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基本的考え方

１．失った信頼

「市民は、公共サービ

スに満足しているのだろ

うか 。これは、公共サ」

ービスに従事する者にと

って、永遠にそして常々

に持つ（持つべき）命題

である。いくら小泉首相のパフォーマンスがす

ばらしくても、いくら自民党のキャンペーンが

上手くても、市民が享受する公共サービスに満

足していれば、これほどの公務員バッシングや

「官から民へ」の小泉流改革路線は国民に支持

されなかったのではないか。

ではなぜ、私たちは国民の支持を得られなか

ったのか。なぜ「官」ではなく「民」が支持さ

れたのか。マスコミを中心とした公務員、とり

わけ地方公務員に対する不信感の煽りは、労使

自治を否定し、議会承認すら無視をして、全て

労働組合すなわち自治労が悪いという論調で進

められ、そのインパクトは非常に大きな波とな

って、私たちを飲み込んでいった。この一方の

みを悪者にする対応には怒りを覚えるところで

はあるが、市民の側から見れば、誰が悪者かと

いうことよりも 「行政内部で起こっているこ、

とを、全く知らされていなかった」ことへの怒

りであり、政府・自民党やマスコミの公務員バ

ッシングをTUNAMIにまで増強させた。私たちは、

この「市民の怒り」を真摯に受け止め 「情報、

公開」と「質の高い公共サービスの提供」を第

一順位に位置づけ、再出発しなければならない。

２．商品化される公共サービス公共サービスは誰のものか

TSUNAMIのような政府・自民党からの攻撃に

私たちが立ちすくんでいる間に、小泉政権は

「民間でできることは民間に」を合言葉に国や

地方自治体の役割を狭め、企業のビジネスチャ

ンスを拡大させる目的で、可能な限り公共サー

ビスの民営化・規制緩和を推し進めている。と

りわけ、７月７日に施行された市場化テスト法

は、規制改革・民間開放推進会議と絡みながら、

公務が担ってきた事務事業の徹底した民間開放

への道を開くものである。また指定管理者制度

の導入は、そこで公共サービスに携わる労働者

の賃金・労働条件の切り下げや雇用不安を招い

ている。そして何よりも、公共サービスの商品

化は、本来、平等に享受できるはずの公共サー

ビスが、持つ者と持たざる者で享受できる公共

サービスに差を生み出し、利潤追求の目的から

すれば当然のごとく安価なサービスの質は低下

することになる。国民の 低生活保障や基礎的

サービスを維持するための公共サービスは、社

会のセーフティネットであり、特定の企業によ

る利潤追求の手段にしてはならない。株主の利
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益のために、俗に言う村上ファンドのような

「物申す株主」の求めに応じるのではなく、市

民の求めに応じる公共サービスで在り続けなけ

ればならない。しかし、本来主役である市民は、

公共サービスにかけられているこのような攻撃

に気が付いていないのではないか。それどころ

か、公共サービスの社会的役割に気が付いてい

ないのではないか。

３．今後も続く｢公｣および｢公務員｣バッシング

政府は、７月７日、骨太方針2006を発表した。

方針は 「基礎的財政収支」の赤字を2011年度、

に解消する目標の達成のため、必要額を16.5兆

円とし、11.4兆～14.3兆円を歳出削減で、2.2

兆～5.1兆円を消費税増税などを視野に入れた

税制改正で対応するとしている。歳出削減の内

訳は、11年度時点で、社会保障を1.6兆円、公

務員人件費を2.6兆円、公共事業を3.9兆～5.6

兆円それぞれ削減すると明記した。つまり歳出

削減が予定通りに進まないと、消費税率が増え

る。つまり、労働組合が反対して人件費削減が

進まないと増税額が増す。国民が社会保障を守

りたいなら、より多くの人件費削減が必要とな

る。斯くして、秋に首相が替わろうが、サービ

スの提供主体としての「公」がまるで悪かのご

とく宣伝されるキャンペーンは、今後も続く。

４．新しい｢公共｣と求められる公務員像、そして働き方

既に、公共サービスは、直営という形態だけ

ではなく民間企業やNPOなど、公の機関以外の

労働者も携わっており、もはや直営だけで公共

サービスを提供することは現実的には有り得な

い状況にある。このような提供主体の多様化と

、 。共に 「公共」という概念も変わってきている

それに伴って、あるべき公務員像も変化してい

る。さらに、それに応じて「働き方」も対応さ

せていかなければならない。現業には現業の、

非現業には非現業の働き方を追求しなければな

らない。そして「なぜ行政が、その仕事をやり

続けなければならないのか」を、市民にサービ

スを通じて示し、賛同を得ていかねばならない。

５．｢それいけ！“公共"配達人

今こそ“公共"！ 市民といっしょに“QPS"」

サービスを管理・運営する人、市民と直接接

しながらサービスを提供する人など、私たち自

治労の組合員は、何らかの形で公共サービスに

関わっている。政府は、地方自治体に対し民間

委託や民営化などを推進させ、そのために、PF

I、指定管理者制度、市場化テストなど多様な

経営手法を準備した。今、直営かどうかの区別

なく、自治労に結集する仲間が携わるサービス

のほとんどが「官から民へ」の対象となり、携

わる者の労働条件の低下と雇用不安を招き、そ

して公共サービス自体が危うくなろうとしてい

る。小泉政権の進める「小さな政府 、規制改」

革と民営化は、社会的基盤である公共サービス

を劣化させ、より大きな格差を生み出す。市場

主義・コスト主義は、公共サービスの質を市民

の手から株主の手に移し、突き進んだ結果、モ

ラルハザードを出現させてきた。

これまで公共サービスが守ってきたことは何

か。これからも大事にしていかなければならな

いものは何なのか。今こそ公共サービスの重要

性、社会的役割を市民に伝えなければならない。

そして、市民と共に質の高い公共サービスを提

供するのは私たちであることを、私たちのパフ

ォーマンスで市民に伝えなければならない。

2006自治研京都集会を出発点に、その場に立

ち尽くしているのではなく、ポジティブに考え

行動し、市民と協働し、質の高い公共サービス

を築こう。

勝ち組だけが質の高い公共サービスを享

受でき、それ以外の人々が受けることがで

きる公共サービスは、財政危機を理由に質

の低下を招くかあるいは切り捨てられよう

としています。社会基盤の整備や福祉を担
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う公共サービスは、社会のセーフティネッ

トであって、特定の企業による利潤追求の

手段ではありません。社会の安定的な発展

の基礎となる公共サービスの持続的安定的

な確保は、国と地方自治体の責任であり、

その改革プロセスには「株主」ではなく、

「市民」の参画が欠かせないことなど、公

共サービスの社会的役割を市民とともに再

確認する取り組みが必要となっています。

その取り組みの一環として、府本部は「質

の高い公共サービスの実現を求める公正社

会キャンペーン」を、今秋以降に予定され

ている公務労協の取り組みとの連携や来年

の自治体統一選挙や参議院選挙をも視野に

入れながら取り組みます。キャンペーンの

体制については､有識者､NPO､市民､民間組

合員など幅広い共同をめざして、自治総研

などと連携しながら体制を確立します。

（自治労京都府本部第147回中央委員会

「議案書」より）

■パネルディ ス カ ッ ショ ン ■

それいけ！“公共"配達人
今こそ“公共"！ 市民といっしょに“QPS"

自治体側から公共サービスが離れ
岡本

ていく時代になってきています。

私たちが市民に信頼されていないことも原因と

なって、もっと進むかもしれません。スローガ

ンの 後に「市民と一緒に」としましたが、私

たちが提供する公共サービスを市民と一緒にな

って考えていくという意味合いを込めました。

そういう市民に対する問い掛け等を含めて、パ

ネルディスカッションでは討論していきたいと

思います。

中島圭子自治労中央本部労働局次長は 「市、

場化テスト」に関する官民競争入札等管理委員

会の労働側代表の随行員として関わってこられ

ました。そこで、私たちを取り巻く状況、とり

わけ市場化テスト管理委員会等の議論を中心に

ご提起していただきたいと思います。

〈 Ⅰ〉 岐路に立つ労働組合

質の高い公共サービ スで
中島

持続可能な社会をつ く る ために

昨年夏までは政治政策局におりまして、自治

研の担当をしておりました。

公共サービスの担い手が公務員だけではない

時代に、すでに入っております。その中で、自

治分権の時代にふさわしい自治体改革運動を労

働組合自ら、組合員自らが担っていこうと、運

動のあり方を大きく変えてきました。制度など

のフレームだけではなく、公共サービスの中身

が、社会やそこで生活する市民にとって、労働

者にとって本当に満足しうるものになっている

かどうか。それを考えていこうと、理念として

は整理してきた経過がございます。自治体改革

運動が、その後、ＰＳＩ（国際公務労連）とも

連携して質の高い公共サービス運動などを提起

してまいりました。

しかし、いよいよ理念ではすまない段階に入

った。具体的には、公共サービス分野の規制緩

和です 「市場化」と一般的には言われて進ん。

でいますが、この流れは日本に限ったことでは

ありません。ＰＳＩという国際組織が、世界を

あげて質の高い公共サービスキャンペーンをし

ています。途上国であれ、先進国であれ、市場

化に移行しつつあるのが現状です。元社会主義
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圏を含めて、どこも共通に抱えている根本的な

