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加計学園岡山理科大学獣医学部新設を巡って連日報道されている。しかし獣医学教育のあり方、そして公務員

獣医師不足解決に向けた本質に関わる報道はほとんどみられない。本レポートでは獣医師の仕事、日本の獣医学

教育の問題点について報告し、公務員獣医師の現況と定員確保に向けた各県の取り組み状況についても紹介す

る。

 

獣医学部新設は公務員獣医師確保対策となるか 

 
北海道本部／全道庁労連・家畜保健衛生所連絡会議

 

1. はじめに 

加計学園岡山理科大学獣医学部新設を巡って官邸、首相秘書官、文部科学省、農林水産省、愛媛県、今治市、加

計学園、そして安倍首相本人を巻き込んだ騒動が連日報道されており、「総理のご意向」「官邸の最高レベルが

言っている」「総理は自分の口からは言えないから自分が代わって言う」「本件は首相案件」「国政の私物化」

「首相と理事長の面会話は虚偽」等の記事が新聞紙面に踊っている。しかし獣医学教育のあり方、そして公務員獣

医師不足解決に向けた本質に関わる報道はほとんどみられない。そこで本レポートでは獣医師の仕事、日本の獣医

学教育の問題点について報告し、公務員獣医師の現況と定員確保に向けた各県の取り組み状況についても紹介する。 

 

2. 獣医師の仕事 

  獣医師の仕事は動物の病気の予防と治療、すなわち街の動物病院で犬や猫の小動物を診療する動物のお医者さ

んをイメージする人は多いが、獣医師が他にどのような仕事に従事しているかはあまり知られていない。 

家畜の健康を守る、食品衛生・公衆衛生・環境衛生をとおして人の健康を守る、食品の抜き取り検査も実施す

る、これらの業務は都道府県や特定の市町村に勤務する公務員獣医師が担っている。研究職でも獣医師が活躍し

ており、製薬・創薬も獣医師の活躍分野である。創薬で必要な実験動物をきちんと扱えるのは専門教育を受けた

獣医師だけである。
 

地球的課題としての食料・環境問題に対する上で、生態系の保全とともに、感染症の防御、食料の安定供給な

どの課題解決に向け「動物と人の健康は一つと捉え、これが地球環境の保全に、また、安全・安心な社会の実現

につながる」との概念（One World―One health）が提唱され、人と動物が共存して生きる社会をめざすことが

求められている。獣医師は動物に関する保健衛生の向上、食の安全性確保、感染症の防御、動物疾病の診断・治

療、野生動物保護管理、動物福祉の増進に寄与するなど、幅広い責務を担っている。 

 

3. 日本の獣医学教育と問題点 

日本では明治政府が真っ先に獣医学校を設置した。帝国陸軍の軍馬のための獣医師養成が目的で、それをバッ

クアップする畜産のためでもあった。戦後、獣医師は満州から引き上げて来たが馬は満州に置き去りにされ、獣

医師への需要はなかった。戦後の焼け野原で野良犬、野良猫を動物病院にかける人はいなかった。  

戦後、日本に進駐してきたGHQは日本の獣医学教育を4年制から6年制にしようとしたが、日本政府は獣医師が

人の健康に関わっているとの認識がなく、6年制を採用しなかった。約30年後の1978年入学者からようやく積み

上げ方式6年制（学部4年＋大学院修士課程2年）となり、1983年入学者からは医学部・歯学部と同じ学部一貫6年

制に移行した。なお、薬学部が学部一貫6年制となったのは2006年入学者からである。 

  獣医学教育の対象は幅広い。医学と同じく基礎分野と臨床分野を学び、対象動物は医学では人のみだが、獣医

学では犬・猫～牛・馬・豚・羊～魚、ミツバチまでと広範囲に及ぶ。教育には医学部と同じ規模の設備が必要で

ある。全国には獣医師養成課程のある大学は新設の岡山理科大学獣医学部を含めて17大学ある。国立9校、公立1

校、私立6校、１学年の定員は国公立大学では30～40人、私立大学は80～120人（岡山理科大学140人：うち20人

は留学生枠）である。 

  GHQの教育改革では地方の小さな獣医学部を統合して大きな学部にしようとしたが、各大学、国、自治体がそ
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の必要性を認識しなかったため、小さな獣医学部が全国にばらまかれたままとなってしまった。世界標準では医

学と同じサイズの設備・教官が必要とされており、学生1人でも70人以上の教官が必要である。70人の教官が120

人の学生を教育する、私立大学のレベルが世界では普通である。国立大学では国の大学改革による予算縮減の影

響も有り、時代に合わない、教官数も学生数も小さすぎる欠陥だらけの教育環境が何十年も続いてきた。国立大

学を数校に集約すれば効率のよい教育ができるので統廃合をめざしているが、各県の知事は自分の県に大学が残

らなければ反対である、そこで仕方なく大学間の協力体制（共同教育課程：獣医学部）を先行実施して教育の充

実を図っているのが現状である。北大と帯広畜産大学など8つの国立大学が4つのグループを作り変則的に共同教

育課程（獣医学部）を設置している。最終的には国立大学を数校に統廃合して、定員60～120人、教官72人以上

の国際標準の獣医学部創設をめざしており、現在はその過渡期である。 

 

4. 獣医師の就職状況 

  農林水産省では毎年、新人獣医師の就職状況を調査しており、過去6年間の就職状況は表１のとおりである。

大学の獣医学部を卒業すると半数近くが小動物臨床分野に就職しており、都道府県の公務員獣医師となったのは

112人（2016.3卒）～153人(2015.3卒)と卒業者の11.0%～14.9%にすぎず、近年この傾向に大きな変動はない。
 

 

表1 獣医関係大学卒業者就職状況 

所属 分野 2012.3卒 2013.3卒 2014.3卒 2015.3卒 2016.3卒 2017.3卒

国 全分野 13 15 15 24 26 20

都道 

府県 

農林畜産 73 46 67 85 65 93

公衆衛生 54 51 61 63 43 34

その他 22 21 2 5 4 14

市町村 

農林畜産 3 0 3 5 7 1

公衆衛生 34 23 19 21 20 12

その他 4 6 3 1 4 7

  愛玩動物 461 476 457 408 429 445

他 会社・農協・学校等 412 421 407 415 423 435

計   1,076 1,059 1,034 1,027 1,021 1,061

農林水産省家畜衛生週報より抜粋 
    

すでに2007年5月に農林水産省が公表した｢獣医師の需給に関する検討会報告書｣で、小動物臨床獣医師は十分

充足、大動物臨床獣医師・公務員部門獣医師は今後不足が発生し確保もさらに難しくなっていくとの予測が報告

されている。 

  

5. 他県の状況 

 公務員獣医師不足に悩む２県の状況を紹介する。 

 

 高知県 

獣医師は不足しており、広い県内を限られた人数の獣医師職員がカバーしている。大陸では高病原性鳥インフ

ルエンザが猛威を振るっており、ウイルスが空から降ってくるようなもので防ぎようがないが、養鶏場を獣医師

職員が巡回して注意喚起している。すごく負担増である。仕事量が増えて、かつ高病原性鳥インフルエンザが発

生しないかとぴりぴりしている。獣医師を毎年募集するが定員まで集まらない。 

 

 青森県 

2017年4月1日現在、獣医師155人。10年前より30人減。募集人員を確保出来ない。2016年度募集13人で採用８

人。家畜衛生と公衆衛生、どちらも獣医師不足、足りないが今の獣医師職員で補っている。業務には獣医師の資

格が必要。
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6. 文部科学省の報告 

文部科学省が設置した｢獣医学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議｣（2008年12月～）で議論されてき

た内容が2013年３月に公表された。ポイントは次のとおり。 

 ・都市部の獣医系大学は自地域からの入学者が多く、自地域へ多くの獣医師が就職 

 ・地方の獣医系大学は自地域以外からの入学者が多く、自地域以外へ多くの獣医師を供給 

 ・三大都市圏や札幌都市圏以外の場所に新たな獣医系大学を設置しても獣医師の地域偏在解消にはつながらない 

 ・獣医学部の設置・運営には多額の国費が投じられており、際限なく獣医学部が設置されると就業できない獣医

師を養成することとなり、国として必要以上の負担を負うこととなる。 

 

安倍首相の「（公務員）獣医師が足りなければ獣医学部をどんどん創ればよい」という発言がいかに無責任な

ものかがおわかりかと思う。 

  

7. 岡山理科大学獣医学部への税金投入問題 

岡山理科大学獣医学部新設にともなう総事業費は186億円、うち加計学園が半分の93億円を負担し、残り93億

円は愛媛県が31億円、今治市62億円負担すると報道されている。岡山理科大学獣医学部の学生120人（国内枠）

が6年後に全員卒業して全員獣医師国家試験に合格すると仮定して、果たして何人が愛媛県職員となるか予想し

てみよう。まず、都道府県職員になる割合は「3獣医師の就職状況」のデータで11.0%～14.9%であるから13～18

人と予想できる。都道府県の待遇にさほど差がない場合、学生の就職先は地元志向が強くなるので、この13～18

人の中に地元愛媛県出身者が何人いるかで更に数値は変動するが数人残ればいい方ではないか。このような状況

で、愛媛県が県民の血税を31億円も投入するのはいかがなものかと思う。獣医師職員の給与を倍にすれば全国か

ら優秀な獣医師が殺到する、31億円の税金はこちらに投入すれば費用対効果の面ではよっぽどよいのではないか、

住民訴訟の恐れもないのではないかと思う。また、岡山理科大学獣医学部では先進的獣医学教育をする、小動物

臨床教育はしない、と一部で報道されているが先進的獣医学教育を受けた獣医師の就職先がどの程度あるのか、

小動物臨床教育を実施しない偏った教育で本当によいのかも疑問である。 

 

8. 公務員獣医師確保に向けた各県の取り組み 

 

 ほとんどの道府県では獣医師に医療職Ⅱ表を適用しているが、福岡県では2017年4月から家畜保健衛生所及び食

肉衛生検査所に勤務する獣医師に対して「特定獣医師職給料表」が適用され、若年層・中堅層を中心として給与

水準の改善がはかられ、最大で月額２万円程度、平均で月額7,500円程度の給料月額の増となり、再任用職員で

も月額26,400円の増額となっている。更に福岡県人事委員会では次のとおり意見を付している。「今回、家畜保

健衛生所及び食肉衛生検査所に勤務する獣医師については「特定獣医師職給料表」を新設し、適正な給与体系を

構築したが、近年、高病原性鳥インフルエンザをはじめとする人と動物の共通感染症のまん延が世界的に危惧さ

れ、その流行制御への関心が高まっており、この業務の中核を担う公務員獣医師の果たす役割が一層大きくなる

ことが見込まれる。このため、今後も家畜保健衛生所及び食肉衛生検査所等に勤務する獣医師を取り巻く情勢を

注視し、職務・職責に応じた処遇のあり方について、幅広い視点から引き続き適切に検討していく必要があ

る。」これは家畜保健衛生所勤務獣医師の職務が高い専門性と技術力を必要とされる業務であることを認知させ

た大きな出来事で、今後はこの給料表をもとに更なる待遇改善が進むことを期待したい。 

新人獣医師職員確保対策として給料調整額と初任給調整手当の支給が上げられる。給料調整額は24道県で措置、

調整数は１～３、初任給調整手当は表2のとおり32道県で支給され、初年度月額は１万円～５万円、支給期間は

５年～20年で経過年数とともに漸減し、支給総額は36万円～675万円であるが、増額や支給期間の延長も進んで

いる。これらは新人獣医師確保の難しさを強く反映している。  

表2 初任給調整手当支給一覧及びその内容 

都道 

府県 

初年度～ 

最終年度支給月額 
支給年数 支給総額 備   考 

北海道 46,500～7,300円 15  6,723,600円 2017年度増額 

青森 45,000～7,500円 15  6,750,000円 2016年度増額 

岩手 35,000～7,000円 15  3,780,000円 2012年度増額・期間延長 



― 202 ― 

  

 

秋田 30,000～6,000円 15  3,780,000円 2014年度増額 

宮城 35,000～7,000円 15  3,780,000円 2016年度適用 

福島 35,000～6,500円 15  4,140,000円 2016年度増額 

新潟 35,000～2,500円 15  3,930,000円 2015年度適用 

富山 35,000～2,500円 20  6,030,000円 2009年度増額・期間延長 

石川 30,300～5,100円 15  3,939,600円 2016年度増額 

福井 30,300～5,100円 10  2,728,800円 2017年度増額 

岐阜 30,000～3,000円 15  3,780,000円 2015年度適用 

三重 30,000～3,000円 12  2,700,000円 2017年度新規適用 

滋賀 30,000～3,000円 11  2,340,000円   

奈良 30,000～3,000円 10  1,980,000円 2016年度適用 

和歌山 33,000～3,000円 11  2,376,000円 2017年度新規適用 

鳥取 45,000～5,000円 9  2,700,000円 2015年度増額 

島根 45,000～5,000円 9  2,700,000円 2011年度増額・期間延長 

岡山 30,000～3,000円 10  1,980,000円 2014年度増額・期間延長 

広島 10,000～2,000円 5   360,000円   

山口 30,000～3,000円 10  1,980,000円 2012年度適用 

徳島 50,000～3,000円 15  5,388,000円 2016年度増額・延長 

香川 30,000～3,000円 10  1,980,000円 2007年度増額 

愛媛 30,200～3,200円 10  2,004,000円 2016年度増額              

高知 50,000～3,000円 15  5,268,000円 2015年度増額 

福岡 
30,500～5,300円 15  4,578,000円 2017年度特定獣医師給料表適用 

45,000～5,300円 15  5,965,200円 2017年度一般職給料表適用 

佐賀 30,000～5,300円 15  4,500,000円 2017年度増額 

長崎 30,000～30,000円 10  3,600,000円 2011年度適用 

熊本 30,000～5,100円 15  4,545,600円 2016年度増額 

大分 30,000～5,000円 15  4,500,000円 2015年度増額 

宮崎 30,000～5,000円 15  4,500,000円 2011年度適用 

鹿児島 30,000～3,000円 20  5,580,000円 2016年度増額・延長      

沖縄 30,000～5,000円 15  4,500,000円 2017年度増額・延長を適用 

                                       全国家畜衛生職員会報より 

獣医学部学生への県単独修学資金制度は表3のとおり13県で実施されており、卒業後に県内で公務員や産業動物

臨床獣医師として一定の期間従事すれば返還を全額免除される。獣医師不足が深刻な県では地元出身者の囲い込み

を狙っているのがわかる。 

表3 県単独修学資金制度  
  

事業名 
貸与月額  (万円) 

貸与人数 
  国公立 私立 

青森 青森県獣医師修学資金 10 12 4 

岩手 岩手県獣医学生修学資金貸付金 10 12 5 

富山 富山県医学生等奨学資金貸与条例  4  4 3 

島根 島根県獣医師確保緊急対策事業 10 10   

山口 獣医学生 10 10 12 

徳島 徳島県獣医師職員養成・修学資金貸与等事業 10 10  2 

香川 香川県獣医学生修学資金貸付条例 8 8   

高知 高知県獣医師修学資金 10 10 2 

佐賀 佐賀県獣医師修学資金貸与条例 10 10 0～2 

長崎 長崎県獣医修学資金貸与事業 10 10 3 

大分 獣医師確保特別修学資金給付事業 10 10 3 

熊本 熊本県獣医師確保修学資金貸与事業 10 12 2 

鹿児島 鹿児島県獣医師確保対策修学資金貸与事業 10 12 22 

全国家畜衛生職員会報より 
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9. 北海道獣医師職員の現況 

道内に14ヵ所ある家畜保健衛生所の定員は189人（この定員についても、全国の家畜飼養頭数比でみた職員数

は、最下位レベルの少なさである）で、欠員は2017年度当初30人、2018年度当初は34人と増加し、欠員率は約

18％である。2017年度末の退職者は定年5人、自己都合6人の計11人で、自己都合による中途退職者の増加が欠員

増加の一因となっている。表4は北海道職員（獣医師）採用予定数の推移である。公表されていないが、2018年

度の家畜保健衛生所採用予定数が欠員と同数であることから、各年度当初の獣医師欠員数と採用予定数は同数と

考えられ、年々欠員が増加していることが判る。2018年度の募集要項によると、採用試験は年8回実施、札幌・

函館・東京・大阪が受験会場となっており、採用予定日現在で59歳未満の者が対象となっている。しかしこの募

集人員数がいかに現実離れした数字かは｢４．獣医師の就職状況｣をみれば明らかであり、北海道獣医師職員の待

遇改善が定員確保に向けた喫緊の課題であることが判る。ちなみに2018年４月１日、家畜保健衛生所に新規採用

された獣医師は募集人員30人（29年度当初欠員数と同じ）に対して僅か４人である。 

表4 北海道職員(獣医師)採用予定数 

採用予定箇所 2013年度 2016年度 2017年度 2018年度 

家畜保健衛生所 
36 60 70 

34 

保健所・環境生活課・食肉衛生検査所 43 

北海道職員（獣医師）採用選考募集要項より抜粋

 

10. 終わりに 

獣医師、獣医学部等の言葉が今日ほどメディアに取り上げられたことはない。特に一国の首相が獣医師の存在を

広く国民に知らしめたことは感謝したいとも思う。しかし、日本の獣医学教育は未だ世界標準に達しておらず、

様々な問題を抱え改革途上にある。また、獣医師が特定の分野に偏在する問題は獣医学部新設という安易な対応で

は解決できない。人の健康と直結する家畜衛生、食品衛生、公衆衛生、環境衛生等の業務を担う公務員獣医師のな

り手不足は重要な課題である。牛の口蹄疫、BSE、高病原性鳥インフルエンザの発生を経験した畜産王国北海道で

は当局が家畜保健衛生所の業務の重要性を再認識し、定員確保に向け採用試験の頻回実施や待遇改善に努めてきた

が、いまだ多数の欠員は解消されていない。家畜保健衛生所連絡会議では獣医師の欠員解消に向けて、今後も全道

庁本部と連携して活動していく決意である。 
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技術専門学院は、1946年に「道庁立職業補導所」として始まり、高度経済成長期とともに、名称も変更しなが

ら重点分野を技能労働者の養成にシフトし、全道１９校体制を整備した。その後ホワイトカラーの職業訓練の充

実も進め、1981年には、道内唯一の「札幌女子訓」を設置し２０校体制となった。時代の流れと共に統廃合を実

施してきた変遷について整理した。

 

技術専門学院の変遷と取り巻く状況 
 

北海道本部／全道庁労連・高等技術専門学院評議会

1. はじめに 

技術専門学院は、1946年に「道庁立職業補導所」として始まり、昭和30年代以降の高度経済成長期とともに、名

称も「訓練所」、「訓練校」と変更しながら重点分野を技能労働者の養成にシフトし、全道19校体制を整備した。

その後ホワイトカラーの職業訓練の充実も進め、1981年には、道内唯一の「札幌女子訓」を設置し20校体制となっ

た。 

 時代の流れと共に統廃合を実施してきた変遷について整理した。 

 

2. 訓練校→学院 

1988年には横路知事の命により「技術専門学院」と名称を変更し、1989年には「道立技術専門学院再編整備方

針」を策定し、全道に20校配置していた技術専門学院について、「地域生活経済圏の発展方向を基礎に配置する」

という新たな配置の考え方を明示し、「拠点校」、「地方校」、「存続が困難な校」の３つに区分された。 

 「存続が困難な校」の留萌、遠軽、岩内、名寄、浦河、江差、富良野、美唄の８校は廃止され地域人材開発セン

ター(民営化)となり、その責務を地域に委ねることとなった。 

留萌(H3) 留萌地域人材開発ｾﾝﾀｰ(H6) 浦河(H5) 日高地域人材開発ｾﾝﾀｰ(H8)

遠軽(H3) 遠紋地域人材開発ｾﾝﾀｰ(H6) 江差(H6) 檜山地域人材開発ｾﾝﾀｰ(H9)

岩内(H4) 岩内地域人材開発ｾﾝﾀｰ(H7) 富良野(H6) 富良野地域人材開発ｾﾝﾀｰ(H9）

名寄(H4) 上川北部地域人材開発ｾﾝﾀｰ(H7) 美唄(H7) 美唄地域人材開発ｾﾝﾀｰ(H10)

地域人材開発センター化技専廃止 技専廃止 地域人材開発センター化

 

1991年９月には、この方針に基づく10年間の実施計画として「道立技術専門学院再編整備計画」をとりまとめ、

人材ニーズの高度化などへの対応をはかるため、拠点校を中心に校舎施設を整備しながら２年制課程を導入すると

ともに、存続が困難とした校については統廃合を進めた結果、2000年度末に、11校体制が確立した。 

2000年には法整備により「札幌女子」は廃校となり札幌に統合された。 

 2001年２月には、再編整備計画の満了にともない「道立技術専門学院整備基本方針」を新たに策定し、拠点校及

び地方校に関する配置体制について継続するとしたが、稚内では、入学者が急減したことから、2006年度をもって

施設内訓練を廃止し2007年から旭川の分校として施設外訓練のみを実施する体制に改編され、10校１分校体制と

なった。 

 

※新・北海道総合計画による６圏域 

◎道南    函館 

◎道央広域  札幌・室蘭・苫小牧・(滝川) 

◎道北    旭川・稚内分校 

◎オホーツク 北見・(網走) 

◎十勝    帯広 

◎釧路・根室 釧路 

       ※（ ）は後に廃校 
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3. 高等技術専門学院の新しい推進体制に関する基本方針(中長期ビジョン） 

2008年３月に策定した「高等技術専門学院の新しい推進体制に関する基本方針」（中長期ビジョン）は、2008年

度から概ね10年間における高等技術専門学院の訓練の内容、科目の設定、校舎施設の配置その他必要な事項に関す

る道の基本的な方針を定めたもの。 

 中期構想は、中長期ビジョンの推進管理と実効性の確保を目的とした３年程度のアクションプランとし、第Ⅰ期

は「新体制に向けた環境整備」、第Ⅱ期は「全道新体制のスタート」、第Ⅲ期は「次のステップへ」と位置づけら

れ実施された。 

 

（１）第Ⅰ期中期構想期間（2008 年度～2010 年度） 

ものづくり関連分野における「若手技能者の育成」に向け、普通課程・２年制を基本に科目を再編し、１年制訓

練の廃止及び民間との役割分担による廃止・転換をはかる。また、求人開拓から就職後のフォローアップまで一貫

した就職支援を推進するため、能力開発センターの機能を充実することとした。 

 

①再編という名の廃校、廃科 

・道央圏の滝川技専は、2008年度末で廃校とし、オホーツク圏の網走技専は、2009年度末で廃校し、住宅サー

ビス科を北見技専に統合し、建築デザイン科を建築技術科に転換した。 

・「民間にできることは民間に委ねる」との考え方に基づき、事務・OA系の訓練科目を廃止したほか、電気・

電子系の訓練科目の転換を行った。 

札幌 販売システム科(H20) 函館 電子工学科⇒システム制御技術科(H23)

室蘭 観光ビジネス科(H20) 旭川 電子工学科⇒システム制御技術科(H23)

苫小牧 ＯＡ事務科(H20)

函館 総合ビジネス科(H21）

科目転換

廃　科  

 

②特別職非常勤(職業訓練技術指導員) 

この時、民間活用の名の下に指導員に特別職非常勤職員を導入した。当時、科目転換により生じた欠員も合わ

せると14人になることが明白だったため、緊急的暫定的措置として８人工を導入したものであったが、当然人も

集まらずこれにより見かけ上の欠員数は減ったものの、現場の人手不足は変わらず、職員への多大な負担が掛か

ることとなった。 

 

③能力開発総合センターの充実 

能力開発総合センター整備基本計画により、求人開拓から就職後のフォローアップまでという目的で、訓練業

務の総合調整機能を担う「能力開発サービス部門」と施設内訓練業務を専掌する「施設内訓練実施部門」に区分

し事業を推進することとなっていたが、国から委託された膨大な機動訓練にセンター職員が忙殺されることとな

り、本来業務である「求人開拓から就職後のフォローまで」を訓練実施部門の職員に委ねることとなりセンター

は委託訓練専科と化してしまった。 

 

 

（２）第Ⅱ期中期構想期間（2011年度～2013年度） 

  この期は第Ⅰ期の積み残し分の処理と第Ⅲ期に向けての準備期間となった。 

普通課程２年制に再編するということで、今まで中学卒以上を対象として実施していた短期課程の職業訓練及び民

間との役割分担ということで苫小牧技専自動車整備科は2013年度末で廃止された。 

                                            

 

 

 

 

 

技専 期間 定員

札幌 10

20

20

苫小牧 20

室蘭

訓練科

１年

エクステリア技術科

配管科

塗装科

エクステリア技術科

訓練科 課程期間 定員

自動車整備科 普通１年 30
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（３）第Ⅲ期中期構想（2014年度～2017年度） 

道央３校訓練体制の再編方針の着実な推進と第２期中期構想の中間点検でC評価と判定した訓練課への対応を行

い、新体制の確立をはかる期間とした。 

    

①道央３校訓練体制の再編方針 

2017年度に新体制をスタートさせるため、新たに札幌、室蘭、苫小牧に設置する科の訓練目標、訓練カリキュ

ラム等について検討するため、それぞれに地域に専門部会を設置し検討が行われた。その結果、方針は変更され

定数復元及び科目の細分化となった。 

 

再編方針検討後の訓練科目及び入校数 

＊入校定員については、入校実績などを踏まえ、毎年度の職業能力開発実施計画策定時に検討を行う。

金属加工科(20)

電子印刷科(20)

機械科(10)
苫小牧

生産設備科

金属加工科(20) 　機械金属専攻(15)

電気機器科(20)

　

　製造設備専攻(15) 電気工事科(10)

電子工学科(30)

溶接科(10) 　金属加工専攻(15) 金属加工科(15)

ｴｸｽﾃﾘｱ技術科(30)

建築設備科(20)

生産加工科

機械科(20) 　機械加工専攻(15) 精密機械科(15)

建築技術科(20)

学院 現行訓練科 再編方針(H26.3) 再編方針の検討(案)

生産基盤科

精密機械科(20)

金属加工科(20)

電子印刷科(20)

精密機械科(20)

建築技術科(20) 建築技術科(15)

金属加工科(10)

建築設備科(15)

電子印刷科(15)

　機械加工専攻(20)

　金属加工専攻(20)

(　)内は入校定員

札幌

建築設備科(20)

室蘭

 

これは、訓練定数の変更をともなうもので、指導体制にも連動していることから必然的に「新ルール」の見直

しをすることとなった。 

 

②Ｃ評価と判定した訓練科への対応 

   第Ⅱ期中期構想中間点検において、施設内訓練は、中長期ビジョンの評価指標（応募倍率及び就職率）で３

段階評価をしたところ、５技専の９訓練科が最も低いＣ評価（応募倍率0.9倍未満又は就職率80％未満）と判定

され、函館、旭川、帯広、釧路（北見は科目の再編にともない定数削減）の建築技術科、北見、帯広の造形デ

ザイン科、旭川の印刷デザイン科、北見の電気工学科、北見の電子機械科が該当した。               

北見技専は、自動車整備科を除く４訓練科の応募倍率が基準を下回っているということで、職系以外に学院と

してのあり方検討を実施することとなった。 

 

③「新ルール」検討の影響 

道央３校及びＣ評価の訓練体制の検討には、定数変更がともなうことから、すでに2016職能計画では昨年通り

の訓練体制で行うとなっていたが、「高等技術専門学院の訓練定員の変更等に関する方針（「新ルール」）」の

科目の見直し要件に該当するとして、2016年度から北見学院建築技術科並びに室蘭学院溶接科の訓練定員を20人

から10人へと削減されてしまった。 

また、札幌の電子工学科とエクステリア技術科は道央３校再編や専各連問題、応募低迷などから2016年度を

もって廃科となった。 
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訓練科目及び入校定員（H28年度）

期間 期間 期間

2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2
1

1 2
1 2

2 2
2
2 1
2 1

期間

1
2 1
2 2
2 2
2 1
2
2

90
総定員 120

20
30
20

150

室蘭

苫小

牧

10

入校定員

20

60

40
40

250

総定員

20
20
20

120

30
30

釧路

20
建築技術
自動車整備

造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ
建築技術
電子機械

90
190

20

電気工学

20

760
1,350総定員

合計

入校定員

総定員

20
20

入校定員

障害校訓練科 定員

砂川

総合実務 20
総合ビジネス 20
プログラム設計 20
CAD機械 10
建築デザイン 20

入校定員

定員技専
2020

北見
札幌

20

ｴｸｽﾃﾘｱ技術
入校定員

総定員

定員

帯広

建築技術
電気工学20

技専 訓練科

入校定員

総定員

電気機器
金属加工

入校定員

総定員

機械
溶接

電気工学
自動車整備 20

160

120

20

10

訓練科

20
20
20

訓練科 定員
精密機械
金属加工
電子印刷
建築技術
建築設備
電子工学

技専

ｼｽﾃﾑ制御技術
機械技術
建築技術

総定員

20

函館

入校定員

総定員

建築技術
ｼｽﾃﾑ制御技術
自動車整備
造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ

印刷ﾃﾞｻﾞｲﾝ
入校定員

色彩ﾃﾞｻﾞｲﾝ
旭川

自動車整備

240

20

20
20
20
20
80

造形ﾃﾞｻﾞｲﾝ
金属加工
自動車整備

入校定員 100
総定員 200

20
20

20

20
20

 

 

④庶務業務の集約化による大量削減（2014.10提示2015.6実施） 

庶務業務で共通する事務処理等を本庁で一括処理して業務の効率化をはかることで執行体制についても見直し

を進めるということで、庶務課業務のうち、一部業務を経済部人材育成課へ集約し、庶務課の職員定数を札幌、

障害校を除き、２人体制（庶務課長１、主査１）とした。
 

       

 

 

2015～ 

 

削減数 

 

内     訳 2014まで 

 主査 一般職 

札 幌 

函 館 

旭 川 

北 見 

室 蘭 

苫小牧 

帯 広 

釧 路 

障害者校 

３ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

４ ※ 

▲３ 

▲２ 

▲２ 

▲２ 

▲１ 

▲２ 

▲１ 

▲１ 

▲２ 

▲１ 

 

＋１ 

＋１ 

＋１ 

＋１ 

＋１ 

＋１ 

▲１ 

▲２ 

▲２ 

▲３ 

▲３ 

▲２ 

▲３ 

▲２ 

▲２ 

▲１ 

６ 

４ 

４ 

４ 

３ 

４ 

３ 

３ 

６ 

計 21 ▲16 ＋４ ▲22 37 

※ただし障害校は、法定選考職１人を配置し３人体制とする 

 

⑤北見学院のあり方検討（2015.8案提示2017.4実施） 

北見学院の入校率は、2011年度から60％台、2014年度から50％台と低迷が続き、少子高齢化が進行する中、今

後とも定員を充足する可能性が低いとの結論から、地元との協議を経て入校定員の見直しがなされた。５科のう

ち、入校率、就職率が比較的安定している自動車整備科は専各連問題から、学び直し枠を導入させられたが、現

状の定員を維持。建築技術科は入校者数の低迷が続き、訓練定員20人で入校者数が10人以下の状態が３年続いた

場合、翌年度は廃止となるルールが本来適用されるはずであったが、地域事情から特別に入校定員を10人として

継続することとなった。残りの、電気工学科、造形デザイン科、電子機械科は15人へと定員を減らされた。それ

にともない（新）高等技術専門学院の訓練定員の変更等に関する方針に従い職員定数も減らされることとなった。 

 

⑥（新）高等技術専門学院の訓練定員の変更等に関する方針 

・学年あたりの入校定員20人、１訓練科の指導員定数を４人を基本とする。 

 ・入校定員の変更は、訓練生の入校状況や就職状況、地域要望、社会情勢などを踏まえ人材育成課が総合的に判
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断して決定することとし、別に定める「高等技術専門学院の訓練定員変更等に関する運用方針」により定める。 

