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「小さな政府・自治体」「規制緩和」告発レポートの発刊にあたって

2001年4月に発足した小泉内閣は、バブル崩壊後低迷を続ける日本経済の“立て直し”のため本格
的な新自由主義に基づく構造改革をすすめて来ました。その手法は、経済界が主導する経済財政諮問
会議や規制改革・民間開放推進会議などで基本路線を決定し、法改正等を行うというものでした。
そして、企業の国際競争力を回復するためとして、市場経済至上主義にもとずく規制緩和やリスト

ラ促進のための諸制度を制定し、さらに、財政的には社会保障費や地方交付税などを圧縮してきまし
た。 結果、大企業などの収益は大幅に改善し、バブル期を上回る利益を上げるにいたりましたが、
その反対の極に「貧困と格差」が集積するようになりました。
400万とも500万ともいわれる働いても生活保護基準にいたらないワーキング・プア層の急速な拡
大、生活保護世帯の急増、貧困を要因とする自殺の急増、高くて払えない国保証の取り上げで医者に
もかかれず命をおとす住民の増大、崩壊する地域経済と地方の市町村など深刻な事態が推移してきて
います。
さらに、政府は総人件費削減や三位一体改革による交付税圧縮で、国や自治体の住民の生活にかか

わる予算の縮小、人員の縮小をすすめてきています。また、「民でできるものは民で」とし、医療や
障害者福祉などでの公的な責任を縮小してきています。
06年のOECD対日経済審査報告書が、急速に拡大する日本の格差と貧困に警鐘をならしたように、
今、構造改革が何であったのか、それが、何をもたらし、もたらそうとしているのか、を様々な分野
で明らかにし、その根本的な変革をせまることが愁眉の課題となってきています。
こうした問題意識で、京都の公務公共分野で組織する労働組合が実行委員会を組織し、この間の規

制緩和や総人件費抑制、公的業務の民間開放で職場がどう変わり、結果として住民的にどの様な影響
が出てきているのかを検証しようと各分野から告発レポートをだすこととしました。
今回発行するレポート集は、全ての分野を網羅したものではありませんが、住民の生活にかかわる

多くの現場からレポートを出して頂きました。当初の狙いである、規制緩和や「小さな政府・自治体」
でどの様に現場が変わり、労働者の働き方が変わり、結果として住民の様々な権利や生活に影響を与
えているのかなどを全て網羅しきれたものではありませんが、多くの分野での変化が少しでも理解で
きるものになっていると思います。
「構造改革」の影響は、総合的に全ての分野で出てきています。自分たちの仕事の分野やかかわっ
ていることでは日々感じていても、他の分野でのことはお互い良くわからないのが実態です。
本レポート集は、様々な分野で出てき来ている「構造改革」の負の側面の理解に少しでも役にたち、
これ以上の貧困と格差を広げ、経済力はあるが殺伐とした社会としないためにも、様々な運動での活
用をお願いするものです。

2007年5月
「小さな政府・自治体」「規制緩和」告発レポート作成実行委員会
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生活保護の現場から
1

宇治市の場合

はじめに

新自由主義的構造改革のもとで格差拡大が進んで
いる。その象徴的な事例として、生活保護世帯の増
加が指摘される（全国で100万世帯を突破）。年収
200万円、300万円未満の非正規雇用の労働者が増え、
貯蓄のない世帯が23.8％に増加。一方、被保護世帯
の捕捉率は10％～20％と推計されており、生活保護
を利用できる人は600万人とも予測されている。膨
大な低所得世帯が存在する。

社会的連帯で格差を正すためには、「数」だけでな
く「貧困の内容」にも着目して格差の弊害を理解する
こと、その世帯だけの問題とせず社会的な問題とし
て理解することが必要であると思う。そして新自由主
義的構造改革を転換する世論を高める必要がある。

1、宇治市の生活保護世帯数の推移

（1）宇治市の保護世帯数

宇治市でも被保護世帯が、H5年度729世帯
（1139人、6.5‰）⇒H17年度1452世帯（2386人、
12.6‰）⇒H19年1月1532世帯（2505人、13.1‰）
へと倍増している。

（2）宇治市の生活保護の相談件数

当課での生活保護の延べ相談件数は、H7年度
（350件）⇒H12年度（600件）⇒H14年度（575件）
⇒H15年度（805件）⇒H16年度（737件）⇒H17年
度（707件）。ピークは超えたが高止まりしている。

2、宇治市の生活保護

（1）生活保護担当課の体制と仕事量

06年度は1課3係。課長1、SV3、CW19、庶務2、
嘱託職員（面接相談員、就労支援員）配置。CW
の配置基準は保護世帯数80に1人。

CWの配置基準（80：1）は従来から堅持して
いるが、忙しくなっている実感がある。配置基準
は変わっていないのに、なぜ忙しいのか。宇治の

特徴とすれば、母子世帯の多さである（母子世帯
の保護世帯に占める比率は横ばいだが、全国平均
の2倍を超えており、なお着実な増加傾向）。職場
では、新規開始の増加などによる事務量増、「う
つ病」など精神疾患の増、就職難・不登校など今
日的な困難な問題の増加が、忙しさの原因ではな
いかと論議している。つまり新自由主義的構造改
革が、質的な矛盾を深め、矛盾の複雑さ増してい
るのではないかと論議している。

（2）相談、申請書など

①申請時の面接相談
面接相談員（嘱託）を配置。面接相談員、CW、

SV連携。相談目的の聴取、要保護性の検討。
②申請権

申請用紙・筆記具・保護のしおりは面接相談
室に常設。

面接相談を行い、要保護性の検討。要保護性
あれば保護申請受理。ない場合は、他法他施策
の活用等、問題解決へアドバイス。なお、申請
意思の有無を確認し、申請意思ある人には、要
保護性が認められなくても申請を受け付けてい
る（調査の結果、却下になることが多いが…）。

③稼動年齢層
稼働能力ある人は稼動能力活用が基本。しか

し、いくら努力しても就労できない現実がある。
生活保護は困窮の原因を問わない制度であるか
ら、現に生活に困窮しておれば、就労努力を前
提に「まず保護を開始し、自立へつなげる」こ
とを基本にしている。

（3）就労支援員

05年度から就労支援員（嘱託）を雇用し、系統
的な就労支援に努めている。

（4）数値目標

保護世帯を減らす数値目標の設定が他市で問題
になっているが、数値目標はない。

宇治市職員労働組合　谷上　晴彦

レポート①
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3、ケースワークから見えるもの

保護の現場で起こっているいくつかの事例をメモ
風に下記に紹介する。様々な課題があるが、保護世
帯だから起きているということではない。しかし、
貧困であるが故に困難が増しているのではないかと
思えることも多い。

これらの問題は、生活保護のケースワークだけで
解決しないことも多い。最後のセーフティネットを
担っている責任を自覚しながらも、就職難の解消、
教育の機会均等、福祉・医療の充実、また例えば引
きこもり対策の社会資源の充実など社会的な施策の
充実が求められる。

（1）リストラ

・Aさん：リストラで退職→家のローン返済困難
→重いうつ病に→就労困難。

（2）ワーキング・プア

・Bさん（母子世帯） 週40時間勤務、社保加
入、就労収入月約10万円（時給800円×8時間×5
日×4週=128,000円。700円なら112,000円）

（3）貧困の連鎖の危惧

①若者の就職難
・Cは、高校卒業したが就職に失敗。ハローワ
ークやジョブカフェに通い、やっとアルバイト就
労。若い世代の就職難が、保護世帯の自立の可
能性を奪うだけでなく、貧困の連鎖を生む危惧。

②不登校、引きこもり
・Dは不登校のまま中学卒業。進学せず、15歳
では就職も難しく、引き続き引きこもり。
・不登校の原因は一概ではないが、貧困が原因
と思える事例も。
中学生E：同級生は塾に通うが、Eは塾の費用
を気にして塾に行きたいと母親に言えなかっ
た。運動クラブに所属しクラブ用の靴は買った
が、通学用の靴は底に穴があいたままだった

（親に言えなかった）。
③高校・大学の高い学費

・母子家庭を対象に、高校、大学で学ぶ費用を
貸し付ける府の制度がある。大学生の貸付条件
が厳しくなった。理由は、高校・大学の授業料
等を全額借りると、数百万円の借金になる。大
学を卒業したからといっても就職は難しい。就
職できなければ返すメドが立たない。借金まで
して大学進学がその子のためなのかという。

今や私立大学の授業料は年100万円を超える。

子の学力ではなく親の経済力によって大学教育
が受けられるかどうかが決まる。返済不要の奨学
金制度の充実、高等教育の無償化が求められる。

（4）自立支援法で働く意欲を失う障害者

Fは、作業所に通っているが、「しんどい思いを
しながら、何のために働いているのか分からなく
なった」「施設をやめたい」と。

フルに働いて収入は月約1万円。通勤代が月約5
千円。そこに自立支援法施行で新たに給食代315
円×日数（20日勤務なら6300円）の負担。被保護
者は利用料負担が免除されているが、それでも手
元にお金が残らない。

（5）介護、医療保険の改悪

・介護保険法の改悪
要介護度の改悪…介護ベッドの貸しはがし、購
入・レンタルの自己負担

・医療制度の改悪
リハビリの打ち切り

（6）保護世帯の大量の予備軍

ニートや派遣社員など非正規雇用が若者の世代
で増大している。が、現在はまだ生活保護世帯で
はない。低賃金でも単身なら暮らせたり、親の援
助があるためであろう。今後、親の援助がなくな
れば、保護世帯が一気に増える危惧。将来、非正
規雇用の若者が年金受給世代になれば、保護世帯
になる可能性が高い。

4、おわりにーー構造改革路線の転換を

安部首相は「再チャレンジ支援策」というが、
「（再チャレンジは）弱者を保護することではない」
（『安部普三の経済政策を読む』）と構造改革への反
省はない。

政府は、2011年にプライマリーバランスをとるこ
とを目標に、社会保障費の1.6兆円削減を計画（骨
太方針2006）。生活保護費もターゲットにしている。
この間、高齢者加算、母子加算などの縮小や廃止、
持ち家の担保貸付制度の導入、さらに保護費の級地
区分の見直し、稼動年齢層の5年更新制などが新聞
紙上をにぎわせている。

格差を改善するためには、構造改革路線の転換ー
ー生活保護がセーフティネットの役割を果たすこと
を前提に、雇用確保、生活できる賃金保障、異常な
競争主義の転換、教育の機会均等の保障、福祉・医
療の充実など──が求められている。
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京都市の場合
京都市職員労働組合　永戸　有子

レポート②

注目される生活保護

最近、新聞でもテレビでも、「生活保護」につい
てとりあげられることが非常に多くなりました。

「格差」の広がり、働いても貧困から脱出できない
という社会のなかで、最後のセーフティネットとし
ての生活保護が注目されています。北九州市での餓
死事件、秋田市での抗議自殺の事件が続き、また京
都市伏見区でも介護問題を背景とした「介護嘱託殺
人事件」の裁判において生活保護行政のあり方につ
いて言及されたことなどから、生活保護が「セーフ
ティネット」として機能しているのか、ということ
が問題提起されています。他方では、厚生労働省が
財政面から保護基準を切り下げようとしているこ
と、全国知事会と全国市長会でも制度の根幹にかか
わる部分での見直しが主張されていることなど、生
活保護制度自体が大きく変えられようとしているこ
とに対するさまざまな論評がされています。

それらの事件や報道、情報の影響は、生活保護ケ
ースワーカーへの市民からの苦情や生活保護受給者
の不安の声となって現れています。また、生活保護
周辺の貧困層の広がりを背景にして、生活保護受給
者に対する周囲の目の厳しさを実感することも多く
あります。

今、生活保護は

生活保護世帯が全国で100万世帯を突破したこと
が、大きくニュースでとりあげられました。生活保
護受給者数では、149万人（06年2月）ですが、人員
数で言えば、1985年の水準（143万人）に戻ったと
いうこともできます。この20年の間に1995年の88万
人を底にして激減と激増があったわけです。

京都市では、2006年9月現在で、生活保護世帯が
約2万6千世帯、人員数では38,549人で、保護率は
26.1‰（1,000人のうち26人）です。

生活保護の相談窓口では

福祉事務所での相談内容は、本当にさまざまなも
のがあります。

「貯えが底をつき、年金だけでは生活できない」
「家賃滞納で立ち退きを言われているが、行くあて
がない」「病気で仕事をやめたあと、無収入で生活
困難」「仕事を探しているが、面接に行っても採用
されない。自分は社会に必要とされていないのかと、
落ちこんでしまう。」「夫が家にお金をいれない。離
婚を考えているが、自分自身は鬱病で働けない。離
婚後、生活保護が受けられるだろうか」「警備会社
で働いていた夫が倒れて、救急入院した。社会保険
なく、たちまち収入が途絶える。医療費払えず、ど
うしたらいいか」「離婚して、こども2人をつれて実
家に帰ったが、親も生活に余裕なく、早く出て行く
ように言われている。」「40代の息子と同居している
が、息子は借金が多く、家にお金を入れてくれない。
私が高齢のため仕事をやめてからは、年金だけでは
生活費が足らず、困っている」「リストラで失業中。
高齢の母親が認知症で、日中徘徊を繰り返すので、
求職活動も十分できない」「商売が立ちゆかなくな
り、自己破産の手続き中。以前の病気の後遺症で障
害があり、仕事につくのは難しい」・・・などなど。

小泉「構造改革」による雇用破壊・賃金破壊、そ
して社会保障のあらゆる分野での改悪が市民生活を
困難にしていることが、来所者の相談からもわかり
ます。そして、そのような中でいろいろ努力もし、
悩んだうえで、福祉事務所の窓口に訪れます。

経済的に困窮している相談者は、精神的にも追い
つめられていることが多く、また相談に来所したか
らといって、抵抗なく自らのことを洗いざらい話す
わけではありません。面接室で初めて出会う来所者
がどのような状況なのかを正確に把握することは大
変な仕事であり、専門的な仕事といえます。さらに、

「生活保護が適用されそうかどうか」だけでなく、
どうしたら困窮している状態から抜け出せるのかに
ついて、他の制度施策の活用も含め、相談者の状況



─ 7 ─

にあわせたアドバイスも求められます。
しかし、生活保護の面接員もケースワーカーも京

都市では専門職採用ではなく、一般行政職で採用さ
れた職員が人事異動で配属されるにすぎません。そ
して、ケースワーカーの経験もなく福祉事務所に初
めて異動になった職員が面接員となることもありま
す。

北九州市では、面接担当が係長級の職員ですが、
各福祉事務所で1ヶ月の目標申請件数（何件まで）
を決めており、それを達成できるかどうかが昇任等
人事考課とリンクしています。そして、そのもとで、
福祉事務所に何度も相談にいきながら申請させても
らえず、ついには餓死に至った事件がおこりました。

現在京都市は、北九州市ほどの状況には至ってま
せんが、成績による人事評価制度が導入されれば、
今後似たような状況になる可能性はあり、注意が必
要です。

伏見区での「介護嘱託殺人事件」の判決では福祉
事務所の対応のあり方が指摘されました。相談時に
は雇用保険によって生計維持可能な世帯だったた
め、申請には至りませんでしたが、来所者が保護は
うけられないと絶望して帰られたと言われていま
す。

伏見での悲しい事件が、私たち生活保護行政にた
ずさわる全てのものに投げかけたことは、相談者が
生きる希望や見通しをもって帰ることのできる面接
相談はどうあるべきかという問題ではないでしょう
か。

ケースワーカーの状況

生活保護世帯の状況に応じて生活の向上や自立の
ための支援を行うのが、生活保護のケースワーカー
です。京都市では、保護世帯80世帯にケースワーカ
ー1人という基準で配置されています。しかし、市
職員総数が削減されているなかで今後の保障はあり
ません。

経験年数の面では、10年以上ケースワーカーを続
けている職員がいる一方で、新規採用の職員は2年
から3年で他職場へ異動してしまい、経験の蓄積と

継承がしにくい状況があります。
新しくケースワーカーになる職員のためにつくら

れるマニュアルは、ともすると、マニュアルが仕事
の全てであると理解され、世帯の力を引き出したり
個別具体的な援助を行うための視点や、社会資源を
コーディネートする力量が、培われにくくなるとい
う側面も否めません。

このため、京都市では、「ケースワーカーによっ
て対応がかなり違う」状況になっています。

現場では、介護保険や障害福祉といった他の制度
が変わる度に煩雑化する事務処理に翻弄され、計画
通りの家庭訪問を実施することが目標化されるなか
で、世帯に応じたきめ細かい対応を行うゆとりがな
くなっています。それに加えて、京都市のケースワ
ーカーが起こした犯罪を契機につくられた「金銭の
取り扱いに関する見直し」によって、一層事務が煩
雑になり、生活の向上や自立の支援といった仕事が
さらにやりにくくなっています。

生活保護制度の改悪は何をもたらすか

今、生活保護制度の見直しのなかで、リバースモ
ーゲージによる不動産を担保にした貸し付けを生活
保護に優先させることや、期限を定めた保護の実施、
高齢者を生活保護から切り離すなど、「最後のセー
フティネット」とはいえなくなるような制度「改革」
が考えられています。

また、保護をうけていない低所得層の年金や給与
などの収入や消費水準を引き合いにだして、「保護
水準が高い」「母子加算は不要」との議論がされて
います。

生活保護基準ではすでに、2004年度から「老齢加
算」（17,930円）が削減され、今年度は廃止となり
ました。70歳以上の場合、3年前に比べ年間21万円
以上少なくなったのです。そしてその結果、「風呂
の回数を減らした」「1日2食に」「親戚の結婚式にも
嘘をついて欠席せざるをえない」など、高齢者の生
活は悪化し、また社会で孤立したものになりました。
老齢加算の削減・廃止については、京都を皮切りに
全国で裁判が起こされています。憲法25条でいう

「健康で文化的な生活」とはどんな基準なのか、「人
間に値する生活」とはどのようなものなのかを根本
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的に問う裁判として、「生存権裁判」と呼ばれてい
ます。

老齢加算だけではなく、母子加算も2005年度から、
対象を狭めて削減しています。これに対しても、

「こどもは食べ盛りで食費は減らせない。何を削れ
ばいいのかわからない」と、山科区で裁判が起こさ
れました。

また、この間の保護基準の切り下げと同時期に、
京都市・京都府からの見舞金（夏と冬の2回支給）
も廃止され、保護世帯の生活悪化に拍車をかけまし
た。

このような保護水準の切り下げは、保護世帯の生
活への打撃ということだけでなく、本来行われるべ
き年金の引き上げや、最低賃金の引き上げ、社会保
障の充実をないがしろにしてしまうという問題があ
ります。このことを明らかにしていく必要がありま
す。

今こそ、住民の命と暮らしをまもる仕事を

「セーフティネット」としての生活保護制度、
「人間らしい生活」を保障する保護基準を追求する
運動と同時に、生活保護の現場での、住民の命と暮
らしを守り、生活を支援する仕事づくりが大切です。

ある福祉事務所では、保護世帯の子どもの高校進
学の支援のために、学校との連絡会の開催や、管内
の大学生のボランティアによる「中3学習会」のと
りくみなどをはじめました。他にも、対象者と信頼
関係を築きながら、生活支援をすすめているケース
ワーカーの個々の実践が、京都市のケースワーカー
や研究者、福祉関係者等で行っている研究会で報告
されています。

そのようなとりくみが、「点」で終わらず、ひろ
がっていくために、市民の目線から保護行政の見直
しを行っていくことが求められています。
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給与の3割もの保険料

05年度に行われた京都市国民健康保険料の算定方
式の変更。これまでの住民税を基にした算定方法

（税方式）から所得額を基にする算定方法（所得方
式）への変更です。05年2月市会で提案され、年度
末に決定され、広報紙等により「周知」されました
が、6月中旬以降、国保の窓口は前年度と比べて2～
3倍に引き上がった保険料の決定通知を受け取った
市民であふれかえりました。前年度までの税方式は、
課税されている住民税（市府民税）の税額に料率を
かけて所得割額を算出するもので、非課税世帯であ
れば、所得割額はかからず、保険料は平等割（世帯
割）と均等割（人数割）で済むというものでした。
京都市国保加入者の全世帯のうち約7割が住民税非
課税という状況では、結果として残り3割の住民税
課税世帯が所得割を負担していました。この負担層
の多くは、扶養控除等のとれない単身者等であり、
給与所得の3割近くもの保険料を請求されるという
高水準の保険料に結びついていました。実際に窓口
でも月15～16万円の手取りの方が年額30万円以上の
保険料請求を受けても、とても支払えないという相
談が数多く寄せられていました。

住民税非課税世帯にも所得割が

税方式から所得方式への変更は、課税世帯への偏
った負担の解消、負担の公平化という理由で実施さ
れ、一定の改善がはかれましたが、新たな問題点も
生じています。
①年金収入のみの高齢世帯や子育て世帯を直撃する

結果となり、例年とは異なる所得層・年齢層が窓
口へつめかけ、混乱しました。

②税方式では、障害者認定を受けているなどの場合、
税法上の障害者控除により市府民税が非課税にな
れば所得割がかからないなど、結果的に障害があ
ることが一定保険料に考慮されていました。しか
し、所得方式では障害があることは一切考慮され
なくなったといえます。障害年金が主な収入とい

う人ばかりではなく、それほど重くない障害であ
れば、収入は不安定だが、保険料に所得割がかか
るようになったという相談が多くよせられまし
た。
①②のこうした相談については言えば、とりわけ

年金者世帯や障害者については、所得減少を理由と
する条例減免を適用できる可能性も低く、職員側も

「なんともできないんです」と答えざるを得ないし、
市民の方も係員の説明に引き帰らざるを得ず、双方
にしんどさだけが残りました。また、「前回とは違
う職員に聞いてもやっぱりダメか」というやり取り
をした覚えがけっこうあるほど、多くの年金者世帯
の方が「リピーター」として再度窓口へ来ていたよ
うに感じました。毎日の業務の中で「年寄りは早よ
死ねっていうことやなぁ」「あんたらはええわなぁ」

「こんなやり方は認められん!」など限りのない罵倒
の言葉を投げられる職員はたまったものではありま
せん。1日中説明を繰り返し、その日最後の市民に
説明を終えると、心身ともに疲れきった状態です。

市民不在

国保料の所得割額の算定方式の変更は、高負担と
なる層を変えただけであり、根本的な解決につなが
るものではないことは明らかです。この方法しかな
いというのであれば、十分な時間をかけて市民に説
明し、理解を求める努力がなされてしかるべきです
が、残念ながら、京都市は05年1月に開かれた国保
運営協議会ではじめてこの案を示すというやり方
や、市議会でも2月市会ではじめて示して、短時間
で決定など批判を受けても当然ではないでしょう
か。「全国の市町村の98%がこの方式です」などと
職員に説明させても市民は納得しません。市民の怒
りは保険料が高いことにあるだけではなく、市民不
在で決められるやり方そのものにもむけらているの
です。

京都市の場合
京都市職員労働組合　日比野　雅則

国民健康保険の窓口では
2



Aさんのプロフィール

京都市在住　サラリーマン4人家族（「国保」「国民年金」加入の場合）

世帯主　34歳
年収（給与・賞与込み）474万円（月収換算395,000円）
配偶者　30歳　無職　
子ども　2人（小学生9才,幼児5才）
家賃　月55,300円（4人家族京都市生保限度額）の借家と仮定
＊京都府の民間賃金…年収476.2万円（賞与・超勤込みで換算）

（06年厚生労働省「賃金構造基本統計調査」・京都府全産業の30～34歳男性の平均賃金）
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23.20％�

70.38％�

42.20％�
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（1）保険料階層別構成割合�

（2）保険料階層別構成割合（調定額）�

5.155.15％�5.15％�

※京都市の国民健康保険加入者の中では市府民税非課税世帯が約7割を占めており、16年度には68.16％の世帯が所得割を徴収されていません
でした。これを所得比例方式にすることにより、17年度には新たに23.6％の世帯が所得割を徴収されることになりました。

算定方式の変化による保険料徴収の低所得者層への負担強化
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国保料負担の変化

※200万円の年金を受給している
65歳以上の単身世帯。医療・
介護保険料合計額である。
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2 平均的な給与所得者でも国保料を払えば生計に使えるお金は生活保護水準以下に

年収474万円で払う国保料はなんと44万4千円

資料：京都市の国民健康保険料

1 高齢者におそいかかる負担増

平成17年度から保険料の算定方式（所得割）が
変わりました｡又､18年度分から公的年金控除額が縮
小されています｡（公的年金収入額260万円以下の場
合、公的年金等控除額は140万円から120万円になり
ました｡）激変緩和措置として、18年度には13万円､
19年度には7万円特別控除が上乗せされています｡
16年度から19年度では年間49430円の負担増となっ
ています｡

Aさんと同じ家族構成で生活保護を受け
ている場合､生活保護基準額は月額で
264922円（冬季加算、期末一時金を含め
た月平均）ですが、給与収入から必要経費
を差し引いた額（生活保護上の収入認定額）
は263072円となり、理論上月額1850円の
生活保護が受けられることになります｡
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収入（給与・月収） ②
基礎控除
特別控除（月割り換算）
必要経費（税・社会保険料）
必要経費（交通費等）
控除額　合計　③
収入額認定額　②－③＝④
生活保護費支給額　①－④＝⑤
最低生活費（月額）

2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
20??年

国保料
（医療＋介護）

表1、国民負担の年度別比較計算結果

（注）05年より京都市の国保の計算方法が住民税方式から旧但し書き方式（所得額方式）に変更され、この変更によ
り、家族構成と所得階層の区分の違いで、低所得層を中心に大幅に保険料のアップが生じる事態が生じた。
05年に前年より税金が下がったのは、社会保険料の値上げによる社会保険料控除が増加したため。
06年、07年の国保料が値下がったのは、医療部分の保険料率が前年より下ったなどのため。
このケースの40才以下の場合は、介護保険部分は0となるが、同収入でも40才以上の場合は、介護保険料が加算さ

れ、配偶者とも40才以上の場合、07年度の国保料は52万4千円に跳ね上がる。

各種控除が削減廃
止された場合

（政府税調の方向）

410,560
433,800
477,680
465,830
443,910
513,620

（料率07年適用・
給与所得控除半減
の場合で計算）

社会保険料計
（国保＋国民年金）

729,760
753,000
803,600
798,470
783,270
859,700

（年金保険料は08
年分で計算。年々
3360円づつアップ）

税金
（所得＋住民）

89,700
118,300
126,100
140,300
166,200
462,700

（給与所得控除半
減、配偶者・扶養
控除廃止の場合）

合計
（税・社会保険料）

819,460
871,300
929,700
938,770
949,470
1,322,400

07年の比較で、国保でなく政府管掌健康保険の場
合は、健康保険料は19万4千円程度で、厚生年金、
雇用保険、税金を合わせた負担は80万2千円となり

生活扶助第一類（4人）計
生活扶助第二類
生活扶助　　合計
児童養育加算
教育扶助（小学生）
住宅扶助（一般基準）
生活保護基準額

期末一時扶養費（年末）月額換算
冬期加算（11月～3月）月額換算

勤労収入が無い場合（月額・円）
135,330
55,160

190,490
10,000
2,150

55,300
257,940

2,255
4,727

生
活
保
護
基
準

395,000
33,190
12,595
79,123
7,040

131,928
263,072

1,850
396,850

勤労収入が有る場合（月額・円）

生活保護基準額
（冬期加算、期末一時金込み） ① 264,922 最低生活費（年額） 4,762,200

国保料を支払うと生活保護基準を下回ることに

表2、生活保護費と勤労者の最低生活費の計算

ます。国保の場合、これと比べてもいかに高いかが
わかります。
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保険料の大幅値上げとサービス切捨ての
ダブルパンチ：応益負担というならサー
ビスくらいまともに提供せよ！

介護保険料が2倍に、もう払えない。

役場福祉課の窓口に、Aさんが納入通知書を握り
しめ血相を変えて飛び込んでこられました。「介護
保険料が去年と比べて約2倍にもなっている、何か
の間違いではないのか。」Aさんは幸いにも介護が
必要な状態ではなく、夫婦二人で暮らしておられま
す。

昨年までは、夫婦二人とも住民税非課税世帯であ
ったので、保険料区分は第2段階で、年額25,200
円／人という保険料でした。それが今年になって、
Aさんの年金に住民税がかかってしまいAさんが第5
段階年額63,000円、Aさんの妻が第4段階年額50,400
円と二人合わせて2倍以上になってしまいました。