問題となっています。

それと同時に、事業や公務員の非効率が指摘

され、社会的バッシングが起きています。形は

違いますが、共通のパターンを持ってこういう

動きが進んでいる。したがって、それぞれの国

で、よりよい社会にしていくために、どうやっ

て切り返していくかが 大の課題になっている

わけです。

日本では、小泉構造改革ということで、20年

～30年遅れで、サッチャーが行った改革の焼き

直しのようなことを、必ずしも十分な国民の議

論を経ず、なぞられているという実感がありま

す。イギリスのようなお手本にしたい運動があ

る国でも、労働組合が 初から万全な体制で戦

略的に仕掛けて成果を上げていったというわけ

ではなく、皆、今の日本のような状態から始め

ましたから、まだまだ私たちの頑張りようによ

っては、いくらでも切り返しができるのではな

いかと思っております。

「市場化テスト法案」に「国民の立場に立つ」視点を導入

「市場化テスト法」は、手法が「良い 「悪」

い」ということを問題にしているわけではあり

ません。経営手法の多様化、弾力化は、指定管

理者制度、従来型の委託、第三セクター、独立

行政法人と、この間、一貫して進められてきま

した。これで、経営手法を多様に編み出す手法

の切り札は、概ね揃ったのではないかと思いま

す。これからはいよいよ、どれを使っていくの

か具体的に、決断、実施、評価の段階に、いや

でも入っていくと思います。

「市場化テスト法」が７月７日に施行されま

した。第162通常国会でこの法案について議論

されたとき、自治労は「公共サービスは社会を

基本的に支える基盤だ。公共サービスの見直し

や改革は必要で、市場化しても構わないが、そ

れには一定の社会的合意をつくる必要がある。

規制緩和ありきではいけない」と主張してきま

した 「公務員の身。

分を守りたいから、

公共サービスを人質

にとって言ってい

る」と言われそうな

局面もあって、押し

たり引いたりでした

が、わずかではござ

いますが、法案の修正や附帯決議などで、私ど

もの言いたい点は入れることができました。

その１つは、法案本文の修正です。第３条で

「公共サービスの改革は、公共サービスによる

利益を享受する国民の立場に立って行う」とい

う文面を入れました。２つめは、附帯決議の中

には 「公共サービスについては、評価をきち、

んと国民を含めて情報公開をしながらやってい

く」と入れております。2001年にＩＬＯ（国際

労働機構）が「自治体の分権化と民営化が自治

体サービスに及ぼす影響会議」を行いました。

そこで公共サービス改革を行う場合の原則につ

、 、いて 「社会や市民に将来リスクが生まれたり

人権が侵害されるような見直しはするべきでな

い。雇用についても配慮していくべきだ」とい

う内容の文書が採択されています。政府側はこ

の決議文を翻訳すらしていなかったため、私ど

もが翻訳したものを国会議員を通じて提出し、

議論していただきました。その結果、附帯決議

の中に「これを尊重する」と入れることができ

ました。少しは手がかりをつくることができた

と思います。

現実的な決断や応用を迫られる段階に

現在 「市場化テスト法」に基づいて、官民、

競争入札等管理委員会が内閣府に設置されてス

タートしています 「市場化テスト法」は官も。

民も、同じ公平・公正・透明な競争条件の中で、

入札によって公共サービスの担い手を決めるシ

ステムです。管理委員会に労働側の代表も入れ

るように要求し、国会で「入れる」との答弁を
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得ました。現在、労働側代表として連合から１

名入り、頑張っていただいています。

この委員会では、かなり論点がはっきりして

きています。この法律を国・自治体で具体的に

実施していくためにどういう方針で行うかの

「基本方針」を、週１回のペースで議論してい

ます。基本方針は９月上旬に閣議決定する予定

で、平行して実施要綱も検討されています。官

民の公平な競争条件のために、コスト・ガイド

ラインを決めると言っています。コストの中に

は、先行投資されている資産や人件費もありま

す。公務員の人件費構造と民間の人件費構造は

前提が違いますので、それを指数で調整すると

いった大変乱暴な議論を、この２カ月くらいで

やってしまおうということです。ともかく何ら

かのものが決まってしまうと思いますので、決

まったところから議論し、どんどん変えていく

しかないと思っています。

この委員会は、基本的には規制改革を進める

という前提で、推進派のなかには 「公務員性、

悪説」を唱えるなど、かなり情緒的な方もおら

。 、れます 「行政の責任と監督」という名の介入

この対抗関係はどうするのかというようなこと

も語られています 「サービスの質、コスト、。

サービスの評価」をどのようにはかったらいい

かについては、繰り返し議論になっています。

本当にやろうと思うとモニタリング・コストが

相当かかります。それも含めて費用対効果がど

うなるのか、サービスの質に反映できるのかと

いう議論を、熾烈にやっております。

もう１つは、公共サービスには、行政がやる

べきものと、行政がやらなくても一定の社会的

規制がかかり、市民が自己決定できる参画のプ

ロセスが保障されていれば、官がやる必要はな

いものとがあります。その区分けをどうするの

かということも議論になっています。

これまで５回、開催されました。委員からは

「そうはいっても、国も地方もどんなふうに事

業をしているのか、俺たち全然知らないよな」

というようなホンネが聞こえるようになってき

ました 「知らないのに意見を言っていいのか。

な」とまで言う人もいます。推進派でさえ「改

めて公共サービスとは何か、国がやっている事

業、自治体がやっている事業を勉強しよう」と、

慎重になってきています。雇用については、企

業の社長である委員の方が「ただクビを切れば

いいというものではない」と発言しました。

私たちは、現実的な決断や対応に迫られる段

階に来たことを申し上げたいと思います。

市場化テスト法の９月上旬に基本
岡本

方針が決定されるようです。待っ

たなしということですが、市場化したサービス

を市民の皆さんがどのように評価するかにかか

ってくると思います。市民の支持を僕たちが得

られていけるのかどうか。そういう点について、

関西学院大学の大谷強先生からご提起いただき

たいと思います。

「 行政職員」 は、 なぜ
大谷

市民から 信頼を得ら れないのか

「自治研京都集会」の共催団体、京都地方自

治総合研究所の理事もしております、大谷です。

今回のスローガンは「それいけ！“公共”配

達人」となっていますが、そういう元気を持て

るようにはなかなかならないんですね。去年の

「９月11日」衆議院選挙では、自民党が圧勝し

ました。いくつかのＮＰＯ団体が、20歳の選挙

権をもっと下げるべきだと主張していて、うち

の大学では18歳からの模擬選挙をしましたが、

圧倒的に自民党、公明党を含めて与党の方が強

い。結構、ホリエモンが好きだし、若者たちに

自民党や公明党支持者が多い。若者や年収200

万円未満の人々が、今の与党を支持している現

実があって、これではあかん、元気にならへん、

と思っています。

「配達人」とされていますが、かつての「配

達人」は郵政の職員でした。去年の郵政民営化
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前後から、民間企業が配達しています。残念な

