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 良い社会をつくる公共サービスを考える７・７埼玉集会・竹信三恵子氏講演 

埼玉県公務公共サービス労働組合協議会主催、連合埼玉・埼玉県地方自治研究センターなどが共催

する「良い社会をつくる公共サービスを考える埼玉集会」が 7月 7日浦和コミュニティセンターホー

ルで開催されました。集会では主催者のあいさつや問題提起などが行われたあと、今回のテーマであ

る非正規公務員の当事者からの報告もありました。非正規で学校図書館司書を務める越谷市の職員や、

さいたま市で臨時教諭を務める方からの報告です。いずれの報告を聞いても決して良い賃金・労働条

件でないし、何より雇用の継続が保障されない不安定な状況の下で、それぞれの仕事に真摯に取り組

んでおられることがよく理解できる報告でした。学校司書は大半が非常勤職員であり、大切な公務が

不安定な非常勤職員にゆだねられている実態が改めて浮き彫りになったところです。 

その後、和光大学教授の竹信三恵子氏から「公共サービスって非正規労働者が支えているの？」の

タイトルで講演を受けました。後日集会報告が冊子にされる予定ですので講演の概略を報告します。

公共サービスは太陽の光のようなもの

授業の中で「公共サービスというのは太陽の

光のようなものだ。」これは二宮厚美先生とい

う方がおっしゃった言葉らしい。その辺にいっ

ぱいある。でも、みえない。太陽の光のように

さわれないのです。だけれども、みんな困ると

太陽の光をいろいろな形で利用して、生き延び

たり、暖まったり、それからエネルギーを起こ

したり、いろいろなことをする。だから、公共

サービスはみえないけれども、実はあまねく普

遍的にあちこちにある太陽の光のようなもので

あるということも税理士さんが話をしてくれま

した。 

税理士さん自身、鍵をもって出るのを忘れて、

鍵があかなくて焦って、本当はいけないと思い

つつも 110番した。おまわりさんが６人来てく

れて、何時間もかかってやっとあけてもらった

という話をして、本当はこんなことに使っては

いけないともちろんわかっているけれども、こ

ういうときに公務に頼ってしまいますと彼女が

いったのです。 

授業後コメントペーパーに感想を書いてもら

うのですが、そのときに今日の話はすごくよく

わかりましたと何人か書いてくれて、そのうち

の１人が、実は自分は大変な事故で大けがをし

たことがあって、そのときに救急車が来てくれ

たので命が助かった。もしあのときに救急車が

ちゃん来てくれなかったら死んでいたに違いな

いという経験があり、先ほどの公務は太陽の光

ということの意味が非常によくわかったと書い

てくれました。きょうの会にふさわしいエピソ

ードだなと自分でも電車の中で考えながら来た

ので、紹介させていただきます。 

実は公務に携わる方は、そのような形でご自

身も公務のことをもっと高く評価すべきだと思

いますし、それがないと人が死ぬという非常に

特殊なサービスなのです。こういうことをもう

一度私たちは捉え直す必要があるなと思います。 

非正規公務員に何が起きているか 

「何十年働いても昇級はなく、働く意欲は低

下。パート労働法も労働契約法も適用除外です。
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法のはざまにいる私たちを守ってくれる法律は

