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地域を変える｢自治研力｣

NPO法人丹南市民自治研究センター地域政策研究所所長

伊 藤 藤 夫

京都から「特急サンダーバード」で 1時間余

り、福井の越前市から来ました。丹南市民自治

研センターというと「丹南市」があると思われ

がちですが、そういう市はなく、「丹南」は福

井県中央部の地域を指します。

私は、私鉄で労働運動を経験したあと、昔の

総評の下部組織である地区労で専従事務局長を

10 年、37 歳の時に自治労福井県本部書記、そ

して 40 歳から 20 年間、武生市（現在は．越前

市）の市会議員を務めました。その間に丹南市

民自治研センターを設立しました。これから 3

つの問題提起と丹南自治研センターの活動を紹

介したいと思います。

「自治研」で職場の閉塞感を打ち破れ

仲間たちと、職場のことをもっと話し合おう

現在、自治体のどの職場でも、人が足りない、

予算がない、賃金もどんどん下がるという状況

が生まれています。どれだけ自治労が頑張って

も、社会全体の賃金が下がるなかでは、公務員

の賃金も当分、上がらないでしょう。そのうえ

公務員バッシングが厳しく行われている。職員

は、仕事にやりがいを見出せず、職場内外で孤

立し、閉塞感を感じているという状況ではない

でしょうか。

昔は、もう少し、職場で仲良く話ができ、仕

事をするときは、互いに助け合うことができま

した。今は電子化とメールの時代、金曜日にメ

ールが来て、月曜日の朝に出せというのも、た

まにある。スピード感が求められて、問題も多

様化している、逃げ場のない状況です。

以前は、隣の人の仕事をある程度理解してい

たが、今は隣の人が何の仕事をしているのかわ

からない、一人だけで仕事を抱え込んでいる。

こんなに頑張っているのに、こんなに苦労して

いるのに、誰も分かってくれない。分かってい

るのは、目の前にあるパソコンだけ。こういう

厳しい状況になっています。そうした状況で、

どれほど労働組合が「連帯だ」「団結だ」と言

っても、残念ながら、うまくいきません。

しかし嘆いていても、問題は何一つ解決しま

せん。職場や仲間が苦しんでいたら、誰かが処

方箋を書かなければいけない。その処方箋を書

くのは誰なのかを問い返してみたとき、改めて

そこに労働組合の役割があるのではないかと思

います。安心して働ける職場環境、働きがいの

ある職場と仕事づくりも、組合の重要な役割だ

と思います。

組合の集会や学習会は、厳しくなる賃金・労

働条件の話ばかりです。現業では「職の確立」

が言われていますが、私は、それを「ショック

の確立」にしてはいけないと思っています。集

会で元気がなくなることばかり聞かされて、元

気がでるようなことを何も聞かされない。今こ

そ元気がでるような、明るくなるようなことを、

皆で考えていかなければいけないのです。
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自治労の運動方針に「自治研活動」が書かれ