激変緩和措置はあるものの、収入が増えていない
元での大幅な保険料の値上げは生活にもろに影響し
ます。｢生活が苦しいので、何とか軽減をしてほし
い｣と切実に訴えるAさん。しかし、担当職員は、

「税制改正によって非課税世帯から課税世帯に変更
になってしまったので、これ以上軽減することはで
きない。なんとかご理解を。」と頭を下げるだけで
す。Aさんは、「あんたたちに言っても仕方ないか
もしれないけど、私たちはあんたたちに言うしかな
い、この声を是非とも上へあげてほしい。」と肩を
落として役場を後にされました。

介護保険料は上がってるのにベッドも使
えない。

Bさんは、息子さん夫婦と同居をされており、両
膝関節症のため、立ち上がりや歩行が困難ではあり
ますが、掃除や買い物等ではヘルパーさんにお願い
し、起き上がりや立ち上がりに便利なように電動ベ
ッドをレンタルされ、杖を使いゆっくりと時間をか
けて、何とか自分の事はされておられます。しかし、

介護保険制度の改正によってこれまでの「要介護1」
から「要支援2」に変わったため、ベッドがレンタ
ルできなくなるということをケアマネジャーから聞
かされたBさん、慌てて役場福祉課に問い合わせを
されました。

しかし、担当職員は「制度が変わり、要支援にな
ると、ベッドや車椅子などのレンタルが出来なくな
りました。これは、過剰なサービスを提供すること
によって、その人の出来る能力を奪ってしまうこと
になってしまう恐れがあることから、要支援の方に
はベッドはいらないだろうということになってしま
いました。ご理解をお願いします。」と繰り返すだ
けです。

Bさんは、電話口で涙ぐみながら「今日まで介護
保険に助けてもらってきたから生きてこられた、ベ
ッドを取り上げられたら、寝起きするだけで大変に
なる、寝たきりにならない命綱を取り上げられたら
生きていけない。」と訴えられますが、担当者は同
じことを繰り返すだけです。Bさんは「保険料は上
がっているのに、サービスは減らされていく、保険
料が上がるならせめてサービスも自由に使えるよう
にしてほしい。使えるようにするために区分変更申
請をするとか、ケアマネジャーと相談してみます。」
と電話を切られました。

不服申立てしても何も変わらない。

Cさんは、介護保険料が高いと窓口に来られ、担
当職員と1時間以上もやりとりをされましたが、「あ
んたに言っても説明はわかるが、払うことに納得で
きない。不服申立てをしたいので用紙をくれ。」と
言って、その場で用紙を受け取り記入し、役場へ提
出して帰られました。しばらくしてCさんから電話
が役場に入りました。「今日、京都府から通知が来
たが、この前に窓口で説明を聞いた内容が、クドク
ドとかかれているだけで、なんにも安くならないで
はないか。私たちは、何とかしてもらいたい、少し
でも安くしてほしいと言う思いで、不服申立てをし
たのに、何にも変わらない。一体何のための不服申

精華町職員組合　井久保　悟

介護保険行政の現場では
3

精華町の場合

レポート①
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立てなのか。」と訴えられました。しかし担当者は、
「法的にも、条例的にも今回の保険料決定にいたる
プロセスや根拠には間違いがないと言うことを回答
させてもらっているので、不服申立てをしたら安く
なるというものではありません。しかし、このよう
に多くの方々から不服申立てが出されることによっ
て、保険者も京都府も国も、介護保険料について多
くの住民の皆さんが怒っておられることが伝わるの
で、今年の保険料を下げるわけにはいかないが、将
来の見直しには大きく影響すると思います。」これ
を聞いたCさんは、「ただの先延ばししてるだけや
ないか、いくら将来にこの不服申立てが影響すると
言っても、今年、死んだらおしまいやないか、手続
きばっかり取らせても、何も変わらないなら、介護
保険も任意加入にすべきではないのか。」と訴えて
帰っていかれました。

※全国平均では､24％の値上げ率ですが、京都府内はそれを上回る
32.4％の値上げとなっており､
和束町の72％をはじめ40％を超える自治体が9団体（合併前の町

で見た場合）となっています。
住民税非課税の高齢者の年金から月4,000円を越える保険料を天

引きすることとなり､高齢者　
や家族からは苦情や相談が後をたちません。
被保険者の負担軽減のために、国や都道府県・市町村は負担を増
やすべきです。

（京都自治労連告発レポート介護保険資料）
第1号被保険者保険料（基準額）

京都市
（京北町）
向日市
長岡京市
大山崎町
宇治市
城陽市
久御山町
八幡市
京田辺市
井手町
宇治田原町
木津川市
（山城町）
（木津町）
（加茂町）
笠置町
和束町
精華町
南山城村
亀岡市
南丹市
（美山町）
（園部町）
（八木町）
（日吉町）
京丹波町
（丹波町）
（瑞穂町）
（和知町）
綾部市
福知山市
（三和町）
（夜久野町）
（大江町）
舞鶴市
宮津市
京丹後市
伊根町
与謝野町
（加悦町）
（岩滝町）
（野田川町）
京都府平均
全国平均

市町村名

4,760
─
4,418
4,198
4,450
3,933
3,868
3,875
3,930
3,750
3,973
3,992

─
4,525
4,300
4,587
4,300
4,660
4,200
3,000
4,320

─
4,208
4,217
4,267
4,600

─
4,708
3,508
4,500
3,919
3,698

─
─
─
4,093
4,120
3,600
4,170
4,108

─
─
─
4,144
4,090

第3期
月額

3,866
3,498
3,461
3,454
3,442
3,358
3,291
3,475
3,260
3,000
3,088
3,741

─
3,733
3,000
3,100
3,230
2,700
2,850
2,750
3,800

─
3,400
2,900
3,205
3,683

─
3,708
2,900
3,616
2,989
2,970
2,500
2,750
2,800
2,992
2,894
2,800
2,900

─
3,250
2,800
2,900
3,131
3,293

第2期
月額

894
─
957
744
1,008
575
577
400
670
750
885
251

─
792
1,300
1,487
1,070
1,960
1,350
250
520

─
808
1,317
1,062
917

─
1,000
608
884
930
728
1,198
948
898
1,101
1,226
800
1,270
─
858
1,308
1,208
1,013
797

差額

23.1
─
27.7
21.5
29.3
17.1
17.5
11.5
20.6
25
28.7
6.7

─
21.2
43.3
48
33.1
72.6
47.3
9.1
13.7

─
23.8
45.4
33.1
24.9

─
27
21
24.4
31.1
24.5
47.9
34.5
32.1
36.8
42.4
28.6
43.8

─
26.4
46.7
41.7
32.4
24.2

上昇率
（％）
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高すぎる介護保険料

全国の65歳以上の介護保険料は平成18年から平均
して4090円（標準額）とアップされ基準額はなんと
24.2%も大幅な上げ幅です。京都市は高額所得者を
中心に保険料段階を細分化したとはいえ、4760円と
なり介護保険料が23.1％引き上げられ、全国平均よ
り16％も高い金額となりました。この6月から住民
税で老年者控除の廃止、公的年金等控除の縮小など
に加え定率減税の半減が実施されたうえに、「雪だ
るま式」の介護保険料の値上げです。しかも最低で
も2380円と低所得者の高齢者にとっては国保料より
も高額となっています。

介護保険は月500円で介護サービスが受けられる
という宣伝のもとで世論の支持を得て2000年に導入
されましたが、今後も保険料は上がっていくと予想
されています。介護保険料の徴収率は低下しつづけ、
保険料が払えないため、介護サービスが利用できな
い高齢者が急速に増えてきています。

最低限度の生活費からの取り立て、低所得者への
負担の大きい不公平性、利用者の生活を顧みること
のない年金からの特別徴収など問題点が多くありま
す。2006年度の法改悪で軽度者のサービスが介護か
ら予防給付に切り替えられ単価が引き下げられまし
た。しかし、これまで税で賄われていた公衆衛生

（介護予防）さえも介護保険で負担することになり、
保険料に跳ね返るようになりました。

全国各地で介護保険料の取り立てに対して「一揆
の会」がつくられ、憲法25条に違反するとして、不
服審査請求や人間裁判とよばれる訴訟が起こってい
ます。京都市でも介護保険料不服審査請求の呼びか
けに約500名の高齢者が参加して切実な訴えがされ
ています。

国の指導にもかかわらず、積極的に一般会計から
繰り入れを行い保険料を引き下げている自治体も出
てきています。京都市にも一般会計からの繰り入れ
を行い保険料を引き下げるなど、市民生活を守る防
波堤としての役割がいっそう切実に求められていま
す。

介護ベッドの厳しい取り上げに
冷たい対応

2006年4月の介護保険制度の見直しで、要支援・
要介護1の方への介護用ベッドや車椅子のレンタル
が、原則的にできなくなりました。京都市でも1000
人以上が福祉用具レンタルの対象から外され、区役
所には様々窮状が訴えられています。

例えば、Aさん（男姓68歳）は一人暮らし。腰痛
症で歩行が不安定。難病があるため入退院を繰り返
して筋力も低下しています。介護保険ではヘルパー
の生活援助や福祉用具のベッドレンタルを利用して
いました。杖歩行でなんとか外出していますが、民
生委員からも近所でよく転倒されているので何とか
ならないかと通報が入るような方です。布団になっ
たら立ち上がりが危険なのでベッドがなければ暮ら
していけません。年金が少なく、頼れる親族もいな
いため生活保護を受けており、経済的にも余力はあ
りません。区役所にも相談をされましたが、市独自
の補助制度がないため、生活費を切り詰め借金をし
てベッドを購入するしかありませんでした。

東京都をはじめ全国各地では介護用ベッドなどの
福祉用具の制限に対して、購入費やレンタル費用に
独自助成を行う自治体が広がってきています。しか
し、残念ながら京都ではそのような動きはみられま
せん。

不足する介護施設

国は介護保険適用の療養型病院（13万床）の廃止
と医療保険適用の療養型病院（25万床）の削減で
2011年度末までに15万床に大幅縮小し医療の必要度
の高い患者に対象を限定する方針です。京都市は介
護保険施設では療養型病床群が多くそれだけに影響
が大きくなります。医療関係者からも「社会的入院
が多い病院もあるでしょうが、何もかもを一緒にし
たデータを基に療養型を「悪玉」にして、急に一律
廃止というのは余りに乱暴」（京都新聞　2006年4月
29日掲載）という声も出されています。今年度、療

京都市職員労働組合　中島　裕彦

京都市の場合

レポート②
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養型病床群の診療報酬が改定され、医療度の低い患
者の追い出しが始まり、入院患者への影響が早くも
出てきています。しかも、今後国の計画では特別養
護老人ホームの入所は重度の要介護者にシフトし、
中程度以下は地域や在宅介護で支えていく方針が出
されています。

B病院に入院しているCさんの親族は医療度が低
いため、退院後の施設を探すか在宅介護かを迫られ、

「10年以上も病院生活で疎遠だったのに、今更引き
取れといわれても……」と困惑しています。

京都市内のある特別養護老人ホームは定員100名
ですが待機者は700名を超えているといわれていま
す。「介護保険は利用者がサービスを選べる」とい
うことで導入されたはずでした。京都市は高額な保
険料負担を市民に求めながら、特別養護老人ホーム
の待機者数さえも明らかにしていません。入所選考
も施設任せのため、何年待てば入所ができるのか見
当もつかない状況となっています。

京都市は保険者として増大する市民の介護ニーズ
をきちんと把握し、説明責任を果たし、必要に応じ
たサービスを整備することが求められているのでは
ないでしょうか。

本来の役割を発揮できない
地域包括支援センターと福祉事務所

2006年2月に認知症の母と心中を図ろうとした事
件が大きく取り上げられました。十分な介護サービ
スが利用できなかったことが指摘されています。
2006年10月にも京都市内で高齢の妻を絞殺する事件
など、同じような悲しい事件が後を絶ちません。

2006年4月の介護保険制度見直しの大きな柱は、
介護予防と地域重視でした。その中心的な役割を果
たす機関として新たに地域包括支援センターが設置
されました。京都市はすべて民間委託となっていま
す。地域包括支援センターは、「総合相談支援」「権
利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメント支援」

「介護予防ケアマネジメント」の4つの事業を一体的
に実施していくところで、保健師等、社会福祉士、
主任介護支援専門員の3名体制とされています。

しかし、地域包括支援センターが発足して半年が
たった今、早くも大きな問題を抱えています。これ
までケアマネジャーが行っていた要支援・要介護1

の方の予防サービス計画作成の多くが、地域包括支
援センターの業務となったからです。3名の職員み
んなが膨大な数の軽度利用者の予防サービスプラン
作成相談に日々おわれてしまっています。地域包括
支援センターの職員からは、「これでは、本来やら
なければならない地域でのネットワークづくりや虐
待予防や権利擁護などの業務が出来ない」「もうパ
ンク寸前なのに委託費も安く増員ができない、介護
報酬が安くて予防サービスプラン作成の再委託もで
きない」など、悲鳴ともいえる声があがっています。

2006年4月から高齢者虐待防止法が施行され、警
察や地域から虐待相談がどんどん持ち込まれていま
す。あきらかな暴力行為ばかりでなく、介護者が孤
立していたり、介護疲れにより十分な介護ができず
に次第に悲惨な状態に陥っていく例などもありま
す。高齢者虐待の背景には介護者の相談相手がいな
い、経済的な負担が大きくサービスを十分使えない、
在宅介護サービスは部分的な負担軽減にしかならな
い、介護がいつまで続くのか先が見えないなど、複
雑で様々な制度的社会的な要因が多くあります。ま
た、虐待の対応には高齢者本人の希望を大切にする
必要もあります。このため緊急性や援助方法など対
応や判断が難しいものが多くあります。

京都市の現場では地域包括支援センター、社会福
祉協議会、介護サービス事業所、福祉事務所などの
職員が、経験や人脈などを頼りに日々悩みながら対
応しています。しかし、自治体としての責任と実効
性のある虐待防止策の具体化は遅々として進んでい
ません。

また、「高級住宅街からはどんどん相談が入るが、
地場産業が低下している地域などは予防サービスも
相談が少ない」と介護予防でも格差の広がりなどが
指摘されています。

これらのように介護保険では自発的にサービスを
利用できない高齢者が援助の網からどんどん落ちこ
ぼれていきます。しかし、地域包括支援センターで
は、個人情報保護の流れが強くなり、高齢者の孤立
が進んでいるにもかかわらず、小学校区単位での地
域性の違いに応じて、手探り状態で相談援助やネッ
トワークづくりの活動をすすめていかざるをえない
状況になっています。

これらの業務の繁忙と責任の重さに地域包括支援
センターでは早くも離職者が続出しています。また
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本来、地域包括支援センターと連携して、地域を支
えるはずの区役所では保健所や福祉事務所、介護保
険が縦割り運営のまま職員数の抑制が進められまし
た。地域支援の中核となる高齢福祉ケースワーカー
は2006年度大幅に減員され、介護保険係では訪問調
査を除いた非常勤職員の割合が3割台から5割台へと
急増しています。

見えてこない京都市の地域づくり

介護予防や高齢者の孤独死や虐待などに対して重
要なのは十分な援助と早期対応です。そのためには、
小地域のつながりづくりや拠点づくりなど困りごと
のサインを見つける目を増やす福祉ネットワークの
構築が必要で、年月をかけて地域に応じた地道な活
動を積み重ねて広げていくことが重要です。公的な
責任をあいまいにしたまま、少ない予算で事業を民
間に丸投げし、目先の数値目標を追いかけるだけで
は、結局大きな悲劇を招いたり高いツケを払わされ
ることになるのではないでしょうか。

京都市は障害者自立支援法のサービス利用料につ
いては独自補助を実施しましたが、介護保険では行
う考えを見せていません。保健福祉局は「障害者自
立支援法は税による制度であるのに対し、介護は保
険料によって運営されている保険だから」と回答し
ているだけで、低収入者への容赦のないの負担増が
何故公平なのかは全く説明をしません。税であって
も保険であっても、収入にかかわらず市民の生活を
守り必要な援助が受けられる制度であることが求め
られているのではないでしょうか。
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介護職員（非）
2
4
5

5（＊2）

1、はじめに

介護保険制度の実施に伴い、私たちの職場は大き
く様変わりをしました。サービス種別によって多少
の差異や状況の違いはありますが、一般的には概ね
下記の3点に集約できると考えられます。

①措置制度から保険制度への転換により、これま
での人員配置基準が大きく後退させられ、非常
勤化が進められた。

②金額が固定されていた（一定の収入が確保され
ていた）措置費から出来高払いの介護報酬へと
移行したことで、先行きの不透明さや経営不安
から各経営者が内部留保を推進し、人件費を中
心としたコスト削減を強力に推し進めた。

③収入の減少に対して事業規模の拡大などにより
収入の確保を図った。

以上のことから、施設に働く労働者の賃金や労働
条件は大きく後退し、その結果として労働者の流動
化が進み、そのことによって介護サービスの質的低
下が招かれました。

2、職場の変化について

各職場における変化の詳細は様々であり、また複
雑でもありますので、ここではデイサービスセンタ
ー（通所介護事業所）を例にしてその変化の一例に
ついて説明をしたいと思います。

下の図は私が勤務する法人の運営するデイサービ
スセンターの一般的な変化を表したものです。実際
には施設により多少の違いがありますが、標準的な
例として見ていただきたいと思います。

①Aデイサービスセンターの人員配置の変化

94年度の人員配置基準は京都市内における最も基
本的な人員配置であり、市条例に基づいて設定され
ていました。これに若干の定員増と土曜日の開所に
伴う人員加配が行なわれたものが99年度分です。

00年度には一気に定員が増えていますが、これは
職員一人当たりの利用者数が概ね3：1から5：1に引
き下げられたため、従来の職員数を維持するために
定員を増やすことで対応した結果です。

表では06年度としていますが実際には多くの職場
で00年度から04年度ごろまでに定員増が行なわれ、
それに伴う職員加配は全て非常勤職員で行なわれま
した。

実際には5：1の基準ではかなり厳しいため若干
（0.5～1名）の人員加配が行なわれることが多いで
すが、それも非常勤職員しか加配されていません。

②変化の影響や労働条件の変化、意識について
最も大きな変化は、やはり職員の非常勤化が拡

大/固定してしまったことで、従来は正規職員が
担っていた仕事を非常勤職員が行なうことがもは
や普通の状態になってしまっています。これは職
員1人当たりの業務量が増えたにもかかわらず、
正規職員が減らされている現状では改善される見
込みがなく、多くの職場では、正規職員と非常勤
職員の中間に準職員が配置されることになりまし
た。私の職場でも2001年以降、嘱託職員の名称で
配置されていますが、正規職員と比べると、昇給
がないことや賞与が少ないこと（概ね2/3程度）
から差別的待遇であるといえます。

また、事業規模が拡大する中で利用者1人ひと

福祉保育労京都地本・高齢種別協議会　細谷　英正

介護施設の現場から
4

「介護保険制度と私たちの職場」

1994年度
1999年度
2000年度
2006年度

＊うち嘱託職員

定員
15
18
25
35

施設長
1
1
1
1

相談員
1
1
1
1

看護師（正）
1
1
1
1

看護師（非）
0
0
1
1

介護職員（正）
2
2
1
0

運転手（非）
0
0
0
1
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りとの関わりは小さくならざるを得ず、職員のジ
レンマとなっています。このことは利用者へのサ
ービスの低下とともに職員のやりがいをも低下さ
せ、この仕事の魅力を失わせてしまったことも非
常に大きな問題であるといえます。

さらには、介護保険制度下では従来以上に記録
や調整業務が大きく増えました。このことは利用
者へのサービス向上という側面からは一定の評価
はできるのですが、問題は業務量に見合うだけの
人員が確保されていないことで、多くの職場で残
業が増大し、しかも大部分はサービス残業となっ
ている現状があります。

このように労働環境が変化するなか、職員の意
識も大きく変化してきたと感じています。先にも
述べた通り、「働きがい」が大きく失われていく
なか、職員の流動化も激しくなっており、社会全
体の雇用が上向きなっているなかで介護労働者の
確保が難しくなってきています。これは低賃金・
重労働に加え、働きがいすらもない現状では、改
善が困難であり、どの職場にも共通した課題とな
っています。また、少しでも賃金・労働条件のい
い職場に転職しようとしても、実際にはより過大
な業務量であったり、人間関係などの悩みから職
場を点々とする労働者も珍しくありません。

3、介護保険制度の改定と職場への影響、
今後の見込みについて

介護保険制度はこの間、2度にわたって大きく改
定されました。そのたびに全体としては収入が下が
り、労働者に対する締め付けはますます厳しくなり
ました。ほぼ全てといっていい職場で職員の非常勤
化が進み、ほとんどの職場では、手当て類の廃止や
削減、休日の削減（祝日を休日から外す）、賞与の
カット、などが行なわれ、多くの職場では給与自体
もカットされている現状があります。

労働者の処遇低下は最終的には利用者へのサービ
ス低下に結びつき、介護事故や苦情の増加といった
形で現れています。

今後は、06年度改定の目玉であった（新）介護予
防給付（要支援認定者に対するサービスであり、介
護報酬単価が低い）の増加により、事業所の収入は
ますます低下することが予想されています。このよ

うな情勢の中、人件費を中心としたコスト削減と労
働者の確保という相反する課題を抱え、どの職場も
非常に苦しんでいる現状があります。しかしながら、
政府が推し進めている社会保障の後退に歯止めをか
けない限りは、介護報酬が抜本的に改善される見込
みはなく、残念ながら、現状では明るい展望は持て
ないと言わざるを得ません。

現在、厚生労働省では新たな福祉人材確保法案が
検討されており、介護職場においても必要な人材が
確保されるような実効的な内容となるよう大きな期
待が寄せられています。しかしながら、事業者に対
する規制だけではなく、それを可能とする収入の確
保がなされなければ全く意味のないものになってし
まう危険性もあり、その動向が注目されています。

4、住民の権利・生活への影響について

介護保険制度への移行により、住民の権利意識は
大きく向上しました。このこと自体は非常に良いこ
とであると評価できるでしょう。しかしながら、実
際には選択できるほどサービス基盤が整備されたと
は言えず、特に施設入所では依然として待機者が数
多くあり、特別養護老人ホームでは2年以上の入所
待ちも珍しくありません。

さらには、財源不足を口実に介護保険料や利用料
負担は増大の一途を辿っており、05年10月からは特
別養護老人ホームや老人保健施設などの施設におけ
る食事や住居費及び水光熱費（いわゆるホテルコス
ト）が保険給付から外され自己負担となりました。
これにより1ヶ月あたりの施設利用料負担は最大で6
万円程度も増えることになりました。これらの改悪
により、「施設に入りたくても入れない」利用者が
今後ますます増加することは間違いありません。

また、実際にはサービスが必要であるにもかかわ
らず、利用抑制をせざるを得ないケースも多く見受
けられ、所得に応じた利用料徴収制度への変更など
の改善が必要であるといえます。

5、おわりに─誰もが安心して生活できる
ための高齢者福祉を実現するために─

私たちの考える、より良い高齢者福祉の実現に向
けた主要な改善点は以下の3点であると考えます。
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①公的責任の強化による生活保障/介護保障の拡
充
社会福祉基礎構造改革のもと、公的責任の後退

は財政負担の点で最も顕著にあらわれていること
は言うまでもありません。さらに介護保険制度下
においては福祉サービスの利用は「措置から契約
へ」と大きく変化しました。政府は、これにより
利用者の主体的な選択が出来るとのメリットを強
調しましたが、現実には、サービス基盤の不足を
背景に必ずしもそうなってはおらず、むしろサー
ビス事業者による逆選択など、利用者の立場が弱
くなってしまっているケースもあります。これは
福祉に市場原理が持ち込まれたことによる弊害の
一端であり、言わば「口も出さないが金も出さな
い」とも言える状況です。このような現状では国
民の生活保障/介護保障は脅かされ続けることは
確実です。今、最も大事なことは福祉の市場化に
歯止めをかけて、公的責任を強化し国民の権利を
守ることにあります。

②応能負担原則による介護/福祉サービスの確立
「応益負担の原則」は介護保険制度の大きな柱

の一つであり、政府は「誰もが受けたサービスに
対する対価を同等に支払う」という点において、
公平性を主張してきました。しかしながら実際に
は「経済力のあるものしかサービスを受けられな
い」という不公平なシステムであり、国民の権利
を脅かすものでしかありません。このことは非常
に大きな問題であり、私たちもこれまでにも再三
にわたり指摘し、訴えてきましたが、昨年10月の
介護保険制度の見直しではホテルコストの徴収区
分（利用者負担段階）や減免制度の拡充（高額介
護サービス費の改善や社会福祉法人減額制度）な
ど、従来に比べて低所得者対策が多く盛り込まれ
ています。もちろん対象者の範囲が著しく限定さ
れていることなど、まだまだ不充分ではあるもの
の、このことは政府自らが応益負担原則の矛盾を
認めたことに他ならず、「その収入に応じた金額
を支払う」応能負担原則の妥当性があらためて証
明されました。私たちは応能負担原則による介護
/福祉サービスの確立こそが、真の公平なサービ
ス利用を担保し、国民の権利を守ることができる
ことを主張します。

③福祉労働者の権利保障と待遇改善
利用者は増え続けており、仕事は忙しくなる一

方であるのに、なぜか給料は上がらない。いや、
むしろ減り続けている。－これはどう考えてもお
かしいことです。私たちの職場ではかつては人件
費が8割を占めると言われていましたが、介護保
険制度下においては6割程度にまで削減されまし
た。これは介護報酬の減額や措置費の一般財源化
などによる収入の低下がおもな原因であることは
言うまでもありません。特に介護報酬は事業所が
黒字であることを理由にマイナス改訂された経過
があり、「賃金は労働の対価」であること考えれ
ば「頑張れば頑張るほど私たちの労働は低く評価
される」ということでもあり、絶対に容認できま
せん。しかしながら、現実には事業所の財務状況
の悪化を理由に私たちの賃金や労働条件は切り下
げられ続けており、雇用の不安定化や健康を害す
る労働者の増加を生み出しています。このような
状況がこれ以上続けば、大局的にはサービスの質
的低下をもたらし、最終的には利用者をも被害を
受けることになりかねません。私たちは自らの権
利を守ることにより職場を守り、そのことが利用
者の権利を守ることを再認識し、確信を持って訴
えていく必要があるといえます。

以上
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「なんでお金払わんなんの？」

2006年4月から施行された障害者自立支援法。新
事業体系への移行は10月からですが、「応益負担」
という言葉のもとに施設利用を含む福祉サービスへ
の利用料1割負担、食費・交通費の実費負担という
個人の収入額から考えるととても大きな費用負担が
発生し、支払わざるを得ない状況に障害者は追い込
まれています。全国の施設の中には支払いができな
いために施設利用を断念した障害者が何人もありま
す。

きょうされん・障害者自立支援法の施行にと
もなう影響調査（06年9月15日発表）より
・施設・グループホームの利用断念

利用断念は、06年4月～7月で108人、06年1
月～3月末までに退所した人が124人で、法
施行の影響による退所者は232人、在籍者比
率で1.79％。
利用断念を検討している人が157人、1.21％
あり、あわせると3.01％が利用断念あるい
は検討していることになる。

ある知的障害者通所授産施設（A作業所）では、
支援法実施前、何度も施設で学習会を行い、家族会
を開催して自立支援法の内容を説明してきました。
費用負担が発生することや事業体系が変わっていく
ことに対する理解を求めてきました。施設側の思い
は、費用負担の発生による退所者を防ぎたいという
のが本心でした。幸いにも自立支援法が施行された
4月以降退所する人はいませんでしたが、利用を控
える人はでてきています。A作業所では2006年4月
から減免措置を受けられる人で1ヶ月20日間利用し
たとして21,300円（施設利用料7,500円、給食費
5,800円、通所に対する費用8,000円）の支払いにな
ります。施設で仕事をして得られる賃金は多い人で
9,000円（少ない人で3,500円）です。12,300円のマ
イナスになります。在宅でいた場合の方が支出は少
なくなるのです。

利用者はその障害に応じて作業所で仕事をした
り、訓練をしたりしています。仕事をする時間によ
り賃金に差がありますが、作業所へ通うことのベー
スは仕事です。彼らは、仕事をするためにお金を支
払って職場に毎日通っているのです。

厚生労働省に働く人はそこで働くために利用料を
支払っていますか? 通勤のお金は自己負担ですか?
企業で働く人もそうですか? 障害者の施設だけな
ぜそんなことになるのでしょうか? そんな職場がど
こにあるのでしょうか？