 ・運用方針により、入校定員が15人または、10人とする訓練科の場合、指導員定数は３人とする。 

 

 

⑦職業訓練技術指導員制度（特別職非常勤制度）の解消 

特別職非常勤職員等については、職員適正化計画実施期間中における訓練科欠員に対する緊急的な対応策とし

て導入してきたところ。これまで募集を行ってきたが、適性を有した人材の確保が困難なことや配置が欠員分に

見合う対応となり得ていないことから、２年間で段階的に解消し定数化するとし、2016年度に札幌学院において

金属加工科の特非枠を解消し定数化し、電子工学科は指導員定数の見直しにともない、特非枠を解消した。2017

年度においては、函館学院の機械技術科、帯広学院の建築技術科が特非枠を解消し定数化し、函館学院の建築技

術科、北見学院の造形デザイン科が指導員定数の見直しにともない、特非枠を解消した。このことにより、2018

年度現在、特非枠は札幌学院の精密機械科と旭川学院の色彩デザイン科の２科となったが、多くが定数の減員と

あわせた特非枠の解消であり不満の残るところであることから、指導員定数の減員によらない特非枠の解消・定

数化について、当局に対し強く要求している。 

 

4. まとめ 

2017年度で完結した中長期ビジョンは、一言で言うと業務削減なしの人員削減だった。結果的に職員は負担だけ

を背負わされる形となった。 

第Ⅰ期は、高卒２年制科目をめざすという名目で多くの既存の科目をスクラップし、第Ⅱ期は、第Ⅰ期でやり残

した科目をスクラップし、ビルドと思っていた科目転換職種に職員が必要となったときには、今までの欠員分も併

せて非正規職員の大量導入を企み、長らく正規職員採用の道が閉ざされることとなった。この期に道央３校再編に

ついても見直しされる予定であったが、地元企業との調整が進まず頓挫してしまった。第Ⅲ期では、職員適正化計

画も相まって庶務業務集約という職場における事務職員の大量削減、センター業務見直しという人員削減、北見学

院のあり方検討による職員定数の削減など行われ、職員の負担が著しく増加することとなった。 

頓挫していた道央３校再編の体制については中長期ビジョン最終年に苫小牧、室蘭を10人もしくは15人と訓練定

員を下げて２年制へ移行してスタートさせた。しかし少子化、人手不足による就職率上昇から全ての科が最初から

定員割れとなり、技専評側が懸念していた状況になった。定員割れについては、２年制移行にこだわり過ぎたのも

一因なのではないかと考えられる。今後においては、利用する側のことを考え１年制の復活なども全道的に検討す

る必要があると考える。 

欠員問題に目を向けると、ここ何年もの間、欠員が慢性化していて、実際に適正とされた職員数で業務を行えて

いない職場もあり、職員のマンパワーで補っているのが現状である。今年度、４月と６月に合わせて、10人の新規

採用者が配置になったが、それでも、未だ13人もの欠員を抱えて業務をこなしている状況である。（Ｐ209：【各

学院毎の欠員状況】参照）次年度も、退職者の動向を踏まえて最低でも、２桁の補充をしていかなければ、職場に
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とってはかなり厳しい状況が予想される。また、それと同時に大量に採用された新規職員の研修や指導をどのよう

に行っていくのか、人を育てる人をどう育てるかが大きな課題となる。 

 

【各学院毎の欠員状況】    2018.6,1現在 

学 院 名 訓練科等 欠員数     ＜職系別の欠員状況＞ 

   ①機 械 系：1（函館） 

   ②金 属 系：1（札幌） 

   ③電 子 系：2（函館、旭川） 

   ④印 刷 系：1（旭川） 

   ⑤建 築 系：1（旭川） 

   ⑥自 動 車 系：3（函館、北見、釧路） 

   ⑦木 工 系：1（帯広） 

   ⑧電 力 系：1（釧路） 

   ⑨設備施工系：1（札幌） 

   ⑩職 系 な し：1（砂川・総合実務科） 

   合計７学院１０職系１０科１３人 
 

 

札  幌 

 

金属加工 

建築設備 

１ 

１ 

函  館 

 

自動車整備 

システム制御技術 

機械技術 

１ 

１ 

１ 

旭  川 

 

 

建築技術 

システム制御技術 

印刷デザイン 

１ 

１ 

１ 

北  見 自動車整備 １ 

帯  広 造形デザイン １ 

釧  路 電気工学 

自動車整備 

１ 

１ 

障害者校 総合実務 １ 

 合  計 １３ 

 

○技専を取り巻く状況と今後のあり方 

人口減少社会を迎えている我が国の中で、北海道は、全国より少子高齢化が進展しており、生産年齢人口は年々

減少している。また、人口流失が地方から札幌、北海道から本州へと起きており、その影響で特に地方では、生産

年齢人口が激減し、人手不足に拍車を掛けている。（Ｐ210：「北海道 人口ピラミッドの推移」参照）人手不足

は企業経営に大きな影を落としており、労働力不足で仕事の受注を断念したり、場合によっては廃業せざるを得な

い状況が出てきている。今後も人手不足は続くことが予想され、後継人材の確保や育成、技能伝承の崩壊を危ぶむ

声も後を絶たない。技術専門学院としても、北海道経済のために、ものづくり分野へ人材をいかに誘導するかを考

えなければならない。また、新規高校卒就職者の３年以内の離職率が約４割を超えている現状を鑑み、この人達へ

の再就職支援も検討していかなければならない。 

技術専門学院は、各地域のものづくり職系の職業訓練を行っており、施設内では若年者を対象に２年制訓練を、

施設外では離職者向けの短期の訓練と在職者向けにスキルアップをはかるセミナーを実施している。しかし、2017

年度で終了した中長期ビジョンは、10年という歳月を掛けて、全科２年制ありきで整備を推し進めたため、地域に

よってはニーズとかけ離れていった感は否めない。今後は地域の特徴にあった科目や期間を設定し、「誰でも、ど

こでも、いつでも」同じ質の訓練を受けられる環境を整備していく必要がある。 

また今後も道民のために安定したサービスを提供していくためには、早期の欠員補充が必要不可欠である。上記

でも触れたが、常に２桁の欠員が常態化した状況は異常事態である。雇用のセーフティネットに携わるものとして、

地域住民の職業能力開発機会を確保するためにも、指導する立場の職員が不足していては満足な訓練を実施するこ

とが出来ない。ものづくり分野は危険な作業をともなうため、このような欠員状態での訓練は職員の負担が非常に

大きくなる。訓練の安全確保や、職員のワークライフバランスの観点からも欠員解消は絶対である。 

さらに新規に採用された職員の教育も非常に重要となる。他の部局でも同様な状況かと思われるが、採用を抑制

してきたことで、世代間バランスが崩れ、また欠員を多く抱えている状況では、新人教育に割ける人や時間が足り

ない。効率良く、効果的に新人教育を行うためにはどうするべきか工夫していかなければならない。 

技術専門学院としては、今後、人手不足を補うために女性や新規高卒者以外の幅広い若年者等の訓練も検討して

いかなければならない。そのためにも組織体制を整えて人材育成機能をフルに発揮し、ものづくり分野における労

働力確保に寄与していく責務がある。 
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技専評は、これからも職場の声を当局にしっかり伝え、道庁のスリム化という施策が地方切り捨てとならないよ

うに今後も取り組んでいく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）「日本の地域別将来推計人口」（平成２５年３月推計、国立社会保障・人口問題研究所） 
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 人口減少が叫ばれる中、ニセコ町は人口の微増状態を続けてきている。特に近年は、子どもの数も増加

している状況である。ニセコならではの環境や人材や教育を活かした教育の取り組みについて紹介します。 

 

ニセコならでは環境を活かした教育 

～コミュニティ・スクールの取り組みを通して～ 

                    自治労ニセコ町職員労働組合 淵野 伸隆 

 

１．ニセコ町の紹介 

 ニセコ町は、後志管内のほぼ中央に位置し、羊蹄山（蝦夷富士）やニセコアンヌプリなど山岳に囲まれ

た傾斜の多い丘陵盆地である。道内でも随一の豪雪地帯であり、最深積雪は 200 ㎝に達します。倶知安町・

ニセコ町・蘭越町を中心とするいわゆるニセコエリアは、雪（パウダースノー）をはじめ、山や川などの

大自然、またその豊かな丘陵地で育てられたおいしい食べ物など観光資源が豊富で、エリア全体で年間約

400 万人もの観光客が訪れており、特に近年は、外国人観光客の増加が著しい地域です。 

 これらの状況を受け、人口も増加傾向であり、国勢調査人口では 1980 年の 4,567 人を底に以後は横ばい

若しくは微増が続き、2015 年結果は 4,958 人となっています。近年は外国人登録者数も増えており、住民

基本台帳人口（2018 年５月末）で 5,056 人（うち外国人登録者 268 人）という状況です。 

 

２．ニセコスタイルの教育 

人口増加は子どもたちを巡る環境にも大きな変化をもたらしています。小学校の中心校であるニセコ小

学校の児童数は、2013 年には 207 人でしたが、2018 年は 261 人になりました。各クラスには、外国人家庭

の子どもや帰国子女が数人ずつ在籍し、こうした雰囲気が当たり前になりつつあります。こうした中で、

ニセコ町教育委員会ではニセコの特色を大いに生かした教育～ニセコスタイルの教育～を打ち出し、地域

人材や地域資源を積極的に活用し、地域人材の授業への参画、社会教育事業などへの体験活動の推進を進

めています。これらの取り組みを進める中で取り入れたのが、コミュニティ・スクールの制度です。コミ

ュニティ・スクール（学校運営協議会）の制度は、2017 年の地方教育行政法改正で各教育委員会の努力義

務とされたもので、保護者や地域住民が積極的に学校運営に参画し、課題を学校・保護者・地域が協力し

解決していく制度です。 

 

３．なぜコミュニティ・スクールに取り組むのか 

 ニセコ町においてコミュニティ・スクールに取り組む意義を歴史から振り返ると面白い。 

 ニセコ町の歴史を振り返ると、その発展の裏には常に「新しいものとの融合」を繰り返してきたことが
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わかります。ここでは、詳細は割愛しますが、旧町名「狩太町」からニセコ町への町名変更、ペンション・

リゾートブームの中で移住してきた新住民のみなさんがはじめた観光の取り組み、スキー場エリア外滑走

の安全を守る取り組み（ニセコルール）など、新しいものを受け入れつつ、常にまちづくりを進めてきた

歴史があるのです。外国人観光客の増加にともない地域の中で外国人の方々が日常になりつつある中で、

学校においても、地域の変化や地域の魅力・地域の人材をこれまで以上に活かした教育が必要です。学校

においても、こうした「新しい融合」を安定的に進めていく基盤として、地域のみなさんが学校運営に積

極的に参画するコミュニティ・スクール制度は、地域とともにある学校づくりを進めるうえで重要な意義

を持っています。 

 

４．導入、そしてスタート・・・ 

 ニセコ町教育委員会では導入にあたり、文部科学省の補助事業等も活用しながら２年間をかけて制度設

計を進めました。進めるにあたって、学校関係者だけではなく、ＰＴＡ、地域住民、文化やスポーツ団体

関係者で構成する委員会を設置し、全国の先進地へ赴き事例を学ばせてもらったり、ＣＳマイスターと呼

ばれる専門家のみなさんを招いての町民のみなさんとの学習会（まちづくり町民講座）を開催したりしま

した。これは単に「法律で努力義務となったから･･･」と受け身で制度を導入するのではなく、ニセコらし

い制度にしようという機運につながったと思われます。 

 

ニセコ町のコミュニティ・スクールのイメージ図 

 しかし、実際にスタートしてみると、制度を導入したというだけでは、急に学校が変わるわけではあり

ません。それどころか、新しく設置された学校運営協議会での議論は空回りをするばかりでした。 

 その中で感じたことは、コミュニティ・スクールの取り組みの目標をしっかりと委員のみなさんと共有

することが大切だということでした。例えば、コミュニティ・スクールの制度の中では、委員が校長の作
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成した学校運営の基本方針を承認するということが必要ですが、（ニセコでは特に）多様な価値観をもった

委員のみなさんからは、「何を基準に承認の判断をすればいいかわからない」との声が上がったのです。 

 そこで、改めてどんな子どもをめざすのか、誰がどんな取り組みをしなければならないのか、改めて考

え直すこととなったのです。 

 

５．アクションプランの策定 

 そこで、学校・家庭・地域のみなさんが、目標や取り組みを共有するためのツールとしてアクションプ

ランを作成することとしました。アクションプランは、本町独自のものではなく、調査研究の段階で交流

のあった三鷹市の事例を参考に作成しました。 

 作成にあたっては、委員だけではなく、教職員、保護者、地域のみなさんのほか、児童生徒も参画し、

付箋紙を使ったワークショップ形式で作り上げ、町全体でどんな子どもたちを育てるのか、そのためには

それぞれがどんな取り組みをすべききか、一覧表にまとめることができました。 

 作業の中で感じたのは、できるだけ多くのみなさんに関わってもらうことが大切ということです。作業

を通じた話をする中で、さまざまな課題を知ったり、学校と家庭の相互理解が深まったりということにつ

ながったのではないかと思っています。 

 こうして作成したアクションプランは、全町民とも共有したいという思いから、リーフレットを作成し、

町内全世帯へ配布することとなりました。 

 

６．まとめに代えて 

 ＣＳマイスターの方の言葉で印象に残っている言葉がいくつかあります。その一つが「コミュニティ・

スクールは導入すれば終わりではない。導入が第一歩目･･･」という言葉です。ニセコ町のコミュニティ・

スクールは、まず目標や取り組みの設定はできました。さて、ではどう実行に移していくか、また広げて

いくか、これからの取り組みが重要です。しかし、スタントして「できることからスタート。その後、ス

テップアップする」という姿勢も大切にしたいと思っています。無理をせず、着実に活動を進めていきた

いと思います。 

 もう一つ、「支援してもらう生徒から恩返しする生徒へ」という言葉がありました。ニセコ町の子どもた

ちが、果たしてニセコ町に住むかどうかはわかりません。が、ニセコ町で育ってくれたことを忘れず、何

か自分の形でニセコ町へ恩返しをしてくれたら嬉しいと思います。ニセコ町のコミュニティ・スクールは

まだ始まったばかりです。コミュニティ・スクールを基盤に、国際色豊かな地域性を活かしたニセコらし

い子どもの育成が進み、持続可能なまちづくりが進むよう、これからも取り組みを進めていきます。 
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 岩内町役場新庁舎建設にあたり、労働組合として組合事務所の確保など、どのようにかかわってきたか

報告します。 

 

岩内町役場新庁舎建設への関わり 

                   自治労岩内町職員労働組合 阿久津 隆二 

 

１．庁舎建て替えの経緯 

 岩内町役場は 1958 年に建設され、基本構想を策定した時点で 50 年以上が経過し、建物の老朽化、高度

情報化への対応の限界、バリアフリー対応への不足といった問題を抱えていました。 

 さらに 2009 年度に実施した耐震診断で、耐震性の不足が指摘され、震災時の安全面や防災拠点としての

機能を担ううえでの問題があり、早期の対応が求められていました。 

 そのため、新庁舎建設の気運が高まり、具体的に新庁舎建設が動きだしたのが、建て替えの経緯です。 

 

２．建て替えの検討 

 庁舎建て替えの検討体制は、議会議員で構成する役場庁舎問題特別委員会、管理職を中心とした職員で

構成する役場庁舎建設等検討委員会、一般職を中心とした役場庁舎建設等検討会作業部会をそれぞれ設置

し、具体的な内容について、検討を進めました。 

 労働組合として、庁舎にどのように関わったかと言えば、組合事務所の確保が一番であり、自治研活動

の一部として積極的に関わっていこうということはありませんでしたが、職員それぞれがせっかく建て替

えるのであれば、職員にとって働きやすく、住民が利用しやすい庁舎を建てたいという気持ちがあり、そ

の気持ちが結果的に、自分たちの職場環境の改善や、住民が利用しやすいといった自治研活動的な労働組

合の要素が生まれたのではないかと思います。 

 職員の関わり方としては、岩内町としてはここが肝になったところだと思いますが、これから新庁舎と

長く付き合う若手職員が中心になり考えた方が良いといった雰囲気が役場全体にあったことが大きかった

と思います。また、補助金などの財源もなく、自由に発想できたことも良かったのではないかと思います。 

 このようなこともあり、作業部会の部会員は係長職以下を公募しましたが、10 人の定員中、立候補が４

～５人程度で、残りは事務局の一本釣という形で決定しました。 

 こうして決定した作業部会員は、住民サービス部会、庁舎事務管理部会、施設・環境部会に分かれ、業

務の傍ら、新庁舎建設に向けた議論を重ねていきました。 

 やはり自分の業務をこなしながら庁舎建設のことに関わることとなるとなかなか大変であり、自ら進ん

で参加していこうという人はなかなかおりませんでしたが、庁舎の建て替えは 50 年に一度ということで貴

重な経験となりますし、また、庁舎に対しても愛着がわきますので、このような機会があれば、ぜひ他の

単組のみなさんも積極的に参加してもらえればと思います。 
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 作業部会では、自分たちが働いている役場庁舎の良いところ、悪いところ、また、他の自治体の役場庁

舎を見ることが必要であることから、近年建設された役場庁舎を作業部会ごとに４～５箇所選定し、視察

を重ねました。 

 これらの視察で確認した他の自治体の庁舎や自分たちが考える庁舎のイメージを重ね合わせ、作業部会

や検討会で議論を進めていきました。 

 これらの過程の中で様々な意見などが出されましたが、住民がよく利用する窓口業務を１階に集約し、

総務や建設など職員や事業者が良く利用する窓口は２階に、議会は３階に配置するなど、これまで住民の

動線を意識していなかった窓口が、動線を意識した窓口配置にすることにより、住民にとって利用しやす

い庁舎ができたのではないかと思います。 

 その他、文書管理システムの導入や、環境に優しい地中熱の利用なども取り込まれています。 

 

３．最後に 

 今回の庁舎建設にあたり、労働組合的な観点からの取り組みはあまりありませんでしたが、結果的に、

職場環境の改善や住民目線による住民にとって利用しやすい庁舎といった自治研活動につながったのでは

ないかと思います。 

 庁舎建設は終わりましたが、やはり、職員それぞれの質の向上がよりよい住民サービスにつながってい

きますので、「庁舎は新しくなったけど、職員の対応は悪いよね」と言われることにないよう、住民サービ

スの向上をしていきたいと思います。 

 

 

写真：岩内町役場新庁舎 
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本レポートは、2019年春の統一自治体選挙における道議会議員選挙旭川選挙区へ組織内議員候補を推薦決定し

た際に確認された方針に基づき、「職場対話集会」の討論素材として集約した「職場紹介アンケート」及び「自

治研レポートフォーム（職場レポート用）」について分析し、職場の現状と課題を浮き彫りにし、北海道の職場

の｢未来」を展望しようというものです。

 

序章・『高橋道政16年』の検証 

～職場の現状と未来への展望～ 

北海道本部／全道庁労連・上川総支部 渡部 功次

 
 
本レポートは、第 58 回上川総支部臨時大会（５月 10 日開催）において 2019 年春の統一自治体選挙における道

議会議員選挙旭川選挙区へ組織内議員候補として「松本将門」氏を推薦決定した際に確認された「候補者が政策立

案にむけて職場を訪問し、対話する中から職場の課題を把握していく」方針に基づき「職場対話集会」の討論素材

として集約した「職場紹介アンケート」及び「自治研レポートフォーム（職場レポート用）」について分析し、職

場の現状と課題を浮き彫りにし、北海道の職場の｢未来」を展望しようというものです。なお、集約したアンケー

トは取り急ぎ取り組んだため、設問や選択肢の設定において細部に検討が出来ず、集約した職場数も総支部内 49

のうち 20 余りであることから、今回は「序章」としました。 

 

1. ｢自治研レポートフォーム｣の活用と｢職場紹介アンケート｣について 

 対話集会の開催を準備するにあたって、上川総支部では「提起だけ」の状態にならないよう、意見交換が成立

する開催を工夫することが求められていると考えました。そのため、職場の現状と課題を支部や分会としてどのよ

うに把握しているのかをあらかじめ整理し、総支部へ寄せてもらう必要があると考え、「自治研レポートフォー

ム」を活用し、取り分け「事務事業とその目的」「その事務・事業をめぐる問題点」については必修記入を求めま

した。しかし、職場に赴き事前に説明をしたところ「自治研レポートフォーム」への記載は「ハードルが高い」と

の声もあり、職場対話集会での意見交換が円滑に行えることを優先するなら、更に簡易な形でも職場の現状と課題

を総支部へ寄せてもらう必要があると判断し「職場紹介アンケート」を取り組むこととしました。 

 アンケートの趣旨としては、「本来職場で行うこととされているはずの事務・事業に対して、現実的には『見

合った体制』になっているのか？」や「いまの状態であれば、起こりうる問題はどのようなことか？」といった、

言わば「（行政）需要との格差（ギャップ）」を浮き彫りにしようという視点で作成しました。 

 

2. 職場アンケートの設問について 

 上記の趣旨を念頭において、各職場が 

 ①どのような法令（条例）により事務事業を行っているか（Ｑ１） 

 ②職場の繁忙や超勤に見られる業務状況はどうか（Ｑ２） 

 ③その職場業務体制を客観的にどのように評価しているか（Ｑ３） 

 ④その業務体制が（需要側の）道行政に照らしてもたらしている影響は何か（Ｑ４） 

 ⑤それらの問題点や課題等を解決するための方策は何か（Ｑ５・記述） 

  と設問を用意しました。 

 

3. アンケート結果の分析 

（１）「Ｑ１ あなたの職場がしている業務に～」について 

この設問は、職場紹介の「入口」でしかないので、職場実態を裏付けるものではありません。しかし、 

 

・専門的で柔軟な現場対応が求められる普及職場など 

・道民から見て「普通」に作品の展示を業務としていても関係法令多い美術館 

・建設行政とは言え、係わる法令の多さが際立つ建設指導課 

・法的に厳しい扱いが定められている家畜保健衛生所や食肉検査所 
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など、様々あり、時間をかけて法令と業務の密接な関係について理解を深める必要があると考えさせられまし

た。 

 

（２）「Ｑ２ あなたの職場の業務状況は～」について 

回答された選択肢をグラフに示しました。選択肢が大まかですが、「繁忙期以外は定時退庁」が 57％を占め

ており、「恒常的に超勤」を上回っています。 

「恒常的な繁忙」職場は業務過重になっていると考えられるが、「繁忙期以外は定時退庁」の職場に「問題が

無い」わけでないのは言うまでもありません。 

 

（３）「Ｑ３ あなたの職場の現状について当てはまると思われるもの～」について 

選択肢で最も多く回答を得られたのは①「業務量に職員数が見合っていない」と⑥「ベテランと若年層職員の

年齢差････「伝承」に支障が」（共に 26％）となりました。 

３番目に③「ギリギリの体制だ」（24％）となりました。 

 （「複数回答・可」と設定しているので）①と⑥、①と③、③と⑥、①と③と⑥の重複回答している職場数を数

えみると、「①と⑥」は５、「①と③」は３、「③と⑥」は２となり、また、「①と③と⑥」の重複回答職場は

４件となりました。 

  この回答を意味するものは、とても大きいと言えると思われます。 

 

（４）「Ｑ４ あなたの職場の現状と北海道（業務）について～」について 

  同様に回答された選択肢を円グラフに表示してみました。 

  最も多いのは①「職員数が不足･･行政サービスに影響している」（35％）。二番目に多いのが③「きめ細やか

な対応･･手が回らない」（26％）でした。以下、②「トラブルが発生･･不安」（16％）と④「甚大な事件･･対応

が困難」（14％）となりました。 

多くの職場で「職員数が不足しているため行政に影響している」ことは自覚されていると考えられますし、さ

らに、「道民へのきめ細やかな対応が必要と思いつつ、出来ない」ジレンマを感じているのでは、と考えさせら

れました。 

 

（５）「Ｑ５ 職場の現状や問題点、課題等を解決していくためにはどのような方策が必要か･･･」の記述回答に

ついて、寄せられた記述回答を拾い出してみると 

・職員数の不足を解消するため、賃金ＵＰや職場環境の向上が必要 

・一定数の人員確保と年度による増減の少ない採用枠の確保 

・安定的な職員（採用）の確保 

・職員数を定員どおり埋めること 

・道職員のイメージアップを図り、新卒者（採用）を確保する 

・早急な人員の補充と施設の改修 

・長期的な視野での人材育成 

・職場それぞれに見合った人員配置を望む 

・一般職を係２人、再任用短時間職員の１～２人が必要  

 

ほかに、人員増を求める（採用を促進させるための処遇改善も含めた）記述が多い一方、 

・業務の精査・見直し、関連機関との連携・役割分担の検討 

・事務の簡素化 

・一般業務について民間委託も検討すべき 

・提供する行政サービスの取捨選択、各種作業のシステム化による業務量減 

というような「人が増えない中での対応策」も記されていました。 

 

 さらには、 

・年齢ではなく、能力による昇給・昇任の導入 

・現場に責任と権限を与えられる風土の形成 

といった「違う視点」での提案もされています。 
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4. 「自治研レポートフォーム（職場レポート用）」の記載について 

「自治研レポートフォーム」は 10 余りの職場から寄せられました。 

 様々な職場から業務内容と現状が記述されて、改めて「北海道は様々な職域で、様々な職種（職能）の職員が

担っている」と気がつかされる読み応えのある内容でした。 

 「分析」というほどのことは担えませんが、「つかみ」として、 

 ①「対人業務職場」と「対自然業務職場」、若しくはその両方を担っている職場があり、「業務量に職員数が見

合っていない」「事務・技術の『伝承』に支障がもたらされている（もたらされそうになっている）」などの

現状が共通 ⇒（重大な事案・トラブル発生への対応不能になるかもしれない）「潜んでいる危機（リス

ク）」⇒「報道によるバッシングへの恐怖」 

 ②庁舎・設備・備品・消耗品への予算が不足し、業務遂行に苦慮している 

  ⇒（重大な事案・トラブル発生への対応不能になるかもしれない）「潜んでいる危機（リスク）」⇒「報

道によるバッシングへの恐怖」 

 ③地方の急速な人口減少により、「法定業務を遂行することが困難」になるなど 

 ④困難な現状の中でも、市町村や地域と連携する工夫や模索をしている 

 ⑤人員不足などに対応した「外部委託化」への期待 

  といった傾向に分類されると考えられます。 

 

5.  まとめ ～「まったなし」を放置し続けたのは高橋知事だ！ 

 北海道の職場の移りゆきを記憶にある範囲で記すと、「第二次医療圏の再編」など多くの職場の再編（統廃合）

をともなった支庁制度改革、国の独立行政法人化に倣った医大や道立試験研究機関の独法化、そして、技能労務全

廃・職務換えがありました。 

 現業職場の廃止の際に多くの職場から指摘された「行政サービスへしわ寄せ」が、今も多くの職場において潜在

しており、その「しわ寄せ」がいつ決壊するかもしれないという不安が多くの職場を覆っています。もちろん、

「決壊しないよう」にどこの職場も意識させられ日夜業務に邁進しています。 

 高橋知事が道政の重要な課題に対するとき、「まったなしの状態です」という言葉をよく使います。今回の「自

治研レポートフォーム（職場レポート用）」や「職場紹介アンケート」を集約してみると、「まったなしの状態を

放置し続けたのは高橋知事だ」と言えます。 

 「人事政策の失敗」が多くの職場に疲弊をもたらしていると言えますが、「人事政策」は道民目線では理解が深

められ難い現実もあり、そのため職場が置き去りにされ続けてきたものと言えます。 

 来春の知事選を頂点とした統一自治体選挙において、「道民ニーズに足りうる職場」を取り戻すため、外向きに

「道民の安心・安全の暮らしを切り捨てるな」と職場から訴える「道民運動」が求められていると言えます。 
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富良野市労働組合連合会が企画実施した自治研活動を紹介 

 

今後の富良野市に何が大切か、何が必要か 

―
 富良野市長選挙を通じて考える 

― 
 

北海道本部／上川地方本部・富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会

１．はじめに 

 組合員の賃金・労働条件の維持改善を図ること。それが労働組合の果たすべき大きな役割の一つです。しかしな

がら、基礎自治体の職員を中心に組織している私たち自治労富良野市労働組合連合会（以下「市労連」という。）

は、自治体の将来がどうあるべきか、そのためには何をすべきか、まちづくりの議論と実践を続けなくてはなりま

せん。また、そのためには、市労連・市職員と市民や関係団体との関係性をより深いものにすることを追求する必

要があります。 

 本レポートでは、2017 年に富良野市長選挙（2018 年４月 22 日執行）を見据えて、職員、組合員、市民として

「こんなまちづくりをしてほしい」をテーマに政策立案を行い、次期市長候補予定者に対して選挙公約（マニュ

フェスト）に盛り込み、組合員の声を反映したまちづくりを進めてほしいと考えました。富良野市に何が大切か、

何が必要か議論を行ったことで見えてきたことについて報告します。 

 

 

２．2017市労連自治研について 

（１）はじめに 
自治研推進委員会の取り組みでは、2018 年４月に執行される富良野市長選挙において、今後の富良野市のまち

づくり・方向性について何が大切か、何が必要かを提起していくことが重要であると考え検討を行いました。 

 

また、推進委員の選定にあたっては、最近の全国自治研では若手組合員を中心に何かを取り組んでみようという

企画が実施されており、「自治研活動を担う若手の育成」も目的としていることから、概ね 35 歳前後の組合員を

中心として行いました 

 

政策立案をする上で富良野市の「強み」「課題」をテーマごとに出しました。テーマは「出産・子育て」「生活」

「雇用」「若者」「移住・定住」「行政」「医療」「農業」「観光」「教育」「高齢者」の 11 つとし、委員が日

頃感じている「強み」「課題」について話し合いをしました。出された意見は 130 を超え、「強み」だと思ってい

ることが人によっては「課題」だと感じているなど、話し合わなければわからないこともあり、非常に大切な時間

となりました。 

そこから自治研推進委員会として、「医療」のテーマから地域医療の充実が人口減少対策につながるとの意見が

多かったことから「地域医療・医師確保」、「行政」のテーマから市長を含めた幹部職員が参加する地域懇談会に

おいて施設の改築に向けた取り組みを行うと説明があった「市庁舎等の施設改築」の２つに絞ってそれぞれのグ

ループで議論を進めることにしました。 

 

 

（２）テーマから考える 
「地域医療・医師確保」では、富良野市の地域センター病院である、「社会福祉法人北海道事業協会富良野病院

（略称、富良野協会病院）」の現場状況を知ることから始めました。 

仕事柄、病院の職員（医師、看護師、事務員）と関わる推進委員がメンバーとなり、医療現場を取り巻く環境に

ついて情報共有を行いました。医師や看護師をはじめとする医療従事者の不足により労働環境が悪化していること、

また、市民として病院を利用している意見として、出張医が多く主治医が定まらないなどの課題が挙げられました。 

地域医療が抱える課題の解決に向けては、病院で働く仲間の声をもっと聴く必要があるのではないかということ

になりました。 

しかし、同時期に富良野地区連合会でも富良野協会病院労組も加わった「政策研究会」が組織されたので、これ

までの議論経過を研究会に付託し、自治研推進委員会では「市庁舎等の施設改築」に絞って議論することにしまし

た。 
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市長を含めた幹部職員が市内をまわり、行政の取り組みや地域課題の状況共有を図る「地域懇談会」において、

急に「市庁舎等の施設改築」が取り上げられ、組合員からも「なぜこのタイミングなのか」「議論経過は？」など

の意見が多くあり、議論テーマにしました。 

議論のきっかけとして、市庁舎は 1968 年に建設され、すでに 50 年が経過し、耐震基準を満たしていないことに

加えて、熊本地震による役場庁舎被害を踏まえて、災害等に対応する庁舎機能を確保するため、建て替えをした場

合に交付税措置のある起債が創設されたことがありました。しかし、建て替え議論は、起債創設きっかけであるこ

とが明確でした。 

推進委員会では、「建て替えるならこんなことも考えよう」という内容で議論をスタートさせました。 

 議論を重ねる中で、過去の保育所を統合し、市街地に新設した際に起きた、市民（利用者）からの反対運動につ

いて考えることになりました。どうして反対運動が起きたのか、反対の意見はどのようなものだったのか、何が足

りなかったのかを市政に関するアンケートから考えました。 

アンケートでは、「財源ありきではなく利用者の声をもっと聴いて欲しい」「せっかく自然豊かなところなのに、

なぜまちなかに建てるのか」「まちなかだと園庭が狭い」などの意見が多く、推進委員会では、「どんな庁舎を建

てるのか」ではなく、「どうやって建てるのか」が重要だということに至りました。 

しかし、建設には莫大な費用がかかるため、起債などを利用して少しでも財政負担を軽減することも重要です。 
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富良野市庁舎建設基本構想より 
 

 起債は、2020 年度までに実施した事業が対象となるため、起債を利用して建設するためには、通常の半分の期

間で進めていかなければいけません。 
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理想とする新庁舎の建設にむけては、「起債の借入ができて、財政負担が軽減できること」「情報開示などを

行って、市民の意見反映をすること」「職員のパフォーマンスが最大限発揮される機能性のある庁舎にすること」

が重要と考えますが、保育所建設の議論経過などから、コスト論に重点をおいて進めていくと“とりあえず”建て

た新庁舎になってしまう可能性が高いと考えました。 

 

 

（３）理想の庁舎を建設するために 
起債借入に重点を置くのではなく、「身の丈予算で、市民に愛される（利便性の高い）スマート庁舎」を建てる

ためには、推進委員会として以下のことが重要だという結論に至りました。 

３．まとめ 

 今回、富良野市長選挙を見据えて政策立案を行いました。結果として組織内候補は擁立できず、我々が応援する

市長誕生にはなりませんでしたが、新庁舎の議論については、進んでいます。新市長には組合員の声を反映したま

ちづくりを進めてほしいと考えていますので、自治研推進委員会で議論したことを伝えていきたいと思います。 

 

また、今回の推進委員は、富良野市の「強み」「課題」をテーマに議論を行い、年齢は 35 歳前後、家族構成な

どもバラバラ、中には社会人採用者など青年部運動の経験が少ない組合員で組織しました。 

議論を進めようとした際に、それぞれの職場で中枢を担っていたり、地域活動、子育てなどで全員が揃って議論

を進められませんでした。過去の採用抑制で一番層が薄い世代であり、行政運営の中核を担っていく世代が少なす

ぎる実態にも改めて気づくことができました。しかし、そのような状況でも各々が時間を工夫して議論ができたこ

とは大きな組織強化につながったと思います。議論では、それぞれの立場にたって、富良野市について考え、議論

する時間を共有できたことは、今後、市職員としてまちづくりに携わっていくうえで大きな経験となったことは間

違いありません。今後も「まちの将来がなければ私たちの公務職場は無い」という視点での労働運動を進め、市労

連がまちづくりにどう関わっていくか、継続した議論と実践が必要と考えます。 

 

４．添付資料 

・2017年富良野市労連自治研推進委員会報告書「新庁舎は必要か！？」 

・富良野市庁舎建設基本構想（http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2018061300043/files/300613_choushatoukensetsukihonkousou.pdf） 
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2017年 自治研推進委員会 報告書

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会
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市庁舎等の施設の改築について市庁舎等の施設の改築について

市役所 昭和43年築 文化会館 昭和46年築 ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 昭和49年築

昭和40年代に建設された市役所・文化会館・スポー

ツセンターは、すでに40年以上が経過し、平成29年度

から改築に向けた検討を進めます。

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会

課題①なぜ、建て替えが必要か？

市役所は昭和４３年に建設され、すでに５０年が経過し、耐

震基準を満たしていないため。

課題②なぜ、建て替え議論が出てきたか？

熊本地震による役場庁舎被害を踏まえ、災害等に対応する庁

舎機能の確保のため、平成２９年度～平成３２年度までに建

て替えをした場合に交付税措置のある起債が創設されたため。

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会
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富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会

どんな機能が必要か 他自治体ではどのように

議論をしているのか

市政に関するアンケートからわかったこと
虹いろ保育所建設の時、どうして市民から反対運動が起きたのか？

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会
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建て替えスケジュール（他自治体例）

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

基本構想→基本計画→基本設計→実施設計→事業者選定→建設工事→→→→→→→供用開始

起債借入するためのスケジュール（予想）

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

基本構想→基本計画→基本設計→実施設計→事業者選定→建設工事→→→→→→供用開始

建設工事が始まるまで４年かかるところを

２年で行わなければ間に合わない!!

