
 

 

第３９回 埼玉地方自治研究集会 基調報告  

正規・非正規・公共が心かよわせ  憲法・地方自治の期待に応えよう 

１．はじめに 

（１）自治研活動とは？ 

 この「自治研」とは、「地方自治研究活動」の略であり、自治体労働者が自らの暮らし・

権利・労働条件の向上と、「住民全体の奉仕者」としての職務にもとづいた、誇りの持て

る仕事の実践をめざして取り組む様々な活動の総称です。 

 また、私たち自治労連は、「地域住民の繁栄なくして自治体労働者の幸福はない」をス

ローガンに掲げ活動していますが、住民と自治体労働者が一緒に民主的な自治体を築き、

住民の望みや期待に応えるため、自治体労働者や自治体のあり方について調査、研究を

行ったことが、この自治研活動の始まりでした。 

自治労連埼玉県本部では、自治研の取り組みを大きく３つに分けています。 

第１は、職場や各組合で日常の仕事のことや悩みを語り合い、少しでも楽しく誇りを

持って仕事を行い、住民にも喜んでもらえる仕事・自治体をめざしています。この過程

を通じて、政策の提案や要求の実現に繋げるための「職場自治研活動」です。 

第２は、自治体の枠を超えて、職種や行政のテーマごとに、共通する悩み・疑問・研究

課題・改善意欲をもつ者同士が、交流・情報交換する「職種・課題別自治研」です。県本

部には、この活動の推進役になれる、職種ごとの補助組織・部会というのがあります。 

第３は、地域で住民とともに、いのち・暮らし・人権・営業のことなど、まちの全体の

問題を考え、向上させるための共同の活動としての「地域自治研」です。 

 

（２）自治研集会とは？ 

 この自治研集会は、私たちの日ごろのとりくみを発表する集会ですが、一つの方向に

考えを強制したり、運動方針を決めたりする場ではありません。多様な意見を集めて、

それぞれが集会で得た情報を力に明日からの元気な運動や仕事に役立てる場です。また、

自治研集会に向けて、日ごろのとりくみをまとめる過程も私たちの能力向上に役立つも

のです。 

 

（３）非正規職員・公共労働者にも自治研活動が必要です！ 

 自治体の果たす役割は、住民の命と暮らしを守り、福祉の増進を図ることです。その

ために自治体の業務があります。自治体業務は多岐にわたり、そして複雑です。正規中

心で行ってきた業務を、非正規と委託・指定管理等の公共労働者が担わなければ、業務

が回らない状況になっています。「自治体労働者」とは、実態として、正規、非正規、公

共労働者のすべてを指しています。 

 皆さんが役所に行って窓口で受付をする人、相談に対応する人、保育所で子ども達を

みてくれる人、図書館で書籍の紹介をしてくれる人、学校や保育園で美味しい給食を作

ってくれる人、ゴミの収集をしたり庁舎・施設の環境整備をしたりする人など、自治体



 

 

の業務を担っている人の多くが、非正規や公共労働者になっています。そのため、直接

の使用者は異なりますが、正規も非正規も公共も「住民全体の奉仕者」として仕事をし

ているのが実態です。 

 ところで、住民の方を向いた仕事はできていますか。住民にもっと向き合いたいと思

いながらも、やらなくてはならない仕事が多くて手が回らないとか、そこまでのサービ

スは必要ないと言われたりしたことはないでしょうか。 

今、自治体の業務を「サービス産業」化して金もうけの道具にする動きが加速してい

ます。コスト削減が行政の目的であるかのような現状さえあります。しかし、住民の暮

らしや権利を向上させるための共同の事業を行うという自治体本来の役割を果たすため

に、住民目線に立って仕事が行われるべきだと思いませんか。そのために、それぞれの

仕事を語り合いながら、みんなで公共の仕事のあり方や、その業務を担う労働者の雇用・

労働条件のあり方を考えあう自治研活動を充実させる必要があります。 

 そこに、今回の自治研集会で「正規・非正規・公共がこころかよわせ」を基本テーマに

した背景があります。 

 そして、実際に公共業務の担い手の非正規職員は「会計年度任用職員」として任用根

拠や服務制度はもちろん、人事評価制度まで「整備」されてきたことから自治体業務の

質と切っても切れない関係になっています。 

 また、巷間では「会計年度任用職員フルタイムは安上りの正規の代用にされかねない」

あるいは「会計年度任用職員で人件費が膨らんだことから、さらに民間委託・派遣・指

定管理などの外部化が進む」とも言われています。 

 今後の自治体を考えるとき、非正規・公共も含めた自治研活動への発展が欠かせない

課題になっています。 

 

（４）自治研集会に参加した（この文章を読んだ）方に 

 積極的にこの自治研集会に参加した人、ちょっと興味があって参加した人、仕方がな

く来た人、いろいろかと思います。たまたま、この資料を手に取った方もいると思いま

す。せっかく参加した（この文章を読んだ）からには、ぜひ、学習することをオススメし

ます。 

 学習をお勧めする理由は、「自治体戦略２０４０構想」をはじめとして、これから自治

体労働者が置かれる環境が一段と厳しくなることが予想されますが、ブレイクスルー（＝

本質的な問題解決を行い、困難や障害を突破すること）を見出すためには、どうしても

日ごろの学習の積み重ねが必要です。（なにもせずに賢くなっていることはありません。） 

 日々の仕事や生活が忙しく、継続的な学習をすることができないと思う人もいるかも

しれません。しかし、年に１度の自治研集会に参加するだけでも、得られるものがあり、

学習をしないより学習をした分だけで確実に差がつきます。これからの社会がどのよう

になるかは、誰もわかりませんが、今までの社会は、学習してもしなくてもあまり周り

の人と変わらなかったかもしれません。しかし、これからの社会は、学習することなく

して、生き抜けない社会が来るかもしれません。だから、学習することが必要ですし、

元手をかけない未来への投資です。 

 



 

 

（５）自治体労働者にも目利き力を！ 

 基調報告では、さまざまな課題と現状をお伝えしますが、その課題をどのようにして

解決していくのかを自治体労働者又は労働組合が考えていかなければなりません。その

際に、何が正しくて、何が間違っているのか、真贋を見分ける力（＝目利き力）が非常に

重要となります。 

 例えば、「自治体の仕事を民間に委託すれば、民間にはノウハウがあるから、コストが

削減される。」や「自治体は財政難だから、市民サービスをカットするしかない」などと

言われることがたくさんあります。何となく正しそうに聞こえますが、本当にそうでし

ょうか？ 

 一般論では正しいことがあるかもしれませんが、一般論だけですべての問題が解決す

るわけではなく、個別論としては間違っていることがあります。又は、そもそもの大前

提が間違っていることもあります。時には、だますつもりはなくても、真実や本質と異

なることが公になっていることもあります。 

 感覚的に、国やマスコミが言っていることは全て正しいという認識があるかもしれま

せん。しかし、御用学者、御用マスコミは権力者の宣伝を行うものもあり、必ずしも正

しいとはいえません。また、調子のいいことはだれでも言えますが、中身はどうだかわ

かりません。一方で、みなさんも、「前からこう言われていたから」、「前からこうやって

いたから」と、今まで行われていたことを正しいと鵜呑みにしていませんか。正しい情

報を見極め、深く考える習慣をつけ、目利き力を養っていくことが、情報が溢れている

今日では、非常に重要なスキルとなります。 

 また、社会・仕事・政治などについて、おかしいことをおかしいと思うことも大切で

す。なかなか日常生活では感じにくいですが、おかしいことをおかしいと思う人が少な

ければ、国としては、統治しやすくなります。例えば、１００人中９０人が文句を言う

社会と１００人中２０人が文句を言う社会であれば、文句を言う人が少ないほうが、政

治家は悪いことをしやすくなります。政治家の好き勝手にできる社会をつくるために、

おかしいことをおかしいと思わせない社会を構築すれば、政治がしやすくなるわけです。

日ごろから考える力がなければ、おかしいことをおかしいと感じなくなり、進む道を誤

ってしまうことになります。 

 

