
自治体が担う セーフ テ ィ ネッ ト ４

地域の社会的基準形成に果たす
自治体の役割

大 谷 強

これまで、この連載では自治体がその地域に

暮らしている住民のセーフティネットをどう張

りなおしていくかについて、述べてきた。今回

は自治体内部での行為が自治体内にとどまらず、

地域の暮らしのセーフティネットに及ぼす影響

について、触れてみたい。

京都府南山城村の残業ゼロ 予算案

京都新聞（2005年３月10日版）が掲載した記

事がある。見出しは「残業代の予算ゼロ 南

山城村、新年度当初予算案で」とある。さらに

「サービス残業強いる恐れも 府や総務省懸

念」という小見出しもついている。

記事によると、京都府南山城村（人口約3700

人で府内唯一の村）は2005年３月９日に発表し

た2005年度の一般会計当初予算案で、職員の時

間外勤務手当（残業代）をゼロにしたという。

2004年度では370万円を計上していた。このほ

かに、人件費にも大ナタをふるっている。59人

（もちろん退職者の補充はしない）の職員給与

を一律５％ほどカットし、管理職手当の全額廃

止を行い、人件費全体で同5200万円減らした。

記事によると、同村は、統合小学校の建設な

どで多額の村債を抱えて財政が悪化し、2005年

度一般会計当初予算案は前年度比10.2％減とし

た。予算案編成にあたった橋本洋一村長は「残

業が出ないよう各課で工夫してもらう。もし発

生した場合は補正予算で対応する」と話す一方、

「村財政は切羽詰まっている。これが財政再建

団体に転落する寸前の自治体の姿だ」と嘆いて

いる。予算案は2005年３月15日から開かれる村

議会に提案される。

京都府や総務省も労働基準法違反を懸念

村長がいうように、残業がでないように各課

で工夫するとはいっても、１年間、全職員が残

業しないことは考えにくい。もし残業が必要な

事態が発生した場合は、サービス残業を強いる

恐れが明白である。

これまでは同じ仕事量で残業代が支払われて

いた。しかも、新年度の人員は減りこそすれ、

増員する計画はない。2004年度では時間外勤務

手当を370万円ほど予算に計上していた。

これから各課の工夫によって残業を全部廃止

できるとするのであれば、これまでにも、全課

で残業ゼロが実現できていたはずである。過去

の時間外勤務の支出が適切だったのかも問われ

るだろう。京都府地方課では「予算額を抑えよ

うとする趣旨は分かるが、時間外勤務手当ゼロ

はどうか。非常に心配だ」と懸念している。総

務省給与能率推進室も「実態として通常業務で

も残業の発生はありうるのでは」と疑問を呈し

ていると、記事は結んでいる。

じつは、この話は2005年３月９日の夕方に、
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京都新聞社から私のコメントを求めて飛び込ん

