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２０２０年度の事業計画書・予算書 
 

（２０２０年３月１０日 ２０１９年度第５回理事会で確認） 

Ⅰ 2020年度の事業計画 
 

 「三つの活動の基本方向（地域的広が

り、新たな研究分野の広がり、新たな参加

者を広げる）」を維持して活動をすすめ

る。 
 

1 調査研究事業計画 
 

①調査・研究活動 

 ・調査研究活動は成果物の発行までを見 

   据えて活動するようにする（ただし、発行経 

  費は独立採算制を堅持して）。 

 ・原子力災害研究会の活動を継続的にす 

   すめる。 

 ・地域医療政策研究会の活動を再開させ 

   る。 

 ・観光･経済研究会の活動を再開させる。 

 ・共同研究活動に取り組む。 

      ※京都教育センターとの共同研究 
 

②受託調査研究 

＜受託先・事業内容＞ 

 ○京都府職労連（2020年・2021年の2ヶ 

  年の取り組み、各年、「50万円」） 

 ○京都市職労（2020年・2021年の2ヶ年 

  の取り組み、各年、「50万円」） 

 ○京都自治労連（各年、「25万円」） 

 ☆第3期「デジタルアーカイブ」事業 

  京都府職労連、京都市職労及び京都 

  自治労連３者の保存する歴史的資料 

  を整理・デジタル化し、完成資料を研 

  究所としてホーム・ページへ掲載す 

  る。 

 ○日本共産党京都府会議員団と協議 

 ○日本共産党京都市会議員団と協議 
 

 今後も、他団体からの調査研究の受託 

 に努める。 

 
 

③出版事業 

 ・「京都自治研究（第13号）」を2020年

6月に発行する。 

 

２ 学習教育事業 
 

①地方自治セミナーを地域の要望を踏ま 

 えて開催する。 

 ・「まちづくり」問題など 
 

②府民公開講座を2回以上開催する。 

 ・「原発」、「観光」問題など 
 

③京都自治体学校を、京都自治労連など、 

 他団体とともに北部、南部で開催する。 

 

④情勢に呼応した課題での他団体との共 

 催による学習会・講演会を開催する。 
 

⑤第62回自治体学校in広島（7月11日～13 

 日）、自治体研究所の「議員研修会」な 

 ど、全国的な諸学習教育集会への参加 

 者組織をはかる。 

 

３ 情報交流事業 
 

①時宜にあった問題提起・情報発信、多く 

 の会員の皆さんの登場など、会員の皆 

 さんに読んでいただける「月報『くらし 

 と自治・京都』」めざし、その充実をは 

 かる。 
 

②活用される研究所ＨＰをめざし、その 

 充実をはかる。 
 

③「ツキイチ土曜サロン」を継続して開催 

 する。 

 

④「まち研」との協力・共同をはかるとと 

 もに、各地域の「立ち上げ」を援助する。 

 



４ 定期誌普及事業 
 

 ・「住民と自治」誌の読者拡大をはかる。 

 

５ 図書普及事業 

 ・出張販売の努力、各団体への売り込み 

  などにつとめ、売り上げ目標を35万円 

   とする。 

 

６ 京都研の発展めざして 
 

①各種の取り組みを通して会員拡大につ 

  とめる。特に、自治体労働組合内での拡 

  大に力をそそぐ。 
 

②理事会を中心とした集団的運営体制を

引き続き堅持する。 

  

 

Ⅱ 2020年度予算の概要 
       （別記「2020年度予算書」参照） 
 

１ 基本 
 

①法人全体の2020年度収支はゼロとする。 
 

②調査研究の受託は京都自治労連、京都 

  府職労、京都市職労、日本共産党京都市 

  会議員団等からの受託（計2,000千円）を  

 見込む。 
 

③予算規模は2019年度10,240千円とほぼ 

  同額の2020年度10,200千円とする。 

 

２ 収入の項（主な点） 
 

①団体会費、個人会員、読者は2020年4月 

  1日の推定人数を基礎とし、収入額を計 

  上した。 
 

②事業還元金は、自治体学校参加組織へ 

  の還元金で、前年度実績を勘案して計 

  上した。 
 

③図書普及事業は前年実績を勘案し 

  350千円目標とした。 

④事業収益は調査研究の受託の増加に見 

  合って100千円増額した。 

 