（６）「ギャップ分析」で課題解決へ 

 課題を解決するためには、何をした

らよいのでしょうか。解決への方法の

一つに、「ギャップ分析」があります。

このギャップ分析は、「あるべき姿」

と「現状」を把握し、その差を問題と

して捉えることで、課題解決に繋げる

ものです。あるべき姿と現状をしっか

り把握することで、問題解決に向け

て、最短距離で繋げることができま

す。 

あるべき姿 

現 状 

あるべき姿がはっきりして

いれば、最短ルートで到達

できます。 

 あるべき姿と現状のギャップのこ

とを問題と言います。（困っているこ

ととは区別します。） 

ギャップ分析 



 

 

 具体的な事例として、「赤字の会社」があったとしますが、この会社のあるべき姿は、

「黒字の会社」にすることです。しかし、バブル崩壊後、あるべき姿を「社員をリストラ

する」ことにした大企業がありました。そのため、優秀な社員を含め、会社から人材が

去っていったため、収益を上げることができなくなりました。別の例では、「高血圧の人」

がいたとしても、自分が高血圧ではない（まだまだ大丈夫！）と言い張り、現状をしっ

かりと認識しなければ、結果的に大病を患うことになります。 

自治体労働者は、「地域住民の繁栄」のために、仕事を行うことです。しかし、働き方

改革も相まって、残業をしないことが目標になっていないでしょうか。残業しないこと

を目標として働いた結果、市民サービスが低下するようなことがあれば、これは本末転

倒です。市民サービスの質を落とさず、残業しないようにするべきです。 

 あるべき姿については、それぞれの仕事によって異なります。また、あるべき姿の設

定を誤ると問題の解決には至らないことに注意する必要があります。また、あるべき姿

を設定する際に、財政難だからできないだろうとか、他の要因を考慮する必要はありま

せん。ゼロベースで、徹底的にあるべき姿を追求してください。（相手もギャップ分析が

できていない（あるべき姿が異なる）と話がかみ合わないことになります。特に、困っ

ていること（このケースでは残業が多いこと）を問題と捉えてしまい、本質的な議論が

できないことがあります。） 

 

２．だれも気づかないうちに憲法の危機がそこまで来た 

 今回の自治研集会のテーマは、「地方自治と社会保障の今後と私たちの課題」です。こ

のテーマに入る前に、地方自治や社会保障などを考える上での大前提となる憲法との関

係について考えてみましょう。 

 

（１）そもそも憲法とは？ 

自治体労働者と憲法は、切っても切れない関係に

あります。自治体労働者にとっては、憲法は民間企

業での「経営理念」に近いもので、働く上でのより

どころになるものです。 

憲法を一言で言い表すと、「国家権力を縛るため

のルール」です。法の支配という概念のもとに、国

家権力であっても、ルールに従わなければなりません（＝このことを立憲主義と言いま

す。）。憲法第９９条において、公務員については、憲法尊重擁護義務が課せられている

ことから、憲法の理念を生かして仕事に従事しなければなりません。 

※ 法律には、条文ごとに立法趣旨があります。簡単に言うと、何かしらの理由がある

ので、法律がつくられています。条文を表面どおりに読むだけではなく、趣旨に沿っ

て、法律を適用したり、解釈をしなければいけません。これが、理念を生かすという

ことです。 

 

 

【憲法第９９条】 

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判

官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護

する義務を負ふ。 



 

 

（２）生きるためには 

 衣食住が満たされない人生ってどうでしょうか。生活するので精一杯であれば、充実

した人生を送ることはできません。現在の日本では、最低賃金が定められ、生活保護制

度もあり、一応は、衣食住が満たされていることになっています。ところが、資本主義

社会においては、自由競争が原則です。なぜ国家が社会保障に責任を持つようになった

のでしょうか？答えを探るヒントは産業構造にあります。 

近代以前は、農業を中心とした自給自足の生活で、地域や家族でそれぞれを支えてい

ました。産業革命により、工場で働いて、収入を得るようになりました。ところが、工場

で働くことにより、地域の関係が薄れたため、支え手がいなくなりました。労働組合が

できたのもこのころですが、当時の工場の労働条件は劣悪で、誰かしらが支えないと生

活できない社会となりました。そこで、国家が、さまざまなリスクに対応するために、

社会保障制度を作りました。この社会保障は、単なる国家の負担だけではなく、社会が

安定し、経済も成長することにもつながりました。この社会保障は、国家のためでもあ

り、私たち国民のためでもあるのです。 

 日本国憲法では、憲法第２５条（生存権）を規定し、生活保護制度、医療サービス、福

祉サービス、年金などさまざまな分野で、具体化されています。また、国に対して、あら

ゆる生活部面において、水準を向上させる責務を負っています。 

 ところが、現実は水準が向上するどころか、年金の支給額減少、医療保険の保険料増

加など、水準は低下しています。幼児教育の無償化が始まりましたが、消費税の増税と

の抱き合わせであり、社会福祉の水準が向上したとは言いにくいものです。 

 また、憲法では、軍備を増強する責務は負わされていませんので、社会保障を削って

まで、軍事費を増やす必要はありません。しがし、現在の日本は、どうでしょうか。トラ

ンプ大統領の言いなりで、使えない戦闘機（Ｆ－３５Ａ）を買ったり、大した被害が出

ていないにもかかわらず、害虫被害を理由に飼料用のトウモロコシを買うなど、常識的

かつ客観的にみて、無駄遣いとしか言いようがありません。 

 社会保障を維持するためには、財源の問題は付いて回ります。当然、国民も考えなけ

ればなりませんが、政権のために、明らかな無駄遣いをしておいて、国民に対して、負

担増を強いるのは、理屈が通りません。また、国民的議論といいますが、社会保障を削

ってまで、軍事費に使うべきだという議論は聞いたことありません。あるいは、前提条

件が崩れた（少子高齢化が進んだ、経済成長が思うように行かなかった等）と言います

が、それに対して手を打ってこなかった、手を打っていたとしても、社会保障の水準が

維持できていないことは事実ですので、政策の誤りがあったということを真摯に認め、

それに基づき対策を講じなければ、同じことの繰り返しになり、問題を先送りにしてい

るだけとなります。 

 現実的に、国が自治体で発生しているすべての問題を把握することは困難ですし、現

場経験がありません。そのため、基礎的自治体である市町村が、市民の権利を守るため

に、積極的にとりくむことが必要です。 

 

（３）国鉄って言葉懐かしいですね。 

 国鉄がＪＲになってから３０年が経過しました。国鉄という言葉を使う機会もほとん



 

 

どなくなりましたが、国が公共交通機関である鉄道に責任を持っていた時代がありまし

た。ＪＲへの民営化を否定するものではありませんが、国鉄とＪＲを比較して、みなさ

んはどのような印象をお持ちですか。 

 例えば、サービスが良くなった、駅や車両が新しくなった、駅ビルが便利等の感想が

あるかと思います。しかし、サービスが良くなったと言っても、周りの私鉄も似たり寄

ったりのサービスで、ＪＲにしたから優れていたということはそこまでなかったと思い

ます。駅や車両は古くなれば、物理的に使えませんので、新しくなるのは当然です。国

鉄時代は、法律の規制により周辺事業（駅ビルなど）を行うことができなかったので、

不便なのは仕方ありません。ＪＲになったから、良くなったというものもあるとは思い

ますが、国鉄だからできなかったとはなかなか言えないのではないでしょうか。 

 逆に、民間企業になったがために、不採算路線は廃止になり、住民の足としての役割

よりは、単価が高い特急や新幹線が中心となり、営利主義が強くなりました。採算を無

視することはできませんが、もし仮に、国が運営を行っていれば、公共交通機関として

の使命を果たすことができた可能性がありますし、株式会社（JR 東日本・JR 東海・JR 西

日本・JR 九州の４社は上場企業です。）に不採算路線を維持しろというのは無理がありま

す。 

 しかし、利益至上主義が進めば、地域経済は悪化の一途をたどり、人口が減少すると

いう悪いサイクルになります。今さら誰にも分かりませんが、民営化されなければ、人

口動態も変わっていたかもしれません。 

 憲法の話に戻しますと、公的サービスを民営化すれば、憲法の力は及びません。自治

体と住民の関係ではありませんので、民主的なコントロールができません。それどころ

か、公共性が強いサービスであれば、民営化した企業のリスクも自治体が負うことにな

り、失敗すれば、その事業については、最終的には自治体が責任を負うことになります。

しかし、企業にとってみれば、公的サービスを独占状態で経営できるので、企業の利益

を最大化することができます。公務員は競争が働かないからけしからんと言われますが、

公的サービスを民営化したところで、競争が発生するわけではありません。民間企業を

変えるには、支配株主になるしかなく、金銭的に考えれば無理があります。委託・民営

化問題や規制緩和については、憲法の観点からも考える必要があります。 

 