公共施設等適正管理推進事業債（仮称）

市町村役場機能緊急保全（平成32年度まで）

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会

《対象事業》 昭和56年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の
本庁舎の建て替え事業等

《充当率等》 充当率：90%（交付税措置対象分75%）、交付税参入率：30%

例えば
事業費 5億円の場合
起債として借入ができる金額 4億5,000万円（交付税措置対象分 3億3,750万円）
交付税として交付される金額 1億0,125万円（10年間で交付される）
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起債の借入ができて、財政負担が軽減

情報開示などを行って、市民の意見反映

職員のパフォーマンスが最大限発揮

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会

しかし、保育所建設の議論経過などから

時間がないことを理由に、コスト論だけしか話し合われず、

起債を借りるためだけの計画になってしまう可能性大!!

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会
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 市政に関するアンケートで今の市政に対して多く意見のあった「声」を聴くこと

→既存のパブコメや審議会だけではなく

 市がつくった計画に基づくだけではなく、多くの市民の意見が反映できる仕掛け

→いつの間にかできていたではなく、自分の家のように感じられるように

 どんな庁舎ができるのか、市民が知れる場をつくる

→計画の内容を多くの市民が見れるようにする

 一番長い時間、庁舎で過ごす職員の声も反映

→自分たちの職場を快適にし、質の高い住民サービスを提供

富良野市労働組合連合会 自治研推進委員会
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  21 世紀の社会保障  

全道庁労連留萌総支部・留萌支庁支部 柳田 基貴 

 

歳出削減が推進されています。 

 

 今後とも高齢化により医療費・介護費の伸びは増加が見込まれるのに対し、雇用者の総報酬は、生産年

齢人口の減少にともない増加は見込めない。 

 したがって、仮に医療費・介護費の伸びを放置すれば、今後も保険料負担の増加は免れず、雇用者の実

質賃金の伸びは抑制される。 

 社会保障にかかる費用の相当部分を将来世代につけ回しているという現状を改善するために、「社会保障

と税の一体改革」を進める。 

 

財政制度分科会（2018 年 4 月 11 日開催） 

2018/04/11 財務省 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material

/zaiseia300411.html 

 

 団塊世代が 75 歳に入り始める 2022 年度以降は、これまで以上の構造的な取組が不可欠である。 

具体的には、今後３年程度の間に、全世代型社会保障制度の実現を目指し、歳出改革を推進・加速する。 

 

2018 年第 4 回経済財政諮問会議 

2018/04/12 内閣府 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0412/agenda.html 

 

 財政健全化を実現するためには、徹底した歳出改革が必要。 

 そのためには、「ケアプランへの自己負担導入」や「２割負担対象者の拡大」など、より踏み込んだ改革

に着手する必要がある。 

国民全体で支える観点から、税率 10％超への消費増税も有力な選択肢の 1つとして国民的な議論の喚起

を求める。 

 

財政制度分科会（2018 年 4 月 17 日） 

2018/04/17 財務省 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material

/zaiseia300417.html 
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なお、「居宅介護支援のケアマネジメントでも利用者から自己負担徴収」については、日本介護支援専門

員協会が利用者の自立支援という観点から、「業務の質の評価機能」「介護給付費の増大と自立支援の阻害

要因のリスク」を懸念する内容で異論を唱えています。 

http://www.jcma.or.jp/news/association/post_843.html 

http://www.jcma.or.jp/180426riyousyahutannikansuruseimei.pdf 

 

地方の歳出について、これまで同様、国・地方で歩調を合わせて歳出改革に対応すべき。 

歳出改革や効率化の取組を推進する。 

２０２０年代には、社会保障費の増加圧力がさらに拡大していく。 

こうした課題に、自治体が、より自立的かつ自由度高く、行財政運営できるよう、地方財政の持続可能

性向上に向けた方策をまとめるべき。 

 

2018 年第 5 回経済財政諮問会議 

2018/04/24 内閣府 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0424/agenda.html 

 

財政制度分科会（2018 年 4 月 25 日開催） 

財務省 

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material

/zaiseia300425.html 

 

ということで、今年も歳出削減が推進されています。 

「緊縮主義」は右派・左派の両方に共通して存在しています。その考え方の特徴は「通貨供給量を絞る

こと」です。ですから、マネーストックの増加に反対しています。量的緩和に反対し、財政出動にも反対

しています。 

現在の資本主義には、リフレ派とケインズ派の二大派閥があり、対立しているものの、どちらも通貨供

給量（マネーストック）を増やす立場にあります。 

  つまり、いわゆるリフレ派ともケインズ派とも正反対立場です。「緊縮主義は」「現代の資本主義とはか

なり違う考え方」です。「緊縮主義」の本質は、おカネの価値を至上と考える拝金主義です。ですから、通

貨供給を絞って貨幣価値の持続可能性向上を最優先します。 

 高齢化により医療費・介護費の伸びは増加が見込まれると言いながら、通貨量を増やさないのでは、人々

に不幸をもたらすでしょう。 

 

２１世紀の社会保障は歳出削減しか方法がないのか、今使われている制度をうまく活用することにより、

別の解決方法があるのかを検証してみます。 
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現代は、人工知能やロボットが急速に進化しています。そうなると、社会全体の財（モノやサービス）

の生産量が増えます。１００年前の「供給力が小＜需要（消費）大」ではなく、「供給力が大＞需要（消費）

小」の時代になっています。 

しかし、財務省やその傘下の学者、厚生労働省、新聞報道業界さんも「高齢化社会で生み出される富の

量は減る」、「日本はもう人口が増えないのだから貧しくなろう」という言い方です。だから、自助の努力、

共生社会、歳出削減、高齢者の生涯雇用を推し進めたがります。 

その方法として、「見える化」「生産性」「ＰＤＣＡ」「ＫＰＩ」「業績評価」という方法が至る処で採用さ

れています。 

 

「見える化」とは、企業経営に由来する思想です。ＰＤＣＡサイクル（ＰＬＡＮ－ＤＯ－ＣＨＥＣＫ－

ＡＣＴＩＯＮ）を回すため、データを数値化し、ＫＰＩ（成果指標、重要業績）を設定し、状況の「カイ

ゼン」を図る考え方のことです。 

製造業における、品質のバラツキに影響を与える要因を、管理できない「特殊要因」と、管理できる「一

般要因」に分け、「一般要因」を好ましい状態に制御することで品質の統計的な分布を一定の許容範囲内に

収める、という考え方を応用したものです。日本製品の高品質化には、大きく貢献しました。 

ただし、ＰＤＣＡサイクルの発想はその経緯から、「生産性の向上」と「品質」に重点が置かれ、「無駄」

や「失敗」や「想定外」を極力嫌う考え方です。ＰＤＣＡサイクルが成立する環境は、Ｐｌａｎが最重要

とされていることからもわかるとおり、対象が 99.9％寸分のズレもなく計画者の予測（目標・計画）通り

に動き、予測通りのタイミングに予測通りの行動をすることが前提になります（天気予報で的中率 100%を

出すことができるようなもの）。これが「ヒトという生物を対象にした対人サービスの現場にそのまま持ち

込まれれば、どうなるか」は、「ヒト」の行動が「管理可能な一般要因」なのかを想像できるなら予想がつ

くと思います。 

対象者が計画通りに動き、計画の予定通りのタイミングで行動してくれる、という都合の良いことはな

かなか起きないでしょう。もし起きたとしたら、それは「計画が良かった」わけではなく、「運が良かった」

と考えるべきものです。 

財務省財務総合政策研究所 

ＰＤＣＡについての論点の整理  

http://www.mof.go.jp/pri/research/discussion_paper/ron281.pdf 

ＫＰＩについての論点の整理 

http://www.mof.go.jp/pri/research/discussion_paper/ron276.pdf 

 

科学技術研究に対してもＰＤＣＡサイクルが導入され、研究費全体を抑制しても「良い研究」を選択し

て集中投資すれば問題ない、との発想のもと、2004年の国立大学法人化から毎年１％の運営交付金削減が

継続されるなど、研究費削減が論文数の減少を招いているようで、2017 年８月のネイチャー社説では、「研

究にかけられるお金が年々減っている」現状が紹介され、日本の科学技術力の衰退が警告されています。 
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Budget cuts fuel frustration among Japan’s academics 

http//www.nature.com/news/budget-cuts-fuel-frustration-among-japan-s-academics-1.22444 

 

また、「生産性の向上」という言葉のイメージは、普通、短時間の仕事で多くの財（モノやサービス）を

生産するようになることで、仕事の効率向上（生産効率の向上）のことと想像することと思います。（生産

性 ＝ 仕事の効率） 

でも、実際は別物です。効率よく仕事すれば生産性が上がるというのはイメージで、「生産性 ＝ 仕事

の効率」ではないのです。 

生産性は計算式に基づいて定義されます。 

（生産性） ＝ （付加価値の生産量） ÷ （総労働時間） 

となります。 

 

「付加価値の生産量」と「総労働時間」は金額で換算することが可能なので、換算した計算式に置き換

えることが可能です。置き換えてみましょう。 

 すると、 

 （生産性） ＝ （売り上げによる利益） ÷ （賃金コスト） 

となります。「生産性」から「時間」が消えてしまいました。つまり、「生産性」は必ずしも「労働時間と

は関係がない」ということです。 

この換算した式からは、利益が増加すると、それだけで生産性が向上するし、逆に売り上げがまったく

伸びなくても、賃金コストを減少させることで、生産性が向上することが見えてきます。 

ということは、世の中の景気が悪いままでも、職員の数が少なくなるリストラや賃金をカットすると、

それだけで企業の生産性は向上するということです。 

この考え方の延長として退職金の引下げ、「非正規雇用化、ワーキングプア、高度プロフェッショナル」

も推進しています。 

 

しかし、生産性を向上する上で「人間の生産性」は、ほとんど影響しません。 

もし、人間が機械に頼らない生産活動を行ったとしたらどうなるかを想像すれば、わかります。発電所

も工場も停止し、自動車も農耕機械も使わない。すると生産量は極端に減るはずです。だから「仕事の効

率が．．．」と言ったところで知れています。人類の歴史を見てもわかるでしょう。農耕が発達したのは鉄器

の農耕機具が普及してから爆発的に農業生産量が発達しています。 

実際に生産性を支えているのは機械（ＡＩ・ロボット）です。生産性で騒ぎたいなら、設備投資を増や

すことを最優先にすべきです。「人間の生産性」に固執するのは時間のムダです。 

 

そして、生産性が向上すれば生産過剰になり、失業が増え、格差が拡大します。実際に日本では生産性

を支える機械（ＡＩ・ロボット）による生産過剰と人を雇用する必要が低下することによる失業増加（技

術的失業）、格差拡大が生じます。 
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三菱東京 UFJ 銀行が 6000 名を削減へ、店舗を機械化 

http://www.mufg.jp/ir/presentation/backnumber/pdf/slides1709.pdf 

 

日本の労働人口の 49％が人工知能やロボット等で代替可能 

（2015.12.02 株式会社野村総合研究所） 

http://www.nri.com/jp/news/2015/151202_1.aspx 

  

仕事の 47％は AI に奪われ、格差は拡大する：米政府報告書（2016.12.26 wired） 

http://wired.jp/2016/12/26/federal-report-ai/ 

 

しかし、財務省も厚生労働省も新聞マスコミも学者さんも似たような主張しかしません。大好きなフレ

ーズは「１人の高齢者を何人の現役世代で支えるか」です。 

彼らは未だに人間が財（モノやサービス）の生産の主力だと思い込んでいます。（ただし、歳出削減を進

めたいために擬態している可能性もあります） 

１人の現役世代が人力車で運べる高齢者の人数はせいぜい 2人です（逆に言えば 2人で高齢者 1 人を支

えます）。 

ところが、文明が進化すると１人の現役世代が「バス」というものを使います。「バス」なら１人の現役

世代で 40 人くらいの高齢者を運べます（逆に言えば 40 人で高齢者 1 人を支えます）。１人の現役世代がロ

ボットを使えば 10 人くらいの高齢者をらくらく養えるのです。 

高齢者を養うのは人力ではありません。テクノロジーです。 

高齢化による日本における生産年齢人口の減少は今後 20 年でおよそ 600万人と推計されていますが、野

村総研や米政府の推計が正しければ、20 年後に機械に代替可能な労働者は最大で 3000万人（労働者の約

半分）にもなります。 

つまり、生産年齢人口の減少の５倍の速度で機械化が進む可能性があります。人間が居なくとも機械が

自動的に生産（サービス含む）してしまうのです。 

 

ロボットや人工知能、あるいは業務の改革改善、資源の最適利用などにより生産性を向上させることが

できれば、生産年齢人口が減少しても国民一人あたりの生産量は減少しません。 

今後は技術革新でさらに生産性の向上も見込めます。「生産性革命」と 2017/12/08に安倍政権では宣言

していますし。 

２１世紀の現代、財（モノやサービス）の生産は、ほとんど機械が行っています。（日本以外の国では人

力に頼っている国もあります） 

技術革新によって日本の生産能力はこれからもますます拡大します。人工知能やロボットによって、生

産能力は飛躍的に増加します。 

だから、むやみに心配する必要は、ありません。 
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人間が居なければ財（モノやサービス）が生産出来ないとする考えは時代遅れ（今が１９世紀なら最先

端と言えたかもしれません）です。 

機械による生産技術、つまりＡＩやロボット、完全自動生産工場の研究開発が財の生産力に直結します。 

使い切れないほどの財（モノやサービス）が生産され、消費者に行き届くのなら、貧困にはなりません。

生活に不安を持つこともないし、無理をして死ぬまで働いたり、子供を預けてまで働く必要もなくなりま

す。 

人工知能やロボットなどがテクノロジーの進化によって、人類の経済は「新しい段階」に移行しつつあ

ります。（「供給力小＜需要（消費）」から「供給力大＞需要（消費）」の時代） 

 そういう社会では、社会には人工知能やロボットが作り出す様々な財（モノやサービス）が格安（究極

的には無料）で豊富に供給されます。 

 

でも、おカネがなければ人は必要とする財（モノやサービス）を購入することはできません。 

 

人間が労働しなくとも機械（人工知能や生産ロボット）によって、ほとんどの財（モノやサービス）が

生産されるので、企業では人手が不要となりますので、ほとんどの従業員が解雇されてしまうでしょう。 

世の中のほとんどの人々は失業します。これが「技術的失業」と呼ばれているものです。 

 

労働者は、解雇され失業してしまうと、どこからも所得を得ることができないので、財（モノやサービ

ス）が欲しくても買えなくなります。 

一方で、企業では自動生産工場などから自動的に大量の商品が生産するのですが、買うことができない

ため、生産された商品のほとんどは売れ残ることになります。 

 これが、「デフレ」（デフレーション）と呼ばれる現象です。 

2017 年にＨＯＮＤＡが年産 106 万台の製造キャパシティを持つ体制を見直し、埼玉製作所の２つの工

場のうち狭山工場を 2021 年までに寄居工場に集約し、鈴鹿製作所、子会社である八千代工業 四日市製作

所の３つの工場体制へと移行し、年産 81万台へと製造キャパシティを減らすことを発表したのもこれによ

るものです。 

  

ホンダ、国内 3 工場への集約で年産キャパシティ 81 万台に http://car.watch.impress.co.jp/docs/news/1084490.html 

 

「デフレ」は産業革命以降、何度も繰り返されています。（英国の植民地時代。第一次世界対戦直前。世

界大恐慌。第二次世界大戦直前など。当然、その対策も実際に行われていますが、あまり評価されないよ

うになっています。） 

 

「デフレ」を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。 

それは、企業に勤めている、いないに関わらず、何らかの形で人々におカネを供給（給付）すればいい
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のです。 

人々におカネを渡せば企業の生産した商品は売れるから、企業は倒産することもないし、人々が飢える

こともなくなります。財務省やその傘下の学者さんたちが大好きな市場経済も今までどおり機能させるこ

とができるでしょう。この供給のことをベーシックインカム、あるいは国民配当と呼びます。 

 

「人工知能やロボットが進化しても、それに応じて新しい仕事」が生まれてくるから、ベーシックイン

カムは必要ないと主張する人もいます。 

でも、機械（ＡＩ、ロボット）の能力が高まれば高まるほど、ますます労働者に要求される能力や資格

要件はどんどん高くなります。すると、やがて普通の人が普通の能力では就職できない世界になります。

機械（ＡＩ、ロボット）ができない仕事といえば、難しい仕事ばかり残ります。こうした仕事に就くため

には、高度で長期間の教育訓練を必要とするようになり、かなりの教育費もが必要となります。より高額

な教育費を払うことができる富裕層の子供ほど就職が有利になり、逆に教育費に十分なおカネをかけるこ

とのできない貧困層の子供は就職が難しくなったり、あるいは低賃金の仕事に就かざるを得ない状況が生

まれます。ただし、富裕層であっても能力万能、発明も１日１回発表し、何時間働いても過労死せず、報

酬は成果主義でよいという「超スーパー労働者」だけが就職できる世界になるでしょう。 

 

だから、どんなに科学技術が進んで、仕事にスーパー超高度な能力が必要な時代になっても、普通の人

が豊かに暮らすことができるようにするためには、ベーシックインカムが必要になります。 

 

現在の経済システムには、致命的な欠陥があるのです。それは「所得は必ず労働によってもたらされな

ければならない」というシステムです。 

ベーシックインカムを導入することで、このシステム上の欠陥を修復し、この山場を乗り越えることが

可能になります。 

 

世の中のおカネの伸びはマネーストック（Ｍ2：現金預金）の伸び率でわかります。マネーストックの伸

び率が低いと経済成長できなくなります。 

 

日本銀行 時系列統計データ 

http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html 

http://www.stat-search.boj.or.jp/ssi/cgi-bin/famecgi2?cgi=$graphwnd 

 

 「マネタリーベース」とは 日銀 

https //www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/statistics/h06.htm/ 

「日本銀行券発行高」＋「貨幣流通高」＋「日銀当座預金」 

 現金の通貨と民間の金融機関が中央銀行に預けた金の合計のこと。 

 「日銀当座預金」 
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 日本銀行が取引先の金融機関等から受け入れている当座預金のこと。（世の中には出まわらないおカネ） 

 

 「マネーストック」とは 日銀 

https //www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/statistics/h07.htm/ 

 「金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量」のことです。 

 一般法人、個人、地方公共団体などの通貨保有主体（金融機関・中央政府を除いた経済主体）が保有す

る通貨の残高を集計しています。 

（世の中に出回っているおカネ） 

 

日銀が供給するおカネはマネタリーベース（日銀券および日銀当座預金）ＭＢですが、これは市中銀行

のいわば帳簿にあるおカネであって、このおカネは世の中に出回るわけではありません。 

実際に世の中の人々や企業の所有する、手元や預金通帳のおカネはマネーストック（ＭＳ）です。この

マネーストックは市中銀行から誰か（家計、企業、政府）におカネが貸し出された時に増えます。ですか

ら、誰かが市中銀行からおカネを借りなければ、世の中のおカネは１円も増えません。 

市中銀行からおカネを借りる人が居ないのであれば、貸し出しが伸びず、世の中のおカネは増えません。 

世の中のおカネが増えないのですから、賃金が増えるはずないですし、消費も増えません。 

 

さて、伸びと経済指標（経済成長率・雇用者報酬・税収・物価）の推移をグラフ化して並べてみれば誰

でも簡単に分かります。 

1990 年を境にマネーストックの伸びは急激にほぼゼロにまで激減、GDPの伸びは減速し、ほとんど成長

しなくなってしまったのがわかるでしょう。 

経済成長しないとどうなるかというと、労働者の給料が増えなくなります。世の中のおカネが増えなけ

れば、働いても働いても給料が増えないわけです。 

とはいえ、社会保障などに必要な政府の支出は減るはずがないので、歳入と歳出の差はどんどん開き続

ける結果になります。 

財務省とその傘下の新聞テレビ、御用学者さんなどの方々は、世の中のおカネを増やすよりも、税率を

引き上げて、ちっとも増えない労働者・庶民の所得からさらにカネを奪おうという発想しかありません。

そんなことでデフレを脱却できるわけありません。 

 安倍政権以後、日銀がマネタリーベースを急拡大したにも関わらず、マネーストックの反応はほとんど

微々たるものです。 

 つまり、市中銀行からおカネを借りる人が居ないのです。貸し出しが伸びなければ、世の中のおカネは

増えません。世の中のおカネが増えないのですから、賃金が増えるはずないですし、消費も増えない。 

こうした状況であれば、日銀がいくらおカネを発行しても意味がありません。 

 

現在、採用されている通貨制度では、世の中のすべてのおカネは借金から作られています。つまり「誰

かが借金しなければ世の中のおカネは 1 円も増えない」という通貨制度になっています。そのため日銀が
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おカネを発行したところで、誰かが借金しなければ世の中のおカネは 1 円も増えません（マネタリーベー

スの数値は増えますが）。そこで世の中のおカネを増やすために今までは政府が借金する（国債を発行して

市中銀行が国債を買う）ことで世の中のおカネを増やしてきました。 

ところがその結果として国債の発行残高が 1000兆円を超えるようになって、「緊縮主義」が大きく推進

されるようになりました。 

 

ベーシックインカムの財源はどうするかですが、財務省や厚生労働省、与野党そのほかが主張する「社

会保障と税の一体改革」で示している消費税でまかなうべきなのでしょうか。 

それは、通貨供給の仕組みを理解したうえで検討する必要があります。 

 

 [FT]ヘリコプターマネー擁護論 日本でも有効（日経新聞） 

http //www.nikkei.com/article/DGXNASGM1307A_T10C13A2000000/ 

 日銀に財源はいらない（日経新聞） 

http //www.nikkei.com/article/DGKKZO13296490T20C17A2EN2000/ 

 国債問題と内生的貨幣供給理論（建部正義） 

http //ir.c.chuo-u.ac.jp/repository/search/binary/p/5721/s/3577/ 

 貨幣レジームの変革とベーシックインカムの持続可能性 井上智洋 

http //web.archive.org/web/20130124053857/ 

http //shinka-nagoya.upper.jp/file/pdf/sessiona/inoue2.pdf 

 

 消費税は、ある人の消費を減らして別の人の消費に付け替えるだけなので、消費の総量が増えるわけで

はありません。 

 消費の総量を増やすためには、おカネを付け替えるのではなく、世の中を回るおカネの量を増やしてや

らねばならないのです。 

 

 貯蓄が増えるのは、老後や将来に不安があるからおカネを使わずに貯めるのだ、と財務省ではレクチャ

ーしています。 

 でも、資産家のように老後の生活に必要とは思えないほどのカネを大量に貯めこんでいるのはなぜでそ

う。 

 それは老後に不安があるからではないのです。人間はそもそもおカネを貯め込む性質があるからです。 

将来の不安など関係ありません。 

 消費税の増税ではなく、金融資産課税のように、「貯蓄によって死蔵されているおカネ」に課税して低所

得層に再分配するのであれば、社会全体の消費は増えるでしょう。 

 また、通貨制度を変えることで、まったく増税しなくても、誰も借金しなくても世の中のおカネを増や

すことができます。 
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１） 政府の歳入をなぜ税や国債でまかなうのか 

 税や国債を用いなくても結果が同じであれば、別の手法でも良いし、実際に別の方法は存在します。シ

ステムとして機能すればそれで良いのです。逆にシステムとして機能しなければ、どんな税制であっても

役立たずなシステムです。 

社会保障は、所得の再分配に該当するものです。所得の再分配という視点から考えると、高額所得者の

所得に課税して低所得者に分配する仕組みである、所得税が理にかなっています。つまり「社会保障の財

源は消費税」は実は非常識な理論です。 

 

２） フロー（流通）とストック（資産）の違い 

与党の税制調査会等や報道業界さんの税制改革議論では、「直接税（所得税）か間接税（消費税）か」の

議論ばかりで、「大人の事情」で「フロー課税かストック課税か」の議論は一切しない決まりになっていま

す。 

「フロー課税」とは世の中を回るおカネ（流通段階）に課税する方式の税制のことです。 

所得税や法人税のほか、消費税もこれに当たります。世の中のおカネは生産者（企業）と消費者（労働

者）の間をぐるぐる回っています。おカネは途中に寄り道することはありますが、最終的に生産者と消費

者の間を循環します。この循環の過程に課税をするのがフロー課税です。 

所得税は、生産者から消費者に流れるおカネに、法人税は生産者から消費者（株主）に流れるおカネに、

消費税は消費者から生産者におカネが流れる時に上乗せされます。 

しかし、フロー課税には「税収が最も必要な時に、税収が最も低下する」という非常時には全く役に立

たない、という問題点があります。景気が悪くなる（モノが売れない、所得が上がらない）と税収が落ち

込み、財源が減るからです。フロー課税は、財源の最も必要な時に財源が最も少なくなるという特徴を持

っていす。 

だから、景気対策の財源を考えるなら景気に左右されずに確保できる税収が良いことになります。景気

に左右されないと言えば、財務省とその傘下の方々は消費税を言い出しますが、消費税は消費を減少させ

て景気をより悪化させるので、景気対策の財源としては、こちらも不適格です。 

 なお、安土桃山時代に活躍した織田信長は、関所を廃止し、流通段階に課税することを止め、経済発展

をさせています。 

 

ストックとは、世の中に存在するおカネのことをいいます。金融資産、主に貯蓄を指します。おカネだ

けではなく株式や証券、不動産、会社設備などもストックです。「ストック課税」とは貯蓄（現金預金）や

株式・証券などの金融資産に課税することです。 

ストック（貯蓄など）が増えれば、世の中を回るおカネの量（フロー。流通する通貨量）も増加するは

ずですが、人類も含め生物には「集める」という習性があるので、時間の経過とともにフローが増えない

現象が生じてしまいます。大企業と特定の富裕層のストックが著しく増えているのは、この習性と財務省

とその傘下の方々が主張している仕組みの成果です。 

また、資本主義では資産がおカネ（利子）を生み出す仕組み（カネがカネを生む仕組み）ですから、資
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産格差を放置すればさらなる資産格差を増大させてしまいます。 

ストック課税であれば、同じ税率でも消費税の 10倍の税収になります。しかも税の支払額は富裕層ほど

大きいので、問題になっている社会の資産格差を縮小できます。安定した恒久財源を確保するのであれば、

消費税より金融資産課税の方が遥かに安定しており、税収も遥かに大きいのです。 

発行されたおカネは基本的に消える事はありません。だから政府が誰かの預金に課税して、それを財源

として支出すれば、そのおカネは再び別の誰かの預金になります。おカネの所有者が入れ替わるだけのこ

とです。つまり、金融資産に課税しても世の中のおカネの総量は変化しません。おカネを誰が所有してい

ようが、世の中のおカネの総量が同じで税率が同じなら、何年経過しても計算上は常に同じ金額の税収を

得られます。 

そして、政府がおカネを発行して世の中のおカネの総量を増やすと、税率が同じでも税収は増えます。

つまり、増税しなくとも、世の中のおカネを増やすと税収も増やすことが可能です。ストック課税論では、

直近ではトマ・ピケティの『２１世紀の資本』が有名です。 

 

３） 国債について 

現代の通貨制度（管理通貨・信用創造制度）では、世の中のおカネはすべて借金を元に作られているた

め、借金を返済するとおカネが消えます。つまり世の中のおカネの総額は減少する宿命にあります。これ

を信用収縮といいます。信用収縮によって世の中のおカネの量が減少すれば、金融資産が減って税収が減

る可能性があります。その場合は世の中の借金を増やせばいいでしょう。例えば、国債を発行すれば信用

収縮は防げるので税収も増えます。 

 