がら多くのＮＰＯ団体が 「配達」を民間会社、

に依存している。個人は郵便局で切手を買って

出していますが、多くは民間企業を使っていま

す 「郵政だけではなくなって、よくなった」。

と思っている人が多いのでははないでしょうか。

弱者にとって直面する壁は「行政職員」

近、日本は、国も自治体も小さくなりまし

た。主要先進国を比較すると、職員数にしても、

政府支出にしても、社会保障の給付費にしても、

圧倒的に日本は小さい。小さい中で地方自治体

職員はよくやっているなと思うんです。同時に、

小さい政府でありながら、なぜ、年収200万円

未満の人や若い人たち、生活に困っている人々

が、行政批判、地方自治体職員批判に乗るのか。

生活保護で言えば、 低生活を送る人々のう

ち生活保護を利用している人は、２割未満だろ

うと言われています。京都市も一律カットと言

っていますが、圧倒的に少ない。生活保護を受

給したいと思っても「福祉事務所に行くのは怖

い。あそこの職員は何を言うかわからない」と

思っている人が多い。 近、ＮＰＯ法人「自立

生活サポートセンター・もやい」事務局長の湯

浅誠さんが 『あなたにもできる！ 本当に困、

った人のための生活保護申請マニュアル』とい

う本を出版されました。著者は「生活保護のこ

とを何も知らない“ふつうの人”が、福祉事務

所の法律に根拠のない違法対応（つまり「ウ

ソ ）にだまされずに、自分の権利をかちとる」

ためのノウハウ」をまとめています。生活保護

は 「とある団体や、とある人々を通せば、ス、

ッと通る」という噂もあります。

声の大きい人々にはサービスを提供する。声

が小さく引きこもりがちの人々にはほとんど提

供していないのが現実です。 近、松下電器の

偽装請負が明るみに出ました。松下の労働組合

はどうなっているのかと思いますが、その松下

に対して兵庫県は雇用助成金として何億円か出

しています。行政

は、大企業や声の大

きい人々に対しては

施策を提供してい

る。そこからはじき

飛ばされた人々や、

雇用助成金をもらえ

ないような中小企業

は、行政に批判的になるわけです。公明性や平

等性はない。

民間企業が起こした介護保険事業では、行政

担当者の一言によってコロコロと変えられてい

ます。ＮＰＯでもそうです。行政担当者が「去

年はそうかもしれないが、俺はこれや」と指摘

したら、それによってクルクル変えさせられて

しまっている。弱い人々が逆に行政にいじめら

れている。強い人、声の大きな人、大きな企業

は、いいサービスを提供してもらっている。そ

こに見えているのは、行政職員なんですね。

去年の「９月11日」で民主党は、声が小さい

人々、生活に困っている人々に政治が届くよう

な政策を、結局、言ってなかったのではないか。

残念ながらそういう感じがいたします。テレビ

やラジオの番組は、民間の小さな下請け会社が

つくっています。その小さな会社の不満が、公

務員バッシングの報道をつくっている。労働基

本権もない、若い、クビを切られても文句を言

えない人々が、現場で走り回されてつくってい

ます。そういう人から見れば、自治労は「ええ

よな、恵まれているよな」としか見えない。だ

から公務員バッシングは当然、起きるだろうと

思います。市民は、行政職員も、行政そのもの

も信頼していない。一番困っている市民ほど行

政職員を信頼していない、というのが現実では

ないかと思います。

非常にシビアなご提起で、思い当
岡本

たるフシもあれば、｢そうかな？｣

というところもあります。公共サービスは行政
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以外にも、ＮＰＯ、民間企業が提供しています。

以前と違い、提供主体も多様化されてきていま

す。自治労は、すでに公務員だけの組合ではな

く、大阪では公務員より公務員以外の組合員の

方が多くなっています。それだけ自治労も様変

わりしています。

「公共」のイメージが変わってきているとい

うことで、同志社大学の新川達郎先生からガバ

ナンスをキーにして「新しい公共 、公共の概」

念がどう変わってきたかについて、ご提起をお

願いします。

「 公共性」 を問い直す新川

ガバメントからガバナンスへ

公共部門、公共サービスと呼ばれる分野がど

ういうふうに変化しようとしているのか、変え

させられようとしているのかということについ

て、お話してみたいと思います。

「ガバナンス」という言葉は学問的に使って

きましたので、思想的、運動的な意味合いはな

かったんですが、ここのところ、この言葉にい

ろいろな思いを込めて使われることが増えてき

ています。そもそも、どうして「ガバナンス」

が注目され始めたのか。皆さん方の仕事を考え

ていただければおわかりだと思います。

例えば、先ほど大谷先生から生活保護の話が

出ましたが、生活保護というサービスは、行政

が認定、受給、就業指導をします。しかし同時

に、受け手側、保護を受ける人との関係で初め

てサービスが成り立っています。さらに、民

生・児童委員など、行政と受け手の間に立つ別

のグループの人たちがいる。 近では、生活に

困っている人の側にＮＰＯのような地域の団体、

社会福祉協議会のような既存の団体がかかわっ

ています。つまり、ひとつの公共サービスは、

行政マンだけでやっているわけではないという

ことが言えます。

いろんな担い手がいて初めてひとつの公共サ

ービスが成り立っ

て い る と 考 えた

時、その中で行政

の役割はどれくら

い大きいのか、ど

れくらい意味があ

るかを、少し科学

的に、分析的に考

え始めた人たちが 「ガバナンス」という言葉、

を使い始めました。

現場でのサービスだけではなく、政策を考え

る、立法を考える、条例を考えていく場合を見

てみても、執行機関内部だけではなく、いろい

ろなところから知恵を借りてつくらざるをえな

いという現実になっているのではないでしょう

か。しかもそのためにはマーケティングをして、

効果や結果に影響のありそうな人たちの意見を

聴く必要がある。そうなると、一体、誰が政策

をつくり、決めていくのかということになりま

す。ものごとの決め方、進め方は実に多様で、

いろいろな人や集団と結びつき、ネットワーク

をとおしてものごとが決まったり、進められた

りしていることに気づき始めたということです。

従来、政府や地方自治体が、公共サービス、

公共政策の中心になってものごとを動かしてき

たと考えられてきましたが、実態は、本当は違

うのではないか。民間の専門家、非営利団体、

ＮＰＯのような組織、またサービスの受給対象

者が、大きな影響力をもって、現実には政策を

決めたり、実行しているところがあるのではな

いかということに、少しずつ目が向き始めまし

た。したがって、国を中心とした「ガバメン

ト」による統治から 「共同統治 、つまり「ガ、 」

バナンス」という言い方に変えて見た方が、も

のごとが正確に見えるのではないかと考え始め

ました。

多様な担い手で提供される「公共サービス」

こういう考え方をさらにもう半歩くらい進め
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て見ていきますと、実はそこで公共サービスと

して考えられていること、公共的政策決定と考

えられていることが、実はいろいろな担い手の

役割分担のもとに、全体として提供されている

ことに気づきます。極論すれば、補助金の執行

で行政としてやるのは申請手続きを受付け、出

金するまでのところで、実際にお金を使ってサ

ービスを行うのは、受給した関係団体からさら

に先の社会貢献活動をする団体です。こういう

公共サービスの仕方、公共的な活動の仕方が、

世の中には山ほどあるということでもあります。

こう考えていくと、本当に公共サービスを担

っている人々というのは誰なのかということに

なります。しかも困ったことに「公共サービ

ス」は、現実には税金を原資とするような公共

部門の活動だけですべて満たされているわけで

はない。むしろ多くの民間の人たちが、営利で

あれ、非営利であれ、この社会のために一生懸

命に働いています。営利企業だって公共的な観

点から活動している。個人であっても公共的な

活動をしています。道路にごみが落ちていれば

拾うわけです。市道の管理は当然、市の責務で

「道路管理者が掃除をしろ」という議論があり

ますが、ごみはちゃんと拾うのが、ごくごく平

均的な市民だろうと思います。そうした活動そ

のものが持っている公共性を、私たちはもう一

度しっかりと見つめ直し、考え直さないといけ

ない。そういう社会として、もう一度考え直す

なかで、公共的なもののあり方、公共サービス

のあり方を考えていかないといけないというこ

とだと思います。

「ガバナンス」という観点から公共を考える

と、実はそこには多様な担い手がいて、その担

い手を含めてようやく「公共サービス」として

認識される全体像が生まれてきます。翻って、

多くの公共的な意味のあるサービスが、実は行

政やその関係組織以外のところで多く担われ始

めていることに気づきます。昔から一部はあり

ましたが、しかしこの20年くらいの間に、多く

の分野で新しいニーズに応えるような市民的な

活動、ＮＰＯ活動、非営利活動が広がってきて

います。個人であれ、ＮＰＯ団体であれ、旧来

の地域団体であれ、加えて営利企業も含めて公

共的な活動を担っている。

こういう現状のなかで、行政、そこで勤務す

る公務員は、公共全体の中でどういう位置にい

るのかということを自分自身で探しだしていく

という、難しい局面にきているのではないかと

いうのが、私の問題提起です。

帝塚山大学の中川幾郎先生から、
岡本

官と民、公と私の視点から「新し

い公共」についてご提起をお願いいたします。

「 新し い公共」 への視点中川

「官・民」「公・私」の概念の再整理を

「官と民」という言葉がありますが、これま

でともすると「公と民」と言ってきた。これは

間違っています。政府管理、政府直営に「公」

という意味はありません 「ガバメンタル」と。

いう意味ですね。この言葉の反対極としての

「民」は、民間ですから、経済学では「プライ

ベート」ですが、私に言わせると「シビック」

です 「市民管理 。従来の「公と民」という言。 」

い方に、政府管理や市民を含めた民間管理の意

味が含まれているのかどうか、概念をきちんと

してほしいと思います。

もうひとつ「公」に対しては「私 、プライ」

ベートの概念で対置すべきであると思っていま

す。政府の管理する領域にも、公共的領域と、

民間に渡すことができない政府の独占的領域が

あります。住民票や固定資産台帳とか、行政の

責任において秘匿すべきものがあります。これ

らは個人の情報を守らなければならないもので、

公開できません 「公共」とは 「公開 「共。 、 」

有 「共同利用」という、経済学の「公共財」」

の定義にも合致する概念です。経済学の公共財
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は共同商品です。