（４）表現の自由は？ 

 道路上で寝っ転がる行為は大変危険ですが、当の本人が表現だと言えば、表現として

認めなければならないものであり、規制するなら最小限にしなければなりません。表現

の自由は厳格に扱う必要があるものです。 

 社会にしても、政治にしても、仕事にしても健全な

批判精神がなければ、誤りに気づきません。気づかな

ければ、当然に誤った部分は直りません。また、反対

者には反対者の理論があります。自分と異なる視点が

あるからこそ、悪い部分が改善されたりします。その

ため、表現の自由がなければ、社会全体としてみても、損失が大きいものです。 

 あいちトリエンナーレで話題になりました「表現の不自由展～その後～」で、表現の

【憲法第２１条】 

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現

の自由は、これを保障する。 



 

 

自由が話題になりました。作者が「（何かしらの）表現だ」ということであれば、最大限

尊重しなければなりません。公金が投入されている場では、内容がふさわしくないと言

いますが、その内容は問われるべきではありませんし、権力側が良し悪しを決めること

は当然許されません。 

 権力側を批判するために、芸術を利用することは昔からあります。例えば、日本では、

短歌の形式を用いて、風刺や皮肉を表現した狂歌がありました。また、新聞でも、風刺

画が使われたりしています。あいちトリエンナーレで起きた問題は、批判の対象が天皇

であったり、慰安婦であったことから、誤った歴史認識を持つ人が、ナショナリズムを

煽っただけの話ではないでしょうか。 

 一方で、権力者への批判と特定の個人や人種に対する差別的な表現（ヘイトスピーチ）

は、対象が全く異なるにもかかわらず、表現の自由を主張する人もいます。ヘイトスピ

ーチの内容には、合理性がなく、不当な差別的言動であり、人権の侵害です。国連の自

由権規約委員会、国連人種差別撤廃委員会から政府に対して対処するよう求めており、

ヘイトスピーチは表現の自由として認められません。逆に、規制をしない（放置する）

ことにより、ヘイトスピーチの内容に反対することが、逆にヘイトスピーチのターゲッ

トなると思い込みにより、表現の自由が委縮することにもつながります。 

 

（５）自分たちのことは、自分たちで決めよう！ 

 憲法では、地方自治の規定があり、地方自治法が制定

されています。簡単に言えば、自分たちのことは、自分

たちの責任において、処理することで、地域の実情に合

わせることができます。この趣旨のもと、国は地方分権

を推進すると言っていますが、本音は、上意下達で物事

を進めて行きたいということが見え隠れしています。 

 例えば、沖縄では辺野古新基地建設が進めれられてい

ますが、琉球新報の調査では、２０１８年の沖縄県知事

選挙では、７０％の人が新基地反対の意見を示し、２０

１９年の県民投票でも、７２％が反対の意思を投じ、同年の参議院選挙でも辺野古新基

地建設に反対する候補が当選するなど、沖縄県民の意思としては、新基地の建設は反対

なのは明らかですし、歴史的を見ても、日常の生活（騒音、米兵の事件等）でも、沖縄県

民が望むとは考えにくいです。このような状況でも、国は強引に基地建設を進めていま

すが、地方自治などありません。防衛は国の権限ですが、国民とアメリカ大統領のどっ

ちが大切なのかということですし、地元の意見を尊重するべきです。 

 地方分権と言いつつも、財源は地方交付税に依存しているのが実情です。国の政策を

誘導するために、地方交付税にトップランナー方式を導入しています。買収と言っても

おかしくないようなやり方で、国の政策を押し付けるのでは、地方自治は成り立ちませ

ん。権限と財源を地方に譲り、国は口を出さないということが求められるはずですが、

憲法を超越し、公的サービスを産業化により利益を出したいと考えている財界の意向を

最優先にしています。 

 市町村合併も似たような構造があります。小さい自治体より、大きい自治体の方が財

【憲法第９２条】 

地方公共団体の組織及び運営に関する事項

は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを

定める。 

♪ 地方自治の本旨とは、地方自治は住民の

意思によることと国と別の団体により意思決

定を行うことです。 



 

 

政力が大きくなります（お金が集まる）ので、その分、大型の公共事業、情報システムの

導入など投資がしやすくなることや、施設の統廃合などを行い、医療や福祉にかかる国

の負担を抑えることができます。そのため、国は市町村合併を進めたいと考えていまし

たが、現実はなかなか進みませんでした。住民が希望しない以上、そのような政策を推

し進めることは、ナンセンスな話ですが、財界に利益を誘導したいと考えているため、

おいしい投資先（＝自治体）を作りたがっています。しかし、地方自治がある以上、強制

的な市町村合併を誘導することはできないので、「自治体戦略２０４０構想」を立ち上げ、

自治体がすべての業務を行うのではなく、自治体とは別の「圏域行政体」を構築しよう

としています。本来なら、市町村合併は住民の意思により行うものです。当然私たちは、

市町村合併をすることにより、施設の統廃合が進むのが目に見ていて、不便になるから

住民は当然合併をすることを希望しないわけです。いずれにしても、市町村合併も自治

体戦略２０４０構想も、手法を変えているだけで、地方自治を破壊していることには、

変わりありません。 

 

（６）こんなに素晴らしいものを変える必要があるの？ 

 世界各国、それぞれの憲法があり、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義が書かれ

ています。しかし、日本国憲法は、平和主義の面で、世界より一歩先を行っています。憲

法第９条において、「戦争を放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を規定しています。

さらには、「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」とあり、日本だけでなく、

世界の平和も実現しようとする積極的な平和主義です。一方で、安倍首相も積極的平和

主義と言いますが、軍事力で平和を求める消極的な平和主義です。 

 安倍首相は、軍事力で平和を求めるために、戦力が必要で、軍隊が欲しい。けど、軍隊

では国民の抵抗があるから、少なくとも自衛隊を憲法に明記したい。抵抗を抑えるため

に、災害復旧等自衛隊の良い面をアピールし、印象操作をしています。自衛隊や国民に

危険を負わせてまで、アメリカに従うのか疑問です。 

 ところが、安倍首相だけが、憲法を変えたいと思っているのではなく、財界・宗教団

体なども、改憲に対する熱意があります。改憲派には、歴史修正主義者が多いことが上

げられます。例えば、安倍首相個人として、過去の侵略や植民地支配に対する謝罪を一

切行っていないことや１９３０年代初頭から第二次世界大戦終戦までの日本軍が犯した

残虐行為の数々を過小評価ないしは否定したいと考えています。財界にしても宗教団体

にしても、政治と近づいた方が金銭的にも組織的にもメリットがあります。他人と比較

して優位であることにしか存在意義を見出せない人、権力にしがみつき誤った愛国心を

持つ人間が増えていて、戦前に回帰しているような印象を受けます。 

 憲法は国家権力を縛るものです。軍国主義がはびこっていたことで、戦争を経験する

こととなりました。歴史に学んでも、国家権力は絶えず暴走するものです。憲法第９条

で、平和を守ることができないという話を聞きますが、国家権力が戦争を引き起こさな

いためのものです。また、自国が戦争になれば、私たち国民に影響を及ぼさないはずが

ありません。現行憲法を堅持することは、私たちにとって大きなメリットがあるもので

す。 

 