障害者時列支援法の施行で、「仕事」とか「働く」
ということが施設利用の目的ではなくなり、「仕事」
というサービスを受けるために施設を利用するとい
うことになりました。

通所に対する費用もなぜ障害者は自己負担なんで
しょうか？　家から出るのにお金を払い、仕事をす
るために作業所に行けばお金を払わなければいけな
い。なぜですか？

施設で働く職員も利用する障害者も、関係者誰も
が思っている疑問なのです。

施設運営も深刻な事態に

障害者自立支援法は、障害者だけでなく施設に対
しても情け容赦なく斧を振り下ろしました。施設利
用の実績払いいわゆる「日割り計算」というもので
す。A作業所（通所定員40名）では、2006年度の収
入が前年度に対し1,000万円の減収になるという試
算が補正予算で組まれました。通所の施設でこの金
額です。入所の施設になるとさらに多額の減収にな
ることが推測されます。この制度によって、どの事
業所でも1割～2割の減収になり、多いところでは5
割も減少するところもでています。「このままでは
事業は継続できない」「廃業するしかない」という
事態が生まれようとしています。この減収を埋める
ために施設経営で一番に考えられるのが人件費の抑
制です。人員減らし、賃金カット。労働者にとって
はたまらないことです。福祉施設にとって利用者の
処遇を向上させるためにマンパワーというのはなく

福祉保育労京都地本障害種別協議会　大槻　昌喜

弱者を脅かす法が実施されて
5

障害者自立支援法実施後のある施設の状況



─ 21 ─

0

10

20

30

40

減給があった�変わらない�昇給があった�

0

10

20

30

その他�手当引き下�一時金引き�給与表引き�

0

10

20

30

40

50

増えた�減った�変わらない�

381922

7152713

33043

48.1％�

24.1％�
27.8％�

11.3％�

24.2％�

43.5％�

20.9％�

43.4％�

0.0％�

56.6％�

てはならない一番の力です。機械化するわけにはい
きませんしできないことだと思います。しかし、厚
生労働省は平然と進めました。支払われる費用の中
でやりなさいということです。又、このことは利用
者の1割負担という問題と連鎖しており、施設経営
が困難なので運営するための単価を上げなさいと要
求すれば利用者負担も増えるということになりま
す。両者の首をつなげてしめるロープのようなもの
なのでしょうか。

急速に悪化する障害者福祉職場の
労働条件

施設の収入が1割～2割（多いところはそれ以上）
も減少する中で、人件費の抑制がどこの職場でも急
速にすすんでいます。

京都でも障害福祉職場の多くが、「定期昇給スト
ップ」「一時金の削減」「手当のカット」「昇給間差
の縮小」「賃金引下げ」など賃金の見直しを実施・
検討しているようです。

また、正規職員から非正規職員への置き換えがす
すみ、非正規職員比率が高まっています。福祉保育
労京都地本の組織調査では、障害福祉職場の分会が
あるところの半数で、非正規職員比率が50％を超え
るという結果になっています。高いところは日正規
職員比率が70～80％という職場もありました。

こうした状況は全国でも同様に広がっています。
福祉保育労障害種別協議会による「障害者自立支援
法実施後の労働条件等に関するアンケート」（06年6
月～8月に実施）結果を紹介します。

主な特徴
①半数近くの施設・事業所で賃金が引き下げ
られる

4月以降、「賃金の減給があった」と答えた
職場が48％で、「昇給があった」28％、「変わ
らない」24％と比べておよそ半数近くを占め
ている。

減給の場合、その内訳は本棒引き下げが
20.9％、一時金引き下げが43.5％、手当などの
引き下げや廃止が24.2％で、主に一時金の額
に影響が出ている。

昇給も1／3近くであるが、本棒で昇給しつ

つも一時金で減給している例もあり、実際に
は数字以上の影響があることも考えられる。

アンケートの自由記述欄では、「一時金が予
算化されない（なくなる）」「年収が20～25％
ダウン」「職員の早期希望退職を募っている」
などの深刻な実態も報告されている。

問い・今年度の賃金に変更がありましたか

問い・減給があった場合、その内容は？

問い・実際の労働時間は増加しましたか？
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矛盾を抱える土日の開所

「日割り計算」を打ち出してくる中で出てきたの
がこの「土日の開所」です。その月から8を引いた
日数だけ施設をオープンしてもよいというもので
す。日割りで減額になる分、そこで稼ぎなさいとい
うことです。休日の有効利用ということが厚生労働
省の説明でありましたが、その分の人件費が増える
わけではなく、現状の中でやりくりしなさいという
ことです。

A作業所では減収を防ぐため、これまで休日だっ
た日の開所を実施しました。希望者に呼びかけて開
いていますが毎回15名前後の参加があります。職員
は3名が出るようにして、時間は半日（午前中が多
い）出勤した職員は賃金の支払いは当然資金難から
できないので、平日に交代で休みをとっています。
しかし、このことは平日の職員数が減るということ
になります。それでいいのか悩んでしまいます。休
みを取るようにしていても取れないで休みを取らな
いままの職員も中には出てしまいます。それでいい
のでしょうか。唯一救いは利用している障害者が喜
んで参加してそのプログラムを楽しんでいることで
しょうか。

自立支援法という災害を
乗り切ることはできるのか

福祉に使える国の予算を増やすことができない。
厚生労働省の言い分です。措置費制度から支援費制
度になって制度利用が増え予算内でやれなくなっ
た。利用する人に負担をしてもらおう。どうして福
祉の予算自体を増やすことができないのでしょう
か。制度利用が増えたということはそれだけ障害者
の暮らしが充実してきているということではないの
でしょうか。「使い過ぎやからちょっと控えさせよ
う」というようにしか思えません。日本という国の
考え方が低い次元で移行しているようで。

障害者団体をはじめ多くの福祉関係者の運動で、
国も多くの自治体も負担軽減策を実施しています
が、根本の「応益負担」は見直ししようとはしてい
ません。そもそも、当たり前の生活をするために必
要な支援やサービスがなぜ「利益」なのか。障害者
自立支援法の一番の悪である「応益負担」を一刻も

早く辞めさせることが必要なのではないでしょう
か。

「家に居させても仕方がない。」「作業所へは喜ん
で行っているから、このまま通わせてやりたい。」
家族の声です。1人暮らしをしている利用者は「家
に居てもすることないし、ここにきとる方がよい
わ。」と。

「応益負担」は、弱者から毟り取る。弱者から吸
い上げる。まさにその通りです。

福祉労働者は、賃金引下げ、非正規労働者の増加、
厳しい労働条件の中で、働き続けられるのか不安を
持ち、実際に辞めていく労働者が少なくありません。
また、「求人を出しても人が集まらない」実態が広
がっています。福祉労働者がいきいきと働ける賃
金・労働条件・職場環境でなければ、よりよい福祉
は実現できません。

障害者自立支援法だ、障害者も施設も、そして労
働者も苦しんでいるのが実態なのです。

日本国憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文
化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とし、
2項では「国は、すべての生活部面について、社会
福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め
になければならない」と謳っています。この立場を
しっかり堅持して、「応益負担」を辞めさせ、権利
としての社会福祉制度を再構築していくために、み
んなが力を合わせることが求められていると思いま
す。
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京都府は、2005年3月、多くの府民・患者さんの
声を無視して、洛東病院の廃止を強行しました。そ
していま、府立医大・附属病院を「独立行政法人」
にする動きを強めています。これらの問題を通じて
知事の「経営戦略」と「弱肉強食型」の府政運営が
一層明らかになってきています。

1、洛東病院廃止に見られる京都府政の異
常な実態

（1）「経営戦略」方針にもとづくトップダウンと、

異常な府政運営

府立洛東病院は、京都府のリハビリ医療の先駆け
として、「脳卒中をはじめとする循環器系疾患の予
防、診断、治療から医学的リハビリテーションまで
の一貫した医療」を行い、患者さんが人間らしく生
きる力を取り戻し、「社会復帰・家庭復帰」をめざ
すうえで重要な役割を果たしていました。しかし、
2004年9月、知事は、突然、廃止方針を明らかにし
ました。廃止理由として、「府立病院あり方検討委
員会（以下委員会という）や包括外部監査報告（以
下監査報告という）を尊重」と述べました。しかし、

「委員会」のとりまとめ意見からわずか4日後、内部
でまともな検討を行うこともなく、トップダウンで
廃止を決定し、表明したものです。

そして「委員会」の唯一の庁内委員は、洛東病院
長でも府保健福祉部長でもなく、府に新しく設置さ
れた「経営戦略室」に民間企業から採用された職員
でした。まさに行政を経営戦略としてとらえ、不採
算医療を切り捨てる府政を象徴するものでした。加
えて、審議についても、外部委員（9名で構成）の
一人が所属するＮＰＯ法人「公的病院をよくする会」

（医療経営コンサルタント）のメンバーの調査に基
づいて、たった3回わずか6時間で幕引きを行いまし
た。

また、「監査報告」は、当初予定では府立3病院
（洛東・洛南・与謝の海）と府立医科大学附属病院
を1年間かけて監査を行うものでした。しかし、洛
東病院の監査だけを突貫工事的に行い、先に述べた

「委員会」で議論が行われていた8月20日に「全病棟
廃止」と決定づけた報告を行いました。これは、先
の「委員会」で同じ結論を導くために、議論にふた
をし、「洛東病院の廃止の方向性を決定づけようと
する」ために異常な進め方で行われたものでした。

（2）「廃止理由」に何の合理性もなし

第二の問題は廃止理由です。知事は「府の役割と
して急性期リハビリは府立医大で行い、現在洛東病
院が行っている回復期リハビリは受け持つ民間病院
が増えているので、その役割は民間で行う」と述べ
ました。しかしここには問題が2つあります。1つは、
リハビリの充実を含む府立医大の整備計画がすべて
完成するには、8年も必要です。また、知事が述べ
るように府立医大が受け持つ医療は、急性期であり、
洛東病院が今日まで担ってきた回復期のリハビリ医
療に対する受け皿とはなり得ません。したがって今
日まで府が政策的に位置づけていた「リハビリ」を
切り捨てたことです。2つめは、知事が述べた「受
け持つ民間病院が増えている回復期リハビリ」に対
し、リハビリ医療の専門家からも「関西のリハビリ
医療が関東に比べて10年遅れ、京都はさらに遅れて
いる。回復期リハビリ病床は10万人に50床必要とい
う視点からすれば京都は半分しかない状況」と指摘
されていたように知事発言と実態には乖離がありま
す。

加えて、知事は06年6月議会で、府立医大と附属
病院を、「2008年を目途に独立法人とする」方針を
表明しました。経営効率優先での運営を押しつけら
れる独立行政法人化では、不採算医療といわれるリ
ハビリ部門の充実は大きな困難に直面しかねませ
ん。

（3）洛東病院廃止反対、リハビリ医療の充実を求

めるとりくみ

私たちは、府民のいのちと健康を軽視する山田知
事の府政方針に対し、広範な方々と「洛東病院廃止
反対、整備・拡充を求める会」（以下「求める会」
という）を結成し、住民運動のとりくみを強化しま

京都府職員労働組合　増田　勝

医療現場から
6

洛東病院の廃止・府立医大の独立行政法人化と京都府政

レポート①
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した。まず府民の方々に「回復期リハビリの重要性」
「公的病院の役割」を語り、知っていただくことを
重要視し、新聞折り込みを含む2回の全戸ビラや宣
伝カーの運行、毎週2回の街頭宣伝、集会やシンポ
ジウム等を行いました。府民の皆さんや全国から寄
せられた署名は、とりくみからわずか3ヶ月間で
32000人を超え、また一人一人の患者さんやご家族
からいただく切実な「声」のとりくみには、200通
を超えて寄せていただきました。そこには「一人で
食事ができる、服が一人で着れる、歩ける、大きな
喜びを当病院からいただきました」「リハビリは父
のそして家族の生きる願いをつなぐ重要なもので
す」「いのちの砦、洛東病院を廃止しないでくださ
い」など不自由な手を精一杯使って書いていただい
た文字、涙がこぼれそうな激励の言葉、一通一通に
患者さんの心の叫びがありました。このとりくみを
通じて「患者・家族有志の会」が結成されました。

「求める会」と「患者・家族の会」は、知事に対
して「洛東病院を廃止しなければならない理由を患
者家族に説明せよ」と求めた公開質問状を提出し、
知事からの「文書回答」を得るなど、この運動への
大きな役割を果たしました。

しかし、知事からの回答は「（自らは説明せず）
主治医の先生方から今後の医療ケアについて十分説
明することが、京都府に求められる最も重要な説明
責任の果たし方」だと医師に後始末を押し付けまし
た。そして「患者さんと家族のいのち綱、府立洛東
病院をつぶさないで」「京都府は回復期リハビリテ
ーション医療から手を引くな」と願う多くの府民の
声と要求を切り捨て、「府立洛東病院の廃止に関わ
る条例」を04年12月議会において日本共産党以外の
各会派議員の賛成により強行可決しました。

私たちは、洛東病院が廃止された一年後、患者さ
んからの聞き取り調査を行いました。洛東病院でリ
ハビリを行っていた方々は、府立医大に通院できず
にいられることや、治療行為の制限で健康悪化が進
行している実態なども明らかになり、公的医療を切
り捨てた府政の冷たさを改めて実感しました。

（4）リハビリ医療の充実へ共同闘争を

私たちはこのとりくみを通じて異常な府政運営を
全府民的に暴露すると同時に、広範な府民の方々と
の共同の発展を築きました。同時に山田知事が押し
進める方向は総務省発、京都府への直輸入であり、
府民になじまないものだということも一層鮮明にな

りました。 また、京都には他の先進県で設置され
ている、予防・発症から社会復帰・家庭復帰までの
対象疾患全体を見る「リハビリテーションセンター」
がないことや、京都府のリハビリテーション施策の
遅れが府民的にも明確になりました。

こうした京都府の姿勢に対して、リハビリ医療の
専門家からも「施設、スタッフ、経験とも優れた洛
東病院を廃止することは歴史的禍根を残します」、
また患者家族の会代表の方からは「私の体力のつづ
く限り、今度は、京都のリハビリ医療の充実のため
にがんばる決意です」と述べていただいています。
私たちは、今後高齢化社会を迎える中で山田知事の
選択が歴史に禍根を残す選択であることを府民的に
明らかにすると同時に、ひきつづき京都府のリハビ
リ施策の一層の充実めざして幅広い府民との共同闘
争を発展させる決意です。

2、府立医大・附属病院の独立行政法人化
の問題点

（1）背景と問題点

京都府は、国がすすめる「行政改革推進法」によ
る定数削減計画をもちこみ、府が策定した「経営改
革プラン」で今後5年間で1,500人を削減しようとし
ています。この流れの中に「大学法人」を位置づけ、
京都府の自治体で初めて「独立行政法人」の手法を
取り入れようとするものです。知事は、昨年6月議
会で「2008年を目途に府立大学と府立医大を一大学
二法人とする」方針を府民的には突然発表しました。

公立大学の法人化は、2003年の地方独立行政法人
法により導入が可能となっています。しかし、2004
年4月からいっせいに法人化された国立大学では、
運営費交付金が年々削減され教育・研究条件の悪化
が指摘されています。その結果、大学では必然的に
企業などからの外部資金の獲得に奔走せざるを得な
くなり、企業利益につながる研究が優遇されて、学
術研究の発展に欠かせない基礎研究にしわ寄せがさ
れています。授業料の値上げも行われ、世界的に見
ても異常な我が国の高学費をいっそう引き上げ、国
民の教育を受ける権利を圧迫しています。また、国
立大学の附属病院では、運営費交付金の削減に加え
て経営改善の数値目標が押しつけられ、大学予算を
病院経営に回さざるを得ない状況が報告されていま
す。こうした状況の下、臨床研究の論文が減少した
り、高度医療機器の更新もできないなど、国民の必
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要とする医療サービスの低下が指摘されています。
府立医科大学と附属病院、府立大学はその歴史と

伝統の中で教育研究成果の府民への還元や高度医療
の提供、人材育成といった役割を果たしてきました。
この問題で医大支部がとりくんだ、法人化問題につ
いての付近住民アンケートには、「高い医療水準は
府民の誇り。安易な方向に流れないで」「知事は効
率化のはかり方を間違えている。人の生命にかかわ
る部分を削減するなんてあるまじきことだ」など、
医大と附属病院の充実を求める意見が多く寄せられ
ています。

京都府保険医協会が1月にとりくまれた代議員ア
ンケートでもまた、公的病院の「民間開放」につい
ては、60％が不要とし、「仕方がない」（22％）、「強
めるべき」（7％）を上回り、医大の法人化について
は、「知らない」方が3人に1人もおられます。また、
公的病院が担うべき役割については、「民間が担え
ない不採算部門や政策的な医療分野を担当し、地域
医療全体のバランスと連携を図ること」が80％を占
めています。府が08年度に法人化を予定する府立医
科大学の役割についても、府内医療提供体制の支柱
として不採算部門を含む地域医療や医師不足への対
応を望む声も7割と高くなっています。

これら各方面から多くの問題点が指摘されている
独立行政法人制度を府民の貴重な財産である府立の
大学に導入することは、大学の自治をないがしろに
し、教育・研究、医療の後退と指摘せざるを得ない
ものです。

（2）府立の大学と府立病院の法人化反対のとりく

み

知事の法人化表明以降、府職労は、両大学支部を
はじめとした府民の教育・研究・医療と教職員の身
分と労働条件を守るとりくみや府立大学学生自治会
による全学生アンケートのとりくみなどがすすめら
れてきました。06年9月には「基本計画（中間案）」

（別紙）が示され、法人化に反対する立場からその
問題点などについて団体、個人の方々に呼びかけ、
懇談会を開催しました。また11月には、府民の皆さ
んに問題点をお知らせする全戸への新聞折り込みビ
ラのとりくみやシンポジウムを行ってきました。こ
うした中で「法人化」方針の撤回を求める署名にと
りくみ、この5ヶ月間で1万2千筆の署名が寄せられ、
12月4日と3月7日、知事に提出をしました。

京都府は11月にこの問題のパブリックコメントを

求めましたが、そこには、コメントが76件、法人化
に言及したのは33人にとどまっています。これでは
府民の声を聞いたものとは到底言い難いものです。
しかし、知事は、12月議会に「基本計画」2月に

「基本方針（案）」を報告し、何が何でも法人化を推
し進めようとしています。

ひきつづき私たちは、「京都府が拙速に両大学を
法人化するのでなく、法人化方針を撤回して全ての
情報を府民と両大学の関係者に公開し、合意と納得
のもとに大学の改革を進めること」、また「両大学
と附属病院が真に府民貢献ができるよう、京都府の
責任で教育・研究、医療の充実をはかること」など
を幅広い団体・個人の参加で府民の側から求めてい
く運動を発展させることが重要と考えています。

（3）府立の大学の法人化に反対する「府民の会」

の結成

府民・教職員・学生共同の力で法人化をストップ
させようと11月18日に「府立医科大学・府立大学の
法人化を考えるシンポジウム」を開催しました。冒
頭、呼びかけ人の一人である府職労佐井委員長が、
大学の法人化は「京都府が『経営改革プラン』に沿
って進めている。両大学の地域貢献にも大きな障害
となり府民が不利益を被ることになる。これを許さ
ない運動をすすめたい」と主催者あいさつを行い、
記念講演を行っていただいた、市橋克哉名古屋大学
大学院教授は、「国民の教育への信頼が揺らいでい
るなかで公立大学の法人化が民営化のための一里塚
となってはならない」と強く警鐘を鳴らしました。
また参加者からは、「不採算医療は公的病院でこそ
担ってほしい」（府内の民間病院関係者）、「いっさ
いの説明も行われず多くの学生は憤っている」（府
立大学生）などの発言がありました。このシンポジ
ウムには、府民120名が参加し改めて法人化にスト
ップをかけようとの決意を固め合うものとなりまし
た。

こうしたとりくみを受けて、12月19日には、「府
立医科大学と府立大学の法人化に反対し、府立の大
学と附属病院の充実を求める府民の会」が結成され
ました。両大学の歴史をふまえ、府民の視点から両
大学のあり方と充実を求める運動の強化・発展をめ
ざすとりくみがすすめられています。
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経過は

昨年（06年）1月14日、江守前市長は突然、これ
までの医師を確保して市民病院の自立再建を図ると
してきた方針を翻し「脳外科など一部機能を共済病
院に移管し、救急は廃止し療養型を中心に機能を縮
小し、民間医療法人にその運営を委託（指定管理）
する」と発表しました。

突然の市長発表に、市民の中からは、「市長が勝
手に決めるのはおかしい」「市民病院は市長のもの
ではない」といった声が出ました。

市民病院職員労働組合が取り組んだ、市民病院の
「自立再建を求める署名」には3週間で1万5千筆の署
名が寄せられました。また、「委託の是非を問う住
民投票条例制定を求める直接請求」は06年3月9日、
7131人の署名を添えて本請求がなされました。

しかし、06年3月24日の市議会において、条例案
は否決されました。

届かなかった民意ではありましたが、住民の医療
要求がなくなった訳ではありません。

06年3月末で、市民病院が救急の受け入れ停止、入
院患者の転院・退院をおこなったことから、住民の
中からは地域医療に対する不安の声が噴出しました。

地域医療の実態を市民の手で

こうした情勢を背景に「市民病院問題と地域医
療を考える市民の会（仮称）準備会が発足しまし
た（以下準備会）。準備会では、広く団体や個人
に全戸ビラなどで準備会への参加を呼び掛けまし
た。また、準備会では、市民病院を含め舞鶴に4
つある公的病院の役割、その中で市民病院が果た
してきた役割、市民病院が実質閉院となったこと
の影響そして地域医療を守り、市民病院の立て直
しを図る方向を考えていくために関係機関の「訪
問調査」と「地域住民アンケート」（合わせて

「地域医療実態調査」）を実施しました。そこで得
られた地域の医療要求の実現に取り組むため、

「市民病院問題と地域医療を考える市民の会」が
正式に発足しました。

アンケートから見えてくる

地域医療の現状と医療要求

【現状】医療資源が絶対的に不足

地域医療実態調査からは、舞鶴の公的病院が、
今回の調査で対象範囲に設定した「舞鶴」「宮
津・与謝」「福井県・高浜・おおい」という広域
に渡る地域を診療圏としていることが改めて明ら
かになりました。また、この調査により舞鶴に隣
接する宮津・与謝や高浜・おおいの地域では、①
医療資源が絶対的に不足していること②ニーズに
あった医療が地元で受けられないことも明らかに
なりました。
【医療要求】要望の強い周産期・母子医療、救急

医療の整備・拡充

舞鶴医療センターの産科休止により、舞鶴市内
でお産ができる医療機関は舞鶴共済病院と民間の
2病・医院となっています。こうした状況を反映
して住民アンケートでは、産科の充実を望む声が
多く寄せられました。

市民病院が救急をやめたため、救急医療は残り
の3病院がおこなっています。住民アンケートで
は多くの市民が「必要な時、いつでも、すぐに診
てもらえる病院」を望んでいます。

しかし、医療機関では、「いつでも、すぐに」
という体制を整えるには多くの医師を確保しなけ
ればならないこととそのための経費が必要になり
ます。この両者のギャップを埋めるための手立て
を講じなければ住民の要望は実現されません。グ
ラフ《行政要求》参照

経営方針の転換は明らかに市長の失政

さて、市民病院の経営方針の変更は「2004年の
医師の身勝手な集団退職と多すぎる医師の人権費
で病院が赤字」のためというのが市長の説明でし
た。しかし、その後明らかになった事実は市長の
説明とは食い違っていました。

舞鶴市は病院の赤字だけを問題にして、救急医
療等を担ってきた市民病院独自の「研修医制度」
に理解を示さず当時の院長を更迭し、新任の院長

舞鶴市職員労働組合　石間　拓夫

医療政策なき指定管理者制度では住民の命・健康は守れない

レポート②
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の下で「集団退職」を引き起こしました。
しかし、その赤字額はNHKの特別番組で財政

学者が「これなら優秀」と述べるほどで、市の一
般会計から必要な経費を補填しなかった市の財政
運営にこそ問題がありました。

市民病院の崩壊は、市の「研修医制度」など医
療に対する無理解と市民病院に経営責任を押し付
けてきた結果です。「機能縮小・民間委託」とい
う方針転換は明らかに市長の失政です。

失政がしがみついた指定管理者制度

市は06年4月から京都市内の民間病院に運営を
委託する、としていました。しかし、その病院は
結局委託を受けず、一時期は自衛隊病院からの医
師派遣で急場を凌ぐという綱渡り的な状態にまで
市民病院は陥りました。京都市内の病院が委託を
受けなかった背景には、療養型中心では経営が成
り立たないとの判断があったものと思われます。
その証拠にその後、市民病院に医師を派遣してい
る兵庫の民間病院が「療養型中心ではやっていけ
ない」というと市はあっさりと「一般病床再開」
に方針を変更しました。舞鶴市に医療政策がなか
ったことを示すものです。

当面の運営として、一般病床の再開は医療の充
実を望む市民にとっては朗報ですが、市が進めよ
うとしている指定管理者制度には大きな問題があ

ります。

政策なき指定管理者制度では

市民の医療要求は後回し

運営方法を指定管理者制度（間接）とすると医
療の中身が指定管理者（民間病院）主導になりが
ちで、市民の望む医療よりも経営（儲かる）中心
の医療になってしまうことが懸念されます。市に
医療政策がなかった舞鶴市では、そのことが指定
管理者制度に移行する前に出てしまいました。

アンケートからは「周産期・母子医療、救急医
療の整備・拡充」という市民の医療要求が明らか
になっています。この医療要求が、地域の医療に
最終的に責任をもつ自治体立病院として実現でき
なければ、舞鶴市の指定管理者制度は市民の財産
の民間への切り売りとなってしまいます。

市長選挙で運営方針は白紙に

4選を目指していた江守市長が06年11月、突然
不出馬を表明しました。市民病院問題での誤った
判断とその後の二転三転の対応が原因であること
は明らかでした。

選挙戦は、有力四候補が競い合う四つ巴の戦い
となり、優勢と見られていた江守後継候補を破り
前自民府議の齋藤彰氏が当選しました。

齋藤新市長は、市民病院の今後の運営について
「指定管理への移行は既定方針とせず抜本的に検
討」と3月市議会で答弁し、専門家による検討委
員会で秋ごろを目途に答申を得たいとしました。

指定管理としていた運営方針が「白紙」となっ
たことから兵庫の民間病院は派遣してきた常勤医
の引き上げを表明、市民病院の当面の運営も困難
が続くこととなりました。

医療構造改革から脱却し、

自治体立病院の役割の追求

安心して住み続けられることを願う住民にとっ
て、医療こそ最大の命綱です。住民の生命や健康
に最終的に責任を持つ自治体が、その責任（医療
を受ける権利の保障）を果たすには直接的な形

「直営」で医療を提供できてこそ市民の医療要求
に応えることができます。

行政要求
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既に空洞化しています。保険証未交付は生きる権
利の保障である医療からの切捨てです。

舞鶴では、失政の穴埋めに指定管理者制度が安
易な丸投げのツールとして使われようとしまし
た。

選挙戦では形はどうあれ「市民病院の存続・再
建」が民意であることが明らかになりました。

その民意を背景に、アンケートを土台に、住民
の命・健康を守る、その責任を果たせる自治体立
病院の存続に奮闘しなければなりません。

直営で医療を

「小泉構造改革」は国家財政の負担軽減を目的
に、自治体にPFIや地方独立行政法人、市場化テ
ストなど様々な経営効率化の手法を持ち込みまし
た。指定管理者制度もそのひとつです。自治体病
院に指定管理者制度が導入されれば経営効率化に
より職員の非正規化、賃金抑制が進み医療の質と
安全への懸念が高まることは明らかです。

市場原理で医師不足や医療過疎を解決すること
はできません。高すぎる保険料から国民皆保険は
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はじめに

医療という分野は本来、規制緩和という言葉から
最も遠い分野であったと思います。それは、「地球
よりも重い」といわれるいのちや健康を守る医療は、
国が責任を負うのが当然であるという人類の到達点
の反映だったことも一つの理由ではないでしょう
か。

いずれにしても、医療における規制緩和が議論さ
れ、一つの方向性が示されたのは、2006年の「規制
改革・民間開放推進会議」（以後、規制改革会議）
の第3次答申です。