とはいっても、国債は政府の借金だから返済しなければならない決まりになっています。国債を返済す

るためのおカネは、税収で調達する必要があるため、これは単に税収の前借でもあります。 

そのため「国債を発行して財政出動しても、その後に増税がされるのだから、人々は増税を意識して支

出を抑えるため、財政出動しても景気は回復しない」と主張する経済学者（合理的期待仮説）もいますが、

そんな単純な話にはなりません。 

 

経済が成長段階にあるとき、景気対策の財源として国債を発行するなら効果があります。成長段階の経

済は需要が旺盛であるため、一時的な不況に陥ったとしても、国債発行で世の中のおカネを増やし、おカ

ネを回してやれば需要が回復して景気が良くなります。そして、景気が良くなると自然に税収が増えるた

め、増税をしなくとも国債の返済は可能です。 

 

しかし、経済が成長しない段階になると、国債発行で世の中のおカネを増やして投入しても需要は増え

ず、それらのおカネは富裕層と大企業の資産として貯め込まれていきます（集める対象がモノからカネに

変化する）。そのため景気は回復せず、税収も減少します。だから国債を返済する目的で大増税を画策する

ことになります。それが現在の日本の状態でもあります。 
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国債発行で生まれたおカネが富裕層と大企業の金融資産に化けるということは、事実上、「国債発行によ

っておカネ（金融資産）が作り出された」ことを意味します。つまり、国債発行と通貨発行はほとんど同

じ意味です。 

国債発行と通貨発行の何が違うのかと言えば、 

   国債による通貨発行 ： 消滅するおカネを作る（10 年国債なら 10 年後に） 

   普通の通貨発行   ： 消滅しないおカネを作る 

これが違いです。国債で発行されたおカネは、10 年後に返済しますが、返済した時点でおカネは消滅し

ます。なぜなら、このおカネは現金ではなく貸し付けという信用から生まれた「信用通貨」だからです。 

国債により世の中に供給されたおカネは、必ず消滅させなければならない（借金なので返済しなければ

ならない）という流れになります。 

であるなら、国債ではなく、普通に通貨を発行して世の中のおカネを供給すれば良いのです。しかし、

財政に詳しいという議員や学者、報道業界さんは、こうした考え方を「財税ファイナンスだ」として禁じ

手であるかのごとく批判してきます。批判の内容は、通貨供給のしくみを本質的に理解しようとしていな

いことから生じている批判ばかりです。彼らには「大人の事情」を優先させなければならない事情があり

ますので、財源の本質を理解する思考は存在していないので、仕方ありません。 

 

４） 通貨発行による財源 

国債ではなく、通貨を発行して、これを財源にすれば、国債によって財政が圧迫されることはありませ

ん。現金を発行すれば銀行の保有する現金の量（マネタリーベースという）が増加します。これによって

金利が下がり、個人や企業がどんどんおカネを借りるようになれば、世の中のおカネの量が増加してイン

フレになります。 

これを理由に、通貨を発行して財政支出すると過度のインフレになると主張する人がいますが、実際に

は国債を発行して財政支出しても同じだけインフレになります。なぜなら、どちらの場合も市場でおカネ

が使われるため、需要と供給の関係から同程度のインフレとなるからです。それどころか、政府ではなく

民間企業が銀行からおカネを借金して投資しても、市場でおカネが使われるために同程度のインフレにな

ります。つまり、財政ファイナンスでインフレになるという理論は詐欺イカサマの理論であり、どんな手

段でも支出が増えればインフレになるというのが本質です。 

財政支出を増やすと金利が上昇し、円高を招きますが、通貨を発行すると金利が低下して円安傾向とな

ります。だから政府が通貨を発行して財政支出を行えば、両方の影響が相殺されて金利上昇や円高の心配

は消えます。政府も円高対策をやらなくていいし、輸出企業にとっては楽園になります。デフレ不況の際

には財政ファイナンスは優れた手法です。 

 

５） 管理通貨制度なら財源の枯渇は 100％あり得ない 

金本位制≒金貨の流通する時代であったなら、財源が枯渇する場合があります。資本家が金貨を貯め込

んで放さなくなると、世の中に金貨が出回らなくなり、財源は減るからです。 

ところが、管理通貨制度の場合、やろうと思えば、おカネは（信用さえあれば）無限に発行可能です。
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おカネが足りなくなることはありえません。だから、財源の心配をするのはまったく無用です。 

 

 ※ 管理通貨制度 ： 金の保有量と関係なく通貨を発行する。 

            発行量は中央銀行を中心として、人為的に管理する。 

            銀行券と銀行口座の（信用創造で造られた借金）預金通貨のみが貨幣として流

通可能。 

               

財（モノやサービス）は、印刷してできるものではないため、不足します。おカネを有難がって、おカ

ネに振り回されるのは人間だけです。 

経済の本質はおカネではありません。大切なのは生活に必要な財（モノやサービス）であって、おカネ

が幾らあっても財（モノやサービス）が無ければ人は不幸になります。 

だから、財源の心配をするより、財の生産（生産力の減少）を心配すべきで、何よりも財の生産力（「生

産性」とは別の概念）が重要なのです。 

財の生産力さえ高めてやれば、おカネはどうにでもなります。必要に応じて発行しても良いし、あるい

は貯め込んであるのを回収しても良いでしょう。発行したおカネは消えないので、どこかに溜まっていま

す。  

現代の通貨制度を容認するなら、財源が枯渇することなど 100％あり得ないのです。不足するのは、常

にカネではなく財（モノやサービス）になります。ですから、生産量（例えばＧＤＰ）に見合った通貨量

を流通させることが適正なやり方です。 

 

６） 信用創造 基本的な仕組み（現代の通貨制度） 

「信用」というのは、簡単に言うと「借金」のことです。ただし「借金創造」と言うと聞こえが悪いの

で、美しい言葉に言い換えたのが「信用」という言葉になります。借金としておカネを作り出す行為を「信

用創造」と呼びます。また、国家・日本銀行を信用しておカネだと信じるから「通貨」として流通します。 

 

銀行がおカネを貸す場合、「貸す」と言っても紙幣で渡すわけではありません。 

保管している現金は、まったく貸しません。そのかわりに銀行の帳簿に「預金」を発生させ、それを貸

し付けます。つまり、何もないところ（ゼロ）から帳簿に預金を発生させて、これをおカネとして貸しま

す。預金は、そのようにして作られています。 

例えば、おカネを借りる会社の預金通帳に銀行が「100万円」と書き込めば、100万円の預金ができたこ

とになるから、おカネを用意しなくても貸し付けることができます。 

銀行は保管しておる現金の何倍もの預金を発生させて貸すことができます。おカネには「現金」と「預

金」がありますが、預金とは銀行が信用創造で無から発生させて貸し付けたおカネのことです。 

 

しかし、銀行が好き勝手に預金を発生させて貸したら、無限に世の中のおカネが増えて行くことになり

ます。そこで銀行の貸し付けには様々な規制がかけられています。その中でも基本的な仕組みが「準備預
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金制度」と呼ばれるものです。銀行が発生させた預金は、預金者の預金通帳に記載されますが、同時に銀

行の帳簿にも記載されます。そこで、銀行の帳簿に記載されている預金の金額に応じて、その金額の一定

割合の現金を、日本銀行に預け入れなければならないルールになっています。これを「準備預金制度」と

いいます。 そして、預け入れる率を「預金準備率」と呼び、預ける現金を「準備金」と呼びます。 

例えば、預金準備率が２％の時に、銀行が 1000万円の預金を発生させてある会社に貸したとします。す

ると銀行は 1000 万円の２％つまり 20 万円を、保管している現金から差し引いて日銀に、しきたりとして

準備金として預けることになります。銀行の貸し出し上限は、預金準備率によって決まります。準備率が

２％だとすると、保管しておる現金のおよそ 50倍の預金を貸す（発生）ことができます。 

 

現金は預金の引き出しに応えるために存在しています。というのも、預金とは銀行が信用創造で作り出

したおカネなので、預金には「紙幣」という実体があるのではなく、帳簿上の数値でしかないからです。

しかし、それでは手渡しで預金をやり取りできません。そこで預金の代用として現金、つまり紙幣や硬貨

を用います。 

なぜそんなことが可能なのかといえば、現金と預金は同等に扱われることが法律で決まっているからで

す。だから、一時的に預金を現金と交換することにより、預金の代わりに現金を代用して取引に利用して

います。この現金は預け入れると再び預金という数字だけの存在に戻ります。つまり、みんなが持ってい

る紙幣・硬貨の元の姿は預金です。 

 

現金の何倍も預金を発生させる仕組みのため、預金者がみんなでおカネを引き出しに来たら対応できな

くなります。その現象は「取り付け騒ぎ」と呼ばれます。普通は預金者が一斉に預金を引き出しに銀行へ

来ることはめったにありませんが、金融危機になるとおカネを引き出しに大勢の人が銀行に押し掛けるの

で、現金がたちどころに無くなって、引き出しは停止されます。もともと現金を何倍にも増やして貸して

いるので、仮に銀行が貸しているおカネが銀行に返済されたとしても、現金の引き出しに応じるには足り

ないことから生じる現象です。（例：1927 年【昭和２年】の金融恐慌、1998 年北海道拓殖銀行破綻にとも

なう預金引き出し対応など） 

 

さて、貸した預金は銀行に返済されると消滅します（帳簿から消される）。なぜなら預金は無から生まれ

たおカネなので、返済されると無に帰るからです。だから、借金を返済する人が増えると、世の中のおカ

ネ（預金）は消えてなくなります。これを「信用収縮」と呼びます。世の中の景気が悪くなると借金を返

済する人が多くなるので、信用収縮が起きます。すると世の中のおカネが減るため、デフレ不況になりま

す。 

 

世の中のおカネが無くなってしまわないのは、毎日誰かが借金を返済して預金が消える一方で、別の誰

かが借金することで預金が生まれているからです。そのバランスで預金は保持されています。 

世の中のおカネは誰かへの貸付によって発生します。だから、世の中のおカネ（預金）を増やすために

は貸し付けをどんどん増やす必要があります。逆に言えば、企業や政府が借金をどんどん返済すると、世
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の中のおかね（預金）はどんどん減ってゆきます。 

 

世の中におカネが増えると、景気が良くなります。したがって、いかに世の中の借金を増やすか、それ

が景気を左右します。日銀が行っている金融緩和・マイナス金利もそのために行われていることです。 

 

７） 借金がよくないと言って、金本位制度には戻れない 

金本位制には弱点があります。 

（１） 地球の金の量には限りがある。 

（２） 通貨発行量は金保有量に拘束される。 

（３） 自国通貨の為替レートが下落すれば、金は国外へ流出する。 

（４） 経済が発展（電化製品・車などを購入）すれば、通貨が大量に必要になる。 

（５） 世の中に必要なだけの通貨、景気調整に必要な通貨量を十分に供給しにくい。 

これを解決するため、経済学者ジョン・メイナード・ケインズが提唱し、物価・景気・雇用を優先させ

る通貨制度として、管理通貨制度が採用されていった歴史があります。 

 

管理通貨制度を採用しているなら、生産量（ＧＤＰなど）に見合った、お金を市中に流せばいいだけの

ことなのです。 

（アベノミクスは、マネタリーベースを大きくして数値上、おカネが増えただけで、流通している現場に

増やしていないので、ダメでした。マネーストックを増やしていない。） 

 

豊かな社会を築くための基本的な原理はわずか、２つだけです。 

 ① より多くの財（モノやサービス）を生産すること 

 ② 生産される財（モノやサービス）の量に見合う必要かつ十分なおカネを配ること 

 

財（モノやサービス）を生産する供給力は増えていくのはわかっているのですから、世の中のおカネを

確実に増やすことが必要です。それが例えば、ヘリコプターマネーやベーシックインカムです。 

  労働組合も通貨供給のしくみを理解して、取り組みを考える必要があるのではないでしょうか。 
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北海道職員の離職対策を考える 

―
 統計でみる退職の実態 

― 
 

北海道本部・全北海道庁労連宗谷総支部 書記長 佐々木 勇輔

1. はじめに 

 宗谷総合振興局管内の道職員は、2016年度末で2人、2017年度末で7人の若年層職員が退職しました。 

 職員数適正化計画により、北海道職員の年齢構成は歪なものとなっており、安定した行政サービスを提供するた

めには、職員の年齢構成の適正化が急務となっています。 

 北海道ではここ数年急激に新規採用職員が増加していますが、一方で20代の離職が相次いでいます。 

 公務員として業務が板についてきたところでの退職は、北海道としても痛手であり、周囲の職員の業務負担増に

も繋がります。 

 また、近年は宗谷管内において中堅層職員の離職も散見されます。特に技術職・専門職についての退職が多く、

若年層職員の急増とあわせて職場運営を困難にさせています。 

 本レポートでは、安定した道政運営を行うために、離職という側面から情報を整理し、今後の人事施策について

考えていくこととします。 

2. 離職防止策を考える 

(１) 統計情報から離職の原因を考察 
 

① 「若年層は仕事が長続きしない」は嘘 

 若年層の離職率の高さが話題になっている一方で、日本の民間企業も含めた労働者全体の採用3年以内の離職率

は、この30年間でほとんど変わっていません。 

厚生労働省が公表している「学歴別卒業後3年以内離職率の推移」によると、最終学歴によって多少傾向に違い

があるものの、過去30年間の離職率に大きな変化はなく、ちまたで言われている「若年層は仕事が長続きしない」

といった風潮は、メディアによって作られた虚像と言えるかも知れません。 

 

② 実は公務員の離職率はかなり低い 

公務職場における最近5年間の離職率については、国家公務員の給与法適用職員で約6％（人事院公務員白書よ

り）、地方公務員で約10％と言われており、民間企業における離職率が約30％であることから比べると非常に低い

離職率であることがわかります。 

 

近年、公務労働者の離職が相次いでいる。その結果、職場は毎年新規採用職員育成に労力を奪われ、職場は疲

弊し、さらなる離職者を生む結果となっている。質の良い行政サービスを提供していくには、離職を防ぎ、プロ

フェッショナル職員を育てていかなければならない。 

本レポートでは、離職の根本原因及びその対策について統計や実際の離職者から集めた声を元に考察する。 
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(2015 厚生労働省 「新規学卒就職者の在職期間別離職率の推移」より)                  
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（2016 人事院「一般職の国家公務員の任用状況調査」より） 

 

 

③ ここ10年間での離職理由の変化 

本レポートを作成するにあたり、昨年度退職した職員の声をいくつか集めてみました。 

そこで挙げられた声には共通点があり、「業務量が多いのに給料が少ない」「仕事が少なく、早く帰れる職員も

いるのに自分は仕事が多く、帰れない」といった「割に合わない」という意見が多く見られました。 

2016年5月に独立行政法人労働政策研究・研修機構が公表した調査資料によると、入職から3年未満で退職した理

由として上位に挙げられるのが、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」「人間関係がよくなかった」

「仕事が自分に合わない」「賃金の条件がよくなかった」などです。 

最終学歴や性別によっても離職理由の傾向が異なり、大学・大学院卒男性の場合は「労働時間・休暇等労働条

件」に対する不満が最も多く、高卒男性の場合は「仕事が自分に合わない」ことが最も大きな離職理由となってい

ます。 

 女性については、高卒の場合「人間関係が上手くいかない」が最も多く、大学・大学院卒は男性同様「労働条件

に対する不満」が最も大きくなっています。 

 なお、学歴問わず、1年未満で離職した理由として多いのが、「仕事が自分に合わない」となっています。言い

換えるとやりがいを感じないということでしょう。 

 さらに、2006年度の離職理由について同じく独立行政法人労働政策研究・研修機構が公表している資料を確認し

てわかったことは、雇用情勢が大きく好転した現在は、雇用不安が無い代わりに賃金や労働条件に対して大きな関

心を持っていると判断出来るのではないでしょうか。 

この調査は公務員を対象にしたものではありませんが、今般の若年層が職場に求めているものを把握する上では

重要な資料と考えられます。 
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（2016 労働政策研究・研修機構（JILPT）「資料シリーズ№171」より） 
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（2006 厚生労働省 「若者の包括的な移行支援に関する予備的検討」より） 

 

 

(２) 具体的な対策案とその問題点 
① インターンシップの拡大でマッチング率の向上を 

 1年未満で離職する理由として多く挙げられている「仕事が自分に合わない」の問題点は、入庁後実際に業務を

行うまで何も分からないことにあります。 

 「いざ入ってみたら思っていた職場と全然違った！」という声は、労働組合に最も寄せられる意見の一つです。 

 こういったミスマッチを解消するためには、あらかじめ受検者と北海道の齟齬を明確にし、マッチング率を上げ

ておく必要があります。 

そこで積極的に活用すべきなのがインターンシップ制度です。 

 インターンシップ制度とは、社会人になる前に、その会社組織の実際の仕事内容などを経験できる制度です。 

これを適切に運用することができれば、入庁前に公務員の仕事をある程度把握することができ、マッチング率向

上が見込めます。インターンシップは民間企業で行われているイメージが強いかと思いますが、一部の公務職場で

も実施されており、昨年度は北海道においても実施しました。その効果については検証・確認はできませんでした

が、「仕事が自分に合わない」ことを理由に離職する層に対する有効策と考えられます。 

 本制度の問題点としては、インターン生への指導が指導担当者の業務量の増大を招くことが挙げられます。これ

は民間企業におけるインターンシップ制度でも同様の問題を抱えており、一定程度余裕を持った指導人員が確保で

きていなければ、労働強化に繋がりかねず、適切な運用が求められます。 

 また、公務員の業務は多岐に渡るため、インターン生が希望する部署に配属されるかわからないのも大きな問題

です。本来のインターンシップの大きな目的の一つとして、学生自身にやりがいを感じてもらうといった趣旨があ

りますが、北海道のホームページを確認する限り、道のインターンは「職業意識の向上」及び「道行政への理解を

深める機会の提供」を目的としているため、インターン時と採用後の配属先・業務に関連性がなく、離職防止効果

は薄いと考えられます。 

 ほかにも、現状北海道で実施されているインターンシップ制度については、行政職場であれば1週間、専門職で

も長くて2～3週間程度となっており、あまりにも期間が短いことや、インターンに係る費用が全て個人負担という

点において、人材確保の観点から実施されている制度ではないと考えられるため、インターンシップ制度の考え方

の見直しを当局に提言していく必要もあります。 

 

② 初任給の大幅なベースアップもしくは人員の大幅な増員 

昨年度退職した職員の一部について退職理由を調査した結果、「仕事内容の割に給料が低い」「給料が低いのに

仕事の責任が重い」「民間企業に勤めている友人等の給与と比較して、給与が低い」といった給与・待遇面の声は

非常に多いと感じました。 

先ほど挙げられた離職理由の中にあった「労働条件の悪さ」や「賃金の低さ」はどちらか一方によるものという

よりも、双方が関連している事項であると考えます。つまり、「労働内容がきつい、労働時間が長いのに賃金が見

合わない」もしくは、「賃金が低いくせに労働時間や内容が悪い」ということです。 

事実、厚生労働省及び総務省の初任給調査でも、地方公務員の初任給の低さは数字に表れています。民間企業の

初任給（事業規模問わず）と比べ、地方公務員の初任給は2～3万円も低いのです。 
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（2016 総務省 「地方公務員給与の実態」より） 

 

 

また、人員の大幅な増員についても、急務と言えます。 

先ほど紹介した独立行政法人労働政策研究・研修機構が公表した離職理由上位に、「労働時間・休暇等労働条件

が良くない」とあります。大卒・院卒の場合は男女問わず最も多く、高卒の場合も上位に位置しています。 

労働時間については本レポートを作成する上で、インターネット上で公表されている様々なアンケート・意識調

査などを確認しましたが、調査したほぼ全てのアンケートで「自分ファースト」志向が年々増えている結果となっ

ており、とりわけ長時間労働・サービス残業に対する注目は非常に高いものとなっています。 
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2013年厚生労働白書においても、「労働」よりも「楽しく生活できるか」を重視する傾向は年々高まっています。 

人員不足は長時間労働を引き起こすのは言うまでも無く、さらに職場の人間関係にも悪影響を及ぼします。先ほ

ども触れましたが高卒の離職理由1位は「人間関係の悪さ」である以上、長時間労働是正とあわせて早急に解消を

図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2013 「厚生労働白書」より） 

 

こうした中、公務職場は旧態依然の長時間労働もサービス残業も当たり前のように存在しているのは周知の事実

です。 

これまで確認したのは主に民間の調査結果ですが、公務職場の若年層職員も会社組織に求めていることは同様で

ある可能性は高く、労働時間・休暇等労働条件が悪いことを理由に退職・転職することは今後も十分あり得ると考

えます。 

 

3. まとめ 
 

2018年現在は表面上の景気回復も手伝い、就職市場は売り手市場と言われています。 

質の良い、安定した行政サービスを提供するためには、人材育成の観点からも若年層職員はもとより、全ての職

員の離職を徹底して防がなければなりません。 

 本レポートでは、インターネット上に公開されている資料から中途退職を引き起こす要因を考察してきました。

しかし多様化が認められている現代社会においては、本文で記載した離職要因も氷山の一角であると考えるのが自

然です。 

また、離職率、離職理由を元に対症療法的に仕事のマッチングや賃金・人員面で改善策を検討するだけでは足り

ないと考えます。 

誰もが公務員である前に一労働者であり、仕事という人生の大半を占める重要な選択に慎重になるのは当然のこ

とです。 

したがって消去法による解決策も重要ですが、今後求められるものは「収入」や「ステータス」よりも「会社で

はなく自分に合った働きがい」や「充実した私生活」であり、それは真のワークライフバランスと言うべきもので

はないでしょうか。 

締めになりますが、充実した道政を運営するためには、職員自身が健全に無理なく働き続けることは必要不可欠

です。無理な人事施策によりやりがいも持てずに行う業務が道民のためになるはずもありません。 

「積極的な離職防止」こそがプロフェッショナルな職員を育て、安定した道政運営につながるのではないでしょ

うか。 
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  青年部活動を促すために  

全道庁労連檜山総支部江差高等看護学院支部 江島 吉宣 

 

「２万、全道庁」と言っていたものの、過去の話となっています。 

 以前は組合員が２万人となることができる基礎となる道職員が２万人を大きく超えていましたが、定数

適正化だか支庁制度改革だかの意味の良く分からない合理化を受け、あれよあれよと職員数が削減され、

２万人が遙か遠くとなった職員数になっています。 

 そのため私たち全道庁も定数削減にともない組合員数が減少し、２万人が夢のような数になっています。 

 実際のところ、定数が削減されたことにより、以前に比べて職場のひとりあたりのスペースが増えて広々

としているところが少なくありません。 

 道職員の数が減っており、それにともない各職場に配置されている職員も減少し、当然ですがそれぞれ

の職場がある地域における道職員の数も減っています。 

 

 話は変わりますが地域における道職員の存在感は以前に比べてどうでしょうか。 

 実際の職員数が減ってきているのだから薄まるのは当然と言えば当然ですが、それ以上に薄まっていな

いでしょうか。 

 職場自体が廃止されるなどした場合を除けば、いくら配置定数が削減されたとは言えある程度の職員は

勤務していることもあり、地域の人口に占める道職員の数は極端には減少していません。 

 と言っても、これは職員が地域の住民に占める割合の話であり、これを道職員の家族などの関係者に広

げた場合には状況は大きく変わります。 

 独身の職員は別として、配偶者や子どもなど家族と一緒に暮らしている職員はどれだけいるでしょうか。 

 地域によっては家族と一緒に暮らしている職員がほとんどだと言う地域もあるでしょう。しかしながら、

多くの地域では少なからず家族持ちの職員は単身赴任をしている。それどころか全員が単身赴任と言った

ところもあります。 

 以前は家族向けのものだった広い公宅も、今や入居しているのは単身赴任や独身の職員ばかりで、職員

が出勤するとひとけが全くなく誰もいないといった状態です。 

 それでも月曜から木曜の夜ならば窓のカーテン越しに明かりが漏れて生活感がありますが、金曜の夜か

らは明かりの数が減り、土曜の夜には全く明かりのついていない公宅までもが現れます。公宅が何棟か集

まっているような場所であっても、夜になっても全くひとけがなく、まるでゴーストタウンかと思えるよ

うな状態となっています。 

 以前ならばそれなりの事情があって家族と離れ単身赴任となっていましたが、現在では家族と一緒に移

動してくる職員が希な状態となっています。 

 そのため単身赴任の職員が増加し、金曜の夜から土曜の午前中には在勤地を離れ家族の元に向かい、日

曜午後や月曜の朝などに在勤地の公宅などに戻ってくる職員が少なくない状態となってきました。 



― 261 ― 

  

 

極端な例では、在勤地で土日を過ごしたことがないとか、ごみは週末に自宅へ持って帰るので出したこと

がない、と言うような職員も現れています。 

 地域における道職員の数が減少しているのは事実ですが、それ以上に単身赴任の増加により地域の道職

員家族の大きな減少、それに加えて週末には職員自体いないことにより、地域での道職員の影はどんどん

薄くなっています。 

 だからと言って、愛しい家族とともに過ごすことを否定するわけではありません。でももう少しどうに

かならないのでしょうか。 

 可能ならば、週末に在勤地に来てもらってその地域で過ごすなどできないでしょうか。 

 単身赴任の職員は週末にいないなど強制的に残ってもらうのはいろいろ難しいことから、できる限り自

主的にがんばってもらいたいと思います。 

 

 話は変わりますがここ何年間は新規採用の職員が増加し、地域によって職員の多くを占めるようになっ

ています。独身寮なども以前は単身赴任の職員が多くを占めているところもありましたが、今ではそのよ

うなことも少なくなっているようです。 

 新規採用の職員は多くが青年層であり、毎週末家族の元に行かねばならないわけではなく、週末を過ご

しています。 

 しかしながら地域へ積極的に出歩くと言ったような状態にはなっておらず、公宅や独身寮で過ごしてい

るようです。 

 これでは少しは地域で過ごす道職員が増えても、地域で道職員の影が濃くなるところまではなっていま

せん。 

 同じ北海道内と言っても地域によっていろいろな違いがありますが、それを感じるためには地域に出て

みることが一番で、まさに百聞は一見にしかずです。 

 折角縁があってその地域に好もうが好まなかろうが住むことになったのですから、是非「毒を食らわば

皿まで」ではないですがその地域を楽しんでもらいたいところです。 

 嫌々その地域で勤務して陰々滅々と過ごすぐらいだったら、そこは割り切って楽しみましょう。同じ時

間を過ごすのならば少しでも楽しい方が良いのではないでしょうか。 

 だからと言って、青年職員に地域に出ろと言っても難しいのが現状です。そこで労働組合が一役を買う

ことはできないでしょうか。 

 今の青年組合員は一筋縄ではないことは分かっていますが、上手くいけば組合活動に青年層が参加して

くれ、ついでに地域ことも分かってもらえ、更に地域での存在も濃くなってもらえます。 

 まずは人見知りである青年層を単組運動で上手いこと連れ出し、その後は地域の運動を担う地区連合な

どとも協力してもらい、地域に出てもらいところです。 

 

 さて、まずはどうやって青年層を誘い出したら良いでしょうか。 
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「保健所」に対する道民のイメージとして「狂犬病」「犬の抑留」が依然、色濃く染みこんでおり、公衆衛生

活動として狂犬病予防対策を行ってきた成果でもある。2000年に狂犬病予防法による犬の登録と予防注射事務が

市町村へ移管したことにより、保健所の業務は狂犬病発生時等に限定されている。現在の犬と猫に関する保健所

現場での実情と課題の中から、動物行政に係る道の責任と全道庁労連の取り組みについて報告する。 

 

保健所における動物愛護（犬猫）行政の課題 
 

北海道本部／全道庁労連・空知総支部滝川保健所支部 青木 力也

 

1. はじめに ～狂犬病予防と動物愛護の関係とは～ 

 「保健所」に対する道民のイメージとして「狂犬病」「犬の抑留」が依然、色濃く染みこんでいる。 

この間、保健所が公衆衛生活動として狂犬病予防対策を行ってきた成果でもある。2000年に狂犬病予防法による

犬の登録と予防注射事務が市町村へ移管したことにより、保健所の業務は狂犬病発生時等に限定されている。1973

年以降、暫定的な業務が続いていた犬の引取と猫処分の技術的援助は、2001年、道の動物愛護条例が施行されたの

に合わせ、保健所の正式な暫定業務となり、14支庁環境生活課に動物愛護法担当の獣医師が新たに機構配置された。

現在の犬と猫に関する保健所現場での実情と課題の中から、動物行政に係る道の責任と全道庁労連の取り組みにつ

いて報告する。 

 

2. 動物（犬猫）愛護行政は暫定状態が常態化 ～保健所の現場では～ 

(1)保健所での取り扱いは2001～2002年度の２年間の期限付き暫定業務だったはずが 

表１ 北海道の動物行政の主な経過 

 

1950年08月～狂犬病予防法制定  ・犬の引き取り→保健所の役割 

1973年10月～動物管理法制定 （北海道→総務部、民生部、衛生部の共管） 

・猫の苦情引取り→支庁道民生活係→技術的援助を保健所 

・犬猫＊引き取り→保健所（暫定）＊猫は明文化なし 

1999年・2005年～動物愛護法改正  ・道動物管理条例の制定～法制定から３２年後 

【05機構】14支庁環境生活課に獣医師(14)を配置 

2013年09月～動物愛護法改正施行 ・犬猫の引取拒否が可能に 
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(2)動物愛護行政に対する取り組み 

保健所（犬）と支庁道民生活係（猫）との共管という極めて特異な業務体制は実に40年に渡り、現在は保健所

（保健福祉部：引き取り）と振興局環境生活課（環境生活部：動物愛護）が担っている。その間、動物愛護に関

する労使協議は、特殊勤務手当等一部の課題を除き大きな進展を見ていない。その背景には、いつか正式な体制

整備がされるだろうとの「期待」と、已然として動きが見えないための「諦め」に揺れながらもがんばってきた

現場の努力があることを強く訴える。以下、これまでの動物愛護関係に対する本部の取り組みをまとめた。（表

２） 

 

【参考】 環境生活部環境室自然環境課野生生物室（2001年当時）による「動物の愛護及び管理に関

する条例」（2001.10.1施行）に関する業務の執行体制説明資料から（概要） 

 今後の業務執行体制に対する考え方 

(1)仮の暫定執行体制（1974年度～2000年度） 

動物愛護法の規定で「都道府県、政令市は犬又は猫を引き取らなければならない」が、道

での引取場所は狂犬病予防法に基づき設置されている保健所の抑留所しかないため、暫定的

に実施。（行政組織規則に明記なし） 

(2)正式な暫定執行体制（2001年度～2002年度） 

動物愛護法の改正や条例制定に伴い、引取業務を行政組織規則に明記（保健所長に事務委

任）し条例の施行規則にも明記する。（猫の処分にも特殊勤務手当） 

(3)支庁への業務一元化（2003年度以降） 

        動物保護収容施設を整備し、支庁へ業務を一元化する。 

 保健所における業務内容 

   （略）～条例に規定する業務（＊2001年度以降：犬猫の引取処分、新しい飼い主への譲渡、引

取時の不妊指導助言、引取手数料の徴収）を付加する場合においても、現行の保健所

の人員体制の中で対処できるものである。 
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3. 動物（犬猫）愛護業務の推移 ～現場の努力にも限界が～ 

 

写真（左）は2006年当時の引き取り事例で24頭持ち込まれた。写真（中・右）は2018年６月現在、収容されてい

たミニチュアダックス２頭と飼い猫と思われる猫１匹である。 

 

