○議長（三井幸雄） 次に、あなだ議員。

ってまいりたいと思います。

○あなだ貴洋議員（登壇） それでは、通告に従

昨年、市長は、職員団体等への市庁舎を初めと

いまして、市職員（組合員）の違法または不適切

する公共施設の使用について、健全な労使関係の

と思われる政治活動、選挙活動についてお伺いい

維持を図るため、最小限の広さの事務所供与がで

たします。

きるという労働関係法令の趣旨を踏まえて使用を

市職員や教職員組合などの労働組合は、職員の

認めていると、そういうことでありました。

労働条件の維持、改善を図ることを目的としてお

まずは、今年度も市職労からは行政財産の目的

り、組合員の納める組合費は、本来、この目的を

外使用許可の申請があったと思いますが、市庁舎

達成し、組合員に還元される形で支出されなけれ

の一部を職員団体としてどのような目的で使用し

ばなりません。しかし、不明朗な会計処理を行い、

たいと申請があったのか。

あるいは、組合費として徴収した巨額の資金を組

また、市長は、市民の貴重な財産である市庁舎

合員の意図していない各種政治闘争や政治献金等

を、市民生活には何ら関係のない公共性、公益性

の目的のために支出することも少なくなく、第４

に乏しい組合に組合事務所として目的外使用を許

５回衆院選に関連し、北教組が違法な政治献金を

可するに当たり、どのような使い方、用途を条件

提供して政治資金規正法に問われた事件は、政治

に許可したのか、事務所の面積、事務所内の職員

と金の問題に対する国民の不信を招き、政治その

人数、減免の理由についてお示しください。（降

ものに対する信頼を喪失させました。

壇）

組合員である個々の公務員を含む公務員の服務

○議長（三井幸雄） 鈴木総務部長。

規律については、行政の中立的運営とこれに対す

○総務部長（鈴木義幸） 昨年の３定の質疑を踏

る住民の信頼確保のため、地方公務員法などによ

まえて、いろいろと御質問がございました。

り政治的行為が制限され、さらに、公職選挙法に

それで、昨年の３定の質疑を踏まえて、組合の

より、地位利用による選挙運動等が罰則をもって

市職労の事務所の使用料につきましては、
毎年度、

禁止されています。今夏の参院選に際しても、地

目的外使用の許可をしているわけでございますが、

方公務員がこれらの法律に違反して責任を問われ、

その使用料につきましては、無料にしていたもの

あるいは、地方公務員の政治的中立に対する疑惑

を行政財産の目的外使用の条例に基づいて３カ年

を招き、住民の信頼を損なうことがないよう、法

で有料化するということにしたところでございま

令遵守と服務規律の確保の徹底が求められており

す。

ます。

今、面積、人数という御質問がございましたが、

そこで、昨年の３定におきまして、市と職員団

ちょっと手元に資料がございませんのでお答えで

体との適切な関係、適切な庁舎管理という求めに

きませんが、そのようなことで目的外使用という

対し、市は、庁舎内で行われる職員団体等の活動

ことで許可をしている、使用料につきましては３

について市民に誤解を与えることはあってはなら

カ年の経過措置を設けて有料にしたという経過で

ない、庁舎管理も含め、適正に対応していくと約

ございます。

束をいただきましたが、参院選を目前に、行政の

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

中立的運営に対する市民の信頼が損なわれること

○あなだ貴洋議員 今お尋ねしたのは、市庁舎の

を免れない深刻きわまる状況に陥っているのでは

一部を職員団体としてどのような目的で使用した

ないかという強い危機意識から、まずは、実態を

いと申請があったのか、そういった質問であった

明らかにすべく、市と職員団体の関係について伺

んですけれども、これについてお答えください。

- 44 -

○議長（三井幸雄） 総務部長。

おりますので、市職労の組合活動として最小限の

○総務部長（鈴木義幸） 大変恐縮でございます

広さというふうには捉えております。

