


 



羅　針　盤

船橋市は平成15年４月に県内初の中核

市となり、まもなく丸６年を迎えようと

しています。中核市移行後は、県から移

譲された権限を生かして船橋市独自のま

ちづくりに取り組んでいるところです。

平成19年秋、中核市としてその実力を

試す機会が訪れました。「全国都市緑化ふ

なばしフェア」の開催です。県、政令市

以外の単独市開催は初めてで、準備期間

が他開催に比べ極めて短いなど異例づく

しではありましたが、関係各位のご協力

のもと、主会場のふなばしアンデルセン

公園には全国から21万人を超える方々に

来場いただくことができました。市民と

の協働で全国規模のイベントを成し遂げ

た経験は、職員にとって大きな自信になっ

たと思いますし、将来のまちづくりに必

ず生かされるものと確信しています。

少子高齢化の進展や地方分権など地方

自治は今、大きな転機を迎えています。

大変厳しい財政状況が続くなかで、急増

する行政需要に応えるためには、さらな

る行財政改革を行い、将来に備える必要

があります。幸いにも船橋市は、59万市

民のマンパワーや多彩な産業、発達した

交通網などを有しており、将来の発展に

向けた潜在能力を十分に備えています。

特に59万市民の中には様々な場面で活

躍している方が大勢おられます。こうし

た方々といっしょに行政がまちづくりに

取り組むことで、本当の意味での「市民

のための行政」が実現できるのではない

かと考えています。そのためにも市民と

の対話が重要なのは言うまでもなく、職

員には様々な市民の声に耳を傾け、情報

収集を怠ることなく、常に問題意識とチャ

レンジ精神を持って職務にあたり、船橋市

の発展に努めていただけることを期待して

います。

社会が急速に変化するなかで、ついつ

い多忙な日々に流されてしまいがちです

が、時には足元に目を向け、自らを律す

る機会を持つことこそ、公人として仕事

や人生を全うする道につながるものと思

います。皆さんには自己チェックという

節を心に刻み、それぞれの責務をしっか

り果たしてほしいと願っています。
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玉県をはじめ、香川県、宮崎県、島根県で勤務、2005年１月内閣府大臣官房審議官（経
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特　集　「プライドは仕事のエネルギー！」特　集

　私達はよく「仕事にプライドを持て」と言ったり、言われたりしますが、「プライドを持つ」
とはどういうことなのか。辞書では「誇り、自負、自尊心」とありました。 
　これを持つためには、自己を肯定する自信が持てなければなりません。自信を付けるには、汗
をかき、恥をかき、達成感や充実感を味わい、自分自身の価値や能力を信じ、自分自身の言動や
主義を疑わないことが重要です。 
　私たちは今、分権改革の進展に伴い、今まで以上に正確な情報の提供が求められるようになっ
てきました。仕事のプレッシャーに負けない、揺るぎない成長したプライドを持った公務員が求
められています。 
　今回の特集では、仕事のエネルギーを醸し出すためにプライドを持つことの重要性について学
ぶこととします。 

総務省地域力創造審議官 椎　川　　　忍（シイカワ　シノブ）
PART 1 今こそ、理想の公務員像の再構築を！

中央大学経済学部　特任助教 伊　藤　章　雄（イトウ　ユキオ）
PART 2 公務員の品格　―動物園的怠惰からの脱却と成長する努力―
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著書／『公務員の教科書 社会編』2009年 ぎょうせい　『公務員の教科書 国語編』2007年 ぎょうせい
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◆目標：大津市民が安心できる建築行政を目指します。



１　はじめに

昨今の公務員を取り巻く状況は、かつてないほ

ど大きな困難に直面しているようにみえる。それ

は、景気の悪化を背景に、一部の公務員のお手盛

りの処遇や不祥事の発生も手伝って、国民や地域

住民の公務員に対する感情が最悪の事態に達して

いるといえそうだからだ。

このようなときに公務員が襟をただすのは当然

のことであるが、私はそのことだけでは公務員に

対する国民や地域住民の信頼は回復しないし、公

務員の皆さんが誇りを持って仕事をしていけるよ

うにもならないと考えている。

このようなときだからこそ、皆が公務や公

務員の原点を再認識し、そこに立ち返って実

際に行動することが必要だ。憲法の「すべて

公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉

仕者ではない」という規定を引用するまでも

ないが、公務員は国民や地域住民に「奉仕す

る職」である、また、公務は国民や地域住民

に対する「無限のサービス」であるというこ

とを肝に銘じて行動する必要があるだろう。

ある企業経営者が、接客、顧客サービス、

企業経営の基本は、ＡＢＣであると言ってい

るのを聞いたことがある。この場合のＡは

「当たり前のことを」であり、Ｂは「バカにせ

ず」であり、Ｃは「ちゃんとやる」という意

味だそうだ。つまり、「（Ａ）当たり前のこと

を（Ｂ）バカにせず、（Ｃ）ちゃんとやる」こ

とがすべての基本だということだ。

私は、このことは公務員についてもあては

まると考えている。このような厳しい時代だ

からこそ皆が公務なり公務員の原点に立ち返っ

て、ＡＢＣの精神で頑張りたいものである。

２　私の「公務員十戒」

自治大学校長時代に、それまでの経験をも

とに自分の考えを整理する形で、また、自ら

の自戒という意味も含めて、「公務員十戒」と

いうものをまとめたので、以下にご紹介して

おきたい。これも、まさにＡＢＣのたぐいで

はあると思うが、校長講話でお話ししたり、

ホームページなどに掲載したりしたところ、

多くの方から結構な反響をいただき、またこ

れについて原稿を書いて欲しいとか講演して

欲しいといった依頼がいまだに多い。

そして、このようなことがきっかけとなっ

て「月刊ガバナンス（（株）ぎょうせい）」の

コラムへの連載依頼があり、2008年４月号か

ら2009年３月号にわたって、「めざせ！次世代

型理想の公務員」という連載をしたが、この
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たび読者からの支持もあってさらに１年間、

この連載を継続することになった。

このように、「公務員十戒」が私の理想の公

務員像についての考え方の原点ともいえるも

のとなっているので、今回もその内容を踏ま

えながら話を進めていきたい。

私の「公務員十戒」

〇　公務員である以前に、まず普通の人として

皆から尊敬される人間になること

〇　常に、健康をチェックし、身体を鍛え、気

力を充実させて、公務能率を上げられるよう

心がけること

〇　自分が権限を持っていることを意識した上

で、それを振り回すことなく、いつも謙虚に、

国民、住民のために真剣に汗を流すこと

〇　自分だけの狭い世界に閉じこもらず、平日

だけに限らず、勉強や人との付き合いは買っ

てでもし、自分の知識と人脈をひろげること

〇　自分の住む地域の自治会活動でも、ふるさ

との地域おこしでも、趣味の国際交流でもい

いから、なにか地域活動、ボランティア活動、

NPO活動などをし、机の上の理屈を言うだけ

でなく、実際に身体を動かすこと

〇　常に、自分の周りの国民や地域住民の声に

謙虚に耳を傾け、自分の担当する仕事に工夫

を加えて改革、改善に努め、スモールサクセ

スを積み重ねること

〇　常に、自分の仕事が、組織や上司のためで

なく、直接国民や地域住民のためになってい

るかを点検すること

〇　仕事から逃げることなく、責任を他人に押

しつけることなく、自分のすべきことをきち

んと処理すること

〇　失敗を部下のせいにすることなく、また、

上司にこびることなく、自分の正しいと考え

ることをやり抜くこと

〇　理屈だけでものを言わず、自分がそう言わ

れて実際にそれを実行しなければならない立

場になったらどうかということを必ず考えて

からものを言うこと

３　「行政のあり方」の改革

一般的に行政改革といわれるもののなかに

もいろいろな形態や手法があり、私はこれを

以下の４つのステージに分類して説明してい

るが、このうち第４のステージこそが最も重

要であり、また、これは通常の行政改革とは

異なり、「行政のあり方」又は「行政の姿勢」

の改革ともいうべきものである。

（第１ステージ）

事務事業の見直し、組織の見直し、経費の節

減・合理化など無駄を排除し、効率化する

国であれどこの地方自治体であれ、多か

れ少なかれ取り組んでいるものであるが、

実際の手法には、従来型の予算要求時点に

おけるシーリングによる方式や予算査定に

よる方式から、比較的新しい手法としての

人件費までを含めた事業別予算や事業本部
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制導入による庁内分権のようなものまで、

いろいろな方法があり、その効果は相当程

度異なっているものと思われる。

（第２ステージ）

状況の変化に応じて、公共サービスの水準

やあり方そのものについて、税負担や受益

者負担との関連において見直しを行う

公共サービスは概して既得権化しやすく、

従来の施策の見直しが難しい一方で、新た

なニーズには対応して行かざるを得ず、ど

うしても膨張しやすい傾向を持つ。このた

め、社会経済情勢の変化などに応じて、受

益と負担との関係や国民（住民）間の公平

性の確保という観点から、従来の施策につ

いて常に国民（住民）と丁寧に対話しなが

ら見直していく必要がある。

（第３ステージ）

存続する公共サービスについて、その提供主体

を見直し、新たな公共空間を形成する（公民連

携、住民協働、ＰＰＰなど）

引き続き必要と考えられる公共サービス

についても、その提供主体が本当に行政

（公務員）でなければならないかを原点に立

ち返って点検してみることであり、その際

には、地域コミュニティー、ＮＰＯ法人、

団塊の世代の退職者、元気な高齢者、家庭

にいる女性などが有力な担い手として期待

される。この取り組みに当たっては、地域

コミュニティーの再生・活性化やＮＰＯ活

動の助長を図っていくことが重要である。

（第４ステージ）行政の基本的姿勢やあり方、

公務員の心の持ちようなどの問題を原点に

立ち返って問い直す

これが易しいようで、実は一番難しいこ

とである。しかし、複雑な利害関係の調整

や制度の変更が必要なわけではなく、トッ

プが本当にやる気さえあれば、これが一番

簡単なのかもしれない。そして、何をさて

おいてもこのことがしっかりと確立されて

いれば、すべての改革は「国民（住民）本

位の改革」としてうまくいくはずであり、

このことこそが「行政のあり方」の改革の

神髄であると私は確信している。

４　国民（住民）本位という原点

～古川佐賀県知事や

片山前鳥取県知事の話～

国民（住民）本位ということの原点に立ち

返って考えるとき、いくつかヒントになる事

例が思い起こされるので、以下に紹介してお

きたい。

まず、佐賀県の古川知事が就任して最初に

取り組んだこととして「職員の意識改革から

始めた」と言っていたことが思い起こされる。

その具体的内容は、県庁職員は、①電話に出

たらまず名前を名乗る、②県民からの相談が

あったら元気広場（県庁１階にある県民サロ

ンのようなところ）に出向いていって相談を

受ける、③現場で県民の実感をつかみスモー

ルサクセスを積み重ねる、という極めて素朴

なものであった。民間企業や一部の市町村で

あれば当たり前のことであろうが、そういう

ことに知事が先頭に立って取り組むことによ

り県庁職員の意識改革が始まるのである。誠

に当を得た取り組みであり、当時、強く共感

を覚えたことを記憶している。

これとも関連するが、ある公務員出身の学

者の言葉で、「内部改革はいくらでもごまかせ
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るが、外部を相手にした仕事はごまかせない。