4. 滝川保健所における動物(犬猫)愛護業務の推移と現状 

                      ～努力・努力・努力！～ 

  滝川保健所に収容された「犬」は2008年度をピークに減少。2012年度に初めて100頭を下回り、「猫」も150匹

以上の引取数を50匹以下に押さえ込んだ。この背景には、市町村と支庁(当時)、保健所が連携した多頭飼育者へ

の指導や、引取要望に対し安易な飼育放棄をさせないよう根気よく「飼い主責任」を指導した現場の努力があり、

決して北海道の動物（犬猫）愛護行政が易々と推進されているからではないと断言する。 

また返還譲渡率は2005年度で犬44.1％、猫6.6％から 

８年後の2012年度には９％台と実現可能な上限に達して 

いる。（病気等のための安楽死があるため100％達成は 

極めて困難） 

2013年９月から動物愛護法が改正施行され「知事が引 

き取らなければならない」規定から「引取拒否も可能」 

となった。このことにともない、譲渡推進による収容期 

間の長期化や動物福祉の浸透による休日の世話などに 

 より、業務負担がより増えている。 

現時点ではあるが2017年度から2018年６月末までの殺 

処分件数はゼロを続けていることは、職員の献身的努力と動物愛護団体等への団体譲渡による結果と言える。 

 

 表３ 滝川保健所の状況 （2017年度引き取り） 

 

 

猫   種 捕 獲 負 傷 持 込 合 計 返 還 殺処分 譲 渡 

雑 種   52 52 ０ ０ 52 

合  計 0 ０ 52 52 0 ０ 52 

犬   種 捕 獲 負 傷 持 込 合 計 返 還 殺処分 譲 渡 

雑 種 0 0 4 4 ０ ０ 4 

チ ン 0 0 １ 1 ０ ０ 1 

シーズー 0 0 2 2 ２ ０ 0 

マルチーズ 0 0 1 1 １ ０ 0 

ミニチュアダックス 0 0 4 4 １ ０ 3 

ゴールデンレトリーバー 0 0 1 1 １ ０ 0 

ミニュチアシュナイザー 0 0 1 1 １ ０ 0 

チワワ 0 0 1 1 １ ０ 0 

合  計 0 ０ １５ １５ ７ ０ 8 

2008年5月24日 道新 空知版 
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5. 施設整備は最低限の体制整備 ～犬と猫が同居！動物虐待では？～ 

先に触れたとおり、道での犬猫の引取場所は狂犬病予防法に基づき設置されている保健所の抑留所しかないた

め、業務は暫定的に実施してきた。抑留所の設置目的は野犬が狂犬病かを鑑定するための設備であり、動物愛護

の視点では全くと言って整備されていない。そのため、収容された犬猫が他の感染性疾患等に罹患していても同

一空間に収容せざるを得ない。犬と猫を近接して管理すること自体が虐待に当たらないのかとも考えている。財

政難とはいえ施設整備を計画的に予算措置してこなかった部当局の怠慢ではないだろうか。 

 

6. 北海道における動物(犬猫)愛護体制の確保と今後の取り組みについて 

今後も豊かで安心できる道民生活において動物の愛護と管理体制の整備は極めて重要である。 

財政的に極めて困難な道の現状であるからこそ、長年の要求である動物管理センターの新設に向け、単に予算

がないから困難とは言わず、道有施設の有効利用や資金の確保に知恵を絞るべきであろう。 

全国でも後進的な動物愛護サービスの実態を改善し、積極的に推進提供する責任を「道」は果たすべきである

と考える。 

 

 

 

 

 

 

  現在までの振興局体制下における動物管理体制について述べてきたが、現状として①保健所は、犬猫の引き取

りが保健所長の業務として知事から事務委任され暫定的に担ってきたこと、②そのため保健所現場は暫定解消と

当時の部からの提示どおり支庁（現振興局）への一元化を期待していること、③振興局には各１人ずつしか担当

獣医師が配置されていないため、現行の業務を行うのが精一杯であること、④そのため多少なりとも保健所での

一元化を期待している職員が多いことが見えてきている。 

  このことは、円滑な動物愛護と管理業務を推進する上でも大きな障害となることが懸念される。 

  また、もし振興局体制下で同じ保健環境部に位置づけられているから問題ないというのであれば、犬猫の引き

取り業務についての経過が無視されることとなり、極めて大きな問題として強く抗議したい。 

  財政状況が脆弱な本道で収容施設や体制整備を進めるには、十分な検討が行われることは当然であるが、単に

「財政上困難なので動物管理センターの新設は困難」との結論は極めて安易であり、認められるものではない。 

  環境生活部と保健福祉部当局は、この放置されたままの課題について早急に解決に向けた検討を行うよう強く

求めるとともに、本道における動物愛護と管理体制が前進することを強く望むものである。 

 

 

 

 

また、堀知事時代には動物管理センターの設置が知事公約となっていたが、高橋知事の公約では触れられてい

ない。現状の動物愛護体制が現場の努力により成り立っていることを強く訴えたい。 

その中で労働環境の改善と道民サービスの向上をはかるためには、関係部当局、全道庁労連、関係評議会、支

部・分会が十分議論を進めていかなければならない。 

十分な議論も行わないまま「振興局」の内局として機構を強行した保健所に暫定業務を強いる高橋道政と関係

部当局に対し、強く抗議するものであり、来春に控えた知事選挙の結果に大きな期待を持っている。 

【動物（犬猫）愛護行政の課題と展望】 

① 財政面を含め、北海道の動物愛護管理センターの設置について具体的検討を進めるべ

き。 

② 振興局と保健所による現行体制を検討し、新たな体制と施策を展開する。 

③ 現行施設・機器類の整備、予算確保をはかる。 

④ 振興局、保健所ともに必要な獣医師の確保と処遇改善をはかる。 

⑤ 現行の業務量の精査に基づく適正な人員配置、労働条件の改善をはかる。 

⑥ 動物愛護団体とのより緊密なネットワーク構築をはかる。 

【現場からの提言】 

◎ 過去の犬猫の引き取りの推移を見ると、石狩、空知、胆振の頭数が極めて多いことから、動物管理セ

ンターの設置を検討する場合、まずは道央圏に位置する３振興局に対応することが考えられる。 

◎ 併せて引き取り頭数の多い保健所の施設整備をはかり、動物管理センターを中心とした業務との適切

な連動をはかることが、全国的な主流であること。 
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今後とも住民の健康と安全を守り、道民が動物と共に安心して生活するためにも、道の施策に隠れている課題

を洗い出すための自治研活動を強化し、現状を改善することが我々に求められている。
 

 

 

 【参考】 第２次北海道動物愛護管理推進計画（バーライズ プラン2018） 

            ～動物と共生する北の大地～ 

  ＊北海道（環境生活部）が動物愛護に関す施策を計画的に推進するため、2008年度から10年間を第１次計画と

し、2018年度から10年間を第２次計画として策定した。 

   その中で、「動物愛護管理機関のあり方検討」の現状と課題として「（前略）その時代のニーズに応じた動

物愛護管理センターの設置や改善を進める必要がありますが、自治体の財政的な問題などから難しい状況に

あります。そこで、施設の設置や改善に向けて、情勢の変化と道民ニーズに即した動物愛護管理センターの

あり方を検討するとともに、当面、施設整備が難しいという課題については、代替する施策を進めていきま

す。」と記載されている。 
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砂川市では、新庁舎の建設に向けて市民2,000人への無作為抽出アンケートや庁舎建設検討審議会での議論な

ど市民目線での議論は進んでいるものの、より良い庁舎建設をするためには、市役所で働く職員が日々住民と接

する中での視点や地方自治を担う市職員としての視点も欠かせない要素と考え、2017年2月に新庁舎建設に向け

た全職員アンケートを実施。その後、アンケート結果を取りまとめ、基本設計・実施設計に反映されるよう要求

書として当局へ提出した。 

 

市役所庁舎が果たすべき役割・機能 

―砂川市新庁舎建設に向けた全職員アンケート調査― 
 

砂川市職員労働組合／自治研推進委員会

 

1. はじめに 

 

(１) 砂川市の歴史及び現状 
 

 砂川市の人口は、エネルギー全盛期時代、東洋高圧工業（現在の北海道三井化学）をはじめとする様々な工業の

隆盛とともに増加の一途を辿り1948年の44,000人をピークに、その後東洋高圧工業の衰退とともに、砂川市は人口

減少時代へ。高齢化が進み、商店街はシャッター街となり、砂川高校も間口の維持が困難になるなど、少子高齢化

を迎えている。 

現在は、官では市立病院を核とした、民ではスイートロードなどお菓子のまちとしてまちづくり進めており、現

市長の善岡市政では、高齢者見守り事業、子育て世帯支援事業を展開しているが、人口流出は止まらない状況であ

り、現在は約17,000人まで減少している。 

また、砂川市の歴史は水害の歴史でもあり、1961年、1962年の大水害など、石狩川の氾濫の歴史と隣合わせの歴

史でもある。その反面、豊かな水が肥沃な土壌を生み、農業の発展に加えて、東洋高圧工業や北海道電力、三井木

材工業、北洋火薬など産業を発展させてきた。このことからも、水と共存し、水害に怯えることなく安心して暮ら

すことができるまちづくりが求められている。 

 

(２) 砂川市役所庁舎の現状 
 

現庁舎は、1970年の建築からすでに48年以上が経過しており、建物の老朽化や耐震性の不足などのさまざまな問

題を抱えている。こうした中で、東日本大震災及び熊本地震が発生し、多くの自治体庁舎が被害を受け、災害復旧

や復興に影響を及ぼす結果となり、災害対策機能や市民生活に直結した行政機能の確保の重要性が改めて認識され

ている。さらに、安全性や機能性が確保されているとは言えず、今後、大きな災害が発生し、庁舎に多大な被害が

あれば、救援、支援、復旧等のさまざまな活動に支障をきたす可能性がある。 

そのようなことから、砂川市では、新庁舎の建設に向けて市民2,000人への無作為抽出アンケートや庁舎建設検

討審議会の開催など市民目線での議論は進んでいるものの、一番密接に関わる市職員の意見を反映される場面は設

けられていない。１日の活動時間の半分以上を庁舎内で過ごし、市役所に来庁した市民から直接要望や苦情を受け、

その情報を有しているのは市職員である。 

このような有用な情報を活用するため、今後長期的に機能する庁舎を念頭において、庁舎がより実用的、機能的

なものとなるよう市民・労働者・市職員としてのノウハウを集めるため、全職員のアンケート調査を実施した。 
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2. 調査概要 

① 調査期間 2017年2月3日～10日 

② 調査対象 147人 

③ 回収数  112人 

④ 回収率  76.2％ 

⑤ 調査内容 別紙アンケート用紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. アンケート集計結果・意見 

 

 

 

 

 

         新庁舎への要望事項  （件数順）

  要望事項 件数 割合 

1 空調の設置（冷暖房） 69 件 61.6% 

2 窓口のプライバシー配慮・集約化 33 件 29.5% 

3 書庫の増設 33 件 29.5% 

4 網戸設置 28 件 25.0% 

5 会議室の増設 27 件 24.1% 

6 エレベーター設置 26 件 23.2% 

7 トイレの清潔化・増設 20 件 17.9% 

8 ユニバーサルデザイン 20 件 17.9% 

9 職員・公用車駐車場の確保 19 件 17.0% 

10 ＬＡＮ配線強化・Wi-Fi 設置 18 件 16.1% 

11 ＬＥＤ照明 17 件 15.2% 

12 休憩室設置 14 件 12.5% 

13 食堂・売店 11 件 9.8% 

14 分かりやすい案内表示 9件 8.0% 

15 禁煙・喫煙 8件 7.1% 
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職場としての望まれる市役所庁舎（労働環境・業務効率） 

・暖房機能の向上、断熱効果の高い外壁ガラスの採用。窓口は外部直結から室温管理がし易い配置へ。 

・水害対策を講じるのであれば浸水高さには執務室、機械室を設けない。１・２階エレベーターと２・３階エレ

ベーターを分けないと災害時機能しない。 

・停電時の自家発電は全館稼働。災害本部はＰＣ稼働が前提。発電機の設置を上階に。 

 

市民が期待する市役所庁舎（利便性・交流など） 

・総合案内 

・清潔感あふれるトイレの設置。湿式→完全乾式。多目的トイレ、メイク直し場所必要。 

・エレベーターがあれば問題ないが、無いとしたら会議室は下階に。 

・市民が休憩できるスペースの確保 

・相談事のプライバシーの確保できる相談室を複数設置 

・エアコンでの除湿。無ければ網戸設置。 

・執務スペースは職員同士が顔を合わせやすい配置を希望 

・書類、備品の保管場所を多く確保 

・使い勝手の良い売店、食堂 

・間仕切り壁を少なくし、部・課の変更があった際対応し易い平面計画 

・ＰＣの配置をしやすい平面計画 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

■高齢者や障がい者の移動を困難にしている昇降。新庁舎では動線の確保、ユニバーサルデザインが求められる。

■プライバシー保護や防犯対策、集約化が求められる窓口。突発的な業務のための執務室の確保も課題。 
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4. 調査結果からの考察・提言 

 今回の全職員アンケート結果から、単に自らの要望になるのではなく、どうしたら市民・労働者・市職員のどの

視点においても良い庁舎になるかを考え、自治研推進委員会で議論を重ね、以下のとおり提言として取りまとめた。 

 

(１) 適切な室温管理 
 

① 庁舎内の室温管理は、業務効率や市民に与える印象に大きく影響することから、労働安全衛生法等の関

係法令や通知通達・指針等を遵守し、市民・職員にとって快適な環境となるよう空気調和設備を設置する

こと。また、風の通りや日当たり、機器が発する熱も考慮し、各階・各室毎の室温調整を可能にすること。 

② 経費節減の観点から空調設備に依らない室温調節も可能にするため、蜂などの虫除け対策として網戸等

を設置すること。 

③ 熱効率や省エネを考慮し、高い天井や一面窓は採用しないこと。止むを得ず現在の庁舎のように天井を

高くする場合は、空気の循環が可能となる設備を導入すること。 

 

(２) 適切な照度の確保 
 

① 現庁舎においては節電のため蛍光灯を間引きしており、市民から暗いという意見も出ていることから、

適切な照度を確保すること。また、経費節減の観点から照明は可能な限りＬＥＤ化するとともに、無駄な

電力消費を抑えるため、スイッチを細分化すること。 

② 採光により明るさを確保するため効果的な窓の設置を検討するとともに、日照対策を講じること。 

  

(３) 会議室、相談室、公文書・物品保管場所の確保 
 

① 会議室については、選挙、確定申告その他突発的、臨時的な業務により重複・長期使用の可能性もある

ことから、それらを想定して十分に確保すること。また、配置場所については職員への苦情も多いことか

ら、市民の利便性を考慮し、低層階とすること。 

② 相談室については、市民ニーズの多様化や個人情報保護の観点から、最低でも各階１室を基本として設

 

■その他、職員用食堂の確保・災害対応に備えた休憩室や多目的トイレの設置、照明のＬＥＤ化などが必要 
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置すること。 

③ 課内会議や人事評価の面談等、内部での打合せのために各課に打合せスペースを確保すること。各課へ

の配置が困難な場合は会議室や相談室との兼用も想定し、一定の室数を確保すること。 

④ 公文書については、文書事務取扱規定に基づき保存年限毎に保管しているが、特に永年保存文書の蓄積

により書庫が手狭になってきていることから、今後の文書量も勘案し、十分な保管スペースを確保するこ

と。また、公文書や物品を厳正に管理するため、各課に保管場所を設置すること。 

⑤ 組合事務所を引き続き確保すること。 

 

(４) 職員の福利厚生 
 

① 職員休養室については、十分な休憩や昼食時間の確保、災害時の仮眠スペースとしての使用も想定し、

引き続き設置するとともに、一箇所に設置する場合は可能な限り面積を拡張すること。また、窓口職場で

の職員の食事風景が不快との苦情も受けていることから、十分な面積の確保が困難な場合は、各課に市民

の目に触れないスペースを設置すること。 

② トイレについては、多目的トイレの導入や洋式便器の増設など、ユニバーサルデザインを念頭に設計す

るとともに、換気・臭気対策を講じること。また、プライバシーに配慮した構造にすること。 

③ 職員用の食堂や売店などを設置すること。 

④ 職員も含めた駐車場を引き続き確保すること。また、冬季は堆雪によって駐車スペースが狭まり出勤時

間帯に駐車できない現状があることから、排雪を定期的に行う又は堆雪を想定したスペースを確保するこ

と。 

⑤ 喫煙場所を引き続き確保すること。 

 

(５) その他（利便性向上、負担軽減、防犯・防災対策等） 
① 庁舎全体の設計にユニバーサルデザインを取り入れること。 

② わかりやすい案内表示に努めるとともに、窓口機能を可能な限り１フロアに集約すること。 

③ 窓口職場におけるプライバシー保護のため、衝立や間仕切り等を設置すること。 

④ 現庁舎では柱の位置によって死角が生まれ、業務に支障をきたしている現状があることから、可能な限

り見通しの良い窓口フロアとすること。 

⑤ 文書保管や廃棄等、書類運搬のため、エレベーター等の設置を検討すること。 

⑥ 金融機関を参考にするなど、個人情報保護、防犯対策の観点から来庁者の執務室への出入りを制限する

構造とすること。 

 

5. おわりに 

 今回のアンケート結果からは、利便性の向上や労働環境の整備、今後の庁舎の維持管理まで含めた様々な意見が

あり、市職員が新庁舎に対してどのような考えを持っているかを認識できた。 

これらの結果を自治権推進委員会として、市役所庁舎が果たすべき役割、市民から期待されている機能、そして

地方自治における市役所のあり方について議論し、取りまとめたものを、市職労へ「市役所庁舎建設に係る提言

書」として提出し、さらに市職労から「市役所庁舎建設に係る職員の意見反映について」の要求書として、基本設

計・実施設計に反映されるよう理事者へ提出した。 

上記の提言・要求がよりよい庁舎建設の一助となり、行政サービスの質の向上につながって、砂川市の発展に寄

与することを切に願っている。 
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庁舎建設に向けた全職員アンケート 

  

日頃より自治研活動にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

現在、市役所庁舎の建設に向け、基本構想、基本計画の策定議論が進んでいます。自治研推進

委員会としては新庁舎建設後の将来、職員が働きやすい、市民が利用しやすい内容を取り入れた

庁舎であるべきと考え、新庁舎建設に向けた職員アンケートを実施いたします。 

奉職から現在に至るまで、現庁舎での執務において様々な問題点や環境改善要求事項があった

と思います。また、新庁舎に対しての希望もあると思います。自治研推進委員会ではアンケート

を集約後、地方自治における市役所のあるべき姿を調査・研究するとともに、職員の声が基本設

計・実施設計時に反映されるよう努力して参ります。 

お忙しい時期とは思いますが、何とぞご協力よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

アンケートの実施期間：２月３日（金）～２月１０日（金） 

アンケートの実施方法：無記名方式 

 

新庁舎建設に向けた全職員アンケート 

【年   代】 □18～30 歳 □31～40 歳 □41～50 歳 □51～60 歳 

【勤続年数】     年    【性   別】  男  ・  女 

※年代は チェックをいれていただくか、○で囲んでください。 

 

■執務上の要望事項 

 （例）会議室、執務スペース、配線・コンセント など 

■利便性などの要望事項（市民からいただいた意見を含みます） 

 （例）バリアフリー化、寒暖解消、市民窓口の集約 など 

■労働環境の要望事項 

 （例）空調設備、網戸、休養スペース、ロッカー、照明 など 

 

【上記の視点に基づいてご記入ください。】 

 

 

 

別 紙 
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2006年の夕張ショックを機に、2007年「財政健全化法」が施行された。それから10年余りが経過し、国は地方

自治体に対し、交付税を削減する圧力をかけ続けている。急速な少子高齢化、人口減少社会において、これから

の地方財政はどのようになるのか、将来的な不安が拭いきれない状況下で、労働組合運動も進化を続けなければ

ならない。組合活動において、賃金や労働環境を議論する上では、当局の財政分析を行うことも必要不可欠であ

り、継続的に財政の分析を行う必要がある。 

 
 

 財政分析から見える網走市の未来 
 

北海道本部／網走市労連・自治研推進部

1.  網走市の財政状況 

網走市の歳入・歳出状況は、ここ数

年、250億円前後で推移し、赤字決算

にはなっていないことが伺われる（図

１）。2016年度決算では、歳入が約

252億200万円に対し、歳出は約250億

3,300万円で約1億6,900万円の黒字決

算となっている。 

実質収支と実質収支比率においても

マイナスではなく、健全な財政運営が

行われているといえる（図２）。しか

しながら、実質収支は大きな黒字とは

言えず、実質収支比率においても2011

年に2.1％、2012年に1.6％となったも

のの、ここ数年は1％にも満たない状

況が続いており、歳入に対し歳出を抑

制し、何とか黒字を保っている状況で

あると分析される。 
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2. 網走市の財政運営 

網走市の積立金、家庭でいうと貯金は、2016年度末で約33億9,100万円程であり、数年間で増減はあるものの、

10年前の2008年度末の約36億2,900万円に比べ若干減少していることが伺われる（図３）。単年度収支（実質収支

－前年度の実質収支）において黒字となっているものの、黒字決算とするために少しずつ預貯金を取り崩している

状況が分かる。さらに、単年度収支と実質単年度収支の推移（図４）を見ると、2001年から実に5回の単年度収支

赤字（03、06、11、12、14）があり、ここ10年間では3回の単年度収支赤字となっている。 

次に、積立金の内容を見ると、2016年度において「財政調整基金」は約6億2,600万円（18.5％）、「減債基金」

が約12億9,200万円（38.1％）、「特定目的基金」が約14億7,300万円（43.4％）で、地方債償還のための減債基金

と使い道が決まっている特定目的基金で実に81.5％を占め、今後想定される施設の老朽化対策や災害など何かあっ

た場合に対応する基金は殆どない状況が伺われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 網走市の歳入傾向 

収支赤字に陥る原因は何か。網走市の歳入の約4割を占める「地方交付税」と約2割を占める「地方税（税収

入）」を見ると（図５）、人口が減少傾向にある中、収納対策の成果から税収入はほぼ横ばいであるのに対し、地

方交付税が右肩下がりの傾向にあることが伺われる。2007年に約77億円あった地方交付税は、2016年には約69億

7,000万円となり、この10年間の間に△約7億3,000万円となり、率にして約9.5％の落ち込みとなっている。 

なぜ交付税額が減少しているのか。普通交付税の算定は、基準財政需要額と基準財政収入額との差であるため、

税収入がそれほどまでに落ち込んでいないにも関わらず、基準財政需要額が右肩下がりであるがために、交付税が
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減額されていると分析される（図６）。 

交付税削減の背景には、経済財政諮問会議と財務省（財政制度審議会）が、将来に不安を抱える自治体が基金を

増やす傾向にあることに、自治体に基金を積み立てる余裕があると捉え、地方財政計画に反映させるかたちで交付

税の削減を行っていることも原因と考えられる。 

また、財政力指数（3年間の基準財政収入額の合計を3年間の基準財政需要額で割り求めたもの）の推移を見ると

（図６）、0.4ポイント前後で概ね横ばいだが、基準財政需要額が削減されている分、市税の徴収強化などにより

指数を維持していることが伺われる。 

今後の収入傾向としては、交付税が徐々に削減される一方で、収納対策を実施して行くにしても、人口減少によ

り税収も下がってくることは必然と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 網走市の歳出傾向 

次に歳出の傾向を見てみる。目的別歳出の推移（図７）では、2007年と2012～13年の「麦乾燥貯蔵施設」の建設

による農林水産費の増、2013年「流氷館（観光施設）建替え」による総務費の増、2014年「市民プールの建替え」

による教育費の増、2016年「廃棄物処分場建設」による衛生費の増といった投資的経費の歳出が伺えるが、総じて

近年、民生費の増加が顕著となっている。2016年度決算では、歳出の15.8％が扶助費の支出であり、10年前の2006

年の11.7％に比べ4.1％上昇している。少子高齢化に伴う福祉分野への支出が増加傾向にあることが想像される。 

また、性質別歳出の推移（図８）を見ると、扶助費に次いで多い支出は公債費であることが分かる。2016年度決

算では、歳出の14.8％が公債費となっており、過去に学校や社会教育施設を建替えたことによる付けが今なお続い

ていることが伺われる。 

人件費については、行政改革の名のもとに進められたほか、職員定数の削減により、2006年の14.5％に対し、

2016年は10.2％と△4.3％となっている。 
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①民生費 

②公債費 

③土木費 

麦乾燥貯蔵施設の建設 

流氷館の建替え 

市民プール建替え 

廃棄物処分場建設 

④衛生費 

⑤総務費 

⑥教育費 

⑦商工費 

⑧農林 

水産費

⑨消防費 

⑩その他 

麦乾燥貯蔵施設の増築 ①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨
⑩

①投資的 

経費

②投資・ 

出資金・

貸付金 

③積立金 

④繰出金 

⑤補助費 

⑥維持 

補修費

⑦物件費 

⑧公債費 

⑨扶助費 

①

②
③
④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨
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5. 網走市と他市との財政比較 

網走市の財政は、北海道内の他市35都市と比べてどうなのか。2016年度普通会計決算における７項目を比較して

みた（図９）。 

 

 

 

 

 

 

 

網走市の「財政力指数」は、0.41で35都市中17位、全道平均の0.41と同数である。市税等の収納対策等に取り組

み、財政力指数はここ2～3年で0.02～0.03ポイント上昇している。人口一人当たりの「人件費・物件費・維持補修

費」については、179,025円で14位、全道平均181,256円を若干下回っている。人口千人当たりの「職員数」は、全

道平均9.86人を下回り、8.15人で20位であり職員数の削減が他都市よりも進んでいる。「ラスパイレス指数」は

97.8％で、全道平均の97.6％を0.2ポイント上回る程度で20位とほぼ平均値となっている。 

一方、上位になるほどよくないとされる、自治体の財政構造の弾力性を示す「経常収支比率」は、96.3％で全道

平均の93.6％を2.7ポイント上回り8位であり、また、経常収支比率に影響を与える「実質公債費比率」は15.5％で

4位、さらに、現在抱えている負債の大きさを示す「将来負担比率」は171.6％で財政再建団体に指定されている夕

張市についで2位という状況にある。つまり、網走市は体力以上の借金を抱えている自治体であると言える（図

10）。 

2015年度決算時の将来

負担比率は158.1％であっ

たが、2016年度決算時で

は13.5％上昇した。2016

年度事業において「廃棄

物処分場」を建設したほ

か、養護老人ホームの民

間委託に伴う「高齢者福

祉施設」の建設償還補助

を実施したことが将来負

担比率を大きく高めた原

因と分析される。 

 

6. 網走市財政の課題 

財政健全化法のもと、実質公債費率が18％を超える自治体は、「公債費負担適正化計画」の策定が義務付けられ、

起債を発行するには許可を得なければならないといった制限が設けられている。いわゆるイエローカードが示され

る段階となるが、網走市はその一歩手前の段階である。 

労働組合としてはこれまで「職場定数の削減」や「給与の削減」、「水道事業及び現業職場の一部民間委託」な

ど様々な合理化提案に対し、住民サービスの低下を招かないよう訴えながらも苦渋の判断をしてきた経過があるが、

この背景には当局が言うところの「財政難」がある。 

身の丈以上の借金をして公共事業を行ってきた付けを、人員や賃金カットで何とか切り抜けてきた財政運営であ

ることが財政分析からは分かる。詰まるところ、長期的な視点に立った財政運営を行ってこなかったのが網走市の

財政である。その結果として、定数管理や給与水準、財政力指数が高まってきたのに過ぎないと分析できる。 

 網走市の根本的な財政課題は、公債費率の増加による財政の硬直化であるため、建設費や民間委託に伴う建設補

助などを極力行わないこと、さらにこれ以上公債費率を高めず将来負担比率を下げる工夫を行うことが必要である。

起債発行額の上限設定や予算段階で将来負担比率を高める項目に制限を掛けるなどの対策が急がれるが、現在、網

走市においては、耐震性の乏しい市庁舎の建替えまたは耐震補強問題が課題となっている。さらに、市民会館や総

合体育館も同様の問題を抱えている。老朽化に伴う建設には反対ではないが、人口減少社会に突入している状況下

において、コストを抑える意味でも様々な選択肢を議論して欲しい。 

＜図９＞ ７項目比較 ※表の数値については、総務省の決算カードより作成 

 
①財政力指数 ②経常収支比率

③人口１人あたりの

人件費・物件費・

維持補修費合計

④将来負担比率 ⑤実質公債比率
⑥人口千人当たりの

職員数
⑦ラスパイレス指数

網走市データ 0.41 96.3 179,025 171.6 15.5 8.15 97.8

道内都市平均 0.41 93.6 181,256 89.0 11.7 9.86 97.6

道内都市での順位

（35都市中）
17 8 14 2 4 20 20
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7. 財政分析から見える網走市の未来 

ここ数年、地道な行革を続け、網走市

の公債費は年々減ってはいる（図11）が、

急激な人口減少（図12）や交付税削減政

策などで歳入も落ち込むことが予想され

るため、財政の硬直化は一層進むことが

想定される。そのような中で、これ以上

の公債費の返還は現状では難しい。さら

に、扶助費が年々増加していることも悩

ましい課題である。経営資源でいう

「人・もの・カネ」において、「もの」

と「カネ」には現状では限りがある。そ

こでこれからの網走市の財政運営におい

て力を入れる点は「人」ということにな

る。 

これまで度重なる人員削減によって、

市役所の人員は減っているが、マンパ

ワーを活用した政策が今こそ必要と思わ

れる。扶助費の抑制も新たな税収や歳入

の確保も、万一の災害時対応も、「人」

なくして成り立たない。組合運動もまさ

に「人づくり」である。人を育てる仕組

みづくりが自治体にも組合にも求められ

ているように感じる。未来を拓く可能性

のあるのは、「もの」でも「カネ」でも

なく「人」であることを財政分析から見

極め、今後の対自治体交渉において訴え

たい。 
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３月３１日各種メディアで衝撃的な人口推計データが公表された。頭では理解しているものの、自治体職員の

立場から具体としてどう行動していけば良いのか混乱している自治体職員が多いのではないだろうか。人口減

少、少子・高齢化、勤労世代の減少など、課題は山積しているが、その様な中、「住民の福祉の向上」を使命と

する自治体職員が、ミライにむかってどう行動していくかを提言する。 

 

自治体職員のミライ 

～人口減少社会における自治体職員の役割～ 
 

北海道本部／清水町職・前田 真

1. はじめに 

日本が人口減少、少子高齢化社会であることは、自治体職員、誰もが知る事実である。しかし、それを自治体職

員の立場から、どうやって具体として行動につなげていけば良いか混乱している職員が多いのではないだろうか。 

人口減少、少子高齢化という言葉には、常に暗いイメージがつきまとう。しかし、「住民の福祉の向上」を使命と

する、私たち自治体職員は、悲観してばかりはいられない。 

 人口は減少しているが、役所の仕事は全く減らないどころか、むしろ増加傾向にあるとの声が聞こえてくる。一

方では事実であるが、一方では未だに右肩上がり経済を前提とした、従来の仕事の枠組みから脱却できていないこ

とが想定される。逆境の中でこそ、知恵と勇気を持って、自治体職員の立場をいかした行動が求められる。ミライ

に向けて自治体職員が、今後どういった役割を担っていくのか、具体としてどう行動をおこしていくのか、十勝の

事例をもって提言する。 

2. 道内の人口推計  

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は、３月30日、2045年までの全国の地域別将来推計人口を発表した。

