２０１６年度事業報告
期間：2016 年 8 月 1 日～2017 年 7 月 31 日
Ⅰ事業の状況
1.啓発事業
（1）東日本大震災関係資料の収集および貸出
（2）子どもの権利に関する事業委託
子どもの権利に関する事業を包括的に（一財）川崎教職員会館に委託し、事業が実
施されました。
2.調査・研究事業
（1）
「高橋市政の足跡をたどる」研究会
1971 年に伊藤三郎革新市長が誕生し、1989 年に髙橋清市長が継続しました。3 期 12
年続いた髙橋市政は、全国の革新自治体が衰退していく中で、人権・平和・分権など
の旗を掲げて施策展開をしました。川崎地方自治研究センターは、労働組合と市民運
動の視点から川崎革新市政を支えてきたことから、髙橋市政の総括として川崎教育文
化研究所とともに研究会を発足しました。その成果物として『髙橋市政が川崎に遺し
たもの』を川崎地方自治研究センター設立 30 周年記念事業として 2017 年 3 月 11 日
に出版しました。また、本の出版にあわせて『髙橋清元川崎市長を語る会』を 3 月 12
日に市労連会館で開催し、髙橋元市長を偲んで約 100 人が参加しました。
（2）自治研センターと生活クラブ生協の共同研究
縦割りで取り組まれている貧困行政と事業を生活クラブのリソースにおいて連携し
ていくことを目的に、月 1 回程度、市内の施設などを巡り、事業者からヒアリングを
行っています。
第 1 回：12 月 22 日（木）10 時～13 時、
テーマ：川崎市「ふれあい館」の多文化共生の自立サポート
講師：原 千代子ふれあい館館長、鈴木健職員
場所：ふれあい館を視察見学させていただき、現地で研究会を開催

第２回:2 月 22 日（水）2 時～4 時
テーマ：子どもを取り巻く住居・家庭・保育・教育・親も含めた就労の社会環境
の貧困
講師：菅野 亜希子母子生活支援施設ヒルズすえなが施設長
場所：ヒルズすえながを視察見学させていただき、現地で研究会を開催
第３回：3 月 29 日（水）午後 2 時～4 時
テーマ：
「川崎市に「おける生活保護・生活困窮者の自立支援策の変遷について」
講師：宮脇 護氏（川崎市職員）
場所 自治研センター
第 4 回 4 月 14 日（金）午後 2 時～4 時
テーマ：生活困窮者・検討会議論整理等ヒヤリング
講師：厚生労働省社会・援護局 地域福祉課 生活困窮者自立支援室
相談支援係 佐藤雅明主査 藤村貴俊主査
場所：衆議院第 2 議員会館１Ｆ第 6 会議室
第 5 回：5 月 16 日（火）10 時～
テーマ：障がい者就労支援と川崎市就労準備支援事業の現状と課題
講師：㈱ダンウエイ 髙橋陽子社長
場所：武蔵新城駅前の（株）ダンウエイ社を視察見学させていただき、現場で研
究会を開催
第 6 回：6 月 29 日（木）14 時～
テーマ：子どもの学習支援
講師：ＮＰＯ総合教育サポートセンター
本告一生（もとおり・かずお）事務局長、菊池俊光職員
場所：川崎地方自治研究センター
（3）川崎市政の検証
2017 年 10 月 22 日に投開票が執行される川崎市長選挙にむけて、この 4 年間の市政
検証を行っています。
（4）市民による川崎市人種差別撤廃条例案研究会
ヘイトスピーチやその他の人権被害を根絶するため、市職労より包括的な人権条例
制定に向け委託事業として研究会を発足しました。

（5）消防職員パワハラ実態調査
パワーハラスメントは社会問題として顕在化しています。川崎市消防職員協議会は、
職場実態を把握するため、市消防局職員全員を対象に調査を実施しましたが、その集
計分析作業を行いました。
（6）給食調理員の労働環境実態調査
1991 年度より実施している学校給食調理場の巡視結果について、市教委、労働科学
研究所の協力を得て、市職労現業部、給食支部とともに「（仮題）職場巡視四半世紀の
まとめ」を作成しています。2018 年 3 月完了予定。
3.連携・支援事業
（1）かわさき自治研（川崎市職労との共催事業）
第１回 「立憲主義・民主主義の観点から自民党改憲案を考える」
講師：清水雅彦さん 日本体育大学教授（憲法学）
戦争をさせない 1000 人委員会 事務局長代行
2017 年 2 月 18 日（土）13 時 00 分～
市労連会館講堂
第２回 「～さらなる多文化共生社会をめざして
外国籍市民の地方参政権・公務就任権課題を考える」
講師：近藤敦さん 名城大学法学部教授
2017 年 4 月 15 日（土）13 時 00 分～
川崎市労連会館講堂
第３回 「平和を考えるスタディツアー」
2017 年 5 月 27 日（土）10 時 00 分～
明治大学生田キャンパス
明治大学平和教育登戸研究所資料館
第４回 「学校で働く人の仕事を知ろう！やってみよう！
学校用務員と給食調理員の職業体験」
2017 年 7 月 15 日（土）10 時 00 分～
川崎市立菅生小学校
（2）市職労青年部との共催事業
自治研センターはテーマによって市職労青年部が企画する講演会や学習会などを共
催し、幅の広い年齢層とのかかわりを深めています。

