
労働組合に対して思うこと

期待すること

中 坊 公 平

労働組合運動はいまどのように展開すべきな

のか。

今の要求型運動は限界にきており、早急に連

帯型運動へ脱皮するべきであると思います。戦

後、労働組合運動は抵抗型にはじまり要求型へ

と変化してきました。この要求型が限界を迎え

ているいま、問題は深刻であり根本的に考え直

す必要があります。すなわち 「労働とは一体、

何であるか、労働の価値とは一体何であるか、

労働者とは一体何であるのか」という基本認識

に問題点があるのではないでしょうか。弱者の

立場に立って弱者すべてが連帯をするという

「連帯型労働組合運動」へ変わらなければなら

ないのです。組合員一人ひとりが基本的にその

認識の原点を見直すべきであります。

自治労における 「 連帯型運動」 と は

京都市の職員で言えば、法律的には使用者は

市長ですが実質は違います。使用者は「市民」

であり、決して市長や市の幹部が使用者ではな

いという認識でなければならない。市民一人ひ

とりが使用者。地方公務員法に記されている

「全体の奉仕者」ということは、そういう意味

なのです。

納得のいく行政とはどのようなものか、それ

はもう一度自分自身の職務行為について原点を

見直すことと、何よりも目線が大切なのです。

皆さんの労働は「公務」であるということが、

企業と基本的に違うところで、したがってすべ

ての職務遂行は、法に定められた「権力行使」

です。このことが、実質上の使用者である市民

には 「お上のしたこと 「公」は正しい、とい、 」

う推定の「肯定力」が働きます。

公務員として、普通に職務を遂行していても、

使用者でありながら権力行使を受ける側の立場

である市民は、大きな批判の眼を持っています。

この眼には二つあって、ひとつは官に対する

「へつらい」です。多くの市民が、なるべくな

らみなさん方とはトラブルまいと考え、頭をペ

コペコ下げているほうが安全で得であると、表

面的にはへつらうことが多いと思うのです。

しかしながら、実は、彼らは心の奥底では反

発をしています。一方においては、卑屈な態度

をとりながら心の本音においては 「なんちゅ、

うことをやってやがるねん」と、皆さん方を決

して温かい眼では見ておりません、むしろ大変

な反発を覚えておるわけであります。いま世論

が一斉に公務員バッシングに向いているのも、

この反発が噴出してきたからなのです。

いま大事なことは目線です。先ほども申しま

したが、公務員は、法に定められた一定の権限

をもって職務を行っております。そうすると、

自然に「官と民」という上下関係が生まれてし
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まい、そしてそこにある心のおごりは計り知れ