道内は、国勢調査が行われた2015年と比べ、25.6％減の400万人で、全道179市町村すべてで減少し、約半数の85市

町村で人口が半分以下になる。全国的にも、東京都を除く46道府県で2015年度を下回り、全国人口は、16.3％減の

１億642万人に落ち込む。 

北海道においても、全体では25.6％と公表されているものの、札幌市を除く減少率は35.9％、更に、市を除く町

村の減少率は43.6％との推計が出ている。道内で、減少率が最も高い歌志内市は77.3％、2015年に3,585人だった

人口は、30年後に813人になることが推計されている。 

 十勝管内に目をむけると、全体では20.3％減少と、他地域よりは減少幅が小さいものの、最も減少率の高い本別

町では、57.5％、2015年に、7,358人だった人口は、30年後に3,130人になる。浦幌町、池田町、広尾町でも50％以

上の減少となる見込みである。 

 高齢化率が40％を超えるのは、2015年時点で池田町のみであったが、2045年には14町村と大きく増加する。池田

町の60.9％を皮切りに本別町、広尾町でも50％を越える。 
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3. 自治体職員の推移  

一方、北海道の市町村職員数は、2017年４月１日現在の総職員数は、55,101人で前年（54,761人）に比べ340人

の増加となった。1996年の71,010人をピークにして、1997年から2013年まで17年連続で減少していたが、2014年は

増加、2015年は減少し、2016年、2017年は再び増加している。 

2015年は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正にともない一般職と特別職両方の身分を有

していた教育長177人が特別職の身分のみ有することとなり調査対象から除かれたため減少しているが、その影響

を除くと107人の増加となっており、実質、４年連続の増加となっている。（定員管理調査より） 

 

 

 

 

 

4. ミライに求められる自治体職員の役割 

こうした中、「住民の福祉の向上」を使命とする職員は、どういった役割が求められているのだろうか。人口減

少社会の中で、自治体職員に求められる役割、課題等を大きく５つにわけて考えてみる。 

 

（１）急激な人口減少に対応したミライ型社会の構築 

    ミライにむかっての社会には大きな課題が４つある。ひとつは、出生数の減少。２つ目は、高齢者の激増。

３つ目は勤労世代の激減にともなう社会の支え手の不足。そして４つ目は、その３つが複雑にからみあいな

がら進行する人口減少である。子育て支援、教育の充実という若い世代の課題、介護、福祉サービスの充実

という高齢者世代の課題、更に二つの世代を支える生産者世代の課題の全てに同時に応えていかなければな

らない。しかも、それは、昨日と今日と目に見えて変化を実感できることではなく、ゆっくりと、しかし確

実に社会が変化していく中、長い時間軸で考える必要がある。 

 

（２）財政破綻と地域の特性に即した地域課題の解決 

    国からの財政措置をあてにした市町村の運営は将来的に不安定になると予想する。このまま人口減少、少

子高齢化が進めば、2040年には東京都の財政が赤字に転じる可能性もあり、従来型の東京都民の税金の再配

分をメインとした交付金、交付税頼みの自治体運営モデルが破綻する可能性がある。将来的に、国費に依存

しない持続可能な財政と、持続可能な地域経営を確立していく必要がある。 

    今後、財政措置を主軸にした合併議論が再度、巻き起こるかもしれないが、スケールメリットのみを追求

した平成の大合併が成功していないことは周知の事実である。自分たちの地域の課題は、自分たちで解決す

るという自治の原則を守るとともに、歴史、風土、人々の営みからうまれた地域の魅力を次世代につないで

いく必要がある。 

 

（３）AIやITによる予測不能な時代への対応 

    子どもたちの65％は大学卒業時には今は存在していない職業に就くといわれている（米デューク大学キャ
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ンシー・デビットソン2011年）。都市部では既にかなりの業務がAI化されており、日本の労働人口の49％が

技術的には人口知能等で代替可能とされている（2015年野村総研）。人口減少するスピードとのバランスに

もよるが、省力化された労働力は、次の仕事を求めることになる。この流れは様々な職種でみられると予想

されるため、将来的に効率化、省力化されない業種、職種は何なのかということを適切に見極める必要があ

る。 

 

（４）従来想定できなかったような複合的な課題への対応 

人口が右肩上がり時代は、課題分野毎の専門職をつくって対応していくことが効率的であった。近年の医

療、福祉、介護分野などは、その流れが顕著であったと思われる。前述した、自治体職員の増加の要因のひ

とつに、専門性をもった職員の採用がある。 

しかし、少子高齢人口減少、担い手不足社会は、様々な課題が複合し、専門性よりも、社会性が求められ

る場面が増えてきている。例えば、税の徴収へいくと、ゴミ屋敷の中で、年老いた妻が、夫を介護し、更に、

そこには精神障害をもった息子と知的障害を持った妻が引きこもっており、更にその子どもが登校拒否で、

食べるものもないくらいに生活困窮していたという場面に遭遇することがある。 

税を徴収する仕事、介護認定しサービスを決定する仕事、ケアマネジメント、健康状態を管理し病院と連

携する仕事、息子の障害を認定する仕事、息子の社会復帰をめざして就労につなげる仕事、子どもの教育に

関すること、更に生活保護を認定する仕事、家のゴミを片付ける仕事、町内会と連携する仕事、従来型の職

員は、課題解決するために、これだけでも１０人が必要になるのである。 

今後、少ない職員数で課題解決していくためには、専門性の高い職員だけに頼るのではなく、複合的な課

題に対応できる職員の育成が必要となっている。 

 

（５）公務労働の担い手の適正化 

近年、職員数は増加傾向にあるが、将来的には、人口減少にあわせて、限られた職員数で住民サービスを

確保するのが自然の流れである。 

さらに、国家公務員においては、副業・兼業がいよいよ本格化され、この流れは地方にも及ぶであろう。 

公共の担い手として、行政、民間どちらが適正なのかを、今のうちに検証し、本当に必要な公務労働とは

何かを自治体職員の現場から提言していくことが必要である。 

 

以上、５点、ミライにむけての自治体職員の役割を掲げたが、これからの自治体は、小さくても質の高いサー

ビスを提供することが肝になってくる。そのためには、行政改革の名のもとに乱暴に事業を廃止するのではなく、

住民との対話を繰り返しながら、戦略的に縮み、ソフトランディングする能力が求められている。 

 

5. 十勝のミライを考える自治体職員の会 

 上記の５つの課題を解決するためには、従来の枠組み（単独の自治体）で、物事を進めることが難しくなってい

る。十勝では、上記の５つの課題を中心に、管内の自治体職員有志約50人が集まって、20年後のミライに自分たち

はどういった地域が残せるか定期的に会合を重ねることとした。 

２月の準備委員会を経て、４月に会が設立された当日は、（株）ノースプロダクションの近江正隆代表と、大正

大学地域構想研究所の浦崎太郎教授から、人口減や学校と地域の連携などについて情報提供があった。 

 近江社長からは、「問題解決に向け、知識、思考力、判断力、表現力を駆使して課題を設定し、実行する人材が

ミライにむけて必要となっている。十勝には、一次産業など機械化で解決できない困難な課題が山積みするからこ

そ、都会の人間にとって、人材育成の絶好のフィールドになりうる」との話があった他、高校、大学、地域が連携

する人材育成モデルの構築にとりくむ、大正大学の浦崎教授からは、岐阜県飛騨市や山形県最上地域ではじまった

「ジモト大学」などの事例紹介があり、「分野を超えた「チームの再生」が最重要課題であり、生徒が成長する共

通点は、教諭と地域との対話にある」との話があった。 

その後、代表の前田から20年後の十勝の人口減少、自治体職員の役割について話をした後、参加者は８つのグ

ループにわかれ、「十勝全体に提案できるツールづくり」「十勝の価値の発見」「公と私をつなげる役割」「市町

村の枠をこえたサービス」など自分たちの立場で何ができるかを発表した。 
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いずれもひとつの自治体、ひとつの専門分野では解決できないことばかりであり、今後はこの会で定期的にこう

した話し合いを続け、いずれは、生産者や商工業者とも対話集会を開催し、垣根をこえた連携につなげたいと考え

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. まとめ 

私たちがイメージする「優秀な職員」とはともすると国から流れてきたことを、処理する能力が長けている職員

をさしてはいないだろうか。しかし、国の考えたことをアレンジして、実行するだけなら、それは国の職員が、支

所でもつくってやればいいのである。自治体職員、特に市町村職員の醍醐味は、住民との距離が近く、住民の想い

に直接触れ、対話により課題を解決していくことにある。 

例えば、地方創生に係る総合戦略ひとつとってみても、本当は不本意な中、交付金を得るために国から言われる

がまま、資料作りに終始してはいないだろうか。 

少子化、高齢化、人口減少は、東京などの都心部以外、もはや全国的にさけられない現象である。わが町の人口

減を小さくしようと思えば他のまちの人口減を大きくしなければならない。国は、努力した自治体に様々な形で財

政的にインセンティブを与え自治体間競争をあおっているが、自治体同士の人口の奪い合い合戦は、とても健全と

は思えない。その原資は、どんなにきれいごとをいっても住民の税金なのだから。 

そして、それは、国の政策に一喜一憂する、自治体側の責任もある。 

現場をもっている市町村は、右肩あがりの社会を維持するための政策づくりから、人口減になってもみんなが幸

せになる持続可能な政策づくりに転換していく必要がある。 

さらに、地域の歴史、風土、文化、人々の営みをこわさないのであれば、従来の市町村というエリアにこだわる

ことなく、十勝、北海道という単位で課題を解決していくことが求められているのではないだろうか。 

しかし、首長は、４年間という限られた任期の中で、他の町を出し抜いてでも、自分の町を経済的に豊かにする

ために動かざるを得ない政治的な立場があることも理解できなくはない。 

こういう時代だからこそ、長い時間軸でまちづくりを考えることができる自治体職員同士が垣根を越えて自主的

に連携し、市長会、町村会等、政治家の連携では、どうしても解決できないことを、ミライにむけて話合える組織

をつくっていくべきではないだろうか。 

現場に近い組合員は、自治研活動の延長として、現在、管理職になった組合員OBも、現場で働いていた時の気持

ちを忘れることなく、それぞれの立場で、十勝のミライを考える会のような組織をつくり、持続可能な社会づくり

を自分ごととして考え、実行していくことが、ミライ型の自治体職員には求められている。 
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釧路市と釧路市役所労働組合の労使において議論・検討してきた「現業職場」の「一般職場化」に関する経過

と一般職場化後に見えてきた課題を検証し、持続可能な行政サービスの提供と職場や人員の確保に向けて、今後

の取り組むべき課題等について考える。 

 

釧路市における 

「現業職場の職種のあり方検討委員会」の取り組み 

― 持続可能な行政サービスを提供できる体制について ― 
 

北海道本部／釧根地方本部・釧路市役所労働組合

1. 現業職場のあり方・現業職場の職種のあり方 検討委員会について 

(1) 経過 
① 現業職場のあり方検討委員会 

釧路市では、未曽有の財政危機からの脱却を図るべく、2006年度に集中改革プランを策定し、独自削減や内部管

理経費の削減、事務事業の見直し、使用料・手数料の改定などを行い、初年度には約30億円、2007年度には約16億

円の効果額を生み出した。しかし、当時の地方財政を取り巻く情勢では、一向に回復の兆しが見えず、2009年度以

降も約18億円を超える財源不足が見込まれ、財政健全化に向けて全庁挙げての取り組みを継続していかなければな

らない状況にあった。 

このような状況の中、現業職場においては、毎年度の行財政改革の実施にあたり個々に業務検討がなされてきた

が、現業職場全体を見据えた議論が必要であるとの見解が労使双方で認識されつつあり、2008年の行財政改革の実

施における確認事項により、10年スパンでの全体的な方向性の確立と清掃、給食、学校、動物園、道路、下水道な

ど個別でのあり方について方向性を結論付けることを目的に、労使双方から成る「現業職場のあり方検討委員会」

が設置された。 

 

② 10年後（2018年）の現業職場の方向性 

現業職場において、市として10年後に直営として存在する業務、集中改革プランの基本理念に基づくアウトソー

シング推進指針を踏まえ外部化の推進をはかっていく業務の方向性を、2008年5月から12月にかけて12回開催され

た「現業職場のあり方検討委員会」での議論の積み重ねにより、図１のとおり方向性が示された。 

また、「職員数が不足してくる時期には、その採用職種は別として職員を採用するとともに、現業職場の業務内

容を精査し、職種の変更も視野に入れた整理をする」、「現業職場の職種の変更については、労使双方の課題と受

け止め、今後協議する」という方向性が示され、労使双方により協議を続けていくべきことが明確化された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1．直営とする業務とアウトソーシングとする業務 

直営とする業務 

①車両運転業務（迅速性が求められる） 

②清掃指導業務（行政的判断要素を含む） 

③保育園給食業務（施設が直営、法的な規定あり） 

④療育センター給食業務（施設が直営、法的な規定あり）

⑤道路補修業務（災害時等の緊急対応・行政的判断要素を含む） 

⑥学校用務員・公務補業務（現状、外部化がなじまない）

⑦学校事務補業務（現状、外部化がなじまない） 

⑧動物園飼育業務（専門的な知識が必要） 

⑨下水道管理業務（災害時等の緊急対応・行政的判断要素を含む）

⑩看護補助業務（現状、外部化がなじまない） 

アウトソーシングとする業務 

①電話交換業務（段階的に委託化、全面委託化でも実施可能） 

②ごみ収集業務（委託化の実績あり、受託者も確保可能） 

③福祉バス運転業務（段階的に委託化、全面委託化でも実施可能）

④道路パトロール業務（別途整理が必要） 

⑤除雪業務（委託化の実績あり、受託者も確保可能） 

⑥学校給食業務（他都市でも委託化推進されている） 

 ※小学校給食センターは当面の間（少なくとも10年間）直営、

その後再検討を要する。⇒2019年度から指定管理者 

⑦病院営繕業務（すでに段階的な減員が確定⇒施設管理委託）
 

⑧病院電話交換業務（段階的に委託化 ⇒実際は嘱託職員化） 
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③現業職場の職種のあり方検討委員会 

 「現業職場のあり方検討委員会」において明確化された２つの継続協議事項について、現業職場の業務実態を踏

まえた職種の整理に取り組むとともに、国等からの指導（行政職二表導入等）により必ずしも労使間の思いだけで

職場環境を維持できないという現実を踏まえたうえでの現業職場の安定化を目的として、労使双方の構成員をもっ

て組織する「現業職場の職種のあり方検討委員会」が2011年度に設置された。 

 

④職種のあり方についての検討結果 

ⅰ）「労務職場」から「一般職場Ｂ」への考え方 

・現状の現業職場の業務において、行政的判断要素や専門的知識の必要性が高まっている部門は、単純労務で

はないことから一般職場化する。 

表1．2011年度の検討結果により一般職場化した職場 

職   場   等 理     由 

動物園 管理飼育展示担当・ツル担当 専門的な知識を有する業務 

道路維持事業所 

下水道管理課（現：下水道建設管理課管理担当） 

災害時等の緊急対応が必要な業務 

行政的な判断要素を含んだ業務 

環境事業課 指導担当 行政的な判断要素を含んだ業務 

・上記に該当しない現業職場においては、事務的又は技術的業務の付加または臨時職員等の指導・監督する業

務内容に転換して一般職場化する。（図２参照） 

  

①

②

現　状 一般職場Ｂ化

概念図

現　状 一般職場Ｂ化

労務職場の業務 一般職場Ａの業務
従前からの

労務職場の業務

一般職場Ａの業務

一般職場Ａの業務を

移行

職員 職員職員職員

労務職場の業務 労務職場の業務

業務に直接従事
臨職 臨職 臨職 臨職

業務に直接従事

指導・監督

職員

 

図2．一般職場化に向けた検討の概念図 

ⅱ）採用方法の変更・人事管理（配置）上の整理（図3参照） 

・採用方法の変更 従前：「一般職（事務・技術）」と「労務職」⇒ 「総合職（事務・技術）」に一本化 

   理由：一般職場化後の人事管理（配置）上の制約、「労務職」に限定した採用は「現業に限定した給与体

系（行政職Ⅱ表）を持たない」とする国等への説明と矛盾 

・人事管理（配置）上の整理（一般職場化後の異動先の限定など） 

  「一般職」は「一般職場Ａ」・「一般職場Ｂ（一般職場化した職場）」に配置が可能。「労務職場」は不可 

  「労務職」は「一般職場Ｂ」・「労務職場」に配置が可能。「一般職場Ａ」は不可。 

※「労務職」採用で任用試験を受け、合格した者は「一般職」となる。 

  「総合職」は「一般職場Ａ・Ｂ」・「労務職場」（すべての職場）に配置が可能。 

・昇任等について 

  「労務職」においても主査職への昇任が可能となった。（従前は業務主任/技能主任まで） 

  すべての職場が一般職場化されるまでの「一般職場Ｂ」においては、課長補佐職まで配置できる。「労務

職」で「一般職場Ｂ限定可能性」に「承諾」の意思表示をした場合、専門員・課長補佐の職務に昇任する可

能性がある。（昇任後、「労務職場」への配置は不可） 
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（労務職）

一般職

労務職

（労務職・総合職）

（総合職）

（一般職・総合職）

現業職場における職種の整理（人事配置）に関する概念

※労務職で専門員以上

 に昇任した者は不可

「一般職場Ａ」(従来からの一般職場）

部長(一般職・総合職)
部次長(一般職・総合職)

課長(一般職・総合職)
課長補佐(一般職・総合職)

専門員(一般職・総合職)
主査(一般職・総合職)

主任(一般職・総合職)
主事(一般職・総合職)

「労務職場」

業務主査(労務職・総合職)/技能主査(労務職・総合職)

業務主任(労務職・総合職)/技能主任(労務職・総合職)
業務主事(労務職・総合職)/技能技師(労務職・総合職)

＜対象職場等＞※2011年度当時
用務員36、事務補27、公務補3、保育調理員11、療育
センター調理員2、小学校給食センター調理員19、公用
車運転3、看護助手1、環境事業課事業施設担当23
合計125

人事異動

○制度の変更は2012（平成24）年４月１日

人事異動

任用試験合格

「一般職場Ｂ」（新たに編入する一般職場）

課長補佐(一般職・労務職・総合職)
専門員(一般職・労務職・総合職)

主査(一般職・労務職・総合職)
主任(一般職・労務職・総合職)

主事(一般職・労務職・総合職)
/技師(一般職・労務職・総合職)

＜対象職場等＞※2011年度当時
動物園管理飼育展示担当13、動物園ツル担当1、道路維
持事業所16、下水道管理課6、環境事業課指導担当20 
合計56

人事異動

 

図3．現業職場における職種の整理（人事配置）に関する概念 

 

ⅲ）検討結果 

こうした方向性をもとに、2011年度から2016年度にかけて、各職場において議論を重ね、一般職場化を検討

すべき全ての職場が一般職場化された。 

表2．一般職場化した職場と検討結果等一覧表 

一般職場化した職場 主な検討結果
一般職場化

実施年度
備考

契約管理課

車両管理担当

（運転業務職場）

・車両管理担当の事務の一部を運転職員に移行
※市長公用車運転業務及び定数１人を秘書課秘書担当へ移行

2014

秘書課

秘書担当

（運転業務職場）

・秘書担当の事務の一部を運転職員に移行
※市長公用車運転業務及び定数１人を契約管理課車両管理担当から移行

2014

環境事業課

事業施設担当

（清掃・収集業務職場）

・ふれあい収集部門における事務職の業務を移行

・苦情処理部門と小型収集部門を統合し、これらの業務を一体的に

取り組む体制に再編

2014

こども育成課

保育園

（給食調理職場）

2014

児童発達支援センター

（給食調理職場）
2014 旧療育センター

学校給食課

給食担当

（給食調理職場）

・給食調理及び食器洗浄に関する業務を職員から臨時職員に転換。

・指導監督員として職員１０人を配置し、臨時職員を指導監督するほ

か、学校給食課の事務の一部を分掌する。

2015

学校

（事務補職場）

・事務補業務を臨時職員に転換。

・旧釧路市地区の学校を７グループに区分し、各グループに指導監督

員となる職員を１人配置し、グループ内の臨時職員を指導監督する

ほか、学校教育部総務課の事務の一部を分掌する。

2015

学校

（用務員職場）

・用務員業務を臨時職員に転換。

・用務員業務を臨時職員に転換するにあたり、これまでの用務員業

務の経験を活かせる業務を取り込みながら移行を進める「過渡期」を

経た上で最終的な体制へ移行する。

・旧釧路市地区の学校を７グループに区分し、各グループに指導監督

員となる職員を１人配置し、グループ内の臨時職員を指導監督する

ほか、学校教育部総務課の事務の一部を分掌する。

2016

・給食調理に関連する一連の業務を臨時職員に転換。

・各施設に職員１人を配置し、給食調理業務を担う臨時職員を指導

監督するほか、各施設内の事務の一部を分掌する。
 

 

 

(2) 検討結果のまとめ 
労働組合側の課題であった「行政職二表導入」と「現業職場へのアウトソーシングなどの合理化攻撃」に対し、

労使双方で構成したこれらの検討委員会の議論・検討により、「労務職場の一般職場化」を行ったことで行二導

入を阻止することができ、財政難によりアウトソーシングが叫ばれる中、直営で行うべき職場（業務）を整理し、

一定程度の職場を守られたことは、行政サービスの提供体制の観点からも評価できるものと考えられる。 

   

しかし、一般職場化した後も定数削減や人事配置上の課題が現れ始めた・・・ 
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2. 一般職場化後の状況 

(1)  一般職場化後の人員削減 

 ①全体の定数 

2011年度には、「現業職場」総体で定数181人だったが、2018年度の定数は104人となっており、2011年度と比

べ約54％まで減少している。 

「現業職場のあり方検討委員会」時のアウトソーシング推進指針による保育園の委託化（１１園→５園）や学

校や給食センターの指導監督員体制による臨時職員への転換によるものが大きいが、2013年度から2015年度にか

けて150人を削減する「財政健全化推進プラン」や2016年度から2020年度にかけて65人を削減する「定員適正化

計画」による合理化の影響もある。 

 ②個別職場の人員削減状況 

表3．現業職場別の定数の状況（2011年度・2018年度比較） 

2011 2018

公用車運転 3 3
定数移行

契約管理課3人⇒秘書課1人、契約管理課2人

環境事業課指導担当 20 15
一般職場化後のごみ及び資源物の排出指導業務等の体制見

直しにより5人減員

環境事業課事業施設担当 23 13
一般職場化による体制見直し(2人）や刈草・剪定枝や粗大ご

み収集業務の委託化（7人）、一般職場化後の苦情処理業務

等の体制見直し(1人)により10人減員

保育調理員 11 5
釧路市立保育園アウトソーシング計画に基づく保育園の民間

移管による施設減少（3園）及び現業職場の職種のあり方検討

委員会の検討結果に基づく減員（各園1人）

児童発達支援センター調理員 2 2

道路維持事業所 16 12 道路補修業務の委託化による体制見直し4人減員

用務員 36 15
現業職場の職種のあり方検討委員会の検討結果に基づく減

員（最終形７人）

事務補 27 8
現業職場の職種のあり方検討委員会の検討結果に基づく減

員（最終形７人）

小学校給食センター調理員 19 10
現業職場の職種のあり方検討委員会の検討結果に基づく減

員　※2019年度から指定管理

動物園飼育展示担当 13 13

動物園ツル担当 1 1

下水道建設管理課管理担当 6 6

公務補 3 1
臨時職員への転換による減員

（残っている職場は音別中学校）

看護助手 1 0 臨時職員への転換による減員

181 104

減員理由

一

般

職

場

化

労務

職場

合計

職場

区分
職種・職場

年度

 

(2)  現在の現業職場（一般職場B）の職員の年齢構成 

現在の現業職場の職員の年齢構成は、表４のとおりとなっている。30代前半以下の若年層の配置はほとんど

なく、いずれの職場も50代が多く、次いで再任用職員、40代前半となっている。 

特に、2012年度に一般職場化した「道路維持事業所」や「下水道建設管理課管理担当」は、災害時等の緊急

対応を担う部署であり、現場経験を積みながら迅速な対応のノウハウや作業機械の運転・操作技術を高めてい

く必要がある。また、「動物園」においては、飼育に対する専門的知識を高めていく必要がある。動物園にお

いては、この間の職場要求交渉において年齢バランスを考慮した人事配置を求めてきたことや動物園の飼育業
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務を希望する者が採用されたことにより一定程度改善された。 

しかし、これらの職場においても10年後には職場定数の半分が定年を迎え、多くのベテラン職員を失うこと

になる。 

表4．2018年度の現業職場別職員年齢構成 

職場 定数
20代

前半

20代

後半

30代

前半

30代

後半

40代

前半

40代

後半

50代

前半

50代

後半
再任用

平均

年齢

公用車運転 3 1 1 1 38.8

環境事業課

指導担当
15 1 1 2 3 4 2 2 50.1

環境事業課

事業施設担当
13 4 1 1 3 2 2 51.3

保育調理員 5 1 4 57.4

児童発達支援

センター調理員
2 2 58.5

道路維持事業所 12 1 1 4 5 1 47.7

用務員 15 1 3 1 3 2 5 53.3

事務補 8 3 4 1 57.5

小学校給食

センター調理員
10 1 2 5 56.8

動物園

飼育展示担当
13 1 1 2 1 6 2 48.5

動物園

ツル担当
1 1 47.0

下水道建設管理課

管理担当
6 1 2 1 2 53.3

公務補 1 1 54.0

計 104 2 2 1 8 13 8 31 22 15 51.9

 

こうした課題の打開策として「総合職」採用に転換し、人事異動による対応を想定していたが、新規採用の

総合職が現業職場に配属されたのは、移行当初の2012～2014年度で、ほとんどの総合職が採用後２年で他の職

場（一般職場Ａ）へ異動させることがあった。このことにより、現場組合員からも「教えてもそんなに早く異

動してしまうのならいらない」といった声もあり、その後は新規採用の総合職が現業職場に配属されることは

ほとんどなくなったため、現在の状況に至ってしまっているとも考えられる。 

また、退職による職員の補充は、労務職採用で任用試験を受け一般職となった職員が配置されるケースが多

く、40代の職員の半数はこのケースによる配置となっている。今後もこの年代の職員に頼っていくとすると、

現在、直面している課題と同様のことが起こると想定される。 

持続可能な行政サービスを提供できる体制を確保していくためには、新規採用の総合職の継続した配置を行

い、一般職場で行っているように経験をつみながら職場を回りながら、職場の適性などを見出していくことも

必要だと考えられる。また、現場の業務に必要となる資格取得にかかる費用の支出も求めていくことも必要に

なるだろう。 

(3)  まとめ（的なもの） 

① 現業職場のあり方検討委員会や現業職場の職種のあり方検討委員会を通じて、行政として直営で担うべき職

場を洗い出し、目的としては現場組合員の雇用を守る観点に主眼を置きつつ、業務の付加や指導監督業務への

転換などを行い、現業職場を確保してきた。 

② 一方で、一般職場化後に行われてきた行革、定数削減は、「行政サービスの提供」という視点での議論が不

十分のまま、「定数削減ありき」で職場内での体制についての検討・議論が進められた職場もあり、組織内部

の議論のみで、公共サービスを受ける住民の立場での考えは反映されていない。 
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③ また、「定数」に対する議論に重点が置かれ、「年齢構成を考慮した組織（職場）体制」の論点が不足して

おり、持続可能な公共サービスの提供体制の課題が浮き彫りになってきた。 

④ 本レポートは、作成者の主観的な思いや考えが濃いものである。今後、現業ユニオンや現場組合員と現状課

題について議論を深め、課題を洗い出し、課題解消に向けた方策や取り組みを考え合うとともに、当市におけ

る公共サービスのあり方について、住民の視点も加えながら検討を進めることも必要だろう。 
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 厚岸町における税外債権については、滞納繰越金額が2016年度末で37,845,584円（一般会計）という深刻な状

況にあり、待ったなしの対策が求められています。 

 この現状と課題をどう解決していくのか、税外係の視点から考えていきたいと思います。 

 

厚岸町における税外債権の状況について 

―
 税外係の視点からその課題と解決に向けた取り組みを考える 

― 
 

北海道本部／厚岸町職員組合

1. 現状と課題について 

(1) 税外債権（※1）の滞納繰越件数と金額 
 

厚岸町における税外債権の滞納繰越金額は、2008 年度末に２千万円を超過した後も毎年増加を続け、2015 年度

末時点では、総額で 57,218,817 円という深刻な状況に陥ってしまいました。 

2016 年度末は、不納欠損等により滞納繰越金額が 37,845,584 円に減少したものの、依然、深刻な状況が続いて

いることに変わりはありません。 

 そのため、待ったなしの対策が求められています。 

 

  

滞 納 繰 越 件 数 滞 納 繰 越 金 額 

件数（件） 増減（％） 金額（円） 増減（％） 増減額（円） 

2012 年度 137 △ 0.72 27,127,114 5.35 1,377,178

2013 年度 137 0.00 27,695,987 2.10 568,873

2014 年度 133 △ 2.92 55,391,917 100.00 27,695,930

2015 年度 138 3.76 57,218,817 3.30 1,826,900

2016 年度 133 △ 3.62 37,845,584 △ 33.86 △ 19,373,233

（※一般会計分） 

 

 

(2) 税外債権が抱える課題 
 

一つの例を挙げたいと思います。 

多くの債務を抱えている方に対して、それぞれの担当課が徴収を行い、結果、全ての債権が完納となれば何も問

題はなく一件落着となりますが、何らかの事情により限られた納付資金しか無い場合、未納となる債権が発生し、

更にそれが複数になることがあります。 

そうこうしているうちに新年度を迎えるため、未納件数・金額が雪だるま式に増えていくといった負のスパイラ

ルに陥り、町全体の収入が伸び悩み、未納額が累積していくことになってしまう場合もあります。 

また税外債権特有の次のような課題もあると考えられます。 

 

・異動等によりノウハウが蓄積されず、担当職員の知識・技術力が不足しているため、どうしても債権に関する積

極性や意識が低くなってしまう傾向がある。 

・慢性的な人員不足のため、他の業務に追われ債権の管理・回収に手が回らない。 
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・調査の限界等（個人情報の壁）があるため、古い債権の処理、転出者・死亡者への対応が困難となっている。 

 

2. 課題解決に向けた取り組み 

(1) 現在行っていること 

税外債権については、担当課が徴収を担っているということは先述したとおりですが、税財政課の中に税外係

（係長１人体制で徴税吏員も兼ねている）が置かれ、税外債権に関する次の業務を行っています。 

 

・担当課が行う現年度分及び滞納繰越分の徴収支援（困難案件の対応）、担当課間の連絡調整 

・税外債権と町税との重複滞納者への対応（納税係と連携し対応） 

・担当課が行う債権管理の支援（不納欠損、徴収停止、滞納処分の執行停止等） 

・担当課を集めた税外収入庁内対策会議（※2）を開催し、現状の把握とその対策 

・担当課へ税外に関する情報提供、助言 

 

滞納が発生した場合の対応は、現年度分においては、担当課において督促状を発付し、その後、電話・訪問等に

よる折衝を行っています。 

 折衝の際には、相手から債務承認及び分割納付誓約書の提出を受けることで、債務があるという認識を持っても

らったうえで、履行を確認しながら回収を進めています。 

税外係は各種債権を扱っていますので、滞納状況をつぶさに把握し、重複滞納解消に向けた取り組みを進める

ことができます。 

現在は、滞納件数を減らすことに主眼を置き、まずは現年度分の納付をしっかりしてもらったうえで、その後は

本人の意向も踏まえ、金額の少ない債権、発生年度の古い債権から優先順位を付け、担当課と連携しながら各案件

の処理をしています。 

担当課との連携については、全体会議、担当者打ち合わせ、日常の打ち合わせの中で情報交換をしていくことで、

それまで行われていたバラバラな対応が、不十分ではありますが、一定の方向性を付けることができました。 

この他、2012 年度以降、各科目において、口座振替の利用を促進し、滞納発生の予防を図っています。 

また、転出者、居所不明者に対する実態調査、相続人に対する折衝を行い、債権管理について一定の目処をつけ

ることもできました。 

 