３ 支出の項（主な点） 
 

①「住民と自治」誌の仕入れ価格は＠537 

  円（全国研の通知額）で計上した。 
 

②定期誌仕入、印刷製本費、委託費、光熱 

 水費、通信運搬費、諸謝金、新聞図書費、 

 広告宣伝費は前年実績を勘案し合計 

 470千円減額した。 
 

③給与水準は当初予算では変更せず。給 

 与手当等は受託の増加に見合い150千 

 円増額した。 
 

④図書仕入、旅費交通費、賃借料、支払手 

 数料、雑費は前年実績を勘案し合計280 

 千円増額した。 
 

⑤臨時雇賃金、負担金、修繕費、備品費は、 

 支出予定がないため、ゼロとした。 

第５回理事会報告 
 

 ３月１０日、第５回理事会が開催され、京

都府･京都市の新型コロナ対策や、ク

ルーズ船観光の問題点などについて情

報交換をしました。また、スウェーデン

国会憲法委員会調査団との懇談の模様

が報告されました。 

 第４回理事会以後の取り組み報告と

今後のとりくみについての提案を受け、

議論し、全員一致で承認しました。  

 ２０２０事業計画・予算案を議論し確定

しました。 

 第４５回総会の開催要項及び今後の対

応を確認しました。 

 ２０１９年度事業報告案と決算案を議論

する第６回理事会を５月１２日に開催する

ことを確認しました。 



2020年度予算書 （2020年4月1日～2021年3月31日） 



スウェーデン国会 憲法委員会調査団との懇談 
2020年2月27日（木）  於 京都自治体問題研究所 

 スウェーデン大使館よりスウェーデン

国会に設置されている憲法委員会の訪日

に合わせて、東京以外の地方として京都

において地方自治の問題について調査・

懇談の依頼があり、2月27日（木）に調

査団が来訪されました。 

 超党派議員団のみなさんは、憲法委員

会副委員長のハンス・エクストロム氏

（社会民主党）を団長に、国会議員13

名、大使館参事官、通訳を含め15名が来

訪されました。参加された政党は社会民

主 党、穏 健 党、中 央 党、左 翼 党、ス

ウェーデン民主党、キリスト教民主党で

した。 

 大田理事長が所用で欠席のため、岡田

知弘全国研理事長、中林浩前京都研理事

長、池田豊事務局長、事務局で対応しま

した。 

 京都研への来訪目的は、東京から離れ

た地域における地方行政の現状や市民社

会に与える影響、さらに歴史的都市にお

ける景観保全等についてでした。 
 

 岡田全国研理事長から、日本の地方自

治制度の歴史と現状、自治体問題研究所

の役割や活動内容について、中林前京都

研理事長からは京都の景観やまちづくり

の課題について報告、池田事務局長から

は京都研の調査研究や書籍の出版につい

て報告がされました。通訳を介した懇談

のため時間がかかり、短い時間でした

が、有意義な意見交換、懇談となりまし

た。 
 

 当日は京都新聞社の取材があり、後日

記事が掲載されました。 
 



 今、中小業者の営業は昨年１０月の消費

税１０％増税による「消費大不況」に加

え、新型コロナウイルス感染拡大による

「コロナショック」で営業の危機に追い

込まれています。 

 安倍政権の消費税１０％増税と複数税率

の強行は「レジの買い替えだけで数百万

の負担。これを機に廃業する」など各地

でスーパーを含む小売店等を閉店・廃業

に追い込みました。今年１月２７日には山

形県の創業３２０年の老舗百貨店大沼が経

営破綻。２０１９年１０－１２月期のGDPは、

個人消費・設備投資・住宅投資、輸出が

すべてマイナスとなり年率換算６．３％の

大幅な減少となりました。 

 