できて、はじめて知った。最初は、当初予算案

で残業ゼロとしたという記者からの話をきいて

も、ワケが分からなかった。社会的にも、民間

企業のサービス残業の横行が問題になっている

ときである。行政が労働法規を無視することは

許されないはずだ。ありえないはずのことが、

提案されているという。なぜ村長はこうした予

算案を編成したのか、私には理解できない。

残業ゼロ に向かう 改革を志し ている のだ ろ う か

私が最初に思ったことは、日常の業務を遂行

するために最初から残業を予定している日本の

企業や行政のあり方が問題である。もし、こう

した悪弊を解消するために、村長が残業ゼロ予

算案を組んだとすれば、英断である。ところが、

聞いてみると、どうも残業を組み込んだ労働慣

行を改革する決断ではないようだった。

しかも、記者の話ではこの村では「残業ゼ

ロ」実現へ、村は勤務時間外に会議などが予定

される場合は出勤時間をずらすフレックスタイ

ム制を導入するとしている。残業は全廃すると

いう決意でもないようだ。

しかも、災害発生など突発事態には予算の裏

付けなしに残業を強いる恐れが強い。まさか、

残業代がついていないし、村長の方針で残業ゼ

ロを実現しますから、災害が発生しても知りま

せんとは、職員も言わないだろう。もし、そう

であるなら、住民の生活安定に対して、職員は

サービス残業で対応することになる。強制的無

償労働で救援してほしいと、この村長を選んだ

住民は、望んでいるのだろうか。

実態の伴わない手当への批判を
意識し たのだろ う か

モウ一つ、取材を受けていて考えたことは、

最近、中央・地方行政で、カラ残業や出張手当、

特別勤務手当てなど、労働の実態が伴っていな

い手当てが支給されているという問題が表面化

している。住民の批判も強い。これを意識した

ものかとも思った。しかし、どうもそうでもな

いようだ。

南山城村では、これまでは残業代が支払われ

ていた。仕事量は減少していないはずだ。しか

も、南山城村では、新年度に人員は減りこそす

れ、増員する計画はない。2004年度では時間外

勤務手当を370万円ほど予算に計上していた。

これから各課の工夫によって残業を全部廃止で

きるとするのであれば、これまでにも、全課で

残業ゼロが実現できていたはずである。過去の

時間外勤務の支出が適切だったのかも問われる

だろう。

総務省が認めているとおり、通常業務でも、

残業が発生することがありうる。その場合には、

労働基準法違反となるサービス残業が発生する

ことが濃厚である。これまで、この村でも残業

によって通常業務をこなしていたはずである。

とすると、この手当は、適正に使用されていた

と見ることができる。

村長がいうとおりであれば、地方自治体に押

し寄せた財政危機が、労働基準法違反を容認す

るまでに、達している。財政事情が優先すると、

いかに厳しい財政運営を市町村に迫っているか

という切り口もある。

地域の企業や労働者にも
サービ ス残業が波及する危険性

自治体行政が自分のところで発生した残業に

ついて、超過勤務手当を払わないなら、地域の

中小企業にも残業代不払いが波及する恐れがあ

る。行政がこうしたサービス残業を容認するこ

とによって、地域の事業所・企業に与える影響

も、私は気になる。多くは中小零細事業所であ

ろう。事業継続に苦労しているから、従業員に

サービス残業をしてもらわないと、存続さえで
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きないという声もでてくるだろう。