が、目的外の使用の申請があるということまでし

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

か私としては承知いたしておりません。使用の申

○あなだ貴洋議員 市長は、昨年、最小限のスペ

請の写しを持っておりませんので具体的には御答

ースということであったんですけども、これは、

弁できませんが、そういうことで目的外使用とい

６人で１２８．６平米と非常に広いものになって

うことで、職員団体の目的は、当然、地方公務員

いる。それに、こうした庁舎狭隘の問題に加えて、

法に規定をされているそもそもの組合員の勤務条

組合事務所１２８．６平米の使用料実質負担率が

件の改善、維持、向上ということでございますの

今年度は２５％、年間で約１３万円、平成２６年

で、当然、手元に写しはございませんが、とりあ

度は６２．５％、平成２７年度は８７．５％の負

えずそういった目的であろうというふうに考えま

担率、そして３カ年かけて、平成２８年度以降、

す。

ようやく負担率１００％となり、年間約５２万１

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

千円で合意しているということでありますが、な

○あなだ貴洋議員 事前にもいただいております

ぜに、負担率１００％でも１カ月約４万３千円と

行政財産使用許可申請書には、市職労からは、本

いう低家賃にもかかわらず、段階的な引き上げと

市職員の給与、勤務条件及び福利厚生などの改善

したのか、このような配慮の理由についてお示し

にかかわる事業推進を目的として使用したいと。

ください。

そして、使用料の減免が申請され、市長は、そう

○議長（三井幸雄） 総務部長。

した目的を条件に総合庁舎１２８．６０平米の使

○総務部長（鈴木義幸） そういう意味では、労

用を許可しているわけであります。

働組合法で必要最小限の事務所については法的に

そこで、最も利便性の高い総合庁舎を、市職労

は認められている、料金につきましては行政財産

は、この申請書によるとたった６人の職員で１２

の目的外使用料について算定しているということ

８．６０平米を使用している。１人当たり２１．

で、何十年にもわたって無料で使っていたという

４３平米、畳にすると１人１３畳というこの広さ

ことについて、組合と協議をしながら３カ年の経

について、庁舎狭隘の観点から、市民の皆様には

過措置を設けたということで、そういう意味で、

大変な御迷惑をおかけする中、最小限の事務所供

有料化するに当たりましては経過措置を設けるの

与を認めているということでしたので、これが最

は通常かなというふうには思います。

小限の広さと言えるのか、市が最小限と認める理

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

由、適正とする根拠についてお示ししください。

○あなだ貴洋議員 配慮の理由をお尋ねしている

○議長（三井幸雄） 総務部長。

のですけれども。では、昨年３定後、１０月２３

○総務部長（鈴木義幸） 市職労の組合の事務所

日に発行された市職労ニュースでは、このように

の面積１２８．６０平米ということでございまし

市職労が見解を示しております。これまでも市の

たけれども、そういう意味では、市職労の組合員

取り扱いに沿った形で庁舎の無償貸与を受けてい

は１千５００名程度いるというふうに承知してお

ましたが、市当局側がこれまでの取り扱いを見直

りますので、その１千５００名程度の組合員のさ

す状況になれば、市職労としても協議を拒むもの

まざまな福利厚生の補助、あるいは、その他の目

ではありませんと。これは、市職労は、長年、こ

的に応じてそういった事務を行っているというこ

れまで市の取り扱いに沿って無償提供を受けてき

とで、当然、従来からそういった趣旨で許可して

た、市当局側がこれまでの無償提供という取り扱
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いを見直すのであれば市職労は協議を拒まない、