 

 

３．これからどうしたらよいのか、社会保障 

（１）セーフティーネットがあるから、自分らしく生きられる社会 

 いつどうなるかは、誰にもわかりません。しかし、

私たちには、「健康で文化的な最低限度の生活を営

む権利」があります。ここで、議論になるのが、最

低限度とはどれぐらいかということです。３０代単

身だと、生活保護費は１２万円程度で、この中には、

家賃が含まれているため、生活費として使える部分

は、７万５０００円程度となります。 

 憲法第２５条で規定している生存権は、よく誤解

されていますが、最低限ではなく、最低限度です。

そのため、ぎりぎり生活できるラインの水準ではなく、健康的に衣食住が確保されたり、

生活に追われるのではなく、知り合いとコミュニケーションが取れる程度は、保障され

なければなりません。 

 しかし、現在の生活保護制度は、多少の余裕すらない水準であり、この水準の引き下

げが続いています。余裕ができなければ、経済面でも、意欲の面でも、この貧困から抜

け出すことができません。 

 また、日本の生活保護は、捕捉率が低く、生活保護基準を下回っているものの、生活

保護を受給していない人もいます。その上、行政の窓口では、生活保護申請を受付しな

いよう水際作戦を実行するなど、「生存権」の考え方が生かされていません。 

◇利用率・捕捉率の比較（２０１０年） 

※今、ニッポンの生活保護制度はどうなっているの？（日弁連作成資料より） 

 生活保護制度と併せて自立するために必要となるのが就労支援です。就労経験がある

人にとっては、就労することによって自立につながりますが、就労経験がない場合や過

去の経験から就労が難しいケースにおいては、ハローワークへ向かわせることや面談の

回数だけ増やすなどの機械的なサポートではなく、本人に寄り添い、支援を充実させて

いく必要があります。あるいは、本人が気づいていなくとも、精神的な病気を抱えてい

るケースも多くあります。その際には、適切な治療

へとつなげていくことが大切です。 

 千葉市や横浜市でも話題になりましたが、生活保

護の支給モレ問題です。健康で文化的な最低限度の

生活が保障されていないことになります。また、未

支給でも生活できるのだから、生活保護費を下げて

も構わないという議論もありますが、「生活できる

＝最低限度の生活」ではありません。「最低限度」の

意味を理解すれば、間違った議論です。 

 日本 ドイツ フランス イギリス スウェーデン 

利用率 1.6% 9.7% 5.7% 9.27% 4.5% 

捕捉率 15.3～18% 64.6% 91.6% 47～90% 82% 

【憲法第２５条】 

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生

活を営む権利を有する。 

国は、すべての生活部面について、社会福

祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努

めなければならない。 

生活保護費２千万円未支給 埼玉・新座

（2019.6.20 産経新聞） 

 埼玉県新座市は２０日、生活保護費に追加される障

害者加算について認定漏れがあったため、平成１４年

８月分以降で、１６世帯に総額約２１３５万円が未支

給だったと発表した。市によると、障害者加算の未支

給は、当時の担当ケースワーカーが加算のシステム処

理を忘れたことが原因。 



 

 

（２）経済大国ニッポン⁉ 

 日本は、世界第３位の経済大国であり、経済的に

は豊かな国だと思っていませんか。一人当たりのＧ

ＤＰでみると、２０００年には世界第２位であった

ものが、２０１８年には２６位となっています。Ｇ

ＤＰ（国内総生産）について説明すると、「国内で生

産された付加価値の合計」のことですが、簡単に言

うと、私たち消費者が購入した物やサービスの合計

金額のことです。当然、所得がなければ物やサービ

スを購入することができませんので、豊かさを表す指標になります。 

 前段で世界第３位の経済大国と言いましたが、これは、人口に左右されるものです。

例えば、世界第２位の中国は、一人当たりのＧＤＰでみると、７２位です。日本は、世界

の水準として昔ほど豊かな国ではなくなっています。 

国内の状況に目を向けると、約２０年にもわたり、実質賃金が下がり続けています。

下がり続けている要因は、「非正規雇用が増えたこと」により、所得水準が低い人が増え

たことと「社会保障料の負担が増えた」ため、手取りが少なくなったことです。実質賃

金の低下は、購買力にも影響しますので、当然一人当たりのＧＤＰが低くなることは当

然です。また、日本は、自動車とアニメ・ゲームを売り出す輸出大国のイメージを持っ

ている人が多いかもしれませんが、日本の輸出依存度は、１３．１％であり、内需を中

心とした経済になっています。少なくとも、経済を考えるなら、国内の需要を喚起して

いく必要があります。しかし、世界各国の実質賃金の状況からすると、日本だけが低下

するという、一人負けの状況にあり、その結果、貧困が広がっています。デフレ脱却を

狙い、金融を緩和して、インフレを目指していますが、状況は変わっていません。ＯＥ

ＣＤの報告でも、所得格差は、経済成長を損なうとされています。実質賃金を上昇させ

なければ、経済大国を維持していくことは困難になり、先進国を脱落することになりま

名目 GDP ランキング（2018） 

国別 国名 一人 

１位 アメリカ ９位 

２位 中国 ７２位 

３位 日本 ２６位 

４位 ドイツ １９位 

５位 イギリス ２２位 



 

 

す。このように、長い期間、実質賃金の低下を改善できなかったのは、今までの政策に

誤りあったからであり、大企業を中心とした政策に偏りすぎていたからです。日本は先

進国と言われながら貧困が問題となっています。不公平税制をなくし、所得の再分配を

きっちり行い、所得の増加が需要を拡大し、需要をもとにイノベーションが発生し、さ

らに需要が拡大するという、正しいサイクルにする必要があります。 

 

（３）障害者とともに生きる社会を 

 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会の実現するために、平成２８年に障害者差別解消法が施行

されました。ポイントは、不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供です。不当

な差別的取り扱いの禁止は、当然のこととして、合理的配慮の提供の事例として、車い

すの障害者が移動しやすいように、スロープやエレベータを設置することなどが挙げら

れます。 

 ところが、安倍首相は、大阪城にエレベータを設置したのは「大きなミス」と発言し

ました。障害者が共に生きるためには、それぞれの障害に合った配慮がなければ、共生

社会は実現不可能です。バリアフリー法により、公共交通機関をはじめとして、移動の

円滑化については、進んできました。しかし、視力障害者や車いすに乗っている人が、

駅のホームから転落するなど、障害者にとって危険な場所はたくさんあります。また、

障害者の利用を想定していない施設があり、障害者が不便を感じる場所は、まだまだあ

ります。来年は東京でパラリンピックが開催されますので、改善を進めて行くことが必

要です。また、私たち自身も、障害者に対してどのように接したらよいのかわからない

のが実情ではないでしょうか。自然と障害者のサポートができるようにしたいものです。 

 障害者と共生する社会では、障害者自身の自立も必要であり、雇用の場の確保や行政

の支援も求められます。例えば、障害者雇用については、民間企業や国・地方公共団体

で障害者の法定雇用率が定められました。民間企業（従業員４５．５人以上）は２．２％、

国・地方公共団体は２．５％以上の障害者を雇用しなければなりません。しかし、身体・

知的・精神とさまざまな障害者がいるなかで、ハード面（施設等）、ソフト面（仕事の指

導や障害者に対する理解等）ともに受け入れる体制が整っているのか、また、本人の希

望とマッチしているのか等の問題がありますし、職場における定着率を上げていくこと

が必要です。２０１８年には、障害者ではない人を障害者にカウントし、法定雇用率を

クリアしようした省庁があり、大きく問題となりました。これらの事態を受け、埼玉労

働局で再調査をした結果、埼玉県内の自治体でも、同様の事例があり、川口市や戸田市、

越谷市等で、法定雇用率を満たしていないことが判明しました。民間企業には、義務と

して押し付け、達成できない企業に対して、障害者雇用納付金制度まで設けています。

しかし、自治体が虚偽ではないにしろ、このような事態になったことは、自治体が障害

者雇用について、関心がなく、数合わせだけしただけのような印象を受けます。 

 各自治体で、障害者に対する支援策を講じていますが、近年では財政的な理由により、

年齢制限や所得制限を設定したり、手当等の金額を下げたりと、自治体独自の事業や上

乗せ事業を縮小・廃止する等するケースが目立ちます。障害者の自立を促すためには、

経済的な支援が必要です。そのため、障害者雇用を充実させたりしていますが、自治体



 

