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東日本大震災と野田市への影響と対策

（佐藤）
お時間の関係もあると思いますので、早速
始めさせていただきたいと思います。今日は
お忙しい中、こういう場を設定いただきまし
て、ありがとうございます。内容的には、公
契約条例のことについて、特にお伺いをした
いと思います。
本題に入る前に、今回東日本の大震災は、
非常に規模の大きい災害だったわけですが、
野田市でもお一人亡くなったとか、そういう
災害も結構出ているかと思います。そういっ
た状況ですとか、もしくは新聞を拝見いたし
ましたら、東北の被災された方を採用される
ようなお話も、出ておりました。野田市の復
興支援への取り組みといいますか、そんなこ
ともお伺いできるかと思いますので、よろし
くお願いしたいと思います。

（市長）
野田市自体
の被害という
のは、そんな
に大きくはな
かった。ただ、
１番影響があ
りましたのは、
屋根の瓦がだ
いぶ落ちまし
て、我々がブ
ルーシートを、
とりあえず配付させていただいた世帯だけで
も、トータルで650ございましたので、相当
大きかったかなと。
あとは建物等で公共施設に、若干の被害が
ございましたが、それももう、ここで専決処
分させていただいて、ほとんど対応させてい
ただくような形で、直しておりますので、そ

んなに大きな問題はないと思っています。江
戸川・利根川の流域で、液状化の問題ですが、
私どもの方も宅地部分では、ほとんど問題は
ありませんで、利根川沿いの田んぼで、若干
液状化が起こった、その程度だったと思って
おります。
問題があるのは、堤防にだいぶ亀裂が入り

ましたので、これは利根川・江戸川の治水関
係の観点からいいますと、早急に直してもら
いたい。堤防自体がだいぶ傷みましたので、
それを直してもらいたいということ。同時に、
堤防の両側に亀裂が入っています。そういう
のも、しっかりチェックをしておいてもらい
たい。
素人考えで言うと、川いっぱいに洪水に

なった時に、もしかしてその亀裂を通して、
水が出てきてしまうということが、あっては
いけないと思っております。そういう点も含
めて、特に江戸川・利根川を、国交省がしっ
かりとチェックをしてもらいたいということ
を、今お願いをしているところだということ
です。
被災地に対する対応として、私どもの新聞

の記事に出た話としては、雇用の話がありま
した。この話については、来年度の採用計画
の前倒しという形で、枠をとって、募集を始
めようということでやっております。基本的
には、来年の４月からという話ですが、もし
かしたら前倒しで、採用するかもしれないと
いう話にしています。これは採用取り消しに
なった人達が、被災地の方で、たくさんおら
れるという話も聞いたものですから、少しで
もお役に立てばということです。
もう１つは、うちがそういうことをやれば、

他でもやってくれないかなということも思い
ました。実をいいますと、印西市が私達と一
緒に、同じようなことをやるということで、
うちの採用試験に乗るという話がきておりま
す。そういう話で、少しでも雇用の支援にな
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ればと考えております。
もう１つありますのは、今うちがやってい
る特徴的な話というのは、当然被災者の受け
入れもしましたが、そちらについては市営住
宅なり、雇用促進住宅の方に、移り住んでい
ただいたという形になっておりますので、避
難所はもう閉めております。
ただ問題は、市内に親戚を頼ってきている
方が、たくさんいます。その皆さん方を、１
つには困り事があるでしょうということに対
する、対応をしなきゃいけない。もう１点は、
情報の弱者になってしまう。つまり、それは
何かというと、もともと住んでいた町からの
情報が、届かなくなってしまう。これが１番
困るのではということで、先週の半ばから、
うちの方で野田市においでの方は、登録して
くださいということで、登録制度を作ってい
ます。
同時に、その人達に対する困っていること
について、相談を受け付けましょうと。多重
的な困り事がある人については、内閣府の予
算を今年からもらいまして、例の派遣村の村
長さんがやっていた、あの方が考案した話な
のですが、パーソナルサポートセンターとい
うのを、うちで立ち上げています。全国で14
箇所だったと思いますが、そのうちの１箇所
です。

そのパーソナルサポートセンターと、今
我々のところで登録をしてくださいという受
付を、間仕切りしてありますが、同じ部屋の
中に入れてあります。ですから、そちらの方
へ、その仕事を移していくという話にしてあ
るので、これが実をいうと、私どもは一番大
切な仕事だと思っています。
というのは、おそらくこれから、義援金の

