全国各県自治研センター・研究所
学校給食を考える会
合成洗剤やめていのちと自然を守る会
自治研中央推進委員会
自治労学習会

２、資料収集【定款５条（２）に定める事業】
（１）県内市町村、全国自治研センター・研究所から地方自治に関する資料・参考文献
の収集を行ったほか自治に関する書籍を購入し、自治研通信で紹介するほか、収
集した資料等をホームページで公開しました。
３、啓発活動【定款第５条（３）に定める事業】
（１）公開セミナーの開催
①２０１６年６月１１日（日） さいたま共済会館
テーマ 「社会保障と自治体の役割」
講 師 高端正幸 氏（埼玉大学）
参加者 １１人
②２０１６年１０月４日（日） 川越市・ウェスタ川越
埼玉西部地区地方自治研究会と共催
テーマ 保坂展人世田谷区長講演会「８８万人のコミュニティデザイン」
講 師 保坂展人世田谷区長
参加者 １３０人
＊講演内容を『埼玉自治研別巻』として１２月に発行
③２０１７年２月１２日（日） さいたま共済会館
テーマ 「２０１７年度地方財政計画と自治体財政」
講 師 菅原 敏夫氏（公益財団法人地方自治総合研究所）
参加者 １７人
（２）地域自治研支援
2014 年 11 月に設立された「埼玉西部地区地方自治研究会」に講師を派遣する
などの支援を行いました。共催の講演会を開催しました。
久喜地方自治研究会が久喜市に提言した学校給食の在り方について、自治研通
信２２６号（２月）で報告しました。

４．広報活動【定款第５条（４）に定める事業】
（１）「自治研通信」を次のテーマで発行しました。
２１６号（２０１６年４月１９日発行）
① 埼玉県地方自治研究センター２０１５年度事業計画
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② ６月１１日公開セミナー「社会保障と自治体の役割」案内
③ 全国自治研集会開催のお知らせ
④ 「良い社会をつくる公共サービスを考える５・２４埼玉集会」の案内
２１７号（２０１６年５月２６日発行）
① 公開セミナー参加呼びかけと熊本地震被災者へのお見舞い
② ６月公開セミナーの事前学習安倍政治から国民を守るか「日本を売り渡す
か」大沢真理氏の論考（自治労通信から転載）
③ 寄贈図書の紹介
④ 会員拡大・賛助会費納入のお願い
２１８号（２０１６年６月２４日発行）
① 「良い社会をつくる公共サービスを考える５・２４埼玉集会」における内田
聖子氏講演内容―ＴＴＰが公共サービスに与える影響
２１９号（２０１６年７月２８日発行）
① 滑川町の学校給食無償化行政視察―すでに６年目に入る、すべての子どもが公
平・平等に・町外の保育園・学校でも
② 第３１回自治総研セミナー開催案内
③ 資料同封「全小学校に直営自校方式の学校給食を実現高岡市」
（自治研とやま）
２２０号（２０１６年８月２４日発行）
①越谷市公契約条例素案８月３０日までパブ・コメ受付中
②保坂展人講演会開催案内
２２１号（２０１６年９月１３日発行）
特別発行
①「自治日報」記事４本を転載し、保坂展人講演会開催を案内
２２２号（２０１６年１０月２７日発行）
① 第３６回地方自治研究全国集会報告
報告者 佐藤洋、今関公美、浪江福治、武井誠
② パンフレット「ＴＴＰが公共サービスに与える影響」同梱
③ 会費督促
２２３号（２０１６年１１月２２日発行）
① 普遍的生活保障の実践・医療費の無償化や義務教育の無償化を求めて
埼玉県内の子ども医療費は全市町村の単独事業費で１５歳まで助成されてい
ます
② 自治労が「ブロック別地域包括ケア推進セミナー」を開催

3

２２４号（２０１６年１２月２０日発行）
① 公教育の無償化へ、今すぐ自治体からできる具体的改善
就学援助のうち入学準備金は３月支給に―支給の前倒しはすぐにもできるこ
と
② 「２０１７年度地方財政セミナー」開催案内
２２５号（２０１７年１月２５日発行）
① 浪江理事長新年あいさつ
② 政府が２０１７年度予算案を決定
③ 地方財政セミナー案内
④ ２月公開セミナー案内
⑤ 臨時・非常勤職員の待遇改善を 非正規職員を正規職員に
⑥ 越谷市公契約条例報告集会開催案内
⑦ 第２３回埼玉ホームヘルパー・介護職員セミナー案内
２２６号（２０１７年２月２２日発行）
①久喜市の学校給食に関する私たちの提言

久喜地方自治研究会

（２）機関誌「埼玉自治研」を次のテーマで発行しました。
第４６号（２０１６年９月２８日発行） ５１ページ
自治のかぜ みんなでまちづくり
吉見町長

新井

保美

特集１ 公開セミナーの記録
「社会保障と自治体の役割」
埼玉大学 高端 正幸
特集２ 子ども対象の生活保障実践報告
① 滑川町における学校給食無償化について
滑川町教育委員会事務局次長
澄川
淳
② 子どもを空腹にさせない
久喜市議会議員
川辺 美信
③ 地域の食堂で食べてみて、わかったこと
川越市議会議員
伊藤 正子
シリーズ
シリーズ

埼玉の歴史２１

ときがわ町

生涯学習課

杉山

拓馬

市民活動紹介は休載

第４７号（２０１７年１２月５日発行別巻）
３９ページ
保坂展人世田谷区長講演録
１０月４日川越市で開催
「８８万人のコミュニティデザイン」
埼玉西部地区地方自治研究会と共催の講演記録のため別巻としました。
第４８号（２０１７年３月２７日発行）
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６５ページ

自治のかぜ

活力に満ちた

人輝く文化都市

羽生

羽生市長
河田 晃明
特集１．「２０１６年度予算と自治体財政」 公開セミナー記録
地方自治総合研究所 菅原 敏夫
特集２．公立図書館の現状と課題
①公立図書館の管理運営の課題
公財）日本図書館協会 副理事長 山本 義弘
②貧困を構造化して経営される公立図書館
公財）地方自治総合研究所 研究員 上林 陽治
寄稿

「部落差別解消法」制定の経過と意義
部落解放同盟埼玉県連合会

片岡

明幸

シリーズ 埼玉の歴史２２ 松伏町
教育委員会教育文化振興課
シリーズ 市民活動紹介２１
「郡山の子どもたちと遊ぶ会」（坂戸市）の歩み
郡山の子どもたちと遊ぶ会 事務局長 武井 誠
５、その他の活動【定款５条（５）に定める事業】
（１）
自治労埼玉県本部と連携した自治研運動に取り組みました。
(ア) 「公契約条例及び公共サービス基本条例」研究プロジェクト
(イ) 「良い社会をつくる公共サービスを考える５・２４埼玉集会」を連合など
と共催しました。
(ウ)
(エ)
（２）
（３）

「越谷市公契約条例報告集会」を連合などと共催しました。
自治労各種セミナーに参加しました
議員交流会
開催できませんでした。
ホームページを充実させました。
http://wwwi.ubc.ne.jp/^saitama-jichi/
（４）
賛助会員拡大のため、
『埼玉自治研別巻』を現会員から関係者などに配布し
ていただきました。
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