「等量消費」とも

言います。共同使

。用を意味している

広く皆に明らかに

されていて、なお

かつ皆が使うこと

ができる。誰もそ

れから排除されないというのが「公共財 、つ」

まり「パブリック・グッズ」です。

それに対して反対の「プライベート・グッズ

（私財産 」は、私の独占物であり、決して私）

以外のものには使わせない「私有財産」です。

政府の独占領域もあり、民間の独占領域もある。

「官・民」と「公・私」を混同するのはやめよ

うということです。

公共領域は政府が直接やる公共事業と、民間

にしてもらう公共事業と、２通りが、昔からあ

ったわけです。時代とともに民間に任せる公共

事業が増えてきたり、民間にさせていたものが

逆に行政の側が吸収していったりという振れが

あります。この振れの中で私たちは悩まされて

いるわけですが、もう一つ振れをややこしくす

る概念がありまして 「営利」か「非営利」か、

という概念です。政府が実施するのが公共事業

であり、それは自動的に非営利でなければなら

ないという等式が、頭の中にできている。これ

もおかしい。民間にも、非営利の団体があるの

と同じように、政府も株式会社を経営したりし

て、営利的行動があるんです。この分類が、今、

可変的な状態の中におかれているから、とても

話が複雑になっています。

経済学の定義では位置づけられない「新しい公共」

さらに 「新しい公共」という概念は、民間、

が担う新しい公共事業の部門というイメージで

語られています。しかしそれも、片方だけの話

になっているように思います。政府が行う「新

しい公共」の事業もあるはずです。そこの議論

が欠けているのではないか。何でも民営化して、

企業に加えてＮＰＯやＮＧＯが行う公共事業が

「新しい公共」だと一般に流布していますが、

それだけではない。地方公共団体を含む政府も、

「新しい公共」の事業をどの分野で起こしてい

るかという議論を、もっとすべきだと思います。

たとえば、地方自治法が改正され、入札制度

の他にも「総合評価入札制度」が登場していま

す。 近、バッシングを受けている大阪府や大

阪市は、このあたりでは頑張っています。大阪

市では、事業によって、母子家庭の母の雇用率

の高い企業には入札評価のポイントを高く設定

する制度を設けています。大阪府もＷＴＯ物件

については 「行政の福祉化プログラム」の一、

環として、障害者および就労困難者の雇用実績

によってプラスポイントを付け、入札に有利に

なるようしています。単に価格の安さだけで勝

敗を決するわけではない「総合評価入札制度」

を導入したことは、まさしく行政の「新しい公

共」の一つの展開ではないかと思います。

私は 「新しい公共」はこれまで行政学のク、

ラシックな世界が、ともすると教えてきた「不

特定多数の第三者利益」という、強烈なまでの

イデオロギーとでも言いたくなるような古典的

定義では決着がつかない領域の問題が、いっぱ

い出てきたと考えています。 近、評判が悪く

叩かれていますが、マスコミの同和行政批判に

は異論をもっています。マスコミは「不特定多

数の第三者利益」ではなく 「ごく一部の人間、

だけが得しているじゃないか」という論調です。

これと同じ論法が、いつ、いかなることで、障

害者へ波及するか危惧されます。北朝鮮との関

係が悪化すれば、在日韓国・朝鮮籍の人たちに

対する迫害の可能性が危ぶまれます。これらの

方々は、社会的少数者、マイノリティです。マ

イノリティの方に対する施策が 「特定少数の、

当事者のためだけの施策であり、どこに公益性

があるのか」と言われかねない。この隔たりを、

本当の意味で、私たち研究者も乗り越えていか
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ないといけないのですが、これを議論する方々

が少ない。ここに実は「新しい公共」として議

論すべき穴があいていると思っています。

「不特定多数の＜当事者利益＞は公益ではな

いのか 「不特定＜少数＞の第三者利益は公益」

ではないのか 「＜特定少数＞の第三者利益は」

公益でないのか 。普通は全部「公益に非ず」」

とされますが、実はそうではないんじゃないか。

その「新しい公共」に、私たちは見失ってはな

らない点が隠れているような気がします。

組合の「社会的責任」を実現する戦略を

しからば労働組合、労働現場における公務員

が、どういう形でこの時代における戦略を描く

べきか。それは、政府が管理すべき領域におけ

る公共事業のあり方の中で、吹き飛びがちな公

益概念を問い直していくという役割が、一つと

あると思います。

「弱いもののことを忘れてはいけない 「少」

数者を切ってはいけない」と言い続けないとい

けない。民間企業における現場労働者の方々と

も、連帯しないといけないのではないか。競争

相手であるかもしれないが、事業の中では手を

結び、意見交換をするという視点もほしいと思

います。Corporate Social Responsibility，

「ＣＳＲ 。大谷先生はこれを、Union Social」

Responsibility 「ＵＳＲ」だとおっしゃって，

います 「組合の社会的責任 。これをもっと意。 」

識すべきだという気がしてなりません。

労働組合の活動は、組合費を出してくださっ

ている方々だけを対象とした共益団体というイ

メージで社会から見られているが故に負けてい

る。むしろ、準公益団体として「弱い立場にお

かれている労働者の方々と広く連帯します。そ

の人たちの地位を守っていきます」という展開

をすべきだろうし、さらに労働組合の「市民

化」をもっと進めるべきではないか。地域に盆

踊りがあったら組合員はどんどん出ていって、

「組合の書記長しています」とバンバン名刺を

配ったらどうか。ナショナルの営業社員がやっ

ているように、もっとやればいいじゃないか。

「こんな素敵な人が労働組合をやっている。素

敵な人がいっぱいいる」とＰＲマンになってア

ピールし、地域の人とつながらないといかん。

それがパブリシティということだと思うのです。

ＰＲ（Public Relations）とは、公開され、共

有される関係のことです。そういうことをもっ

と戦略的にしてみてはどうかと思います。

労働組合は「優れた市民」を生み出す「公益の守護者」

マートンという学者が「公務員は、ともする

と訓練された無能力に転落する」と言っていま

す。そこから脱却するためには、公務員は「公

務労働者」であることだけではなく「公益の守

護者」である意識を強く持つことと、生活の場

では「優れた市民」となることです。その「優

れた市民」である人間が、労働組合の連帯関係

の中から生まれると考えていく必要があります。

公務労働者としての側面からだけでなく、もっ

と目を広げてほしいと思います。

今日の社会は、誰もが何らかの財やサービス

の生産者であり、誰もが何らかのサービスを受

けています 「プロデュース（生産 」する立場。 ）

だけではなく 「コンシューム（消費 」する立、 ）

場だけでもない 「プロシューマー」の時代で。

す。労働者だけだという人は、実はいないんで

す。消費者だけだという人もいない。皆、同じ

です。そういう感覚でもって市民社会とつなが

っていくために、戦術・戦略をもっと強く意識

した方がいいのではないかというのが、私の

「新しい公共」ということを考えたうえでの提

案です。

ありがとうございました 「新し
岡本

。

い公共」を考えるために、私たち

がどういう活動、働き方をしていくべきか。中

島さんから「いよいよ理論や理屈ではなく、具

体的な取り組みをしていくべき時期に来てい
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る」こと。大谷先生からは 「公務員が支える、