分配をするといっても、自治体経由でいくと
いった時に、その自治体経由でどこへいって
いるのか分からない。それを把握しなくちゃ
いけないということです。内閣府がそれを今
やっと気が付いて、総務庁がここで通達を出
したようですが、私どもはそういう意味で、
うちで登録していただいた方については、全
部元に住んでおられたところの役場、今組織
があるところに、連絡をさせていただいてお
ります。
こんな話をしておりまして、そういう形で

の支援をやっております。ですから、義援金
とか、支援品を贈るという話と、避難所をつ
くるということの、もう一歩先へいって雇用
の話と、まさにその人達が、情報をどういう
ふうにしてキャッチしていくのかという話、
この話に一歩うちは進めさせていただいてい
るというのが、今の状況なのです。
今数値的なものを持ってきます。今１週間
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で60何件、登録が来ているのです。人数的
に言うと、200人弱くらいになるでしょうか。
おそらく、これが一番私は、政府の対応とし
て抜けているところ、自治体がやらなくちゃ
いけないところという話だと思うのですよ。
住宅を提供するということよりは、それも大
切だが、その話をしないと、１番いけないの
じゃないかなと。

（井下田）
今までの市

長さんのお話
に加えて、当
千葉県の場合
は、多くの県
民は、災害無
縁地帯の代表
の１つが、千
葉県だと思い
込んでいたか
なと思います

が、それにしても、いわゆる想定外の大地震
を目の当たりにして、野田の場合には、茨城
の東海村があります。一般震災対策に加えて、
これからの時代に原発絡みの対応策も、もち
ろん今すぐではありませんが、今後のご当地
の防災対策の１ページに、場合によっては加
えられるかどうか、その辺のご配慮はあるも
のでしょうか。

（市長）
今回の放射能の話からいきますと、農作物
がありました。農作物はおかげ様で、うちは
チェックして、問題無しになっています。そ
ういう意味で、ちょっと外しておきますが、
水道の問題が出ました。水道の問題が1番大
きかったのは何かというと、情報が正確に伝
わらなかったということなのです。
実は11日の地震の後で、まとまった雨が

降ったのが、20日だったかの日・月なのです
ね。火曜日に東京の金町の浄水場、それと千
葉の県水の浄水場、それから北千葉の浄水場
というのが、その少し上流にあります。同じ
日に検査試料を採水しているのです。金町は
次の日に、赤ん坊が飲んではいけない基準値
を超えてしまったということを、発表しまし
た。
発表した日に、その晩反応したのは、この

地域では野田だけです。
うちはその時に、すぐに子供さん用に水を

配ったのですね。県水はその次の日に発表し
たのです。その発表した日には、金町はもう
問題はなくなりましたと発表したのです。に
もかかわらず、県水が問題ですと言っちゃっ
たわけですね。それでパニックになったわけ
です。そして次の日に、止めろと言ったにも
かかわらず、北千葉が問題ですと発表したわ
けです。
それは同じ日に採った水です。それをなん

と報道機関が、さも今採った水で問題が起
こったように、発表したわけです。何日の水
を検査した結果、分かってこういう状態でし
たと、いってくれればいいものを、何日の水
といわないで、今分かったといって発表され
ました。
金町で問題が起こった晩に、うちは反応し

て、次の日にはうちはもう問題は解決したよ
という話で対応しているのに、県水が大変だ
と大騒ぎして、北千葉が大変だと、大騒ぎを
次の日にしたものだから、結果的に私どもは、
もう一度水の話をしなくちゃいけなくなった。
この話は、ともかくも検査体制を急いでくれ
と。つまり、水が出て1日経ってから、結果
が分かって飲むなよといった時には、もう実
をいうと、流れていっちゃったと。
これは記者会見の時の資料です。被災者を

把握して、パーソナルサポートセンターと
セットにしましたよと。後ろにシステムを付
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けています。こんな形でやっているのだよと
いう。それに絡んで、このペーパーが１つあ
ります。市長報告書というのを見ていただく
と、４月６日から始めて14日までで、来庁相
談が69件ということは、うちの方に、69箇所
来ているということです。宮城県が５件と福
島が64件と。
１番下にありますが、１つは複合的な相談
になった、特に就労相談になったものですか
ら、パーソナルサポートサービス事業の方の
対象として、扱うことにさせていただいた、
ここで1件登録していると。これがおそらく、
各市でやってもらえれば、どこに避難してい
るかという話が、実態が全部分かると思うの
です。私どもは、これはやってもらいたいの
ですよね。
ところが、これはなかなか新聞記事が出な
いのですよ。こっちの方の就職の話だけは、
今日の産経さんですが、ちょうど２段目の左
から５行目のところに、また野田・印西の両
市がと書いてあります。これはうちがやると
いったら、印西が乗ってきて、一緒に試験を
やってくれよという話があるということです。
印西は建築職と、機械の職種が欲しいと。
逆に言えば、印西にとってもプラスになって
くると。印西は将来的にも、自分のところで
雇っちゃいたい。うちは将来もしかして、必
要な人材だということで、向こうで被災地で
求めるのなら、お返ししてもいいですよとい
う話がしたい。
これは何かというと、私どもの方は、それ
だけの職員採用枠があるのに、今回は確かに
大変だからということで、被災地から人を採
りますよと言ってしまって、将来的にその分
の職員の採用枠が、減るのじゃないのという
話の批判は、今は出なくても、当然出てくる
だろうと。
それに対しては、そうじゃなくて、私ども
はあちらの被災地で、マンパワーが不足して