 

も弱者に対して、財政的なことだけを理由に、制度を改悪するのは問題です。また、家

族に養われることを前提として、世帯の所得で手当等の支給の可否を決定したりするも

のもありますが、家族に対する負担もあることから、家族にはお金があるからという理

由で、支給対象者を制限するのも本来のあり方からはかけ離れているのではないでしょ

うか。共生社会を目指すというゴールを見据えて、適切な支援を継続していくことが求

められます。 

 
※所沢市広報から引用（一部修正）。年齢制限の導入や金額の引き下げが分かります。（精

神手帳１級だけは改善しています。） 

 

（４）子どもは将来の宝だ！ 

 低賃金、長時間労働を強いられ、雇用形態も不安定な家庭は少なくありません。子ど

もを産む際に産科が少ないなどの問題もありますが、働かないと食べていけいないわけ

ですから、働くことと子どもを育てることを両立させなければなりません。そこで、保

育や学童保育が、重要な役割を果たします。少子化だから、保育や学童が足りている訳

ではなく、保育園や学童の施設そのものも不足していますし、保育士・指導員も十分で

はありません。 

 なぜ、整備が進まないのかを考えると、保育・学童保育が軽く見られているのが原因

ではないかと考えます。昔は、専業主婦が多く、自分の子どもは自分で面倒を見るのが

当然でした。しかし、社会が変わったにもかかわらず、保育園や学童保育に入れなけれ

ば、仕事と子育てを両立することができないという実態を受け入れられない人が一定数

います。受け入れられないがために、保育や学童保育は単に子どもを預かる場所である

と認識しています。「保育」とは、「保護し、育てること」であって、預かることではあり

ません。教育とも別です。これらのことが、保育や学童保育で働く労働者の労働条件が

改善しない理由につながっています。また、自治体も、子ども（人口）が増えなければ、

自治体の運営が立ち行かなくなることが分かっていながら、財政的な負担を理由に、公

立保育園を増設しようとはしません。公設をしても、運営は委託や指定管理者制度を導

入しているケースが多く、公設公営には進んでいません。人口減少という社会が危ぶま

れる問題を他人任せで解決できるでしょうか。また、一方で、政府が進めている企業主

導型保育所に大きな問題が発生しています。補助金詐欺が行われたり、保育士の大量退

職など、園児のためにあるべき保育園が、企業の儲けのために使われています。公立保

育園への建設補助が行われていないことも、公立保育園の新設が増えない理由の一つに

上げられますが、企業主導型保育所に多額の税金を使うのであれば、保育の質を保ち、

待機児童を減らすというために、公立保育園の充実を進めて行くべきです。 



 

 

 今年の１０月から、消費増税に合わせて、幼児教育無償化が開始されました。負担が

軽減され、子育てがしやすい社会になることは喜ばしいことです。しかし、保育料の中

に含まれていた給食費が無償化から外され、そのため、負担増になるケースが発生して

います。朝日新聞によると、「内閣府は、今回の無償化にあわせた免除対象の拡大で、す

べての逆転現象が解消されるか、調査や検討は行わなかった」という報道もあり、消費

税増税の批判に対するクッション材として幼児教育無償化を始めたと言っているような

ものです。また、今までは所得が高い人ほど保育料が高くなっていましたが、すべての

世帯を無償化することにより、所得がある人ほど得をするという点もあります。一定の

質の担保のない無認可保育園でも無償化の恩恵を受けることができる問題や財源問題か

ら公立保育園の委託民営化が進行していく可能性もあり、幼児教育無償化に係る問題は

まだ山積みです。無償化については、良い一面があることから、すべてを否定すること

はできませんが、課題となる問題の検討を現場の職員が再度行う必要があります。 

 

（５）いつまでも元気な高齢者 

 いつまで働いたら良いのかわからない時代に突入してきました。年金支給が先送りさ

れ、支給金額も減らされれば、際限なく働かざるを得なくことになります。しかし、体

力や気力の面から考えると、現役時代と同じように働くことはできません。健康維持や

働く意欲、それぞれのライフプランに合わせて適切な高齢者の雇用制度が必要です。 

当然、年齢を重ねれば、介護が必要となることも当然にあり得ます。このような状況

の中、２０１８年１０月から訪問介護の生活援助において、利用回数の上限が設定され、

その上限が超えた場合に、行政への届出が義務付けられました。生活援助は、ホームヘ

ルパーが、高齢者には触れずに、家事や食事、掃除をするサービスであり、認知症や一

人暮らしの高齢者などに利用されているサービスです。しかし、給付が増えていること

から、国は家事代行的なものであるとして、削減しようとしています。家事代行サービ

スは、サービスを提供すれば終わりで、食事の提供ができたとしても、食事を見守った

りするものではありません。しかし、見守ってもらわなければ食事ができない高齢者の

ためのサービスが生活援助であり、家事代行サービスとは、似て非なるものです。また、

生活援助を必要とする人によって、サービスの提供の仕方が変わります。認知症の人と

一人暮らしの高齢者では当然対応が異なってきますし、そのため、ヘルパーになるにも

資格制度が設けられており、生活援助を家事代行サービスと捉えるのは短絡的です。 

 このようなサービス面での改悪だけではありません。介護保険の自己負担割合は、原

則１割で、所得により２割、３割ですが、２割・３割負担の対象者を拡大することや、４

０歳から負担している介護保険料を若い人にも負担させるという議論が始まってくる可

能性は大いにあります。 

 

（６）いつも悪者にされる医療費 

 国が支出する社会保障費のうち、年金と医療費が大きく取り上げられます。一般的に

は、高齢者の医療費の支出が増えているから、医療費の負担が大きい。これからも高齢

化がさらに進行するので、医療費を抑えなければならないと言われます。しかし、本当

に正しいのか立ち止まって考える必要があります。 



 

 

 そもそも世界（特にヨーロッパ）では、医療費が無料の国があります。これらの国々

では、医療・介護・教育を受けるために税金を払っていると考えられているからです。

日本では、税金を納め、健康保険料を納め、さらに、窓口で一部負担金を支払う国です。

世界と比較して、医療費負担については、そこまで手厚くないのもかかわらず、医療費

が悪者にされているのは何かおかしいですよね。 

 医療費の負担が大きいのは、薬価が高いことが挙

げられます。つまり、医師の診察や技術料は安く、

一方で、薬価が高く設定されています。よって、病

院の経営は苦しく、製薬会社は儲けていることにな

ります。診療報酬、薬剤報酬ともに、医療機関、製

薬メーカーが決めることはできません。しかし、こ

の差はどこから来るのかという話になります。薬価

については、中央社会保険医療協議会において決定されるもので、似たような効果のあ

る薬の価格等を基本とする類似薬効比較方式と製造原価をもとに決める原価計算方式が

ありますが、原価計算方式では、原材料費や研究開発費が企業秘密になっていて、企業

秘密をもとに薬価を決めれば、根拠がなく、薬価が高くなるのは当然です。 

 各自治体では、こども医療費・ひとり親医療費・障害者医療費助成制度が設けられて

います。少子化対策として、こどもに係る費用を軽減させていくために、こども医療費

を充実させるべきですが、自治体ごとで対象年齢が異なっています。中学３年までを対

象（通院のみ）としているのが４１市町村で、高校３年までを対象としているのが２１

市町村となっています。この事業は、自治体が負担した医療費のうち、１／２を県・１

／２を市町村が負担していますが、県の補助金の対象となるのは、未就学児までの医療

費であり、就学時以降の医療費は、各市町村の市単独での負担となります。各自治体も

対象の範囲を広げるべきであり、県も相応の負担をするべきです。また、２０１９年１

月１日から重度心身障害者医療費助成制度の県の補助金の条件に所得制限が導入されま

した。障害者は、病気になりやすく、治療にも時間がかかり、費用もかさみます。障害者

がある人とない人では、収入を得るまでも、大変さが異なります。それを所得があるか

らと言って、対象外にするのは適切ではありません。 

 