ないものとなります 「する」という立場に立。

ってしまうと 「する」人は「される」人に対、

して優位に立ち、目線が上になっているという

ことです。良心的に仕事をしていると思っても、

自分自身の中にその「おごり」が存在するとい

うことを、謙虚に追求しなければなりません。

私が感動を覚えた映画に、黒澤明監督の「生

きる」というのがあります。ガンのため余命４

カ月と宣告された市役所の市民課長が、官僚社

会の末端で無意味に生きた人生を取り戻すため、

市役所に嘆願に来た人々の願いに応えて児童公

園を造る話です。雪降る夜、彼がその児童公園

でひとりブランコに乗りながら 「ゴンドラの、

唄」を口ずさんで死んでゆくシーンに、多くの

人が感動を覚え瞳に涙しました。この彼の姿は、

地方公務員の鏡なのです。

些細なことだとしても、市民に感謝をしても

らえる、このことこそが公務員の生き甲斐であ

り同時に、公務労働の本質ではないでしょうか。

公務として当たり前のことを当たり前のように

したとしても、それが市民に喜んでもらえて、

心に生き甲斐を呼び起こしてくれる。労働の本

質はここにあるのです。自治労は、連合の中で、

労働組合の原点たるべきところにいるのではな

いかと私自身は考えます。

連帯型労働組合運動は、地域に密着している

地方公務員が、労働の本質に目覚めて行動すれ

ば、労働組合運動を再起させることができます。

もし、このままの要求型運動に徹するならば、

地方公務員だけではなく、労働組合運動そのも

のを、奈落の底に追いやることになるでしょう。

いま正に、その節目なのです。

自治労運動の改革と 挑戦

連帯型労働組合運動に転化するには、何が一

番大切であるのか。それは地方公務員の一人ひ

とりの意識改革です。自分の頭の中をどう直す

かということです 「現場に神宿る」と言いま。

すが、良い例も悪い例もすべて含めて、本質は

すべて皆様方がなさっている仕事の一つひとつ

の具体的な内容にあります。批判されたならば

批判された事例、褒めてもらえれば褒めてもら

った事例、この双方の事例について、何故こう

なったかということを考えるべきです。

悪かった事例の原因を調査することも大切で

すが、物事は悲観して後ろ向きになっていたら

陰気になり、結局、前には進みませんから、私

がおすすめしたいのは 「良い事例を探しなさ、

い」ということです。自分としては大したこと

はしていないと思ったとしても、それを受けた

市民にとってはどれほどか有難いと思う人が必

ずいるはずです。皆さん方が適正な職務を行っ

ておれば、そこには間違いなくいます。市民の

感謝を得たという具体的事例を組織的にたくさ

ん集めて、組合員全員で共通のものにし、何故

こうなったかという原因を確認していくことが、

意識改革の第一歩ではないかと思います。

それから、市民に拡大していくのです。そう

すれば市民は必ず応えてくれる、感動してくれ

るはずです。ささやかな行為でも、精一杯やっ

ている、一途にやっている、こういう姿を多く

集めながら、悪い事例をなくしていくという運

動を展開することが必要です。

以上が、今の自治労京都市職に対して、連合

評価委員会の座長として、親しみと期待をもっ

て心から申し上げたいことです。身近に感じて

いる者の声として、それなりに尊重してお考え

をいただきたいと思います。

連合評価委員会の最終報告から

連合の評価委員会は、さまざまな分野から７
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人が集められました。議論をすすめる前にまず、

連合の労働組合運動についてそれぞれどういう

認識をもっているのかを討議しました。不思議

なことに、７人全員が一致した見解を持ってい

たのです。

日本は病理現象の中にある

現在、社会も経済も政治も全ての部門にわた

って、日本は大きな病理現象、すなわち全てが

潰れていく「崩壊現象」の中にあります。これ

は、あらゆる絆がバラバラになってきているこ

とをあらわしています。組合・会社・個人・親

子など、人と人を結び付けている絆が切れてし

まっている。日本の病気の本質はそこにありま

す。しかも、誠に困ったことに、これらの病理

現象の処方箋として小泉内閣がすすめている

「構造改革」自体が、また問題です。

この構造改革は、全てを民営化して市場にさ

らし、人間のエゴにまかせて競争させてしまえ

ばいいのだという、市場主義を掲げています。

ようするに、市場主義と競争主義さえやれば社

会が良くなると言っているのです。

しかし、そのことが余計に格差の拡大や、不

平を深刻化させ、賃金の本質である分配の論理

すらが変わってきています。この問題点につい

て、どれぼど多くの人が気づいているのでしょ

うか。これは、日本だけの病理現象ではなく、

むしろ世界的な大きな流れであり、イラク戦争

で見られたように、数を誇り権限を多く持った

者が偉い、あるいはお金をたくさん貯めた者が

偉いという 「条理・道理」ではなく「力こそ、

正義」という状況になってきておるのではない

でしょうか。

緩やかに深ま る危機、 歴史の峠を希望と と も に

世の中の流れは、進んでおるときは緩やかな

ものです。いま、公務員の厚遇問題がにわかに

取りざたされていることは、ある意味で極めて

幸福なことだといえます。これほどの危機的現

象が、緩やかに進めば、気が付かずにいつの間

にか抜け出せなくなってしまうことが多い。こ

れは労働組合にも言えることで、これまでの要

求型労働組合運動に、危機的現象が緩やかに深

まってきていると身近に感じ、行動を移すこと

が必要だと、私は考えます。大きな流れとして

見れば 「何かおかしいぞ」ということはみん、

なが気付いているはずです。物の豊かさを追い

求める時代から、心の豊かさを追い求める時代

に変わってきたという歴史の峠を、国民一人ひ

とりが無意識に感じ始めているのです。

「 労使協調」 ではなく 「 労使対等」 に

労働組合運動の危機的な状況は、全国的に20

％を割る組織率ということでわかります。

労働組合運動は、外部から見て「はっきりし

ない」と映っています。要求型労働組合運動に

徹している限り、皆さんの運動は外部から見え

にくい。労使協調路線という名のもとに、労使

の癒着が取り沙汰されています。例えそうでは

ないと言ったとしても、外部の人はそういう風

に見ておるのです。地方公務員だけではなく、

一般企業においても、労使が協調路線にどっぷ

り浸かっておるということです。何も喧嘩をし

ろと言っている訳ではなく 「労使協調」では、

なく「労使対等」ということが必要ではないか

と思うのです。資本主義の荒廃、不公正なこと

が行われているにもかかわらず、それに対抗す

る機軸としての役割を果たしていない、そんな

ふうに労働組合運動は映っているのです。

労働は「 収入」 ではなく 「 喜び」

連合評価委員会の私たちが一番言いたいこと

は、労働の価値を見直し、労働運動の存在理由

を再確認するということです。いま、労働組合
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運動では 「労働」が「生活の糧を得るための、