ていますが、実際は「刺身のつま」扱いにすぎ

ない。もっと、職場の実態や働きがいのある仕

事を作ろうと、意識的に話し合う機会を作る必

要があるのではないでしょうか。職場の悩みや

苦労を家族にも話していない現状のなかで、ど

うして市民に自治体職場の実態や職員の苦労を

理解してもらうことができるのか。伝わるので

しょうか。

汗かく「協働」でなければ「信頼」されない

日頃から市民との関係を検証しよう

市民と市役所の関係は、生まれる前の「母子

手帳」から始まって、出生届、乳幼児健診、小

学校への入学、最後に死亡届と埋葬許可証まで

と、市民の一生に関わっています。それで終わ

りかと思ったら、越前市では霊園事業まであり

ます。ということは、生まれる前から死んだ後

まで、役所と市民は関わることになる。そのな

かで、市民が「大事にしてもらっている」「幸

せを少しでも与えてもらっている」と感じるこ

とができるかどうか。それは職員の仕事にかか

っています。

市民はそこに住んでいる限り、役所が決めた

公共サービスを受け入れざるを得ません。条例

で決められたルールに従わなければならない。

住所地以外のサービスを受けたいと思っても選

択の余地はないわけです。それだけ、自治体の

仕事は市民にとって重要です。

さらに、その市民には、自治体職員自身も入

っていることを忘れないでほしい。役所で仕事

しているときは公務員、組合で活動していると

きは組合員、しかし家に帰れば、自分たちが決

めたことを受け入れる市民でもあります。です

から、自分が幸せになりたい、自分にとって良

い制度を作りたいと思うのであれば、自治体労

働者は自分でそれを考えて作ることができます。

つまり、自治体労働者がいい仕事をするという

ことは、結局は、住民である自分のためにも良

い仕事をすることになります。

労働組合は、民間委託や民営化に対し「利益

優先だ」「公共サービスは直営が最善」だから

「直営堅持」と言います。それは正しいかもし

れませんが、あえて指摘すると、職場で本当に

いい仕事をしていると自信をもって言えるのか。

仕事の内容を点検し、工夫をしてきているのか。

民間委託の話が出た途端に、「良質の公共サー

ビスを守れ」「直営堅持」と叫ぶ。それでは住

民はしらけるだけです。常日頃から、自分たち

が携わっている公共サービスを検証してほしい

と思います。

それをすることが、「自治研活動」の始まり

です。「自治研は難しい」と言う人がたくさん

いますが、仕事のことを話すだけ、考えるだけ

で、なにも難しいことではありません。

職場と市民を結ぶ

「ローカル自治研センター」

各都道府県に作られている自治研センターの

組織的な弱点は、地域に活動拠点となる組織を

もっていないことです。現場の職員と市民が直

接、話をする、何かを協働して行うことは、残

念ながら府県単位の自治研センターでは、なか

なかできない。これは自治研センターが悪いの

ではなく、組織的に難しいということです。

私がローカル自治研センターを設立したのは、

市民と一緒に話をする、活動するためには、顔

が見え、声が届き、手が触れる距離でなければ、

本当に地域に根ざした自治研活動が生まれてこ

ないのではないかと思ったからです。

越前市は、人口 8万人余り。そこで議員をし

て、たくさんの人と知り合いになりました。も

ちろん自治労の人が最も多いのですが、市民も

多い。それらの人々に「なんか面白いことしよ
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うや」と呼びかけてできたのが、「丹南市民自