いるということが、当然自治体で出てくるは
ずだから、そういう意味での育てる意味にお
いてもということで、将来の活用ありという
条件で、うちは募集するつもりでいますとい
う話で、やろうと思っています。

（佐藤）
わかりました。ありがとうございました。

（井下田）
先程の原発絡みのお話をもう少々どうで

しょうか。

（市長）
私どもは、原発の話については、最終的に

は、今水が１番心配だと。水の汚染について、
できるだけ早く情報がとれると。それと、そ
の数値以上、300ベクレルになったら止めな
きゃいけませんから、止めた時の対応をどう
するか、とりあえず作りました。それは非常
用の井戸を、２千トンほど持っているもので
すから、その井戸をどういうふうにして、井
戸水を配分するかということのシステムだけ、
作らせていただきました。

（井下田）
そうですか。いずれにしても、今回の地震

絡みの対応策も、極めて過敏に、かつ具体的
に取り組んでおられていますね。

（市長）
おかげ様でなんとか。

（井下田）
そうですか。市民レベルでいえば、野田市

の場合、地域が広がっていますが、災害対応
の情報格差というのは、市民の間からは出て
きていませんか。
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（市長）
はっきり私どもの方で、今１番問題なのは
何か、申し上げておきます。これは私の政策
的なミスであったと思っています。地震が起
こった時は、別に同報無線（同報系防災行
政無線、固定式）で、情報を知らせなくて
も、地震の状況はみんな分かっているはずで
す。洪水の時には、利根川・江戸川の堤防が
切れるというのは、１日前から大体予測がつ
く。上で降った雨です。上で起こった洪水が、
下流に来るわけですから、皆さんはその間に
逃げてしまえばいい。
そうすると、同報無線自体の価値というの
は、そんなにないはずである。逆に同報無線
というのは、私が静岡の方で、助役をやっ
た時の経験からいけば、そのすぐ直下の人
は、うるさいという苦情を言ってくるのだと。
ちょうど３つあると、真ん中は聞こえないと
いう苦情を言ってくると、こういう話になる
から、私はあまり積極的じゃなかった。
野田では同報無線を持っていません。関宿
は合併前に防災行政無線を持っています。今
回放射能汚染があった時、子どもさん達用の
水だけは、井戸水を配りますといった時に、
その連絡は咄嗟にやらなくちゃいけなかった。
これが咄嗟にできなかったと。消防団を使っ
てやったのですが、十分な情報伝達にはなら
なかった。
ここで私どもは、専決処分の中でスタート
させますが、同報無線を全部整備しましょう
と。関宿も今アナログなのですが、いずれ廃
止になっちゃいますから、デジタルにしちゃ
いましょうということで、合併特例債を３年
使えますから、後３年残りがあります。
３年の間に全部やっちゃおうと、こんな話
をしています。これが我々の反省点です。我々
の市内の情報連絡網としては、そこの部分だ
けが、咄嗟の反応をするためには、これは必
要だということからいえば、ここでやります

という形に変えていきます。

公 契約条例制定の主旨などをめぐって

（佐藤）
ありがとうございました。そろそろ本題の

方に、入らせていただきたいと思うのですが、
今日は公契約条例の施行と、野田市の現状と
いうことで、いろいろお話を伺いたいと思う
のですが、最初に野田市では、2009年の９月
議会で、公契約条例が全会一致で制定されて、
全国的に注目を集めているという状況かと思
います。初めに制定の主旨といいますか、根
本市長としては、何が契機となって、制定を
されたのか、その辺のことについて、お伺い
したいと思います。