規制改革・民間開放推進会議の議長は、オリック
スグループのCEOの宮内会長ですが、オリックスは、
高知で県立病院と市立病院を統合した新病院を民間
資本で建築するPFI事業を一手に引き受け、医療で
金儲けをおこなうことをめざしている国内最先端企
業といわれます。その企業の代表が政府に直接「規
制緩和」を求めているというのは、まさに、誰のた
めの何のための「規制緩和」かを示しています。
自殺者が年間3万人を超える強度のストレス社会は、
慢性疾患を悪化させ、高齢化と国民の健康状態の悪
化は、潜在的な医療需要を限りなく高めています。
これを「ビジネスチャンス」とし、医療を「21世紀
の成長産業」と称してはばからない、医療・社会保
障「構造改革」との対決は、今世紀の最大の闘いに
なるかもしれません。

■　規制改革・民間開放推進に関する第3次答申の
主な内容

規制改革会議が医療をどう見ているかということ
ですが、医療分野を「今後の成長産業で」と位置づ
け、「国際競争力のある医療産業の育成・振興をい
っそう加速し、我が国の医療産業の成果を世界各国
に提供することが世界への貢献の有益な手段であ
り、そのための規制改革が期待される」としていま
す。ここに規制改革会議が、医療をどう見ているの
かというポイントがあるようにしています。規制改
革会議は、医療を世界制覇のための大きな武器とし

て位置づけているのではないでしょうか。グローバ
ル化に伴う国際競争の激化している現状において、
規制緩和・規制整備について、個々の施策でなく、
総合的なパッケージを企画・立案し、着実に実施す
ることが必要であるとしていますが、ここにも規制
改革会議の医療に対するなみなみならぬ意思が表明
されている気がします。

1 第3次答申は、混合診療の拡大と公的保険の見直
しを主張します。規制改革会議の問題意識として、

「医療分野は、主要な官製市場」「規制がありすぎ
て、けしからん分野である」と位置づけています。
そして、規制改革会議がこれまでに医療の規制改
革に取り組んできた主な内容の一つが混合診療
だ、といいます。

規制改革会議は、混合診療問題は、「誰が医療
費の負担をするのか、という点から検討し、公的
保険給付の弾力化をすすめ、公的保険給付の守備
範囲と患者負担のあり方、公助と自助のありかた
を初めて正面から問いかける原点となった」と評
価しています。混合診療の拡大が、公的保険制度
を変質・解体する大きな一歩になっているという
意味です。

2 医療のIT化も大きな柱です。すでに病院では、
電子カルテや院内ＬAＮなどが導入されていると
ころが増えています。診療機器自身が、IT化して
いることもありますが、問題は、このIT化と全国
の医療機関のネットワーク化利用の大きな意味と
して、診療報酬の再編が上げられています。すな
わち、全国のネットワーク化は、「平均的な医療」
を決定しうることとなり、「平均的な医療」＝公
的保険の範囲となり、それ以外のものは自己負担
ということになり、新しい医療費抑制の道具にな
りかねないと思います。

3 株式会社による医療経営の解禁も強い要求とな
っています。規制改革会議の最大の要求ともいえ
るかもしれません。

京都医療労働組合連合会　書記長　松本　隆浩

医療の規制緩和は誰のため？

レポート③
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かれらのめざす医療「改革」は、医療の内部に
市場原理を持ち込み、医療を公的制度から市場に
移し替えることです。すなわち、医療の市場化と
営利化、公的医療保険制度の縮小、そこで活躍で
きる株式会社の容認といえます。

株式会社が病院を経営できるよう「規制緩和」
しろ、と主張しているところがもう一つあります。
それは、「在日米国商工会議所」（アメリカの産業
資本でつくる機関の日本出張所）です。アメリカ
は、世界で唯一、株式会社が経営する巨大病院チ
ェーンが構築されている国ですが、米国内最大の
病院チェーンを経営するHCAは、2000年に診療
報酬の不正請求で970億円を連邦政府に支払い、
2002年にも1,090億円払って不正請求を示談にし
ています。第2位のテネット社は、健康な人に心
臓手術を行い、FBIが強制捜査に入り、750人に
410億円を払って示談にしたそうで、非営利病院
が株式会社に変わると死亡率が50％増加し、入院
費用は2割上がるという、とんでもない調査結果
も出ているそうです。金儲けのためには何でもあ
りのアメリカの病院資本に日本でも商売させろ、
という要求が毎年おこなわれているということで
す。

企業の社会保障への責任を免罪する
国民保険構想

「受益者負担」と「保険原理」を社会保障制度に
組み込む「構造改革」に続く政府・財界の次なる狙
いは、国と企業の社会保障負担をすべて、この消費
税に置き換え、多国籍大企業の社会保障負担をまさ
しくゼロにすることにあります。これを可能にする
のが、「国民保険構想」です。

医療・介護・年金・雇用・保育・福祉すべてを一
本の保険に統合し、企業負担はゼロ、国庫負担は消
費税で、というこの構想こそ社会保障「構造改革」
の完成形と言える代物です。「福祉目的税7％」に変
えて「介護保険構想」が打ち出されたように、消費
税率二ケタの大合唱に変えて、「国民保険」の制度
化が持ち出されはしないか、今後一層、社会保障を
守るたたかいを強化することが求められています。

「医師の労働実態調査中間報告」抜粋

（日本医労連調査:07年4月･25道府県約150施設
1036名の医師の「個人調査」結果）
1、勤務医の属性＝「30～40歳代」が7割、担

当患者数が300名以上（入院）の医師も
2、3割の医師が「過労死ライン」の80時間以

上の超勤、3割近くが「前月の休みゼロ！
3、女性医師のほとんどが生休も取れず、「妊

娠時の異常」が6割近く
4、「健康不安、病気がち」が4割以上、9割以

上が「疲労を感じ」、5割以上が「職場をや
めたい！」

5、9割が「医師不足」を感じ、「賃金・労働条
件の改善」を8割以上の医師が求めている

いま、この時代を反転攻勢の時代に

政府の悪辣な狙いとは裏腹に、国民の最大の要求
は医療･社会保障の充実です。私たちは、ここに政
府の計画を跳ね返すことができる、医療･社会保障
を守ることができる最大の保障があると考えていま
す。

なによりも、医療改悪の結果は、確実に病院に来
ることができない患者さんが増えていることにあら
われています。救急車の搬入回数の増、重症化して
から受診した患者さんの多いことなどが最近の特徴
です。「若いサラリーマンが肺炎の一歩手前で深夜
12時ごろに病院にやってきたんやけど、普通なら入
院して当然なのに、その青年は明日は仕事があるか
らと無理やり帰っちゃった。あの青年はその後病院
に来てないんやけど、大丈夫かしら」「そいえば、
○○さん最近見いひんな」「○○さん、薬の種類少
なくしてやいうてるで」「検査しよういうたら、断
られたわ」こんな会話は日常茶飯事になっています。
患者の医療を受ける権利を奪い、若い看護師からは
看護の喜びを奪う政府と与党は本当に許すことがで
きません。

そして、この医療を受けることができない、十分
な看護を提供することができない悔しさや怒りは、
患者と労働者の共同の運動を広げる契機となってい
ます。
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医師不足、看護師不足の問題や、患者の医療を受
ける権利が奪われている状況この実態を明らかに
し、世論を大きく広げ、運動で政府を追い詰めてい
くことが必要です。

すでに、京都府の医師確保対策の拡充や問題は解
決してはいないものの、リハビリの日数制限の一定
の改善など、運動が制度を改善させている成果は生
まれています。

患者団体や医師会との共同の広がりなど、医療や
社会保障を守る共同の輪も大きく広がっています。

そして、さらに医療･社会保障を守る運動を大き
く前進させるためには、労働組合の役割が重要と思
います。労働者の生活と国民の医療を守る労働組合
がどれだけ早く、強く･大きくなるかがこの国の医
療のありかた、進路を決めるという気概を持って新
しい運動にチャレンジする必要があるのではないで
しょうか。

政府･財界一体となった医療と社会保障にかけら
れている攻撃は、確かに規模もスピードもかつてな
いものです。しかし、圧倒的な多くの患者･国民と
手を結び、医療･社会保障を守る団体の共同の取り
組みがあれば、決して反撃できないことはないと考
えます。そのために、かつてない規模とスピードの
攻撃にたいして、かつてない壮大な運動を対置して、
組合員の生活と国民医療を守る歴史的な責務を果た
すように奮闘したいと思います。

十分な看護の提供ができているか？

京都医労連看護労働実態調査から

「この3年間のミスやニアミスがあったか？」
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独立行政法人の目的は

2004年4月1日、国立高度専門医療センター（6施
設）及びハンセン病療養所（13施設）を除く154の
国立病院・療養所が独立行政法人（独立行政法人国
立病院機構）に移行しました。

独立行政法人は、「国民生活及び社会経済の安定
等の公共上の見地から確実に実施されることが必要
な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直
接に実施する必要がないもののうち、民間の主体に
委ねる場合には必ずしも実施されないおそれがある
もの又は一つの主体に独占して行わせることが必要
であるものを効率的かつ効果的に行わせること」

（独立行政法人通則法2条）を目的として設置された
法人です。つまり、国の行政を企画・立案部門と実
施部門に分離し、実施部門とされている試験研究機
関や国立大学などとともに、国立病院・療養所を国
の直接運営からはずし、独自に運営させ、経営状況
によっては民営化など組織の改廃ができるようにし
たのが独立行政法人設立のねらいと言えます。
独立行政法人国立病院機構にも同じねらいがあり、
そのため「人件費削減と経営の効率化」が強調され
ることになりました。

独立行政法人へ移行によって
何がおこなわれたか？

（1）国立病院を支えてきた賃金職員の雇止め

独立行政法人への移行にあたって、これまで国
立病院・療養所の担ってきた医療とそれを支えて
きた職員を厚生労働省が国立病院機構に承継する
ことは当然のことと私たちは考えました。

しかし、「医療を行う」という事業については
承継したものの、職員については約6,000名に及
ぶフルタイムで働く非常勤職員（以下「賃金職員」
と呼称）に対して、2004年3月末での雇止め（解
雇）が一方的に行われました。

賃金職員とは、一般職の国家公務員ですが、国
家公務員の定数を定める総定員法による枠内の定

員職員（以下「正規職員」と呼称）だけでは常に
要員不足で医療業務に支障をきたすため、厚生労
働省が雇用してきた定員外の職員です。日々雇用
で年度更新の任用形態とはいえ定員職員と、その
資格も勤務時間も業務内容も責任もまったく同じ
で、その職種も看護師、看護助手、調理師、事務
など多種にわたっていました。

つまり、賃金職員がいなくては国立病院・療養
所は1日たりとも運営はできない状況でした。

また、民間では非常勤職員が雇用更新を繰り返
している場合、雇用継承が最高裁判例でも確立さ
れている法理です。賃金職員は非常勤職員ですが、
10年、20年と雇用更新を繰り返している職員です。

こうした職員が独立行政法人への移行の際に、
独立行政法人国立病院機構に承継され、総定員法
からの枠外におかれる状況の下で、正規職員で雇
用されることが可能で、多くの職員がこれを期待
していました。

しかし、厚生労働省は、約6,000名の賃金職員
は行政上の任用行為であり、民間の雇用契約関係
とは異なるので賃金職員への解雇権濫用法理は適
用されないという形式論で雇止めを強行しまし
た。

また、引き続き国立病院機構で働き続けたい賃
金職員に対して、選別採用を行いました。夜勤可
能な看護師（約3000人）は国立病院機構の正規職
員として採用するが、子育てや介護などいろいろ
な理由で夜勤ができない看護師及び看護師以外の
職種の賃金職員は短時間非常勤職員（パート）で
の採用を押しつけてきました。

非常勤職員としたの再雇用を余儀なくされた仲
間は、これまでの1日8時間・週40時間から週30時
間に勤務時間が短縮され、雇用期間も1年雇用を3
年までと区切られたうえに手当の廃止や切り下げ
で、年収で約半分に減額され劣悪な賃金・労働条
件となりました。

賃金職員の多くは、国立病院・療養所の時代に
定員に欠員が出れば定員採用するとの約束をされ
ながら、定員外職員としての劣悪な賃金等処遇に

全医労京都地区協議会

独立行政法人化された国立病院で何が起きたか？

レポート④
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甘んじて来ました。それに加えての今回の切り下
げは生活破壊そのものであり、厚労省による二重
の裏切り行為でした。こうした、理不尽な仕打ち
に耐えられず、夜勤可能な看護師を除く多くの賃
金職員が他に職を求め、国立病院・療養所を辞め
ていきました。

また、院内保育所の職員は、全員㈱ピジョンへ
の委託が強行され、1年契約の社員に移行させら
れ賃金も切り下げられました。

独立行政法人への移行の際に、国立病院・療養
所の事業は承継しながら、賃金職員という立場の
弱い職員を雇止めしたために、移行後の国立病院
機構の病院は患者サービスの低下を招き、職員の
労働強化を強いることになりました。また、この
ような採算性を最優先する運営の下で、不採算に
なりやすい結核・重心や難病・小児医療なども選
別して切り捨てる流れが強まっています。

（2）常勤職員への一方的な賃金・労働条件の切り

下げ

独立行政法人国立病院機構は、移行の際に、就
業規則をつくって一方的に正規職員の従来の賃
金・労働条件を大幅に切り下げました。

国立病院機構は、民間と比べると約35歳以上の
一般職員の看護師の賃金が高いことをあげ、独立
行政法人の設置目的が「人件費の抑制、経営の効
率化」であることを理由に、まともな労使協議も
ないままに一方的に切り下げました。

また、変形労働制を全職種に導入し、看護部門
での長時間二交替制導入の拡大につながりまし
た。

しかし、独立行政法人移行においては、職員の
職務の量と質および責任がまったく変わりなく承
継されました。そこには、判例で確立された就業
規則の不利益変更の法理である「高度の必要性に

基づく合理性」が認められないことは明らかでし
た。

2004年4月1日に独立行政法人国立病院機構にな
ったのですが、前日まで国立病院・療養所で勤務
していた看護師ら職員が、移行前日まで入院して
いた患者を引き続き看ているのですから、そこに
は職務、職責において何らの変化もありません。
経営主体が国から独立行政法人国立病院機構に変
わっただけです。経営上、人件費抑制をしなけれ
ば病院が運営できないというような状況でなけれ

ば、そういった説明もされませんで
した。独立行政法人の設置目的、民
間との比較のみが強調されました。
民間との比較においても、全国規模
で経営が展開されている国立病院と
比較的類似している日赤病院、労災

病院との比較では、賃金は高くありません。自治
体病院と比べても高くありません。病院の規模や
民間病院では受入が困難な不採算医療を積極的に
担っている国立病院の役割や性格をまったく考慮
することない民間比較では合理性がありません。

また、就業規則の作成は独立行政法人移行前に
されるわけですが、全医労が再三、労使交渉を要
求しても国立病院機構理事長予定者が決まってい
ないことを理由に、交渉を散々引き延ばし、よう
やく実施した交渉は短時間のうえ、当局からの就
業規則の通告という場というものでとてもまとも
な労使協議といえるものではありませんでした。

国立病院機構の中高年をターゲットにした最高
月額41,200円におよぶ減額は、余りにも理不尽な
ものとしか言いようがありません。

また、労働組合に対しても、就業規則によって
勤務時間中の組合活動を一律に禁止し、病院側が
許可した場所と時間のみ活動を認めるという不当
な攻撃を強めています。また、団体交渉について
も時間と参加人員の規制や管理運営事項と権限外
事項を理由に限定的な交渉項目にとどめようとす
る対応を変えていません。

（3）経営優先の病院運営の強まり

国立病院から引き継いだ赤字の償還と3～5年の
評価制度による経営改善の追及によって、洗濯部
門や清掃、ボイラー・施設管理・給食部門など、

正規職員化されて採用 2,725人 看護師2723人、福祉職2人
短時間パート職員で採用 1,101人 看護師115人、その他職種986人
退職 1,433人
計 5,259人

2004年4月1日時点の賃金職員の雇用状況

その他、院内保育所は株式会社に一括委託され611人が採用されました。
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いわゆる現場部門への委託・派遣の拡大が急速に
進み、検査や中央材料部などにもあらたな委託が
広がってきています。舞鶴と宇多野病院へのセン
ター方式による給食の委託化・検査のブランチ化
なども、移行時の特徴的な動きとして現れました。

こうした動きは、診療報酬の改定や医療制度の
改悪見直しによって、さらに加速しつつあります。

独立行政法人化後の職場では

国立病院機構の中期計画は、「国立病院機構にお
いては、患者の目線に立った国民に満足される安心
で質の高い医療の提供」などを掲げています。

では、国立病院機構の中期計画でいう「患者の目
線に立った医療の提供」の実態はどうでしょうか。
ある病院に勤務する看護師からの告発を紹介しま
す。

「独立行政法人に移行した現在、病院当局は盛ん
に『患者様中心に、患者様の気持ちになってケアを
するように』と言います。しかし、実際には、私た
ちは患者さんの声を聞いたりじっくり接したりする
余裕などまったく無く、毎日毎日時間に追われなが
ら仕事をしている状態です。病院当局が言うのとは
反対に、患者さんに対するサービスも低下せざるを
得ませんし、いつも医療事故と背中合わせの状態で
仕事をしています」と。

独立行政法人移行に伴い、賃金職員の看護助手が
退職してしまい、病棟の人員が減ってしまいました。

また、賃金職員の看護助手を委託職員で雇用をつ
ないだ病院では、看護師からの指揮命令が受けられ
ないため、トラブルも絶えない状況も生まれました。

こうしたことから、「独立行政法人に移行後は今
まで以上に仕事が増えて、毎日バタバタと少人数で
働いています。病院でクタクタに疲れてしまうので、
休日にはひたすら寝ていたいと思う日々です。人員
も少ないので、年休もなかなか取れません。年休を
取ると、ただでさえ少ない看護師たちの数がさらに
減って、その人たちにさらに大きな負担がかかるこ
とが目に見えているからです」と訴える仲間もいま
した。

「人件費削減、経営効率化優先」で
いいのか

このような職場状況の原因は、人員不足がその根
底にあります。「人件費削減と経営の効率化」を優
先する独立行政法人化が賃金職員を退職に追い込
み、さらなる人員不足を生じさせ、患者サービスの
量と質を低下させる結果を招いたと言えます。

「行政改革」の一環で、国直営をやめて独立行政法
人化した方がふさわしいというのであれば、今後の
国立病院機構病院の運営にあたっては、現在現場で
起きている患者サービスの低下という問題の根本原
因を解決しなければ、独立行政法人化した国立病院
機構は国民に見放されてしまうと思います。

国立病院機構が今問われているのは、「人件費削
減と経営の効率化」の優先で、「患者の目線に立っ
た質の高い医療の提供」や、これまで国立病院・療
養所が担ってきたいわゆる「不採算医療」などが本
当に可能なのかということです。

国民の期待に応えられる医療機関へ

国立病院機構は、「経営の効率化」を主張します。
職員の雇用や賃金・労働条件を「経営の効率化」最
優先で切り捨てられていく病院は結局、患者に対し
ても儲からない患者や医療は切り捨てていくことに
なります。
しかし、国民共有の財産である国立病院・療養所を
国から承継した国立病院機構が何よりも求められて
いるのは「患者の目線に立った質の高い医療の提供」
であり「安全・安心の医療の提供」の実践です。そ
のことなくして、国民からの信頼はあり得ません。
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はじめに

2006年10月22日、長岡京市の
佐々木拓夢くん（3歳）が、実
父とその内妻から約1ヶ月にわ
たってほとんど食事を与えられ
ず、餓死するに至る事件が発生
しました。

京都府京都児童相談所におい
ては、この年の3月から拓夢く
んの姉を保護し、大阪府内の児
童福祉施設に入所させる一方、
家族の再統合をめざしてこの家
族と継続的に関わっていなが
ら、このような事態に至っていることを正確に把握
せず、かけがえのない子どもの命を救えなかったこ
とは、返す返すも残念極まりないことです。

加えて、こうした事件が起こってしまった原因を
徹底して検証するとともに、過ちを繰り返すことの
ないよう、できうる限りの適切な対策を講じること
が関係者には求められているでしょう。

京都府は、直ちに外部の専門家5名からなる「検
証委員会」を設置しました。

知事は、「しっかりとした事実関係の把握のもと
に検証と反省点を整理し、我々がこれからなしえな
ければならないことについて年内にはとりまとめ…
…」としていましたが、12月25日発表された「検証
結果の提言」は、私たちが懸念していたように、こ
れまでのマスコミの論調やいち早く発表された「体
制」より「判断」の問題とした知事見解などに引き
ずられ、今日の児童相談所を中心とする児童虐待問
題への関与体制の本質まで掘り下げての徹底的なも
のになっていないというのが実感です。

以下、私たち児童相談の職場で働くものが中心と
なって導き出しつつある教訓や課題について簡単に
述べておきたいと思います。

1、児童相談と児童相談所職場の現状

（1）年々増加する虐待相談

厚生労働省が発表した統計によれば、全国の児
童相談所が相談を受け付けた後、具体的な援助内
容（在宅指導・施設入所措置等）を決定した、児
童虐待相談対応件数（速報値）は34,451件で、前
年度に比べ1,043件（約3％）増加したという。

（図参照）
これとは別に、2005年4月より施行された改正

児童福祉法により、市町村も児童虐待相談に応じ
ており、同様に40,222:件が対応されています。

両者の数値の間に一定数の対象のダブリがある
ことを考慮しても、「虐待相談は激増の一途」と
分析できると思います。

（2）追いつかぬ相談体制の強化

こうした状況に対応すべき全国の児童相談所の
体制について、津崎哲郎花園大学教授は、自身の
児童相談所勤務35年の経験にてらして、「体制が
不十分なことに加えて、任務の過度な一極集中な
どが絡み合って個々の対応に影響が出ている。」

（2006.12.22朝日新聞）と分析しています。
さらに、「2000年の児童虐待防止法の施行後、

児童福祉司の数は1.6倍に増えてはいるが、業務
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レポート①

児童虐待相談件数（全国）
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量は3～4倍に増え、業務量に追いついていない。
児童福祉司1人あたりの平均担当事案61件は、欧
米の3倍程度の負担」とも述べ、親子再統合をめざ
すために、より多くの機関が役割分担し、支援の
すそ野を広げていくことが必要と結んでいます。

（3）心身ともに疲弊している現場職員

全国の児童相談所の職員、とくに都市部の児童
相談所の勤務実態は、極めて厳しい状況です。病
気やメンタル問題で倒れて、長期休職やリタイア
を余儀なくされる仲間たちがあとを絶ちません。

実際私自身も、ほとんど毎日のように出張が入
り、夜間の家庭訪問や面接が続く中で、緊急保護
などの「事件」が起こると、徹夜や休日に飛び出
すことも多々ありました。

私たちの職場では、不本意ながら、児童福祉司
一人一人が、公用の携帯電話を常時所持していな
いと仕事にならないほどの状況に追い込まれてい
ます。

冗談抜きに、他の職場の仲間からも、「児童相
談所だけには異動したくない」との声も聞かされ
ます。

2、京都児童相談所の体制の問題

（1）厚生労働省基準を満たしているだけでいいのか

山田知事は、事件直後の記者会見の中で「児童
福祉司の数を見ますと、人口1人当たり、京都は
上から数えて9番目です。ですから、特に少なか
ったという話ではないと思います……」と述べ、

「児相の体制よりむしろ、電話だけで済ませた判
断に問題があった」と述べています。

府政の最高責任者が、まず自らは責任の埒外に
置き、すべての責任を所長以下の現場に押しつけ
る卑怯な態度だと思います。前述の津崎氏の発言
を引用するまでもなく、国の配置標準数（人口5
～8万人に1人の児童福祉司）を満たしていたとし
ても、現在の児童相談所の体制では、このような
事件を許してしまう可能性はすべての児童相談所
に残されていると思います。

「体制か判断か」の二者択一ではなく、判断の
誤りや遅れは、多分に体制の問題に左右されると
いう基本認識が必要ではないでしょうか。

（2）欠員を放置していた当局

さらに加えて、体制の問題では、京都児童相談
所では、児童相談所業務の要である相談判定課長
と児童福祉司1名の合計2名の欠員が2ヶ月間放置
されていた事実があります。今年3月末にベテラ
ン児童福祉司が定年退職され、同時に相談判定課
長が大学から請われて後進の指導に当たるため退
職されました。しかるに、本年は4月に知事選挙
があるため定期人事異動は6月ということとなり、
2ヶ月間2名の欠員が生じました。

当然、課長が兼務することになっていた教育・
訓練・指導担当児童福祉司（ス－パ－バイザ－）
も空席のまま。だいたい京都府では、児童相談所
運営指針（厚生労働省）に定めるＳＶの配置や経
験においても、いかにも杜撰なところが多々あり
ます。

（3）組織としての対応を困難にしている要因

住民生活に責任を負う自治体の機関の専門性の
確保は、配置される職員の人数や個々の職員の資
格・経験といった「量と質」に加えて、個々の職
員の判断に委ねるのではなく、しっかりとした職
場討議と組織としての判断により、初めて確保さ
れるものです。実際、児童相談所の場合は前述の
児童相談所運営指針により、相談を受理したり援
助方針を決定したりするときには、必ず所長以下
関係者が参加する受理会議や援助方針会議を開催
することが義務づけられています。

また、相談所の仕事の性格上、複雑なケースで
は担当の児童福祉司と児童心理司がベアで行動す
る場合も多々あります。

私たちの職場の場合、「24時間の対応が必要」
との方針から、昨年6月から相談判定課に所属す
る職員が、交替で平日の午後10時までと土日祝日
の午後から午後10時まで勤務する交替制勤務が導
入されたことにより、休日の振替えなどが必要と
なって、そうしたスタイルを維持することが極め
て困難となっています。

（4）職員の専門性向上を阻むものは

こうした困難な相談業務をこなしていくために
は、一人ひとりの職員の専門性を高めるよう日々
研鑽していく必要があります。
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しかしながら、仕事の多忙さに追われてじっく
りと研究学習する機会も奪われていますし、何よ
りも、専門研修の受講機会の制限が目立ちます。
国主催等の業務に直接関係する研修であっても、

「1年に3児童相談所で1人」など制限されることが
多々あります。これには、この間の府財政の危機
を理由とした経常経費予算の削減が強く影響して
いるものと思われます。

3、市町村に第一義的相談窓口機能が付与
されたが

（1）法改正後の市町村の体制

平成17年4月からの児童福祉法一部改正で、市
町村に児童相談窓口機能が与えられましたが、そ
れに対応する体制整備は極めてお粗末です。

厚生労働省の定めた「市町村家庭児童相談援助
指針」（平成17年2月14日付け雇児発第0214002号。
以下「市町村指針」と略）には、児童福祉司や児
童心理司の資格を持った職員の設置は、「例えば
児童福祉司たる資格を有する職員を配置する」な
どと例示はされているもの、義務づけられていま
せん。三位一体改革の下で地方自治体の財政逼迫
が一層進み、総務省などからの総定員抑制攻撃も
相まって、ほとんどの市町村でこの制度改革に伴

って正規職員が増員された事例はないでしょう。
こうした現状の責任は、市町村に多くがあるので

はなく、「法律を作ったら、通達を出したら、後は
市町村の責任。やらない市町村が悪い」と言わんば
かりの国、厚生労働省の姿勢が大きいと思います。

（2）遅れる市町村ネットワーク会議の実質稼働

平成17年度からの児童福祉法の改正では、もう
1点、「市町村要保護児童対策地域協議会」の設置
が法定化されました。

しかし、国や京都府は、従来からある任意設置の
虐待防止ネットワーク会議との区別を曖昧にした
まま、法定協議会への移行指導には不熱心でした。

また、多くの市町村では、「代表者の会議」を
年間1～2回開催するにとどまっており、「実務者
レベルの会議」及び「個別ケース検討会議」の複
数回開催はごく一部にとどまっています。直近の
厚生労働省調査結果を参考に引用しますが、規模
の小さな自治体ほど回数が少なくなる傾向が見ら
れます。

京都児童相談所管内の市町においても、毎月一
回定例のケース検討会議を開催しているところは
わずか1市にとどまっています。

地域におけるネットワークが有効に機能していない
理由がここにあります。

合計�
621市町村�

その他　92.5％�

虐待防止ネットワークがあるが手続が困難　65.4％�

子育て支援ネットワーク等で対応可能�
161.9％　�

各機関の通常業務で対応可能�
144.14％�

関係機関の協力が縛られない�
13.1％�

虐待問題がない、優先順位が低い�
144.8％�

市町村合併（予定）111.7％�

設置、運営の手法がわからない　129.8％�

その他　22.1％�

協議会の　252.15％�

人材確保が困難�
調整機関　276.16％�

予算確保困難　198.12％�

虐待ネットワークを設置していない理由（平成18年4月）
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（3）体制や財源保障のないままの無責任な権限委