組織内部を効率化する仕事に手を抜いてはな

らないが、こまめに住民と接触する外部相手

の仕事の方が、公務員自身を変える起爆剤に

なると考える。そのため、まずやるべきこと

は、すべての職員に週１回の市内回り・住民

との接触を通じたニーズの把握を義務づける

ことだ」というものがあった。これも正鵠

（せいこく）を得た言葉であるので紹介してお

きたい。

また、３選不出馬を表明して引退した片山

前鳥取県知事の引退理由の中にも、同じよう

な趣旨のことがあった。知事の在職期間が長

くなると、どんな良い知事であっても、職員

の意識から住民本位という原点が薄れていき、

知事の了解さえ取ればいいという風潮が強く

なっていく、これが多選の一つの弊害だとい

うのである。住民本位という意識が職員に本

当に根付いていればそうなるはずはないのだ

が、市場原理の働かない行政組織はいかに権

力におもねりがちであるか、行政というもの

はいかに組織内の論理が優先されやすいかと

いうことを物語っている言葉として重く受け

止めておきたい。

多くの地方自治体で、最近、経営品質管理

という取り組みがなされるようになってきて

いる。地域住民を顧客と、行政サービスを商

品と考えて、行政運営全体を経営になぞらえ

て、最小限のコストのもとに行政サービスの

提供体制や中身を最大限向上させ、顧客であ

る地域住民の満足度を高めていこうとする取

り組みである。民間企業であれば、そうしな

ければ市場で生き残れないので、当然のこと

として行われていることだが、行政について

はそのような市場原理が働かないので、やや

もすると旧態依然たる「お役所仕事」に陥り

やすいという面があることを常に自戒しなけ

ればならないだろう。

５「行政のあり方」に関する改革の神髄

～北川前三重県知事の話～

「行政のあり方」に関する改革の神髄は、

結局のところ当たり前のことではあるが、「国

民のために」、「地域住民のために」という公

務員の「全体の奉仕者」としての精神に裏打

ちされているかどうかということにかかって

いる。これが健全な形で公務員の心の中に宿

り、それに裏打ちされている改革であればど

んなに小さな改革であっても善であり、成功

は間違いない。また、すべての事柄をそうい

う目で見直せば行政は必ず良い方向に前進す

る。しかし、それを単なる建前とした見せか

けの改革はいくらやってもだめなのである。

なぜなら、それは国民や地域住民のためにな

るように見えても、結局は自分たちの組織の

ため、利益のための改革になってしまうから

である。

これに関連して、以前、北川前三重県知事

に自治大学校の特別講演をお願いに行った際

に公務員のあり方や人材育成について、一時

間ほど話し込んだのを思い出す。結局のとこ

ろ「公務員の立ち位置」を変える、つまりお

上という感覚から住民目線に転換することが

すべての基本であり、これが「行政のあり方」

を改革する一番の近道である、という点で完

全に意見が一致したのである。

このような公務員の心の持ちようを組織内

のすべての職員に浸透させるのが改革を進め

るリーダーの役割である。リーダーは自らが

実践してみせるとともに、毎日のように自分

の思いや考えを職員に語らなければ、組織全

6

特　集　「プライドは仕事のエネルギー！」



体にそれを浸透させることはできない。組織

の中に一人でもそういう心持ちを共有できな

い職員がいたとすれば、その組織の改革はそ

こからほころび始めてしまうから怖い。

６　公務員の意識改革と地域活動

このように考えていくと、「行政のあり方」

を改革するためには、まず公務員の教育や意

識改革を行う必要があるように思う。この点

は、地方自治体の場合には、知事や市町村長

が大統領制で号令一家やりやすい面があり、

実際それができてきている自治体がかなりあ

るが、国は議院内閣制で、しかも官僚機構が

伝統的に強かったために、その改革はなかな

か大変である。個人が正論を吐いても、強大

な組織の中においてはなかなか受け入れられ

ない場合があるのは、民間大企業の場合と同

じであろう。

先にある学者の言葉を引用したように、公

務員は常々国民、地域住民と向き合って地域

活動の実践をするように心がけるべきであり、

それが魂のこもった「行政のあり方」の改革

の一番良い動機付けになると思われる。

それ故に、私はそれを何らかの形で制度化

できないかと考えている。例えば、地方自治

体において「地域活動促進条例（仮称）」のよ

うなものを制定し、そういった活動を奨励し、

休日をつぶして地域活動をした場合には、も

う一日平日を特別休暇として与えて地域活動

ができることとするとか、特に効果が顕著な

活動に対しては、何回かに一回は旅費程度の

実費を支給するとかいったことを考えてはど

うだろうか。そして、国家公務員にもこういった

制度を導入すれば、膨大な予算を使わなくても

地方は大いに元気になるし、国家公務員はさ

らに一層国民の目線を大切にして行政改革に

取り組むようになるであろう。

７　住民協働

最近は、どこの地方自治体の政策を見ても、

「住民協働」という項目がないところはないく

らいであるが、すべての自治体職員が公務や

公務員の本質をきちんと再認識し、ＡＢＣが

実践できていないと、これほど危うい政策は

ないだろうと思う。

表面的な理解や単なる言葉だけで住民協働

などと言い出せば、とんでもないしっぺ返し

を受けることになるに違いない。

私の理解では、「住民協働」を進める場合に

はまずは公務員の側から地域に出かけて行き、

住民と一緒に地域活動や社会貢献活動をする

姿勢が大切なのであって、そのような中から

自発的に、行政だけが公共サービスの担い手

ではなく、住民や住民団体、ＮＰＯ法人など

が自らできることは自らが担おうという動き

が出てくるのが本当の「住民協働」だと考え

ている。それを、はき違えて、役所に関係者を

集めて会議をやって、「財政状況も厳しいし、

これからの時代は新しい公共空間の形成を目指

すべきであり、自分たちでできることは自分た

ちで担ってください」などと建前論をいって押

しつけるようなことがあるとしたら最悪であ

る。まずは、公務員自身が住民のリーダーとし

て地域社会で活動し、住民協働を実践してみせ

ることが一番手っ取り早いし、効果的であろう。
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８ ＩＣＴの利活用によるネットワー

クの形成と「行政のあり方」の改革

通常のルーティンワークの中における情報

通信技術（ＩＣＴ）を用いた行政改革は、電

子申請、電子決裁、電子報告、電子入札、電

子投票など、日常的に実施されるようになっ

てきているので、ここでは国家公務員と地方

公務員の情報交換（共有）や政策論議という

「行政のあり方」に関することに絞って話を進

めてみたい。

10年ほど前までは、国はともかく、地方自

治体にはまだほとんど個人業務用のパソコン

は配備されていない状態で、ネット上で国家

公務員と地方公務員が情報交換をしたり政策

論議をしたりするということは考えられなかっ

た。現在では、すべての都道府県、政令市や先

進的な市町村では一人一台のパソコン配備が

なされてきており、通常の業務はもちろん、

今話題にしている政策立案に当たっての情報

交換（共有）や議論がいとも簡単に行えるよ

うになってきている。これを本当の意味でフ

ル活用できれば、我が国全体の行政効率はめ

ざましく向上し、地域の再生・活性化なども

飛躍的に進むことは間違いない。

しかし、このことは頭の中では分かってい

てもそう簡単にできるものではない。まず、

我々国家公務員がそういう心がけを持たなけ

ればいけないし、地方公務員もそういうこと

に臆
おく

することなく参加するという前向きな姿

勢が必要である。次に、そういうメンバーを

募り、つなぎ合わせるネットワークを構築し、

広げていく必要があるが、そのネットワーク

にもいろいろな形のものが必要になるだろう。

以前から私は、過去に地方から出向してき

て霞ヶ関で一緒に仕事をした仲間やかつての

地方勤務時代の仲間をそれぞれ別のML（メー

リングリスト）でつなぎ、情報交換や意見交

換ができるようにしている。また、自分と関

わりの深いところの地域おこしに関するML、

頑張る地方応援プログラムで派遣されている

総務省職員や関係者のＭＬ、民間の地域力創

造アドバイザーや関係者のＭＬ、地域再生マ

ネージャーの方が開設したＭＬ、自治大学校

校友会や自治研修協議会のＭＬなどにも積極

的に参加し、その地域や関係者の皆さんが抱

えている共通の課題について幅広い意見交換

が行われているのに対して、私なりに情報を

提供したり、意見を投稿したり、私のこれま

で培ってきた知識や経験から可能な範囲でア

ドバイスをしたりするように心がけている。

このような地道な活動を続けることにより、

やる気のある公務員同士や地域おこしに携わ

る仲間たちとのネット上の意見交換や政策論

議ができるようになるだけでなく、それを契

機として現実の地域おこし活動に参加したり、

オフ会での生の意見交換が実現したりするこ

とになる。

さらに最近では、このようなネットワーク

を全国ベースで幅広く構築するため、「地域に

飛び出す公務員ネットワーク」というＭＬ上

の組織を立ち上げ、思いを同じくする有志の

国家公務員、地方公務員200人以上がネット上

で政策論議を活発に行っている。公務員の地

域活動を助長するとともに、悩みや問題点を

共有し、問題解決のための知恵を出し合い、

さらに、このような関係の中から、無駄な情

報収集や陳情のための出張や地域の実情を無

視した予算措置などをなくし、国・地方を通

じた公務能率の抜本的向上を目指していくの

が私の夢である。

実は、このＭＬを立ち上げて始めて、これ
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と似たような取り組みを既に相当以前から自