（市長）
１つは、公共工事というよりも、建設工事

に、現場で働いている皆さん方、公共工事に
ついては、国の方の予算単価があるのですが、
この予算単価が、毎年下がっているのですね。
10年間下がってきている。何で下がってきて
いるかというと、実績を基に、次の年の数値
を出してくるわけです。
そうすると、ここのところ公共事業は、ど

んどん抑えられてきているという関係もあっ
て、だんだんと賃金に皺寄せがいってきてい
る。仕事が少ないから、取り合いになる。品
質は確保しなくちゃいけない。そうすると、
賃金を抑えなくちゃいけない。賃金を抑える
ということで、10年間ずっと下がってきてし
まっている。これを止めないと、将来的な日
本の技術というものが、まず伝承できなく
なってしまうだろうという点が１点です。
それから、自治労さんサイドからいえば、

官製ワーキングプア、これが小泉改革以降の
業務委託、更に言えば、指定管理者制度、こ
んな中でどんどん進んできてしまうというこ
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と。これを何とかしなくちゃいけないという
話の２つの観点で、今回の条例を作ったとい
うのがポイントです。

（佐藤）
制定されるまでといった方がよろしいので
しょうか、市議会とか業界関係とかいろいろ、
ちょっと待ってくれみたいな話も、多分あっ
たのではないかと思いますが、その辺のご苦
労といいますか、それについてお伺いしたい
と思います。

（市長）
業界サイドは確認したのですが、主旨とし
て理解できるから、やっていただいて結構で
すというのが、うちの建設業界の返事でした。
というのは、やっぱり気にしていましたね。
どんどん下げていっちゃっていいのかと。
もう１つは、実態的にも業務委託関係で、
官製ワーキングプアという観点からいえば、
本当に安くなってきているという話を、これ
は業界の人自体が承知していました。いつ
までもこんなんでいいのかなという感じが、
あったということがあるので、業界はそんな
に問題がなかったです。
議会サイドの本来反対するかもしれないと
思っている、保守系の議員の皆さん方が、そ
れはそうした方がいいよと。うちはそんなの
で、実をいうと決まったのです。あまり苦労
しなかった。私が議員の皆さん方に言ったの
は、皆さん方の支持者の中で、建設業に携わっ
ている人がいるから、その人達に実態を聞い
てみてよと。本当にどうなのと聞いてみれば、
分かるという話をして、それで大体、皆さん
は理解したということだったのかなと思って
います。

（井下田）
でも市長さん、賃金絡みの部分ですから、

全国的には陰に回って、かなり圧力とはいか
なくても、反論があったのではと推測できま
すが、そんなことはありませんでしたか。

（市長）
全然ないです。はっきり言いまして、自民

党の国会議員自体が、問題意識を持っていた
のです。何とかしなくちゃいけない。という
のは、もうそういう時代でしたので。逆に言
えば、自民党の国会議員さんの方が、現状を
よく知っていました。ただ、自民党の国会議
員さんが、１番気にしているのは、今度はそ
れがどこへ皺が寄るかということです。
つまり、公共工事の仕事が少なくなってき

た。少なくなってきたので、何が起こったか
というと、叩き合いが起こってしまった。落
札率が下がってきたと。その時の皺が、何に
寄っていったかというと、実は３つあったの
です。１つが、少し手を抜いちゃおうという
話ですね。もう１つが、賃金を下げちゃおう
と。もう１つは、下請けを叩いてしまおうと、
この３つあったわけです。
公共工事の品質確保法という法律では、品

質は確保するといったから、手は抜けなく
なったわけです。手が抜けなくなったから、
賃金のことに皺が寄ったと。我々が賃金に皺
が寄るということに着目して、この公契約
条例を作ったのですが、自民党さんがもう
ちょっと心配したのが、３つ目なのですね。
下請け業者に皺が寄ってしまうのじゃないか
と。
品質は確保しました、賃金はこの条例で払

えといわれました。下請け業者も払わなく
ちゃいけません。そうすると、下請け業者さ
んが間に入って、元請けが安く受けて、下請
けに安く出して、しかも賃金を払えよと。こ
れでは下請けが、今度は死んじゃうでしょう。
自民党さんが１番心配していたのは、そこの
点でした。
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去年の秋にうちの条例の改正をした、１つ
の大きなポイントは、そこの話です。つまり、
下請けとの関係について、ちゃんと整理をし
なくちゃだめですよと。ですから私どもは、
低入札価格の調査制度を使って、しかもその
中で、直接工事費の割合を何パーセントにし
ているかと、それをチェック項目にしている。
それを下回ってしまうような直接工事費で、
入札に入っているとすると、下請けにいくお
金が安くなるから、認めないよという話の、
つまり低入札価格制度のチェックで、そこの
部分をクリアしていこうということを、条例
の中で書き込んだという話をしてあります。