労働」というふうにだけ考えられているところ

に基本的な問題があると考えます。これについ

ても、７人の委員は一致しました。

労働は 「生活の糧」を得るためではなく、、

正に「喜び」ではないか。そしてその「喜び」

、 。とは 「他人のために役立つ」ということです

「労働の価値」とは、自分たちが収入を得るこ

とではなく 「他人を喜ばせる」ということな、

のです。収入は付加的なものであり、他人のた

めに役立っているということが労働の本質なの

です。そういう意味で、労働の価値を見直さな

ければならない。この意味の履き違いが、いつ

までも要求型労働組合運動が続くことになって

おるのではないかと考えるのです。

いわんや公務員というのは、利潤追求とは関

係のない仕事をしています。皆さん方の仕事や

労働組合運動の99％が、市民のためにいっそう

役立つようにならなければならない。自分自身

のことを考えるのは、あとの１％でいいのでは

ないでしょうか。そうでなければ、要求型から

連帯型へは絶対に変わっていかないと思います。

弱き者よ団結せよ

労働者は、ノーベル賞をもらえるような頭脳

を持つわけでもなく、お金も無いという。これ

が労働者のおかれた立場であり、このことが

「弱い」ということになる。その弱き者が団結

する。これが正に労働組合運動の原点です。た

だでさえ絆が崩壊しているなかで、皆さん方が

バラバラになっていいわけがありません。弱い

からこそ団結し、協力・連帯することで、初め

て不条理に立ち向かえるのではないかと考えま

す。

労働の価値は「人に対して役立つ喜び」であ

り 「自分が弱い」ということを認識すること、

が、労働組合運動の原点です。弱くても自分の

足で立たなくてはなりませんし、エゴのままに

走ってはいけないのです。苦しんでいる人のた

めに何ができるかと考えることが、連帯です。

そして、同じ目線に立つことで絆が生まれてく

る。これが社会の病理現象を打ち破っていくた

めに大切なことではないでしょうか。

以上が、連合評価委員会の最終報告の内容で

あります。

現代日本を ど う 見るか

私は、わが国はいま、非常にエゴが充満して

いると考えています。同じく労働組合運動もエ

ゴの塊になりつつあるのではないか。エゴとい

う濁った空気のなかで、自分の位置・方向がわ

からなくなっている。このことが混迷閉塞とい

う状況を生み、ありとあらゆる面において、自

己中心的な無理をしない社会ができ上がってし

まっている。その結果、どういう現象が起こっ

てきているかというと 「耐える力」というも、

のが無くなってきているのです。この「耐える

力」が無くなってくると、世の中というのは憤

激すること、すなわち「怒る」ということすら

無くなるのです。

私が、日本や世界の状況をいかに述べたとし

ても、本当にそうだと言って腹の底から怒ると

いうような、深いところで反応するのではなく、

もっと浅いところで反応しはじめます。このこ

とが 「ムカツク」と「キレル」ということに、

なるのです。少年による犯罪がこれほど多発し

ているのも、これが原因ではないでしょうか。

不条理なことであっても辛抱して「なにくそ」

と耐える力を持ってこそはじめて、本当の意味

の怒りが出てくるのです。

、 、また 「耐える力」が無くなるということは

同時に、活字文化から遠ざかってしまうことだ

と考えます。私たちは情報の８割をテレビで得
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ています。考えることを必要としないテレビは、