発的に行っている地方公務員のグループ「自

治体職員有志の会」があり、活発な活動をし

ていることを知った。その枢要なメンバーから

グループの活動実態をお知らせいただくととも

に、その中の何人かには「地域に飛び出す公務

員ネットワーク」にも加入していただき、いろ

いろな形で情報交換をするなかで、我々の活動

に大きな刺激を与えてもらっている。

９　人材育成

今日、全世界規模で、昼も夜もなく地域間

競争が繰り広げられているが、それに打ち勝

ち生き残っていくためには、なんといっても

人材育成が重要であることは改めていうまで

もない。一方で、地方自治体は、財政状況が

厳しい折から定員削減などの行政改革につい

て懸命の取り組みをしており、ご苦労が多い

のも事実である。しかし、そのような中でも、

小泉元総理が所信表明演説で引用された「米

百俵」の例え話をもう一度想起し、現在、い

くら苦しい状況にあるからといって、安易に

人材育成にかかる経費や人員を削減するので

はなく、むしろ、職員定数を１割削減するな

らば、職員一人一人の生産性を１割以上向上

させなければならないという民間的発想に立っ

て、積極的に人材育成をすべきだと思う。最近

の自治大学校や市町村アカデミーなど中央研

修機関への派遣実績を見ると、特に市町村にお

いて、財政的に余裕のある団体からの派遣が多

いように感じられ、人材育成にかなりの格差が

生じているように思われる。私は、人材育成に

このような格差が生じると、将来の地域力の格

差拡大に一層の拍車をかけることになるのでは

ないかという大きな懸念を抱いている。

人材育成の重要性とそれに要する時間を考

えると、早急に地方自治体自身が人材育成に

関する理念を再点検し、教育研修のシステム

を拡充・強化する必要があると考えている。

システムの拡充・強化というと、すぐに予

算をふやせという意味だと誤解して、厳しい

財政状況や行財政改革の断行をしている中で

それはできないという方がいるが、システム

の拡充・強化というのは必ずしも予算をふや

せという意味ではなく、同じ予算を使っても、

いろんな知恵を出すことによって、効果的、

効率的な人材育成ができる余地があるという

ことを意味している。自治大学校や市町村ア

カデミーなどの中央研修機関、都道府県や市

町村の共同研修機関を積極的に活用したり、

そういうところで自前の講師陣を養成したり、

外部講師の方々をどういうふうに有機的に連

携づけながら使うかということを工夫するこ

とによっても、まだまだ相当の効果を上げら

れる余地があると思う。また、今までのよう

に、階層別の研修だけを営々とやりつづける

のではなくて、自分たちの求める人材像とい

うのはどういうものか、それに対して、どう

いう研修が必要かをはっきりさせる。職員の

皆さんも、将来、自分自身はどういう分野で、

どういう地位を占めながら、どんな仕事をや

っていきたいかということをはっきりさせて、

それに見合った研修に自主的に参加できるよ

うにする。さらに自主的な研究グループなど

を立ち上げて取り組むことなども効果を上げ

る一つの手法ではないかと思う。

苦しい時代だからこそ、そういうことを十

分に点検、検討し、人材育成システムの拡

充・強化に取り組んでいただく必要があるの

ではないかと考えている。

最後に、個々の地方公務員の方々の勉強し

今こそ、理想の公務員像の再構築を！
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たい、学びたいというモチベーションをどう

高めていくかということが重要であるという

ことを強調しておきたい。しかし、これにつ

いては教育公務員、警察職員、消防職員など

もすべて含めると約300万人の地方公務員がい

るわけであり、その個々人にどうやって語り

かけていくかということは、大変難しい問題

である。幸いに最近はインターネットという

手法もあるので、いろいろなメーリングリス

ト、ホームページなどを活用しながら、人材

育成の関係機関だけではなく、人材育成に携わ

る方々や職場の管理職の方々は個人的にでも学び

のモチベーションの掘り起こしをしていただきた

いと思う。

また、概して若い年齢層の公務員の方はや

る気があり、変化の激しい時代に、自分たち

がどうやって必要な知識や技術を得、どのよ

うに経験を積んで、住民のために頑張ってい

けるかということについて悩んでいる方も多

いように思う。そのような方々の気持ちを職

場で上司がきちんと受け止めて、どういう人

材を育てていかなければいけないかというこ

とを常に考え、計画的に人材育成に取り組ん

でいく必要があると考えている。

10 おわりに

公務員が誇りと自信を持って公務に励むこ

とができるようにするためには、皆がそのあ

り方の原点に立ち返りＡＢＣの精神を持って

行動し、国民や地域住民の信頼を地道に回復

していく努力をすることが一番であると思う。

私は、中学校、高等学校時代に何度も「我

が校の生徒としての矜恃
きょうじ

を持って行動しなさ

い。しかし、矜恃とはただ自慢したり、偉ぶっ

たりすることとは違う」と言われたことを良く

思い出す。まさに、公務員は、国家・国民の

ため、地方自治体・地域住民のために、国民

や地域住民からの大きな期待を背負って働い

ているという矜恃を持ちつつも、誤った権力

志向や権限をかざして偉ぶるといった態度に

陥ることなく、一国民・一住民としての謙虚

さをも合わせ持って公務にまい進すべきだろ

う。そのためには、自分の中に公務員として

の目線の他に、国民や地域住民としての目線

を持つことが重要だと思う。外部から自分た

ちを客観的に見る目、すなわち国民や地域住

民の目線で自分たちの仕事ぶりや普段の行動

を振り返って見る目を公務員全員が是非とも

養いたいものである。

椎川　忍

Homepage（ヤフー・ジオシティーズ）

http://heartland.geocities.jp/shiikawas/index.html

Blog（日本財団　公益事業コミュニティーサイト）

http://blog.canpan.info/shimanetottori/

地域密着型ブログ「じげ風呂」（NPO大山王国）

http://blog.zige.jp/tokyo-chuzai-nikki/

「地域に飛び出す公務員ネットワーク」代表

公務員よ、内にこもらず外へ向かって地域へ飛び出そう！

そして仲間のみんなと地域をおこそう！

（参加希望は、shiikawa-s@soumu.go.jp

又はk.shigetoku@soumu.go.jpまで）

NPO法人大山中海観光推進機構（大山王国）理事

http://www.daisenking.net<http://www.daisenking.net/>

現在、地方の元気再生事業の採択を得て、「大山パークウェイ

構想」（蒜山高原から美保関まで）を推進中！

http://parkway.daisenking.net/
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中央大学経済学部　特任助教

伊藤　章雄

公務員の品格

―動物園的怠惰からの脱却と成長する努力―

明治維新前なら、現在の公務員は武士である。

武士は「名こそ惜しけれ」という言葉を残した

ように物質的達成よりも名誉を大事にした。幕

府や藩を思い、教養を高め、弱いものにやさし

く、嘘を言わず、魂を売るようなこと、恥ずか

しいこと、さもしいことはしない、これが武士

の人生スタイルだった。

豊前中津藩の貧乏武士の子として生まれ、大

阪の緒方洪庵塾で洋学を習い、徳川幕府の通訳

係に雇われた福沢諭吉も、そのことでは筋金が

入っていた。彼は、慶応３年幕府の軍艦受け取

り委員に随行して、２回目の渡米をした。その

折５千両の資金を個人的にもっていき、慶応大

学の前身福沢塾で使う英文の書籍などを大量に

買い込んだ。

これを見た軍艦受け取り委員長で、勘定吟味

役の小野友五郎が幕府用にも書籍を買うように

命じた。小野は幕府も洋書を仕入れ、日本へ持

ち帰って高く売りさばいて儲けよう、と考えた

のだ。

しかし、諭吉は断った。

「原書の買い入れは大いによろしい。幕府が沢山

買い入れて心ある人々に原価で分けてやろうと

いうのであれば、ありがたい次第である。それ

なら良書を選んで値切るだけ値切って安く買い

付けよう。だが、政府たる幕府が安く仕入れた

本を高く売り、利益を得るという考えはいかが

なものであるか。そういうことなら私もあなた

から洋書仕入れの手数料を取る」と答えた。

当時幕府の財政は窮迫し、勘定奉行の配下に

「国益掛」という役職をつくり、通行税や開墾税

を新設したりしていた。小野がそういう役目を

担っていることを諭吉は知らないわけではなかっ

た。彼の小野への反論には伏線があった。アメリ

カへ出発する直前の横浜で、小野は宿に三井八

郎右衛門の手代を呼んだ。

「今、ドルの相場は高くなっているようだが、安

いときに仕入れたドルがあるだろう。拙者の銀

をその安いドルと取り替えてもらいたい」といっ

た。手代は平伏し、損を承知で安く手に入れたメ

キシコドルを持ってきた。このとき諭吉は、商

人を使って私腹を肥やす幕府役人の腐敗を見た

ような気がした。武士でありながらそういうさ

もしいことを平気でする精神を憎んだのである。

国民国家の精神がすでに福沢の中に大きく育っ

ていたのだ。

小野へのこの福沢諭吉の心の動きは、今の公

務員にも求められるものだ。というより行政を

担うものは全体の奉仕者でなければならない、

という公務員法の原点になっている。

現代国家は公務員が経済的利益を追求するこ

となく、住民一人ひとりの幸せを願って政策に

公務員の品格　 PART 2
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邁進できるよう税金徴収権を設定している。稼