（井下田）
当初の条例の元は15条でしたよね。

（市長）
はい。

（井下田）
新しいのは、２条増えましたよね。今の市
長さんのお話は、その部分でしょう。

（市長）
その部分です。もう１つの部分が、雇用の
継続です。雇用の継続についても、努力規定
を作ると同時に、公契約条例対象事業につい
ては、長期継続契約にすると。こんな話で、
条例の中に書き込んだという話をしています。

（井下田）
それにしてもお話を伺いますと、野田のこ
の公契約条例は、現代という社会は、それこ
そ契約社会ですが市契約、つまり公契約の中
に、今のような基本的な原理や原則を、見事
に凝縮して散りばめられておられて、野田の
公契約条例の持っている社会的、あるいは日
本的な意味が、きらりと光っているかなと思

います。
ただし、改めて今のように、条文を２項目

ほど加えられたわけですが、公契約条例の具
体化という観点で、あるいは更に市長さんの
立場からいえば、考慮しなければならない部
分というのは、どんなところにありましょう
か。

（市長）
うちでやっているだけでは、何の意味もな

いので、これを広げていかなくちゃいけない
わけです。川崎市さんが作ってくれました。

（井下田）
昨年12月15日にね。

（市長）
これは私どもが評価もする部分もあります。

評価をしない部分もあります。具体的に言え
ば、指定管理者についても、対象にしてまい
りました。うちは指定管理者については、こ
の規定を同じような形で、使っていきますよ
という形しか書いていません。この条例に書
いてあるとおりの話です。若干条文を今回変
えましたが、言葉遣いは変えていますが、そ
うしております。
そういう意味で、指定管理者制度の中に、

突っ込んだという意味においても、価値があ
ると思っております。ただ問題は、事務的な
制約があっての話しなのですが、公共工事の
金額を、私どもが１億円、我々がこの１億円
を、将来的には５千万などに下げていきたい
と思っているわけです。
ところが、今回ハードルが上がったのです

よ。川崎が６億円以上にしちゃったのですよ。
確か記憶では、６億だったと思います。つま
り、せっかくうちが１億からスタートしてい
るのを、６億に上げられちゃうと、６億から
今度は、議論が始まる可能性があります。私
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達としては本当をいうと、今年の９月には、
もう１回条例を改正するつもりでいるのです
が、その時には、今度は１億を、５千万に下
げるつもりでいます。
そういう格好にして、まずは対象の仕事を、
増やしていくという話をしている。という話
を、我々はしていこうと思っている時に、ハー
ドルが逆行したというのは、ちょっと困った
なと思っています。それはともかくとして、
川崎市という政令市が、それを作ってくれた
というのは、非常に価値がある話だという話
があります。
これからもうちょっと、多分東京の西の方、
区部じゃなくて市部ですね、そちらの方で、
いろいろな動きが出てくると思います。これ
をこの辺で、もう少し動きを盛り上げてもら
いたいという話があるのですが、本音の話を
すれば、千葉県でなぜやってくれないかなと。
千葉県内の自治体がね。
これが私にとってみると、不満なのです。
せっかく我々が始めたのだから、千葉県内の
他の自治体が、動き始めてくれてもいいなと
思っているのですが、なかなか動かないとい
うのが、ちょっと残念だなと。ですから、私
の方としては、私達はここまで始めたし、はっ
きりいって、けんかを買うつもりでやったわ
けです。
一戦を交えるとまで言ったわけですから、
いくらでもけんかは買いますよと言ったので
すが、全然けんかにならないのですよね。お
褒めいただいているだけなのです。このまま
いくと、褒め殺しで終わっちゃって、他に広
がっていかないのかなと、それがちょっと心
配ですがね。
多分東京の西の方で、動きが出てきますか
ら、千葉県でその動きを、もうちょっと作っ
ていただけるとありがたいなと。おそらく、
川崎で動きが出てきたということは、神奈川
県では、動きが出てくると思っています。

（井下田）
そうですね。国分寺市や、あるいは相模原

市辺りが、かなり具体的に動き始めています。
今回の統一地方選挙で、個人的には、公契約
条例を作れという、キャッチフレーズを打ち
出しているという議員候補者が、全国的には
出始めてきています。その点でも、実効性の
ある公契約条例の具体化が、もうちょっと更
に、それこそより具体的に動いていくような
段階が、近づいてきていると私は見ています
が、どうでしょうか。加えてご当地には、相
変わらず野田市詣での自治体というのは、結
構今も続いていますか。