「耐える力」を必要とはしません。しかし、活

字というのは文字を読んで考えるという 「耐、

える力」が必要です。我われはグラウンドに出

てプレイをする側の人間であるのに、まるでサ

ポーターのように旗を振っているだけの人間に

なってはいないでしょうか。

さらにこのようにエゴが充満すると 「活、

力」も失われます 「エゴ」の反対語は「モラ。

ル（道徳 」で、語源はフランス語の「モラー）

ル」です。この「モラール」は、ラテン語の

「モレス」が語源です 「モレス」とは 「道徳。 、

の力、意志の力、活力」を意味します、いわゆ

る「正しいことをやる」ということが「活力を

生む」ということです。したがって、自由競争

のなかでエゴを刺激しても、本当の意味での

「活力」は出てこないと思います。

いま正に、価値判断の基準が変わろうとする

なかで、資本主義社会の効率や科学文明の進歩

について、それぞれの原点を見直さなければな

らないのではないでしょうか。

一人ひと り の生き方

How文化から Why文化へ

物事についてどう対応するかという前にまず、

何故こうなったかを考える必要があります。世

の中のありとあらゆるものは、結果です。原因

が無いものはありません。何故だと考えること

は、結果からその原因は何故かと考えることで

す。原因だと思ったことが、また何らかの結果

ですから、そのまた原因は何故かといった具合

に順次さかのぼって、その原因は何故かと考え

ることが一番大切なことであります。

私たちは、自分の目の見える範囲、耳の聞こ

える範囲、過去の経験の３つを総合して判断し

がちですが、これを繰り返している間は決して

まともな議論はできないでしょう。もっと眼界

を広くして、歴史の文脈のなかで現場を見なが

ら本質に迫って考えていただきたい。

着手先行型を排し 理念先行型へ

できるところからやりましょうという考えで

は、決して根本的な改革はできません。何かが

悪いという前に、まずもって意識改革を行うべ

きであり、組合員の一人ひとりの頭の中を直す

ということが重要なのです 「改良の先に改革。

は無し」ということを心得ていただきたい。

こ のよ う な考えを する

私の生い立ち

虚弱児で生まれた私は、幼い頃から何故か近

眼であり、小学校では眼鏡をかけても黒板の文

字が見えないという弱視でありました。しかも

不器用で運動もだめ、寝小便も16歳まで垂れて

いました。そして、当時４人中３人は合格でき

るといわれていた公立中学校の入学試験に落第

をし、自分だけが市立中学校へ通うという、孤

独と劣等感のなかで大きくなりました。しかし

ながら、そんな私を、父や母はうまく育ててく

れました。

父の想い出

小学校３年生のときに、父が私の担任に呼び

出されたことがありました。以前に教師をして

いたことのある父に対して、先生は、私の成績

があまりにも悪いから少しは家でも勉強を教え

てあげてほしい、そうすれば学校の成績も良く

なるでしょうと言ったのです。しかしながら父

は 「安んじて公平には丙（当時の成績は甲乙、

丙の表示であった）をつけてくれたらよい。私
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も昔、あなたと同じように小学校の先生をして