（７）どうしたら貯まる２０００万円 

 年金制度の趣旨は、国民年金法第１条に規定されています。「国民年金制度は、日本国

憲法第２５条第２項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安

定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持

及び向上に寄与することを目的とする。」とあり、憲法第２５条の理念（生存権）に基づ

き年金制度があります。高齢化社会だから、年金の支給額が下がっても仕方がないと思

う人もいるかもしれませんが、年金の支給額が引き下げられるということは、生活保護

の水準が引き下げられるのと同様に、生存権の侵害（場合によっては、財産権の侵害も）

であることを認識しなければなりません。「保険料・税負担徴収をし、給付カットをすれ

ば、年金財政を保つことは技術的に可能であり、年金財政は破綻しない。」などと言われ

ることがありますが、収入（＝保険料）を増やし、支出（＝年金）を減らせば、制度が維

【医療負担原則無料の国】 

 イギリス・イタリア・オランダ・カナダ・ス

ペイン・ドイツ・トルコ等 

⇒少額の低額制や少額の定率制などの国もあり

ます。 



 

 

持できるのは当たり前の話であり、この話を言っている御用学者や国会議員が多数いま

すが、年金受給者の生活実態と憲法の理念を無視しているものです。 

 少子高齢化に伴い、年金制度をどうすればよいのかという話になりますが、現在は、

年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）が、国民年金及び厚生年金を株式や債券

で運用し、不足分を補おうとしています。世界では、年金積立金を株式で運用すること

はありますので、全否定はできません。しかし、ＧＰＩＦの運用が、アベノミクスのた

めの株価維持に使われているマネーゲームであり、実態経済を反映しているものではあ

りません。また、日本国内に占める株式のうち、ＧＰＩＦが購入した株式の割合が高く

なってしまったことから、売却することができなくなる（売却すると株価が下がり、利

益を生み出せなくなることやアベノミクスの効果が薄れる）こと、○○ショックのよう

な事態が発生すると、動きが取れなくなることも考える必要があります。経済が成長し

ていくなかで得られる果実（利益）を還元するような考え方が必要です。そもそも、年

金積立金を株式で運用する必要性があるのでしょうか。現在の年金は、現役世代が払う

保険料と国庫負担（税金）、年金積立金で給付を行っていますが、構成比としては、年金

積立金の負担は１割程度であり、比重は高くありません。国庫負担の割合を上げること

で対応は十分可能です。また、債券の利回りが低いから、株式での運用をするべきだと

いう議論がありますが、債券の利回りが今後も低いとは限らず、リスクを抑えた運用は

可能です。今のところは、運用成績が良いので株式で運用することが正しいという風潮

はありますが、今まで良かったから、今後もこの成績が確保できるとは限りません。 

 年金２０００万円問題の発端となったのが、金融庁の「高齢社会における資産形成・

管理」の報告書です。金融庁の報告書らしく「長期・分散・積立」といった金融業界では

王道とされる内容の記述に沿っている等、重要なことも記載されていますが、最終的に

は、国民にリスクを負わせて、投資をしなさいということです。現在、日本の普通預金

の利率は、０．００１％です。１００万円を１年間普通預金口座に入金しても、１０円

しか利息が付かずに、さらにここから税金が引かれます。貯蓄に励み、お金を残すか、

リスクを負って投資するしか選択肢がないのが問題です。国債の利払いや貸出金利に影

響しますが、普通預金の金利や国債の利回りを改善させるなど、生活者が持続可能な形

態を目指すべきです。 

 物価が上昇したときには、上昇した分年金が増えなければ、生活は苦しくなります。

しかし、年金の支給額を抑えるために、「マクロ経済スライド」が導入されています。極

端な例となりますが、物価が５％上がった場合に、年金の支給額を５％上げるのではな

く、マクロ経済スライドを発動させ、年金の支給額を２％に留め、保険料等の収入と年

金給付等の支出の均衡を保ち、将来の現役世代の負担が過重なものにならないようにす

るものです。しかし、年金の支給額を抑えるものであり、年金を中心に生活している人

にとっては、負担が大きく、配慮が足りないと言えます。 

 

（８）施設の充実も必要です 

 帝国データバンクの調査によると、医療機関の倒産が増えています。２０１９年上半

期の倒産件数は２３件で、２０００年以降の２０年間では、４番目の高水準となってな

りました。倒産の理由として来院数の減少に伴うものです。医療機関の経営環境は厳し



 

 

く、公立・公的病院における税引後利益率は、マイナスであり、医療法人では１．４％、

国立病院では４．８％と、わずかな利益しか生み出せていません。医療機関の経営は、

診療報酬によるところが大きいことから、構造的に利益を生む出すことが難しくなって

います。しかし、製薬会社の利益に比較して差が大きすぎます。 

 厚生労働省は、公立病院や公的病院の統廃合のリストを一方的に公表しました。入院

施設がある病院が地域から失われれば、距離的に遠くなるとか、待たされるのではない

かなど不安に思うこともあります。さらに、公立病院は、がんや小児科、精神科といっ

たいわゆる「不採算部門」を担っており、民間の医療機関をカバーしています。効率的

な経営だけを追い求めては、私たちが安心して医療を受けることはできませんし、財政

難を理由に切り捨てることも許せません。不採算部門に補助金を支給して民間の医療機

関に委託するのであれば、安定的に運営することができるよう直営とするのが一番効率

的です。しかし、これらの背景には、「医療亡国論」があり、今から３５年近く前から、

医療費が国を滅ぼすと言われ続けていました。高齢化社会で医療費の負担が増えるとい

うことが前提となっていますが、医療費もＧＤＰに含まれるものであり、経済には貢献

するものです。 

 介護施設も不十分です。介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では、

入居一時金と月額使用料がかかり、経済的な負担が発生するもので、誰でもが、入居で

きるものではありません。一方で、特別養護老人ホームは、要介護３以上という条件は

ありますが、入居一時金はなく、月額使用料のみで、その月額使用料も低く抑えられて

います。介護の状態が重くなると、自宅での介護は大変負担となりますが、施設数が少

ないため、入居までに数年かかることもあります。民間で任せれば、利益が出る施設を

優先していくことは当然です。施設の充実のために、自治体の役割を果たすべきです。 

 今年は、台風災害が多かったですが、病院、介護施設、保育園等、医療や福祉施設にお

いて、被害が目立ちました。災害の規模の問題もありますが、立地はどうだったのでし

ょうか。都市計画では、コンパクトシティという考え方があり、無駄なインフラ投資を

防いでいます。市街化を促進していく市街化区域と市街化を抑制していく市街化調整区

域があり、建物の用途によるすみわけをするために用途地域が定められています。しか

し、災害があった施設は果たして立地としては適当だったのでしょうか。例えば、がけ

地や浸水地に建設されているのであれば、問題です。土地が安い、地権者が収益を上げ

るため、適地が見つからないなどのさまざまな理由があるとは思いますが、適切な規制

も必要ではないでしょうか。 

 