（市長）
ここのところこの震災騒ぎで、みんなキャ

ンセルになっているものですから、あまり
来ていないのではないかと思っています。
ちょっと私が心配しているのは、国会の動き
は、おそらく止まっちゃうと思います。
この話をやっているような暇は、ないよと

いう話になると思いますから、その間に私は、
自治体が実績を積み重ねてもらうというのが、
１番いいのかなと思っているのですがね。そ
ういう意味では、おそらく地震がおさまれば、
また視察が始まると思います。
実は今月末か、来月の初めかに、西の方の

シンポジュームがあるのですよ。誰が主催し
ているのかな。自治労の本部にいる人、この
仕事をやっている人が仕掛けて、うちの方の
自治体で、どこかでやるのですよ。私に喋れ
というから行ってくるのですが、それで盛り
上げちゃおうということを、東京の西はやろ
うとしているのだと思います。ともかくも千
葉県の動きが、全然出てこないというのが。
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公 契約条例の広がりを期待する

（井下田）
基本的には、自治体レベルでこの公契約条
例づくりが、具体的に進むことが、結果とし
ては、国を動かすことに通ずるわけですから、
その意味で言えば、全国の自治体の多くが、
この問題に地震絡みの動きが一段落、あるい
は沈静化した段階で、大いに関心を持ち直し
て、この部分の取り組みが展開されることを、
ぜひとも期待したいところですがね。

（市長）
まさにそのとおりだと思っています。今こ
の時点で、この話をいっても、なかなか皆さ
んは興味を持たないと思いますが、長い取り
組みでやらないと、おそらく賃金の問題とい
うのは、公共工事の話は、日商協定という単
価があって、ある程度の客観的な水準があり
ますので、よろしいのです。
が、皆さん方が言っている官製ワーキング
プアという部分、公共民間という部分につい
ては、どういう賃金にしたらいいのかという
ことも含めて、指定管理者の部分も含めてで
すが、実績を積み上げないといけないという
話になってくると思うのですよ。
我々の客観的な数値として、持っている話
は、いくつかのものがあります。具体的に言
えば、国土交通省が施設の維持管理のために、
清掃業務であるとか、経理の業務であるとか、
そういうものについて使っている単価、更に
言えば、施設の維持管理についての技術者の
単価も決まっています。
ただ、この職種別賃金というのが、去年の
９月の条例の改定の時の３つのポイント、実
は２つじゃなくて、さっき言った雇用の継続
と、下請け関係の話と、もう１つが職種別賃
金を採用するという話があるのですが、その
職種別賃金の方が、積み上げがないとできな

いと思っています。
今言いました国土交通省の官庁営繕部が、

使っている施設の維持管理と、清掃と警備の
話については、単価は一応あるのですが、こ
れをとっても全国10ブロックです。ですから、
そんなに正確な数字ではないと。それ以上に、
例えばその中には、看護師さんと保育士さん
は入っていません。電話交換士さんも入って
いません。そういうのをどういうふうにして、
単価を作っていくのかと。
積み上げ以外にはないと思っていますので、

各自治体でやってもらわなきゃいけないと。
ましてや最低賃金が、全国これだけばらつ

きがある中で、この単価というのが、一律に
は決まらない話だと思います。ですから、そ
ういう意味からいっても、実績で各地域での
積み上げが出てきている中で、それなりの数
値が決まってくるという話になるのかなと、
思っているのですがね。

（佐藤）
千葉県内は、取り組みというか野田の動き

が、他に広がってないということについて、
ただ、連合千葉などでも、議論はしているの
です。言えるのはかなり野田市で条例制定さ
れて、これは根本市長もお感じだと思うので
すが、全国的に非常に注目を集めているし、
いろいろ根本市長も講演だとか、呼ばれてい
るようなことがいっぱいあると思います。
そういう意味では、火をつけたといいます

か、やればできるのだみたいな感じが、広がっ
ているかと思います。連合千葉の中でも、今、
公契約条例の対策みたいなものを設けて、こ
れは各市町村に、どうやってアプローチして
いくかというところが、中心になっていくか
と思いますが、
そういう意味では、非常に動きは出てきて

いるのかなと思います。先程東京の西の方の
動きも、出るのではないかという市長のお話
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もありましたが、そういった全国的な広がり
という意味では、市長の方は、どんなふうに
お感じになっているのか。