ない。」これは自治体の非常勤職員の方です。 

＊竹信先生は自治体の非常勤医師、ハローワ

ークで就職相談に従事する非正規国家公務員、

自治体の清掃事業の委託を受けた労働者、指定

管理された児童館で働く労働者などの例を挙げ

て現状を示しました。そして、 

こんな労働条件ですごく不安定で、そして公

務の重要な部分を担っているということが、今

の幾つかのものをみておわかりになったのでは

ないかと思います。これは必要とされるサービ

スはどんどん増えているのです。今は家族も不

安定化していますし、公務の方に支えてもらわ

ないとやっていけないような家族もたくさんい

るわけです。そのように、かなり状況が変化し

てきているのに、一方で財政難といって、そこ

にお金がきちんと出てこない。その結果、その

狭間を埋めて、低賃金の非常勤・非正規の方た

ちに仕事をしていただいている。そのツケがそ

こにどかっと来ているということです。つまり、

どんどんニーズも高まるし、実際世間も変わっ

ていきますから、ふえていっている。一方で、

賃金とか労働条件にかかわるお金は絞られ続け

ていますから、こういう大きい狭間がどんどん

広がっていく。その間で待遇がどんどん押し下

げられていく。こういうことに今なっている。 

 こんな状況で１年たったらだめかな、どう

だろう、幾ら頑張っても委託先が変わってしま

ったらゼロになってしまうのだと思っている方

たちに、公務だから頑張ってといってどこまで

負担を強い続けられるのでしょうか。本当に首

の皮１枚で、必死の当人たちの基本的な努力だ

けでもっているようなものです。そういうこと

を非正規の人々に強いていいのかどうか。また、

それと同時に、そのようなサービスで一般の納

税者の方、住民の方々がまともなサービスをど

こまで安心して受けていけるのかどうか。本当

に綱渡りの毎日だということをもっと広く住民

に知ってもらう必要があるのだとずっと考えて

きております。 

なぜ非正規公務員が増えたのか 

非正規公務員はなぜふえたのかということで

すが、小泉政権で三位一体改革といわれ交付金

削減、税源移譲ですね。それで財源の少なかっ

た地域の自治体に締めつけが来ます。交付金が

削減される一方で税源は移譲するといっていま

したが、もともと税が少ないような地域だと、

交付金を削減されてしまうと、移譲された税で

は足りないわけです。そうなると、自治体に締

めつけがどんどん来るというシステムエラーが

このときから起き始めていきます。 

その結果、公務員を一生懸命減らしていこう。

公務員の中にも、しかたがないとアキラメがあ

り、公務というのは決裁業務が本来の仕事とな

って、判子をついて何か決めるという公務は偉

い公務。これはちゃんと残して正規でもいいけ

れども、他は非正規でもいいのではないかとい

う気持ちもだんだん高まってくる。あとは、非

正規の人は試験を受けていないから、「公務員

は試験に合格して何ぼ
．．

なんだから」と私もあち

こちで何度も聞かされました。 

しかし、考えてみてください。私たち住民か

らみたら、そういった住民サービスこそが公務

の本体なのではないでしょうか。決裁というの

は、住民サービスの裏方みたいといったら叱ら

れそうですが、でも、そうではないのでしょう

か。住民からみたらそうですよ。一番近いのは

住民サービスを一線でやってくださる、非正規

の方が主に担っているようなサービスなのです。

ケア的公務とも呼んでいます。決裁に対して住

民をケアしてくれる公務ということです。だか

ら、位置からいって、ケア的公務というのは私

たちのほうに近い、決裁業務をやっている公務

というのは市長とか偉い人に近いのです。人間

というのは自分に近い人を偉い、重要と思い込

む癖があるのです。 

ある市長に「市長さんにとっては決裁する方

たちが近いでしょう。でも、私たちにとっては

ケアしてくださる公務の方が近いのです。だか

ら、私たちに重要なのはそっちなんですけれど」

というと、えっといって、びっくりして返事し

てくれませんでした。そういう人間の認識の問
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題もあると思います。そういうことで、非正規