コロナショック－ヒト・モノ・カネの動きが  

縮小・ストップ 
 

 １０％増税による消費の縮小に加え、今

年に入っての「コロナショック」で２月

以降ヒト・モノ・カネの動きが急激に縮

小・ストップしています。 

「全国旅行業協会も緊急アンケートで

影響を調査している。全国的集会やイベ

ントも次々と中止になっている。営業の

危機だ」 

最初に京商連が「コロナショック」を

感じたのは、２月４日に旅行業者から上記

の悲鳴に接したことでした。すぐに、日

本共産党府議団に連絡を取り旅行業者の

声を直接聞いてもらいました。その場で

京都府・市が「新型コロナウイルス緊急

対策融資」を２月６日から実施するという

情報を聞き、京都旅行業組合に融資の実

施要綱を伝えました。各民商にも融資要

綱を連絡するとともに民商会員・会外業

者の影響調査を依頼しました。 

右京民商は嵐山の会員に電話で聞き取

り調査を行い「中国客が激減。全く物が

売れない。店を閉めている」（土産物

店）などの状況をつかみました。「旅館

の受注が亡くなり売上半分に」（卵卸

業）、「今日も３件のキャンセル。３月の

予約が入らない」（旅館業）、「タク

シー専門の自動車板金。全く仕事がな

い」など各地の民商から中小業者の営業

が大変な状況になっていることが具体的

に伝わってきました。 

２月１８日に京商連は京都府・市に対し

て「消費税１０％増税・新型コロナウイル

ス感染拡大の影響から中小業者の営業を

守る緊急要請」を行い、「１、売上が激減

する中小業者の店舗家賃・リース代・従

業員給与他の固定費に緊急に補助する制

度をつくる。２、緊急融資に対する利子・

保証料補給制度の創設、３、正確な情報提

供で感染拡大防止とイベント等の過度の

自粛をしないこと」を求めました。 

「コロナショック」の局面が大きく変

わったのは２月２６日の安倍首相による

「大規模なイベント等の自粛要請」と２７

日の「全国一律休校」の要請でした。こ

れを機に自粛ムードが一気に広がり、人

と人の交流、学校活動や正常な経済活動

10％増税・「コロナショック」から国民生活守る大運動を 

                      京都府商工団体連合会 池田 靖 



が困難になる事態が広がりました。デマ

拡散によるトイレットペーパー不足も発

生しました。 

「コロナの影響で既に数千万相当のキャ

ンセルが入っており日本政策金融公庫に

セーフティネット融資を申し込んだが

『申し込みが殺到しており１ヵ月半かか

る』と言われた。このままでは３月分の

従業員給与も払えない危機的状況」（札

幌・旅行業） 

「保育園、小学校の卒園式・卒業式、結

婚式のキャンセルだけで１００万の損失。

損失補填をしてほしい」（東京・映像

業）など、売上がすべてなくなり支払い

もできない業者が爆発的に増えていま

す。 

３月５日の日本共産党京都府議団ヒアリ

ングで京都工業会有馬透専務理事は「中

国生産で部品の調達ができず生産が進ま

ない、人の移動制限で事業が進まない、

今後受注減少の問題が大きく出てくる」

と大企業の中国生産の問題点を指摘して

います。 

中国内での工場・事業所の閉鎖の影響

で日本国内の中小業者も「電子部品のほ

とんどが中国製で入ってこない」「中国

製の建設資材が入らない」など事業活動

がストップする状況が生まれています。 

さらに、政府は３月７日に新型コロナウ

イルス感染防止対策として中国、韓国か

らの入国を大幅に制限し始めました。 

９日以降、両国からの航空便到着は成田

と関空に限定、入国者には指定場所で 

２週間の待機を要請します。旅客需要の

更なる落ち込み、輸出入産業も一層の打

撃を受けます。留学生が日本に来られな

くなるなど社会的混乱がさらに広がる懸

念もあります。 

 コロナショックによって日本経済は生

産・流通・消費の各部面で大きな困難を

抱え正常に働かなくなっており、新型コ

ロナウイルスの収束も見通せないまま、

かつてない経済的混乱と停滞に突入して

います。  

 

 今、求められていることは新型コロナ

ウイルスに関して、政府が正確な情報を

提供するとともに、専門家の知恵を結集

して科学的根拠にもとづき感染拡大を防

ぎ何としても収束させることです。 

 中小業者の営業を守るためには、「消

費税５％への引き下げ」「無担保・無利

子融資に加えてコロナウイルス感染拡大

により失われた売上の補償」など従来の

枠を大きく超えた措置がどうしても必要

です。 

さらに、根本的な問題として、これま

で政府・京都府・京都市が積極的に推進

してきたインバウンド頼みの観光政策を

改め、地域の中小業者・中小企業を中心

にした循環型地域経済の構築こそ求めら

れています。京商連は中小業者の営業と

くらし、権利を守るために全力を挙げま

す。 



 