(2) 今後行おうとしていること 

・担当課職員の債権に対する意識改革と債権管理の重要性を認識してもらう取り組み 

・担当課職員の知識・技術レベルを向上させる取り組み 

・適切な債権管理の取り組み（不納欠損、滞納処分の執行停止等、裁判手続きの利用、トリアージ手法の利用） 

・担当課間の情報共有の取り組み（特に滞納が重複している方について） 

・収納一元化の検討（まずは、公租・公課から） 

・債権管理に関する条例等制定の検討（債権管理・処理の加速化） 

 

滞納が重複している方への対応にあたっては、担当課との連携・調整は必須であると考えており、これの善し

悪しが結果に大きく影響するため、整理の進め方について議論を重ね、効率的・効果的な方法を模索していく努力

を続けていきます。 

もう一つ、今後進めて行きたいと考えているのが、「債権管理」の取り組みです。 

これまで、債権管理については各担当課で行っていますが、その内容には不十分な点もあったため、強制徴収が

できない公債権と私債権については、今後も適切に処理を進めていきたいと考えています。 

また、強制徴収ができる公債権については、各種財産調査を進め、これまでなかなか踏み出すことができなかっ

た差押等の滞納処分を必要に応じて行っていきます。 

なお、滞納が重複している方への対応は、各担当課間の連携が特に必要であるため、税外担当がその調整役をよ

り一層強く果たしていきたいと考えています。 
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3. まとめ 

厚岸町における税外債権については、冒頭の表で示したとおり、多くの滞納件数・金額を抱えており、それに関

連する課題も山積している状況となっています。 

これらを一つ一つ整理し、解決に向けた取り組みを前へ進め、滞納件数・金額の圧縮と解消を実現するよう、あ

らゆる努力を今後も続けていきます。 

 

 

※１「税外債権」 

使用料、手数料、負担金等、税以外の自治体債権をいう。 

 具体的には、住宅使用料、保育所使用料、貸付金、貸地料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下

水道使用料、病院診療費等がある。 

 表中には、一般会計分のみ掲載しており、住宅使用料、保育所使用料、貸付金、貸地料等が内訳となる。 

 

※２「税外収入庁内対策会議」 

副町長を議長とする対策会議で、税外収入の担当課（課長、課長補佐、係長）を集め、年２回程度（６月頃、２

月頃）開催。会議では、各担当課の収納状況・取組状況の確認、収納対策の強化等について議論。 
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北方領土問題は戦後７３年が経過した現在も解決できぬままである。北海道の釧根地方は北方領土問題が住民

生活に大きく影響し、とりわけ根室市は多くの元島民が居住し、日ロ関係と市民生活が密着している街となって

いる。そのような街に住む自治体職員として、また、一市民として直近の北方領土問題をレポートする。 

 

現在の日ロ情勢を見る 

―
 領土問題と共同経済活動 

― 
 

北海道本部／釧根地方本部・根室市職労 中澤 愛樹

1. ロシア大統領選を挟んでの日ロ首脳会談 

北方領土問題は今年で73年目を迎えることとなるが、一向に解決の見通しはついていない。 

北方領土は1945年から、今日までの不法占拠が続いているが、ロシアは「北方四島の占有は第２次世界大戦の結

果」という主張を続けている。 

日本における終戦の日は８月15日であるが、ロシアにとっての終戦は日本が降伏文書に署名した９月２日であり、

これは、第２次大戦におけるソ連の参戦は、ヤルタ協定における連合国からの要請であり、北方四島についても国

際法上引き渡しが約束された島々であるということ、さらには、ロシア人にとっては、ナチズムから世界を解放し、

日露戦争の敗北により、長年に渡って味わわされた雪辱が晴らされた日でもあることがロシア人の認識であること

は過去のレポートにも書いたが、日本が声高にロシアの不法性を訴えても聞き入れられない元凶はこの認識の隔た

りから発生していると考える。 

 

いつまでたっても平行線をたどる中で、去る2016年12月に山口県で行われた日ロ首脳会談は「もしかするとこの

会談後に、二島が先行して返還されるのではないか」という、日本側の強い期待の中で行われた。結果は北方領土

問題解決に向けた新たな取り組みとして四島での「日ロ共同経済活動」実現のための協議の開始が合意された。こ

れは、いわゆる今までの発想にとらわれない「新たなアプローチ」である。これは、日本は共同経済活動を行う際、

双方の法的立場を害さない「特別な制度」を導入することを前提としているが、ロシアはロシア法適用下での活動

を想定しており、双方の思惑には大きな隔たりがある中で、本当に「新たなアプローチ」による領土問題の解決が

出来るのか疑問を抱いた人も多いのではないか。 

 

今年の３月にロシア大統領選挙が行われたが、当初からプーチン氏の選挙での圧勝が確実視されていた中で、大

統領選が終われば、プーチン氏は領土問題に正面から取り組むとの思惑が日本側にあったように感じられた。また、

日本の政府関係者が「領土交渉は強いリーダーシップと求心力がなければ合意できない」と指摘していたことから

も、大統領選で一層政権の基盤を強化したプーチン氏が、領土問題に指導力を発揮して解決につなげていくとの期

待を持っていたことが感じ取れた。 

  

今年の５月、通算で21回目の日ロ首脳会談が行われ、両首脳は26日の共同記者発表において「平和条約締結に向

け、着実に前進する決意を２人で解決した。容易ではないが、私たちの世代で終止符を打ちたい。」と平和条約の

締結をめざす決意をあらためて訴えた。 

しかし、山口県で合意された共同経済活動の協議開始から、既に１年半が経過しているが、事業はまだ１つも始

まっておらず、さらには経済活動の前提となっているはずの「特別な制度」の合意についても調整すら出来ていな

いのが現状の中で、元島民らでつくる返還運動団体は失望感と不信感をあらわにし、今後の交渉について「目に見

える結果を」と要望した。 

 

2. 領土交渉は相変わらずの平行線 

日本側の描くシナリオは、北方四島を日本とロシア双方の法律とは異なる法制度が適用される「特別な地域」と
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することで解決につなげていくものである。しかし５月の首脳会談において、ロシア側は北方四島にはロシアの法

律を適用するとの立場を崩していない。また、領土問題につながる共同経済活動についても慎重な姿勢であり、３

月の大統領選において４選を果たしたプーチン氏と領土交渉を本格的に進めようとしていた日本側とは、当初から

平行線の状態だったと感じる。 

 

かつて、プーチン大統領が「われわれに妥協が必要だ。それは『引き分け』のようなものだ」と発言したが、そ

の言葉を受けて、捻り出されてきたアイデアが「特別な制度」だったのであれば、議論しなければならなかった問

題を棚上げにし、目先の成果を求めるようなこと自体、そもそも交渉が平行線に陥るのは必至で、『引き分け』に

たどり着くこと自体が成り立たないことだったのではないか。 

 

 共同経済活動の５項目については「海産物の共同増養殖」「温室野菜栽培」「島の特性に応じたツアーの開発」

「風力発電の導入」「ゴミの減容対策」が掲げられているが、その先の課題である領土問題の解決と平和条約の締

結に結び付いてくるのかを疑問視する声も聴くことが多々あり、また、ロシア側には経済協力と引き換えに日本が

領土返還を求めてくると警戒する声も根強い中、日ロ間の認識に大きな隔たりを感じた。 

 

3. 共同経済活動について 

今年６月に、北方四島より交流のために北海道に来ている、いわゆるビザなし訪問団のロシア人家族の受け入れ

事業に携わる機会があり、直接四島のインフラ開発等に係る声を聴くことが出来た。 

四島においては各種の施設の建設が進み、インフラ整備も進んでいるとの報道がされているが、現ロシア人島民

の間には「子どもの教育を考えると、学校に上がる年齢になったら子どもと本土に移る。」「四島の開発が進み、

観光に力を入れられてロシア本土からは遠く、また、本土の人間は近隣諸国に行く方が安価であることから、四島

に足を延ばす人はそれほど多くない。」「中央まで、我々の声は達していない」等、ロシア中央からの整備がそれ

ほど行き届いていないことを感じさせる声も聞かれた。 

しかし、それが「やはりロシア人は日本の経済交流を必要としている。」と思い込むのは短兵急である。それは

「日本との経済交流を進めて行くかどうかは、島に住む自分達には決定権がない。」「日本との経済交流で、我々

の生活が劇的に向上するとは考えていない。」等、かなり現実的な声もあったからである。 

 

一方で、日本側の経済関係団体も国から何も説明がないまま、経済活動に参加できる目途が立てることが出来な

い為に困惑している状況が続いており、共同経済活動への道はかなり難航するのではないかと感じている。 

そもそも論であるが、共同経済活動が順調に進めば領土問題が解決するということが確約されているものではな

く、戦略を見直し、対ロ交渉については抜本的に練り直すべきではないかとの声も聞こえて来ている。 

 

4. むすび 

日ロ関係については、米国の存在も影響力を持っており、ロシア軍は国後島と択捉島に地対艦ミサイルの配備を

進めてきており、更に近年の米ロ関係の冷え込みも、日ロ交渉に影響を与えている。日本への島の返還後に米軍が

駐留することにロシアは強く警戒しているが、日本の主権の問題であることを政府はロシア側に理解させていくこ

とが重要である。 

今年は日本とロシアの人的、文化的な交流を活発させることをめざした「日ロ交流年」と位置付けられている中

で、両国において様々な催しが計画され、また、開催されているが、領土問題の進展にはやはり相互理解が不可欠

であり、交流を通じた意思疎通を進めるべきではないか。 

この日ロ間の相互理解を大きく進めるこの節目の年に、北方領土問題の解決に向け大きく前進し、更なる友好の

強化が図られることを期待したい。 
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別海町は、2016・2017年度にかけて、ごみの分別区分を12種類から18種類へと拡大し、ごみの減量とリサイク

ルの推進に取り組みました。この結果、管内で最も分別区分が多い自治体となっています。 

この「作戦」がどのような効果に結び付いたのか、本町の目標や課題を踏まえてレポートいたします。 

 

別海町リサイクル大作戦 

―
 リサイクル率３０％の達成と今後の課題 

― 
 

北海道本部／釧根地方本部・別海町職員組合 木村 洋平

1. 「今まで」のごみ減量大作戦 

(1) 別海町総合計画の目標 
 大量のモノが生産され、消費されている現代社会において、廃棄物に係る問題は、すべての自治体において共通

の課題となっています。 

本町の廃棄物行政においては、第６次別海町総合計画で、ごみの総量を5,000トン以内にするなど目標を設定し、

さまざまな「作戦」のもと、ごみの減量とリサイクルに取り組んできました。 

 

 ＜別海町第６次総合計画の主な成果指標（一部抜粋）＞ 

主な成果指標 単位 
2007年度 

実績 

2013年度 

中間実績 

2018年度 

目標 

ごみの総量（年間） ｔ 5,087 5,258 5,000 

もえるごみの量（年間） ｔ 3,407 3,521 3,348 

リサイクル率 ％ 26 23 30 

   ※補足：リサイクル率30％は、北海道の目標と同率となっている。 

 

 ＜これまでの「作戦」の主な経過＞ 

 2001年度：分別収集のスタート 

 2002年度：「プラスチック製の容器包装」の分別収集のスタート 

 －その後、古繊維や小型家電の拠点回収を経て－ 

 2016年度：12分別から17分別へ拡大 

  ・「家庭の枝・木くず」の分別収集をスタート 

  ・「使えるくつ・かばん」の分別収集をスタート 

 2017年度：17分別から18分別へ拡大し、「もえないごみ」のリサイクルルートを拡大 

  ・「キッチンの油と貝殻と調理くず」の分別収集をスタート 

  ・「もえないごみ」として「ゴム類」「木製の製品」「プラスチック製の容器包装以外のプラスチック製品」

を追加。 

 

 ＜現在の家庭系ごみの分別区分＞ ※すべて、ごみステーションで回収（一時大量排出ごみ等を除く） 

１ キッチンの油と貝殻と調理くず ２ 紙製の容器包装・雑がみ ３ 家庭の枝・木くず 

４ 危険ごみ ５ テレビ以外の小型家電 ６ 新聞 

７ 雑誌 ８ ダンボール ９ 紙パック 

10 きれいな古繊維 11 使えるくつ・かばん 12 プラスチック製の容器包装 

13 もえるごみ 14 もえないごみ 15 粗大ごみ 

16 かん 17 びん 18 ペットボトル 
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刷新した「ごみ分別事典」（2018年５月に配布） 

  

 

 

(2) 作戦の結果と課題 
 上述した作戦の結果、2017年度の実績において数値指標の目標を達成できました。しかし、本町にはまだ抱えて

いる課題が多くあります。これらの課題については、広報等で周知するほか、出前講座で啓発に取り組み、町民か

らの理解と協力を得られるように努めています。 

 

 ＜成果指標＞ 

主な成果指標 単位 
2013年度 

中間実績 

2016年度 

実績 

2017年度 

実績 

2018年度 

目標 

ごみの総量（年間） ｔ 5,258 5,016 4,911 5,000 

もえるごみの量（年間） ｔ 3,521 3,199 2,944 3,348 

リサイクル率 ％ 23 26.6 33.7 30 

 

 ＜抱える課題＞ 

  ・ごみ処理費用の高騰 

   分別収集が開始された2001年度当時、ごみ処理費用は約2.5億円でした。しかし、そこから15年が経過し、

原油価格の変動や消費税の影響、処理環境の変化などにより、今では約4.7億円となっています。その半分

以上を「もえるごみ」の処理費用が占めており、本町では「もえるごみ」の減量を進めています。 

   なお、「もえるごみ」は中標津町・標津町・羅臼町と合わせて、別海町平糸地区に存する「根室北部廃棄物

処理広域連合ごみ処理施設」で焼却処理しており、４町で費用を負担しています。 

  ・埋立地の寿命 

   本町の最終処分場（埋立地）の容量は65,000トン分ですが、2016年6月までに56,128トン分を埋め立ててお

り、猶予は8,872トン分しかありませんでした。年数で換算すると約11年分です。しかし、分別区分を拡大

し、リサイクルルートの開拓等に取り組んだ結果、埋め立てる量が減少し、2017年度末時点では、約２５

年分の猶予があると試算されています。 

  ・不法投棄 

   広大な面積を誇る本町では、豊かな自然環境のもと、酪農と漁業が盛んです。その一方で、酪農地帯では人

目を盗んで行われる不法投棄が大きな問題となっています。不法投棄は近年、罰則が強化されていますが、

犯人を特定できる案件はごく少数です。不法投棄された廃棄物は、大切な税金で処分しなければなりませ

ん。不法投棄の防止に向け、今後も啓発を行っていきます。 

   （参考）不法投棄件数の推移 

2015年度：17件  2016年度：21件  2017年度：14件  2018年度：６件（6月1日時点） 
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2. 「最新の」ごみ減量大作戦 

 
(1) 新たに追加された「キッチンの油と貝殻と調理くず」 
2017年度から、廃食用油、貝殻、調理くずの無料収集を追加しました。 

廃食用油は、バイオディーゼル燃料などに、貝殻は酪農用資材（敷料）などにリサイクルしています。調理くず

については、たい肥化施設でテストを行っています。 

本町では、「ジャンボホタテ・ホッキ祭り」に代表されるように、貝類の養殖が盛んなまちです。2017年度には

貝殻を約37トン収集し、「もえるごみ」の減量につなげています。 

 （参考）2017年度の収集量実績 

廃食用油：1.24トン  貝殻：37.36トン  調理くず：15.89トン  合計：54.49トン 

 

 

(2) 紙類の分別強化 
 「もえるごみ」に混入しているものとして、「紙類」はその代表格です。紙類がリサイクルできることは広く知

られているものの、分別の徹底には至っていません。 

 本町では、2017年度に「紙製容器包装・雑がみ」の分別啓発容器を作成しました。啓発容器は、10Ｌサイズ５枚

入りで、９月に各世帯へ無料配布しています。その結果、啓発容器の一定の使用状況が見られ、「紙製容器包装・

雑がみ」の収集量が大幅に増加しました。今後も、引き続き啓発に取り組んでいきます。 

 （参考）収集量の推移 

   2014年度：18.17トン  2015年度：19.83トン  2016年度：36.6トン  2017年度：77.4トン 

 

 

実際に配布した啓発容器 保管場所の様子（啓発容器で排出している状況が見受けられる） 

 

 

 

 

(3) 「プラスチック製の容器包装」問題 
 新しい作戦の実施で、もえるごみの減量やリサイクル推進の効果が見られている一方、分別に関しての課題は山

積しています。2017年度に特に表面化したのは、消費生活で身近な「プラスチック製の容器包装（以下、「プラ容

器」という。）」の分別状況です。 

 「プラ容器」は、例えば、卵のパック、レジ袋やおにぎりのフィルムなど、さまざまな商品を包んでいる容器包

装が該当しますが、収集された袋の中にたくさんの「異物」が混入しています。 
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カミソリ、電池、ライターなどの危険物 家畜用の注射器 その他 

 

・フライパン 

・鍋のふた 

・おたま 

・花火 

・洋服 

・食パン 

・ポット 

・缶 

 

    など 

 

 収集された「プラ容器」は、リサイクルセンターの職員が手作業で分別してから機械で圧縮しており、危険物が

混入していると怪我や大きな事故につながる可能性があります。 

 また、「プラ容器」のリサイクルにおいては、町から引き渡した「プラ容器」の品質調査も行われているため、

危険物や異物が混入していると、リサイクル業者から引き取りを拒否される懸念がありました。 

 そこで町は、作業現場の環境改善や広報での周知・ごみ袋の外装に直接チラシを貼付するなどして啓発に取り組

み、少しずつですが分別作業の効率化や、分別状況の改善が図られてきました。 

 

「プラ容器」異物混入の啓発展示の様子 

 

 

(4) 最後に 
 本町の取り組みや課題を簡潔に紹介してきましたが、これらはほんの一例です。ヒトが生きる限り、廃棄物は生

じ、適切な処理を行っていく必要があります。 

 現代は「協働」の時代を迎えており、行政だけでなく、民間の事業者や町民と一丸となって、廃棄物の問題に取

り組むことが求められていると考えています。 

 自分たちの子や孫に、豊かな自然と大切な資源を遺していけるよう、そして安心安全な別海町というブランドを

守り続けられるよう、廃棄物行政に取り組みます。 
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 受動喫煙防止政策は、市民の健康に関する意識の高まりと2020年に開催される東京オリンピック・パラリン

ピックへの対応の必要性を背景として、国および先進的な自治体によって進められている。本論考では、北海道

内の地方自治体の動向の検討と、北海道地方自治研究所で行った3自治体での全職員アンケート調査を通じて、

地方自治体が受動喫煙防止政策に対処する意義と課題を明らかにする。 

 

自治体による受動喫煙防止政策の可能性と課題 

‐北海道の事例調査を通じて‐ 
 

  北海道本部／ 公益社団法人北海道地方自治研究所 

 受動喫煙防止政策研究会 山崎幹根(主査)･辻道雅宜・髙野譲 

 

１．地方自治体による受動喫煙防止政策の意義 

（１）全国の動向 

近年、受動喫煙防止政策に注目が集まっている。その背景として、受動喫煙の健康への悪影響と対応が遅れてい

る現状に対して世の中の関心が高まったという要因がある。さらに、タバコ規制がグローバルなレベルで進めるべ

き国際政策という性格が強いことから、日本政府も「世界標準」に合わせた対応を行う必要性に迫られている。そ

の端緒は、2004年に「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（WHO Framework Convention on Tobacco 

Control: ＦＣＴＣ）」を締結したことにより、タバコ規制政策の実行が求められることにある。しかし、条約で

締約国に遵守が求められている規制政策に関して、日本政府の達成度が極めて不十分な水準であることが内外から

指摘されている。さらに、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に際して、世界保健機関（ＷＨＯ）と

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は「たばこのないオリンピック」を推進しており、日本も受動喫煙防止の対応

が求められている。 

こうした動向を背景に、国レベルでは厚生労働省が2016年、受動喫煙防止対策を強化する方針を打ち出し、健康

増進法の改正に着手した。ところが、厚生労働省の方針に対して自民党が政策調査会の場で強く反対し、当時の塩

崎恭久厚生労働大臣は、今国会に改正健康増進法を提出することを断念した（朝日新聞 2017.06.21）。厚生労働

省は、再度、当初案よりも大幅に規制を緩和した改正案を国会に提出したが（7月18日付で可決・成立）、政策目

的の効果を疑問視する野党から異論が出されている（朝日新聞 2018.06.09）。 

一方、受動喫煙防止政策に関しては、国よりも自治体によって先進的な政策が実行されている。神奈川県は最も

早く2009年に受動喫煙防止条例を制定し、兵庫県も2012年にほぼ同様の条例を制定している。神奈川県条例によれ

ば、学校や病院など第1種施設は禁煙とされ、飲食店やホテルなど第2種施設は禁煙か分煙が義務付けられている。

ただし、一定規模以下の施設や風営法対象施設などは努力義務とする例外規定が設けられている。条例の実効性を

確保する手段として、違反者に対して罰則として過料が課せられる（松沢成文2009）。また、こうした動向とは別

の文脈で、2002年に東京都千代田区は路上喫煙禁止条例を制定、路上禁煙地区を設定し、違反者に対して過料を課

す罰則を設定した。その後、路上喫煙防止条例は急速に全国の各都市に広まった。 

 

（２）北海道の現状 

 2016年段階での日本の喫煙率は19.8％（男性31.1％、女性9.5％）であるが、北海道は24.7％（男性34.6%、女性

16.1%）と、男性・女性とも全国平均を上回っている（国立がん研究センター）。北海道の喫煙率の高さは、がん

の罹患率が全国平均よりも高い大きな要因であることが指摘されており、こうした観点から、がん患者らの団体や

医師会などは、地方自治体が積極的に受動喫煙防止政策に取り組むよう、要請し続けてきた経緯がある（北海道新

聞）。このように、北海道には受動喫煙防止政策に積極的に対応すべき地域に由来する政策課題が存在する。こう

した事情を背景に、北海道議会は議員提案条例として受動喫煙防止条例の制定化に向けた検討を行ってきたが、会

派間の合意を形成することができず、条例化は見送られた（北海道新聞 2018.02.24）。 

 



― 299 ― 

  

 

２．条例制定の動向―美唄市の事例 

 体系的な受動喫煙防止条例は、2009年の神奈川県、その後の兵庫県が制定しているが、一部の市町村でも独自の

条例化を図っている。北海道では、美唄市が2015年に市町村では全国で初めて受動喫煙防止条例を制定、2016年に

施行した（注―公共施設を対象とした条例は栃木県芳賀町が2011年に制定）。 

美唄市条例は、第1条で、市民がたばこの煙に対する認識を共有し、関心と理解を高めることと、受動喫煙を回

避し市民の健康で快適な生活の維持を図ることを目的としている。第8条で、第1種施設（幼稚園、学校、病院、駅、

公共交通機関、福祉施設、公共施設）を敷地内または施設内禁煙とし、第2種施設（店舗、金融機関、郵便事業、

熱供給事業所）を施設内または分煙としている（例外規定あり）。また、第9条で、未成年者への配慮を定め、未

成年者が喫煙可能区域に立ち入らないように規定するとともに、児童生徒の登下校時の路上や子どもが遊ぶ公園等

について受動喫煙防止に配慮する規定を設けている。 

条例制定に至る経緯を振り返れば、2009年に、美唄市医師会より受動喫煙防止に関する要望が出され、2010年に

は、市議会から、教育施設と子どもの利用する公共施設の敷地内禁煙を求める意見書が提出された。その後、2013

年に市が策定した「びばいヘルシーライフ21第2期」の中で、通学路の受動喫煙防止条例が記載されるなど、市の

取り組みとして受動喫煙防止政策を行う流れが次第に固まってきた。その後、市は、条例化に向けた作業を本格化

させ、2015年2月に条例素案を策定、7月には市民検討委員会を設置し、政策内容に関しての議論を深めていった。

その後、条例案は2015年12月に可決、2016年7月に施行されるに至った。 

美唄市による受動喫煙防止政策への取り組みの姿勢からは、以下の点を特徴として挙げることができる。第一に、

美唄市条例は神奈川県、兵庫県の条例と異なり、罰則を設けず、また、民間施設に受動喫煙防止対策を義務付けて

いない。第10条で、喫煙禁止区域における喫煙者に喫煙中止を求める規定があるが、市、市民、保護者、事業者、

施設管理者の自発的な理解と連携、協働によって受動喫煙防止の達成をめざしている。具体的な行動として、市は、

環境整備（ポスターや看板掲示、広報誌への掲載、対象施設訪問などを通じた周知活動）、啓発活動（美唄医師会

との共催による講演会、保健推進員による町内会回覧、健康教育、イベントでの肺年齢チェックなど）、未成年者

への防煙教育、禁煙支援、市民・事業所に対する意識調査などを行っている。 

第二に、条例では、第9条で未成年者への配慮を、「施設管理者及び保護者は、未成年者が喫煙可能区域及び喫

煙所に立ち入らないよう努めなければならない」、第2項で「喫煙者は、児童生徒が登下校時に往来する校門を中

心とする100 メートル以内の路上又は公園において受動喫煙防止に努めなければならない」と、具体的な規定を置

いている点に特徴がある。これには、美唄市の受動喫煙防止の取り組みが、子どもや妊婦を受動喫煙から守ろうと

いう考えから始まったという背景がある。それゆえ、当初は「通学路路上喫煙防止条例」としてのアイデアが検討

されたという。このように、美唄市条例は、美唄市で取り上げられた独自の政策課題に対応するために、政策目標

を具体的かつ限定的に設定した上での政策対応であり、先行条例を模倣したものではない。 

 第三に、以上の点とも関連するが、関係者の長年による努力が、条例制定を可能にした。特に、美唄市医師会の

会長である井門明氏の熱意と、条例実現に向けて関係者間の合意形成を図る市の積極姿勢、市議会の理解が条例制

定を可能にした。 

 

３．自治体全職員を対象としたアンケート調査結果の概要 

北海道地方自治研究所受動喫煙防止政策研究会は、自治体が受動喫煙防止政策を推進する可能性と課題を明らか

にするために、2018年1月、3つの自治体の単組または安全衛生委員会を通じて、全職員を対象としたアンケートを

実施した。協力を得た自治体は、A市（人口17万人）、B市（人口2万人）、C町（人口5千人）である。回答総数

1485、回答率はそれぞれ、58％、85％、81％と、比較的高い回答を得ることができたことと、自由筆記欄に予想以

上に多くの意見が寄せられた点が注目される。また、本稿執筆時点で、アンケート結果をより深く分析するために、

A市及びC町に対してヒアリング調査を行った。 

 アンケート調査結果の概要は以下のように示すことができる。 

先ず、「問3 あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていますか」との問いに対して、「吸っている」が27.3%、

「吸っていない」が72.7％と、全国平均、全道平均よりも高い数値となった。これは、喫煙率が高い男性の回答比

率が68.7％と高いことが要因であると考えられる（男性の喫煙率は35.1％、女性の喫煙率は10.3％）。 

 「問5 あなたは、受動喫煙にあったことはありますか」との問いに対して、96.0％が「ある」と回答、受動喫

煙にあった場所については（複数選択）、「飲食店」が最も多く86.5％、続いて「自宅や他人の家」54.4％、「路

上」41.8％、「パチンコ店・マージャン店」29.7％、「宿泊施設」26.7％と続き、「職場」は23.1％であった。 

 「問７ あなたは、受動喫煙にあったとき、不快に感じましたか」については、「不快に感じた」が67.9％、
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「不快に感じなかった」が30.0%との結果となった。「問8 あなたは、受動喫煙の健康への影響についてどのよう

に思いますか」との問いに対しては、「影響があると思う」が95.2%、「影響がないと思う」が4.2%との回答を得

た。 

 「問9 あなたの職場の受動喫煙防止の対策をどう思いますか」については、「十分である」が81.5%、「不十分

である」が18.1%と、「不十分である」が、予想よりも多くの割合となった点が注目される。 

 「問10 あなたの職場の受動喫煙防止対策を進めるためには何が必要であると思いますか」に対しては、「現状

のままでよい」が36.5％、「施設内の完全禁煙」が31.2％、「施設内の分煙」が26.9％となった。 

 続いて、本研究の主題である自治体による受動喫煙防止政策の取り組みに対する問いとして「問11 あなたの住

んでいる自治体が受動喫煙防止政策を進めることについて、どのように思いますか」に対して、「賛成」が73.3％、

「反対」が25.3％、「問12 受動喫煙を防止する方策として、あなたの住んでいる自治体が条例を制定することに

ついてどのように思いますか」に対しても、「賛成」が81.5％、「反対」が17.4％と、大多数の回答者が、条例制

定を含めた自治体による政策対応に積極的であることが明らかになった。 

 さらに、前問で防止政策の推進に賛成した人に対する「問13 受動喫煙防止の対策を進めるために自治体が行う

べき対策」に関する問い（複数選択可）に対しては「啓発活動」が最も多く57.1％、「喫煙者や事業者による自主

的な規制の奨励」が63.0％、「未成年者への教育活動」が47.8％、「条例など法令による規制」が51.8％と続いて

いる。 

 一方、「問14 自治体が受動喫煙防止政策を行うべきではないと思われる理由」についての問い（複数選択可）

に対しては、「すでに分煙のルールは社会的に定着している」が69.6％、「喫煙はマナーの問題であり行うべきで

はない」が52.9％、「私人や民間事業者に対して自治体が規制すべきでない」が34.4％と続いている。 

 最後に、「問15 飲食店やホテル等を規制の対象とすることについて」の問いに対して、「賛成」が75.4％、

「反対」が23.5％と、大多数の回答者が前向きの理解を示している。問15賛成者の「問16 必要な対策」について

は、「施設内の分煙」が59.0％、「施設内の完全禁煙」が59.0％との回答を得た。これに対して、「問17 規制に

反対」する理由については、「すでに分煙のルールは社会的に定着している」が32.2％、「民間事業者の経営に影

響するから」が26.6％、「喫煙はマナーの問題であり行うべきではない」が21.4％、「私人や民間事業者に対して

自治体が規制すべきでない」が21.4％と続いている。 

  

以上のようにまとめられた自治体職員アンケート調査結果は、以下の点を特徴として指摘できる。第一に、自治

体が受動喫煙防止政策に取り組むことに対して、大多数の回答者が、積極的な評価をしていることが確認された。

アンケートの対象とした3自治体はいずれも受動喫煙防止条例を検討していないが、条例化についても賛成が多数

であった。第二に、政策目的を実行するための対策に関する問いからは、啓発活動や喫煙者・事業者らの自主規制

の奨励など、「ソフト」な政策志向手段が選好される傾向にあることが明らかになった。第三に、職場の受動喫煙

防止対策に関して、2割弱の回答者が「不十分である」としており、予想よりも高い比率の回答となった。自由回

答欄の意見を参考にすれば、敷地内や公用車内の完全禁煙を求める声が目立つとともに、勤務時間中に喫煙者が喫

煙のために中座することに対する批判が目立ったことから、これらの要因が背景にあるものと考えられる。 

 

４．まとめ 

以上、現時点で北海道地方自治研究所受動喫煙防止政策研究会が行った調査結果から、自治体が受動喫煙防止政

策に取り組む意義を導くことができる。同時に、アンケート調査からは、啓発活動や喫煙者・事業者らの自主規制

の奨励など、比較的「ソフト」な政策志向手段が選好されていることが明らかになった。この点に関し、自由回答

欄の意見、そしてヒアリング調査結果を加えて考察すれば、タバコ問題が多くの人々にとって、マナーの問題とし

て認識される傾向が強く、非喫煙者が喫煙者を直接批判し、対立する構図を回避しようとする傾向が付随している

ことが背景にあるものと考えられる。それゆえ、潜在的な不満が、予想を超えた自由意見欄の記載の多さとして表

れたものと思われる。 

 今後、自治体が実効性のある受動喫煙防止政策を具体化するに際して、以下の諸点が課題になる。第一に、喫煙

者・非喫煙者にかかわらず、受動喫煙をマナーの問題ではなく、住民そして自治体職員の健康問題として位置付け

る必要がある。自治体現場に関しては、雇用者が被用者である職員の健康面での安全を確保する義務を履行する観

点と、公衆衛生の観点からの政策として対応されなければならない。第二に、個々の自治体に由来する政策課題を

明らかにするとともに、これを解決するための合理的な手段を、客観的な政策情報に基づいて具体化する必要があ

る。罰則規定のない理念型の受動喫煙防止条例（政策）は今後、多くの自治体に波及することが予想される。しか

しながら、それぞれの自治体が抱える固有の政策課題を明らかにし、これに対処する姿勢を欠き、他自治体の模倣
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に止まるならば、自治体として受動喫煙防止政策に取り組む意義は低下するであろう。第三に、罰則等、法的に担