自治体は地域における事業所の労働にかんし

て公正基準を実現して、地域の事業者の模範に

なるという役割があるはずだ。いかに経営が苦

しくとも、人を雇用するかぎり、守らなくては

ならない労働基準がある。民間事業者は最低限

の法定基準を維持しようと努力しているのであ

る。

それさえ、放棄するのであれば、そうした事

業体は事業体として存在すること自体が、社会

の弊害である。たとえ、行政といえども、社会

的基準を守らない存在を認めることは許されな

い。

自治体は社会的な基準を遵守する義務が最低

限ある。さらに、社会的基準を引き上げる自治

体としての役割がある。いかに、自治体財政が

厳しいからといって、社会的基準を認めること

ができないのであれば、雇用者の責任を放棄し

たことになる。

緊急雇用交付金を受給し た企業の
社会的責任のあり 方

別な事例もある。厚生労働省の調査によると、

失業者を雇った企業などに交付金を支給する

「緊急地域雇用創出特別交付金」についても、

交付先の事業所の約１割が、社会保険に未加入

であったという（阿部知子参議院銀の質問趣意

書に対する厚生労働省の答弁書による 「朝日。

新聞」2004年９月２日 。厚生労働省は「雇用）

創出を図る制度であり、社会保険の加入が条件

ではないが、今後は交付先に加入を促進した

い」としていると報じている。

この制度は、各自治体が事業計画をたてて、

公共サービス分野で失業者を雇い入れる制度で

あった。交付金の支給対象は、企業やＮＰＯな

どだ。厚生労働省の答弁書によると、2001年度

から2004年度の３年間で、受け入れ企業などは

6889事業所という。うち、社会保険に加入して

いなかった事業所は656もあった。約１割であ

る。雇用保険と労災保険への未加入も292事業

所もあったという。雇用対策として実施されな

がらも、労働災害や失業のときの生活不安を呼

び起こす事業所に、公的資金が使用されていた。

公的資金を利用しながら、社会保険の加入と

いう社会的な保障制度を遵守していない日本企

業の問題点が、ここにも現れている。たしかに、

現在の制度では、個別に、制度遵守の規定はな

い。しかし、公的資金の活用や行政がかかわる

事業に対して、契約時に社会的公正を守り、法

令を遵守するように、あらかじめ明確な規定を

取り決める必要がある。

なにより、自治体が交付金を支給しながら、

社会保険への未加入を放置していたとすれば、

雇用される人々の権利を実現するという責任を

果たしていないことにもなる。行政の資金を投

入する以上、社会保障を適用して地域住民の生

活安定に効果をあげるように、自治体は社会的

役割を果たすべきであろう。

Ｉ Ｌ Ｏが提唱し ている
ディ ーセン ト ワ ーク 論・

労働者の権利を確保するために、世界各国、

各地で積極的に取り組まれるようになった。そ

のきっかけは、ＩＬＯの提唱である。

1999年３月にＩＬＯ（国際労働機関）事務局

長に就任したチリ出身のフアン・ソマビアは、

「ディーセント･ワーク（decentwork」とい）

う新しい国際基準を21世紀におけるＩＬＯの中

心的な目標として掲げた。辞書ではdecentとは

「 衣食住の点で）見苦しくない、きちんとし（

た」とある。これでもすっきり分かったとはい

えない。ディーセント･ワークの日本語訳も

「安心して働くことのできる仕事 「まともな」

仕事 「尊厳をもって働ける仕事 「働きがい」 」

のある仕事」などと試みられているが、定訳は

ない。別な表現を使えばディーセント･ワーク
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とは、仕事を通じて、生活を保持できる収入を

得るとともに、働く人々の権利が守られ、社会

的活動に参加できることである。

ＩＬＯがディーセント･ワークを提唱した背

景には、経済のグローバル化による貧富の格差

の拡大があると見られる。グローバル化という

市場主義だけがもてはやされた結果、不公平が

拡大して、固定化していると感じている人々が

世界的に増えている。ＩＬＯは、労働の観点か

ら、グローバル化社会に対して最低限の規制あ

るいはルール作りを目指している。

ＩＬＯによると、ディーセント・ワークを確

保するための基本戦略として、４つの戦略目標

を統合してディーセント・ワークの政策とする、

としている。４つの戦略目標とは次の通りであ

る。

(1)労働の基本的原則と権利

労働者の人権確保，児童労働の廃止など、国

際労働基準を推進する。

(2)雇用

グローバル経済において、適正な仕事と所得

が創出されるように、雇用指向型のマクロ経済

戦略を模索すべきだと提言している。

(3)社会的保護（日本では社会保障という表現

が一般的）

グローバル経済によって失業者と貧困が増加

しているが、これには従来の社会保護制度では

対応できないことを認識している。現在の社会

的な課題に対してセーフティネットを張替え、

すべての人に保障の最低基準を設ける必要があ

る。

(4)社会対話

政労使，三者の社会的対話、コンセンサスが

欠かせない。その前提条件として結社の自由が

保証されること。

つまり、キーワードとしては「権利 「仕事」

（雇用 「安定・保障 「コンセンサス（対）」 」

話 （合意 」となる。さらに、ＩＬＯは、男） ）

女平等はディーセント・ワークの不可欠の部分

であるとしている。世界企業の各進出事業所を

はじめ、各地域の企業、観光業・伝統産業にお

いて、生産・販売に各国で従事している多くの

女性労働者が、低賃金、過酷な労働、従属的な

位置に置かれていることを、考慮したものであ

る。

自治体も地域住民の
「 デ ィ ーセン ト ワ ーク 」 を 実現する役割・

ＩＬＯは各国の政労使で構成されている。し

かし、自治体も地域の企業や労働者に対して、

大きな役割を果たすことができる。自らが率先

して、労働を通じて人として尊厳ある安定した

生活を実現することである。

その意味で、自治体から残業ゼロの労働慣行

を打ち立てることが必要である。そこまでは、

できないとしても、少なくとも、労働法規を守

る責任がある。サービス残業を自治体自らが容

認するようでは、企業も労働法規を守らなくて

も構わないという地域をつくる結果になる。地

域の事業所の模範となる「ディーセント・ワー

ク」を実現することが求められる。市場主義の

グローバリゼーションに対抗して、地域から取

り組む課題が明確になってきた。

（おおたに つとむ・関西学院大学経済学部教授）

【ディーセント・ワークの参考文献】

ＩＬＯ公式 website:http://ilo.org/（英語版）

site:http://www.ilo.ＩＬＯ東京支局公式 web

org/public/japanese/region/asro/tokyo/

index.htm
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