ぐことを考えないですむという職業は、公務員

以外にはない。それだけ高貴な精神による国民、

住民への奉仕を期待しているのだ。

にもかかわらず、近年公務員世界では耳にし

たくない事件が相次いでいる。特に国の機関で

起こった不祥事は権力組織、官僚の体質から出

ている。たとえば、エイズ発症の危険を知りな

がら厚生労働省の官僚が非加熱血液製剤の販売

を黙認し続けた事件、あるいは農林水産省の狂

牛病発症の恐れのある輸入飼料の黙認、事故米

の不正転売・食品流用見逃し事件がある。いず

れも役人の意図的ないしは未必の故意、すなわ

ちある結果が発生することを知りつつ容認する

行為によってもたらされた国民の命への加害と

いっていい。

５千万件を超す年金事務のミスは、数十年に

わたる役人の怠惰や無責任によって国民の生存

権が脅かされた事件だ。さらには、むつ小川原

など山村へき地での工業団地開発や北海道の山

奥に通した高規格道路あるいは全国のリゾート

地のグリーンピアやかんぽの宿などの元気回復

施設の建設がある。これらはバラ色の夢を描い

て巨額の損失を国民に与えた政策判断ミス事例

といえる。しかしミスの責任は一度も問われて

いない。

また、懇談会等の答申を勝手に書き替える官

僚の不可解な行動がある。地方分権推進委員会

では地方への大幅な権限委譲のほかに、特に国

の地方出先組織の縮小と３万３千人の人員削減

の答申案をまとめた。ところがこの組織、人員

削減項目について「この部分は内閣に対応を求

めない」という一文が30分の休憩時間に官僚に

よって挿入された。気付いた委員が問いただす

と「前後の文の接続詞である」というとんでも

ない釈明をした。

数年前には、答申原文「農産物市場の開放を

図るために農家の自立をすすめる」を「農家の

自立を図るために農産物市場の開放をすすめる」

と役人が言葉を入れ替え、答申趣旨の骨抜きを

図った。自分たちに任せておけば万事うまくゆ

く。官僚は間違わない。いつも正しいという無

謬
びゅう

性神話、エリート主義が根強く生きている。

有識者や専門委員が、こういう官僚の牽
けん

強付会

な説明に引き下がってしまう。

以上述べたことは霞ヶ関の裏文化と言えよう。

キーワードにすると、悪意、無責任、怠惰、傲

慢、既得権の五語になる。これらの言葉は現代

官僚のメンタリティを集約的に表現している。

国におけるほど根深く悪質ではないが、地方

自治体にも似た裏文化が存在する。組織的には

補助金の不法流用や裏金づくり、決定や本音を

隠したアリバイづくりで行う事業説明ないしは

情報公開などがある。執務・住民対応的には形

式主義、不親切、先送りといったことが行われ

ている。

また、救急患者や生活保護申請の自治体間た

らいまわしがしばしばマスコミの批判を受ける。

法的には合法の体裁を装っているが、違法性の

疑いもある。「これは合法の名に隠れた役人の逆

作用」ないしは部分的には正しく全体的には誤

りにつながるいわゆる「合成の誤謬
びゅう

」と言うべ

き行政作用の矛盾のひとつである。

見えないところで巧妙な悪意を感じることも

ある。東京都の多摩地域のある市は、数年前家

庭生ごみ収集を有料化した。家庭ごとに生ごみ

を有料のゴミ袋に入れて門の前に出すしくみを

とった。おかげで、街の中が以前よりきれいに

なった。ごみ排出量も減ったという。ところが、

いつの間にか有料のゴミ袋が薄く破れやすくなっ

た。口いっぱい詰めて少し強く押すとふくらんだ

下側が破れる。やむなく二袋にわけて詰めるほ
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かなくなった。職員の労働軽減措置と袋のコス

トダウン、使用枚数の増加による増収を図った

としか思えない。これは民間でよくやる手だ。

値段を据え置き、内容量や体積を縮小する。三

人で食べられたケーキが二人分になったりする。

陰湿なごまかしである。民間がやってもいやな

のに行政がこの手を使った場合住民はいやな感

じ以上に品性のなり下がりを感じてしまう。

このほか筆者が公務員の品格という観点から

特に重視したいのは「動物園的怠惰」である。

動物園的怠惰とは、動物園の動物のような怠惰、

という意味だ。

野生動物は猿や象を除くと虎でもライオンで

も熊でも、終日檻の中でごろ寝している。愛く

るしい動作を見たい人々を前にパンダは食い散

らかした竹を敷いて寝ている。言って見れば檻

の中は、三食昼寝つきの身分保障された安全地

帯なのだ。食べて、寝て、鈍い動作で動き回れ

ば一日が過ぎてしまう。

これを「動物園的怠惰」と呼ぶ。自治体職場

に見られる例をあげると

① 骨の折れる面倒な仕事はいやだ。理由を作っ

て誰かに押しつけてしまおう

② 責任の重い仕事はやりたくない。いつも気楽

な仕事がいい

③ 住民と議論するより、住民の考えや要求を呑

んで処理したほうが楽だ

④ 今日の仕事は、今日やれるところまでやれば

よい。明日のことは明日やればいい

⑤ 法律、規則、マニュアルより前例、経験が大

事だ

⑥ 組織改革や事務処理方式の見直し、変更は困

る。今のままがいい

⑦ 管理職がいないときはだらだらやる

⑧ 仕事を一生懸命やっても給料が上がるわけで

はない。程々でいい

⑨ 就業時間終了以降は１分でもただ働きするの

は損である。課業終了時間の５分前には机の

上をきれいにし、帰宅に備える。

⑩ 休暇を取るのは職員の権利だ。仕事の繁閑に

関係なく自由に取る

これらについて説明は要らないだろう。念の

ため、③は住民会議や交渉現場で見かける光景

で、住民の権威や見識に簡単に妥協する。民間

が正しくて行政が無理を言っているというスタン

スで円満に収めようとする態度だ。公共の損失は

自分の痛みにならないという考えが裏にある。税

の無駄遣いを気にとめないこういうタイプの人

は、上司に対しても言いなりで、本当のところ

はどうなのだと上司が逆に不安になる。

⑤は、改革改善意識に乏しく、経験や独断で

新人や後輩をミスリードする。そのくせ先輩を

尊敬しろなどという。⑧は能力があるのに力を

出し惜しみし、私事でがぜん張り切る。

⑨、⑩は、公務員という職業を食うためとだ

け考えているサラリーマンタイプである。そも

そも公務員になる動機、出発点に問題がある。

上に挙げた10項目のうち二つ以上該当する人

は、動物園的怠惰、もしくは身分保障制度への

過度の寄りかかりによる怠惰メンタリティに沈

殿しているといえるだろう。

行政マンは一般企業とおなじ労働者と解釈さ

れているが、法理論どおりの労働者では決して

ない。公務員の使命には単なる労働プラスアル

ファが存在すると考えなければならない。いざ

となれば自分を捨てて住民の利益を守る武士の

ような高い精神が必要だ。

では、どういう公務員がいいのか。品格のあ

る公務員とはどういう人物像をいうのか。抽象

的には「全体の奉仕者として、最大多数の最大

幸福をめざして努力する人」、あるいは「私事を

公務員の品格
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特　集　「プライドは仕事のエネルギー！」

二の次に行政の執行を通して住民の利益を守る

人」といえる。

次の図を見ていただきたい。

これはよく知られたアメリカの行動科学者、

アブラハム・マズローの欲求五段階説だ。マズ

ローによれば人間が働く動機、欲求は階層をな

している。食べること、寝ることなど基礎的な

生理的欲求が先ずある。次には危険等から安全、

安心の確保された仕事、生活がしたいと願う欲

求。その次には人と仲良くしたい、友達をつく

りたいといった連帯、協力を求める社会的な欲

求。それが満たされると、次には自分の存在を

認めてもらいたい、尊敬もされたいという自負

心、自尊の欲求が育つ。それが満足水準に達す

ると、次には自分の能力や権威、影響力を行使

したい、という自己実現欲求が生まれる。

このように人が働くモチベーションには五段階

ある、というわけである。経済的な豊かさや個人

的事情によって異なるが、現代社会の多くの人は

自発的に目標を決め、積極的にその達成にチャレ

ンジする「自己実現型欲求」レベルにある。公務

員はその最たるものである。

だが、筆者は自己実現型のその上にもうひとつ

「他者実現型」をおく。（図参照）これが、先に公

務員の使命には「労働者プラスアルファ」が存在

すると述べた理由だ。法では労働者と位置づけら

れているとしても、「住民の利益を優先に」「住民

の喜びを自分の喜びに」という精神がなければ公

務員はつとまらない。この自己犠牲、利他精神は

公務世界の一人一人の感性というか、人間性から

生まれる。論理的にこうだからそうせよという理

詰めからは育たない性質を持っている。

論理的に説明できないことは法令に書けない。

であるから公務員法には法の平等適用を意味する

全体の奉仕者以上のことは書いてない。労働者プ

ラスアルファ概念は感性や人間性からにじみ出す

ように生まれるということである。平たく言えば、

人を思いやる態度から暖かくあふれ出る犠牲的感

性の持ち主が他者実現型人間だ。

感性の重要さは究極の理論ゲームというべき将

棋にもある。かつて七冠を制覇した羽生善治名人

は強さの秘密はどこにあるか。どういうふうに指

し手を決めるのかと問われた。手は一目で百手。

考えれば一千手以上見える。プロなら皆それがで

きる。しかし、有力な指し手が五手あったとする。

五手のいずれも正解であるが、その中でどれにす

るかを決めるのは感性だ、と答えた。

論理的学問の筆頭、数学も同じようだ。世界的

な数学者といわれる岡潔は日本の叡智といわれた

文芸評論家の小林秀雄と対談し、「数学がわから

ないとおっしゃるが、そんなことはない、数学も

文学と同じく情緒なのです。3 次、4 次元連立方程

マズローの欲求五段階説 
＊他者実現欲求は伊藤の追加（他者への貢献が満足度
最高、高貴な精神を表わす） 
＊生理的欲求、安全の欲求は経済人仮説、社会的欲求、
自我の欲求は社会人仮説、自己実現欲求は自己実現
人仮説に対応 