４．住民×（正規＋非正規＋公共労働者）×イノベーション＝   

（１）自治体戦略２０４０構想は？ 

 職場ではあまり話題になっていないようですが、労働組合ではよく話題となるのが「自

治体戦略２０４０構想」です。この構想は、高齢者（６５歳以上）の人口が最大となる２

０４０年ごろの自治体が抱える問題を整理し、どのように対応していくべきかを示した

ものです。 

 ポイントとすると、➀現在のように行政サービスを自治体が提供するのではなく、自



 

 

治体が、公共サービス提供の基盤づくりをし、それをマネージメントする役割に変わる。

➁行政のフルセット主義を辞めて、新たに中心となる自治体を作り、「圏域行政体」を構

築する。➂今後は受益者負担が進んでいく。ことにあります。 

 自治体戦略２０４０構想の報告書には、さまざまなことが書いてありますが、➀自治

体職場はある意味、労働集約的産業であり、知識集約的産業でもあります。基本構想に

始まり、まちづくりや福祉など、各種計画を策定しますが、実行できなければ、絵に描

いた餅です。実行部隊としても自治体労働者は必要であり、マネージメントにのみ特化

することには無理があります。また、現場の経験があるから、計画に活かすことができ

ます。➁フルセット主義を辞めるのは効率的のように見えますが、施設の統合をすれば、

中心は便利になっても、中心から外れれば、不便になっていきます。施設の効率化だけ

を評価のモノサシにしていますが、利用者の使い勝手の問題や福祉の増進の観点を考慮

していないのは問題です。➂教育・福祉介護・医療を受けるために、税金を支払ってい

るはずなのに、受益者負担になるのはおかしい話です。 

本当に、これらを実行すれば、問題解決へつなげることができるのでしょうか？財界

の要求に応えるための計画ではないでしょうか。英語入試の問題でも、特定の企業に利

益を誘導していることが分かりましたが、国がＩＯＴやＲＰＡ等を進めていますが、世

界で競争力のない日本のＩＴベンダーのためであったり、コンパクトシティ構想がオリ

ンピック終了後のゼネコンのための計画であるなら、もってのほかです。行政サービス

の質を下げずに、少子高齢化に対応をすることを考えていくべきです。 

日本弁護士連合会も自治体戦略２０４０構想について意見書を公表し、憲法で保障さ

れている地方自治の本旨に影響があるものとしています。 

 

（２）スマート自治体 

 これからの自治体の目指すべき姿として、「スマート自治体」の実現があります。ＡＩ

やＲＰＡを活用したり、システムや業務プロセスを統一化し、効率的な自治体とするも

のです。手書きの時代→ワープロの時代→パソコンの時代と技術革新が進めば、システ

ムが変わるのは当然のことです。 

 しかし、システムや業務プロセスを統一化すれば、

地域住民の運動により実現したその自治体独自で

のサービスを打ち消す（低い水準に押し下げる）こ

とに繋がったりします。また、標準化することで、

ビックデータ化することが可能となりますが、ＥＵ

に比較して日本は個人情報の保護規定が弱いこと

から、ビックデータの利用を規制するためには、自

治体において条例を制定するなどの対策が必要で

す。ＡＩについても、ディープラーニングのように、

機械が自ら判断するようなシステムとなると、住民に対して、説明責任を果たすことが

できなくなる可能性もあります。行政のサービスを受けるためには審査基準があります。

サービスを受けることができる場合であっても、サービスを受けることができない場合

であっても、行政手続法第１条のとおりに、行政の手続に透明性を図っていかなければ

【行政手続法第１条（一部省略）】 

この法律は、処分、行政指導及び届出に関す

る手続並びに命令等を定める手続に関し、共通

する事項を定めることによって、行政運営にお

ける公正の確保と透明性の向上を図り、もって

国民の権利利益の保護に資することを目的とす

る。 



 

 

なりません。少なくとも、説明責任を果たすことができないようなシステムを用いれば、

住民の権利侵害が発生する可能性が大いにあります。 

 一方で、自らの意思で活用することができれば、市民サービスの向上に繋げることが

できたり、市民に影響のない自治体内部での利用であれば、私たちの労働環境の改善に

もつながるのではないでしょうか。システムを導入するに当たり注意する必要があるの

が、システムに使われるのではなく、自治体労働者自らがシステムを使いこなせるよう

になることが必要であり、市民サービスの向上につながる新技術は取り入れてみること

も大切です。国から強制されたものはシステムにしても、新技術にしても自治体に主体

性がないため、計画が失敗しています。責任を持って、自発的に行うことが成功のカギ

となります。 

 埼玉県では、「官民連携に関する提案等の募集(Sai-Co-Lo／サイコロ)」を行っていま

すが、地域課題や行政課題の解決を目指していますが、あくまでも民間からの相談を待

つという受け身での行政です。実際に戸田市の保育園では、「スマート保育園」モデル実

証実験を行っていますが、どのような結果が出るのでしょうか。しかし、新技術につい

ては、住民の声が全く反映されていないのが気になります。 

 また、福祉や介護分野では、新技術が多く出ていますが、利用者にとっては便利だけ

ど、給付の対象外となっているものがあります。自治体独自で給付を認めることも検討

すべきものです。 

※ディープラーニングとは、コンピュータは決められたことしかできないものですが、

パターンと仕組みにより、人間の脳と同じ構造で学習するものです。 

 

（３）私たちの職場での委託・指定管理者制度はどう進んでいる？ 

 現業職員の採用すらされず、清掃や給食調理、福祉分野で委託が進んでいるのは紛れ

もない事実です。それどころか、住民の権利に大きく影響する窓口でさえも委託化され

ています。住民サービスの向上が大前提であったにもかかわらず、実態は、目に見えて

質が向上したケースは少なく、自治体財政のコストカットに使われ、結果として、労働

条件と住民サービスが共に低下しました。特に、保育や学童など、質の低下が直接に利

用者に影響を及ぼすものもありますし、そもそも「こども自体」を金儲けの対象として

よいわけがありません。 

 利益追求がなじまないものについても、公共サービスの産業化が進められています。

企業の利益は、売上を伸ばすか、費用を削減する２つの方法しかありません。委託や指

定管理者制度では、売上に相当する部分（委託料や指定管理料）が決まっている以上、

利益を出すには、費用（特に人件費）を削減するしかありません。そうすれば、企業の利

益のために、そのしわ寄せが労働者に来ます。指定管理者制度では自主事業ができます

が、利益を上げるために、本来すべき業務（直営時代に行っていた業務）を行わず、自主

事業を中心にするといった本末転倒なことが起きています。 

 振り返ってみても、上の国鉄の例もそうですが、郵政民営化もサービスの質が低下（値

上げやポストの回収回数の削減、配達日数の変更等）、商工中金（中小企業に融資する金

融機関で、財務内容を悪く改ざんして融資）など、営利目的がなじまないものを市場化

万能論で市場化していくことは無理があります。国・地方公共団体が行う事業すべてが



 

 

成功するとは限りません。しかし、失敗を真摯に反省し、問題点を解決していないこと

から、失敗を繰り返しています。ここまで、失敗を繰り返してでも、市場化を進めて行

くとなると、官民の癒着していることを証明しているのではないでしょうか。 

 

（４）どんなときも住民ファーストで！ 

 委託や指定管理者制度が導入され、自治体の仕事を外部に出して、仕事が減少してい

るにもかかわらず、自治体の職場では、多くの非正規職員が働いています。自治体の非

正規職員は、民間企業の総合職と一般職のように仕事内容が異なるのではなく、正規職

員と同等の仕事を行っているケースがあります。あるいは、正規職員と非正規職員で仕

事の住み分けを行っていることもあり、非正規職員しか知らない知識やノウハウもあり

ます。非正規職員なしでは、自治体は運営できないのが実態です。さまざまな非正規職

員が経験を重ねて培ってきたノウハウは、自治体にとっても財産です。 

 住民をバックにつけ、正規・非正規・公共が力をあわせ、その上でイノベーションを

利用すれば、明るい未来を切り拓いていけます。 

 