べき層の市民が自民党を支持している。その層

は、公共サービスを要求すれば受けられるはず

が、実はそうなっていない」という提起があり

ました。それを受けて、果たして私たちはどう

やって働くべきか。中川先生の指摘のように

「組合の市民化」など、もっと打って出る方法

についても皆さんと考えたいと思います。

公務員の働き方、公務員像を、どのように市

民に対して私たちは働きかけ、連帯していくの

かについて、より具体的な話をいただければと

思います。中島さんから労働組合の役割につい

てお願いします。

〈 Ⅱ〉 こ れから の労働組合運動

労働組合の
中島

社会的責任を果たすために

先生方のお話をお聞きしていて、率直に言っ

て「公務員制度に守られている」という言われ

方をするような仕組みはもう限界ではないかと、

個人的に感じました。そうはいっても、自治労

は、多くの公務員や民間雇用の労働者を組合員

として抱えている労働組合ですので、なかなか

雇用のところは頭が痛いのですが、３つほど考

えていることをお話します。

「できるところから地域に入っていこう」

自治体改革運動で提起してきた「できるとこ

ろから地域に入っていこう」は、まさに「ＵＳ

Ｒ」だと思います。私たちは、仕事を通じて地

域に入って仕事をしているわけですから、そこ

でできることはたくさんあります。労働組合と

しても、意識的に地域社会に出ていく。組合員

は、職員であり、市民です。職員であることを

含めて地域に出ていって、地域の担い手の一員

として、誰とでも議論ができ、自分の意見を言

える力を 低限持たないと、大上段に言ってい

るだけでは仕方がないと感じています。私もケ

ースワーカーの仕事や建築関係の紛争処理の仕

事などで、地域に入っていく仕事が多かったん

ですが、その時にショックだったのは、そこに

労働組合や、労働組合が支持していた政党が、

いない。宗教団体や意見の違う政党、ボランテ

ィア、ＮＧＯの方はいるのですが 「組合は見、

えない」と感じたことがありました。なるべく

出ていって、自分たちが知らないことがたくさ

んあることを認めて仕事をするような職員、組

合員になる仕掛けが必要だと思っています。

労働組合による組合員の「市民社会教育」

2004年４月に分権一括法が施行され、よくも

悪くも地方公務員は「だって、国が法律で決め

たんだもん」という言い訳が許されなくなりま

した。しかし、自分に説明責任があるという点

が、あまり深刻に受け止められていなかったの

ではないでしょうか。これは、職員個人を責め

ても何も解決しません。北欧では、労働者教育、

組合員教育を、労働組合が積極的にやっていま

す。その中に、市民社会教育も入れているんで

すね。そういう意味では、労働組合は、職員一

人ひとり、労働者一人ひとり、組合員一人ひと

りに、変化する社会に対して必要な能力を付与

していくことを、運動としてやっていっていい

のではないか。残念ながら、今の私どもの運動

はそこに時間や資源を投入してはいませんが、

私としては、必要ではないかと思っています。

労働市場のダブル・スタンダード解消と、労働異動を可能

とする雇用労働システムへ

もう一つは、イギリスなどのＥＵでは、地方

政府が提供している公共事業や公共サービスが

民間に移譲される場合、そこで働く労働者の雇

用、労働債権も含めて引き継ぐことになってい

ます。労働の移動にかかわる保障制度が十分で

はないにしても、民間企業に移行するさいには

「継続雇用」が社会的に確立しています。民か

ら民もそうですし、官から民、民から官という
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場合もありますが、雇用については一定の水準

で保障していこうというルールが社会的にある。

それを日本でもつくりたいと思っています。

日本の場合に難しいのは、日本の労働市場が、

ヨーロッパなどにはないダブル・スタンダード

になっていることです。公務員が非常勤職員や

臨時職員と同じ仕事をしていても、時間あたり、

月あたりの賃金が違う。サービスの内容に違い

がなければ、コストを考えてどんどん安い方に

流れていくのは当然のことです。こういう労働

市場のダブル・スタンダード、雇用のダブル・

スタンダードに、労働組合が本気で立ち向かっ

ていく必要があります。年功序列・終身雇用を

一生懸命守っているのは、大企業組合や公務員

組合だったりするので苦しいのですが、どこか

でそれを変えていく必要がある。夜があけたら

突然ダブル・スタンダードがなくなったという

わけにはいきませんのでプロセスが必要ですが、

今、そんなことを考えながら取り組みをしてい

るところです。

国際的にも「同一価値労働、同一
岡本

賃金」が求められていますが、な

かなか解決できていないのが現状です。学童保

育で働く方は、１５年働いていても、本工であ

る私たちの賃金体系からすると増えていない。

民間だけがそうではなく、公務員の中にも依然

として格差が残っています。連合でもこの点は

問題にしてきていますが 「コスト」が大きな、

課題となっている現状では、どうしても安い方

に流れていきます。

大谷先生から、こういう状況の中で私たちは

どういうことが求められていて、どう働いてい

くべきかについてコメントをいただければと思

います。

「 東横イ ン を利用し ない」 と いう
大谷

市民ルール

「コスト論」から、私の思っていることを述

べさせていただきます。

市民ルールの点で、かなりショックなことが

ありました。ビジネスホテルの東横インが労働

基準法を違反したり、ハートビル法に違反した

ということが問題になりましたが、それに対し

ていくつかの民間企業を調査した結果、社員が

出張した時に東横インを利用しないようにして

いるのが50社のうち２社あった程度です。労働

組合はほとんど、そういう発想がない 「同じ。

出張旅費なら、東横インは安くて駅の近くで便

利だから、それで、ええやん」と思っている。

それは困るわけです。

少なくとも労働組合は、社会的責任として

「労働組合の組合員は東横インを利用するな」

とボイコットする。それを提案すべきではない

か。それが市民としての「新しい公共」という

概念だろうと思います 「耐震偽装や、ハート。

ビル法、建築基準法違反はけしからん」と言う

なら、多少、旅費は高くなるかもしれないけれ

ど、まず利用しないことではないか。ところが

残念ながら、民間の企業もＮＰＯも東横インを

利用しています。去年９月11日の選挙の結果、

「安ければいい」という市民意識が定着してい

るのではないかと思います。私は、少なくとも

東横インは利用しないでおこうと思っています

が、自治労も民間労組もそういう方針を出して

いるでしょうか。

私は東横インを利用したことはな
岡本

いですが、中国の労働者がつくっ

た安い製品、100円ショップで売られているよ

うな商品を買ったりします。中国製品でもいい

ものはそれなりに値段がすると思いますが、中

国の労働者が劣悪な労働条件のもとにつくった

商品を安いから買い続けることは、現地での生

産を悪循環に陥らせています。

私はベルギーに２年ほどいましたが、ベルギ

ー政府は中国製品の輸入に一定の枠を設定して

います。日本の場合はそうではない。消費者も
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「安ければいい」という風潮があります。

ベルギーに行く前は、スーパーは７時に終わ

っていたのが、帰ってくると８時、９時、さら

に24時間営業しているところも出てきました。

消費者にとっては便利かもしれませんが、そこ

で働く労働者の家庭生活はどうなるのか。ヨー

ロッパでは、家庭生活を重視し、家族でご飯を

食べることを大事にしています。商店も早い時

間に閉まります。宗教的な違いがあって日本と

は比較ができないかもしれませんが、競争の結

果、営業時間は長くなり、安い中国製品をどん

どん買う社会になっています。

続きまして新川先生からお願いします。

「 新し い公共」 の担い手と し ての
新川

公務員像を、 現場から 提示

組合員がどのように活動していけばいいか、

どう改革していけばいいかということですが、

その前に 「新しい公共」という概念を中川先、

生が正確に定義されようとしてかなり難しくな

ったので、わかりやすく定義しながら、組合や

自治体がどのように動いていかないといけない

のかを考えてみたいと思います。

単純な言い方をすると、従来、公共、公共部

門、公共サービスは「政府がやる 「政府の命」

令に従って自治体がやる」と考えられてきたも

のであったり、そうした「分野 「組織 「サー」 」

ビス」でした。それとは違う、同じように公共

的な意味がありそうなものが、ごく大雑把に

「新しい公共」という意味合いです。行政だけ

が公共をやるんじゃない。国だけが公共部門で

はない。それだけのことだと思っていただくと

わかりやすいかもしれません。

地域の中で「新しい公共」を担っている人は

たくさんいて、組合、ＮＰＯ、企業も公共を担

っています。そういうところが果たす役割や可

能性を、私たちは考えていく必要があります。

「新しい公共」の代表格として、ＮＰＯやＮＧ

Ｏが取り沙汰されますが、もちろんそれだけが

新しい公共の担い手ではない。こういうふうに、

公共を「新しい」ものとの対置の関係で考えて

みると、組合はそこでどういう役割を果たして

いったらいいのか。公務労働者はどういう役割

を担うことになるのかが多少なりとも見えてく

るのではないでしょうか。

これまでの運動の経緯からすれば、新しい公

共が必要とされている状況の中では、第一に

「自治体そのものをどのように変えていくか」

というところに、組合の役割があるのだろうと

思います。つまり 「新しい公共」が必要とさ、

れる状況の中で、従来型公共の担い手である地

方自治体は、どういうふうに路線や政策や行動

の仕方、一人ひとりの職員、管理者の動き方を

決めていくか。そこに労働組合の大きな役割が

あるのではないかと思っています。

具体的に言いますと「新しい公共」の分野で、

従来の行政サービスをしていこうという動きが

今、進み始めています。まだ口先だけで実態が

伴わないのですが 「パートナーシップ」とか、

「協働」という言葉で、新しいニーズ、新しい

市民の問題に応えることができる仕事の仕方が

進められようとしています。これは、公共経済

学で言う「不特定多数の利益」という範疇では

絶対に満たされないような、提供できないよう

なサービス分野です。たとえば、ひきこもりを

何とかお世話をしようとするＮＰＯがたくさん

活動しています。ここと行政がタイアップする

ことで、行政が市民に提供しなければならない

「新しい公共」分野のサービスと結びつけ、さ

らに、市民グループに足りないお金、人、施設

を行政が提供するという図式が、少しずつでき

始めています。そういう改革の方向に、今、労

働組合がどのように関わっていくのかというこ

とを考えていく必要があります。そうした改革

を実態を持つものにしていくために、労働組合

はどう運動していくのかは、まさに第一線で現

実の問題に対処しておられる皆さん方から、問

題提起や新しい市民との連帯、連携の仕方を提
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案していく。そして自治体を変えていく提案を