他者 
実現 
欲求 

自己実現欲求 

自我の欲求 

社会的欲求 

安全の欲求 

生理的欲求 
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公務員の品格

式には三つ、四つと答が出てきます。その中から

何を正答と決めるかは情緒です。」と述べていた。

このことからいえるのは政策の構築や統計分析

などは論理で行わなければならないが、意思決定

や政策決定は情緒能力、人の気持ちのわかる心で

行うのが望ましいということだ。

それが利他精神である。

ちなみに人間の能力は知能Intelligenceと情念

（感性）Emotionからなる。知能はパソコンでいう

論理を押し進めるハードウエアであり、情念は知

能に指令を出すソフトウエアにあたる。つまり知

能の働きをリードするのは情念である。知能が高

いだけでは計算や論理構成に優れるというだけに

すぎない。何をどういう方向でどのような形にま

とめるか、住民が満足し、喜び、かつ平等扱いに

反していないか、というぬくもりのある政策、施

策、事務事業執行の最終判断を行うのは、感性の

働きなのである。

知能は先天的に決まるという。感性は後天的に

育てることができる。グローバル化、情報化時代

の行政マンにとって大事なのは感性を豊かにする

ことである。

以下、どうしたら動物園的怠惰に陥らず、他者

実現型公務員になれるかの具体的方策を述べる。

第一は、筋道と誠実を通すことだ。

これは論理を通すとともに人間として守るべ

きモラルを通すということだ。その昔、東京都

には宮本さんという恐い庶務係長がいた。千葉

県の酒々井から通っていた。遅刻が大嫌いで朝

５ 時に起きて食事をし、トイレにも行って万端

ととのえて６時に家を出る。誰よりも早く出勤

して事務所の中を点検する。後輩たちが、出勤

後に洗面所で歯を磨いていると「歯磨き、トイ

レなどは家でやって来い」と叱った。「胸ポケッ

トに挿している鉛筆は役所のものじゃないか。

持ち帰っては駄目だぞ」「仕事がないのに残業

するな。帰れ」「職場で彼氏、彼女という顔を

するな」

ほとんどの同僚男女が叱られた。宮本さんに

駄目、といわれると管理職も引き下がった。「部

下の監督、指導が足りません。あなたの課には

おはようの挨拶もできないやつがいる」などと

注意された。

しかし、恐い一方「鬼仏の宮本さん」「酒々井

の家老」と皆から慕われ、絶大な人気があった。

筋を通し、曲がったことを見逃さない人格風景

が輝いていた。嘘、偏見、私心がなかった。徹

底して人のために尽くした。仕事の予算が不足

するとわかれば駆けずり回って取ってきてくれ

た。一人暮らしの職員が病気で休むと様子を見

に行って看病した。働くのは組織のため、皆の

ため、住民のため、が身についていた。

第二は、教養を積むことだ。

教養は行政マンの仕事の能力の源泉といえる。

教養とは知識と知恵である。知識は知恵をもた

らし、知恵はトラブル解決の発想や危機への対

応力をもたらす。このことを論理で説明すると

こうなる。

知識が広くなればあらゆる事柄に想像力が働

く。想像力が働くということは、いかなること

に対しても何が最適の選択になるか、見当がつ

くということである。それが知恵である。

知恵は戦略、機略、推察力の総称だ。トラブル

の解決策はマニュアルや法令に載っていない。戦

略、機略、推察力を駆使するほかない。

特に大事なのはとっさの知恵だ。危機管理で

は不可欠である。危機に際して瞬間的に出る知

恵は、ふだんの知識のたくわえから出てくるも

のである。知恵のない知識はあっても知識のな

い知恵はない。

では、どうしたら教養が積めるかである。３
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点挙げる。

①は本を読み、ボキャブラリー（言葉の集り、

あるいは言葉の数）を増やすことだ。ボキャブラ

リーは成長とともに増える。人間の成長の度合い

はボキャブラリーに比例する。ボキャブラリーが

増えると多様な価値観をもつ人間への理解度が深

まる。その許容量が人格の大きさである。本を読

むことにはプラスだけがあってマイナスがひとつ

もない。

②は好きなことに凝ることだ。たとえば何か

の収集である。江戸の茶器あるいは根付、切手、

消しゴム、植物の実、宝石、ポスター、キーホ

ルダーなどだ。できるだけ人間の手や、精神活

動から生み出されたものがよい。そこには製作

者や関係者の思いや歴史ないしは地理、風土が

込められている。それらを通して何かが見えだ

し、一つ収集品が増えるたびに視野がひろがる。

富士山に登るルートはいくつもあるが、頂上は

ひとつだ。全世界が見える。見えるということ

は認識、意識のひろがりを示し、想像力の拡張

につながる。

③は自分自身が何かのプレイヤーになること

だ。陶器をつくる。工作をする。絵を描く。楽

器を演奏する。本を書く。俳句や短歌、川柳を

つくる。自分でやれば、主体的に考え、行動す

るということの意味がわかってくる。人の苦労

も理解でき、世間に受け入れられるとはどうい

うことか、見当がついてくる。何より道具や頭

を使うことの感動や発見に快感が走る。そして

これが大事だが、まわりの反応に敏感な感性が

育つのだ。自分の情報発信が共感を呼んだか、

それともほとんど無意味だったか。反応に敏感

になるということは自分のしたことの責任をと

るということである。喚起された点を改めて次

の機会にはよりよいパフォーマンスをしようと

する態度だ。「耳を鋭く澄まし、つぶさに見つめ、

正しく受ける」人間になる。心の感度が上がり、

聞こえない声が聞こえるようにもなる。感度は

人間関係やコミュニケーション効率をよくする。

よい行政マンは耳と目がいい。

他者実現型公務員になるための第三のポイン

トは、自分の成長をつねにチェックすることだ。

これは自分による自分の評価である。5 年前、

あるいは去年の自分と今年の自分は何が変わっ

たか。ちゃんと進歩しているか、退歩してはい

ないか。もちろんただチェックするだけでは意

味がない。成長しよう、進歩しようという心が

けと具体的な目標、到達点を想定しなければな

らない。たとえば「一日一発見」「昨日と違うこ

とを必ずひとつは言う」「知らない、ノーという

言葉を言わないようにする」といった心がけで

ある。また、「都市とは何か考える」「言葉が人

の心を打つ力を発揮した事例を集める」といっ

たテーマでもかまわない。

筆者はかつて計画の仕事についた時「都市」

という言葉に実感が持てなかった。そこで「都

市とは何か」について明らかにしようと思った。

30数年かかってようやく都市イメージが自分の

中で熟し、人の前で語れるだけの定義をつくる

ことができた。あるいは松戸市が昭和44年に先

鞭（せんべん）をつけた「すぐやる課」だ。は

じめは役所は住民の小間使いまでしなければな

らないのかと反発した。しかし、行政の役割、

公務員の使命について長年考える中で、そのす

ばらしさがわかってきた。今では画期的な組織

だと尊敬さえしている。「すぐやる」は筆者の

フットワークの原点である。

公務員の品格は一日にしてならず、である。

成長しようという努力の継続だけがそれをなさ

しめる。
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Ⅰ　建築行政は劣悪な環境
｢こらお前ら、おれの土地の境界はどうなって

るんや。｣と怒号が今日も飛び交う。この人、も

う４年ぐらい毎日当市に通っている。以前、土

地取引の届け出※1の担当をしていたときも、｢今

日中にこれ処理せんかい｣と強要されて断った

ら、怖い２人組が役所に乗り込んできて暴行を

受け、もうちょっとで組事務所に連れて行かれそ

うになった。私が警察に告発すると上司に言って

も誰か来てくれるどころか、「問題になると困る

から止めてほしい」と懇願され、結局妥協してし

まった。今はとても後悔している。

その様な怖い人は随分減ったが、耐震偽装事

件※2後、頻繁に繰り返された建築基準法（以下

｢法｣という。）改正※3に伴う事務の膨大化や、昨

今の法の不整備による事件の調査及び対策に膨

大な時間と労力を費やさなければならない状態

が続き、法改正の内容の理解が不十分なままに

その対応に追われている。

建築行政は非常に高い専門性が求められ、長

年業務を行うことによって審査及び検査能力を

身につけることができる。特定行政庁の建築職

員は一般的に学校を卒業してから二級建築士※4資

格取得後、２年或いは４年の建築実務経験を経

て、さらに一級建築士※5資格試験を受験し、合格

した後建築行政経験を２年積んでようやく建築

基準適合判定資格者※6検定の受験資格を得る。

また、日本の建築行政が、諸外国と比較して

も膨大な事務量※7を抱えていることが示すよう

に、法第42条の道路台帳整備や許可基準の策定、

要綱取扱いから本来の条例制定移行事務、違反

是正の業務遂行など、日々の事務処理以外に着

手することは困難である。

それだけではなく、法及び関係法令が多岐に

渉ることから、特定行政庁の職種は建築主事※8を

筆頭に意匠担当、構造担当、設備担当が少なく

専門職公務員の奮闘記　 PART 3

大津市　建築主事

戸川　勝紀

専門職公務員の奮闘記

※1 国土利用計画法第23条第１項
※2 一級建築士が行った国土交通大臣認定構造計算ソフトウエアの計

算結果を改ざんした形での構造計算書の偽装を建物の建築確認・
検査を実施した行政および民間の指定確認検査機関が見抜けなか
った事件。

※3 建築基準法は平成18年に８回改正され、同法施行令及び同法施行
規則も数段階に分かれての施行が続いている。

※4 平成20年の合格率は22.6％
※5 平成20年の合格率は8.1％
※6 一級建築士合格後２年以上の建築行政実務を経験した後試験に合

格した者（建築基準法第５条）平成20年の合格率は26.6％

※7 アメリカの4.3倍、オーストラリアの3.9倍（大阪自治労連・建築関
係職場連絡会『耐震偽装問題に関わる要求･政策案』2006年６月）

※8 市街地建築物法の施行により建築監督主事と呼ばれる国の役人が、
国費で都道府県へ地方官となって赴任し、都道府県知事の権限外
におかれた。その後、建築基準法制定時に「建築主事」に名称が
変わったが、同じく知事の権限外であった。さらにマッカーサー
の指示により、市町村にも特定行政庁の設置が要求され、建築主
事を置くこととなり、これも市長の権限外に置かれた。現在は建
築基準適合判定資格者の中から知事又は市長に命じられる。（建
築基準法第４条）
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とも必要である。他に許認可、道路担当、違反

担当の職員も必要である。指定確認検査機関※9が

できることにより、特定行政庁の職員が減らさ

れると兼務が余儀なくされ、専門性を問われる

建築行政の審査能力の維持及び指定確認検査機

関への指導に手が回らなくなる。更に全国的に

ここ数年、四国の某業者から大量の情報公開請

求がきて、情報開示事務に膨大な時間を費やさ

なければならなくなった。加えて、当課には道

路位置指定※10及び建築計画概要書※11の図書一年

分の請求があり、より事務量が増えかなりの負

担となっている。

Ⅱ　劣悪な環境から抜け出るために
１　情報公開条例の改正及び手数料条例制定

手始めとして、大量の情報公開請求に時間を

費やさなければならないことから、第一に情報

公開条例を改正し、営利目的である大量の情報

公開請求を適用除外とした。同時にこれらの手

数料条例を制定することで厄介な情報公開の手

続きを経ずとも、図書の即時交付ができ、その

手数料で年間150万円近い増収にもつながった。

当課はこの２年間に、法関連の改正を前述の情

報公開適用除外の手数料制定を含めて６回行い、

事務量の削減につなげたばかりか、平成18年度

と比較して年間で3,300万円以上の増収見込みで

ある。

２　手数料収入を武器に情報の整理

建築行政は、公図※12と同じく調査及び整備が

できていないために、法上の道路一つをとって

みても調べるにも一苦労することが多い。窓口

での問い合わせは不動産関係がほとんどで市民

の財産に関することが多く、建築士、宅地建物

取引主任者等その道のプロが来庁するのである。

それ故、間違った回答やあいまいな答え方が市

民の不利益や安全侵害につながり、そこから訴

訟ともなれば命取りになるため情報の整理が必

要である。大津市も財政難であり多額の予算確

保は難しかったが、道路台帳整備※13をきっかけ

にして、この２年間で１億8,000万円の予算を勝

ち取ることができた。

当市には既に統合型GISがあり、昭和22年から

の航空写真等のオルソ化と建築確認等の情報を300

以上のレイアに構築し、同時に数々のデータベー

スと台帳の画像ファイルをGISの位置とリンクを

張ることにより、物件の検索後、位置図を示すと

ともに台帳及び図書の画像を庁内全てのパソコン

で閲覧ができるようにしてきた。これで建築の調

査に必要な情報を瞬時に示せることから、当課及

び庁内の事務量をかなり削減できる。

３　手数料収入を武器に専門知識の習得

建築主事に命じられているものの、実のとこ

ろ現状の事務量の中で複雑な構造計算を審査す

るには自信がない。現に、耐震偽装事件はここ

をついてきた。政令市を除き、特定行政庁の建

築職員の構造計算審査をあえて医療現場に例え

ると、患者を多数抱えている診療所の医師がそ

の合間に精密で時間のかかる脳外科手術を行っ

ている様な状況である。耐震偽装事件では指定

確認検査機関以外に政令市を含む21の特定行政

庁が、構造計算の偽装を見抜けず、新聞報道に

よると総額10億5,000万円の損害賠償を請求され

た。当課も専門に構造審査係を置けず、他との

兼務で行っている状況から人ごとではない。

※9 平成11年５月１日建築確認及び検査の民間開放を行った。（建築
基準法第77条の18）

※10 建築基準法第42条第１項第５号
※11 建築基準法施行規則第３号様式
※12 土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、一般に旧土地