譲

厚生労働省は、自治労連社会福祉部会が06年11
月に実施した交渉の場で、この権限委譲に伴う人
件費措置は、「交付税上の措置」も含めて全く行
っていないことを明言しました。

厚生労働省が実施した「平成18年度市町村の児
童家庭相談業務の状況について」調査においても、

「児童家庭相談業務について、平成17年4月より市
町村も担うことになったものの、専門性を有する
人材の確保が困難である（79.5％）、職員数の確
保が困難である（61.8％）といった困難点を挙げ
る自治体の割合が多くなっている。」との結論が
明らかにそれています。

4、虐待相談激増の根底にあるもの

（1）日本の親と子どもたちがおかれている現状に

関わって（子どもを生み育てることの困難性

の増加）

では、これまで述べてきた児童相談所や市町村
の体制が整備されたなら、児童虐待は減少させる
ことができるのでしょうか。

今日、虐待に限らず、養護、非行などの児童相
談も増加傾向にあります。

識者は、このように児童相談が増加した原因に
ついて、核家族化等親族間の子育て支援体制の弱

さや学歴偏重社会、差別選別の競争社会、地域コ
ミュニティーの崩壊などを上げています。

私はさらに、国や地方及び大企業のトップの犯
罪が相次ぎ、社会的不正義が横行し社会全体から
規範意識が失われつつあり、子育て全体が大変困
難になってきていることも大きな原因であると考
えます。

そうした条件は、青少年の将来への希望のなさ
にもつながっています。少子高齢化社会の真の危
機はこの点にあります。

（2）労働者全体のおかれている現状に関わって

児童相談増加の原因は、そればかりではありま
せん。

私たちは、児童相談の仕事を通じて、低賃金・
長時間過密労働化、失業・倒産のリスク増大、通
勤の遠距離・長時間化、単身赴任・家族二重生
活・労働時間の弾力化の容認、派遣や偽装請負の
拡大による労働者の基本権侵害、いまだに解消さ
れていない女性の労働条件への差別、若者の就職
難と不安定雇用層、ワーキングプア・ニートなど
の増大、サラリーマンや低所得層への増税と大企
業などへの破格の減税等々、弱肉強食へとシフト
してきたこの国のあり方の矛盾が、最も弱い子ど
もたちの上にのしかかってきている現実を見せつ
けられています。

平成17年度　市町村要保護児童対策地域協議会（ネットワーク）の開催状況

［代表者会議］ ［個別ケース検討会議］



─ 39 ─

（3）国民の生活を支えるべき社会福祉・社会保障

の制度の不十分さに関わって

さらに、国民生活が危機に陥ったときに手を差
しのべるべきはずの社会福祉・社会保障の現状は
どうでしょうか。

保育所及び学童保育の量・質ともの不足、児童
手当など家族手当の貧弱さ、あまりにも厳しい生
活保護適用基準と現場での運用と母子加算の縮小
など生活保護制度の相次ぐ「改訂」、父子家庭に
対する生活支援資源のなさ、高すぎる国民健康保
険料、良質で安価な公営住宅の不足（「住宅は福
祉」の観点不足）など惨憺たる有様の中で、国民
は翻弄されています。

格差拡大社会の中で、いまこそ社会福祉・社会
保障の切り下げではなく拡充が求められます。

5、まとめ～自治体として、京都府が果た
すべき役割

今日、社会福祉行政は「住民により身近な自治体
である市町村に」という権限委譲が進められ、都道
府県は専門職の職場縮小する一方、市町村は仕事に
見合う増員なしの状況が進んでいます。

しかし、仕事は増える一方です。それはそうです、
格差拡大で国民生活の矛盾は広がる一方。多くの国
民は支援の手を求めています。「予算がないから、
人手がないから」と訴えを聞かなかったり、制度を
改悪したりすることは、住民の暮らしを守るのが第
一番の仕事である自治体としてはできるはずはあり
ません。

しかし、今日の自治体では、人事評価、人事異動、
研修、フラット制などのツールを使って、垂れ流さ
れる悪政に疑問を持たず、文句も言わない職員作り
が進められつつあります。

そして、何も責任を負わない当局、管理職（手柄
は「知事」、問題が起こったら「国が決めたこと、
職員がやったこと」と居直るのでしょうか。

何が何でも「民営化」で、国民の暮らしが見えに
くくなってきています。現場を持たない自治体、住
民生活の実態が直視でない自治体は自殺への道だと
思います。

でも、私たちには「腹が立つから」「失望してし
まったから」と職場を投げ出すことはできません。

なぜなら、住民の皆さんにとっては、そして私に
とっても、ここが選ぶことのできないかけがえのな
いふるさとだからです。

【2007年4月追記】

この原稿を作成した後、2007年度の府の当初予算
案が発表され、2月府議会で可決成立しました。こ
の中には、合計1億2300万円の児童虐待対応強化事
業費が含まれています。

また、2007年1月23日には、児童相談所運営指針
の改正などを含む「児童虐待防止対策の強化につい
て」通知が発せられ、虐待通告の受付の基本を徹底、
安全確認に関する基本ルール策定及び「きょうだい」
事例への対応を明確化などの体制強化が児童相談所
と市町村に求められました。

それらを受けて、新年度は、京都府の3児童相談
所で、児童福祉司3名、虐待対応協力員3名、一時保
護指導員1名、総合企画担当1名の増員、他に、7保
健所に各1名の虐待対応専任職員（児童相談所と併
任）が配置され、評判のすこぶる悪かった土日祝と
平日の22時までの変則勤務（B勤務）が廃止されて、
同時間帯をカバーする嘱託職員が3児童相談所に各
一名相当で配置されることになりました。

今のご時世に、確かに破格の増員との見方もあり
ますが、これでも新しい基準、厚労省の「虐待対応
の強化」に十分対応できるかどうか不安です。

我が京都児童相談所では、福祉司2名、協力員1名、
企画部門1名の計4名増となり、ようやく虐待担当福
祉司の専任化が図られることとなりました。

まずは一歩前進でしょうか。

特筆すべきは、京都児童相談所では、退職の所長
と59歳を迎えて降格がルールで転出される次長以外
の職員全員が職場に引き続きとどまることとなった
ことです。

当然私も、4年目の虐待対応チーム員として残留
です。

あのような事件の後、誰一人として職場と仕事を
投げ出さず、困難な中でも頑張り続けようとの決意
の結果だと思います。

自治体労働者の心意気ここにあり。素晴らしい仲
間たちに感謝です。
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全国で公立保育所の民営化の動きがあります。こ
の背景には、公立保育所運営費国庫負担金が一般財
源化されたことが大きく関わっています。

京都は大波ではありませんが、財政化健全計画や
基本計画の見直しなどで総人件費削減のあおりを受
け民営化の計画がだされている自治体がほとんどで
す。

これまで、京都の保育水準は、全国でもトップレ
ベルを死守して来ました。京都市を除いては、ほと
んどが公立でそれぞれの自治体がその地域に根ざし
た保育所をめざしてきました。

保育の専門性を認めさせ、退職者補充も正規職員
の採用をさせてきましたが、ここ10年ほどで、その
様相は大きく変わりました。

保育所の開所時間が「特例保育」といわれる時間
帯から、「延長保育」に伸び、一気に嘱託・臨時職
員の数が増えました。保育所開所が12時間となり、
通常保育時間帯に子どもに関わる職員の数は基準の
職員人数を保障、朝夕の時間帯も保育する子どもの
人数に合わせた配置を保障するには、どうすればい
いかそれぞれの自治体で労使交渉など重ねられてき
ました。

通常保育時間帯は正規職員、朝夕の保育は嘱託職
員などで対応しているところが多く、また、退職者
不補充が続き、担任も嘱託や臨時職員が入らざるを
えないところもでてきています。嘱託・臨時職員の
場合、職員会議に参加できない場合もあり子どもた
ちの育ちに責任を持つ保育者としてもどかしい思い
をしています。

保護者の就労状況の厳しさと比例し、特例保育や
延長保育の利用も多くあります。通常保育時間帯以
外に正規職員が配置されていない自治体では、お迎
えの時間帯に保護者と接する時間を密にし関われる
ように工夫するなどがみられます。

保育をめぐる状況も、政府は「子育て支援」や
「待機児解消」解消などと大きなアドバルーンを揚
げ、さも国民の意向をくみとったようなことを言っ
ています。実際、多くの公立・民間保育所とも「地
域子育て支援ステーション」に指定され、通常の保

育のほかに、地域の子どもたちを大きく視野に入れ
た保育事業を実践しています。

例えば京都市の場合、1997年に京都市児童育成計
画が策定され、小学校区を基準単位として保育所・
幼稚園・児童館の中から「地域子育て支援ステーシ
ョン」が指定されました。公立保育所で2002年から
は16ヶ所で拡充事業として、専任職員が配置され、
規模により週24時間の嘱託職員も10ヵ所に配置され
ています。事業内容としては、保育相談をはじめ、
子育て教室、園庭開放、出前保育、子育てサークル
の育成と支援、地域との交流、プレパパママ子育て
体験などなど多彩です。核家族化がいわれ、マンシ
ョン族が増えた昨今、子どもを産んでも自分の子育
てのなかで不安を感じても、話す人や相談する人が
身近にいないことでますます孤独になる親、中には、
接し方がわからずに虐待してしまうケースも。家か
ら出て、同じ年齢の子どもたちを見て、また、子育
て中の親同士が話をすることで気分転換になりイラ
イラが解消されたという声も聞かれます。もっと多
くの親子に、この場を提供するためにも子どもたち
の育つ環境を国や自治体が整えることが本当に必要
だと考えています。

多様化する「保育メニュー」

一時保育事業

府内自治体でも「一時保育事業」が行われてい
ます。これまで保育所は保育に欠ける子どもたち
の入所が主でした。しかし、核家族化や育児不安、
緊急の場合などを支援するものとして｢一時保育
事業｣があります。あらかじめ登録をしておいて、
その必要に応じて保育を受けるというものです。
利用目的も様々で、親の入院や就学保障、リフレ
ッシュ目的も含まれています。また、保健所など
から集団での生活をすすめられた障害を持った子
どもの入所見られます。利用のニーズが高いとこ
ろなどは、職員の体制を強化することも課題とな
っています。

京都自治労連保育部会

公的保育制度を守り発展させよう

レポート②
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定員の弾力化

待機児童の解消という名目で｢定員の弾力化｣が
実施されて5年。しかし、待機児童数は増え続け
ています。緊急措置として弾力化を行っています
が、施設面や臨時職員での対応など保育所で子ど
もたちが快適に過ごせる人数・環境を検討し、そ
の地域に見合った保育所のあり方を検討していく
必要があります。

保育所の職員配置基準のあり方も、京都は国基
準より上回っている部分も多々ありますが自治体
によって微妙に違います。最小限の正規職員と産・
育休などの代替は臨時職員での補充となっている
のが現実です。臨時職員の場合、雇用期限があり
保育の継承はもとより、職員本人の身分も不安定
となります。継続して雇用が可能な嘱託職員を配
置している自治体もみられますが、その職務内容
や職責などは正規職員とほとんど同じです、ただ、
賃金面や権利面での不均衡が大きな問題です。

京都府内のある自治体では、市長のスタンスと
して待機児解消のため、弾力化ですし詰め状態の
毎日。A保育所では、それぞれの年齢で受入総数
が膨大になっています。例えば、1歳児。40名近
い子どもたちがひとつのフロアーを、3つのクラ
スにするため棚などで区切り使っています。壁は
ないので、上部空間はあいたままで、常ににぎや
か。園舎は改築されてきれいですが、広い空間を
区切るだけは、生活の中に「静」と「動」を分け
ることは困難です。クラス編成の「基準」が守ら
れていれば、いいのではなくその年齢に見合った
環境を保障することが求められています。大人数
の中での保育は、子どももストレスを感じやすく、
保育者も常に緊張を強いられます。待機児を定員
弾力化で解消するのではなく、弾力化はあくまで
も一時的措置と位置づけ、必要ならば地域と共同
し、保育所をつくる運動に広げていくことも大切
です。

A市B保育所（定員230現数244）

休日保育事業

府内公立保育所では、京都市、亀岡市が実施し
ています。保護者の就労形態の多様化に伴いはじ
まった事業で京都市営保育所では1ヶ所が実施し
ています。市内在住の生後57日以上の乳幼児です
でにいずれかの保育所に入所している児童が対象
で登録制です。開所日は、日曜日・国民の祝日な
どの午前7時30分から午後6時となっています。利
用者は0～2歳の乳児がほとんどとなっています。
多いときで17，8人になることもあり、現在の職
員体制ではぎりぎりです。体制の確保と合わせて、
実施ヶ所を増やすことものぞまれています。

福祉の切り捨て！民営化・委託問題

構造改革で推し進めた合併で京都府内の自治体も
大きく変わりました。その先駆けとなった丹後6町
合併で誕生した京丹後市の保育所は、利用者の減少
などもあり保育所統廃合が検討されてきました。保
育所現場の意見も踏襲しつつ一定の方向を出してき
ましたが、市は突然、民間移管を打ち出してきまし
た。その理由が自治体の財政難。宇治や城陽では、
職員や保護者・市民などの強い要望にもかかわらず
1園づつが民営化されてしましました。また、新た
に第2段の計画も発表されています。大山崎では保
育所の民営化が出されると同時に｢考える会｣が発足
し、学習会や署名活動など活発に取りくまれ、同時
進行でたたかわれていた町長選挙にも大きな影響を
与え｢民営化反対｣の市長が誕生し振り出しに戻すこ
とができました。また、福知山などでも自治体財政
の悪化を人件費削減することにより乗り切るリスト
ラ策として、保育所を民間委託する計画を出してい
ます。

公立保育所の民営化は、ただ単に自治体の運営か
ら切り離すということにとどまらず、これまで国や
自治体が担ってきた公的保育を投げ捨てる危険性を
持っています。その流れででてきた｢認定こども園｣

年齢

子ども数
職員数

＊ただし、職員は臨職を含みます。

0歳児
（3：1）

17
6

1歳児
（5：1）

37
8

2歳児
（7：1）

47
7

3歳児
（20：1）

50
3

4歳児
（30：1）

43
2

5歳児
（30：1）

50
2
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ひとつの職場で仕事をしていると、遠慮があったり
時には気まずかったりする場面があります。行政の
人件費削減のターゲットにされている保育現場、人
を育てるのは書類を整理し片付けることとはわけが
違います。職員の配置人数さえそろえていればいい
というわけにはいきません。おとなが安定していな
ければ子どもも安定しません。子どもがいきいき育
ってほしいという思いはみんなが思っていること。
保育現場の職員のチームワーク、そして保護者との
連携がとれてこそ子どもはのびのび育つのではない
でしょうか。

最後に

保育所は、はたらく親や地域の人たちとともに育
っています。府内の自治体の地域性にあった保育が
行われ、多くの子どもが育っています。公立保育所
がその水準を保つことにより、民間の水準にも影響
を与えてきました。

公立保育所の存続と同時に、国・自治体が子ども
たちの健やかな成長を保障していく義務を果たせる
よう公的保育制度を守り発展させていくことが重要
です。そして、保育所で働くすべての職員が安心し
て働けるよう、保育部会としても学習や交流を行な
い運動をすすめていきたいと思います。

構想はその走りにすぎず、国・自治体が保育所や幼
稚園への財政的措置をしなくてもいいようなシステ
ムになり、当然、保護者の負担が増えることとなり
ます。保育所に入れる条件も｢緊急性｣より｢金銭的｣
なことが優先されることも予想されます。

｢認定こども園｣は、2006年10月から施行されてい
ます。国の要綱をもとに、都道府県、次いで市町村
での要綱策定が検討されています。まず第1に子ど
もの育ちを最優先に掲げて策定されなければ、子育
て支援施策にはなりません。現在、京都府段階で検
討されていますが、今ある、保育所や幼稚園の設置
基準より低いところもあります。

京都府内の認定された保育所では、おそらく｢認
定子ども園｣の申請をするところはないだろうとい
われています。しかし、幼稚園が保育所型をめざし
たり、企業が参入する可能性もあります。子どもの
安全が守られ、安心して過ごせる施設になるよう設
置基準をきめ細かく決めるなど是正させることが大
切です。

保育はチームワーク

人を育てる仕事が保育です。入所している子ども
たちはもとより、子どもをとりまくおとなとの関係
をつくるのも保育者の仕事です。新規採用保育士の
最も緊張する仕事は、「保護者対応」大なり小なり
行き違いや信頼関係での悩みを抱えてしまう人が少
なくありません。2、3年目の保育士がメンタルで休
職するケースもあります。子どもを真ん中において
話をしようとしても、保護者の子育て感も様々でな
かなか受け止めてもらえなかったり、反対に子育て
放棄に近い親もいます。もっと、ゆっくり保護者と
も関わりたいという思いを持ちながらも日常はその
余裕がなく追われている状況です。保護者の就労状
況もめいいっぱいで、やっぱり余裕がない家庭が多
くなっています。

また、職場でも、ギリギリの人数で時間に追われ
ている毎日です。せっかく採用された若い保育士に
いろんなことを伝えたいと思っても、その時間がな
かなか持てません。いろんな報告書類も増え、「事
務作業」も煩雑です。定例の会議だけでは消化され
ない保育の課題も山積みです。

正規・嘱託・臨職、同じ職種で処遇の違う職員が
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はじめに

安倍内閣は、多くの国民の慎重審議を求め、反対
する世論に背をむけ教育基本法改悪を強行しまし
た。そして、「教育再生会議」第一次報告をもとに、
改悪教育基本法の具体化をはかり、強制と排除の論
理で子どもと教職員にいっそう競争と管理統制を強
化しようとしています。

1、学校現場で子どもはストレスにさらさ
れ、教職員もクタクタの現実

学校現場では、上からの競争と管理の「教育改革」
のおしつけで、子どもたちはストレスをため不登校
やいじめの原因を増幅させています。そして、管理
強化と次々と降ろされる「教育施策」と劣悪な教育
条件整備が放置されるもとで、教職員も際限のない
長時間過密労働により疲労の蓄積とストレスにさら
され健康を破壊され、過労死があとをたたない状況
が広がっています。次にいくつかの調査等からその
実態を明らかにします。

①健康状態をたずねると、「良好」は22％、「不安」
が68％、「病気がち・加療中」10％。最近1ヶ月
の自覚症状について、「とても疲れる」96％、

「やや疲れる」4％、「過労死の不安を感じる」
49％（京教組「2004年度健康と生活アンケート」）

（図1・2）
②定年をまたず、早期退職する教職員が増加。京

都の公立学校で、2005年度末493名の退職者の
うち、早期退職が256名（52％、小学校では
62％）現職死亡も毎年10名以上。04年度14人、
05年度17人。

③うつ病など精神性疾患で病気休職をする教員
は、13年連続で増加し、2005年度4000人を突破。
病気休職者全体に占める割合が約60％と過去最
高になっています。（文科省調査）強い抑うつ
感を訴える男性教職員は、他業種労働者平均の
約1.8倍にものぼるなど管理強化のなかで強い
ストレスにさらされています。（労働科学研究
所教職員の健康調査委員会「教職員の健康調
査」）（図3）

④小中学校教員の超過勤務時間は1ヶ月あたり81
時間以上に及び国の過労死基準の80時間を超え
ています。しかも、労働基準法で定められてい
る休憩・休息もほとんど取れていません。

（2006年文部科学省「教員勤務実態調査」7・8
月分の暫定集計分）（図4）

図1 現在の健康状態について 図2 最近1カ月の自覚症状について

京都教職員組合

義務教育の「構造改革」の押し付けで教職員は今

レポート③
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2、放置されてきた教育条件整備の遅れが、
「構造改革」路線で加速

「構造改革」路線、「小さな政府」は、国の教育
に対する予算支出を削減し、国としての教育条件整
備の責任を放棄するものであり、教職員の勤務条件、
子どもの教育条件を一層引下げ、悪化させるもので
す。

（1）義務教育費国庫負担金の削減・廃止の動きと

その影響

「三位一体改革」のもとで、「義務教育費国庫
負担金」が補助金削減の目玉とされ、2006年度か
ら教職員給与費の負担率が2分の1から3分の1に引
き下げられました。このことは、全日本教職員組
合がおこなったアンケートにたいし全国市町村教

育長の85％が「国庫負担廃止・一般財源化反対」
と回答したことや、中央教育審議会における「国
庫負担制度堅持」という結論を無視するという国
民世論に背を向けた改悪強行でした。文科省の試
算ですら、負担金削減のかわりに税源委譲しても、
東京都が5割の増額、数県でプラスになる以外、
39道府県では削減額が上回り、実質マイナスにな
ることが明らかです。（表1）負担金から一般財源
化されると、過去1985年に国庫負担金から削除さ
れた「教材費」「旅費」などが各自治体でその3割
程度しか確保されていない例からみても、公共事
業費など市町村の別途費用に使われ教育費が不足
することが現実問題として懸念されます。その結
果、道府県の財政力によっては学校教育に必要な
教職員数が確保されない事態や、「総額裁量制」
の導入で自治体裁量で教職員の賃金と定数が自由

にできるなか、臨時教職員の
多用に拍車がかかり、生活保
護を受給しなければ暮らせな
いような劣悪な賃金、労働条
件の臨時教職員の増加が懸念
されます。さらに「骨太の方
針」の中では、国庫負担制度
の廃止そのものが検討されて
います。

（2）「骨太方針2006」による教職員定数の純減

の方針

国が30人学級に背を向け学級編成基準を40人の
ままとするなかでも、3000万署名運動など国民的
な要求と粘り強い運動による各自治体の努力で、
30人・少人数学級は東京都をのぞく46道府県まで
すすんできました。30人・少人数学級は、文部科
学省調査でもその効果が明らかにされ、2005年の
中央教育審議会の議論でも大勢をしめ制度化が待
ち望まれていました。しかし、財務省の反対で第
7次定数改善計画が2006年度予算での策定見送り
となり、さらには「骨太の方針2006」では、「公
務員総人件費改革」の一環として、義務教育費国
庫負担金見直しとして教職員定数を「今後5年間
で1万人程度の純減」を確保することを打ち出し
ました。文部科学省が2005年行った教員勤務実態
調査の7・8月分の暫定結果報告では、小中学校教
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図3 精神疾患による休職者数（文部科学省調べ）
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図4 教員の１日の「超過勤務」の実態
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員の7月の時間外勤務時間は平均約80時間で過労
死ラインに相当することが明らかになっていま
す。これを解消するには約10万人の教職員が必要
です。（全日本教職員組合の試算）この方針がそ
のまま実施されると、教職員のいのちと健康が破
壊されるだけでなく、全国的にすすんできた30
人・少人数学級が後退を余儀なくさせられる可能
性が大きくなります。

3、改悪教育基本法の具体化でいっそうの
管理強化が

安倍内閣は、首相直属の「教育再生会議」の議論
をもとに、4月実施予定の全国一斉学力テストはじ
め、教育関連法案を改悪して教員免許更新制など改
悪教育基本法の具体化を図ろうとしています。1998
年の中央教育審議会が校長権限の強化、学校評議員
制度創設と合わせ「不適格教員」排除を提起し、文
部科学省が「指導力不足教員」の認定制度を導入し
たことを契機に教職員評価制度導入が図られ京都府
でも05年度の全校試行をへて06年度から全校で実施
が始まっています。教職員が毎年度当初自己目標を
申告し校長との面談で確定し、年度末に校長から3
段階の評価を受け、その校長を教育委員会が評価す
るという制度です。「学校評価システム」とのリン
クで府教委の「教育改革」方針にもとづく「目標管
理」体制づくりであり、教職員同士を競争させ「自
己責任」で職場をばらばらにし教育にとって不可欠
な集団的な教育論議と協力体制、教職員の同僚性を
破壊するものです。教育委員会は、「教職員の資質
向上に資するもの」として評価結果を人事管理・研
修に活用するとしていますが、06年度から導入され
た公務員の「給与構造改革」による査定昇給制度な
どの評価と結びつけ賃金とのリンクがねらわれてい
ます。すでに評価を賃金とリンクさせている東京都
や大阪府では、教育現場に成績主義・差別と分断が
もちこまれさまざまな弊害が指摘されています。文
部科学省は、改悪教育基本法具体化の学校教育法

「改正」のなかで主幹や指導教諭などあらたな職制
を設置することを決め法案を提出しました。

4、教育条件の改善、どの子にもゆきとど
いた教育を

これまでの文部科学行政が、47年教育基本法第10
条で規制されていた教育内容に介入する一方、「教
育条件整備」の責務という本来的任務を果たしてこ
なかった結果、日本の教育費支出はGDP比でOECD
平均の5％を下回る3.5％と加盟30国中最低水準の29
位に陥っています。（表2）憲法第26条に規定された
国民の教育を受ける権利を保障するため、国として
教職員給与の半額を負担し全国どこでも一定水準の
教育を確保してきた義務教育費国庫負担制度を堅持
し、負担率を元に戻し国として全国どこでも一定水
準の教育が保障できるよう責任を果たさせるとりく
み、教職員定数の大幅な改善で早期に少人数・30人
学級を実現することが必要です。教育現場に評価制
度による賃金の差別・分断をもちこまさせないこ
と、子どもと父母国民、教職員がともにつくってい
く学校づくりが不可欠です。
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2006年度について試算（文部科学省調べ） 石井郁子議員作成

表1 義務教育費国庫負担金の削減による影響（百万円）

―はデータなし、ルクセンブルクは未報告
06.9.13京都より

表2 OECD加盟30カ国の公的教育支出割合

（GDP比、OECD調査）

北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京

神奈川
新潟
富山
石川
福井
山梨
長野
岐阜
静岡
愛知
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良

和歌山
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎

鹿児島
沖縄
合計

都道府県

42,012
11,849
12,252
16,951
8,784
9,746

16,063
20,743
14,207
14,093
40,673
36,270
58,671
47,515
18,637
7,610
8,522
6,471
6,892

15,364
14,648
23,299
43,755
13,629
9,845

17,121
52,856
36,602
10,211
9,256
5,009
7,083

14,274
19,987
11,414
6,803
7,484

11,325
7,612

32,655
6,705

12,301
14,049
9,799
9,279

15,170
11,168

846,664

補助率1/3の
場合の減少額

36,320
9,077
9,267

15,057
6,837
7,743

13,075
19,595
13,322
13,015
46,752
41,445
90,046
62,586
15,539
7,277
7,912
5,667
6,003

14,099
13,780
24,843
50,084
12,716
9,402

16,863
54,727
36,914
9,824
7,245
4,032
5,486

12,668
19,392
9,911
5,450
6,690
9,255
5,722

30,404
5,332
9,546

11,243
7,817
7,138

11,416
8,130

846,664

税源移譲に
よる配分
見込み額

-14％
-23％
-24％
-11％
-22％
-21％
-19％
-6％
-6％
-8％
15％
14％
53％
32％
-17％
-4％
-7％

-12％
-13％
-8％
-6％
7％

14％
-7％
-4％
-2％
4％
1％
-4％

-22％
-20％
-23％
-11％
-3％

-13％
-20％
-11％
-18％
-25％
-7％

-20％
-22％
-20％
-20％
-23％
-25％
-27％
0％

増減率 2003年　　1995年
デンマーク 8.3％ 7.7％
アイスランド 7.8 ―
ノルウェー 7.6 7.4
スウェーデン 7.5 7.2
ニュージーランド 6.8 5.6
フィンランド 6.5 6.8
ベルギー 6.1 ―
スイス 6.0 5.4
フランス 5.9 ―
ハンガリー 5.9 5.3
ポルトガル 5.9 5.4
メキシコ 5.8 4.6
ポーランド 5.8 5.3
米国 5.7 ―
オーストリア 5.5 6.0
英国 5.4 5.2
オランダ 5.1 5.1
カナダ 5.0 6.5
イタリア 4.9 4.9
オーストラリア 4.8 5.0
ドイツ 4.7 4.6
韓国 4.6 ―
チェコ 4.4 4.6
アイルランド 4.4 5.0
スロバキア 4.4 5.0
ギリシャ 4.3 3.1
スペイン 4.3 4.6
トルコ 3.7 2.4
日本 3.7 3.6
OECD平均 5.5 5.3
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はじめに