していかなければならないというのが、１点目

です。

２点目は、そうした新しい協働関係を考えて

いく中で、公務労働者の姿自体が変わっていか

ざるをえないだろうと思っています。自治体で

も、公務労働そのものをどう考え直していくか、

組み立て直していくかを考えておられます。残

念ながら現状では、仕事減らし、お金減らしに

一生懸命で、公務員にどういう役割、仕事を期

待しているかは意外に曖昧模糊としていて、

「能力がある人がほしい」と言い募るだけです。

公務員としてどういう役割を果たすのか、どう

いう能力をつけていかないといけないのかにつ

いては、多くの自治体自身がイメージを持って

いない。国で進みつつある公務員制度改革では、

「普通の労働者にしてしまって、もっと厳しい

競争にほおり込んでリストラをしよう」という

路線しか見えていません。自治体の公務員制度

も国の公務員制度改革に乗った形で変わりそう

だなというイメージしかしない。

公務員として、特に地域の現場で働く人たち

は、公務員像をどうするかを、皆さん方の方か

らきちんと見せていく、出していく。そして、

それぞれがどういう役割を果たし、どういう必

要性があるかを整理し、それに必要な公務員の

能力をこちらから示していく。市民との連帯、

連携、市民組織との協働も含めて 「市場化テ、

ストが入ってもいいじゃないですか」と、それ

に耐えられるような市民的な側面を持った公務

員像を、具体的に提案していくのが２つ目の大

きな課題ではないかと思います。

言われたことだけ一生懸命やるというのであ

れば、競争にもなりません。負けるのはわかっ

ています。極端に言えば、そういう公務員なら

やめた方がいいと思います。どういう価値を皆

さん方が付加的に生み出していけるのか。公共

サービスを単に実施するということではなく、

社会全体を権力的に、または非権力的に管理す

る、コントロールするという観点から現場の仕

事をどう組み立て直せるかということが、ポイ

ントになるような気がしております。

必要とされる公務員像については
岡本

我われ日常業務についている人間

が一番、詳しいわけで、一つひとつ私達自身が

考えていく必要があるということを提起してい

ただきました。次に中川先生からお願いします。

労働組合は
中川

「 共益」 団体から 「 公益」 団体に

大谷先生から東横インの話が出て「そうだ

な」と思い当たることがあります。前から腹を

立てていたのですが、新聞やテレビで、 高裁

が「グレーゾーン金利はおかしい」という判決

を出したという記事を掲載しているにもかかわ

らず、新聞広告に、金利を違反した消費者金融

の広告が堂々と載っていた時期があることは、

皆さんご存じだと思います。広告を掲載してい

た新聞社は、それに対する問題意識がなかった。

その新聞社に対する抗議行動はろくろくされて

いません。

誰がこれを抗議すべきか。債務者の方々はそ

んな暇はないですよね。気力もない。こういう

時に正義の味方、アンパンマンが出てきたらい

いのではないか。なんで組合はアンパンマンに

ならないのか 「自治労はこういう時、闘え。

よ」と私は思いました。そういう新聞の不買キ

ャンペーンをする。新聞社に抗議する。テレビ

局に皆で一斉に電話をかける。新聞社のサーバ

をダウンさせるくらい一斉にメール送る。そう

いう行動をなぜとらないのでしょうか。自治労

は日本 大の労働組合なのに、なぜ社会的影響

力を組織的に行使しないのか。どうしてこんな

に沈んでしまっているのか。皆さん方は、社会

に対する正義、不正義に対する感性が少し弱っ

てきているのではないでしょうか。もっと怒ら

なければならないことを、新聞やテレビが堂々
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とやっています。そのマスコミが、公務員バッ

シングをする。

セクハラ事件が多発するような企業、人権侵

害が明らかになった企業、環境破壊をした企業

の商品は買わない。国際連合のアナン事務総長

が言った「グローバル・コンパクト」に署名し

ている企業の商品しか買わないとか。そのくら

いの運動を起こすべきだと思いませんか。自治

労も各単組で、ＩＳＯ9000、14001をどんどん

取得したらどうでしょうか。あと数年以内に人

権の基準がＩＳＯ26000で登場するはずです。

こういうものをどんどん取得して、グレードを

高める。グローバル・コンパクトは、自治体の

中で川崎市役所が１市だけでとっています。こ

れは名乗りを上げて承認されたらいいので、そ

んなに難しい話ではない。

労働組合の５つのプラスと３つのマイナス

労働組合は、その性格から言うと、民間のＮ

ＰＯと変わりません。日本の定義ではＮＰＯで

はないのですが、アメリカの定義で言うと労働

組合もＮＰＯです。アメリカでは、教会もＮＰ

Ｏになります。つまり労働組合は、ＮＰＯの欠

点と長所を両方持っているということです。ジ

ョンズ・ホプキンス大学の「ＮＰＯの社会的影

響に関する調査」では、５つの長所と３つの欠

点が報告されています。これに労働組合は全部

あたるんです。良いことから言うと、①ＮＰＯ

（労働組合）は、公共的なサービス供給機能を

次々と創造する。②ＮＰＯは社会におけるさま

ざまな技術革新を供給するイノベーション機能

がある。③ＮＰＯは社会変化の微妙な予調を絶

えず知らせる、アドボカシーの機能を持ってい

る。つまり「おかしくなるぞ、気をつけろ」と

言う。④ＮＰＯは社会の中に存在するさまざま

な立場の人たち、多元的な価値観に基づいた表

現を代弁する機能を持っている。つまり、少数

者、皆から見失われがちな立場の人たちの声を

引き出して表現する。⑤ＮＰＯは地域共同体、

地域社会を再創造する機能を持っている。この

５つのプラスがあります。これらは全部、労働

組合にもあたります。自治労中央本部がコミュ

ニティをつくる力があるとは思いませんが、各

単組は持っている。各単組は、自分の自治体の

中の特殊な問題、ローカルな地域特性の問題を

もっと見抜き、その人たちを代弁するような働

きをする必要があると思います。

３つのマイナス。１つは、偏狭なイデオロギ

ーにとらわれがちである。イデオロギーは政治

イデオロギーではないんです。ＮＰＯが「私た

ちはよいことをやっているんです。よいことを

やっている人間をどうしてあなた方は理解しな

いんですか」と怒ってしまう 「理解されない。

ことに対する居直り」と私たちは呼んでいます。

これを「パティキュラリズム」と言います。非

常に価値観が狭い。

」 。２つめは「パターナリズム 。温情主義です

「こんないいことをやっている組織をお前、止

めるって？ 止めるのは承知せえへんぞ。やめ

たら二度と口きかん」と言って脅迫する。一旦、

加入すると止められない。私は昔、自治体に勤

めていまして、課長補佐から課長になった時、

組合から挨拶状をもらいました 「あなたは組。

合を離脱されました。これまでありがとうござ

いました」と、それに続いて「再び組合に加入

される時にはよろしく」と書いてあった。僕が

組合に加入するには降格するしかないわけです。

すごい挨拶状をもらったなと思いましたが、そ

れが「パターナリズム」です。

３つめは「アマチュアリズム 「自分たちは」。

専門家でなくていいんだ。アマチュアなんだか

ら 。労働組合の皆さんは、仕事はプロだと思」

います。しかし労働政策、労働者が公益の守護

者としてかかわっている自治体政策、政府政策

に関しても、プロにならなければなりません。

「労働者やないか、難しいことわからへんが

な」では困る。今、進められている公務員制度

改革に関して、個別単組の方々が「そんな難し
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いこと自治労中央本部がわかっとったらええが