につきましては、それは、払えないからというこ

支払う用意があるということであります。

とではなく、それは、相手のあることですので、

これが真実ならば、市は、厳しい市財政や市民

協議の中で、今まで無料化していたものを有料化

感情には配慮せず、市職労には配慮し、一方的に

するわけですから、経過措置を設けるのは通常の

市民の貴重な財産である庁舎を無償提供してきた

ことかなというふうには思います。払えるとか払

とも受け取れます。これまで、市から受けてきた

えないとか、そういうことではございません。

説明と市職労の見解が全く別のものとなっており

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

ますが、この場で真実を明らかにしていただきた

○あなだ貴洋議員 では、市職員の組合加入率と

いと思います。

組合員数、組合の目的についてお示しください。

○議長（三井幸雄） 総務部長。

○議長（三井幸雄） 総務部長。

○総務部長（鈴木義幸） 今のは教宣紙かと思い

○総務部長（鈴木義幸） 私どもが把握しており

ますけど、その記述については承知しておりませ

ます直近の数値で申し上げますが、旭川市職員労

んが、私どもといたしましては、昨年度のあなだ

働組合の加入率は８６．４％、組合員数は１千４

議員の質疑を受けまして、長年、組合事務所使用

８３人というふうに捉えております。

料を免除していたということを反省いたしまして、

それから、目的につきましては、地方公務員法

そこは組合とも協議した中で、３カ年の経過措置

に規定をされておりますので、先ほど申し上げま

は設けましたけれども、条例に基づく適正な使用

したように、基本的には組合員の福利厚生、勤務

料をいただいたということでございます。

条件の改善というのが、当然、目的でございます。

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

○あなだ貴洋議員 月４万３千円は、すぐに払え

○あなだ貴洋議員 組合については、８６．４％

る額だと思うんですよね。

の加入率、１千４８３人というとても大規模な組

それで、そもそも組合からは予算書や決算書の

織であることがわかります。

提出は受けているのでしょうか。

市職労２０１３定期大会議案集によりますと、

○議長（三井幸雄） 総務部長。

原資が税金である組合費で組まれた今年度の組合

○総務部長（鈴木義幸） 法律上もそういった規

費一般会計予算は約１億３千万円にも上り、潤沢

定はございませんし、我々は、使用者側として組

な資金を持つことがわかります。月々４万３千円

合活動に関与することはできませんので、そうい

の家賃が払えないと、とても思えません。さらに、

ったものは提出を受けておりません。

組合が、組合員から給与、勤務条件及び福利厚生

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

等の改善を目的としてこの部屋を使いたい、そし

○あなだ貴洋議員 組合から財務書類の提出を受

て、集めた組合費の中から、闘争資金として今年

けていないということは、市は組合の収支状況な

度は４千万円以上の予算を組んでいるわけであり

どを把握していないということになりますが、で

ます。２０１３定期大会議案集によりますと、自

は、市は、一体何を根拠に組合が月たった４万３

治労北海道本部への納入金を初め、
反合理化闘争、

千円の家賃を負担できない、段階的な引き上げが

職場要求闘争、各種政治闘争、反核・脱原発闘争、

必要と判断し、配慮してきたのか、お示しくださ

反戦平和運動等の必要経費を計上しましたとあり

い。

ます。要するに、組合は、給与、勤務条件及び福

○議長（三井幸雄） 総務部長。

利厚生等の改善には何ら関係のない各種政治闘争

○総務部長（鈴木義幸） 経過措置を設けたこと

のためにも事務所を使用している、そう思われま
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すが、使用許可には政治的行為を目的とした使用

改善でございますが、それに付随して行う活動も

は認められておりませんが、これでよいのか。も

さまざまあると思いますので、当然認められると

はや家賃云々の問題ではないと考えますが、市の

いうことで、では、具体的にどんな場合に許可を

見解をお伺いしたいと思います。

取り消すのかということでございますが、そうい

○議長（三井幸雄） 総務部長。

った事態というのは我々は認識しておりません。

○総務部長（鈴木義幸） 先ほどもお答えいたし

なかなか、今、具体的にこういう事態があればと

ましたけど、地方公務員法に基づきまして、地方

いうふうにちょっと御答弁できませんが、一定程

公務員法では職員団体ということになりますが、

度の違法な状態といいますか、そういったものが

組合の目的というのは勤務条件の維持、改善を図

明らかなそんな状態があれば取り消しもあり得る

ることを目的として組織する団体というふうにご

のかなというように思いますが、今、地公法で申

ざいます。ただ、じゃ、それに限定されるのかと

し上げた職員の勤務条件の維持、改善に資するも

いうことになりますが、それは、そういうことで

のという意味ではさまざまなものはあるだろう、

はありませんで、そういった職員の勤務条件の維

法律の範囲に基づいて職員団体が行うものについ

持、改善ということに付随して、さまざまな、例

てはさまざまなものがあるんだろうなというふう

えば一定の政治的な活動、そういったことも、勤

には思います。

務条件の維持、改善に資するものであれば、当然、

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

目的の中に入ってくるというふうには解釈してお

○あなだ貴洋議員 では、このような行為はどう

ります。

でしょうか。

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

２０１３定期大会議案集では、市職労は、第２

○あなだ貴洋議員 各種政治闘争、反核・脱原発

３回参議院議員選挙闘争の推進についてと題し、

闘争、反戦平和運動等の活動というのは、福利厚

現下の民主党を取り巻く厳しい情勢の中でも、少

生に付随するとはとても思えません。

しでも前回の得票に近づけるべく戦う姿勢を構築

偶然か、
意図的かはわからないんですけれども、

しますと。こうした組合員に選挙態勢の構築を求

事前にいただいた使用許可書第５条から第１３条

めておりますが、市民の税金により管理運営され

までのページがいただけておりません。恐らく使

る市庁舎の一部をこうした市職労の選挙闘争を目

用許可の取り消しについての規定かと思われます

的として使用するというのは、禁止行為、使用許

が、組合も、職員の勤務条件の維持、改善を図る

可の取り消しに当たらないのか、市の見解を伺い

こと、これを目的に事務所の使用を申請し、市長

たいと思います。

も許可をしている。これに反する目的で使用され

○議長（三井幸雄） 総務部長。

た場合、もちろんある一定のルールがあるはずで

○総務部長（鈴木義幸） 今、あなだ議員がおっ

あります。使用許可の取り消しとなると、具体的

しゃられた具体的な内容を私は承知しておりませ

にそう思われるどのような行為があった場合に許

んけれども、そういう意味では、地方公務員法の

可条項の違反となり、市として使用許可の取り消

解釈といたしましても、当然、我々職員個々人が

しに踏み切るのか、お示しいただきたいと思いま

政治的行為をすることは禁止をされている。
ただ、

す。

職員団体として、組合として、組織としてそうい

○議長（三井幸雄） 総務部長。

ったことを行うということは一切禁止されている

○総務部長（鈴木義幸） 先ほど御答弁いたしま

ものではございませんので、その範囲の中で行わ

したように、
目的は確かに職員の勤務条件の維持、

れているのだろうと思いますので、今、具体的な
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ことは承知しておりませんけども、今、あなだ議