非正規労働者が2004年で1600万人を超え、労働者
の3人に1人、うち8割は年収200万円以下の所得とい
う状況。勤労者世帯の年間収入が8年連続減少、年
収300万円以下の給与所得者が5年間で185万人も増
加。2005年度には、生活保護世帯が月平均で初めて
100万世帯を超えるなど国民生活の貧困化が広がり、
格差が拡大しています。こうした経済状況が、保護
者の生活に反映、深刻な生活実態をうんでいます。
一方、政府が受益者負担主義をかかげ公教育費を削
減するなか、義務教育から中・高等教育段階にいた
るまで教育費負担の増大が家計を圧迫し、経済的格
差が教育格差に連動し子どもの就修学に大きな影響
を及ぼす事態になっています。

1、格差と貧困の広がりが、
子どもと教育を直撃

「構造改革」路線による貧困と格差の広がりが保
護者の家計を直撃し、子どもと教育に深刻な影響を
与えています。以下いくつかの調査や資料からその
実態をあきらかにします。

（1） 京教組が2006年に行なった「経済状況の変

化が及ぼす子ども・教育への影響」調査から

○学校納付金の延納・滞納の状況について
・給食費等の学校納付金の延納・滞納が増加。
・学級通信の冊子代（1500円）を「お金がない

から…」と購入しない家庭があった。
・9か月分の滞納を就学援助の申請によって解

決した。
・事業がらみの負債で多額（16万ほど）の給食

費の滞納。
・毎月学年20件以上、全体で60件入らないとい

う学校。
・年度内に完納できない家庭。卒業時にこれま

での分を一括納めた家庭。滞納のまま卒業し　
たた児童が3名。

○その理由で特徴的なこと、子どもに及ぼす影響

・収入の不安定。保護者のリストラによる失
業・賃金カット。経営する企業の不振。

・旅館や民宿業が多い地域で昨年・今年と父親
の自死。親子行方不明。離婚による父子・母
子家庭の増加と、母親の職業がパートなどの
安い賃金で生活を支えている。

・就学援助を申請しないと修学旅行に行けな
い。生活のすさみ、食生活不安定等による不
登校傾向。食生活の乱れ（カップヌードルの
み）。不規則な生活（遅寝遅起）。

（2）就学援助受給者の増大（図1）

就学援助受給世帯がこの4年間で4割増え、京都
府で15.7％（全国平均12・8％、133万7千人）7人
に1人の割合になっており、受給者増加の要因が

「倒産・リストラなど経済的状況の変化」が最も
多くなっています（文部科学省調査　06年6月）。

（3）高校授業料減免制度利用者の増大（図2）

京都府内の高校授業料減免制度利用者も過去最
高を更新し、府立高校で5000名をこえ13.59％

（10月時点、率で5年前の約3倍に）、市立高校
23.1％（11月時点、率で5年前の1.3倍に）となっ
ています。府立高教組の調べでは授業料減免と大
学進学率に負の相関関係が見られ、家庭の経済力
が進学状況に反映しており「生徒に格差社会の影」

（京都新聞）と報道されました。高等学校では、
授業料が払えない生徒がふえ事務職員が夜遅くま
で家庭訪問したり、授業料の減免申請が増え多大
な超過勤務も発生しています。先の調査によれば、
経済的理由で行きたい高校を諦めざるを得ない、
公立高校への希望の増加など進路変更も生まれて
います。日本高等学校教職員組合のアンケート調
査（2006年10月実施23道府県77校から回答）によ
ると「経済的理由」により退学した生徒がいる高
校は26％と昨年の同調査より6.4ポイント増加。
修学旅行に参加しない生徒のいる学校は60％に及
んでいました。

京都教職員組合

「構造改革」路線と子どもの就修学保障をめぐる動き

レポート④
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06.2..5赤旗より
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（4）「規制緩和」による労働法制改悪・非正規労

働の増大が、高校等卒業者の進路に暗い影を

・行きたい高校にいけない、諦めざるをえない。
私立希望から公立（通信制・定時制）への切
替。公立高校希望の増加。公立高校、定時制、
就職しか希望できなくなってきている。などの
状況が明らかになっています。

・06年3月高卒者の就職率は、京都95.6％（全国
92.8％、文部科学省調べ）と前年に比べ幾分は
改善されてきています。しかし、その内容をみ
ると、求人の中身が派遣・請負、1年契約、パ

ートなどの不安定雇用が増加している一方、求
人の中身が生徒の希望する職種や学んだことが
生かせる職種があまりにも少なく諦めてフリー
タを選ぶ生徒がでるというのが実態です。その
結果、就職してもしばらくして離職する高卒者
が5割にも達しています。ある府立高校では、
16名の就職者のうち10名が長時間労働や低賃
金、また法違反の劣悪な労働条件の中で離職し
ていました。

（5）高等教育での学費値上げ、奨学金のローン化

（図3）

図1 急増する就学援助

図2 京都府内の公立高で授業料の減免を受ける

生徒の割合

図3 奨学金事業の推移

奨学金を返せない人が急増
（3カ月以上の滞納者数と滞納額）
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日本の大学の平均初年度納付金は国立が約82万
円、私学が約130万円と世界一高く際立っていま
す。（別紙）政府が受益者負担原則をふりかざし
次々に公立学校授業料を引上げてきた結果です。
その一方で「構造改革」路線で日本育英会が廃止
され独立行政法人日本学生支援機構となり、奨学
金の有利子枠と無利子枠の比が98年度の1：3から
2：1と逆転し教育ローン化しています。欧米では
奨学金は貸与でなく給与が一般的な流れであり、
卒業しても正規雇用が少なくフリータや非正規雇
用が増大し滞納債権額や返還猶予件数が増加する
なか、政府はとりたての法的措置の強化・拡大を
図ろうとしていることは、アルバイトに追われる
授業にも出られない大学生が増えるなど学生の学
ぶ権利を奪うものです。

2、「構造改革」路線でさらに拍車をかけ
る政府

こうした状況にかかわらず、政府は「構造改革」
路線でいっそう国の教育への責任を放棄し、こうし
た格差と貧困の拡大のなかで教育の機会均等を奪
い、就修学保障を危うくする事態に追い討ちをかけ
ています。

（1）就学援助制度の「準要保護」の国庫負担はずし

就学援助制度は、憲法第26条「国民の教育を受
ける権利」を具体化し、教育の機会均等にもとづ
き経済的困難な児童・生徒に市町村が補助を行
い、国がその一部にたいし補助金を交付する制度
です。ところが国は、就修学保障の充実こそ求め
られるときに教育への条件整備義務を放棄し、補
助金削減を行いました。「三位一体改革」で2005
年度から生活保護受給世帯（要保護世帯）に準ず
る「準要保護世帯」にかかる国の補助金を対象か
らはずし一般財源化しました。その結果、財政難
のなか市町村では、議会が準要保護廃止を提案し
たり予算減額するなど制度の後退が起こってきて
います。「準要保護者」の認定基準を引き下げ、
支給対象を縮小し、支給額を削減した自治体が全
国で105市区町村にのぼる（調査対象2095市区町
村）ことが文部科学省の調査でも明らかになって
います。京都府内でも議会で予算削減の提案がさ

れようとした自治体、認定基準を引下げた自治体
など制度の後退が生まれています。京都市では、
2006年度に所得制限の目安が改悪されたため、昨
年まで受給していた900名以上の児童・生徒が就
学援助を受けられないという事態が起きていま
す。

（2）文部科学省の「給食費滞納」調査

文部科学省は全国の小中学校を通じ給食費の滞
納状況を調べる調査を2006年秋行いました。調査
結果は、約半数の学校で未納者が増加、原因とし
て保護者の経済的な問題と答えた学校が3分の1に
及び滞納の背景に経済的困難があることは確かで
す。文部科学省は「本人が払う意識がない。保護
者のモラルの欠如と決めつけ」対策強化を求める
通知を自治体へだしました。未納問題の背景にあ
る経済的困難をみないで、自己責任にする問題の
あるものです。義務教育費無償の原則にたち、給
食費無償を実現する方向での努力こそ国に求めら
れます。

3、義務教育費無償化の実現、中等・高等
教育の斬新的無償化にむけて

憲法第26条にもとづいて、教育費の父母負担を軽
減し、経済的理由で子どもの学習権が脅かされない
よう就修学保障制度の改善・充実をはかり「義務教
育は無償」を文字通り実現していくとりくみが必要
です。国が憲法にもとづき、その責任で制度の充実
をはかることを要求していくことが必要です。日本
政府は、国際人権社会権規約第13条2項（B）（C）

（中等・高等教育の漸進的無償化）をいまだ批准し
ていない世界で3カ国のうちの一つで国連から是正
勧告を受けています。就学援助制度の後退を許さず
就修学保障制度の拡充を求めるとりくみ、給食費は
もとより義務教育費無償化の実現を求めるとりくみ
をすすめることとあわせ、高すぎる学費を下げ国際
人権社会規約第13条2項（B）（C）の早期批准で中
等・高等教育の斬新的無償化にむけて政府・文部科
学省へのとりくみを広げていくことが重要です。
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1、給食費

1月下旬の新聞で「給食費未納」問題が一斉に報
道されました。

テレビなどでも「給食費は払わず高級外車を乗り
回している。」など「とんでもない親」の例がとり
あげられていました。

このマスコミのキャンペーンは、実は住民に対し
「自己責任」「応益負担」論をを押しつける役割を果
たしています。

国は赤字財政の地方への押しつけ、一層の構造改
革を進めるために、地方自治体に対して人件費と福
祉削減の「地方行政改革」の推進を迫っています。

国民の中には「貧困と格差」が進んでおり、当然、
生活保護、就学援助を受けるべき人は増えているの
ですが、生活保護を申請の段階で抑制したり、就学
援助の基準を見直すなど福祉の切り捨てが進んでい
ます。05年度から、就学援助に対する国庫補助金が
生活保護世帯だけに限定され、準要保護に対する援
助については、使い道を限定しない交付金に「一般
財源化」されました。京都府内でも宮津市が就学援

助の対象者の所得基準を生活保護基準の1.5から1.3
に切り下げるとしています。（宮津市集中改革プラ
ン）

不安定雇用の労働者は全労働者の1／3となり、30
歳未満や女性では1／2となっており、預貯金を持た
ないもたない世帯が20％を越えるなど、家族の病気
や事故など些細な生活の変化で収入が途絶える状況
があります。

京都府内で04年に就学援助を受けていた児童生徒
の数は全体の15.74％、自治体によっては25％を超
えるところもあり、年々増加しています。

一方、地方自治体は「集中改革プラン」のなかで、
収入を確保するため、税や料の徴収の強化を図ると
しており、京都の各市町村でも、税の未納者への催
告・差し押さえの強化、水道料金未納者への給水ス
トップなどが改めて書き込まれています。

給食費に関しても全国的には「督促のキャンペー
ン」などが行われており、「給食費を滞納した場合
に給食を一時停止」を条例で定めたり、プリペード
カード方式にするなどの自治体も出ています。京都
では京都市の中学校と養護学校で給食費の徴収も民
間委託されています。

2、民間委託

京都府内では13の自治体でなんらかの民間委託が
導入されており、学校数で32％、児童生徒数で35％
に及んでいます。「集中改革プラン」によれば、さ
らにこれを推進または検討することが表明されてい
ます。

正職員を新たに採用せず、人員を削減したり、臨
時・嘱託職員に置き換えて、順次民間への委託をす
すめるなどのなかで、学校給食調理員の内、直採用
の正規職員は京都全体で62％、京都市を除くと38％
となっています。

京丹後市では、臨時･嘱託職員を雇い止めにし、
新たに市が100％出資した人材派遣会社を通じて派
遣労働者として受け入れています。

※世帯数は年度内の延数を12月で除して実数とし、全世帯数に対
する割合を計算した。
資料：京都市保健福祉局地域福祉課、府生活福祉室、府統計課（京
都府推計人口調査）

要保護・準要保護児童生徒数の推移

京都自治労連

構造改革と京都の学校給食

レポート⑤
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自校
自校
自校
自校
センター

センター

センター
センター

センター

センター
自校

センター

センター

平成17年度外部委託状況

市町村名
向日市
長岡京市
大山崎市
宇治市
城陽市
八幡市
京田辺市
久御山町
井手町
宇治田原町
山城町
木津町
加茂町
笠置町
和束町
精華町
南山城町
亀岡市
美山町
園部町
八木町
日吉町
京丹波町
綾部市
福知山市
舞鶴市
三和町
夜久野町
大江町
宮津町
京丹後市
加悦町
岩滝町
伊根町
野田川町
岩滝宮津
市町村計

（京都市除く）

京都市

全体

学校数
6

10
2

22
15
11
9
3
3
4
3
8
4
1
2
5
2

18
6
5
5
3
9

14
19
20
4
4
4
9

40
4

11
4
6
0

285

259

児童生徒数
3087
4324
843

11050
6177
3831
3628
932
633

1069
711

3628
692
81

363
2600
151

5908
405

1002
404
306

1089
2419
4159
5460
335
328
427

1186
6057
663
410
239

1152
0

75749

98573

外部委託

学校数
4
7
2
9

15
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2

18
0
5
0
0
0
0

19
7
0
4
0
0
3
0
0
0
0
0

98

74

児童生徒数
2139
3191
843

4378
6177

0
0
0
0
0

711
0
0
0
0
0

151
5908

0
1002

0
0
0
0

4159
2788

0
328

0
0

362
0
0
0
0
0

32137

29558

外部委託率

学校数
66.67

70
100

40.91
100

0
0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

100
100

0
100

0
0
0
0

100
35
0

100
0
0

7.5
0
0
0
0

34.39

28.57

児童生徒数
66.67

70
100

40.91
100

0
0
0
0
0

100
0
0
0
0
0

100
100

0
100

0
0
0
0

100
35
0

100
0
0

5.98
0
0
0
0

42.43

29.99

方式
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◆民間委託をすすめた城陽の場合

給食センターが民間委託となりほぼ1年を経
過したころ、よりよい給食を考える会の方や
元給食センターに勤めていた職員・保護者な
どが集まり、民間委託となった給食の現状を
話し合いました。

同じ敷地内に小、中合同のセンターを建設
し、その中に無理に設備を備えつけたため献
立面、作業面など問題点が数多く出てきてい
ます。

釜が4つしかないため中学校が汁物にすると
小学校では汁物が付けられないなど献立にも
支障がでています。

委託先の職員体制は複雑で、本社社員、現
地社員、マネージャー、副責任者、主任、管
理栄養士、パート、アルバイトなど様々で、
本社社員は仕事の責任が重い割に労働条件が
悪く、当初からいる人は一人だけという状況
で、調理機器の扱い方など基本的な経験が蓄
積されません。

民間委託では委託料が低く抑えられるため、仕事
の大変さに比べ賃金が安く、本社職員さえ定着しな
いので、調理機器の使い方などの基本的な技術も蓄
積されないなどの問題がおこっています。

また、学校給食衛生管理マニュアルも事実上棚上

げにして運営しているところもあり、給食の安心安
全に対する責任の所在が曖昧になっています。

3、偽装請負

兵庫県の丹波市では学校給食の調理部門の民間委
託化を計画していましたが、労働局の指導により偽
装請負となることから計画を断念して直営で運営す
ることとなりました。

契約では「市が購入した食材を業者が調理する」
となっていましたが、これは請負と派遣の区分につ
いての労働省告示（昭和61年4月17日告示第37号）
に違反することになるからです。

京都府内でも、現行の学校給食の業務委託は、自
治体職員が委託先の職員に直接指示することが契約
書に明記されていたり、業務の管理・評価を自治体
側が細部にわたってやることが決められているな
ど、実は「偽装派遣」であると思われる実態があり
ます。

自治労連としては、今後実態を調査し、学校給食
の民間委託を直営に戻すことや、学校給食の仕事に
従事している人の労働条件の向上により、子どもた
ちに安心で安全な学校給食を提供するよう運動をす
すめていきたいと思います。

学校給食調理員雇用形態（京都全体） 学校給食調理員雇用形態（京都市外）

委託臨時・パート�
11％�

委託正職�
10％�

臨時・嘱託�
17％�

正職員�
62％�

委託臨時・パート�
18％�

委託正職�
16％�

臨時・嘱託�
28％�

正職員�
38％�



─ 53 ─



─ 54 ─

1、どのくらいの非正規労働者が働いてい
るか

昨年、総務省が初めて自治体の非正規労働者の実
態調査を行った。1週あたり20時間以上、6ヶ月もし
くは6ヶ月以上（予定含む）の任用という条件で、
京都府内の自治体では、京都府・京都市を除いて
4700人の労働者が働いている。平均すると正規職員
の40％強となるが、自治体によっては、正規労働者
の3分の2近い非正規労働者が働いており、正規労働
者の半分以上の自治体は、5市町ある。少ない自治
体でも30％程度の非正規労働者が働いているのであ
る。

ただ、この調査もどれだけ正確かというと、はな
はだ不安である。病院など市長部局からはずれた職
場が入っていなかったり、公立病院はじめ一部事務
組合は統計からはずされていたりいる。また、週20
時間未満の労働者の統計はないが、そこまで入れる
と、ある市の例をとると統計数字の倍くらいの人数
になる。その上、任用根拠が「地公法3条」2096名、

「17条」291名、「22条」1894名、「その他」419名と
なっており、扱いが自治体によってバラバラなので
ある。本来義務づけられている「就業規則」（それ
にかわるものとして、「臨時職員取り扱い要綱」等
がある）も、きっちり整備・見直しをしていない自
治体も見受けられる。

また、自治体直雇用の非正規労働者以外にも、障
害、介護保険等に関わる事業・施設、給食、文化施
設、公園・運動施設など、（場合によっては学童や
保育も）外郭団体に委託、指定管理している部署で
働く非正規労働者も少なくない。同時に、「財団」
など外郭団体での「市職員に準じる」賃金水準が、
指定管理者制度で崩れてきており、また、指定管理
期間が定められ、非正規雇用だけでなく、プロパー
の正規職員も、雇用と労働条件が不安定になってき
ている。

2、安すぎる賃金、民間より低い賃金水準

2006年2月に京都自治労連で調査したところ、時
間給・日給・月給と違いがあるが、時間給720円～
830円（一般事務等）、保育士では、800円～900円

（一部、月給の嘱託保育士を時間で割り戻すなど、
1300円程度になる）、比較的高い看護師・保健師で
も、低いところでは時給950円となっている。北部
の病院では、非正規の看護師が、民間へ移るケース
が多い。

「何年働いても給料が同じ」「ボーナスの支給日
はつらいので休む」など、昇給制度がない、一時金
や退職金が支給されないなどの不満も高い。07春闘
アンケートの非正規労働者の要求ベスト5は、1位賃
金アップ（54％）2位ボーナス支給orアップ（43％）
3位雇用の安定（32％）、4位経験年数加算（26％）、
5位退職金制度（25％）となっている。実際、昇給
制度は宇治市、京都市など一部しか実現していない
し、臨時職員はフルタイムで何年働いていても一時
金、退職金は出ない（一部支給している自治体あり）。
嘱託職員でも、退職金は出ているところはほとんど
ないし、一時金も半分近い自治体では支給されてい
ないし、支給しているところでも、1ヶ月程度とい
うところが多い。まさに、年収ベースでは、正規職
員の3分の1、2分の1もいけば良い方というところだ
ろう。

これは、民間パート労働者の実態（平成16年、京
都府労政課調査資料）－府内女性パートタイマー時
間給平均950円、賞与の支給（36.1％、「経営状況に
より決める」を含めると69.3％）、昇給制度（定期
的に昇給30.4％、「不定期に昇給」含めると73.4％）
と比較しても完全に見劣りする。

3、雇用の安定、休暇制度や福利厚生など
での「均等待遇」は？

低賃金、賃金格差と同時に大きな要求であり、不
安が、「雇用の安定」である。07春闘アンケートで、

「不満・不安に感じること」の1位が「低賃金」

京都自治労連

非正規労働者の増大で

8

増大する自治体での非正規労働者

レポート①
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（45％）、2位が「雇用不安」で41％となっている。
実際は、3年以上働いているという人が、アンケー
ト回答者の50％を占めているが、任用期間は、半年
以内（臨時職員）か1年（嘱託職員）しか認められ
ないのである。

民間労働者では、有期雇用でも、繰り返し雇用さ
れているならば、「整理解雇4要件」が適用され、

「雇い止め」は許されない（裁判でも勝利できる）。
しかし、公務員は、「任用行為」ということで、「雇
い止め」撤回求め、裁判を起こしても勝てないので
ある。

地方公務員法は、正規職員以外が公務の職場で働
くことは極めて限定的になっており、任用（雇用）
の根拠となるのは、地公法3条での「非常勤嘱託」

（1年の任用期間）か、地公法22条の「臨時職員」
（法では、半年以内の期間で更新1回のみ）か、あと
は、再任用や短時間公務員制度など限られている。
そもそも、「脱法的」に「任用」しているのである。
ところが、先にふれたように、通常業務の戦力にな
ってきており、しかも、保育士・栄養士・調理師・
看護師・図書館司書・学童指導員など経験や資格の
必要な職員が、何年も繰り返し「任用」されている
のである。

パートタイム労働法や育児介護休業法（どちらも
公務員は適用除外）改正で、有期雇用労働者でも繰
り返し「雇用」されている労働者には、育児介護休
暇を与えなければならないし、社会保険料はその期
間免除になるのだが、自治体非正規で育児・介護休
業をとることのできる所は少ない。「1年の任用期間」
が制度導入の「壁」と感じる当局が多いのである。

また、少子化対策のための「次世代育成支援行動
計画」を各自治体とも作っているが、非正規職員は
視野にない。子どもの看護休暇も、実現している自
治体は数えるほどしかない。全体として、夏休や忌
引きなども均等待遇にほど遠い。ただ、休暇制度は
賃金引き上げよりも、財政的に負担にならないこと
や当局に拒否する理由が脆弱なことから、要求し交
渉しているところでは制度改善が早い。

福利厚生制度も「格差」が厳然としている。互助
会ですら正規職員の「互助」のためにある。といっ
ても過言でない。

4、問題の根っこと闘いの方向

問題の根っこに、社会全体としての問題（安上が
りの非正規労働者の賃金水準、また扶養手当など年
収103万、130万の壁といった制度的問題や最低賃金
の低さなど）が横たわっている。同時に、非正規で
も公務員だからという「適用除外」という法律の

「壁」もある。
しかし、現実には、自治体の財政難や「官から民

へ」の自治体リストラの流れから、非正規公務員は
確実に増えている。京丹後市の自治体100％出資の
派遣会社（京丹後市総合サービス株式会社）へ、自
治体臨時職員からの置き換えといった事例も発生し
ている。

ただ、家計の補助といった人だけでなく、母子家
庭であったり、配偶者のリストラであったり、家計
を担う人も確実に増えている。また、若い人も少な
くない。すべての自治体の非正規労働者を正規化す
ることができないなら、今後とも、行政サービスの
担い手となっていくのならば、将来生活の見通せる

「仕事」に、雇用の安定と労働条件の改善をしてい
かなければ、働く者はたまってものでない。

当該労働者を組織し、声なき声を形にしていくこ
とが必要である。最低賃金の引き上げ、パートタイ
ム労働法の実効ある改正など対政府の運動を大きく
していくこと、自治体リストラを許さない闘い、そ
して、各自治体での、また、外郭団体での非正規労
働者の組織化と要求実現を着実に積み重ねていかな
ければならない。
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正規職員総数

一般事務

保育士

典型的職種①

典型的職種②

低い職種

高い職種

有休

忌引き

夏休等

自治体名

再
任
用

・
嘱
託

舞鶴市 宮津市 向日市 大山崎町 宇治市 宇治
田原町 久御山町 八幡市

調査対象

再任用職員数

再雇用嘱託数

嘱託職員数

職種

時間給

日給

月給

勤務時間

時間給

月給

勤務時間

職種

時間給

日給

月給

勤務時間

職種

時間給

日給

月給

勤務時間

職種

時間給

日給

月給

勤務時間

職種

月給

勤務時間

市長部局のみ

1,001

0

17

143

925

5,920/7.5h

112,500

最高30時間

955

20時間未満

看護師

1,195

7,620/7.5h

137,500

最高30時間

保健師

7,920/7.5h

最高30時間

一般事務

925

参与

209,500

30時間

○

×

×

1

6

65

113,900～

136,100

30h

診療所看護

師

153,500

30h

給食調理員

122,900

30h

連絡所用務

103,200

30h

診療所看護

師

153,500

30h

○

×

×

5

76

110,300

30h

120,300

30h

看護師

130,300

30h

運転手

125,300

30h

一般事務

110,300

30h

税務課出納

事務

230,000

30h

○

○

○

3

34

157,200

32h

138,800～

40

調理師

138,800～

40

警備員

97,000

16

学童指導員

376,400

40

○

○ 勤務時間

に比例し正規

職員と均等

○ 同上

1,422

14

1

489

151,100

35.5h

151,100

36

保健師

170,800

36

学校調理

6,870（8h）

発達相談員

234,400

36

○ 雇用時

半数を前倒

しで付与

○ 少ない

○ 週5日勤

務で3日

130

29

160,200

32

介護保険訪

問調査員

160,200

32

給食調理員

148,500

32h

学校教育指導

134,400

32

医療事務員

184,400

32

○

○ 少ない

○ 生理休

暇1回につ

き1日　夏

期休暇3日

6

86

143,300～

269,300

37.5h

148,500

37.5h

調理員

143,300

41h

収集作業員

170,700

37.5h

132,700

30

電子計算室

269,300

37.5h

○ 継続し6

ヶ月以上雇

用のもの

○ 少ない

○夏季期間

中（7～9月）

に3日間

655

175

168,350

30h

170,200  賞与

4.45ヶ月有

40h

学童指導員

159,650  賞与

4.45ヶ月有

消費生活相

談員

195350

賞与無

35h

○

週5日以上

勤務12日

○ 均等

○ 勤務条

件により最

大7日
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1,244 1,243

2

299

119,900

30時間未満

看護師

同上

161,200

給食調理

123,000

同上

学校用務員

101,000

同上

病院看護師

162,500

同上

○

○ 少ない

○8月の勤務条件

の範囲内におい

て1日を夏休　1

ヶ月の平均勤務

日数が20日を越

える勤務をして

いる方は8月中に

2日間

4

調理員

190,000

40

○

○

×

77

16

98,700

32

103,900

学校給食

97,000

看護師

180,100

○

○ 少ない

○ 夏期休

暇3.0日

127

16

登記事務

200,000

40

レセプト点検

212,915

40

最終処分場

管理委員

150,000

33

○

○ 均等

○7月～9月

の間、連続

して3日間

409

14

125

120,000～

140,000

28～30h

看護士

6,800

斎場管理

210,000

30h

○

×

×

79

8

クアハウス

支配人

230,000

40

母子センタ

ー管理人

35,000

20

AET

312,000

40

×

×

○ 夏休3日

101

？

151,800/

121,400

40H/32H

看護師（正）

225,300/

180,200

40H/32H

看護師（準）

208,000/

166,400

40H/32H

児童クラブ

指導員

146,400/

117,100

40H/32H

正看護師

151,800/

121,400

40H/32H

○

×

×

172000

32H

172000

32H

レセプト縦覧

187000

32H

心理職員業

務

224000

32H

区役所宿直

150000

32H

心理職、滞

納整理職、

福祉関係

224000

32H

○

○

○

京丹後市 福知山市
加悦谷
学校給食

伊根町 野田川町 綾部市 岩滝町 和束町 京都市

575

6

501

790

150,100

30

990

172,800

30

看護師

1,500

172,800

30

調理員

930

129,400

30

一般事務

790

ふたば園園長

（心身障害児

通園施設）

514,900

30

○

○ 正規職

員と均等

○公民として

の権利行使、

公務上の負

傷・疾病など

加悦町

98

26

150,000

145,000

清掃作業

182,500

168,500

162,500

給食

150,000

○

×

×
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臨
時
職
員

嘱
託
の
権
利

臨
職
の
賃
金

×

×

○平均月給

×1.35ヶ月

×

×

○

○

×

90

5,920/8h

40時間

6,120/8h

40時間

看護師

7,620/8h

40時間

調理師

5,920/8h

40時間

一般事務

5,920/8h

40時間

看護師

7,620/8h

育児・介護休暇

子看護休暇

一時金

退職金

通勤手当

社会保険加入

雇用・労災保険

共済組合・互助会

臨時職員数

その他雇用数

一般事務

保育士

典型的職種①

典型的職種②

低い職種

高い職種

自治体名 舞鶴市 宮津市 向日市 大山崎町 宇治市 宇治
田原町 久御山町 八幡市

時間給

日給

勤務時間

時間給

日給

勤務時間

職種

時間給

日給

勤務時間

職種

時間給

日給

勤務時間

職種

時間給

日給

勤務時間

職種

時間給

日給

勤務時間

×

×

○ 年間

1.5月分

×

○

○ 30時間

以上

○ 20時間

以上

×

47

5,800/8h

6,120/8h

看護師

6,500/8h

給食調理員

5,900/8h

一般事務

5,800/8h

看護師

11,500/8h

×

×

○ 基本給

×3.3月

×

○

○ 20時間

以上

○ 20時間

以上

×

141

720

880

看護師

7,910/7.5h

栄養士

7,700/7.5h

一般事務

720

保健師

8,530/7.5h

○ 有給

○ 常勤の

み支給

×

○

○ 30時間

以上

○ 30時間

以上

○ 常勤12

月以上勤務

55

720

820

調理師

770

一般事務

720

保健師

1,160

×

×

○ 6月1.6

12月1.75

合計3.35

○2年6月以

上勤務1.35

月　10年以

上で6.6月

○

○ 30時間

以上

○ 20時間

以上

×

403

5,900/7.5h

6,700/7.5h

保健師

8,700/7.5h

一般事務

5,900/7.5h

保健師

8,700/7.5h

×

×

○ 期末報

酬（職員に

準じて支給）

×

○

○ 32時間

以上

○ 32時間

以上

×

5,700/8h

6,400/8h

看護師

7,200/8h

調理員

5800/8h

一般事務

5,700/8h

保健師

8,000/8h

○ 無給

（継続加入

につき個人

負担あり）

×

×

×

○

○ 30時間

以上

○ 30時間

以上

×

148

5,700/7.5h

30～37.5h

960円～

1,300円

6,400/7.5h

調理師

2,900/3.5h

17.5h

収集作業員

7400/7.5h

37.5h

一般事務

5,700/7.5h

30～37.5h

保健師

8,500/7.5h

○ 無給（育

休は免除、

介護休暇は

免除なし）

×

○ 週37.5h

以上勤務の

者

同上

○

○ 30時間

以上

○ 30時間

以上

268

725

5,440/7.5h

37.5h

808

6,060/7.5h

37.5h

看護師

950

7,130/7.5h

37.5h

調理員

725

5440/7.5h

37.5h

一般事務・

調理員

725

5,440/7.5h

37.5h

看護師

950

7,130/7.5h

37.5h

○共済組合：
週40時間以上
勤務の者（1
年目は社保）
互助会（厚生
会）：週37.5h
以上勤務の者
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京丹後市 福知山市
加悦谷
学校給食