治研センター」です。

5 ～ 6 人いれば、ローカル自治研センターは

できます。それには議員の果たす役割が大きい。

議員は、自治労と住民をつなぐ役割を果たすべ

きです。議員が呼びかけ、自治労が協力すれば、

ローカル自治研センターは明日にでもできます。

自治労が本気で地域に入っていこうとするなら

ば、ローカル自治研センターをぜひ作ってほし

いと思います。

「石橋を叩いて壊す、公務員」。前例がない、

難しい、公平性に欠けるといった観点で、問題

を分かっているのにやらない。そうではなく、

やってみようという気概が必要なのです。

自治労の地方自治研究活動の歴史から

自治労中央本部では、2 年に 1 度「地方自治

研究活動集会」が開催されます。「いい仕事が

したい」「暮らしやすい地域を作りたい」とい

う思いをもって、たくさんのレポートが出され

ます。それは、人間として、公務員として、労

働者として、当然の気持ちです。しかし、1 人

で思っていても、そう簡単に改革されません。

そこで、組織的に皆で取り組もうと生まれたの

が、「地方自治研究活動集会」です。第 1 回の

自治研全国集会は、1957 年、「地方自治を住民

の手に」をテーマに甲府市で開催されました。

四日市公害訴訟のきっかけとなったレポート

1961 年の第 5 回自治研静岡集会で、四日市

で 800 人以上の喘息患者が発生し、港も魚も石

油臭く、食べられないというレポートを、三重

県と四日市市の職員組合が報告しました。この

レポートをきっかけに、地元の研究者や行政関

係者、市民の調査が始まり、石油コンビナート

からの亜硫酸ガスが原因と判明しました。最高

裁で住民が勝利し、1975 年には 1140 人が認定

されました。

高度経済成長が進められるなか、自治体職員

として、住民の健康実態に疑問を持ち、開発優

先に疑問をなげかけ、それ以後の日本の公害問

題に大きな影響を与えました。まさしく、職員

が、自分たちの仕事が住民の幸せにつながって

いるのかを問いかけたレポートでした。

分別収集に初めて取り組んだ沼津市職

現在は、どの自治体でも、ごみの分別収集が

行われていますが、これは沼津市の自治研から

始まったものです。処分地の継続をめぐって、

市・住民間で紛争があった。あるいは清掃職員

に対する差別と反発があった。こういうなかで、

沼津市の清掃職員が、自分たちにも問題がある

のではないか、今のごみの集め方でいいのか、

いろいろ研究をして、世界初の分別収集を始め

ました。当時は「沼津方式」として全国から視

察が相次ぎました。

柳川の堀割を守った自治体職員

私が深い感動を覚えたのは、福岡県柳川市で

の取り組みです。当時の市長が、この堀に合成

洗剤や汚水が流れ込み、ごみも散乱していて汚

いとして、埋め立てを計画しました。

その時に、役所の広松伝さんという係長が、

柳川にとって堀が果たしてきた歴史的役割を大

切にしなくてはいけない。汚くなったから埋め

立てるのではなく、堀割を住民とともに綺麗に

して守っていくほうがいいのではないかと訴え、

掘割り清掃を、住民と一緒に広げていきました。

結果、今も全国有数の掘割の綺麗なまちとして、

大勢の観光客が訪れています。

40 年前から、「原発」が危ないという運動を展開

今、話題となっている原発が、福井県には

13 基あります。自治労では、40 年近く前から

「原発は危ない」という運動をしてきました。
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まさしくそれが、東北大震災で立証されました。