の規定は及ばないというふうに解釈されておりま

員がおっしゃったようなことがもしも事実だとい

すので、今、あなだ議員が言われた事実というの

たしましても、そのゆえをもって使用許可を取り

は我々は承知してはおりませんけども、そういう

消すということにはならないかなというふうに思

意味では、職員団体として、そういった特定の候

います。

補者を推薦したり、最終的には職員の勤務条件、

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

労働条件の向上につながるということで組合が判

○あなだ貴洋議員 具体的に、市職労の違法また

断をして、組織内でそういった組合として、団体

は不適切と思われる政治活動、
選挙活動について、

としてのそういった行為としては特に問題はない

一つ事例を紹介させていただきたいと思います。

というふうに考えます。

市職労ニュース号外について、これは、組合が

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

３月下旬に庁舎内で配付した参院選に協力を呼び

○あなだ貴洋議員 地方公務員法第３６条の政治

かける文書であります。内容は、市職労が民主党

的行為の制限というのは、市職員には適用される

現職の参議院議員の推薦を決定、既に推薦決定し

けれども、組合活動として行うのであれば問題な

ている自治労北海道出身者の候補者とともに戦い

い、そういうことでありました。例えば、こうし

を進めていくというものであります。そこには候

た紹介カードを庁舎内で配っている行為を市民が

補者のプロフィールや市職労の政治的主張が掲載

見て、組合員か、市職員か、市民においてはそれ

されており、さらに、裏面には、驚くことに、両

は判断がつかない問題であります。

候補者陣営への情報提供を目的とした紹介カード

そして、今の部長がおっしゃられた答弁、これ

が印刷されております。そこで、組合員に知人友

は、２０１３年参院選挙と労働組合の政治活動、

人の紹介、支持拡大を求めた紹介カードの提出先

組合の選挙バイブルにも、そういった何ら問題も

が、市長が必要と認め、しかも減免までしている

ないという誤った主張が書かれておりますが、実

市庁舎９階の組合事務所となっております。すな

際、最高裁の判例ではどういった判決が出ている

わち、選挙事務所のような使われ方をしていると

か、
ちょっと紹介させていただきたいと思います。

疑われても仕方がない状況にあります。

政治的行為が労働組合の一環としてなされたと

市民の貴重な財産である庁舎の一部がこのよう

しても、そのことは、組合員である個々の公務員

な目的で使われていることについて、私は断じて

の政治的行為を正当化する理由となるものではな

許されるものではないと考えております。これを

く、また、個々の公務員に対して禁止されている

許可した西川市長は、市民に謝罪する必要はない

政治的行為が組合活動として行われるときは、組

のか、まずは、今の感想を伺いたいと思います。

合員に対して統率力を持つ労働組合の組織を通じ

○議長（三井幸雄） 総務部長。

て計画的に広範に行われ、その弊害は一層増大す

○総務部長（鈴木義幸） 今お話がございました

ることとなるのであって、その禁止が解除される

けども、特定の候補者を推薦する内容の教宣紙の

べきいわれは少しもないのである、こういった最

配付ということがございましたけれども、職員が

高裁判決が出ておりますが、どう捉えますか。

政党や政治団体を結成したり街頭などで勧誘活動

○議長（三井幸雄） 総務部長。

をしたりする政治的行為というのは、これは地方

○総務部長（鈴木義幸） 特別、その最高裁判決

公務員法第３６条で明確に規定をされております

はちょっと承知しておりませんでしたが、そうい

が、先ほど申し上げましたけども、職員団体とし

う意味では、先ほどから申し上げているように、

て、組合として、団体としての政治的行為にはそ

確かに個々の職員の行為が地公法第３６条に違反
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する場合には、当然、地公法違反になる、これは