台帳施行細則第２条の規定に基づく地図のことを指し、広義には
不動産登記法第14条第１項及び同条第４項の図面を包括した概念
である。

※13 建築基準法施行規則の改正（平成19年６月19日公布。平成20年４
月15日再改正。平成22年４月１日施行）
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よって、建築行政の信頼を取り戻すには、高度

な専門知識を有する職業人となる必要がある。現

在、大阪圏の構造計算適合性判定員※14の時給は１

万6,000円である。当課は職員課と財政課に何度も

掛け合い、予算要求、復活要求まで行い、大阪に

は及ばないが当市の弁護士相談料より高い単価で

週１回雇用することができた。構造計算適合性判

定員に建築確認審査の助言を得ることで、複雑な

構造計算を理解し審査能力を高め、耐震偽装事件

を繰り返すことがないようにできる。

Ⅲ　どんな状況でもプロ中のプロを目指す
建築主事は法及び法関係法令の基準に適合し

ていない場合には、知事や市長の命令に反して

も建築確認をしない権限を持つ。その裏返しに、

建築主事は、行政事件訴訟に及んだ場合、行政

庁の実質的な被告として訴訟遂行に当たらなけ

ればならず、一般行政職員ではあり得ないこと

であり、かなり精神的な負担となっている。ま

た、建築確認に関し国家賠償請求事件に巻き込

まれるという精神的負担も負っている。法規定

があいまいで判例が多岐に分かれ、道路の調査

等が不十分な状況にあるにもかかわらず、建築

主事個人に判断根拠を示すように迫られるため、

私は個人で１億1,000万円の公務員賠償責任保険

に加入している。建築主事と同様に違反を取り

締まる建築監視員※15も同様である。されど、ほ

とんどの特定行政庁では、建築主事にも建築監

視員にも資格手当や業務手当はなく、一般行政

職員と同じ給与である。

現実には、大きな責任と裁判の実質的な被告

となることを恐れていては、建築行政はこなせ

ない。建築確認は、本来市民の安全、健康、快

適を確保し、不動産としての価値も保証するも

のである。

故に私は、劣悪な環境であっても自らの力で

一歩一歩改善を図り、一級建築士の上位資格で

ある建築基準適合判定資格者及び設備設計一級

建築士※16となっただけでなく、今後構造設計一

級建築士※17を取得し、常に窓口に来るプロ達よ

りも高い水準で指導監督できるプロ中のプロを

めざしたい。

※14 大学等において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しく
は准教授の職にある者等（建築基準法に基づく指定資格検定機関
に関する省令第31条の６）

※15 建築行政に関して３年以上の実務経験がある者、建築士で建築行
政に関して１年以上の実務経験がある者などから特定行政庁から
命じられる。違反建築物に対する是正命令、仮の使用禁止命令や
使用制限命令、工事施工停止命令などを行う。（建築基準法第９
条の２）

※16 一級建築士として５年以上設備設計の業務に従事した後、国土
交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了
した者（建築士法第10条の２第２項（平成20年11月28日施行）

※17 一級建築士として５年以上構造設計の業務に従事した後、国土
交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習の課程を修了
した者（建築士法第10条の２第１項（平成20年11月28日施行））



松戸市議会基本条例は、条例策定の議論から

出発したわけではないことを初めに申し上げ

て、経過等について説明させていただきます。

発端は議員間の「地方分権が進展する中、

松戸市議会はこのままでよいのか」との議論

から、平成18年12月に各会派の議員からなる

「議会を考える懇話会」が構成されました。懇

話会では「地に足のついた改革を」という共

通認識の下に議会の活性化に向けた協議がな

され、平成19年11月に議長へ本市議会の改革

の骨格となる「今後の松戸市議会のあり方検

討報告書」が提出されました。

報告を受けた議長は、平成19年12月に議長

の諮問機関として「議会活性化委員会」を設

置し、懇話会からの検討書を基に協議がなさ

れ、平成20年６月定例会において、検討経過

を全議員に報告すると共に、本会議で委員長

報告を行い、市民、行政に発表しました。

検討の主な内容としては、①常任委員会での請

願・陳情提出者の発言及び委員間のフリートー

キングの実施。②市政の課題を常任委員会の所管

事務調査事項として、閉会中も継続的に検討

を進め意見集約された事案については、政策

提言として市民、行政に発信する。③議決事

件の拡大として基本計画を議決対象とするな

どです。

議決事件の拡大については、条例化が必要

となりますので、この段階で議会基本条例が

現実的な検討事項となりました。

条例の内容については、これまでの協議内

容を条例化するという基本的な考えから、条

例の前文に制定に至るまでの松戸市議会の決

意を記載し、第１章総則には、議会の基本的

な部分を規定しました。第２章議会機能の強

化、第５条常任委員会の活動については、特

に時間をかけて議論がなされ、その手法等に

ついては①、②のとおりです。第３章議会と

市長等との関係、第11条議決事件の拡大等に

ついては、執行される事務に関して監視・評

価や政策決定という議会本来の機能を強化す

るために、基本構想に係る基本計画を議決対

象とするなどを規定しました。第12条政策提

言については、議会として意見集約された市

政の課題等について、市長や市民に積極的に

発信していこうというものです。第４章市民

と議会との関係については、一層の情報公開

により議会活動を広く周知し、議会として市

民の声を聴く機会を設けるために規定しまし

た。第５章議会改革の継続、第16条に議会改

革の継続的な取組を規定し、第６章議会事務

局、第17条議会事務局の機能強化については、

改革を継続的に行うためには、議会事務局の

強化が必要になることから規定したものです。

以上が松戸市議会17条の憲法たる議会基本

条例ですが、前段でも申し上げましたが、議

員間の協議内容を条例化したことから、今後

の協議によっては、その都度改正されること

が考えられます。

詳しくは市議会HPをご覧下さい。

【 問い合わせ先 】蕁 047―366―7382
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■ファシリティマネジメント（ＦＭ）の定義

ファシリティマネジメント（以下、「FM」と

いう。）とは、土地・建物・設備といったファシ

リティを対象として、経営的な視点から設備投

資や管理運営を行うことにより、施設に係る経

費の最小化や施設効用の最大化を図ろうとする

手法（活動）のことをいいます。

■ファシリティマネジメントの必要性と推進

佐倉市が保有する建物は、平成19年度末現在

で約550棟（構造体別）、延べ床面積で約35万平

方メートル、平均築年数は約23年となっていま

す。平成28年度（2016年度）には、築後30年を

経過するものが全体の半数を超えるなど、施設

の老朽化が進み、その修繕・維持管理費等の増

加が、今後ますます財政運営に多大な影響を与

えることになります。

一方、これまでの施設保全は所管部課あるい

は施設ごとに管理されており、修繕についても

対症療法的な対応であったのが現実です。この

ようなことから、今後は一つの部門が横断的に

土地や建物を総括する視点を持ち、各所管は本

来の運営・管理を中心に行うなど、公共施設の

事業運営管理と施設維持管理が効率的に機能し

合う体制を構築することが必要です。

佐倉市では、平成20年度から組織再編を行い、

ファシリティに関する部門である、管財、営繕、

FMが一つの課として編成されました。そして、

年度当初から、経営戦略を講じるために非常に

重要となるファシリティ情報の一元化及び共有

化作業を開始しました。

また、「佐倉市ファシリティマネジメント推進

基本方針」を策定し、FMを効果的に推進するた

めの、具体的な実施方策を策定しました。

また、データ整理と併せて、そのデータから

見えてくる、例えば光熱水費の実績による施設

間差を分析し、職員による光熱水費の削減（イン

ハウスエスコ）を実施しています。

行政において、FMへの取り組みは、まだまだ

初期的段階にありますが、遂行のキーワードは、

「組織の横串」と「データの見える化」にありま

す。最小の経費で最大の効果を発揮するため、

ファシリティについて、その不整合（ムダ・ム

リ・ムラ）を解消し最適化するとともに、十分

利活用されていないファシリティを有効活用す

ることによって、経営効率を高め、財政状況の

改善を図って行くことが重要であると考えます。

【問い合わせ先】蕁 043―484―0942
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袖ケ浦市には、中央図書館をはじめとする図書