伊根町 野田川町 綾部市 岩滝町 和束町 京都市

134

335 非常

勤職員、週

30以下

830

6,410/8h

40時間以下

860

6,610/8h

40時間以下

調理師

860

6,610/8h

40時間以下

看護師

1,410

11030/8h

40時間以下

一般事務作

業員他

830

6,410/8h

40時間以下

助産師

1,500

11,670/8h

40時間以下

×　無給

×

×

○報酬月額に勤

務期間別支給率

を乗して算出

○通勤距離2Km

以上の場合、規

則で定める額

○

○

×

368

787

5,900/7.5h

勤務条件による

867

6,500/7.5h

同上

看護師

1,000

7,500/7.5h

同上

調理師

827

6200/7.5h

同上

一般事務

病院助産師

1,227

9,200/7.5h

同上

×

×

○年2回　1

ヶ月相当分

×

×

○ 40時間

以下

○ 40時間

以下

○

1～3人

調理員

850

×

×

○

×

○

○

○

×

18

5,700

6,000

給食調理員

5,600

保育士

6,000

○ 有給

○ 有給

○ 一月分

×

○

○ 30時間

以上

○ 20時間

以上

○

65

6,000

資格あり

6,200なし

看護師

6,500

栄養士

6,500

雇用なし

用務員

5,800

保健師

6,800

雇用なし

×

×

×

×

×

○ 30時間

以上

○ 20時間

以上

×

25

5,900/8h

40

6,300/8h

40

看護士

6,800/8h

40

保健師

7,200/8h

40

×

×

×

×

×

○

○

×

17

16

775

6,400/8h

40

800

6,400/8h

44

調理師

750

6,000/8h

調理師

750

6,000/8h

保育士

800

6,400/8h

×

×

○ 0.5ヶ月

分

×

○

○

○

×

32

750

6,000/8h

850

6,800/8h

正看護師

1,300

10,400/8h

准看護士

1,200

9,600/8h

一般事務

750

6,000/8h

看護師

1,300

10,400/8h

○

○

○年2.3月

以内

×

○

○

○

○

A8000/B6450

40H以内

城陽市

×

×

×

×

○

○1日6時間

以上から週4

日以上勤務

○ 20時間

以上

×　一部の

参加型事業

へは参加可

95

760

5,500/7.25

6,200/7.25h

看護師

7,800/7.25h

調理員

5900/7.25h

一般事務

760

情報教育指

導員

23,500/5.0h

加悦町

×

×

○1ヶ月分賃

金、中には10

日分・15日分

の人も有り

×

○

○

×

52

3人清掃パー

ト（月火木

金AMのみ）

時給800円

6,200

時間外保育

900

7,100

給食

770
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自治体名

臨
職
の
権
利

舞鶴市 宮津市 向日市 大山崎町 宇治市 宇治
田原町 久御山町 八幡市

○ 半年経

過後1～5日

×

×

×

×

○平均月

給×0.81ヶ月

×

×

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

○ 有資格

職種のみ

○30時間以

上かつ2ヶ

月以上雇用

○ 40時間

以上かつ1

ヶ月以上雇

用

×

○

×

○

×

×

○

×

○

○ 30時間

以上

○ 30時間

以上

×

○

×

×

×

×

×

×

○

○ 30時間

以上

○ 30時間

以上

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○30時間以

上で2ヶ月

以上雇用の

み

○20時間以上

勤務で1年雇

用が見込ま

れる時のみ

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○ 30時間

以上

○

×

○

×

×

×

×

×

×

○

○ 30時間

以上

○

×

○

×

×

×

×

○（別紙2）

×

○

○ 30時間

以上

○ 30時間

以上

×

有休

忌引き

夏休等

育児・介護休暇

子看護休暇

一時金

退職金

通勤手当

社会保険加入

雇用・労災保険

共済組合・互助会

そ
の
他



─ 61 ─

京丹後市 福知山市
加悦谷
学校給食

伊根町 野田川町 綾部市 岩滝町 和束町 京都市

○

○ 少ない

×

×

×

×

×

通勤手当相

当分賃金加

算有り

○ 3/4以上

○ 20時間

以上

×

○

×

○8/10～20の期間

を通して雇用さ

れる職員に限り

この期間に1日の

夏休とする。た

だし職員と同様

の勤務をしてい

る臨職は8月中に

2日を夏休とする

×

×

×

×

×

○職員と同様の

勤務で2ヶ月を

越える雇用が見

込まれる臨時

○週に20時間以

上の勤務で1ン

得二条の雇用見

込みがある臨時

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○

○

×

○

○

○7月～9月

の間に連続

して3日間

○ 無給

○ 無給

○基準日（6/1、

12/1）現在に

おいて6ヶ月

以上勤務して

いる者に対し

て基準日の月

に3万円支給

×

×

○ 30時間

以上

○ 20時間

以上

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○ 30時間

以上

○ 20時間

以上

×

×

×

×

×

×

○

×

×

○ 30時間

以上

○ 30時間

以上

×

○

×

×

×

×

×

×

×

○

○

×

Aのみ○

×

×

×

×

×

×

A1日880円、

月18180円

を限度

B11日660円

月13550円

を限度

○30時間以

上、2ヶ月超

○30日以上

A人事課採用

B局室区採用

城陽市

○

×

○公民とし

ての権利行

使、公務上

の負傷・疾

病など

×

×

×

×

○

○ 1日6時

間以上から

週4日以上

勤務

○ 20時間

以上

×　一部の

参加型事業

へは参加可

加悦町

○

×

×

×

×

×

×

○

○（保育士

のみ加入、

一般事務は

短期臨時扱

いで加入し

ていない）

同上

×
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今日的格差の根元である「労働規制緩和」に関し
て、ものづくりの職場の実態がどのように変化して
きているのか、また変化しようとしているのか全国
的な新たな動きも見ながら京都・滋賀の変化につい
て報告します。

はじめに

「格差社会」と「少子化」の根元は、労働者状態
の悪化にあります。それは、非正規労働者の激増、
とりわけ派遣・請負労働者の急激な増大が大きな要
因となっています。「働けど働けどわが暮らしよく
ならず、いつまで経っても生活苦から逃れることが
出来ない」＝「ワーキングプア」の状態をこのまま
にしておいていいのか、いま日本社会が問われてい
ます。

このままの状態が続けば、年金制度の崩壊など日
本の将来は展望が開かれません。まさに労働者の悪
化が社会問題を引き起こしています。この原因は、
大企業を中心とした「リストラ」人減らし攻撃によ
り正社員をものづくりの職場から大量に追い出し、
その穴埋めとして直接雇用でない派遣・請負・業務
委託等の非正規労働者への置き換えを中心とする新
たな「合理化」がもたらしたものに他なりません。

それを推進し、後押ししたのが一連の労働法制改
悪であり、この間重大な役割を果たしています。労
働者派遣事業の解禁と拡大なくして、こんな悲惨な
事態は生まれなかったでしょう。

派遣・請負労働者の実態

現在、派遣・請負労働者、嘱託、契約社員、パー
ト、アルバイトなどの間接雇用と直接雇用を合わせ
た非正規労働者数は、全体の約3分の1（33.4％）を
占め、とりわけ20才未満や20歳代の青年労働者や女
性では約半数を占める。週35時間未満の労働者数を
見ると、非正規労働者が年々増加しているのがよく
わかります。（図表1）これらの雇用形態と所得につ
いては密接な関係があり、世帯主の年令階級による

世帯人員一人あたりの所得金額は、若い層ほど下が
っています。29才以下の青年層では40年前よりも水
準が低いという異常さです。（図表2）
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出所　平成18年度版労働経済白書　総務省統計局「労働力調査」
を厚生労働省労働政策担当参事官にて特別集計。

（注） 休業者を除く従業員総数に占める割合。

図表1 年齢階級別35時間未満及び60時間以上雇用

者の割合

JMIU京滋地本

ものづくり職場の実態から

レポート②
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京都・滋賀の多くの職場でも、派遣・請負労働者
を中心に非正規労働者が増大しています。特に大手
企業で顕著に現れています。

＊京都の老舗企業であるA社では、正社員が減っ
た分非正規社員に置き換えられ、全体比率で4
人に一人となっています。雇用形態も様々で非
正規社員の半分近くがが業務請負で働いていま
す。さらに臨時社員、パートタイマー、派遣労
働者が続きます。そのほかにも嘱託として働い
ている方も約100名おられます。派遣元会社は
複数で入り込んでおり、派遣労働者の主な仕事
は事務作業を行っています。

＊別の老舗企業であるB社でも、職場が大きく変
化しました。非正規社員の総従業員に占める比
率は33.7％で3人に1人が非正規社員に占めるま
でになっています。業務請負で入るのが4人に3
人と圧倒的に多く、あとは派遣労働者とパート
タイマーで補っています。

＊B社の子会社C社（従業員460人）で見てみます
とさらに顕著に変化が見られます。正社員一人
につき6人を超える派遣・請負労働者が働いて
います。そのうち約3分の一（160人）はC社工
場で働いていますが、残りの3分の2（300人）
はB社内で働いています。派遣・請負労働者に
ついては、派遣・請負元が社内に事務所を各々
構えています。入れ替わりが激しいので顔を覚

えられなかったりするので、2006年秋からは制
服をそれぞれ変えたりして対策を取っていま
す。女性の方は時給が他の業種に比べて高いの
で長期間（10年以上）働いている方も結構多い
のが特徴です。

＊さらに別の老舗企業のD社でも、ここ数年で職
場は様変わりし、4人に一人が正社員から派
遣・請負に置き換えられ、派遣会社も数社混在
して入っています。

＊企業吸収を続けながら大きく成長してきたE社
でも、派遣・請負、パートタイマーなどの非正
規社員比率は増加しています。しかも、賃金・
労働条件は正社員そのものが企業吸収された時
に低く抑えられたために、非正規社員も連動し
て低く押さえられています。

反対に中堅企業で、ものづくりの技術を継承する
ために、派遣はごく補助的な仕事にごく一部しか取
っていない企業もあります。また、正社員化してい
る企業も生まれています。

＊特殊機械を製造しているF社（従業員150名）で
は、現場と設計に5名の派遣労働者がいますが、
これ以上は技術継承のため派遣労働者は増やさ
ないことにしています。

＊精密工作機械を製造しているカシフジ（従業員
220名）では、派遣は事務職の女性が中心で、
仕事としては事務や部品の測定が主な仕事で
す。男性の派遣技術者（紹介予定型派遣）につ
いては2006年秋から正社員に採用しました。

「偽装請負」是正し、正社員化の道開く

労働者派遣法は、派遣労働者の受け入れ期間が1
年を超えた場合、受け入れ先の企業に直接雇用の申
し入れ義務を課しています。ところが大企業をはじ
めとした多くの企業でこの義務から逃れるために、
雇用形態は請負・業務委託と偽って、労働者派遣契
約を締結しないまま、労働者派遣を行うことが横行
しています。これが「偽装請負」であり、実質的に
派遣労働であります。

「何年働いても賃金は上がらず、いつ首になるか
わからない」と、2004年JMIUに加入し、立ち上が
ったのがトヨタの部品を製造しているトヨタの孫会
社の徳島・光洋シーリングテクノのたたかいです。

0

20

40

60

80

100

120

140

70歳�
以上�

60～�
69歳�

50～�
59歳�

40～�
49歳�

30～�
39歳�

29歳�
以下�

2004年�
1984年�
1966年�

（平均=100）�

資料：『厚生労働白書』。1966年、1984年は厚生労働省大臣官房統
計情報部「国民生活実態調査」、2004年は同「国民生活基礎調査」

図表2 世帯主の年齢階級別にみた世帯人員1人当

たり平均所得金額の年次推移（平均を100とした値）



いままでも「偽装請負」を労働局に申告するケース
はありましたが、その多くは「適切な請負」の名目
で、正社員と作業着をかえるなど表面的な指導にと
どまり、労働者の要求を無視する労働行政の壁に阻
まれてきました。光洋シーリングテクノの派遣労働
者の仲間が自ら集団で立ち上がり、労働組合に団結
することで権利を守り直接雇用を勝ち取りました。
引き続き全員の正規雇用をめざし団結して頑張って
います。

さらに2006年11月11日、「朝日新聞」が全国一斉
に一面トップで「日亜化学1600人雇用へ」「勤続3年
で契約社員に、正社員の機会も」と言う大見出しで

「偽装請負」問題を報道しました。合意内容は、3年
以上働いてきた請負労働者に対し、経験重視の採用
選考を行い、2006年12月1日付で契約社員として約
200人を直接雇用するというものです。期間は1年契
約で最長3年とし、その間に適正を見て正社員への
道を開き、賃金についても現状を下回らないこと、
3年に達した請負労働者ついては今後も同じ扱いを
することで合意する画期的な内容です。

非正規労働者の要求実現のためには、その要求を
しっかりつかみ、その仲間の労働組合加入が絶対必
要であることがこの間のたたかいを通じて明らかに
なりました。

労働法制改悪を悪用して人減らし
リストラの毒味役－日本IBMの実態

労働法制改悪を悪用してリストラ攻撃をどんどん
すすめてきたのが外資系企業日本IBMです。大歳社
長自ら「人事制度改革で日本のリストラの毒味役に
なる」（2001年4月）と発言して、異常な人減らしリ
ストラを推進してきました。

滋賀・IBM野洲工場はコンピューターの一貫製造
工場として名をはせた会社ですが、2005年8月に京
セラに売却されました。かつては2000人を超す社員
がいましたが、1990年代に入ってから会社を分割し
たり、合併したり、譲渡したりしながら、社員を部
品のように「転籍」や「出向」又は「退職」と切り
捨て、いまはわずかの人数しか残っていません。

2001年6月、野洲・半導体工場が、エプソンと合
併して合弁会社YSC（野洲セミコンダクター）を設
立。ハードディスク部門を分割して、出来たばかり

の会社分割法・労働契約継承法による分離で、「移
籍」を行いました。選択肢の一つには「出向」もあ
ったのですが、「出向」はないとウソを言って強行
しました。

ところが、会社分割時に掲げたハイテク技術の半
導体製造については半年で延期となり、さらに中止。
結果的に社員の強制移籍だけが残り、5年後の2006
年6月にIBMの株売却でエプソンの会社になり、さ
らに2006年10月オムロンに労働者は引き継がない資
産のみを譲渡しました。しかも社員の雇用は「試験」
による取捨選択で何の雇用保障のないひどいもの
で、現在も雇用保障を求めてたたかいが継続されて
います。（図参照）

日本IBMは、こんなことを繰り返しながら、IBM
の経営戦略である「儲からなくなった日本でのモノ
づくりから撤退する」を、しゃにむに労働法制改悪
を最大限悪用＝違法、脱法行為によって強行に推し
進めてきたのです。

あなたの周りにも増えている
外国人労働者─10年で約2.5倍

全国各地で外国人労働者が働いています。法務省
入国管理局の統計によりますと2005年末の外国人登
録者は200万人を突破し、201万2000人となりました。
外国人就業者は直近の資料でおよそ80万人、この10
年間で約2.5倍と急激に増えています。国内労働力
人口に占める割合は1.2％です。

従来直接雇用が中心であったが、最近では4割以
上の受け入れ企業が、受け入れに伴う生活や言語面
での管理と援助を人材派遣などの間接雇用に移し替
えているのが特徴です。

間接雇用されている外国人労働者数（表－参照）
府県別に見ますと、愛知、静岡、三重、長野続いて
滋賀がベスト5です。いずれも自動車・電機等の大
工場が集中しているところに集まっているのが特徴
です。

＊草津市近辺も家電メーカーの工場が多く、朝早
くから京都・滋賀各地から送迎バス20台以上が
非正規雇用労働者400～500人を工場に送り込
み、夕方5時にはまた送迎バスで送り返してい
るようです。これらの大企業はリストラで正社
員1000人のクビを切り、その代替えとしてこの

─ 64 ─
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人数に匹敵する非正規雇用労働者を、仕事に従
事させているという話しを、送り迎えのバスの
運転手から聞きました。

＊滋賀にある三洋電機のモータなどを製造してい
る草津電機では、従業員200名のうち40名が請
負労働者でそのうち7割ほどがブラジル人やフ
ィリピン人が働いています。

＊滋賀にあるターンバックルなど建築資材を製造
しているフルサト工業でも、ブラジル人が請負
労働者として常時20人前後働いています。

労働法制改悪阻止のたたかいと
むすびつけて職場からたたかいを

労働法制改悪阻止のたたかいと結びつけ、「偽装
請負」を含む「派遣・請負」労働者の生活と労働実
態を告発して「コンプライアンス（法令遵守）」や

「企業の社会的責任」という、資本にとっても否定
できない企業行動を求めていくことが大切になって
います。そして、労働組合に結集して社会的に支持
を広げる要求を掲げてたたかえば、いま要求実現を
勝ち取るチャンスが生まれています。

これに対し、財界・政府は私たちが働いて生み出
した莫大な利益が、大企業に吸収され、労働者や中
小企業に回らない構造を継続しながら、大企業がも
っと儲かるようにするよう、今国会で労働法制をさ
らに改悪しようとしています。

2006年12月末に厚生労働省労政審議会労働条件分
科会は、「今後の労働契約法制及び労働時間法制の
あり方について」を答申しました。この内容は

①労働時間法制の見直しについて、時間外労働の
規制強化など当然しなければならない課題につ
いてはまともに取り上げない一方、「自由度の
高い働き方にふさわしい制度」を提案していま
すが、これはホワイトカラー労働者を労働時間
法制の適用から除外し、「時間規制にとらわれ
ず、好きなだけ働かせ、しかも残業代を支払わ
なくてもいい」という、使用者にとって極めて
都合のよい、労働者にとっては長時間労働が強
いられる「過労死促進法」そのものであります。

②新設がねらわれる労働契約法についても、労働
者・労働組合の権利にとっても重大な影響を与
えるものであります。とりわけ、就業規則と労

働条件との関係に関するルール作りという提案
は、審議経過から推しても極めて危険な内容を
含んでいます。企業内で作られる「労使委員会」
の決定や過半数労働組合の合意、労使協議の状
況等という形式的手続きが整えさえすれば、労
働者の合意なく労働条件を不利益変更できるた
くらみが隠されています。こんなことがまかり
通れば「労働契約法」とは、「雇用と労働条
件・破壊法」そのものになります。

③政府・厚生労働省は、「答申」を受けて、法案
づくりに着手し、通常国会に上程しました。

また、労働者派遣法の規制緩和など「労働ビッグ
バン」と称した、さらなる労働法制の規制緩和・撤
廃の攻撃を強めています。このことにより労働者を
無権利・困窮に追い込み「格差と貧困」は一層拡大
することでしょう。また、企業の活力は奪われ、日
本社会の未来に深刻な打撃を与えるに違いありませ
ん。

政府は、労働時間の制限を取り払う「ホワイトカ
ラー・エグゼンプション」法案の提出を見送りまし
た。但し、次の通常国会には、という選挙対策のた
めでしかありません。

いまこそ労働法制改悪の危険性を労働者・国民に
広げ、「格差と貧困をなくそう」という世論を広げ、
労働者全体の共同の力で、政府・与党を包囲するな
らば必ず「労働法制改悪」の法案は火種残さず消し
去ることになります。引き続き気を緩めることなく
運動を継続・強化していきます。

以上
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規制緩和のタクシー版といわれる「新」道路運送
法が施行されたのは2002年2月1日。その大きな柱は、
①増車の自由＝経営者が増車をしようと思えば、人
を雇い入れて営業車を確保しさえすれば、これまで
の認可制と違って増車の届出をするだけで増車する
ことができることになった、②運賃の一定の自由
化＝上限運賃から一割のゾーンの間であれば、どん
な運賃の設定であっても自動的に認可される（京都
市内では初乗り640円が上限で、その1割ゾーンの下
限は初乗り580円、実際には570円までは、申請すれ
ば特別な審査もなく運賃認可がされる）というもの
である。

タクシーの賃金制度は、多くが〈基本給＋水揚げ
額×歩合（率）〉の歩合給制度か、〈毎月の水揚げ額
から毎月一定額のリース料を差し引いて支払われ
る〉リース制度のどちらかである。

いずれにしても、水揚げ額が上がれば歩合に応じ
て賃金が上がり、水揚げ額が減れば歩合に応じて賃
金が減る、ということになる。

賃金を上げようとすれば、水揚げ額を上げなけれ
ばならない。そのためには、タクシーに乗るお客さ
んを増やし（たくさんの回数乗せる）、メーター料
金総額を引き上げる（遠距離客を頻繁に乗せる）、
基本運賃を引き上げる（単価を上げる）など、「パ
イ」を大きくするか、もしくは、今ある「パイ」を
取り合うタクシーの数を減らして、一人あたりの取
り分を増やす（相対的な個人の水揚げ増）かのどち
らかしかない。

タクシーの規制緩和は、結局、経営者によってタ
クシーが増車され、パイの取り分を小さくされただ
けでなく、パイそのものを運賃値下げや各種割引で
小さくしたのである。もし運賃値下げにより今まで
以上の利用者増があれば増収もあり得たのであろう
が、長期不況や、一部にしか還元されない景気回復
では、タクシーに乗る人が飛躍的に増えることもな
く増収にはなりえない。事実、京聯自動車という老
舗のタクシー会社は、規制緩和後に初乗り570円と
いう12％の運賃値下げをおこない、増収を試みたが、
結局はこの4月から運賃を初乗り640円に戻さざるを

得なかった。
それまででも多すぎるといわれてきた京都のタク

シーは、規制緩和直後の1年だけでも400台近くが増
車された。京都市内のタクシーは約9000台、人口比
で言えば大量増車されたといわれる大阪が400人に1
台のタクシーという比率に比べ、京都市は170人に1
台の割合となっている。

結果、京都のタクシー乗務員の平均年収は275万
円（平成17年度労働局調べ）となり、その労働実態
を見てみると、月間の労働時間は210時間、これは
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仕事に出ればその日は必ず2時間の残業をするとい
う計算になる。タクシー乗務員の平均年齢が56歳で、
60歳以上が全体のタクシー乗務員の4割という年齢
構成から考えれば、年金併用者が多いであろうこと
は容易に想像がつく。となれば、1日2時間という平
均残業時間を作り出している主体である40歳代や50
歳代の残業が2時間程度で収まることがないことも
想像に難くない。事実、タクシー乗務員が許される
月間の労働時間の上限299時間、目いっぱい働いて
いる人は少なくない。

実は、経済的な規制緩和の反面、社会的規制は強
化されている。労働時間管理や運行管理などである。
違反は点数制度で営業停止という処分・処罰と結び
ついているから、経営者は労働者の時間管理を厳し
くおこなうようになった。月間299時間を超えない
ように管理するとともに、超えそうな場合は仕事を
させないようにしている。このとき、少なからぬ乗
務員が、もっと時間を延ばしてくれなければ給料に
ならない、と声を荒げるほどであった。

タクシー乗務員の平均年収が275万円ということ
は、京都の4人家族の生活保護水準が335万円ほどと
いわれていることからすれば異常に低い賃金という
ことであり、月間30万円上がらない低水揚げ者は、
オール歩合40％（さまざまな名目の手当てをすべて
合算しても40％という）などという制度もあり、月
間12万円程度の最低賃金にも抵触する事案が生まれ
ている。H17年度の京都労働局管内の最低賃金違反
の件数は14件、そのうちタクシー関係が12件という
ことも、それを証明している。

過労死と判断する過労死認定の基準が一昨年改め
られているが、その新基準でいえば月間80時間の残
業があれば、いったん事あれば過労死と認定すると
いうものである。タクシー乗務員で見てみるならば、
少なからぬ人が、毎月残業120時間で働いている現
状からみれば、過労死寸前といっても過言ではない
という状況ということになる。それだけ気張る人で
も、残念ながら、タクシーの平均年収275万円より
少し多い320万円程度と思われる。

こういった労働実態は、乗務員の身体にも大きな
影響を与えている。営業所での年2回の定期健診の
結果、有所見率が60％を超えるということが当たり
前のようになり、血圧200超えたまま高速道路を客
を乗せて走っている、フラッとして路側帯に車を止

めた、などの例は枚挙に暇はない。いつ重大事故が
起こってもおかしくない状況を生んでいる。事実、
規制緩和以後、タクシーの事故率が上がり、重大事
故が増えている。運転中の脳出血、脳梗塞の事案が
規制緩和の前と後で3倍にもなっている。このこと
と利用者･市民の苦情の増加とを合わせてみれば、
タクシーの根幹である「安全・安心」に大きな影を
落としていることがわかる。

タクシーの産業と経営者はどうかというと、やは
り長い間の不況と規制緩和によって、会社ごと生き
残りをかけた競争のなかに放り込まれている。

しかし、バブル崩壊以後、タクシーの輸送実績、
総収入額が大幅に減ってきているのに、つぶれる会
社がないということはどういうことか。

経営者は、生き残るため、自社の顧客獲得・囲い
込みのために運賃を下げる、各種大幅割引をおこな
うなど、自ら「パイ」を小さくし「薄利多売」をめ
ざし増車をおこなってきたが必ずしも成功していな
い。

しかし、タクシー労働者にも賃金体系が歩合給制
度という賃金体系上、水揚げが上がらなければ上が
らないだけの賃金しか払わない。歩合給制度は、賃
金が水揚げを超えることはない制度である。長期的
な会社全体の売上額・水揚げ額の低下の負担を、そ
の歩合給制度による自然減収で、タクシー乗務員は
応分の負担を十分負っている。にもかかわらず、そ
れ以外にも、減収分は「乗務員にも負担してもらう」
とばかり、乗務員の賃金率を下げ、「足きり」引き
あげ、チケット手数料分負担など、さらによりいっ
そうの負担転嫁をおこなってきたのである。だから
会社はつぶれないのである。いわば、売上額・水揚
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げ低下のすべてのツケを乗務員に払わせて生き延び
てきているのである。

今現れているタクシー会社の最低賃金違反やさま
ざまな労働基準法違反は、最低賃金以下であっても
まだ会社の減収分を担えとばかり、乗務員から取ろ
うとした結果の違反なのである。それもまだ氷山の
一角である。