（3）市民団体等の支援事業について
会員団体も含め地域の課題に取り組んでいる市民団体に自治研センターは積極的な
支援を行っています。
自治研センターは生活クラブやかえるプロジェクト、川崎労福協、川崎・富川市民交
流会、かわさき市民しきん、ヘイトスピーチを許さないオール川崎市民ネットワーク等
の団体と連携し、支援事業を行ってきました。引き続き市民団体や会員からの課題など
受け事業化を進めていきます。
（4）神奈川県自治研究センターとの共同事業 シンポジウム
「大阪都構想を考えるシンポジウム 大阪『維新』の詭弁 なぜもう一度住民投票」
2017 年 8 月 8 日 18：00 神奈川県地域労働文化会館（県本部）
【報告】山口勝巳さん（自治労大阪府本部委員長）
別当良博さん（大阪市政調査会理事）
【意見交換】コーディネイト 大矢野修さん（川崎自治研センター主任研究員）
橋下市制下の大阪市で、２０１５年に住民投票の結果、約１万票の僅差で廃案とな
った「大阪都構想」が、再び推し進められようとしている。早ければ、２０１８年秋に
も再度住民投票が実施される見通しとなっている。こうした事態に対し、川崎自治研セ
ンターは、横浜・相模原の自治研センターなどと共催でシンポジウムを開催した。シン
ポジウムでは、川崎自治研センター主任研究員の大矢野修さんをコーディネーターに、
自治労大阪府本部中央執行委員長の山口勝己さんと大阪市政調査会理事の別当良博さ
んが報告を行った。
4.プロジェクトについて
（1）財政白書
市職労政策部との共同で「2016 財政白書～消費増税の再々先のばしと自治体財政」
を 2016 年 9 月に発刊しました。なお、2017 年度版についても現在編さん作業を続け
ています。
（2）
「市政ウォッチャー」について
最新の情報を中心に発信しています。退職後、川崎市政に関する情報が得られにくく
なっている川崎市職員退職者会に対して市政ウォッチャーの情報を提供し活用いただ
いています。
（3）季刊紙について
自治研センター会員との意思疎通を強化するため、長い間休刊していた『自治研ニ
ュース』を『クォータリーかわさき通信』と改め季刊紙として再出発しました。年間
4 回の発行をめざし、会員団体に情報提供を行っていきます。

（4）ホームページ更新について
今年度、自治研センターのホームページをリニューアルしました。今後も情報発信ツ
ールとしてホームページを活用し、会員並びに市民団体との情報交換の場として活用
していきます。
5.2016 年度

川崎地方自治研究センター

事務局体制

主任研究員 板橋 洋一 2015 年 7 月～
主任研究員 大矢野 修 2016 年 4 月～
事務局長

木沢 睦

（川崎市職員労働組合）

事務局次長 瀧澤 一義 （川崎市職員労働組合）
事務局次長 渡邉 栄一 （川崎市職員労働組合）
事務局次長 千葉 陽子 （川崎市教職員組合）
Ⅱ 庶務の概要
（１）役職員に関する事項