もう「安心・安全」ではない。

原発立地自治体へはお金がバンバン落ちてい

ますが、地域産業は育っていません。立地の地

元が原発再稼働を望むのは、いろいろな面でお

金が入ってこないからです。

財政面で「麻薬？」漬けのようになっていると

の指摘もあります。自治労は、昔から、原発の

危険性を指摘し、数多くの反対闘争に参加して

きた。この運動は、原発反対というだけではな

く、住民と地域にとって、本当に安心・安全な

のかを問う運動だったと思います。

丹南市民自治研センター設立の思い

私は議員になってみて、行政側と住民の考え

方に大きな乖離があると強く感じました。行政

の職員は、役所の決めたことに市民は従っても

らえばいいのだとする傾向が非常に強い。住民

は自分たちの要求を市役所は真剣に聞いてくれ

ないという思いが強い。「不信と対立の関係」

です。これでは、いつまでも理解は進まず、互

いに不幸です。

「不信と対立の関係」から「信頼と協働の関

係」に変えるにはどうしたらいいのか。それは、

地域の課題や暮らしの問題について、立場や意

見の違いはあっても、住みよい地域を作るため

に、一つのテーブルを囲み、見たり、聞いたり、

話したりして、学びあい、交流しあう場が必要

です。市民と一緒に活動することを当たり前と

考える職員、自ら学び考え、価値を生み出す

「いい職員」を作りたい。特定の方向や運動を

強要することなく、皆の「学び舎」となるよう

にとの想いをこめて「丹南市民自治研センタ

ー」を結成しました。

丹南市民自治研センターの主な活動紹介

センターの収入の基本は個人会費で、年間

3000 円。現在 175 人います。会員は自治体職

員、一般市民、市民団体の活動家などさまざま

です。組合系の団体会員もいますが、主体は個

人会員。なぜ個人会員にこだわるのかというと、

自治労や組合から独立した組織として束縛され

ないためです。役員手当は一切ありません。

センターではいろいろな活動を続けています

が、「センター単独ではしない」を原則として

います。「単独」でやらないのはなぜか。単独

だと、自分たちの思いだけが先走り、自分たち

の仲間しか参加しないからです。皆でやれば、

他の団体の方にも参加してもらえるし、思いも

共有できる。場合によっては分担金も負担して

もらえる。参加者も増える。良いことがいっぱ

いです。福祉施設、NPO、大学、平和センタ

ー、市民団体、青年会議所などと、課題ごとに

協働します。センターはいろいろな団体と繋が

っています。

市民とともに、さまざまな学習会を企画

設立して最初に取り組んだのは、「市町村合

併」の学習会です。役所がやれば形式的な説明

会になります。でも市民団体がすれば誰でも参

加でき、呼びたい人を呼んで、言いたいことを

言いあえる。皆で自由に考える。市町村合併を

考えるセミナーには 300 人が集まりました。

「NPO 活動と、市民、自治体の協働を探

る」では、神戸の NPO 団体の代表。「市民が

作る NPO 政策」では、市長と障害者団体の代

表者。「住民投票を考える」は、愛知県高浜市

の市長に来てもらいました。松本サリン事件の

被害者である河野義行さんにも来ていただいて、

「松本サリン事件と報道」というテーマでシン

ポジウムをしました。松本サリン事件がおかし
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な方向にいったのは、報道にも責任があったと