1970年の蜷川知事５選をめざす選挙

は、「民主府政の会」に結集する民主勢

力と、自民・公明・民社党が推した勢力

との大激戦となりました。 

京都府職労は「身は職場にあっても眼

は地域のすみずみまで」を合言葉に、地

域・住民の中に入って選挙戦を繰り広げ

ました。当時副委員長大江洸氏は、「こ

の闘いを通じて『民主的地方政治の灯

台』とは何を指しているのか、京都府政

は住民の暮らしを守る組織として、国の

悪政の波から府民を守る防波堤の役割を

はたしているのかを本格的に深めること

になった。そこから自治体労働者の在り

方について検討を加える運動が始まっ

た」と述べています。 

翌71年10月、府職労第38回定期大会議

案書に、「D 民主的京都府政のあらたな

前進と自治体労働者の役割と責務」との

項目が書き込まれ、提案採択されまし

た。D項路線と呼ばれる「民主的自治体労

働者論」の提案でした。75年の自治労大

会における激しい議論、論争をへて、全

国の民主的自治体労働運動の基本とな

り、確立されてきました。 

大会議案書の表紙イラストには、「84

の地方自治体において、革新統一戦線の

力で革新首長が存在し、人口の約四分の

一が、民主的・革新的な首長の地方自治

体で生活している」と紹介されていまし

た。革新自治体は77年10月には210自治

体、4842万人、人口の44％まで拡大しま

した。 

 74年田中角栄内閣のもとで「T.O.K.Y.O

作戦」がつくられ、反共攻撃、革新自治

体つぶしの大攻勢が始まりました。 

 

 革新自治体の

数は残念ながら

大きく後退しま

したが、民主的

自治体労働者論

の立場に立った

自治体労働組合

は自治労連を結

成し、京都にお

いてもその立場

を発展させなが

ら地方自治と住

民の暮らしを守

る力となってい

ます。 

今を読み解く一枚 （第20回） 京都戦後民主運動 歴史資料アーカイブ 

府職労「D項路線」1971年定期大会で確立した民主的自治体労働者論 

池田 豊（京都自治体問題研究所副理事長・事務局長） 

T 1967年 美濃部亮吉 東京都知事（～1979年） 

O 1971年 黒田了一 大阪府知事（～1979年） 

K 1950年 蜷川虎三 京都府知事（～1978年） 

Y 1963年 飛鳥田一雄 横浜市長（～1978年） 

O 1968年 屋良朝苗 琉球政府行政首席 

                 （1972年沖縄県知事）（～1976年） 

 



交 流 の ひ ろ ば 

書籍紹介  

 

横山 壽一, 長友 薫輝, 住江 憲勇, 眞木 高之, 尾関 俊紀, 塩見 

正, 井上 純, 沢野 天, 新家 忠文, 長尾 実(著)／横山 壽一, 長

友 薫輝(編)  A5判・並製カバー・160頁/定価(本体 1300円+税)  

 病院は、地域で暮らし続けるために欠くことができません。 
 ところが、国は、町や村に１つしかない病院をふくめて、全国424の公立・

公的病院を名指しし、統合再編を含めた病床削減計画の提出を自治体

に求めています。そこには、「地域医療構想」の早期実現という政策があり

ます。 本書では、地域医療を取り巻く情勢を整理した上で、「地域医療構

想」とはなにか、「地域医療構想」が病院再編とどう連動しているか、地域

医療を守り発展させるための政策や課題をどう考えていくかなどについ

て、各地の実践にそいながら紹介します。 

 