結構前からこういったものが出回っていると指摘

当然でありますが、あくまでも職員団体として、

をさせていただいております。

組合としてその活動の一環として行われる分につ

ただいまの答弁では、こうした紹介カード、支

いては地公法違反の問題は生じないということで

持拡大を求めるビラが組合員にまかれているか、

ございます。

非組合員にまかれているか、それはわからないと

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

いうことでありました。実際問題、軒並み、管理

○あなだ貴洋議員 市庁舎９階の組合事務所に提

職以外のところにまかれているということも報告

出を求めたこの文書は、組合員以外、不特定多数

を受けておりますし、それを、実際問題、１千名

に配布された疑いもあると、こうした実態につい

以上いる組合員を含め、全てが難しいというのも

て、市としての把握の状態をお示しください。

わかります。しかし、そうした行為は不特定多数

また、昨年３定において適切な庁舎管理をお約

という行為に当たるのではないか、それについて

束いただきましたが、市は、その後、どのような

の見解をお伺いしたいと思います。

対策、対応をとってきたのか、これについてもお

○議長（三井幸雄） 総務部長。

示しいただきたいと思います。

○総務部長（鈴木義幸） 私どもといたしまして

○議長（三井幸雄） 総務部長。

は、ちょっと確認できませんので、そこは不特定

○総務部長（鈴木義幸） そういう意味では、私

多数になるのかと。ただ、可能性としてはあり得

ども市役所として特に組合活動を管理監督する権

るのかなというふうには思いますので、そこは組

限もなければ介入する意図もございませんので、

合のほうにも伝えていきたいなと思います。確認

詳しくは承知しておりませんが、ただ、確かに、

はいたしておりません。

組合の教宣紙等が庁舎内で配付されていることは

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

承知しております。

○あなだ貴洋議員 では、適切な庁舎管理につい

ただ、その際に、当然、組織内、組合として、

て、本市においては、政治的中立を守らず、組合

その組織の内部として宣伝をしているんだという

員が庁舎内で特定政党や特定候補者の政策ビラ、

ふうに捉えております。

支援を求めるビラをまく行為、あるいは、職員組

ただ、確かに、管理職はわかりますけれども、

合から推薦、支援を受ける特定の政治家が執務時

一般職の中で、組合員、当然、組織率が高いです

間中に同様のビラをまく行為が、いずれも庁舎内

が、当然、非組合員の方もいらっしゃるわけで、

で許可なく公然と展開をされております。旭川市

どの方が組合員で、非組合員なのかということに

庁舎管理規則によると、庁舎内において、文書、

ついては、なかなか難しい問題があるかなという

図画、その他印刷物を配布し、または散布する行

ふうに思います。そういう意味で、組合員の方へ

為については庁舎管理の許可を受けなければなら

の組合のそういった広報活動が、非組合員の方に

ないと規定をされておりますが、これは、民間企

対してもなされる可能性はあるのかなというふう

業の営業活動には厳しく求めておきながら、特定

に思いますので、そこは、そういった御意見、あ

政党や特定議員の無許可配布を放任するというこ

なだ議員のような見解もあるということは組合の

とは、行政の全体の公平、公正性に対する市民の

ほうにも伝えていきたいなとは思っております。

信頼が失われ、何のための規則なのか、市の見解

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

を伺いたいと思います。

○あなだ貴洋議員 このような文書を承知してお

○議長（三井幸雄） 総務部長。

りませんという答弁がありましたけども、
これは、

○総務部長（鈴木義幸） ビラの配付についての
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御質問でございます。それと、特定の議員につい

