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２０１５年度事業計画・予算を決定 ３月２５日理事会 
３月２５日に自治研センター理事会を開催しました。理事会では浪江理事長・船橋事務局長から 2014

年度の事業状況が報告された後、2015年度事業計画と予算が審議され提案通り可決されました。 

以下に決定された事業計画を掲載します。 

 

２０１５年度公益財団法人埼玉県地方

自治研究センター事業計画 

埼玉県地方自治研究センターは、公益財団

法人として新たにスタートして４年を経過し

ました。この間、埼玉県内の地方自治の発展

をめざして、調査研究に取り組んできました。

国・地方の財政がますます悪化し、先行き不

透明ななか、地方自治の研究活動の役割は増

大しています。埼玉自治研センターは、今年

度も引き続き地方分権と住民自治の原点に立

ち、市民が豊かで安心して暮らせる地域社会

をつくるため、調査・研究に取り組んでまい

ります。 

 

Ⅰ 機関運営会議 

１．理事会を年２回開催し、事業計画及

び予算を決定し、事業をすすめます。 

２．評議員会を年１回開催し、前年度事

業計画を報告し、財政状況の承認を

受けます。 

 

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】 

地方分権と住民自治の確立をめざし、

研究者や自治体関係者、市民と連携

して、財政・福祉・医療・まちづく

りなど地域に根ざした研究活動をす

すめます。 

（１）研究プロジェクトについて 

① 公契約条例・公共サービス基本

条例プロジェクト 

       昨年に引き続き、プロジェク

トとして活動をすすめます。 

公契約条例は、2009年に野田市

で制定されて以降、少しずつ動き

が加速しつつあります。各地の条

例や制定過程の情報を収集・整理

し、県内の取組みに活かすよう、

情報提供していきます。県内では

草加市が基本条例を制定し、川越

市が公共調達審議会を設置し条

例制定も視野に入れた審議を進

めているので注視していきます。 

② 財政分析プロジェクト 

       今年度改めて財政分析を各市

町村で取り組むためのプロジ

ェクトを設置します。 

     ③その他 

必要に応じてプロジェクトを

設置します。 

 

（２）自治体調査について 

【発行】公益財団法人埼玉県地方自治研究センター【住所】埼玉県さいたま市浦和区高砂 4-3-5 県労評会館 
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最低１回の自治体調査に取り組

みます。テーマは子育て支援や

介護・自立支援など時宜を得た

ものとし、ホームページに公表

する他、報道機関に情報提供し

ていきます。 

（３）研究会等への参加 

① 全国の地方自治研究センタ

ー・研究所との連携、共同研究 

 地方自治総合研究所をはじめ

全国各地で地方自治に関する調

査・研究活動を行っている自治

研センター・研究所との情報交

換・交流を行います。東京・神

奈川・千葉のセンターと共同で

人口問題を研究します。 

② 地方自治総合研究所や自治労

が主宰するセミナーなどに参

加します。 

③ 市民が中心となる調査・研究活

動に参加します。 

 

２．資料収集【定款第５条（２）に定め

る事業】 

(ア) 県内市町村をはじめ関係機関

から地方自治に関する資料・参考

文献の収集と整理を行い、県民に

提供します。 

(イ) 県内市町村の予算・決算等の

データを収集・整理し、財政状況

を公表します。 

 

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 

市民や自治体職員などに広く参

加を呼びかけ、公開セミナー開

催します。テーマは、市民や自

治体職員が関心を持ち、時宜に

適したものとし、３ヶ月に１回

の開催をめざします。 

（２）議員交流会 

地方が抱える課題について、自

治体議員の意見交換や交流をお

行います。 

（３）講師紹介 

依頼に応じて、講師を紹介します。 

   (４）地域自治研の推進  

      昨年は「埼玉西部地区地方自治

研究会」が発足しました。引き

続き地域における自治研活動推

進のための援助をします。 

 

４．広報活動【定款５条（４）に定める

事業】 

（１） 調査研究の成果を、「ＳＡＩ

ＴＡＭＡ自治研通信」（毎月発

行）や機関誌「埼玉自治研」（年

２回発行）に発表します。また、

ホームページで公表し、広く県

民に提供します。 

 

５．その他の活動【定款第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す。 

（２）ホームページを充実します 

      センターの行事や自治体調査結

果、新着図書情報などを掲載し、

情報発信のツールとして充実させ

ていきます。 

http://www.saitama-jichi.jp/       

 

 

Ⅲ 賛助会員の拡大 

  個人会員、団体会員の拡大に取り組みま

す。 

 

 

 

 

 

埼玉自治研センターでは随時賛助会員を募集してい

ます。自治体議員の方大歓迎です。ぜひ個人会員と

しての参加をお誘いください。年会費は 

団体会員 1口 10,000円、個人会費 3,000円 

http://www.saitama-jichi.jp/
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「所沢市内小中学校防音校舎 28 校のエア

コン設置の住民投票」のその後の経過につい

て 

  自治研センター 事務局長 船橋延嘉 

 