宇治自治体問題研究所2020年度企画 
 

 宇治自治体問題研究所から、新年度のとりくみです。 
 

 ［調査研究活動］ テーマ 「宇治川は大丈夫？」 
     第１回調査研究会 

       公開講演会 「河川防災の視点と宇治川」 

       講師 宮本博司さん（元国交省淀川河川事務所長、元淀川水系流域委員会委員長） 
      

     場所  ゆめりあ うじ 

     日時 4月18日（土）14:00～16:00 

    地域の病院がなくなる？！ 

    地域の病院は命の砦 ―地域医療をつくる政策と行動― 

 京都自治体問題研究所理事の塩見正さん（京都医労連書記次長）も執筆者の一人と

して、地域医療問題について執筆されています。 

 京都研で取り扱っていますので是非お読みください。 
 

 塩見さんは、「住民と自治」２月号特集「公立･公的病院の再編統合と地域医療」の

中で、「『診療実績データの分析』の概要と問題点」と題して、「地方の中小病院・

病床の再編・削減と医師数抑制を狙った『結論ありき』の分析は白紙撤回すべき

だ。」と述べています。地域医療構想と働き方改革を名目に病院を再編し、医師体制

を集約化して医師数を増やさない政府の狙いは、病床削減や医師・看護師の負担増に

よる現場の疲弊、医療の荒廃や医療崩壊で、患者・住民の受療権を侵害することにな

りかねません。併せてお読みください。 



今、巷では新型コロナウイルス感染症

が世界的に深刻な規模で広がっていま

す。私たちの暮らしを見ても、ほんのわ

ずかこの1，2カ月余りでの感染の広がり

の速さと、学校の休校やマスク、トイ

レットペーパーなど日用品が姿を消すな

ど日常生活に与える影響が誰の目にも明

らかになっています。また経済への打撃

も深刻です。昔と違って半日で地球の裏

側まで行けるボーダーレスな時代にウイ

ルス感染症の封じこめは難しいようで

す。 

このウイルス、電子顕微鏡で拡大しな

いと観ることもできない代物です。本書

では子どものころから野山を駆け回り、

虫や魚を捕まえて自然の面白さにはまっ

た著者が、北海道大学でウイルスを対象

に研究生活を開始した時から現在に至る

まで、エボラウイルスとインフルエンザ

ウイルスに関する研究で突き止めた事実

を織り交ぜながら、ウイルスの概念、感

染、免疫系など医科学の基礎的な知見と

感染地や自然宿主である動物のフィール

ドでの活動などを紹介しています。 

読んでみて感じるのは、ある時は結晶

化する物質、ある時は（生き物の細胞に

感染しながら）自らを増殖させる生物と

しての姿を見せ、その本質は遺伝子であ

るというウイルスの奇妙さ、面白さで

す。同時に、これを迎え撃つ人間を含む

高等生物の免疫系の芸術的な洗練さ、そ

れをあたかも意思を持つかのように潜り

抜けるウイルスの巧妙さです。そしてこ

れらが実際は分子レベルの化学反応で無

意志に進んでいるギャップにも驚かされ

ます。また分子構造のわずかな変異で弱

毒性から強毒性へ、また宿主の壁を乗り

越えた感染が可能となることから、鶏舎

や市場などで個体同士が濃厚接触し、感

染が進む過程でこれらの変異が急激に進

む危険性（ニュースでも度々報道）も納

得できます。 

エボラ出血熱、インフルエンザは人間

と鳥やコウモリなどの動物と共通する人

畜共通感染症として知られています。し

かしウイルスに本来悪意はなく、長い年

月をかけて自然宿主と平和な共生関係を

結んできたフィールドに、人間が開発、

採取、食用などで侵入してきたことによ

る、「ウイルスの生存の観点からは望ま

しくないエラー」であり、その向き合い

方は人間が考えていかねばならないこと

だと著者は指摘しています。その上でヒ

トと動物の健康を一体で捉える「ワンヘ

ルス」の視点、具体的には野鳥などの感

染状態の地道なサーベイランスの必要性

を説いています。 

解説部分はむずかしくもありますが、

剣道、ピアノ、

食と酒などを嗜

む著者の軽妙な

筆致に触れて、

研究が人的ネッ

トワークの中で

ダイナミックに

進む様子を実感

することができ

ました。 

私の本棚 書籍紹介                                          京都府職員労働組合連合 中村知彦 

ウイルスは悪者か －お侍先生のウイルス学講義－ 
        （亜紀書房 高田礼人著 ２０１８年１１月 １８５０円＋税） 

 