はならず」、そう規定されておりますけれども、

ての御質問もあったかなと思いますが、勤務時間

この支持拡大を求める行動文書は明らかに特定候

中にビラを配付していることにつきましては、ま

補者の支援活動であり、これに抵触するおそれは

ず、議員につきましては、当然、身分が非常勤の

ないのでしょうか。お答えいただきたいと思いま

特別職ということでございますので、地方公務員

す。

法の適用がそもそもされないということでござい

○議長（三井幸雄） 総務部長。

ますので、当該行為が例えば地公法に規定する職

○総務部長（鈴木義幸） 今、あなだ議員が御質

務専念義務に違反する、そういったことは生じな

問なさった内容について、私は承知しておりませ

いということでございます。

んので、具体的にはなかなか答弁しにくいんです

それから、そういった特定の議員のビラの配付

が、繰り返しになりますけども、職員団体の活動

につきましては、これは私どもも実際に承知して

につきましては、職員団体が組合員に対して行う

おりますけども、極めて常識的な範囲といいます

職員団体の内部の活動について、市として管理監

か、極めて平穏な中で行われているのは承知して

督するような権限は持っておりませんので、その

おりますし、それから、これまでも庁舎内からも

活動に関与する立場にありませんけども、当然の

職員等から苦情等の申し出は全くございませんの

ことながら、一般論ではありますけども、法律に

で、そういう意味で、組合活動あるいは議員活動

抵触するようなことはあってはならないというふ

の一環の中だろうというふうには考えております。

うには考えます。

ということで、庁舎管理規則でそもそも規制する

それから、今、公選法の地位利用の規定の御質

ようなものではないなというふうに認識いたして

問があったかと思いますけども、公選法の公務員

おります。

の地位利用の禁止につきましては、公務員が職員

○議長（三井幸雄） あなだ議員

としての地位を利用してというよりも、管理職が

○あなだ貴洋議員 平穏に置けば、庁舎管理規則

その権限を利用して一般職員にそういったことを

のこうした決まりを守らなくてもいい、そうも受

強いるということを規定しているわけでございま

け取れるんですけども、では、選挙運動には特定

して、そういった影響力といいますか、便益を利

の選挙、特定の候補者、投票の依頼という３要件

用するものでありまして、職務上の地位と選挙運

がございます。今回、庁舎内でいわゆる不特定多

動などの行為が結びついている場合を想定してい

数に配布されたと疑われるこの文書をごらんにな

るというふうに考えておりまして、御質問にござ

って、公職選挙法第１２９条選挙違反の事前運動

いました市職労の配付文書につきましては、職員

に抵触するおそれはないのでしょうか。

団体がその活動として通常の方法によって組合員

また、市職員組合員１人５人を目標に支持拡大

に対して配付をしているものでありまして、そう

を求める行為、公務員たる個々の組合員のこうし

いった公職選挙法の問題は生じてはいないという

た行為は、公職選挙法第１３６条の２に規定され

ふうに思います。

る公務員等の地位利用による選挙運動の禁止、こ
れに抵触するおそれはないのでしょうか。

ただ、繰り返しになりますけども、確かに非組
合員の方がそれを見るということはあり得るのか

加えて、この教宣紙号外が組合員以外、非組合

なと思っておりますので、そこは組合のほうにお

員にも配布されている場合、地公法第３６条第３

話をしていきたいなと思います。

項に「前２項に規定する政治的行為を行うよう職

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつて

○あなだ貴洋議員 今、あちこちの自治体の実態
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を見ますと、職員組合等の違法または不適切な政
治活動が野放しとなっており、地方自治をゆがめ

まずは、補助金の交付目的、事業内容、事業効
果についてお示しください。

ていることから、職員に対して制限する政治的行

また、道内の中核市でメーデーに補助金を支出

為、これを定めるとともに、政治的行為の制限に

している都市はあるのでしょうか。

関して必要な事項を定めた職員の政治的行為の制

○議長（三井幸雄） 佐々木経済観光部長。

限に関する条例を施行し、国家公務員に近い政治

○経済観光部長（佐々木恵一） 春季労働祭、メ

的行為の制限を課す自治体も少なくはありません。

ーデーに対して本市が交付している補助金の交付

地方公務員法第３６条第２項第５項において制限

目的等についてのお尋ねでございます。

する行為を条例で追加できる旨が規定されており

春季労働祭は、労働者と家族が一堂に集い、労

ます。市は、今なお、管理監督する権限がない、

働意欲を高める労働者の祭典として毎年５月１日

活動に介入する立場にないと言い切るのであれば、

に開催されているもので、式典開催とデモ行進が

条例による中立的運営、適切な庁舎管理を検討し

主な内容となっており、本市においてはことしで

てみてはいかがでしょうか。

８４回目を迎えております。

また、これまでも指摘してきたとおり、市と職

本市といたしましては、市内中小企業で働く従

員組合は適正な関係にあるとは言いがたく、実態

業員の労働環境改善と勤労者福祉向上を図ること

を把握する上でも実態調査の必要があると考えま

を目的として、昭和６２年より春季労働祭の開催

すが、いかがでしょうか。

を支援したところであり、働く者の権利や課題な

○議長（三井幸雄） 総務部長。

どを改めて共有し、広く発信することで勤労者福

○総務部長（鈴木義幸） 今の御質問にございま

祉の向上、労働環境の改善等につながることが期

した一部自治体で、大阪市の例を承知しておりま

待できると考えております。

すが、そういった地公法に基づく政治的行為を制

また、現時点において、本市及び函館市の道内

限する条例を設けている自治体があることは承知

２つの中核市で春季労働祭の開催に対して補助金

をいたしております。

を支出しているのは本市のみでございます。

ただ、先ほどからちょっと答弁いたしておりま

以上でございます。

すけど、
本市の職員の政治的行為の制限について、

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

本市の現状、実態としてそういった政治的中立を

○あなだ貴洋議員 次に、補助金の交付先とこの

欠くといった状況はございませんし、また、その

事業に対する行政の評価について具体的に伺いた

おそれもないというふうに認識しておりますので、

いと思います。

地公法で定められる内容以上のそういった条例を

また、今後の補助金の交付や他都市の動向につ

設けてさらに規制をするという考えはございませ

いてもお示しください。

ん。したがいまして、実態調査もする考えはござ

○議長（三井幸雄） 経済観光部長。

いません。

○経済観光部長（佐々木恵一） 春季労働祭開催

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

補助金の交付先についてのお尋ねでございますが、

○あなだ貴洋議員 中立的運営が損なわれるよう

本市におきましては、旭川労働組合総連合が事務

な状況にはない、実態調査をする必要もないとい

局を務めるメーデー旭川集会実行委員会と、連合

うことでありましたので、では、旭川地区春季労

北海道旭川地区連合会が事務局を務める旭川地区

働祭、メーデー開催補助金支出に対する市長の認

メーデー実行委員会がそれぞれメーデーを毎年開

識について伺ってまいりたいと思います。

催しており、旭川労働組合総連合及び旭川地区メ
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ーデー実行委員会の２団体に対して補助金を交付