とりあえず２校にエアコン設置する―所沢市 

『埼玉自治研№４３号』特集 1 で「所沢市

内小中学校防音校舎 28 校のエアコン設置の

住民投票」（石本亮三氏原稿）を掲載しました。 

その後、この住民投票の結果を受けた、所

沢市（藤本正人所沢市長）は 4 月 2 日記者会

見を開き「騒音の程度が高いとされる２校で

エアコンを設置する」ことを表明した。 

これを報じた、３日の毎日新聞によると、

藤本市長は「住民投票で賛成が反対を上回っ

たことも考慮し、防衛省が航空機騒音の激し

いと認定する『第１種区域』内の２校への設

置を決断した。来年度中に工事に取り掛かれ

るよう手続きを進めたい」と述べたという。 

住民投票の対象は２８校であり、残りの２

６校についてはこの第１種区域外にあるが、

市長は「ほかに教育現場としてやるべきこと

もあり優先順位は低くなる」とも話している。 

いずれにしても、投票直後の市長の記者会

見（２月１６日）では「財政配分を考慮し、

慎重に対応する」と述べており、この時点で

は「今は真っさらの状態」と先送りしていた。 

しかし、３月２６日の市議会本会議では、

藤本市長は「前向きに検討を進めている」と

述べ、議会終了後、記者団に対し「組織とし

て判断過程の途中」とした上で、「住民投票の

結果に対し、前向きに検討している」と述べ

ている。（３月２７日東京新聞） 

 

投票結果で方針変更･自治の主人公は市民 

 この経過を検証しとき、自治の主人公は市民で

あることが実感できる。住民投票に至る詳細は石

本氏の原稿に譲るが、一度は設置方針が示され、

その後市長の交代によりこれが撤回された。住民

投票の際、設置を求める住民の主張、市長の主張

双方の主張にうなずけるものはある。自治体の仕

事は、その目的は住民福祉の向上にあり、トイレ

の洋式化を優先する主張も、財政難を訴える主張

も正論であるし、子どもたちの健康と勉学の環境

を訴える保護者の主張も正論である。 

今回の住民投票は、「政治では何も変えられな

い」「政治はだれがやっても同じ」などという風

潮があり、統一自治体選挙で史上最低の投票率

(県議選)となった現実をもう一度見直す良い材

料になる。 

やはり自治は自分達住民のものであり、積極的

に参加し行動すれば、かなり強固な行政の体制も

変えることができるという実例となった。 

 

もう一つの課題・二元代表制 

この住民投票に関心を持って新聞記事などを

切抜きしていて、投票日の２月１５日の毎日新聞

の記事がとても気になった。その大見出しは「住

民投票・議会二股」「保護者にも市長にも『いい

顔』」というものである。 

詳しくは書けないが、議会は２０１２年３月議

会で「市長が提案したエアコンを設置しない２０

１３年度予算に賛成している」、一方で、２０１

３年６月議会で「市長に再考を求める決議」を賛

成多数で可決。さらに、住民投票が請求されると、

投票条例を賛成多数で可決している。 

要するに「どっちにもいい顔している」という

ものだ。 

自治体は二元代表制で首長も議員も住民の直

接選挙で選ばれてくる。どちらも住民の代表であ

ってその政治権力は大きなものがある。 

ある自治体関係者は「なんで学校のエアコン設

置で住民投票なの、それくらい議会で話し合えば

決められるでしょ」と私に言った。 

私も「その通り」だと思う一方、議会の現実は

そうなっていないとも思う。それは多くの市長提

案議案がほとんど討論もなしに採決されている

議会が多いことも知っているからだ。しかもその

結果はほとんど修正もなしに可決されている。 

エアコン設置を盛り込まない予算は当然のよ

うに可決されてしまうのが現実だ。予算の組み替

えは容易ではない。何百人という職員が一から組
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み上げていく予算を、一人や数人の議員が組換え

提案することは現実には相当困難だろう。 

国会議員には政策秘書もいるが自治体議員には

そういうことを可能にするスタッフはいないし、

議会事務局があるといっても事実上市長の支配

下にある事務局はそのような体制にはなってい

ない。 

議会の討議も、設置・設置しないを徹底討論す

るような慣習にはなっていない。「あくまで提案

された議案を審議し、採決する」ことに重きが置

かれている。議会改革の望まれるところである。 

原稿を寄せた石本亮三氏のコメント 

今回の住民投票の結果を受けて藤本市長が狭山ヶ

丘中学校、北中小学校の普通教室にエアコンを設置

する方針にしたことは個人的には最低ラインの評価

に留まる。２校のエアコン設置は既にエアコンが設

置されている宮前小学校を含め元々藤本市長就任前

からあった計画であり、それを元に戻したに過ぎな

い。 

 藤本市長が二元代表制の一翼である市議会の判断

をいわば無視した形で三年が経過したことと、４千

万円以上の血税を投じて行われた住民投票の結果を

経なければ今回の市長の方針転換を導き出すことが

できなかったことにどれだけの市民が納得するのだ

ろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お詫びと訂正 

22015年 2月号№204号 3ページ右段下から 6行目

「途方創生」は「地方創生」の誤りでした。お詫

びして訂正します。 

お知らせ    
自治研センター公開セミナー 
 

4 月から生活困窮者自立支援事業が始まりま

した。子供の貧困率は上がり続けています。 
日時：6 月 14 日（日）14 時から 2 時間程度 

会場：さいたま共済会館６０２ 

テーマ 

「自立支援と子供の貧困」（仮題） 
講 師 大山典宏（社会福祉士）さん 

 『生活保護 VS 子どもの貧困』『隠された貧困』

などの著書があります。 

事前告知でいす、ぜひ予定に入れておいてく

ださい。詳細が決まり次第、チラシやホームペ

ージでお知らせします。 

 

 