新型コロナウイルスの感染拡大への対

処として安倍首相が独断的に要請した全

国一斉の小中高校と特別支援学校の「一

律休校」が3月2日から始まりました。

「科学的な根拠がないままの突然の一律

休校要請の問題」が様々な分野で生じて

きています。感染症の専門家は、新型コ

ロナウイルスの感染経路は飛沫感染や接

触感染で、「広いオープンスペースでの

空気感染はあったとしても極めてまれ」

と指摘しています。この指摘を基に判断

し、3月上旬の暖かい晴れの日、広い

オープンスペースである京都御苑の南西

域を訪ねてみました。梅が満開の季節で

すが、観光客は少なく、家族連れが早春

の日を楽しんでいました。 

 枝いっぱいにたくさんの小さく可憐な

白い花を咲かせるユキヤナギが咲き始め

ていましたが、たくさんの花を咲かせる

にもかかわらず、しとやかな印象を受け

ることに由来する花言葉『静かな思い』

を感じさせるには、時期が少し早かった

です。花が濃紅色で大輪の八重咲きで知

られる「黒木の梅」をはじめ、梅は満開

で、木々の間をメジロが飛び交い、春の

訪れが間近いことを感じました。 

御苑南西域のわずかな範囲の散策でし

たが、途中、気になったいくつかの木々

にカメラを向けました。 

 

続カメラ探訪 ２７       気になった木々（京都御苑）         内野 憲  

枝ぶりが見事な木 
 

 風格があります。 

四方八方に伸びた

枝は、長い歴史を感

じさせてくれます。  

      → 

逞しく生きてる感が伝わる 

板状根 
 

 樹齢を重ね、大きく育った体を

支えるために板状に発達した板

状根が見られます。逞しく生き

ている感が伝わってきます。 

 ← 

亀甲羅文様の松の樹皮 
 

 見事な亀甲羅文様の松で

す。生命力ある力強さを感じ

させてくれます。樹皮の文様

は、肥大成長（樹皮と木材の

間の部分で成長する）の過程

で形成されます。肥大成長を

すると表面を覆っていた表皮

が裂け、その裂け方が木の種

類はもちろん、木の年数でも

異なるため、様々な模様の樹

皮が形成されているのだそう

です。↑ 



 85th ツキイチ土曜サロン 
 

・開催日 ４月18日（土） 
・時刻      14：00～ 
・場所      京都自治体問題研究所 

・報告      久保建夫さん 
 

＜今月の本＞ 

河出新書「＜格差＞と＜階級＞の戦後史」 

（橋本健二、20年１月、1100円＋税）    

 この社会はどのようにして、現在のよ

うなかたちになったのか？敗戦、ヤミ市、

復興、高度成長、「一億総中流」、バブル

景気、日本経済の再編成、アンダークラス

の出現……。 

「格差」から見えてくる戦後日本のすが

たとは――。根拠なき格差論議に終止符

を打った名著『「格差」の戦後史』を、  

10年の時を経て、新データも加えながら

大幅に増補改訂。 

 日本社会を論じるならこの一冊から

（河出書房新社）。 

 

お気軽にご参加下

さい  
 

 土曜サロンは、

参加自由、事前申

込不要。 

 終了後、参加者

による気軽なワン

コ イ ン 懇 親 会 を

行っています。 

 

事  務  局  通  信 

東山区から 持続可能な京都市の未来を考える  

京都市のどこをどう変えるのか？ 
 

 オーバーツーリズムから一転、新型コロナウ

イルスで観光客が激減。「呼び込み観光」で

「まち壊し」を先導した京都市は、大変な事態

になっています。 
 

 住民の健康や暮らしを支える自治体本来の

役割を果たす持続可能な京都市をどうすれ

ば作れるのか？岡田先生と御一緒に考えま

しょう。 
 

 作り過ぎた宿泊施設。さらに新型コロナウイ

ルスによる観光客の激減。歪なインバウンド

指向から持続可能な京都市へ切り替えましょ

う。   （ねっとわーくかわら版No１２１より） 
 

  ◆ ３月２９日(日)14:00～ 

  ◆ やすらぎ・ふれあい館 

  ◆ 講演：岡田知弘 

    （京都橘大学現代ビジネス学部教授） 

手のひらに憲法プロジェクト 
URL http://www.pocketkenpo.com 

＜ポケット憲法のお申込み＞ 
Mail     info@pocketkenpo.com 

TEL 075-211-1161  
 FAX 075-708-7042 

●年報第１３号論文募集● 
（２０年６月末発行予定） 

  

☆会員であればどなたでも投稿できます。 
 

☆投稿種類：研究・討論・調査レポート、動

向、資料、書評（投稿規定・執筆要項あり） 

●会費及び「住民と自治」誌 

  購読料 納入のお願い 
 

 当研究所の会計年度は３月末ですの

で、会費・購読料が未納の方、３月末まで

の納入、よろしくお願いします。 
 

● 住所変更等のご連絡はお早めに 

「いいまちねっと東山」講演のお知らせ 