役職

氏名

所属等

理事長

江井

茂

常務理事

萩原

周子

理事

監事

川崎市職員労働組合書記長

藤吉誠一郎

川崎地域連合副議長

門倉

慎児

川崎市教職員組合執行委員長

野坂

智也

川崎市職員労働組合中央執行委員長

嶋

清和

川崎水道労働組合執行委員長

船生

浩市

川崎市立病院労働組合執行委員長

飯田

昭彦

川崎市下水道労働組合執行委員長

萩原つなよ

かわさき生活クラブ生活協同組合理事長

舘

克則

川崎地域連合事務局長

服部

善彦

川崎市職員労働組合中央執行委員

（２）理事会・総会に関する事項
①理事会
議事内容
2016.9.12

2016 年第 1 回総会議案について

会議の決果
議事はすべて了承

2015 年度事業報告および決算報告、監査報告
2016.9.30

理事長および常務理事の選任について

議事はすべて了承

2017.4.19

事務所の移転について

議事はすべて了承

特別事業について
2016.7.12

2016 年度第 2 回総会議案について

議事はすべて了承

2016 年度中間事業報告
事務所の移転について
2017 年度事業計画および予算（案）
会員提案事業について
役員の変更について

② 総会
議事内容
2016.9.30

2015 年度事業報告および決算報告、監査報告

会議の決果
議事はすべて了承

役員の変更について
2016.7.20

2016 年度事業中間報告
事務所の移転について
2017 年度事業計画および予算案
会員提案事業について
役員の選任について

議事はすべて了承

（３）事務局体制

役職

氏名

所属等

事務局長

木沢

睦

事務局次長

千葉

陽子

川崎市教職員組合教文部長

渡邉

栄一

川崎市職員労働組合中央執行委員

瀧澤

一義

川崎市職員労働組合中央執行委員

峰岸

是雄

森山

定雄

板橋

洋一

顧問
主任研究員

大矢野

川崎市職員労働組合中央執行委員

修

（４）事務局会議
報告議事内容
1

2016
08.30

甲状腺エコー検診神奈川の会（川崎会場）報告について
神奈川県自治研究センター

財政システム説明会

ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ事務局会議参加について
ストッププルトニュウム神奈川連絡会対県要求について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ学習会参加について
2

10.06

学校職場体験総括会議について
かえるプロジェクト事務局会議参加について
自治研センター理事会について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ事務局会議参加について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ学習会参加について
自治研センター 2016 年度第 1 回総会報告について
ストッププルトニュウム神奈川連絡会事務局会議参加報告について

3

11.24

平和と生活の集い 第 2 回運営会議参加報告について
自治労全国自治研集会参加報告について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ中間報告集会参加について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ対市申し入れ参加報告について
平和と生活の集い 第 3 回運営会議参加報告について
かえるプロジェクト運営会議参加報告について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ事務局会議参加について

4

12.08

平和と生活の集い 第 4 回運営会議参加報告について
神奈川県自治研センター 財政基礎講座参加報告について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ事務局会議参加報告について
労福協親子セミナー参加について

給食調理業務に関わるこれまでの安全衛生の取り組みについて
自治研センターと生活クラブ生協の共同研究会（貧困・人権課題）
自治研センタースタディツアーについて（協議）
5

2017
01.31

「貧困と人権」研究会実施報告
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ事務局会議参加報告について
生活クラブ運動グループ新春を祝う会
かえるプロジェクト運営会議参加報告について
ストッププルトニュウム神奈川連絡会総会参加報告について
平和と生活の集い第 5 回運営会議参加報告について

6

02.21

自治労神奈川県本部政策委員会参加報告について
給食調理業務に関わるこれまでの安全衛生の取り組みについて
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ結成 1 周年集会報告について
自治労地方財政セミナー参加報告について
かわさき自治研集会①実施報告について
自治研センタースタディツアーについて（協議）

7

02.23

給食調理業務に関わるこれまでの安全衛生の取り組みについて
学校職場体験プロジェクト準備会議報告について
川崎地方自治研究センター新春のつどい開催報告について
平和と生活のつどい開催報告について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ事務局会議参加報告について
平和と生活のつどい 総括会議参加報告について
県自治研センター地財セミナー参加報告について
高橋元市長を語る会開催報告について
県自治研センター総会参加報告について
自治研センター『クォータリーかわさき通信』について（協議）

8

04.11

ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ教育長との意見交換参加報告
給食調理業務に関わるこれまでの安全衛生の取り組みについて
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ 街宣行動参加報告について
「貧困と人権」研究会実施報告

9

05.23

かわさき自治研集会②実施報告について
かながわエコー検診の会事務局会議参加報告について
自治研センター理事会開催報告について
第 4 回県本部政策委員会参加報告について
給食調理業務に関わるこれまでの安全衛生の取り組みについて
ヘイトスピーチを許さない市民 NW 市の人権施策担当者との話し合
い参加報告について

「貧困と人権」研究会実施報告について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ事務局会議参加報告について
（仮称）差別禁止条例作成プロジェクト 協議

10

06.16

自治研センター『クォータリーかわさき通信』について（協議）
かわさき自治研集会③平和を考えるスタディツアー実施報告について

11

07.04

自治研センター2016 年度第 2 回総会議案について協議

12

08.21

自治研センター理事会開催報告について
ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ＮＷ 街宣行動参加報告につ
いて
ストップ・プルトニュウム神奈川連絡会事務局会議参加報告について
冨川市民交流会との共催講演会 「新たな日韓関係を築くために自治
体・市民の役割考える」開催報告について
ヘイトスピーチを許さない市民ＮＷ事務局会議参加報告について
かわさき自治研④学校職場体験開催報告について
ヘイトスピーチを許さないかわさき市民ＮＷ 抗議行動参加について
エコー検診神奈川の会 川崎検診参加報告について

（５）センターの機能強化・環境整備
①保有資料の閲覧・貸し出し
②Facebook を利用した情報発信
③ホームページの更新
④機関紙「川崎市職労」への研究員の寄稿