いたが、社会人になったいま思うことは、勉強

ができない公平に家で勉強を教えることが一体

何を意味しているのか。それは所詮、鉄に金メ

ッキを施しているに過ぎない。確かに公平は、

この世に生をうけたときから虚弱で、金ではな

く鉄として生まれてきた。家で勉強を教えれば

学校の成績も少しは良くなるであろう。しかし

メッキというものは長い人生のなかで必ず剥げ

てくる。それよりも自分は鉄としてどう生きて

いくのかということを教えてやるほうが、学校

の成績を良くすることよりもよっぽど大切では

ないか。だからあんたは安んじて丙をつければ

よい」と言ってくれたそうです。

母の想い出

思い返せば、私はただの一度も母に叱られた

覚えがありません。寝小便をしても、笑顔でシ

ーツを替えてくれました。父は縁起を担ぐ人で、

公立中学の合格発表の日も「果報は寝て待て」

と、本当にお布団を敷いて寝ておりました。自

分の番号だけが無いのを知って、泣きじゃくっ

て帰ってきた私を、父は布団の中で抱きしめな

がら 「公平、心配せんでもええ。お前にはお、

父ちゃんとお母ちゃんがついてる」と言いまし

た。お父ちゃんとお母ちゃんがついてたらなん

でよいのか、私はこの言葉の意味はわかりませ

んでした。すると母が 「試験にすべったのは、

公平さんが悪いのんとちがう。世の中が悪いん

や。今は戦争中や、公平さんみたいな弱い子は

やっぱり生きていけへん。でも日本という国は

いずれ平和な時代がくる。そしたらあんたも生

きていけるよ」と言ってくれたのを覚えていま

す。

中学２年生の１学期、中間試験で私は突如一

番の成績をとることができ、喜んで家に帰って

母に成績表を見せると 「公平さん。あんたは、

天才だ。秀才というのは徐々になるものやけど、

天才というのは一夜にしてなるんや」と、母は

言いました。私も、いつの間にか、寝てるあい

だに天才になったのかなと思っていましたが、

次の期末試験で成績が25番に下がってしまいま

した。そのときに母が言った言葉が 「何をゆ、

うてるの 『中庸は徳の致すところ』とゆうて。

世の中は25番が一番ええんやで」でした。この

ときになって初めてわかりました。私のような

虚弱児な子供には、安堵感を与えることこそが

第一でありそれが原点だったわけです。

幸せは心の中に

労働は、他人のために役立っているという感

覚が大事であると言いましたが、私自身このこ

とがわかったのが、18歳の秋の日の夕暮れでし

た。父と農作業を終えて家の前まで帰ってきた

ときのことです。そのとき、別の農夫がリヤカ

ーに家族を乗せて帰っていく後姿を見て、しん

。 、みりとした声で父がこう言ったのです 「公平

幸せとはこんなもんかなあ 。」

私は、人間は誰もが幸福を追い求めるもので、

これ自体は本当に正しいことだと思いますが、

どこにでもある農夫の後姿のどこに幸せなんて

あるのだろうと思いました。そのときから、

「何故この後姿に幸せがあるのだろうか」と考

えるようになったのです。

あるとき母は、北原白秋が訳したドイツの詩

人、カール・ブッセの「山のあなた」という詩

を教えてくれました。

山のあなたの空遠く

「幸（さいはひ 」住むと人のいふ。）

噫（ああ 、われひとと尋（と）めゆきて、）

涙さしぐみ、かへりきぬ。

山のあなたになほ遠く

「幸」住むと人のいふ。
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この詩の意味は、ずっと「幸せ」を捜し求め

続けてきた。でも 「幸せ」は見つからなかっ、

た。それはとても悲しいことだったけれど、で

も「幸せ」がないというわけではない。どこか

に、どこかに、きっとあるんだよ、ということ

です。

母は、この詩を覚えこむまで私に教え込みま

した。お前は本当の意味での幸せを知らないん

だ。もっと遠いところへ行きなさいということ

だったのです。

私たちは、幸せというものを、対外的な条件

を満たすところにあると思っているのではない

でしょうか。権力を持つことやお金を持つこと、

あるいは健康であることが、幸せだと。はたし

て、幸せとはそんなものなのでしょうか。これ

が要求型労働組合運動の原点になっているので

はないでしょうか。しかしながら、必ずしも対

外的な条件に幸せがあるわけではありません。

むしろ自分が幸せだと思えば、どんな小さなこ

とでも幸せになれるのです。

ある新聞記者が、中坊さんの写真で人気のあ

るのはこれですよと、見せてくれたことがあり

ました。それは新幹線の中で、私がシュウマイ

弁当を食べようとしているときの写真でした。

言われてみればなるほどなと思いました。誰に

教えてもらったのか、私は汽車弁というのは汽

車が動かない間は食べたらいかんと思っていた

ので、新幹線がガタンッと動きだして、これで

食べられると思った瞬間に、本当に幸せになれ

たのです。５階建てじゃくなくて10階建てくら

いの幸せにです。

一燈照隅 万燈照国

私たち一人ひとりができることは限りがあり

ます。ひとつの燈し火はひとつの隅しか照らせ

ません。しかしながら、もし日本人の一人ひと

りが隅を照らせば、これによってはじめて国は

明るくなってくると思います。

みなさんも今、大変な時期にいらっしゃると

思いますが、どうか元気をだしてやっていただ

きますことを心からお願いいたします。

連合評価委員会座長、73年･森(なかぼう こうへい・

永ヒ素ミルク中毒被害者弁護団団長、千日デパート火

災テナント弁護団団長、84年･大阪弁護士会会長、85

年･豊田商事株式会社破産管財人、90年･日本弁護士連

合会会長、93年･豊島産業廃棄物不法投棄事件住民側

弁護団団長、96年･株式会社住宅金融債権管理機構

（現・整理回収機構）初代社長、99年･司法制度改革

審議会委員、00年･警察刷新会議委員、02年･連合評価

）委員会座長

＊この文章は、自治労京都市職員労働組合の「改革討

議学習会」(2005年６月１日）で話された内容を、編

集して収録したものです。

労働組合に対して思うこと､期待すること 7