は増えているのですが、どうでもいいかのよう

な扱われ方をし、そのために、実際そのサービ

スで生きている住民はえらい目に遭うという結

果になるのではないかと大変心配です。 

税と社会保障の一体化と一時言われていまし

たが、税は増やしたけれども、福祉や住民サー

ビスには回っていません。それから、アベノミ

クスに入ってから介護報酬、生活保護の削減と

いうことで公務員の負担もふえ、さらにそこで

非正規化で対応していく。 

ということで、官製ワーキングプアと私たち

は呼んでいますけれども、お上がつくったワー

キングプア、つまり働く貧困者です。お上がワ

ーキングプアをつくってどうするといいたくな

るものですが、そういった批判が盛り上がって

いきます。 

ところが、それゆえに次に新しい事態が起き

てきたのです。これは 2006年ぐらいですが、私、

東京都杉並区に取材で行って、「非正規公務員

の方の待遇が悪過ぎるのではないですか」と言

ったことがあります。そのときに、そこの人事

担当の課長さんが私に、「そんなことを言われ

ても税金が足りないのだからしようがないので

す」と逆ギレをされてきました。気持ちはわか

りますけどね。そのときに、「そんなにうるさ

くいわれるのならもう委託ですよ」とキレてつ

いに本音をばらしてしまいました。 

委託というのは本来的にはそういうものでは

ありません。海外でやっている委託というのは、

税金を有効に使うために、その業務に対して専

門性をもっている方に代替してやっていただく、

そのことによって、同じ税金をより有効に使う。

ゼネラリストの公務員にやってもらうよりも、

ＮＰＯとかが専門性は高いですから、同じ予算

でそういう方たちにやってもらったほうが効果

が高い。それがもともと委託の意味だったはず

なのです。それが何と、その方のお話をかりる

と、どうやら日本の自治体では、直接雇用で非

正規を雇っていると、こういう変な人が来てが

んがん文句をいうので、書くぞとかいったりす

るので、それで面倒くさくなって、雇用責任が

ない委託に押しつけようとしている。 

やはりつらいのはよくわかりますよね。首長

から削減しろといわれているわけですから。し

かし、そこはやはり踏みとどまらなくては、冷

静にならなくてはいけないと思います。 

非正規公務員の法的問題 

 公務員法も労働基準法もオミットされて 

では、何でそれが問題なのかというと、これ

はもう皆さんご存じと思いますが、法の谷間と

よく言われているものです。地方公務員法３条

３項、これは専門家のボランティアのイメージ

ですが、そういった方、非常勤の人とか、臨時

の方とか、そのように、本来、公務員というの

はずっと継続的に安定したサービスを保障する

ために常勤でいくということだったはず。そこ

のところに、そうはいっても、ボランティアみ

たいな専門性があって、一義的にほかに業をも

っていて、ちょっと来てくれる人とか、学校の

校医さんみたいな。あと、正規の人がたまたま

いなくなってしまった。だから、そこにちょっ

と一時的に充てるみたいなのはしかたがないよ

ねといって、臨時的だという意味で充てたもの

です。それを拡大解釈して、賃金の安い、いつ

でも首が切れる非正規公務員として脱法的に拡

大していったというのがこれまでの現状だった

わけです。おかげで公務労働者の３人に１人が

労働法の保護から実質的に除外されている。こ

ういう異様な事態になってしまいました。つま

り、公務員だから労働基準法は適用されない、

でも、非常勤だから公務員法は適用されないと

いって、両方からオミットされて、それで無権

利状態になっていって、普通にその業で恒常的

に働いている人間に全く保護がないというよう

な事態がいつまで見過ごしにされるのかという

問題だと思います。 

貧困の温床になります。ワーキングプアです。

生存権の保障に必要な収入が確保されていない

し、休暇なども保障されていない。場合によっ

ては慶弔休暇といった社会生活に必要なものま

で排除されていることもあります。 
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しかも、こういった公務の方が実は住民との

インターフェースの部分を主に担っているわけ

です。例えば受付などというのはこれまでは常

勤の公務の方がやってこられたのが、最近すご

い勢いで委託化が進んだりしています。でも、

そこは一番重要なインターフェースの部分です。    

最初に住民に接する部分です。ですから、一

番情報をもっているはずのところです。しかし、

そこに権限がない、または極めて弱い。となる

と、住民の苦情、怒り、いろいろな顔を上にパ

イプとして伝えていく部分が権限が弱く、物が

いいにくい非正規にとりかえられていっている

わけですから、伝わるわけがないのです。公共

サービスが劣化していきます。劣化すると住民

は不満をもちます。それで、何だ、こんなもん

か。あれだけ税金を払ってこれだけなのだった

ら、もう公務員なんか要らないよといって、正

規公務員も含めて公務員に対する批判、軽蔑を

考えるようになります。 

その結果、民間サービスにするからね、民間

のほうがきっといいに違いないといって、よく

もない民間に誘導されていきます。そうなると

何が問題かというと、民間サービスというのは

公務ではないので、金がある人は買えるし、な

い人は買えないのです。そうなると、金がない

人は基本的な生存権にかかわるサービスを場合

によっては受けられなくなる。これが格差の拡

大です。こういったとんでもない社会的なひず

みがこのようなシステムによって増幅されつつ

あるということになります。 

均等待遇の重要性・同一労働同一賃金 

同一労働同一賃金というのはどうやってやる

かというと、欧州とかアメリカも原則があるの

ですけれども、ＩＬＯの基準では、実は職務を

みて、それを分析して点数をつける。これが一

般的なのです。何それと思うかもしれませんけ

れども、例えばＡさんとＢさんがいます。Ａさ

んは非正規、Ｂさんが正規とします。その人た

ちのやっているお仕事を職務として切り出して

いきます。知識・技能とか責任、負担、労働環

境という４大ファクターで分析して点数をつけ

るというと難しいですけれども、知識・技能で

いえば、Ａさんはエクセルとかを実は自分で勉

強して、非正規だけれども、すごくできて事務

が速い。Ｂさんは正社員だけれども、会社が余

り訓練してくれなかった一般職みたいな人で、

エクセルはよくできませんとなると、知識・技

能は、Ａさんは派遣か何かで非正規でも５点、

それからＢさんは正規だけれども３点とします。

責任は、Ｂさんは正社員ですから、Ｂのほうが

Ａよりも高い。なので、Ｂが５、Ａが３としま

す。両方足すと８、８ですよね。同じです。さ

らに、負担でいきます。Ａさんは非正規なので、

いつもクレーマーが来る窓口に立たされて、し

ょっちゅう嫌みをいわれ続けます。負担がすご

く重い。一方で、Ｂさんは正規なので、ちょっ

とあんたやっておいてよといって、自分はバッ

クオフィスのほうにいてみているとします。そ

うすると、負担でみればＡさんは５点、Ｂさん

は３点。そうすると、８足す５でＡさんは 13、

Ｂさんは８足す３で 11。最後の労働環境でいう

と、Ａさんは非正規で、いつも暑くて大変なと

ころで働いている。Ｂさんはクーラーのきいた

いいところで働いているとします。そうなると、

非正規のＡさんですが、労働環境は重いですか

ら５、そして、Ｂさんは３とします。どうです

か。足してみてください。点数を合計すると、

今のケースでいうならばＡさんのほうが高いで

しょう。こうやってみていくと、何だ、非正規

だけれども、Ａさんのほうがやっている仕事内

容は高いかもねとみえるようにする。それが職

務評価型の評価です。もし点数では差がないの

に何で賃金が半分しかないのというのが出てく

るとします。そうしたらば、その理由を確かめ

る。もしおかしければ是正していく。そういう

手続をやっているのが国際型の職務評価です。 

改正自治法・地方公務員法の問題点 

竹信教授は最後に改正された地方自治法・地

方公務員法の「会計年度職員」などについてお

話しされましたが、紙幅がありませんのでそれ

は報告集に譲り、別途自治総研の上林陽治研究

員の論文コピーを同封しました。 