な 「政策局に任しておいたらいいがな」でい」

いんでしょうか。皆様方から政策的な圧力を加

えないかぎり、中央本部で頑張ってもパワーは

出ない。アマチュアリズムではなく、真剣に政

策のプロフェッショナルになる必要があると思

います。

政策形成を実践する組合活動

こうした点で、よい事例と恥ずかしい事例を

申します。よい事例は、自治労大阪府本部の四

條畷市職員組合。ここは、現在、赤字比率がワ

ースト６位です。ところが表向きは黒字で赤字

は出ていない。一般会計と特別会計の間のやり

くり、第三セクターの赤字を公表しないで凌い

でいるとしか思えないのですが、四條畷市職が、

それを「いかん」と言って究明し、なおかつ公

開討論会に挑んでいます。四條畷市職は、財政

再建のために職員給与のベースダウンを自ら申

し出ました。彼らは経営者としての意識になっ

ているんですよ。共同経営者なんです。なのに

「社長は本気になって建て直そうとしとらんじ

ゃないか。いつまでもウソつくな」と。何回か

タウンミーティングをやっています。自治体が

倒れるかどうか、夕張市になるかどうかですか

ら、今、闘ってるんです。これなんかすごい組

合と思います。

悲しいかな、ワースト10の中には関西が多い。

奈良県が４つ、大阪府が３つも入っています。

関西の組合は必死になって頑張らないと、経営

を建て直せないところに来ています。だから

「経営のプロになりましょう」ということです。

「起債制限比率、そんなんわからんわ。公債費

負担比率、聞いたことない」というのでは通ら

ない。組合はそれくらい勉強すべきですよ。四

條畷市職は頑張って、 近は市民の支持を集め

ています 「我々はこんな立派な職員組合を持。

って誇らしい」と言う市民が出てきています。

次は、情けない組合の例です 「80万円くら。

いかかる海外旅行を、10万円の個人負担で行か

せてあげます」と、遊んでいるような組合があ

ります 「そんなことやっている時代か。よっ。

ぽど金あるねんな」と思います。どこの組合と

は言いませんが、こういうことで組合員の関心

を集めて、一部の人だけに大名旅行させる。こ

ういうことをやっていたら、他の組合員は逃げ

ていきます。こういう手法は、かつてバブルの

時には多くの組合でやっていた。そんなことを

せず、貯めていた金を市民団体に「組合として

はなけなしの金やけど、年間50万円差し上げま

す。この50万円で組合と一緒になって何かいい

政策提案していきませんか。共同事業をやりま

せんか」と挑戦したらどうでしょうか。市民型

のＮＰＯはそういうお金の使い方が上手です。

「金の切れ目が縁の切れ目」という言葉がある

くらいで、金があれば縁がつながる面もあるで

しょう。これからの組合は、こういう市民に投

資するような挑戦的な事業を考えてもいいかな

と思います。

Ⅳ 課題を克服するために

市民団体と し ての労働組合に
大谷

立脚点を

自治労はまだ「公共」にしがみつこうとして

いるんですよね。それなら民間の労働組合は何

やろうなと。北欧では、自治体職員は雇用保障

されていません。一番しんどい仕事をするのが

自治体職員です。労働条件が一番悪い。でも当

たり前にやるわけですね。そういう意味で、自

治労が「新しい公共」と言うとき 「公共」と、

しての労働組合にしがみつくのか 「そんなの、

は関係ない。民間の労働組合全体が底上げされ

たら、ええねん。市民社会が新しいルールをつ

くりあげていくことに自治労も力を尽くしたら、

それでいいねん」と開き直るか。私から言えば、

公共だろうと何だろうと、労働者だから頑張る

んや。市民だからこれだけのルールをつくって
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いく。社会的に認めさせていく。市民だからこ

そ団結や連帯、協同が必要だと。

ＮＰＯは市民の団体です。中川先生が言われ

たように、アメリカでは労働組合もＮＰＯの１

つです。市民だから団体が必要、連帯が必要な

んだというところまで開き直って、たまたま今、

働いているのは自治体という職場なんだけども、

市民としての労働組合というところに、自分た

ちの立脚点をつくったらどうでしょうか。

出張に東横インを使うかどうかは個人の自由

じゃないかという議論がある。個人の自由論と

自己責任論は裏腹です。ある意味で個人の自由

かもしれないけれど、それをお互いのために、

協同・連帯のために支えあっていこうと。組合

費もそうです。関西学院大学の教職員組合は、

組合費を２％とっています 「２％払わない方。

が手取りが上がる」と言って組合をやめる人は

教員でもいます 、クビになっても自己責任で。

かまわない。手取りが２％多いというだけの話

で、非組になっていきます。

自治労は何にこだわっているのかよくわから

ないところがあります。もっと議論した方がい

いように感じます。

活動を ミ ッ ショ ン にそ っ て
新川

問い直す作業から

大谷先生のお話に続けて言いますと、自治労、

公務員労働組合の枠組みがどういうものか。ど

こまでどういうふうに整理されているか、私に

もよくわかりません。そこの組合員は何ものな

のかということが、なかなか見えてこない。戦

後すぐの民主化運動であれば、明確なターゲッ

トがあり、運動もしやすかったわけですが、安

保が終わった後の、時代が変化する中では、位

置づけするのは難しいだろうなとは思います。

その時に何をしないといけないか。

自分たちを縛りつけているものは何なのか。

それを知って、一度、それを外してみたらどう

なるかを考えていく必要がある。自分自身を解

放する、組織自体の考え方を根本に立ち戻って

チェックしてみるといいと思います 「こんな。

縛りで、これまで動いてきたのか」ということ

を告白してみると楽になるだろうなと思います。

「カミングアウトせよ」と言っているわけです。

」 、「私はエイズです 「私は性同一障害です」と

いろんなカミングアウトがされています。それ

は次のステップに向かうための一歩になると思

っています。

その時に、組織内のガバナンスをもう一度考

えていただきたい。組合のあり方、組合員の行

動が、本来の趣旨・目的にあっているかどうか

という意味でのガバナンスを考えていただきた

い。

たとえば組合のミッション（目的）が掲げら

れています。これは抽象的ですから解釈の仕方

次第です。毎年の運動方針にそった各単組、支

部ごとの行動は、組合本来のミッションに照ら

し合わせて適切な設定ができているでしょうか。

組合はたくさんの支え手によって成り立って

います。直接的には組合員の皆さん方ですが、

公務労働組合であれば、雇用者である自治体、

サービスの対象であり本当のオーナーである市

民、市民の中にあるさまざまな利害関係等多く

のステークホルダーに囲まれています。そうい

う人たちの関係で、本当に適切な活動をしてい

ると言い切る自身がおありでしょうか。よい関

係を市民社会、企業社会に対しつくりあげてい

ると言うことができるでしょうか。自分たちが

行動する基準やルールを明確に伝え、説明がで

きる状態で行動しているのかどうか。ルールが

はっきりしていて、誰にもわかる形になってい

るでしょうか。自分たちのルールを自分たち自

身できちんと守ることができているでしょうか。

汚職を取り締まれとか反組合活動を何とかせ

よということではなく、自分たち自身、真摯に

組合の目的を、自らに課したルールにしたがっ

て行動しているのかどうか問い直すことから、

もう一度、始めるのがいいのではないかと、お
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話を聞きながら思いました。