考え、司会を新聞記者に頼みました。

下水道からメダカの輪

下水道浄化センターは、市民から迷惑施設と

言われることが多い。下水道課の職員は、自分

たちの職場は、それほど市民に迷惑をかける施

設なのか。「汚い」と敬遠されるような職場な

のか。そうではないだろう。下水道浄化センタ

ーは、汚い水をきれいしているところではない

か。自分たちの仕事に誇りをもって、もっと住

民に説明していきたい。こんなことが下水道課

の中で話し合われました。

その結果、絶滅危惧種に指定されているメダ

カを、浄化センターで処理したきれいな水で飼

育しようと考え、高等専門学校の教師や企業の

方と一緒に「メダカ連絡会」を作りました。処

理場内にビオトープを作って飼育し、市長室、

議長室、市役所のロビー、公民館、学校に、メ

ダカの水槽を持って行きました。最後は、市民

からメダカ里親を募り、PR しました。今は田

んぼでメダカ米を作ったり、ホタルの幼虫の放

流、ため池でザリガニ釣り大会など、自然環境

を守る活動もしています。

恋は電車に乗ってやってくる「ラブ電」

きっかけは、児童家庭課の女子職員が、青年

の結婚を促すような補助金があるが、これで何

かできないかと、理事会で話したことでした。

それを聞いた理事が、赤字で困っている福井鉄

道福武線と出会い事業を合体させた活動をしよ

うと考え、電車を使った「婚活」をすることに

なりました。使用した電車は 2 両。若い人が

「ラブ電」とネーミングしました。1 年目は女

性の参加が少なかったので知人まで動員。車内

コンサート、飲み物付交流会など、往復 2時間

の旅です。これまで 4 回やって、2 組が結婚し

ました。

市民立・労働者立の「児童養護施設の挑戦」

公立の児童養護施設がありました。働いてい

る職員の半数以上が、臨時職員でした。子ども

にとっては「お父さん」「お母さん」である職

員の半数以上が非正規で、来年もいるかどうか

わからない。施設長は数年で交代。これで果た

して、責任をもって子どもを育てることができ

るのだろうか。こういう話し合いが職場の中で

されました。

皆が出した結論は、子どもを育てることを真

剣に考えない直営なら、もういらない。そこで、

社会福祉法人を自分たちで作って、自分たちで

施設を運営したいと考えました。自治労は「直

営堅持」ですから、私は組織内議員として非常

に心配しましたが、職員組合もその方針を理解

し、一緒に応援をしてくれました。社会福祉法

人の設立には 1000 万円が必要です。2 ～ 3 月

かけて、市役所の職員も市民も議員も管理職も、

5000 円、1 万円とカンパしました。

そして、社会福祉法人「越前自立支援協会」

を設立しました。指定管理者制度が導入されて

いましたが、議会で競争入札を導入しない方式

で、指定を受けることができました。昨年は新

しい建物もできています。市職員を辞めて法人

の職員になった人もいます。臨時職員はすべて

正規職員になりました。労働組合があって、全

員、自治研センターの会員です。

夏休みの子どもたちに学校給食を

児童センターの学童保育に、夏休みにも多く

の子どもたちがくる。夏休みだからといって保

護者が家にいて、ご飯を作っているかといった

ら、そうではないだろう。それなら夏休みにも、

児童センターに来る子どもたちに、給食を提供

してあげることはできないのか。そんなことが

給食調理員さんたちの職場で話し合われました。

しかし、市は、児童センターの運営を社会福

祉協議会に委託していました。調理員さんの所
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属は教育委員会です。給食費用は児童家庭課。

所管が分かれていていろいろな課題がありまし

た。それをコーディネートしたのが職員組合で

す。社会福祉協議会、教育委員会、市長部局、

そして現業支部が一緒になって実現の方法を考

えました。その結果、1 年目は 1 カ所で実現し、

3 年たった今は、すべての学童保育児童に、市

の正式事業として夏休みに給食が出されていま

す。保護者の皆さんから大変、喜ばれています。

アースディー、市内最大の環境フェアに発展

アースディー（地球の日）イベントも、いろ

いろな団体が特色を生かし開いています。丹南

自治研センターは花の苗売りです。越前市では

「たけふ菊人形」という事業をしているため

「万葉菊花園」という菊や花を作っている市の

施設があり、職員が菊を作っている。その万葉

菊花園と協働しての花苗売りです。メダカ連絡

会は、メダカの田んぼで作った米粉の「たこ焼

き」を売りました。自然環境、地産地消の合体

です。

B 級グルメ「ボルガライス」

越前市では「ボルガライス」という食べ物が

非常に有名になって、テレビの全国版でも紹介

されました。仕掛けは 2 人の市職員です。「ボ

ルガライス」というのは、オムライスの上にト

ンカツが載っていて、ボリュームがあります。

最初 6 店舗だったのが、今は 20 店舗と急増。

コンビニや JALの国際線でも提供されました。

タクシーは、武生出身の漫画家、池上遼一先生

に書いてもらったポスターを貼って走っていま

す。自分たちが面白いと始めたことが話題とな

って、店もお客も喜ぶ、学校給食にも登場、公

民館の料理教室でも取り上げられる。こうした

方法は、どこの町でもできます。

まずは、やってみよう、動いてみよう

地域を良くする、職場や職員を元気にするた

めにやれることは、いっぱいあります。ぜひ、

皆さんもローカル自治研センターを作ってくだ

さい。職場で話し合ったことが、地域の活性化

につながる。いわゆる「地域を変える自治研

力」です。自治研活動は難しくない。「事件は

現場で起きている」。

「会議は踊るが、人は踊らず」「机上騒然、

現場は沈黙」。会議でどれだけ喋っても、誰に

も見えない。現場で話そう。外で話してこそ理

解が進む。「可能性の無視は最大の悪策」現状

をどれだけ嘆いても変わりません。

市民は、本当は自治体を頼りにしています。

職員に救いを求めている。思いと願いが通じな

い苛立ちがバッシングとして表れているのでは

ないでしょうか。勇気と自信をもって、市民の

思いを受け止め、幸せを増やすための活動を共

に展開しようではありませんか。

大事なのは「体の柔らかさより、頭の柔らか

さ」。頭の柔らかさが、職場でも、組合活動で

も求められていると思っています。

これからは、やらされる仕事、面白くない仕

事から、柔らかい頭で考えて、作る仕事、楽し

める仕事をしていただけるなら、それは立派な

自治研活動になると思います。皆さんのご健闘

を心から期待しています。

（この文章は、2012 年 5 月 18 日の総会時に開催した、

NPO法人取得記念講演会の講演録です。）
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