対する補助対象経費には含まれておりませんし、

しております。補助対象経費は、春季労働祭開催

この交流会自体、メーデー実行委員会が開催して

に係る会場費、印刷製本費、広告宣伝費等で、こ

いるものではないことから、補助金の対象にはな

れら経費の２分の１を上限として予算の範囲内で

っておりません。

補助金を交付しており、本年度実績では旭川労働

以上でございます。

組合総連合に対して５万円、旭川地区メーデー実

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

行委員会に対して２５万円の補助金を交付してお

○あなだ貴洋議員 そうすると、この交流会費は

ります。

組合費からの支出ということでよろしいですか。

この補助金に対する行政評価でございますが、

○議長（三井幸雄） 総務部長。

全庁の補助金２０９件を対象に学識経験者等を含

○総務部長（鈴木義幸） 組合の経理は承知して

めた評価委員会を設けて実施された平成２４年度

おりませんが、そういうことかなとは思います。

行政評価においては、事業の自立化に向けて補助

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

を見直すこととの評価を受けておりますことから、

○あなだ貴洋議員 では、子どもにまでデモ参加

今後、両団体と事業の自立化も含めて協議してい

を呼びかけ、その後、酒場にまで連れていくとい

く必要があるものと考えております。

う市職労の発想について、
公務員倫理に欠ける云々

以上でございます。

という前に危険性を感じますか、いかがでしょう

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

か。

○あなだ貴洋議員 自立化を求められているとい

○議長（三井幸雄） 総務部長。

うことで、今回の第８４回旭川地区メーデー開催

○総務部長（鈴木義幸） メーデーは、その趣旨

に伴い、市職労が組合員に参加を呼びかけた案内

からして、労働者と家族が一堂に集って労働意欲

文書は御存じですか。

を高める労働者の祭典として定着をしているもの

○議長（三井幸雄） 総務部長。

でございまして、終了後の交流会につきまして私

○総務部長（鈴木義幸） 市職労がメーデーへの

どもは全く承知しておりませんので、公務員倫理

参加を呼びかけた文書については、承知しており

上どうかと言われるとなかなかちょっとお答えで

ません。

きないかなと。ただ、そういった趣旨からいって、

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

そういう意味ではお酒云々はあるかもしれません

○あなだ貴洋議員 これも随分と前から事前にお

が、そういった趣旨から申し上げれば、そういっ

渡ししているんですけれども、
この案内文書では、

たことも、特段、メーデーの趣旨からいけばおか

組合員や組合員の家族のみならず、組合員の子ど

しなことではないのかなとは思います。

もにまでデモ行進の参加を呼びかけております。

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

また、デモ行進終了後は参加者で交流会を行うと

○あなだ貴洋議員 今、部長がおっしゃられたと

し、会費は大人１人１千円、子どもは無料として

おり、メーデーというのは労働者の祭典でありま

いるが、この交流会開催経費も春季労働祭の補助

す。

対象となっているのか、お示しください。

そこで、５月１日、市の補助金支出により旭川

○議長（三井幸雄） 経済観光部長。

市民文化会館で行われたメーデーでは、組合員が

○経済観光部長（佐々木恵一） 春季労働祭にお

会場受付で民主党の参院選候補者のリーフレット

けるデモ行進後の交流会についてのお尋ねでござ

や活動報告を配布する行為が見受けられました。

いますが、飲食費につきましては、春季労働祭に

これにも管理監督する権限がない、活動に介入す
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る立場にないと言い切れるのか。また、組合員の