保する手法によらない形で政策を執行する際に実効性を確保するためには、政策形成段階での関係者間の合意形成、

そして、自発性を促すための奨励や誘導など、具体的な計画を策定・実行する必要がある。 

 

備考 

本研究を行うに際して、2017年7月、美唄市の関係者にヒアリングを行うとともに、受動喫煙防止条例の制定過

程に関する資料を提供いただいた。また、A市、B市、C町には、全職員アンケートの実施に協力をいただいた。さ

らに2018年4月と6月には、A市及びC町おいて調査結果に基づいたヒアリングを行った。ここにお世話になった関係

者に対し、記して厚くお礼申し上げる次第である。なお、本稿の記述内容に関する責任はすべて著者にある。 
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資料１ 

受動喫煙に関する調査 基本集計 ３市町合算 

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 ～２９歳 330 22.2 22.2

2 ３０歳～ 358 24.1 24.1

3 ４０歳～ 371 25.0 25.0

4 ５０歳～ 259 17.4 17.4

5 ６０歳～ 167 11.2 11.2

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1485

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 男性 1020 68.7 68.7

2 女性 465 31.3 31.3

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1485

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 吸っている 406 27.3 27.3

2 吸っていない 1079 72.7 72.7

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1485

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 言葉も意味も知っている 1375 92.6 92.6

2 言葉は知っている 91 6.1 6.1

3 知らなかった（初めて知った） 19 1.3 1.3

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1485

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 ある 1425 96.0 96.0

2 ない 60 4.0 4.0

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1485

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 職場 343 23.1 24.0

2 公共施設 241 16.2 16.9

3 飲食店 1284 86.5 89.9

4 宿泊施設 396 26.7 27.7

5 パチンコ店・マージャン店 441 29.7 30.9

6 路上 620 41.8 43.4

7 自宅や他人の家 808 54.4 56.5

8 その他 70 4.7 4.9

不明 56 3.8

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1429

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 不快に感じた 1008 67.9 69.4

2 不快に感じなかった 445 30.0 30.6

不明 32 2.2

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1453

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 影響があると思う 1414 95.2 95.4

2 影響がないと思う 68 4.6 4.6

不明 3 0.2

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1482

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 十分である 1211 81.5 81.8

2 不十分である 269 18.1 18.2

不明 5 0.3

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1480

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 施設内の完全禁煙 463 31.2 31.5

2 施設内の分煙 399 26.9 27.2

3 施設内で一定時間帯を禁煙 17 1.1 1.2

4 現状のままでよい 542 36.5 36.9

5 その他 48 3.2 3.3

不明 16 1.1

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1469

問６　受動喫煙にあった場所はどこでしたか（複数選択可）

問７　あなたは、受動喫煙にあったとき、不快に感じましたか

問８　あなたは、受動喫煙の健康への影響についてどのように思いますか

問９　あなたの職場の受動喫煙防止の対策をどう思いますか

問１０　あなたの職場の受動喫煙防止対策を進めるには何が必要であると思いますか

問１　あなたの年齢についてお伺いします

問２　あなたの性別についてお伺いします

問４　あなたは「受動喫煙」という言葉をご存知ですか

問３　あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていますか（この半年間）

問５　「受動喫煙」とは、室内などで、自分の意志とは関係なく、他人のたばこの煙を吸わされ
ることを言います。あなたは、受動喫煙にあったことはありますか

    

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 賛成 1089 73.3 74.4

2 反対 375 25.3 25.6

不明 21 1.4

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1464

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 賛成（問１３へ） 1211 81.5 82.4

2 反対（問１４へ） 259 17.4 17.6

不明 15 1.0

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1470

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 啓発活動 848 57.1 68.3

2 未成年者への教育活動 710 47.8 57.2

3 喫煙者や事業者による自主的な規制奨励 783 52.7 63.0

4 条例など法令による規制 643 43.3 51.8

5 その他 25 1.7 2.0

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1242

この設問の回答者は１２４２人

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 喫煙はマナーの問題であり行うべきではない 120 8.1 52.9

2 すでに分煙のルールは社会的に定着している 158 10.6 69.6

3 効果が期待できないから 21 1.4 9.3

4 私人や民間事業者に対して自治体が規制すべきではない 78 5.3 34.4

5 その他 11 0.7 4.8

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 227

この設問の回答者は２２７人

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 賛成（問１６へ） 1119 75.4 76.2

2 反対（問１７へ） 349 23.5 23.8

不明 17 1.1

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1468

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 施設内の完全禁煙 431 29.0 38.2

2 施設内の分煙 666 44.8 59.0

3 施設内で一定時間帯を禁煙 10 0.7 0.9

4 事業者の自主的対応を促す 19 1.3 1.7

5 その他 3 0.2 0.3

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 1485 100.0 1129

この設問の回答対象者は１１２９人

№ カテゴリ 件数 (全体)% (除不)%

1 喫煙はマナーの問題であり行うべきではない 74 5.0 21.4

2 すでに分煙のルールは社会的に定着しているから 115 7.7 33.2

3 効果が期待できないから 10 0.7 2.9

4 私人や民間事業者に対し自治体が規制すべきではない 48 3.2 13.9

5 民間事業者の経営に影響するから 92 6.2 26.6

6 その他 7 0.5 2.0

サンプル数（％ﾍﾞｰｽ） 87 76.7 346

この設問の回答対象者は３４６人

問１７　問１５で「２．反対」と回答された方にお尋ねします。飲食店やホテル等の受動喫煙の規
制に反対する理由をお聞かせください

問１１　受動喫煙を防止する方策として、あなたの住んでいる自治体が条例を制定することに
ついてどのように思いますか

問１２　あなたの住んでいる自治体が受動喫煙防止政策をすすめることについて、どのように
思いますか

問１３　問１２で「１．賛成」と回答された方にお尋ねします。受動喫煙防止の対策をすすめるた
めに自治体が行うべき対策として何が必要であると思いますか（複数選択可）

問１４　問１２で「２．反対」と回答された方にお尋ねします。自治体が受動喫煙防止政策を行う
べきではないと思われる理由についてお聞かせください（複数選択可）

問１５　あなたは受動喫煙を防止するために、飲食店やホテル等を規制の対象とすることにつ
いて、どのように思いますか

問１６　問１５で「１．賛成」と回答された方にお尋ねします。飲食店やホテル等の受動喫煙を規
制する場合、何が必要であると思いますか
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資料２  

問２：あなたの性別についてお伺いします × 問

３：あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っています

か（この半年間） 

10.3

35.1

89.7

64.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

喫煙者

非喫煙者
 

 

 

資料４ 

問３：あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていま

すか × 問７：あなたは、受動喫煙にあったとき、

不快に感じましたか 

40.6

79.8

59.4

20.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

喫煙者

非喫煙者

不快に感じた

不快に感じなかった
 

資料６ 

問３：あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていま

すか × 問１０：あなたの職場の受動喫煙防止対策

を進めるためには何が必要であると思いますか 

施設内の完全

禁煙

14%

施設内の

分煙

43%

施設内で一定

時間帯を禁煙

1%

現状のま

までよい

41%

その他

1%

喫煙者

 

 

施設内の

完全禁煙

38%

施設内の分煙

21%

施設内で一定

時間帯を禁煙

1%

現状のま

までよい

36%

その他

4%

非喫煙者

 

資料３ 

問３：あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていま

すか × 問５「受動喫煙」とは、室内などで、自分

の意志とは関係なく、他人のたばこの煙を吸わされる

ことを言います。あなたは、受動喫煙にあったことが

ありますか 

91.9

97.5

8.1

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

喫煙者

非喫煙者

ある

ない
 

資料５ 

問３：あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていま

すか × 問９：あなたの職場の受動喫煙防止の対策

をどう思いますか 

90.6

78.5

9.4

21.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

喫煙者

非喫煙者

十分である

不十分である
 

 

 

 



― 304 ― 

  

 

資料７  

問３：あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていま

すか × 問１１：受動喫煙を防止する方策として、

あなたが住んでいる自治体が条例を制定することにつ

いてどう思いますか 

47.7

84.3

52.3

15.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

喫煙者

非喫煙者

条例賛成

条例反対
 

 

 

資料９  

問３：あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていま

すか × 問１５：あなたは受動喫煙を防止するため

に、飲食店やホテル等を規制の対象とすることについ

て、どのように思いますか 

16.3

83.7

62.2

37.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

喫煙者

非喫煙者

飲食店規制賛成

飲食店規制反対
 

 

資料８ 

問３：あなたは、現在、習慣的にたばこを吸っていま

すか × 問１２：あなたの住んでいる自治体が受動

喫煙防止政策を進めることについて、どのように思い

ますか 

57.9

91.6

42.1

8.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

喫煙者

非喫煙者

防止政策賛成

防止政策反対
 

 

 

資料１０  

問９：あなたの職場の受動喫煙防止の対策をどう思い

ますか × 問１０：あなたの職場の受動喫煙防止対

策を進めるためには何が必要であると思いますか 

57.5

25.8

24.6

27.8

2.2

0.9

4.1

44.3

11.6

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

不十分である

十分である

施設内の完全禁煙

施設内の分煙

施設内で一定時間帯を禁煙

現状のままでよい

その他
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公契約条例の制定自治体の拡大を目的に連合北海道等が設置した「公契約条例を社会に広げることをめざす

ワーキングチーム」は、2018年春、道内全市（35市）の入札・契約の現状と課題を把握するために、アンケート

調査を実施した。これにより、道内各市の入札・契約の実施体制、入札・契約方法の現下の傾向、総合評価落札

方式の導入状況、公契約規整のルール化の現状などを把握することをめざした。 

 

入札・契約に関する道内全市アンケート調査の結果について 

 
北海道本部／公契約条例を社会に広げることをめざすワーキングチーム

1. アンケート調査の実施概要 

連合北海道、全建総連北海道、自治労道本部、北海道公務労協、公益社団法人北海道地方自治研究所は、旭川市

での道内初の公契約条例制定（2016年12月）を契機に、「公契約条例を社会に広げることをめざすワーキングチー

ム」（以下、公契約ＷＴ）を共同で設置し、17年３月より活動している。 

公契約ＷＴの活動の一環として、18年春、道内全35市の入札・契約に関する現状や課題などを把握するため、ア

ンケートを実施した。調査票では、①入札・契約の実施体制、②総合評価落札方式による入札の実施状況、③ダン

ピングなどの不正対策の実施状況、④公契約の適正化に関する取り組みの現状、の４点を尋ねたほか、2014～16年

度における入札・契約の件数、総合評価落札方式の審査に用いられている評価基準（評価項目・配点）について情

報提供を求めた。別途ヒアリングを行った札幌市を含め32市から回答が寄せられた（回答率91％）。本レポートは、

アンケートの結果に基づき、主な特徴を報告するものである。 

 

2. 入札・契約の実施体制 

入札・契約の実施体制に関し、入札・契約の主管セクション（以下、主管セクション）の有無を確認したところ、

設置している市が27に上った。配置職員数は、札幌市が27人と最多で、旭川市12人、函館市９人と続いたほか、３

～６人が15市、２人が９市となった。 

主管セクションと各課との取り扱い案件の分担基準を尋ねたところ、各案件の「予定価格の金額」と、工事や役

務委託など「分野」の２つが基本的な基準とされていた。「予定価格の金額」を基準とする場合、基準額を設定し、

基準額超の案件は主管セクションが、基準額未満の案件は各課が取り扱う、という振り分けである。基準額は「地

方自治法施行令」別表第５（随意契約可能金額の上限）とリンクする例が多かった。その上で、最も多かったのは、

「分野」ごとに「予定価格の金額」に基準額を設定して分担するという振り分け方であった。 

分野別に、27市における主管セクションへの案件の集約度を見ると、工事が全市と最も高く、役務委託が12市と

最も低かった。 

 

3. 2016年度の入札・契約の件数と特徴 

2016年度における工事、工事関係業務の委託、役務委託、物品購入の４分野について、一般競争入札（市内限定

型、総合評価、その他）、指名競争入札（公募型、事後審査型、総合評価、その他）、随意契約（見積合せ、プロ

ポーザル、特定随契）の各件数について記入してもらったところ、以下の特徴が見て取れた。 

第一に、随意契約ではなく、競争入札を実施している割合は、分野別では、工事が84％と最も高く、以下、工事

関係業務委託76％、役務委託32％、物品購入17％と続いた。 

第二に、一般競争入札を実施する割合では、工事が52％と最も高く、以下、工事関係業務委託34％、役務委託

７％、物品購入４％と続いた。指名競争入札を実施する割合は、工事関係業務委託で42％、工事で38％、随意契約

を実施する割合は、物品購入で85％、役務委託で68％を占めた。 

競争入札の全件数における一般競争入札の実施率の分野別平均値は、工事52.6％（32市）、工事関係業務委託
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20.0％（29市）、役務委託15.9％（23市）、物品購入13.0％（27市）である。工事で50％を超えているものの、そ

の他の分野は１～２割程度にとどまっている。 一般競争入札の実施が最も進んでいる工事では、32市のうち15市

で50％を超え、50％未満は17市となり、ほぼ半々であるが、これに対し他の分野では2/3～3/4で０％となっている。 

これらの結果から、道内の市では、指名競争入札から一般競争入札へのシフトを積極的に進めているところと、

従来型の指名競争入札を継続しているところに両極化しており、大半の市では依然として指名競争入札が根強く継

続されている現状が垣間見える。 

ただし、一般競争入札を実施しているといっても、その大半は「市内限定型」であり、今次調査で把握された分

だけでも、一般競争入札の全件数（3560件）の約半数（1717件、48.2％）を占め、さらに札幌市の「制限付き一般

案件」（911件）も市内限定型である可能性があり、これを合わせると約3/4（2628件、73.8％）に上る。 

一般競争入札と指名競争入札にはそれぞれ長所と短所がある。一般競争入札は入札参加資格における公正性（機

会均等）と経済性に勝るが、不誠実な事業者や技術力不足の事業者を入札から排除できず、品質や安全性の確保が

必ずしも保障されない。指名競争入札は、過去の実績などから自治体側が入札に参加できる事業者を予め絞り込め

ることから、品質・安全性の確保がある程度約束される半面、入札参加者が限定されることから談合の温床になり

やすい。自治体の入札においては、公正性・経済性と品質・安全性確保をいかに両立させるかが課題であり、市内

限定型一般競争入札の割合の高さは、こうした自治体の事情を反映しているものと見られる。 

 

4. 総合評価落札方式の現状と課題 

32市のうち、総合評価落札方式を導入している市の数は、2018年３月現在、一般競争入札で14市、指名競争入札

で３市に上る。一般競争入札と指名競争入札で比べると、前者の方がはるかに導入している市の数が多い。 

総合評価落札方式には、国交省のガイドラインなどで「高度技術提案型」、「標準型」、「簡易型」、「特別簡

易型（市町村向け簡易型）」の４タイプが設定されており、自治体側で選択が可能とされている。工事の一般競争

入札は、標準型１市、簡易型９市、特別簡易型10市で、指名競争入札は、標準型、簡易型、特別簡易型がそれぞれ

１市で導入されていることがわかった。他の分野では、工事関係業務委託で２市（一般１、指名１）、役務委託で

３市（いずれも一般）で導入されていた。 

札幌市では2016年度以降、９つの型式が運用されており、うち１つが簡易型（計画審査型）、このほかは全て特

別簡易型である。 

また、総合評価導入の14市のうち８市から、「評価基準」として、各評価項目の配点表の提供を受けた。今回提

供を受けたのは計23表で、配点表の提供の無かった６市のうち、３市からは、案件毎に評価基準をその都度設定し

ているため、定形的なものはない、という趣旨の回答があった。23表について、分野別では工事向け21および役務

委託向け２、型別の内訳では簡易型２、特別簡易型21である。 

23表の評価項目の分類は、①「企業の評価・施工能力」、②「配置予定技術者の評価」、③「配置予定従事者の

労働環境」、④「地域貢献等の評価」の４つに集約される。「配置予定従事者の労働環境」を含むのは23表のうち、

以下の４市（函館市、帯広市、富良野市、石狩市）の５表にとどまった。 

○ 函館市：支払賃金（平均賃金）／通勤手当の支給の提案 

○ 帯広市：従業員の退職金共済への加入の有無 

○ 富良野市：従業員の建設業退職者共済及び中小企業共済等への加入の有無 

○ 石狩市：従業員の建設業退職金共済組合及び中小企業退職金共済事業団への加入の有無など 

総合評価落札方式の運用上の課題について、選択肢から選択（複数回答可）してもらったところ、最も選択が多

かったのが、「事務が繁雑になり、担当職員の負担が大きい」と、「落札者の決定に時間がかかる」（それぞれ９

市）で、次いで多かったのが「審査委員会の設置や運営に難しさがある」（６市）であった。自治体の担当者に

とって、同方式の課題としては、事務の手間と落札者の決定にかかる時間の増大が、通常の入札にはない追加的な

負担として強く自覚されている現状がうかがえる。 

 

5. 公契約の適正化にかかる取り組みの現状 

公契約のルール化の現状については、以下の選択肢から一つを選んでもらった。すなわち、ａ「公契約条例を制

定し、運用中」、ｂ「公契約条例の制定を検討中」、ｃ「公契約に関する内規（規則、規程、方針、実施要領な

ど）を策定済み」、ｄ「公契約に関する内規（規則、規程、方針、実施要領など）の策定を検討中」、ｅ「条例制
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定、内規策定、いずれの予定もない」、ｆ「その他（  ）」である。 

その結果、21市がｅ「条例制定、内規策定、いずれの予定もない」を選択し、最多となった。次いで、ｃ「公契

約に関する内規（規則、規程、方針、実施要領など）を策定済み」が４市（北見市、苫小牧市、士別市、名寄市）、

ａ「公契約条例を制定し、運用中」が１市（旭川市）、ｄ「公契約に関する内規（規則、規程、方針、実施要領な

ど）の策定を検討中」が１市（美唄市）、ｆ「その他」が３市であった。ｆ「その他」を選択した３市からは、

「道庁および他都市の状況により、対応を検討する予定」（函館市）、「現時点では予定はないが、今後の状況に

より検討する」（江別市）、「国の動向や近隣市などの状況を注視しながら、情報収集や調査研究を行っている」

（北広島市）といった記述があった。 

条例や指針などに記載される基本方針（目標）の内容は、①公平・公正で透明性の高い入札・契約制度の確立、

②品質と適正な履行の確保、③地域経済の活性化、の三項目に概ね集約される。 

 

6. 今次調査結果から見た公契約条例の展望 

今次調査の結果、総合評価落札方式を導入している市は道内では15市ほどにとどまることが明らかになり、また、

評価基準に従事者の労働環境を含めているのは３市、賃金水準を項目として明記しているのは１市であることも判

明した。同方式による入札の実施を通じて、労働者の賃金水準を適正化しようとするならば、道内市においてはま

ず、同方式の導入をさらに積極的に推進していく必要があるとともに、導入済みの市も含め、評価基準の中に従事

者の労働環境に関する評価項目を明確に位置づけ、評価点全体に占める価格以外の評価点の占める割合を一定程度

の水準にまで高める必要がある。 

現行の入札・契約制度の中で総合評価落札方式の導入や労働条件の調査・規制の実施を進めること自体は批判さ

れるべきものではなく、さらに積極的に進めて然るべきと考えるが、今次調査で垣間見えた実態から、価格競争が

本来の目的である入札の運用を通じて労働者の賃金・労働条件の適正化を図るこれらのやり方は実践が容易ではな

く、そもそも入札の中で労働者の賃金・労働条件の維持・向上のような政策課題に取り組むこと自体、入札制度の

趣旨に悖るとの批判も一方にはある。この点で公契約条例に可能性を見出すとするならば、入札制度の趣旨のよう

な軛を免れて、自治体と契約先事業者との間の契約内容において、双方合意の上で労働者の賃金・労働条件も含む

様々な事項の適正化を図れるということにあると思われる。 

公契約条例の制定を進めていく上でクリアすべき課題として、総合評価落札方式とも共通するが、自治体側が持

つ負担感の増大という意識をどう克服するかという問題がある。近年、自治体職員（正職員）の数は減少傾向にあ

り、慢性的な人手不足の状況が続くなかにあっては、財政的制約ともあいまって、この問題は極めて深刻である。

その意味で、同条例制定自治体を拡大させていくには、まず各自治体における基本的な入札・契約の実施体制をい

かに整備・充実させるかという観点が非常に重要である。その場合、道外の同条例制定自治体における入札・契約

の実施体制なども参考にした各自治体での取り組みが期待されるところであり、公契約ＷＴとしても関係情報の収

集と発信に今後努めていきたいと考えている。 

以上 

 

※ 本稿の執筆は、正木浩司（公益社団法人北海道地方自治研究所研究員／公契約ＷＴ事務局次長）が担当した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第 36 年次チャレンジサポート】 

絵本を活用した化学物質過敏症（ＣＳ）の予防・啓発活動 

―香りに苦しむおともだちの存在への気づき― 

 

・ 第 37 年次提出レポート 

 

・ 月刊自治研連載記事 
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私たちが普段使っている家庭用品、香り付き洗剤・柔軟剤、化粧品、芳香剤、タバコ、建材や塗料などに含ま

れている様々な化学物質に反応して苦しむ化学物質過敏症。 

特に、学校の教室内は家庭で使われている合成洗剤や柔軟剤の香りが充満し、それに苦しむ子どもが増えてい

ます。 

多くの人に化学物質過敏症を理解してもらい、予防する大切さを知ってほしいという願いをこめて、小学校な

どに配架していただく絵本の作成を企画しました。
 

 

絵本を活用した化学物質過敏症（ＣＳ）の予防・啓発活動 

―香りに苦しむおともだちの存在への気づき― 
北海道本部／自治労札幌市役所職員組合連合会・相内 利幸

1. 化学物質過敏症の怖さ 

(１) 誰もが日常的に接しており、完全に避けることは不可能 
 身の回りにある化学物質は、私たちの生活に便利さをもたらしています。しかし、化学物質の種類が年間何百と

いう単位で増え続け、安全性の検証は全くと言っていいほど追いついておらず、企業秘密の壁もあって、どの製品

にどんな化学物質が使われているのかを私たちが知ることすらままならない状況です。 

農薬や殺虫剤などを直接吸い込むと体に悪いことは容易に想像できると思いますが、衣料用洗剤や柔軟剤、芳香

剤、消臭剤、制汗剤、シャンプーなどの日用品にも大量の化学物質が含まれており、私たちは知らず知らずのうち

に体内に取り込んでいます。そういった製品を使用しないようにすることは、個人や家庭単位ではある程度可能か

もしれませんが、学校や職場において全ての人が同じ対応をする（するように求める）ことは現実的には無理だと

考えていいでしょう。 

  

(２) 数多くの症状が出現 
 以下のとおり、人によって症状は多様で、程度が異なり、反応する化学物質や症状も個人差が大きいのです。 

 化学物質過敏症の主な症状 

【目】かすみ/視力低下/物が二つに見える/目の前に光が走るように感じる/まぶしい/ちかちかする/乾き/涙

が出やすい/ごろごろする/かゆみ/疲れ/目の前が暗く感じる 

【鼻】鼻水/鼻詰まり/かゆみ/乾き/鼻の奥が重い/後鼻腔に何か流れる感じがする/鼻血 

【耳】耳鳴り/痛み/耳のかゆみ/音が聞こえにくい/音に敏感になった/耳の中がぼうっとする感じがする/耳

たぶが赤くなる/中耳炎/めまい 

【口やのど】乾き/よだれが出る/口の中がただれる/食べ物の味が分かりにくい/金属のにおいがする/のどの

痛み/のどが詰まる/ものが飲み込みにくい/声がかすれる/喉頭に浮腫ができる 

【消化器】下痢や便秘/むかむかして吐き気がする/おなかが張る/おなかの圧迫感/おなかの痛みや痙攣/空腹

感/胸焼け/げっぷやおならがよく出る/胃酸の分泌過多/小腸炎や大腸炎 

 【腎臓・泌尿器】トイレが近くなる/尿がうまく出ない/尿意を感じにくくなる/夜尿症/膀胱炎/腎臓障害/イ

ンポテンツ/性的な衝動の低下や過剰 

 【呼吸器・循環器】せきやくしゃみ/呼吸がしにくい/呼吸が短くなったり呼吸回数が多くなる/胸の痛み/息

遣いが荒くなる/喘息/脈が速くなる/不整脈/血圧が変動しやすい/皮下出血/寒さに対して皮膚の血管が過敏

になる/血管炎/にきびのような吹き出物が出やすい/むくみ 

【皮膚】湿疹、蕁麻疹、赤い斑点が出やすい/かゆみ/引っ掻き傷ができやすい/汗の量が多い/皮膚が赤く

なったり青白くなったりしやすい/光の刺激に対して過敏になる 

【筋肉・関節】筋肉痛/肩や首がこる/関節痛/関節が腫れる 

【産婦人科関連】のぼせたり、顔がほてったりする/汗が異常に多くなる/手足の冷え/おりものが増える/陰

部のかゆみや痛み/生理不順/不妊症/生理が始まる前にいらいらしたり、頭痛、むくみなどがある/感染症に

かかりやすくなる 

【精神・神経】頭が痛くなったり、重くなったりする/手足のふるえや痙攣/うつ状態や躁状態/不眠/気分が

動揺したり不安になったり精神的に不安定になる/記憶力や思考力の低下/食欲低下/いらだちやすく怒りっぽ

くなる 

【その他】貧血を起こしやすくなる/甲状腺機能障害 

※人によって現れる症状が異なり、広範囲に症状が現れる 

宮田幹夫・北里研究所病院臨床環境医学センター客員部長著「化学物質過敏症」(保健同人社)より） 
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(３) 周囲の無理解に苦しむ 
 化学物質過敏症に対する社会の認知は進んでいません。一般的に使われているもの、売られているもので、なぜ

体調を崩すのか、においが嫌いなだけ、気のせい、精神的なものと誤解され、家庭や社会からの理解も得られず、

孤立しがちです。 

まわりの人が身に付けている服からの合成洗剤、柔軟剤、シャンプーやリンスなどの人工的な香りにも苦しんで、

体調不良となり、重症化すると “ 学校に行けない”、“仕事に行けない”と退職を余儀なくされて、日常生活を

送ることも大変困難になります。また、医療機関でも化学物質過敏症と診断するところは多くはありません。 

  

(４) 治療法が確立されていない 
 現在完治する治療法は確立されておらず、特効薬（治療薬）はありません。一度発症すると、完全に治ることは

難しいため、免疫力を高め、スポーツや入浴などでこれまで取り込んだ有害物質を体外に排出し、化学物質から遠

ざかり、生活環境に注意しなくてはなりません。 

  

2. まずは学習会で理解を深める 

まずは化学物質過敏症という病気をより詳しく理解しようということになり、単組として学習会を開催してもら

いました。講師は元自治体保健師の野原暁美さんで、勤めていた庁舎の改修工事後に複数の同僚とともに化学物質

過敏症を発症し、公務災害認定も受けましたが、結局は退職を余儀なくされ、現在はフリーランスの保健師として

各種講演や相談事業など多岐にわたって活動している方です。 

せっかくの機会なので広く一般組合員にも声かけし、少しでも理解者を増やすことができたと思います。学習会

終了後は当事者を交えて交流会を開催し、野原さんからは今後も必要に応じて助言をいただけることになりました。 



― 313 ― 

  

 

3. いよいよ、絵本づくり  

 化学物質過敏症への正しい知識と人を思いやる心を育むような内容の絵本をめざし、作成に取りかかってから、

24ページにわたる全体像が見えるようになるまでに１年半の月日を要しました。 

 香りに苦しんでいる子どもたちがいること、化学物質過敏症で学校に通うことができない子がいることを知り、

この病気を多くの人に広く知ってもらおうと、小学校を舞台とすることは当初から決めていました。 

 タイトル一つとっても様々な意見が出されたほか「絵本としては文字が多すぎる」「誰がどのセリフを言ってい

るのか分かりにくい」「小学生に理解できる言葉かどうか」「漢字とひらがなの使い分け」「ルビの必要性」「香

りと匂いの使い分け」「解説や脚注の必要性」などあらゆる部分に関するチェックと意見交換を繰り返してきまし

た。 

 時間はかかりましたが、一連の議論の中には教育問題や環境問題に議論が発展する場面も多々あって、自治研初

心者にとっては自治研活動を理解する一助になったという面もありました。 

 交流のある専門家、認定NPO法人化学物質過敏症支援センター、医師など、たくさんの方にアドバイスをいただ

きつつも「組合員による手づくり」で頑張ってきました。印刷・製本はこれからですが、ここで原画の一部を紹介

します。 
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4. 絵本の活用方法 

 子どもたちがこの絵本を手にとったときに、普段何気なく使っているいい香りに苦しむお友だちがいるんだ、自

分たちがその子のためにできること、それがみんなの健康を守ることにつながることの「気づき」となるよう、札

幌市内の図書館や学校図書室等に寄贈し、貸出図書として、また校内の読書タイム、読み聞かせの時間にも活用し

ていただきたいと考えています。 

そのうえで販路を拡大するとともに、ＳＮＳなども活用しながら、化学物質過敏症の理解者を増やしていきたい

と思っています。 

 保護者や学校職員などの関係者の間にも、学童期における化学物質暴露を極力減らすことは、化学物質過敏症の

予防につながるため、この作品を通して学校における香料自粛の取り組みが全国に拡がることを期待しています。 

 

5. あとがき 

 最後に、絵本の中に挿入されているメッセージを紹介して、レポートの締めくくりとさせていただきます。 

 

 

大人のみなさまへ 

 

学校の教室では、子どもたちが着ている衣服から各ご家庭でご使用されている香り付きの洗たく洗剤や柔軟剤

（洗濯ものをやわらかくする柔軟仕上げ剤）の香りであふれています。 

近年、香りを楽しむために柔軟剤を使用されているご家庭も増えていますが、それらには化学物質から作られた

合成香料が使われているものが多くあります。 

 

化学物質過敏症の子はもちろん、喘息やアトピー皮膚炎、アレルギー体質の子は、空気中の香りの成分により

体調不良を引き起こして、頭痛や吐き気などの症状がでるため、その環境のなかにいることが大変つらいものに

なります。 

 

発症しているお友だちの苦しみを少しでも取りのぞいてあげるためにも、普段何気なく使っている香りのある

製品（シャンプー、整髪料、制汗剤や化粧品など）の使用を控えていただいたり、無香料の洗剤やせっけん洗剤

を使用していただくなどご配慮していただけると、子どもたちが長い時間過ごす教室の空気環境がより良くな

り、安心して学校生活を送ることができます。 

 

“空気のきれいな教室をつくること”は、化学物質過敏症を発症している子への配慮のためだけに行うのでは

ありません。 

化学物質過敏症を発症した人が一緒に過ごせる環境は、みなさんの健康にとっても良い環境なのです。 

 

さまざまな化学物質に囲まれて生活している私たちは、誰もが発症する可能性があります。 

みなさんも日ごろから化学物質の摂取を可能なかぎり少なくして、安全な生活習慣を心がけ、化学物質過敏症

を予防しましょう。 

 

子どもを守るのは、私たち大人です。 

 

学校では“香りの使用を控える”という意識から、一緒にはじめましょう。 

 

みんなが健康で、元気な学校生活を過ごせるように願いをこめて 
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