（市長）
はっきり言いまして、推進役が少ないので
すよね。興味は持っていただいている人はい
るのだが、それをやろうという話が、なかな
か出てこない。難しさの１つは、２つの目的
を、この条例が二兎追っちゃったのですね。
つまり、さっき言った公共工事の話と、２つ
やったものだから、推進役が２つに分かれて
いる。
どちらかというと、全国的な流れとしては、
全建総連さんの流れなのですよ。自治労さん
の流れと、全建総連さんの流れが、どうして
も２つに分かれてしまうものだから、公契約
条例といった時に、この２つがあるので、そ
こが一本化して、議論をしちゃうという話を
しているところというのは、あまりないのか
なと。
首長さんが、例えば川崎で始めた時は、一
本でやっちゃいましょうという話になってい
るとか、そういう話はあるのだがブロック、
例えば県の中でといった時は、自治労さんが
中心になって、動いているところもあれば、
全建総連さんが中心になって、動いていると
いう話もあって、視点がぼけちゃうのですね。
私もあちらこちらに呼ばれて行く時に、呼
ばれて行くところの相手によって、全建総連
さんにご招待いただいた時は、公共工事の話
を中心にやっているのですよ。自治労さんサ
イドで呼ばれた時には、業務委託を中心に、
話をするという話になっています。その辺は
条例を作った作り方にも、問題があったかも
しれないが、しかし運動自体も、最初から２
つあったのですよね。そこの推進役が、うま
くまとまっていないのかなという気がしてし
かたがない。

千葉県のやっているのは、多分連合さんが
やっているという形になると、どちらかとい
うと、自治労さんサイドの話になっているの
かなと。全建総連さんサイドの話になってい
るのか、私もそこが分からないわけです。運
動体として、どうも２つに割れちゃうみたい
な感じになって、そこのところが、うちで作っ
た条例が悪かったかなという気も、しないで
もないのだが。しかしうちも、よかった話が
あったので、そうやったのでね。

（井下田）
私の理解によれば、野田の条例の場合は前

の文章、前文と目的の部分に、見事な中身が
凝縮されていますよね。この部分が残念なが
ら、全国的にはイマイチ、せっかくの崇高な
理念、宣言として示されているにもかかわら
ず、現実の自治体は、今回の震災絡みであっ
たり、あるいはご多分に漏れず財政逼迫で、
首長さんは公契約条例どころではないよとい
うところが、結構ありますからね。
その辺を上手にカバーしながら、もちろん

それは、ひとり野田市長さんの問題提起に、
寄り掛かり過ぎている部分があります。全国
的には今のような、人誰もにとって、健康で
長持ちできるような、条件整備を保障するも
のが、公契約条例ではなかろうかと。
私は最低賃金絡みを保障している、この条

例の宣言の主旨を、全国的にはもっと生かせ
るように、市民サイドにも呼び掛けてみると
いうのが、今与えられている課題の１つかな
と思われてならないです。いわば自治体サイ
ドを、既に乗り越えている問題提起だという
ふうに、強く受け止めたいと思います。
その意味でも、根本市長や川崎市長で示さ

れるような、意識のある首長先行型の公契約
条例ですから、この部分を、もっと日本各地
の大地に根付かせるような、そういう取り組
みを全建総連や、あるいは自治労本部辺りも
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受け取ってもらえると、この公契約条例の持
つ意味が広がっていくかなと、私なりに受け
止めています。
また、そのために協力できるような問題提
起が、本日まいりました私ども千葉県地方自
治研究センターの機関誌の中に、今日の市長
さんのお話を、収録させていただきたいと
思って、参上した次第です。

（市長）
どうぞ、どんどん使っていただいて結構で
す。やっぱりおっしゃるとおりかもしれませ
んね。自治労さん、全建総連さんという形の
中の広がりを、もうちょっと広げていかない
と、なかなか動かないかなと。今までの動き
というのが、全建総連さんの動きも見ている
と、どちらかというと、一点突破でいっちゃ
おうかという話で、首長さんなりに議会にと
いう形で、語り掛けをしていくという、そう
いうアプローチだったと。
それも極めて重要な話だと、私は思ってい
ます。それをやらない限り、議会が通らない、
条例ができないという話になるのが、１番ま
ずいわけですから、そちらの動きをやってい
くというのが、１番手っ取り早い。ただ、こ
うなってきた時に、もうちょっと市民運動の
広がり方をするということも、必要なのかも
しれません。
その点を私の方も、私自身の仕事のやり方
というのが、こういうやり方のものだから、
どちらかというと、あいつ勝手にしゃべって、
勝手に動き出してという話をよく言われるの
で、私の１番の多分批判される種であるし、
欠点だと自分でも思っていますが、首長が動
かないよというところが、あるということも
確かだと思うのです。
それを動かすような市民運動というのも、
仕組んでいった方が、本当を言えば全体が広
がりを持って、やっていくという話になるの