○総務部長（鈴木義幸） 全国的な御質問がござ

みならず、こうした中で行われた西川市長の挨拶

いましたけれども……（発言する者あり）前段で、

に対しても特定勢力への偏向を不安視する声が多

私が答弁する立場にないのかなと思いますが……

く寄せられております。

（発言する者あり）

私は、メーデー自体を否定するつもりは一切あ

○議長（三井幸雄） 西川市長。

りませんが、市から補助金が支出されていること

○市長（西川将人） さまざま御質問がありまし

から、市長、市職労の認識の甘さ、市民から誤解

たけども、私の立場としては、市長として、市民

を招くような言動があるのではないか、政治的中

の皆さんなり、あるいは客観的に見て誤解を受け

立が既に失われていると思えてなりません。市長

ることのないような、言動に極力注意しながら行

の見解を伺いたいと思います。

動しているつもりでおります。

○議長（三井幸雄） 総務部長。

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

○総務部長（鈴木義幸） なかなか、ちょっと事

○あなだ貴洋議員 誤解を招くようなことはない

実関係を私どもは承知していないので答弁しにく

ということでありますね。

いのですけれども、私どもといたしましては、承

では、メーデーにおけることしの市長挨拶で、

知していない中で、管理権限がないということを

市長はこのように発言しております。
「民主党は、

申し上げておりますが、あるいは、介入すべきで

働く勤労者の政党として、先般、宣言をされ、こ

はないという立場でございますので、承知してお

の来るべき参議院選挙の戦いに臨もうとしていま

りませんが、ただ、あなだ議員の言われた、そう

す。北海道選挙区、そしてまた、連合の皆さんの

いったことを感じられる市民の方もいるんだなと

推薦のそれぞれの産別の候補者の完勝を目指して、

いうことはわかりました。そういうことについて

これからの２～３カ月、皆様の力をどうぞ結集し

は、組合のほうにそういう方もいらっしゃるとい

ていただいて、地方から守られる、そして、勤労

うことは伝えてまいりたいなと思います。

者、労働者の生活から守られる、そういった社会

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

をしっかりと守っていくために、どうぞお力添え

○あなだ貴洋議員 組合は、職員がその勤務条件

をいただきたい」と。これは、完全に参院選のお

の維持を図ることを目的としながらも、それを達

願いですよね。市民から誤解を招く対応ではあり

成するために政治との関係を強化し、全国的にも

ませんか。

各級選挙において組合から推薦、支援を受ける特

市の補助金交付事業はこのほかにもたくさんあ

定政党、特定候補者は、組合を使って選挙を行い、

りますが、補助金交付団体にこのように支持を求

現実にその応援を受けた市長や議員が全国的にも

める行為、
ほかでもこういう発言をしているのか、

誕生しております。選挙で支持、支援を受けた者

お答えいただきたいと思います。

は労組に借りがあるわけで、労組はそれを巧みに

○議長（三井幸雄） 西川市長。

利用して一部の奉仕者として自己利益の確保に努

○市長（西川将人） メーデーの挨拶の詳細まで、

めるという構図ができ上がっております。

ちょっと私も覚えておりませんでしたけども、多

本市西川市長においては、再三、これまで指摘

分、似たような話はしたのかもしれませんが、今

をさせていただきましたが、組合に配慮しなけれ

回、あくまで公務とは離れて、政務という形でメ

ばならない市民から誤解を招くような関係とはな

ーデーのほうに参加をさせていただいております。

っていないか、改めてお伺いしたいと思います。

また、その中で、それぞれの労働組合の皆さんが

○議長（三井幸雄） 総務部長。

一堂に会しておりますので、その皆さんの目的を
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達成するために各級議員が推薦されております。

が、厳しい市財政の中、市民団体を対象とした多

たまたま参議院選挙がことしあるということで、

くの補助金交付事業においては、市は補助を次々

そういった皆さんの思いをそれぞれの議会で反映

と打ち切る中、市民からすれば、随分、身内には

してもらうために皆さんが応援をしている議員の

甘いんじゃないかと。これは、私は誤解を招く行

ために頑張ってほしいというようなニュアンスの

為であると思っております。

ことを言ったかもしれません。

市民は、しっかりと見ております。市長、市役

また、それ以外、例えば他の政党に所属する議

所幹部、組合がいわば利益共同体と化し、組織と

員の方に関係するようないろんな集会等がござい

してのガバナンスが失われないように、行政の中

ます。こちらも、同じく公務とは離れた活動にな

立性、安定性を確保するため、組合の政治的影響

りますが、そういう場面においては、私の市長と

から、私は、職員を保護するためにも、やはり、

いうよりも政治家としての立場として、それぞれ

公益性の観点からも本庁舎から組合事務所の切り

の候補者を応援するメッセージ、応援などを伝え

離し、退去を考えていく時期にあるかと思ってお

るという場面は、当然、日常的にございますが、

ります。

その部分についても、市長という役職柄、公務員

最後、市の見解を求め、終わりたいと思います。

でありますので、当然、公務の中においては、中

○議長（三井幸雄） 総務部長。

立あるいは誤解を受けることのないような言動、

○総務部長（鈴木義幸） 組合事務所は庁舎から

行動に、極力、注意を払っておりますけども、一

退去すべきではないかという御質問かと思います

方では、政治家という立場もありますので、その

が、繰り返しになりますけども、職員団体が団体

辺は自分なりにしっかりと区別をしながら、
場所、

として行う活動は、地方公務員法で政治的行為が

場所において発言をこれまでもしてきております

制限されているわけではございませんので、そう

し、これからもそういった発言はしていくことに

いう意味では、私どもの認識といたしましては、

なるのかなと思っております。

あなだ議員からさまざまな御指摘がございました

以上です。

けれども、職員団体の活動内容につきましては、

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

いずれも職員団体の通常の活動の範囲の中でござ

○あなだ貴洋議員 補助金交付団体に支持を求め

いまして、事務所の使用目的から逸脱するもので

るというのは、これはいかがなものかという指摘

はないと考えておりますので、そういった退去を

をさせていただいたわけでありますが、最後にさ

求める考えはございません。

せていただきますけれども、この参院選のお願い

○議長（三井幸雄） 暫時休憩いたします。

ともとれる市長の発言、平成２３年度の統一地方

休憩 午前１１時３０分

選後のメーデーにおいても、新しくそうした組合

――――――――――――――――――――――

の推薦する方々が当選したということを心から感
謝しますと、選挙の御礼をしているわけでありま
す。
先ほど総務部長がおっしゃられたとおり、この
メーデーというのは、労働者の祭典であり、特段、
こういう選挙をお願いしたり、選挙のお礼をする
ような事業ではございません。このメーデーは、
何年も前から事業の自立化を求められております
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