館３館と公民館図書室２室の計５つの読書施設が

あります。当館では子どもたちにおはなしの面白

さ、知識を得ることの喜びなどを知ってもらい、

大人になっても読書と図書館に親しんでもらいた

いとの思いをこめて、子どもたちと保護者に対す

るサービスを行っています。平成20年４月にそれ

らの活動に対し、子どもの読書活動優秀実践図書

館として文部科学大臣表彰をいただきました。

１．図書館でのサービス

おはなしの面白さを知ってもらうために、年齢ご

との４種類のおはなし会をはじめ、学校の夏休み期

間中などには、これらのおはなし会を同日に行い、

イベントとして開催しています。また、保護者をは

じめとする地域の方たちに、子どもの本や読書につ

いての理解を深めてもらい子どもたちの読書環境を

整えるために、児童文学者などを招いての講演会

「子どもの本の講座」を隔年開催しています。

また、子どもたちの中には様々な事情で来館で

きない子どもも多くいます。そのような子どもた

ちにもおはなしの面白さを知ってもらうため、市

内の幼稚園、保育所、小中学校、特別支援学校等

でも出張おはなし会を行っています。平成20年度

は12月までに、21カ所で延べ254回6,788人の子ど

もたちがおはなし会に参加しました。

このように数多くのおはなし会を開催するに

は、ボランティアの協力が不可欠であり、当館

では平成７年度より不定期ではありますが「お

はなし会ボランティア講座」を開催しボランティ

アの養成を行い、現在29名に活動していただい

ています。

２．学校図書館との連携

公共図書館と学校図書館の蔵書の有効活用を図

るため、教育委員会学校教育課を所管として「図

書流通システム」が平成 7 年度より市内小学校２

校を対象に試行的に始まりました。現在は市内全

ての小中学校と公立幼稚園に対象が拡大され、週

１回水曜日に各校を往復巡回する方式で運営され、

図書館の図書を始め、博物館資料など様々な「資

料」が運搬され子どもたちに利用されています。

図書館は年間１万冊以上の図書を貸出していま

す。子どもたちや先生が授業で使用したり、調べ

学習に利用するために、必要な資料の内容がメー

ルで依頼され、図書館はその内容にかなった図書

を送ります。図書館としては、本を利用する児童

生徒の理解度に沿うよう本を選び提供することを

心がけています。

このシステムが始まったことで、子どもたちの

身近に本がある環境ができ、学校図書館や本を積

極的に利用するようになったと、学校現場から聞

いています。

今後も図書館として、学校側の要求にこたえら

れるよう、資料の充実に努めていきたいと考えて

います。

【問い合わせ先】（中央図書館）蕁 0438―63―4646

（学校教育課）蕁 0438―62―2111

（内）516
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地域情報

袖ケ浦市

中央図書館

子ども読書の街

そでがうら
―図書館での試み―



愛知県の南、渥美半島に位置する田原市は、人口

約６万人。風光明媚な海と山に囲まれ、豊かな自然

環境に恵まれながら、農業・工業・商業のバランス

がとれた産業都市です。

環境と共生する豊かで持続可能な地域づくりを目

指して、平成16年より「たはらエコ・ガーデン

シティ構想」を推進しています。今ある地域資

源を活用し、温室効果ガス排出量を削減するた

め「菜の花エコ」「エコ・エネルギー導入」など、

７つのプロジェクトの実現を目指しています。

そんな中、新たに平成20年８月からレンタサイ

クル事業を開始しました。これは自動車の保有台

数が世帯あたり約３台と多い本市にあって、省エ

ネルギー型のまちづくりを進めるため、公共交通

機関や駐車場との連携を図り、コンパクトシティ

の実現を目指し事業を開始したものです。

実施にあたっては、平成19年８月から３カ月

間、社会実験を行い、利用者のニーズや利用形

態等の検討を行いました。結果３カ月間で延べ

300人の利用があり、「気軽に利用ができる」「レン

タサイクルがあったほうがよい」といった、事業継

続への意見を基に本格実施にこぎつけました。

レンタサイクルステーションは、市街地の商業施

設や駅、公共施設等５カ所に設置。自転車は一度廃

棄された自転車をリサイクルしたものです。ひと目

でレンタサイクルと判断できるよう、前カゴとタイ

ヤにプレートを設置しました。これは周囲への啓発

効果を狙ったものです。利用時間を延長したり、一

部乗り捨てができるようにするなど、社会実験時の

要望を受けてより市民の方が利用しやすいよう工夫

をしました。

結果、開始から５カ月経った12月末時点での

利用者数は535件。月あたりの利用件数は社会実

験時から120％の増となりました。市内の方だけ

でなく電車などを利用する市外の方々にも利用

をいただき、観光や買物、仕事の足として好評

をいただいています。

本市のレンタサイクル事業をはじめとする自

転車利用促進策はまだ十分とはいえません。安

全な自転車道の確保、駐輪場所や利用時間の拡

大、自転車運転マナーの向上など一層の検討を

進めるとともに、都市機能を充実させ、徒歩や

自転車で暮らせるスロームーブなまちづくりを

今後も推進し、持続可能な社会の実現に寄与し

たいと考えています。

【問い合わせ先】蕁 0531―23―7401
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愛知県田原市

環境部エコエネ推進室

田原市
レンタサイクル事業

県外情報

市民の足として活躍中（レンタサイクル自転車）

内　容 社会実験時 

利用 
時間 

対象者 

その他 

・自転車はリサイクル自転車 
　を使用（廃棄自転車を修繕） 

・リサイクル 
　自転車 
・借りた場所へ 
　返却 

・一部乗り捨てを実施 

料金 

午前9時から午後7時 
（貸出は午後5時まで） 

午前9時から 
午後5時 
 

中学生以上 高校生以上 
無料 無料 
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○事案の概要
Ｙ自治会は強制加入団体ではないが、対象区域内の全世帯の約88.6パーセント、939世帯が加入する地縁団体であり、

その活動は、市等の公共機関からの配布物の配布、災害時等の協力、清掃、防犯、文化等の各種行事、集会場の提供
等、多岐にわたっていた。

Ｙ自治会は、各会からの募金や寄付金の協力要請を受けて、毎年地区の班長あるいは組長が各会員の世帯を訪問し
て集金をしていたが、協力を断る会員がいたり、留守の会員も多いなどしたために、班長や組長の負担になっていた。

そこで、こうした負担を軽減するために、自治会で会費に上乗せして徴収する方法をとることとして、定期総会で
紆余（うよ）曲折の議論を経た末に会費増額決議があった。具体的には、これまでの会費に2,000円を上乗せして自治
会員から徴収することとして、この分については他の会費とは別に管理し、地元小中学校の後援会、赤い羽根、緑の
羽根等の寄付金や募金に充てることとした。

そして、会費増額に反対して支払いを拒否する会員には、自治会離脱届の提出を求めることとし、同時に募金や寄
付金の集金をとりやめた。

そして、自治会から離脱した構成員に対しては、①市等からの配布物を配布しない、②災害、不幸などがあった場
合、協力は一切しない、③今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないとの対応を
とることとした。

会員であったＸらは、定期総会でなされた上記の会費増額決議の無効確認等を求めて提訴した。第一審は原告ら
（会員であったXら）の請求を棄却。

○判決の要旨
第一審判決を取り消し、Ｘらの請求を認容。
1 募金及び寄付金は、その性格からして、本来これを受け取る団体等や使途いかんを問わず、全て任意に行われる
べきものであり、何人もこれを強制されるべきものではない。募金及び寄付金に応じるかどうか、どのような団体
等又は使途について応じるかは、各人の属性、社会的･経済的状況等を踏まえた思想、信条に大きく左右されるも
のであり、仮にこれを受ける団体等が公共的なものであっても、これに応じない会員がいることは当然考えられる
から、会員の募金及び寄付金に対する態度、決定は十分尊重されなければならない。

自治会における募金や寄付金の徴収方法について

（Ａ子）来年度から自宅のある地区の自治会役員をやることになったんです。それが結構大変そうなんですよね。
（Ｂ夫）最近はマンションができたり、共稼ぎの家庭が増えたりして、自治会の活動への協力も求めにくくなっ

てきているみたいだし、核家族化やインターネットの普及で、近所付き合いが希薄化しているのも一因か
もしれないね。

（Ａ子）自治会活動の一環として、構成世帯からの募金集めがあるんですけど、
これがまた大変なようなんです。何かいい方法はないでしょうか。

（Ｂ夫）最近、自治会の募金や寄付金の徴収に関する裁判例（大阪高裁平19.8.24・
判例時報1992号72頁）があったようなので、まず事案と判決の内容を見てみ
ようか。

伊藤綜合法律事務所　弁護士　伊藤　義文

自治会費への募金等上乗せ訴訟
（大阪高等裁判所　平成19年8月24日判決）



自治判例情報
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2 思想、信条の自由について規定する憲法19条は、私人間の問題に当然適用されるものとは解されないが、事実上
の強制の態様等からして、これが社会的に許容される限度を超えるときは、思想、信条の自由を侵害するものとし
て民法90条の公序良俗違反としてその効力を否定される場合がありうる。

3 自治会は、強制加入団体ではないものの、構成世帯や活動内容からみて地域住民が日常生活を送る上において欠
かせない存在であり、（事案の概要）①ないし③にある措置を決定していることからすると、会員の脱退の自由は
事実上制限されている。

4 定期総会に基づき募金及び寄付金を一律に会費として徴収するときは、これが会員の義務とされていることから、
この会費を納付しなければ強制的に履行させられたり、自治会からの脱退を余儀なくされる恐れがあり、これは会
費の納付を保留扱いとしていても変わらない。

5 上記１、３、４の事実からすると、定期総会の決議による募金あるいは寄付金の強制は、社会的に許容される限
度を超えており、会員の思想、信条の自由を侵害するものとして公序良俗に違反し無効である。

（Ｂ夫）この判決は、最高裁判所でも維持されて、平成20年４月３日に自治会側の上告を棄却する決定が出ているんだ。
（Ａ子）この判決は、募金だけではなく小中学校への寄付金についても同じように扱っているけれど、学校への

寄付金については政治的な意味合いも薄いし、思想や信条の問題にはならないのではないですか。
（Ｂ夫）判決は、学校への後援会費等であっても、会員の子弟が通学しているかどうかによって、協力の有無あ

るいは程度が異なることを理由に、募金と同様に任意に行われるべきものと考えているようだね。これを
強制する結果となる点に信条の自由の侵害があると判断しているようだ。

（Ａ子）ところで、判決の中で憲法19条と民法90条について述べている部分があるのですが、具体的にはどうい
う意味なんですか。

（Ｂ夫）憲法19条は、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と規定しているのだけれど、これは、
国家権力が私人の思想・良心を侵害してはならないということを規定していると解釈されている。もとも
と憲法は、基本的に国家権力を規制することを目的としているものだからね。

ところが、今回問題とされた自治会は、もとはといえば地域の私的団体すなわち私人だから、国家権力
とはいえない。そうすると、自治会と会員との間に憲法19条を直接適用することはできないから、私的団
体と私人の間を規整する一般的な法律である民法90条の「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的と
する法律行為は、無効とする。」という規定が適用されるとしたんだ。