かなと。今回みたいに、まさに私どもで一点
突破してしまえば、広がっていくだろうとい
う気持ちで、私はやってみたのだが、どうも
そういうことでも、なさそうかなという感じ
もしますね。

（井下田）
それと今１つ、別に野田市の職員の皆さん

を、批判することではなくて、全国的に自治
体の県庁だとか市役所、あるいは町村役場で
働いている職員の皆さん方にとって、こうい
うふうに落札価格が、年々引き下げられてき
ているわけですから、その部分に対して、自
治体の職員の皆さん方が、危機意識を持って
欲しいななどと、私などは常々思っているの
です。
そういう職員の皆さん方に対する呼び掛け

は、市長さんはお持ちでしたら、少々お願い
したいと思います。

（市長）
職員に対する呼び掛けというのも、職員は

潜在的に、そういう気持ちを持っていると
思っているのです。今この時代で言えること
は、はっきり申し上げて、民主党批判になっ
ています。あまりにも萎縮させちゃったと。
つまり、役所の職員が持っているいい点を、

萎縮させちゃったという形が、極端に出てき
ているのではというのを、私は１番心配して
いるのですよね。今回の震災対策だって、い
いアイディアはどんどん出てくるはずです。
それが出てこない。政府が空回りしている。
そういうのが、典型的に出てきちゃったので
はと。
例えば、今回のこの２つの話も、これは私

が言っている話ではないです。この雇用の問
題についても、もう１つの問題についても、
うちの職員から出てきた話として、出てきて
いるわけですよ。私は職員に対しては、やは
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りきついですが、決して根に持つような話も
していないし、いい話が出てくれば、そっく
りそのまま使ってしまおうという話になる。
　おそらくうるさい市長だがという話で、出
てくるのだと思っているのですよ。
ところが、今の世の中の政治の動きを見て
いると、そういううるさいが、言えば何とか
やってくれるなという話ではなくなっていて、
うるさいだけで、余分なことを言うと怒られ
ちゃうから、黙っていた方がいいよと。私は、
そっちが問題なのではと思っているのですよ。
当然首長の個性はあるし、自分の意見を
持っていない首長ではおかしいのであって、
それは言うというのは当たり前だが、ただそ
の中で、職員のいい知恵が出てきたものを生
かし切れるという、そういうふうになってい
ないと、今回だって、おかしいと言われてい
ても、ずっと財政再建という言葉の中で、仕
切られていたわけですよね。
これは善であり、その他はすべて悪である
という話になっているから、声の出しようが
ないのではという気がするのですよね。職員
は、そこは十分分かっていると思いますね。
分かっている職員のその声が、私なんかいう
ことをきかないと言われながら、後で考えて
みていただければ、大体職員が言ってきたこ
とをやっているのです。そういう話じゃない
かと思っているのですが。

（井下田）
本日市長さんのお話をお伺いして、改めて
公契約条例推進、あるいはプッシュの第２ラ
ウンドが、今日をきっかけに始まったという
ふうに、受け止めさせていただきたいと思い
ます。

（市長）
しっかりとこれから広がりをつけていただ
ければ、ありがたいなと思っています。私は

どちらかというと、こういう形の仕事のやり
方をするものですから、一発やってみて、そ
れを広がるということを期待してきたやり方
をするので、今回ちょっとこの話は、いらい
らしているのです。
本来住民の登録制を作るということ、これ

が大きく取り上げられるべきだったのですよ。
住民を情報弱者にしないためには、特に避難
してきた人を、情報弱者にしないというのは、
１番のポイントだったはずなのが、就職の方
が先に出ちゃった。こっちだけはえらくあち
こちで褒められているのですが、こっちはど
こにも報じられないが、私はこっちの方が重
要だと思うのです。
困っている人達にとってみれば、１番大

切な話ですから。これはどっちかというと、
ちょっとしたパフォーマンスですよね。５人
採ったって10人採ったって、それ自体がそん
なにプラスになるかといえば、よく分からな
い。

（佐藤）
いろいろありがとうございました。宿題も

いただいたような感じもしております。いず
れにしても、公契約条例の関係につきまして
は、連携されるところは、連携をとらせてい
ただいて、広げていかなくちゃいけないなと
強く思いました。また今後とも、よろしくお
願いしたいと思います。

（井下田）
全国の働く人びとにとって新たな展望を開

いていただきましたので、どうぞ市長さん、
よい仕事をいっぱい積み重ねてください。