すべての現場で地域性・総合性
中川

当事者性・専門性の研鑽を

「コスト・パフォーマンス」という概念があ

りますが、このパフォーマスンは生産量を意味

し 「同じコストでどれだけ生産できるか」と、

いうことです。しかしこれには、働きの結果

「どれだけ世の中よくなったか」ということを

問う「コスト・エフェクト」という概念が含ま

れています。本来の意味での「費用対効果」で

す 「費用対効果」という言葉を気楽に使うの。

に、現実のアウトプットは「労働産出量」ばか

りが問われています。抜けている論理をもっと

投げかけないといけない。

ニュー・パブリック・マネジメントで「アウ

トカム」というのは 「コスト・エフェクス」、

のことです。お巡りさんがいくら人員を増やし

てパトカーで巡回しても凶悪事件が減らないと

すれば 「コスト・パフォーマンス」は「コス、

ト・エフェクト」に結びついていないといえま

す。労働の中身が有効な社会的変化に結びつい

ているかどうかを問うことが大事です。

今の日本のニュー・パブリック・マネジメン

ト論は 「コスト・エフェクト」まで行ってい、

ない。そこまでの評価を、実際の政策評価でや

られているところはありますか。自治体が総合

計画をつくる時、どれだけ世の中がよくなった

かという成果のベンチマークまでたどりついて

いる自治体はほとんどない。こういう議論をし

ないで「もっと働け。もっと働かないなら給料

を下げるぞ」という議論ばかりです。

「公務員不信」と言われていますが、何が不

信なのか。民間に比べたら愛想は悪い、働きが

悪いという印象で見られているだけのことです。

市民が払ってもいい一定のコストがあるとする

と 「コストは一定でも、民間に比べたらもっ、

と丁寧で安心のできるサービスができる」とい

う闘いもあるわけです。プールの事件や耐震偽

装事件はそれを証明しました。これらは公務労

働者にとったら追い風ですよ。渡してはいけな

い権利を渡した結果です。建築確認申請業務を

民営化するときに、僕らは「必ず大変なことに

なる。規格外の建物が山盛り出てくるよ」と警

告しました 。誰も聞いてくれなかったのです。

が、その通りになりました。

これからは「質」が重要です。質（クオリテ

ィ）と簡単に言いますが、そこには多様な価値

があります。プールの事件は「安全」という価

値における質が悪かった。プールの監視員は愛

想がよかったとしても 「危ないですよ」とい、

う人はいなかった。民間の人は、コミュニケー

ションという質における丁寧さが買われたわけ

です 「質」と簡単に言うけど、どういう質な。

のかを問うべきです。

平和も価値です。人権も価値です。連帯も価

値です。人々のコミュニケーションの密度が上

がることも価値です。そしてこれらは全部「公

益価値」なんです。民間と比較する時、コスト

はどれだけ安いか。サービスの産出量、パフォ

ーマンスどれだけ高いかで、指定管理者を選び、

市場化テストを導入する。その結果、行政の質

の高い労働者が居場所をなくし消えていくなら、

社会資本の減少です。

雇用が不安定化すれば、社会的コストが増え

続けていくことを経済学者は警告しています。

失業者が増えれば社会不安が起こり、犯罪が増

えて、戦争も起る。結果的に我々は高い買い物

をすることになります。こういうことを一番わ

かっているのが、現場の方々だと思います。

民営化・市場化に意義を唱えようとするなら、

さまざまな意味でのサービスの質を民間よりも

高くする闘いをすべきだと思います。一番負け

ているのが表現、言葉づかいです。民間に比べ

て地域への理解が深い。さらに市民とつながり

が深く、単純作業であっても専門性を高くもっ

ている。すべての労働現場で 「地域性 「総合、 」

性 「当事者性 「専門性」の点で民間労働者に」 」
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勝ちうる強みを持つよう研鑽していただきたい

というのが、私の提案です。

「市民」と一括りに言いますが、市民は「王

様」でしょうか。私は「悪魔」ではないかと思

う時もあります 「市民」は統一された存在で。

しょうか。国民健康保険に加入している市民と、

国民健康保険の赤字を埋めるために税金を払っ

ている私とでは、対立が起こります。租税負担

者とサービス受給者との間には統一された市民

なんて存在しない。そういうでたらめな論理の

中で「市民の満足を追求しましょう」と言えば、

限りなく市民は「税金は安く、俺のかかわって

いるサービスだけは倍倍ゲームで上げてくれ。

窓口では俺だけに親切にしてくれ。他の客はど

うでもいい」と、フリーライダー（ただ乗り

屋）を増やすばかりです。これに対して闘わな

ければならないのは、労働組合だと思います。

市民だって分裂しているのに、その概念をその

まま使うことがおかしいと指摘すべきですね。

「コストはこれくらい負担しますよ。サービ

ス水準もこれくらいで我慢しましょう」という

議論ができる市民こそ 「市民」です。そうい、

う市民と手を結びましょうという意味です。わ

がまま市民と手を結びましょうとは言っていま

せん。自治体経営を理解できる市民と手を結ぶ。

労働組合も行政と経営を議論し提案できるよう

な、太刀打ちできるような労働組合であるべき

だという意味で「労働組合の市民化」というこ

とを申し上げました。

私は「三等市民 「二等市民 「一等市民」が」 」

いると言うので、大阪では評判が悪いんですが、

。 、大阪人やから笑ってくれます 「三等市民」は

」 、ただ寝に帰るだけの「寝民 。選挙は行かない

市長の名前も知らんというタイプですね。こん

な相手はほっときましょう 「二等市民」は、。

高度経済成長期ぐらいに居着いた、居住歴が長

いけど文句ばかり言う市民。子どもができたら

保育所がない。小学校に行くと体育館がない。

中学に行くとクーラーが入ってない。次から次

に文句を言わなければどうしようもない時代を

生きてきた、特に団塊の世代です 「文句垂れ。

居留民」と言ってます。文句を言うことしか知

らず、感謝がない。要求と不満でしか連帯でき

ない。将来ビジョンや孫・子のために連帯でき

ない。夢のない怒り、不信ばかりの連中です。

これはあかん。

ハンナ・アーレントは、稼ぐのはあたりまえ、

世のため人のために働こう、社会や地域、家庭

を経営する経営者になろうと言っています。彼

女が言う「レイバー 「ワーク 「アクション」」 」

の３つができてこそ、本当の市民だと思います。

この意味をもう一度味わい直して、労働組合の

方々が第一級の優れた市民になっていただきた

いというのが、僕のメッセージです。

公共サービ スの担い手と し て
中島

問われている こ と

大谷先生から自治労のこだわりがわからない

というお話がありましたが、自治労全体がまだ

本気で議論するのを避けているのかもしれない

と、私自身の反省を含めて思っています。今、

到達しているところは、いいか悪いか評価は分

かれると思いますが、官であれ民であれ、公共

サービスを担っている労働者の権利をきちんと

守れる組合になるということです。公共サービ

スは社会性のある分野ですから、そこにはこだ

わって具体的に提起する。公共サービスの擁護

者になろうというところまでは、到達している

のだと思います。そのためには、相当自分たち

自身の変革が必要で、理念や方法は方針の中で

整理してきましたが、まだ逃げているかな、踏

み出さないといけないなと思っています。

公共サービスにはどのような質が必要なのか、

それを誰が担うのが社会にとって もいいのか、

それを誰が決めていくのかが、これからお話し

するような事例で問われています。

ひとつは管理委員会の議論にも出てきたこと

ですが、官民で競争入札する時「こんないいサ
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ービスを、こんなにお安くできます」というプ

レゼンテーションをします。例えば 「うちが、

経営している病院では、夜間のナースコールは

０回です」とアピールした事業体があるとしま

す。しかし、ナースコールが少ない原因や理由

まで踏み込まなかったら決められない。こうい

う点を指摘した委員の方もいます。夜はベッド

に縛りつけるからナースコールが０回なのか。

それともいいサービスがきめ細かく行き届いて

いるから夜のナースコールは多くないのか。

「ナースコール０回」の質が問われます。その

質をどうやって判断するのか。判断の材料は、

現場にいる人たちが出していかないと、入札に

かかわる自治体は判断できない。そこを見極め

ていくような情報提供を、私たち自身がしてい

かないといけないと思います。

耐震偽装では、こんな議論がありました。

終的な責任は行政にあることは間違いないと思

いますが、しかし東京都内で3000万円台で100

平米のマンションを買ってしまう消費者感覚は

どうなんだろうということです。消費者が受け

た不利益を、行政の責任として税金を投入する。

各自治体は工夫していますが、そうしたことを

どうしたらいいか。いろいろの立場の方と、自

己責任を含めて議論していかないといけない。

話し合いの中で何らかのルールが決まっていく

と思いますが。

シンドラー製エレベータの死亡事故があった

マンションは、私の出身の港区の建物です。23

階建てで、住宅と障害者、職員、ＮＰＯも使う

スペースがある複合建築物です。第三セクター

の住宅供給公社が建てたもので、初年度はシン

ドラーがエレベータのメンテナンスを担当しま

した。その時の受注金額が年間460万円くらい

です。２年目も380万円でシンドラーが落とし

ました。その後２年間を他の民間企業が落札し、

４年目の落札額は130万円です。４分の１近く

にダンピングしている。港区や供給公社は、コ

ストで落札先を決めたことになるわけです。こ

の時、行政、そして職員は、何ができたか。真

剣に議論しています。事故後はエレベータを止

めましたので、車椅子の方や高齢者、子連れの

方は、自分の家に行くにも階段を上がり下りす

ることになりました。区に働く職員や公共民間

の仲間、ボランティアも含めて、24時間体制で、

車椅子を降ろしたり、夜間、何時に帰ってきて

も住民の部屋までサポートするなど、必死でカ

バーしました。こういうことをしているのは、

聞かなければ全然見えてきません。労働組合の

あり方、職員のあり方を含めて問われると思っ

ています。

先生方のご意見を聞いて、今後はこういう議

論を、皆に見えるところで、逃げないで、丁寧

にやっていくことが必要だと感じました。中央

本部の立場として、きれい事を話しても仕方が

ないので 「皆で苦労しましょう」としか言え、

ませんが。

このパネルディスカッションを始
岡本

める前に、パネラーの方々には、

「より具体的な話をしてください」とお願いし

ました。しかし、本当に具体的な提議をうけま

すと、やらないといけないことばかりで 「さ、

て困った」という感じです。

今日のお話を一つのヒントに、そして支えに

しながら、少しでも前進するために一歩一歩進

んでいきたいと思います。これで、第１部のパ

ネルディスカッションを終わりたいと思います。

ありがとうございました。

＊自治労京都府本部では、2006年８月４日に「2006自

治研京都集会」を開催しました。その中で取組まれた

パネルディスカッションを収録しました。報告書をを

ご希望の方は、自治労京都府本部までご連絡ください。
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