裁判所は、この民法規定にいう「公の秩序」の中に、「私人は、他の私人の思想・良心を不当に侵害す
るような法律行為をしてはならない。」というルールがあると考えて、憲法規定ではなく民法規定を適用
して自治会の決議という法律行為の有効性を判断したんだ。

（Ａ子）でも、私的な団体であっても通常は何らかの目的を持って形成されているものだから、団体の目的と
構成員の思想や信条が一致しない場合、団体は常に構成員の思想・信条を侵害する恐れがあるのではな
いのですか。

（Ｂ夫）確かにそのとおり。それゆえ裁判所は、団体の性質や、加入強制あるいは脱退の自由の有無、問題とな
る法律行為等の性質などを認定して、構成員の思想や信条の制約が社会的に許容される限度を超えている
場合に無効としている。今回の事例も、加入が強制されていないとはいえ、地域生活を営む上で脱退が難
しいこと、募金や寄付金を行うという行為の性質なんかが重要視されている
ようだね。

（Ａ子）ただ、今回の判決によって、自治会役員の負担を軽減する選択肢が減って
しまい、先ほどおっしゃっていた現在の実情にかならずしもそぐわないので
はないですか。

（Ｂ夫）確かにそうだね。こうした判断が出ると、募金や寄付金を自治会で集める
という方法そのもの、あるいはこれを自治会が行うとして役員に戸別訪問を
してもらうことなんかの適切さが問われることになるかもしれないね。
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改正の概要

国民健康保険料を滞納し、無保険状態となっている世帯においても、子どもが必要な医療を受けることが

できるよう、中学生以下の子どもには無条件で短期の保険証を交付することを市町村に義務付ける改正国民

健康保険法が、平成21年４月１日より施行されます。子ども向けの保険証は、有効期限が６カ月の短期保険

証で、期限が切れれば新しい短期保険証が発行されます。このように有効期限が短期に設定されたのは、更

新期限ごとに世帯主の保険料納付が可能になったかを確認することにより、保険料滞納の助長を防ぐためで

す。また、今回の改正で保険料の滞納が助長されることのないよう、滞納者からの保険料徴収を確保するた

めの「必要な措置」を市町村が講じることも併せて定められました。

改正の経緯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現行法では、世帯主が１年以上保険料を滞納した場合、保険証を返還してもらい、代わりに資格証明書を交

付することになっています。そして、この資格証明書で医療機関にかかるときには、後日市町村へ申請するこ

とにより患者負担分を除いた保険給付分（ 7 割）が払い戻される仕組みになっているものの、窓口で一旦医療

費を全額自己負担することになります。そのため、このような経済的負担を理由に、必要な医療を受けること

のできない子どもの増加という問題を生じていました。

以上のような状況に対処するため、法改正前においても、運営主体である市町村によっては、無保険の子ど

もに対する救済措置を採る場合もあり、市町村により対応が異なっていました。これに対して厚生労働省は、

国民健康保険法における「世帯単位の原則」を強調し、子どもだけを対象とした一律救済には反対していまし

た。そのような中で、住民福祉をじかに担う地方自治体からの法制度化を求める動きを受けて実現した今回の

改正は、無保険の子どもに対する救済措置が法的な裏付けを得たことになり、地方自治体からは改正を評価す

る声も挙がっています。また、法改正を受けて、無保険の子どもの早期救済のため、前倒しで短期保険証の交

付をする市町村もでてきています。

今後の課題

法改正により無保険の子どもの救済は可能となりましたが、本改正により増加する救済費用についての国か

ら自治体への財政措置は見送られており、財政状況の厳しい自治体にとって、財政措置は今後早期に解決され

ることが強く望まれる課題であるといえるでしょう。

また、本改正により、各市町村は、滞納者からの保険料徴収を確保するための「必要な措置」を講じなけれ

ばならないとされたことから、より効果的な対策の実現が求められるところです。

国民健康保険法の改正について
―保険料滞納世帯の子どもに短期保険証を交付―

愛知大学法学部　助教　山本　未来
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■就寝前の儀式

『パパー、えほんとぶ～らんやって！』と、

せがまれるのが我が家の毎晩のお決まりとなっ

ています。えほん、とは絵本の読み聞かせをす

ることで、ぶ～らん、とは子どもが乗ったバス

タオルの両端を持ってハンモックのように揺ら

して遊んであげることです。我が家には 5 歳と

３歳の姉妹がいますが、絵本の読み聞かせは上

の子が６カ月の頃から、タオルでのハンモック

遊びもかれこれ３、４年くらい続けています。絵

本の読み聞かせについては、３年前まで図書館司

書として働いていたので、自分のウデを生かしつ

つ磨きつつ始めたのですが、ハンモック遊びは、

眠くなった上の子をあやすつもりでやってあげた

のがキッカケでした。当時10キロにも満たない

子が乗ったバスタオルを持ち上げるのは容易で

したので、10回ずつ揺らすのを交替で３度ずつ

くらい軽～くやってあげていたのが、今では２

人とも15～17キロ前後となり１回ずつに、さら

に自分も疲れているときは、揺らすリズムはそ

のままに、『ブ～ラン、ブ～ラン』と口ずさむ

リズムを早口にして揺らす回数をごまかしたり

（笑）、持ち上げたタオルをねじって、ヘリコプ

ターのようにクルクル回転させたりしてセーブ

することもあります（そばで見ている妻は、私

の体力を心配してか（ ! ? )、子どもが女の子だか

らか『いつまで続くのかしらね～』と、冷やか

してきます）。

■子どもを泣かせる大人って。。。

もちろん、残業が長引いたり、飲み会などで

子どもが寝る前までに帰れないこともありま

す。特に楽しみにしている上の子は、残念で泣

き寝入りすることもあるようで、そのことを後

で妻から聞かされるとチョッと切なくなること

も。。。そんなエピソードに自分の思いを加えた

モノを、たまたま目に留まった八都県市主催の

ワークライフバランス（仕事と家庭生活の調和）

実践アイデアの募集記事に応募してみたとこ

ろ、優秀賞をいただきました。

■ムリなく出来るのがイイ！

後日、同じ父親である知人や同僚に、受賞の理

由となった先述の実践事例を打ち明けると、『そ

んなのオレもやってるよ！』なんて言われますし、

自分自身特別なことをしているつもりは全くあり

ません。ただ、どんな形にしろ、子どもにとって

毎日１つでも確実な楽しみがあることは大切なこ

とだと思いますし、私にとっても、それを義務的

に行うのではなく、自分も一緒に楽しんで実践す

るよう心がけていることで、うまく生活のリズム

が生まれているのかな？と思います。

■“小確幸(しょうかっこう)”の探究

仕事においても、窓口業務のある部署に配属

されてきた経験からすれば、たとえさ細な事象

であろうと、気づき、感じる、といった感性を

研ぎ澄まして、冷静に前向きな気持ちで市民と

接することが大切だと思います。そうすれば、

大なり小なり充実感や達成感を感じられる場面

が多くなるのではないでしょうか。

「仕事と家庭生活の調和」で
優秀賞

佐倉市 菅原　英雄
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改革はトップダウンでないとできないのか？
自治体規模が大きくなると改革は難しいのか？
そう考えてあきらめかけている職員も多いので
はないだろうか。そんなあなたに大きなヒント
を与えてくれるのが本書である。

本書の舞台は人口約380万人の静岡県。この運
動を始めたのは平成10年、それ以降９万件を超
える改革案が出され、実行されていることはま
だまだ知られていない。

本書はその改革が始まった経緯、現在まで成
果を挙げ続けた理由を具体的事例を豊富に取り
上げながら説明している。現場のちょっとした
疑問から生まれた、どの自治体においても明日
から実行できる簡単な改革から、発想の転換に
よって生まれたユニークな改革まで、背景や目
的、効果について実際の業務の様子を写真やフ
ローチャートを用いながら、わかりやすく簡潔
にまとめられている。項目をパラパラめくるだ
けでも楽しい本である。

自らの提案した改革が実行され、それが目に
見える形で変わっていく、そして共有化される。
改革が楽しいからこそ、この運動が継続してい
ることを本書を読めば実感できるであろう。

職員のやる気を引き出す意識改革は急務であ
る。職員提案制度が形骸化している自治体、あ
るいはこれから実施、充実させていこうとする
自治体にお勧めの一冊である。ぜひ手に取って
一読してみる価値はある。

『県庁を変えた
「ひとり１改革運動」』
（みんなで改革・大きな成果）

大坪檀・北大路信郷[監修]
静岡県・財団法人静岡総合

研究機構［編著］
（時事通信社　刊）

意見の広場

テーマ：やってみたい仕事（行政編）

私は農業関係の仕事に就いてから、もうすぐ丸 2 年を迎
えようとしています。戸惑いながら、面白みと新鮮さを感
じた１年目。２年目はやるべきことが見え、勤続20年を越
えた職員らしい実績を残したいと思っています。市町村で
働く我々は、定例的な事務を確実かつ迅速に処理するのが
最も大切ではありますが、少し工夫を凝らして（例えば、
新たな補助制度を導入するなど）、農業者を励ますことの
できる仕事ができたらいいな、と考えています。

【横芝光町】

将来の夢は何ですか？小学生の頃に担任の先生から聞
かれた時、プロ野球選手、お医者さん、芸能人！みんな
夢と希望に満ちあふれていたものです。公務員や政治家
になりたいと答える子はいなかったと思います。その後
の就職活動を経て気付くと公務員になり、家庭を持ち、
自分の子どもが小学生です。希望どおりの仕事に就いた
人はどのくらいいるのでしょうか。しかし、一番大切な
のは仕事環境ではなく自分自身の中にある情熱と努力だ
と思います。 【S市　H.U 38歳】

現在、職員研修業務を担当していて、職員の「やる気」
を引き出して行くことが大命題となっているが、人件
費・人員削減を行う中、なかなか成果が表れない。

とは言え、この仕事にやりがいを感じていて、続けて
行きたいが、「他に何か」と考えると、その技量が備わっ
ているかは別として、企業誘致や産業振興など、まちが
元気になるような、どちらかといえば「公務員らしくな
い」仕事にチャレンジしてみたいと、新春のお笑い番組
を見ながら考えた。 【匿名】

2010年に行われる、ゆめ半島千葉国体の実行委員会の仕
事をしてみたいと思います。なぜならば、スポーツ振興を
通して、全国の選手との交流を持つことができ、本市の文
化・観光等を全国に発信することにもなるからです。

これから、すべての市民が千葉国体に向けて一致団結
できるよう、大会周知イベントを盛り上げてみたいと思
います。 【匿名】

お薦めの 1 冊

●推薦：木内　寛之（八千代市）
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