タクシーの根幹である、利用者・市民の「安全・
安心」のためには、タクシー運転手が「安全安心」
を維持するだけの労働環境を保障する必要があり、
そのためのバックボーンとしての賃金労働条件の改
善が不可欠である。

実水揚げを上げ、営収を上げ、ひいては賃金を上
げる、そのためにいわば「パイ」を取り合う数を減
らすという方向が考えられる。

自交総連は、従前から「運転免許の法制化」を提
唱してきている。これは、今ある公安委員会の「二
種免許」だけではなくて、国土交通省の国家資格と
しての「タクシー運転免許」制度を作っていこうと
いうものである。運転者優位の制度をつくることに
よって、たとえ経済的規制緩和で増車が自由であっ
たとしても、運転手がそろわない、運転手を確保し
ようとすれば良い賃金労働条件を提示しなければ集
まらない。そのことが実質的に街で走るタクシーを
減らすことになる。規制緩和でなくなった需給調整
の役割を果たすことになる制度である。

サービスを売らず喧嘩を売る運転手、犯罪を平気
で犯す運転手、地理が分からない運転手、介助もで
きない運転手、数え上げればきりがないこういった
運転手も、残念ながら今の「二種免許」制度だけの
もとでは多数入ってくるという現状にある。そして
そういった運転手でも、経営者の増車志向の要請に
合致して、入社の翌日からでも街で走ることになり、
そういったことが多すぎるタクシーを生んできたの
である。

利用者にとっては単にタクシー運転手の数が減る
というのは、もしかしたら横柄な運転手ばかりにな
るのではないか、という不安が出てくるであろう。
そういった不安が解消されなければ、利用者の理解
も得られないし、社会的地位も、利用者増ひいては
水揚げ増にもならないことになる。それらの解消の
ためには、運転者は利用者利便に足るだけの高度な
試験、ハードルを突破するだけの力量が求められる、

というものである。水準の高い運転者を確保しなが
ら、タクシー運転者全体の数を制限していく方向を
目指そうというものである。

いま国土交通省は、全国的に「運転者登録制度」
を導入していく方向を示し、当面政令指定都市で行
うことで法整備を進めているが、これは一昨年と昨
年に開かれた国土交通省の諮問機関「タクシーサー
ビスの将来ビジョン小委員会」で、タクシーのあり
方や現状が問われ、「市場の失敗」が存在するとし
て事実上規制緩和失敗を認めるとともに改善方向を
出したからである。運転者の登録要件を満たさなけ
れば、すなわちタクシー運転手としてはいくつかの
ハードルをクリアしなければ登録されない、登録さ
れなければ京都でタクシーの仕事はできない、とい
うものである。

この方向は、自交総連のタクシー運転免許制度と
方向が合致するものであり、登録要件のハードルが
高くなれば一定の効果も生まれると考えている。こ
の運転者登録制度の実効ある実施を求めているもの
である。

実水揚げ引き上げのもうひとつの方向、「パイ」
そのものを大きくする方法として運賃値上げがあ
る。

いま、全国的に起こっている「上限」運賃改定の
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流れは、そのことをもとめているものであり、労働
者も理解ある経営者の双方から自然にわきあがって
きているものである。運賃を上げ、「パイ」を大き
くすることによって直接、営収を上げ、賃金を引き
上げようというものである。タクシー業界はこの10
年間運賃値上げをしていない。それは、規制緩和の
流れ、競争社会のなかで、客が低運賃のタクシーに
流れる不安から、安くはしても運賃値上げは口に出
せなかったのである。すでに長野、大分で運賃値上
げの申請がされ、「上限」運賃の改定・公示がおこ
なわれた。しかも、この認可にあたって国土交通省
は、当該運輸局および経営者協会に対し通達を発し、
これまでの経営者サイドだけの判断の値上げ申請

（物価が上がるだとか燃料などの経費増だとか）に
対し、それ以上の運賃認可をした理由として運転者
の賃金労働条件の改善を前提にしていることを明ら
かにし、賃金労働条件の改善への努力、証を明らか
にするように命じている。

こういった流れと機運は、いわばタクシー労働者
が身を挺し、体験したなかで声をあげて作り出して
きたものであり、根底にはワーキングプアといわれ
ながらも「闘い」続けてきた結果に他ならない。

運賃値上げの流れと機運は京都でも起こってきて
いる。しかし京都では歴然たる運賃格差があり、た
とえ「上限」運賃が改定されたとしても、よりいっ
そうの運賃格差が生ずることも考えられる。何より
も利用者･市民の理解が得られるか、改定までのい
くつかの問題も残っている。運賃改定がされたとし
ても、ともすればストレートに運賃値上げが水揚げ
増・営収増に結びついていかないことにもなりかね
ない状況がある。確実に労働者の賃金労働条件改善
へ結び付けていく別な努力も必要になるが、賃金労
働条件改善の大きな柱であることにまちがいはな
い。
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明治以来培われてきた
地域との信頼・その高い公共性

郵政事業は、明治以来100年以上にわたって、国
民に親しまれ、地域に密着し、生活の中でなくては
ならないものになっていました。

その特徴は、どんな小さな町でもポストや郵便局
が身近にあるという地域密着性や、都会の真っ只中
であれ、山間僻地であれ、全国どこでも手紙やはが
きを同一料金で届けるという採算よりも公共性を優
先したものです。

それは、阪神大震災や新潟地震時の緊急時には、
支援物資の無料配達や証明資料なしでの預金の支払
いなどもてる公共性をいかんなく発揮しましたし、
一方では地域の独居老人に声をかける「ひまわりサ
ービス」、「住民票の交付」など、地方自治体の補完
的な役割発揮の姿にも端的に示されています。

さらに貯金や保険で集められた資金は、第二の国
家予算として、国民生活に重要な役割を果たしてき
ました。

しかし、昭和59年2月に行われた大「合理化」を
皮切りに、徹底した人減らし・効率化と、営業収益
第一主義に見られる事業運営が進められ、さらにそ
れは、財界やアメリカ資本によって企てられた「規
制緩和万能論」「1997年の郵政民営化」攻撃につな
がっていきました。

しかし、多くの国民や労働組合・団体の反対によ
って、ストレートの民営化はストップし、「郵政公
社」として事業形態は公企業として残ったものの、

「成果主義を成功させた実績をうたう商船三井の生
田氏や「ムリ・ムダ・ムラ」をなくすとしてトヨタ
から幹部役員を迎え入れ、その事業運営はさらに徹
底した人減らし・効率化や国民サービスの切り下げ
を前提にするものになりました。

その後、「アメリカべったり、規制緩和・郵政民
営化論者の小泉内閣の出現」で事態は悪化し、「民
営化の見直しは行わない」という政府自身が法律で
決めたことすら翻した、国民だましの総選挙結果の
もとで、2007年から民営化することが決められ、国

民の財産である安全・安心な貯金や保険の資金や郵
便の全国ネットワークが財界や大銀行・アメリカ資
本に食い荒らされようとしています。

徹底した人減らし、
効率化と成果主義賃金制度の導入

働く環境も大きく変わりました。
猛烈なスピードで行われる人員削減、全体の人員

の40数％の非常勤化計画、営業ノルマの強化、もの
言う労働者への見せしめ的な強制配置転換、要員不
足による労働密度の強化とサービス残業などなど…

そして、公社発足とともに本格化した「成果主義
賃金制度の導入」で、ボーナスや昇格が各自が取得
した点数（非常に不透明な評価システムのもとで管
理者の恣意的なものが入りやすい制度）によって決
定され、いやおうなしに際限のない競争にまきこま
れていく事態になっています。

他の産業にまして、人的依存度の高い郵政事業で、
お互いの協力体制を根底から破壊するこの制度の導
入は、職場から活力と協調性を奪い、モラルの低下
を誘発し、かえって事業の活力を失わせています。

労働者は、お互いに疑心暗鬼に追い込まれながら、
毎日営業ノルマとこなしきれない仕事量に追われ、
精神的にも肉体的にも疲れ果てています。

特に、中間管理職を中心に、自分自身を追い込み、
ノイローゼや体を壊して、降任・降格をするものや、
精神疾患で長期に休まざるを得ない状況になるもの
が後をたちません。

本来、郵便・金融のユニバーサルサービスを守り、
国民のために働く役割を持つ郵政労働者が、企業の
利潤追求の道具に使われ、その本来の目的を見失わ
され、使い捨て寸前にあるというのが現実です。

地域の切捨て─集配再編計画は、郵便局
廃止の一里塚

また集配局の再編で、全国1048局もの集配業務を
廃止し、窓口だけの無集配局にする計画が進行して

郵産労京都

民営化を前にした郵政職場から
10
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います。
京都でも、来秋の民営化までに27局が対象で、す

でにこの秋から実施されているところでは、配達時
間の遅れや、ATMの稼働時間の短縮などでの苦情
が出ています。

各郵便局は、長年にわたって地域住民の日常生活
に必要不可欠なサービスを行ってきました。無集配
局になれば、時間外窓口がなくなり、土曜日曜も窓
口が開かなくなります。不在郵便の受け取りも遠い
局までいかなければならず差出も不便になってきま
す。

その上、郵便の配達や貯金・保険の集金も遅くな
り、夜間再配達が約束した時間に実施できるかなど、
住民サービスの低下は間違いありません。

今回の集配再編計画に対して、私たちは「住民へ
のサービスダウンになる」「金融・通信のユニバー
サルサービスの切捨てになる」と府下で来春実施さ
れようとしている12局に各100枚のアンケートつき
の宣伝ビラを配布してきました。結果として259枚
の回収があり、回答された方のうち78％が「支障が
ある」とこたえられています。

アンケートには、具体的な意見が大変たくさん書
かれているのも特徴で、「高齢者には死活問題」「さ
らに過疎化に拍車」「共働きのため時間外窓口は必
要です」などなど切実なものばかりです。

採算性のみを重視したこの計画が実施されれば、
郵便ネットワーク、金融のユニバーサルサービスの
切捨て、地域格差が広がり、地域破壊のおそれもで
てきます。

それは今回の地方の計画にとどまらず、都市部の
郵便局の統廃合にもつながっていくことは間違いあ
りません。

国民と郵政労働者の手に
郵政事業をとりもどそう

今郵政公社は来年秋の民営化に向けて、より一層
の人減らし「合理化」を進め、来春には地域給の導
入をにらんで、大幅賃下げをたくらんでいます。

幾多の百貨店やコンビにとの提携を強め、小型物
流産業に本格参戦し、企業向けの採算度外視の大口
割引制度の拡大や、元本保証のないハイリスクな投
資信託販売など、物数拡大利潤追求至上主義の一方

で、取り集め便の減便や、稼働率の悪いATMの撤
去、など国民サービスの低下は、明治以来国民の財
産として育て上げられた郵政事業の公共性の破壊行
為にぼかなりません

今こそ、民営化法案にもある「国民サービスのダ
ウンはさせない」という付帯決議を遵守させ、通信
と金融のユニバーサルサービスの復活に向けて取り
組みを強めていくことが大切です。
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2005年11月17日に国土交通省から、構造設計担当
の設計士が偽造の構造計算書で確認申請を行い、震
度五強の地震で倒壊のおそれがある建物があること
が公表された。それ以外にも偽造建物が次々に明ら
かになり、当該マンションの住民はもとより国民に
大きな衝撃を与えてきている。今年1月には京都市
でも水落建築士による耐震偽装が明らかになった。
建築関係で働く人々にとっても建築への国民の信頼
を根底から失うことになる深刻な重大問題である。

1、企業活動の「商品」となった審査・検
査

事件の直接の責任は偽造を行った建築士にある
が、同時にその背景にある一番の問題は「官から民
へ」の規制緩和である。すでに多くの識者が指摘し
ているように1998年の法改正により確認、検査の業
務が民間開放されたことで、その当時から指摘され、
国会審議でも追及されてきた危険性が現実のものに
なってしまった。

今の制度では、民間確認検査機関への建築関連企
業からの出資が認められている。新聞報道によれば

「国指定の民間検査機関（四十九機関）のうち株式
会社の40社。判明しただけで11社が建設・住宅関連
企業の出資を受け」、「ゼネコンやハウスメーカー、
建材メーカー、マンション建設、設備機器販売に携
わるガスや電力会社など」が多く、偽造を見抜けな
かった東日本住宅評価センターは、東京ガスなど三
社が出資し、出資企業から数名の出向社員を受け入
れていることも報じられている。

この制度の下では、審査や検査の業務が出資者の
意向に左右されたり意向を推し量った対応をする危
険性がある。そのようなことが仮に無かったとして
も確認や検査の業務が企業活動の「商品」となった
ことで、仕事を依頼する側（「確認」という商品を
買う側）は、「確認」という行為はどの民間確認検
査機関でやってもらっても同じであるから、どの民
間確認検査機関から買うかは、「確認」までの早さ、
スピードや「確認」に至るまでのサービスの良さ

（訂正の指摘事項が少ない、どのように訂正すべき
かを示すなど）が、民間確認検査機関を選択する物
差しになってくる。「確認」や「検査」がその審査
や検査のスピード、サービスを競う企業間競争に放
り出され、本来求められるものが軽視されるように
なったのである。

このような状態から脱却するためには、なにより
も民間確認検査制度の仕組みそのものについて確
認、検査を企業活動から切り離すよう変更すること
が必要なのである。

2、98年法改正は行政に何をもたらした
か

建築基準法を所管する京都市の部署は都市計画局
建築指導部である。京都市では98年の法改正により
どのような変化が生じているのかをみてみたい。

民間確認は99年5月から可能となったが、実際に
は京都市内で営業を開始したのは9月からで、その
年度の営業期間は約半年であるが、初年度でも民間
確認が2473件で27％を占め、次の年度には一気に
84.5％、01年以降は90％を超え、04年度は民間確認
が7784件、97.2％を占め、京都市の建築主事による
確認件数はわずか228件、2.8％というのが、その実
態である。

建築指導部の職員数はどうなっているだろうか。
建築指導部は現在、指導課（庶務・許可等）、審査
課（確認・検査等）、監察課（違反指導）の三課体
制である。部内での業務分担の変更により三課の中
だけでの職員数の増減もあるが、基本的に建築指導
部全体で見るとほぼ同じ内容の業務を長年行ってき
ている。建築指導部は、80年代から98年まではほぼ
85人の体制であったが、96年に一部業務が他局に移
管されたため79人前後になっている。民間確認が始
まった99年度は、79人であるが、その後徐々に減員
され、05年度は、66人体制にまで職員数が減らされ
ている。

京都市への申請件数が激減する中で、確認・検査
を担当する審査課の職員数は、95年度の38人から00
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京都市職員労働組合　宮内　尚志

住民の安心・安全を、耐震偽装問題から考える
11

自治体の現場から、独自の体制整備の構築を
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年度33人、03年度26人、05年度には23人となってお
り、建築指導部の職員減のほとんどが審査課の職員
数の減ということになる。同時に、審査課には構造
を審査する専門の担当部署が5人体制であったが、
これも03年の4月から廃止され、それまで設備や構
造を除く法令関係を審査していた「一般審査」の担
当者が構造も審査することに変更されている。今回
の事件で、構造専門に業務をする構造設計事務所が
あるということが広く知られるようになったが、京
都市の中でも構造を専門に審査してきた担当があっ
たのだが、京都市での確認件数が激減する中でこの
体制も解体されたのである。

民間開放することにより、行政の専門力量が低下
する可能性のあることが法改正時にも問題になって
いたが、京都市の実例を見ても構造を実際に審査す
る機会が失われてゆき、これまで構造審査を支え、
専門知識やノウハウを共有し、伝えてきたその仕組
みも消え去ったわけである。このことが、これから
の京都市の建築基準法行政にしだいに大きな影響が
及ぼすことは想像に難くないところである。

3、06年の法改正は国民の期待にこたえ
ることができるか

政府は06年通常国会に建築基準法等の改正案を提
出した。それに先だって2月22日には国土交通相の
私的諮問機関である社会資本整備審議会建築分科会
基本制度部会から「建築物の安全確保のための建築
行政のあり方について」という「中間報告」が提出
され、同じく「構造計算偽装問題に関する緊急調査
委員会」が4月6日に最終報告を国土交通相に提出し
た。

政府は今回の改正案のポイントとして「①建築確
認・検査の厳格化、②指定確認検査機関の業務の適
正化、③建築士等の業務の適正化、③建築士等の業
務の適正化及び罰則の強化、④建築士、建築士事務
所及び指定確認検査機関の情報開示、⑤住宅の売主
等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示、⑥図書
保存の義務付け等」の六点をあげている。

構造計算の審査に限って改正法案から読みとって
みたい。

一定の高さ以上等の建築物については新たな指定
機関（指定構造計算適合判定機関）による構造計算

審査を義務付けるというのが「建築確認・検査の厳
格化」の一つである。京都市に申請されたものであ
れ、民間機関に申請されたものであれ、対象建築物
は京都府知事に構造計算適合性判定を求め、適正に
行われたものであると判定された場合に確認をする
ことができる。構造計算適合性判定を行う京都府知
事側はどうするのかといえば、府知事が指定する者
に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせるこ
とができることになっている。現実的に考えれば、
京都府にこの業務ができる体制は整っていないの
で、府知事が指定した指定構造計算適合判定機関が
適合性の判定を行うことになるのは間違いないと思
われる。

この新たな指定機関についての規定をみると、民
間確認検査機関の組み立てとほぼ同じ考え方でつく
られている。したがって判定の業務は府知事に代わ
って行うものでありながら、民間の機関が行うこと
ができるようになっているのである。それは、その
構造計算適合判定機関又はその者の親会社等が指定
確認検査機関＝民間確認検査機関である場合は、

「当該指定確認検査機関が求めなければならない構
造計算適合性判定を行わないものであること」と規
定していることからも明らかである。

業務の性格は府知事に代わって行う公的な内容の
業務でありながら、構造計算のチェックもやはり民
間で行わせようとしているのである。これでは「専
門家による審査（ピアチェック）」が公正に機能す
るかどうか今回の事件の背景に確認、検査の民間開
放という問題が横たわっているにもかかわらず、こ
の問題に大胆な改革を打ち出すこともせず、「専門
家による審査（ピアチェック）」にも民間開放とい
う方針では真剣に再発防止に取り組んでいるのかと
言わざるを得ない。同時に、自治体への確認申請が
一定数あるところでも、この法改正により構造審査
の多くを行わなくなることが予想される。そのこと
によって行政の構造審査に対する専門力量もいっそ
う低下することが危惧されるのである。

今回の法改正は、住民の期待や建築関係者の期待
に応えるものにはなっていない。法改正は、第一に
公正公平な確認、検査ができるシステムに切り替え
る、第二に行政の専門力量の強化をするシステムを
作り上げることを目標に改正すべきである。



4、法の目的に立ち審査・検査・体制整備
の構築を

建物をつくる仕事は総合的であるだけに専門性の
集合でもある。すでに法改正はなされたが、建築指導
行政もその専門性を集団として維持、確保すること
に真剣に取り組むことが必要である。実際、民間確認
検査機関が行った建築確認であっても「責任は行政
にある」と判断した最高裁の決定があり、自治体に
申請されたものは自治体で審査しなければならない。

建築基準法第1条では「この法律は、建築物の敷
地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定め
て、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつ
て公共の福祉の増進に資することを目的とする。」

と記され、地方自治法第2条は「地方公共団体は、
住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域に
おける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広
く担うものとする。」となっている。

京都市では06年1月に構造担当の課長1人、06年4
月に同じく課長補佐1人が新たに配置された。今回
の事件を契機に、職場では06年の5月から時間外に
月1回ほど自主的な研修会を行い、若手、ベテラン
も含めて20人ぐらいが集まり構造審査の研さんに努
めている。このような自主的な努力だけに任せるこ
となく、法の目的の立場にたって自治体として審査
や検査のあり方や体制整備を独自に構築していくこ
とが、緊急かつ長期的にも求められていることは間
違いない。
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1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

京都市における建築物等の確認・検査等の件数

年度

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

13,302
12,538
10,464
9,655
8,958
8,782
8,845
8,778
9,018
9,918
9,701
9,481
8,717
7,092
7,726
9,099
9,890
9,736

11,328
10,158
8,778
6,670
1,357
583
403
365
228
240

京都市に
よる確認

100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
100.0％
73.0％
15.5％
6.9％
5.0％
4.3％
2.8％
3.2％

市の割合

2,473
7,418
7,818
7,631
8,092
7,784
7,330

民間に
よる確認

0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％
0.0％

27.0％
84.5％
93.1％
95.0％
95.7％
97.2％
96.8％

民間の
割合

13,302
12,538
10,464
9,655
8,958
8,782
8,845
8,778
9,018
9,918
9,701
9,481
8,717
7,092
7,726
9,099
9,890
9,736

11,328
10,158
8,778
9,143
8,775
8,401
8,034
8,457
8,012
7,570

市・民間
の割合

215
314
368
342
343
376
480
471
591
721
772
814
659
491
438
549
500
458
465
401
364
383
307
301
316
291
332

中高層建築
物届出件数

54
104
112
102
124
123
151
171
231
242
290
236
203
130
142
178
203
256
200
157
109

中高層陳
情件数

817
731
592
611
825
874
940
1,043
1,070
1,114
920
1,112
878
814
826
1,044
1,259
1,031
1,124
928
857
639
516
413
314
226
179

違反建築
物件数

234
247
196
196
180
199
163
186
182
154
144
105
110
107
137
129
146
102
91

建築
相談

75
58
57
52
94
82
88
121
215

木造住宅耐
震診断派遣



職員数
13

19
19
18
18
19
30
31
31
31
28
31

31
25
25
22

23
23
24
23

20
20
19
22
22

24
28
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年度
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004

2005
2006

建築基準法を所管する京都市の部署・組織の変遷

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16

17
18

その年の主な出来事

9月市電全面廃止

11月中高層建築物指導要綱施行

4月共同住宅建築管理指導指針施行

10月倉庫等指導要綱施行

4月総合設計制度取扱要領要綱施行

11月建築紛争調停委員制度発足

9月福祉のまちづくりのための建築物環境整備要綱

改正（1976年より施行）

9月「ハートビル法」施行

1月阪神・淡路大震災／応急危険度判定に延べ97人

を派遣／4月人にやさしいまちづくり要綱施行（こ

れにより福祉の要綱は廃止）／10月京都府福祉のま

ちづくり条例施行／12月建築物の耐震改修の促進に

関する法律施行

10月木造住宅耐震診断派遣事業開始

共同住宅の共同廊下等容積不算入に

5月民間指定確認検査機関で業務開始／5月中高層指

導要綱、共同住宅指針、建築紛争調整を一本化し、

中高層建築物等の建築に係る住環境の保全及び形成

に関する条例を施行

5月「建設リサイクル法」完全施行

4月構造担当を廃止し、一般審査の中で審査することに

10月建築物等のバリアフリーの促進に関する条例施

行（これにより建築条例のうち福祉規定を廃止）

11月耐震偽装発覚

審査課に構造担当課長、同課長補佐各1人配置

建
築
環
境
課

指
導
課

職員数
27

25
25
25
25
25

建
築
指
導
課

職員数
40

41
41
41
41
41
30
30
31
30
29
29

29
29
29
38

38
38
38
38

33
30
32
26
25

23
27

建
築
審
査
課

審
査
課

構造係

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5
5

5
5
5

廃止

職員数

24
24
24
23
24
25

26
32
31
17

17
18
18
18

21
21
22
20
20

19
19

監
察
課

部合計数

80

85
85
84
84
85
84
85
86
84
81
85

86
86
85
77

78
79
80
79

74
71
73
68
67

66
74
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1、全厚生労働組合とは

全厚生労働組合は、旧厚生省で働く労働者で組織
されている労働組合で、国公労連の加盟単組として
国民本位の厚生行政確立に向け運動しています。全
厚生には国立更生援護施設や厚生労働省の試験研究
機関、社会保険事務所などが組織されています。私
たち全厚生京都支部は、地方事務官として京都府の
組織であった当時は、京都府職労社会保険支部とし
て運動を進めてきましたが、2000年に地方事務官制
度が廃止され指揮監督が国に変更された後は、全厚
生職員労働組合として運動しています。

2、私たちを取り巻く状況

2004年、年金改悪法案が多くの国民の反対の声を
無視して、自民・公明両党の強行採決によって成立
しました。自公与党は「100年安心の制度改革」と
自画自賛していました。しかし、増え続ける保険料
と切り下げられる給付は、負担する国民の生活を圧
迫し、払い続けて行くことの不安が言われていまし
た。また、増え続ける高齢者の税金・医療負担・介
護負担のなかで、ますます切り下げられる「年金だ
けでは生活できない」と高齢者の不安の声が出され
ていました。

この年金改悪法案の審議のなかで、社会保険庁の
不適切な事務費への保険料流用問題、年金福祉施設
の多額の赤字問題、個人の年金記録の漏洩問題など
さまざまな問題が大きく報道されました。国会議員
の年金未納問題を社会保険庁の体質問題にすり替
え、社会保険庁改革を行うことで国民の批判をかわ
そうとしました。

同年7月には、民間人から初の長官が発令されま
した。新長官は、社会保険庁の「組織改革」、働く
職員の「意識改革」、仕事の進め方の「業務改革」
をトップダウンで強引に職場に下ろしました。

3、社会保険庁の現状と今後について

社会保険庁は2008年10月に廃止され、健康保険部
門と年金部門を分割し、新組織に移行することが決
定されています。

健康保険部門は、新たに設置される「全国健康保
険協会」に移行され現在その組織の詳細が検討され、
今年の秋からは民間からも採用を含む人員募集・人
選が始まることになっています。

また、年金部門は、昨年、国の特別な機関として
設置する「ねんきん事業機構」法案が出されました
が廃案となり、政府は、今年3月13日に、年金部門
を分割して民間企業に委託する非公務員型「日本年
金機構」法案を国会に提出しました。

これらの新組織には、現在社会保険庁に働くすべ
ての人員を移行させるのではなく、「一旦退職させ、
第三者機関の厳正な審査を経た上で再雇用する」と
されています。

社会保険庁の職場は、「組織改革」として、社会
保険庁内部の組織の改廃を進めています。また、

「意識改革」として民間では失敗している「人事評
価制度」を実施し、全職員が競争のなかに放り込ま
れています。さらに、「業務改革」としてデータ入
力の各県1箇所への集約化をすすめ、保険料収納強
化の人員を搾り出しています。定員削減とあいまっ
て職員のなかには長時間過密労働が蔓延し、長時間
残業や休日出勤が当たり前と言った状況のなか、健
康破壊がすすみメンタルで休職する職員が急増して
います。これらが悪循環となり、職場に働きがい、
将来展望が見いだせず、若くして退職する職員が増
加しています。

4、全厚生の主張・取り組み

社会保険庁廃止後の新組織への職員の引継ぎ規定
がないことは、かつての国鉄分割・民営化の枠組み
そのものと言えます。選別採用をすることとあわせ
て自民党は、分限免職（解雇）の適用さえ主張して
います。労働基本権が制約され、身分が法律で保障

全厚生労働組合京都支部

社会保険庁の解体で年金制度は
12
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されている国家公務員労働者の権利を不当に侵害す
るものであり、こうした攻撃を許すならば、「公務
の民間開放」ともあいまって、国公労働者のみなら
ず自治体労働者や教員にまで波及していく恐れがあ
ります。

国民からみても、安心できる年金制度を求める声
からは違ったものとなることは明らかです。公的年
金は、きわめて長期にわたる個人の年金記録を正確
に管理していくことが求められます。また、集めら
れる保険料・支払いされる年金は膨大な金額であり
ます。年金給付が切り下げられているなか、業務が
民間企業にゆだねられていったときに、利潤を追求
する民間企業のなかで公的年金が「商品」変わって
しまう恐れは十分あります。国が事業に対する責任
を放棄し、倒産もありうる民間企業に運営を委ねて
本当に安心と言えるでしょうか。

いまこそ、国民の願いに答える年金制度の確立が
必要です。大企業優遇の税制度をみなおし、むだな
公共事業の削減を行うなかで、社会保障関連予算を
拡充していくならば、消費税の増税なしで、老後を
安心できる最低保障年金制度の創設は可能であると
考えています。「このまま社会保険庁改革がすすむ
ならば国民の年金・医療がますます切り捨てられて
いくこと」「公的年金制度は、国が責任をもって運
営すること」を多くの国民に訴え、国民本位の行政
確立にむけ全厚生京都支部は闘っていきます。
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