５．住民のために汗をかいて、知恵を出そう！ 

 問題を問題として捉えなければ、そもそも課題を解決することはできません。少なく

とも、基調講演やこれからのレポートの報告で課題に気付いたと思います。次にするこ

とは、この課題をどのように解決するかが問題です。基調報告は、方針とは別のもので

す。案として例示しますが、みんなで一緒に考えていきましょう。 

 

（１）社会保障はどうする？ 

 社会保障を充実させていくためには、「人口を増やす」ことが必要です。少子化が問題

ならば、少子化を食い止めればよい訳です。なぜ、少子化が止まらないかを考えた際に、

下の図にあるように、経済的な理由により、子どもが産めない現状があります。 

 ライフスタイルが多様化し

ているので、子どもを産まない

という選択肢もありますが、経

済的な理由で出産することが

できないのであれば、対策が取

れます。非正規雇用が増加し、

低賃金・長時間労働が行われて

いることが原因ですから、所得

水準が下がっていることを是

正すればいいだけです。また、

昭和の時代とは異なり、経済力

がなければ専業主婦になるこ

とはできない社会です。そのため、出産後に働くことができる環境づくりとして、保育

や学童の充実を進めて行くべきです。民間企業に任せても、保育園は増えないことから、



 

 

自治体が進めて行くことが求められます。 

 少子化対策は進めなければならない問題ですが、産まれた子どもが成人するまでには、

２０年は必要となるため、人口を増やすには、時間がかかります。（だいたい、昔から少

子化が叫ばれているのに、今まで何をやっていたんだということです。）しかし、自治体

間の競争ということで、人口の奪い合い（特に若い世代の人口を増やそうとする）をす

ることは、人口が決まっている以上、無駄な競争（＝ゼロサムゲーム）になります。無駄

な競争をするのに税金を使うなら、少子化対策など有効に使うべきです。 

 社会保障を充実させるためには、➀私たちの実質賃金を向上させ、内需を中心とした

経済成長を実現すること、➁不公平税制を正して、所得の再分配を適正に行うことが大

切です。いずれにせよ、経済が成長しないことには、私たちの生活水準が向上しない（＝

現状維持となる）ことから、経済成長は必要です。経済学でも、需要があるから、その需

要に基づいて供給が生まれます。（ケインズの「有効需要の原理」）私たちの実質賃金を

上げ、購買力を高めて、経済の循環を良くしていくことが必要です。しかし、株価を上

げることは、経済成長ではありません。また、大企業優遇となっている法人税減税や富

裕層優遇となっている証券税制を改め、所得格差をなくすために、所得の再分配を行う

ことが求められています。社会保障の話になると、消費税ばかりがクローズアップしま

すが、このような不公平税制を正していくべきです。所得の再分配が適正にできれば、

国民の購買力を高めることができ、大企業や富裕層にとっても、メリットが発生するも

のです。しかし、現在は大企業・富裕層中心の経済政策となっているため、上記➀、➁の

観点が抜けています。➀と➁は車の両輪の関係であり、片方が欠けても意味がありませ

ん。両方を実施することが求められます。（この考え方は、経済学ではオーソドックスな

考え方です。） 

 

（２）自治体戦略２０４０構想や公的サービスの産業化にどう対抗する？ 

 自治体戦略２０４０構想や公的サービスの産業化が進められていますが、成功すると

も思えません。それは、国にセンスがないからです。市町村合併については、基礎的自

治体の強化といいつつ、人口流出で地域は衰退しているのに、これからも推し進めよう

としています。経済産業省が主導したジャパンディスプレイ（スマホのような小型の液

晶を作っている会社です。ソニー、東芝、日立の３者の合体です。）は赤字続きで、三菱

スペースジェットの開発も遅れています。肝いり事業ですので、当然に公費が投入され

ています。民間活力を生かそうとしても、国が口をはさむから失敗しています。個人消

費を喚起するために、経済界と一緒にプレミアムフライデーもありましたが、忘れられ

ています。日本のコンテンツを輸出するために、クールジャパン構想もありましたが、

税金の無駄遣いでしかありませんでした。地方創生なども言われていますが、掛け声だ

けでうまく進んでいる気配はありません。このようなことを考えると、国主導で自治体

戦略２０４０構想や公的サービスの産業化を進められてしまえば、失敗したときのリス

クを自治体が負わされることになります。 

 対抗していくためには、問題があることに対しては、問題があると声を上げることが

大切であり、一方で、住民の幸福のために仕事を確実に行うことが必要です。この先ど

うなるかはわからない中で、住民の信頼がなければ国の思うように事が進められていき



 

 

ます。例えば、自治体戦略２０４０構想では、公共私のベストミックスという表現で、

最初から「公」で行う仕事を放棄し、共助・自助ありきにしています。しかし、現実問題

では、高齢化が進行すればするほど、庭の草刈りや電球の交換、買い物等、日常生活に

おいて困る人がたくさん増えてきます。この困りごとをほっといてよいのか、だれが対

応するのかという問題が発生してきます。税金の滞納も、無い袖は振れません。督促、

競売と手続をこなすだけでは、本質的な解決はできません。自治体職員も知恵を出して、

ベストな解決策を探し出していくことも必要です。自治体の仕事ではないからの一言で

済ませるのではなく、自治体労働者の仕事を通じて、住民の「住んでてよかった」を作

り出していくことが求められていますし、まだまだ公務サービスを拡大することにより、

さらに住民本位の仕事ができる可能性が生まれてきます。私たち自治体の業務は効率化

だけでは片付けられない問題がたくさんあります。仕事の目的はよく見失いやすいもの

です。なおさら、ＡＩだ、ＲＰＡだと騒ぎ立てられれば、仕事の目的が分からなくなり

ます。新技術は戦術です。戦略を抜きにして戦術ばかり議論していれば、失敗します。

私たちは、ブレずにいたいものです。 

 

（３）問題の真因をはっきりさせ、解決に繋げるために 

 仕事を通じて、さまざまな問題に直面する（している）と思いますが、問題がある以

上は、大変かと思いますが、解決していくことが求められます。ある程度の学習量がな

ければ、問題の真因にたどり着きません。ただ、やみくもに学習するのでは、みなさん

の時間がいくらあっても足りません。労働組合を活用すると、効率的かつ費用を抑えて

学習できます。（専門家からタダで話を聞けることはあり得ないですし、タダであればタ

ダなりの情報でしかありません。）県本部から情報発信していますので、ぜひ、キャッチ

してください。 

 学習しただけでは、解決できないので、アクションを起こしましょう。組合員はもと

より、職員や当局にも積極的に情報発信をし、優位に立つことと、地域住民ともスクラ

ムを組んで活動していきましょう。 

 

（４）おわりに 

経営の神様であるドラッカーは労働組合について次のように記しています。「労働組合

は、働くものを代表して、経営管理陣の無能や専横に対して闘うという重大な使命を果

たさなければならない」「しかし、労働組合は、もはや経営管理陣に対する対立的な存在

ではなくなるにちがいない」「労働組合は、生産性、品質、その他競争力の維持強化に役

立ち、組合員の雇用と収入の確保に資することすべてについて、経営管理陣とともに働

くことになる」「労働組合といえども、グローバル経済と知識社会の出現を自らの機会と

してとらえることなくして、時代を生きのびることはできない」（ドラッカー「新しい現

実」） 

 私たち自治労連は、当然に経営管理陣の無能や専横に対して闘っていますし、市民サ

ービスの向上に向け、「生産性、品質、その他競争力の維持強化」しています。そして、

自治研活動を通じて、スキルアップを目指し、よりよくしようとしています。何度も繰

り返しですが、これからの世の中はどうなるか分かりませんが、しっかり学んで、他の



 

 

職員と「差別化」し、競争優位（＝他の人に比べて、マネのできないぐらい優れているこ

と）に立てるようにしましょう。 


