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６月１〜 15 日の会期で、今年の笠間市議会第２回定例会が開かれました。新し
い人権擁護委員や教育委員、公平審査委員の選任への同意、国の法律改正に伴う個
人情報保護や国民健康保険条例の改正、朱色をイメージカラーに指定したり、カラオケボックスや風俗営
業店などの建築禁止、建物の高さ制限したりする「笠間稲荷門前通り地区のまちづくり推進及び地区計画
区域内における建築物の制限に関する条例」の制定、市民球場のスコアボードを LED（電光掲示板）化
する工事の契約等々、上程された全ての議案は可決しました。また「精神障害者に対する公共交通運賃割
引制度の適用を求める請願」と「地方財政の充実・強化を求める意見書に関する請願」（自治労）も全会
一致で採択され、それぞれ関係機関へ意見書が提出されました。

働き方改革を言う前に
「職員安全衛生管理規則」の遵守を
笠間市では、国の「働き方改革」を受けて、４月に市長を本部長とする「働き方改革推進本部」を立ち
上げ、市内の事業所の模範となる職場をめざし「働き方改革」が進められています。平成 20 年の３月議
会で職員の労働安全衛生問題について取り上げ、「笠間市職員安全衛生管理規則」が遵守されていない状
況について改善するよう指摘していましたので、そのことも含めて質問しました。
「労働安全衛生法」第 66 条では、月 100 時間以上の超勤をやっている労働者から申し出があれば、医
師による面接指導を行わなければならないと定められています。しかし公務員の職場は、法律を守るの
が当然なので違反がない想定になっており、「労働安全衛生法」は適用されません。そこで笠間市の職員
の実状はどうなっているか聞いてみると、平成 28 年度に 100 時間以上超勤をした者は延べ 20 人（平成
18 年度 15 人）、その内医師の面接指導を受けた者は、申し出がなかったので０人。全職員 704 人のう
ち療養休暇取得者及び休職者数は 46 人で、そのうち心因性・精神的な要因による療養休暇取得者及び休
職者数は 13 人（平成 19 年３人）という実態でした。この 10 年で超勤が月 100 時間超えている職員も、心
因性による療養休暇取得者も増加していることが明らかになりました。
「笠間市職員安全衛生管理規則」６条には「衛生管理者（副市長）は少なくとも毎週１回作業場を巡視して、
衛生に関する業務を行う」、さらに８条には「産業医（市立病院長）は少なくとも毎月１回職場を巡視し、
医学に関する専門知識を必要とするものを行う」と書かれています。前回（平成 20 年）質問した際には、
守られていないことを指摘したところ「今後規則に沿って行う」
（市
長公室長）と答弁されました。しかし今は「平成 20 年度はやった
が、現在は途切れている」（市長公室長）という実態です。なぜ規
則を遵守しないのか質したところ「衛生管理者や産業医が行う業務
のほとんどは、秘書課や各所属長の立場で行っているが、専門的な
立場での業務ではないので、今後は法に沿って行っていきたい」（市
長公室長）という答弁がありました。また「労働安全衛生法」の改
正に伴い、笠間市でも外部に委託して「ストレスチェック」が年１
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回行われています。しかし市の例規集を調べてみると、「ストレクチェックの実施規則」もなく、「職員安
全衛生管理規則」の見直しも行われていないようでしたので、「実施規則」の制定や「安全衛生管理規則」
の見直しを求めました。
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分
析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労
働安全衛生法」が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業所では、平成 27 年 12 月から、
毎年１回、全ての労働者に対して実施することが義務付けられました。労働者が自分の
ストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、ストレスが
高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、仕事の軽減などの措置を実施
してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不
調を未然に防止するための仕組みです。

教職員の働き方改革は、正確な労働時間の管理から
文科省は４月 28 日に「学校内勤務時間が週 60 時間以上の教職員が小学校で 33.5％、中学校で 57.7％
に上る」という「公立校教員勤務実態調査」を公表しました。中学校教諭の 57％が過労死ラインである
月 80 時間を上回る残業をしているという実態です。そこで笠間市の教職員の超勤の実態を聞いてみまし
た。「月 100 時間以上超過勤務した者は、小学校
では 223 名中８名、中学校では 150 名中 76 名、
そのうち医師の面接指導を受けた者はいない。療
養休暇取得者及び休職者は 11 名、そのうち心因
性による療養休暇取得者及び休職者は４名」（教
育長）という実態でした。
教職員は給与特別措置法（給特法）によって、
残業代を支給しない代わりに給与月額の４％の教
職調整額を支給していますので、出勤簿はあって
も、市の職員の様にタイムカード等で出退勤時間
を管理しているわけではありません。月 100 時
間以上超過勤務したという根拠について聞くと、これは昨年度の 10 月の教職員の自主申告等に基づくデー
タだというわけです。文科省中教審の「学校教職員のあり方及び教職員調整額等の見直しに関する作業部
会」から「教職員の勤務時間管理をしなさいということ、管理の方法としてタイムカードやＩＣカード等
の導入について考えてはどうか」という提案がされている事実と、「管理者として教職員の勤務時間管理
の責任があるのではないか」という指摘をしたところ、教育長から「教職員の長時間労働については、今
年度取り組む大きな課題と考えている。校長と協議して検討していきたい」と答弁がありました。
給与特別措置法は、「教員の仕事は自身の自発性や創造性が必要とされるものであるため、公立の義務教育諸学校等
の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その他の勤務条件について特例」を定める法律であり、第
３条に「教員は給料月額の４% の教職調整額が支払われる」、さらに第３条の２に「時間外手当は支給されない」と書
かれている。つまり教職調整額をもらっている以上、時間外勤務について別途手当てがつくということはない。給与
月額の４％は、昭和 41 年度の文部省実態調査で明らかになった月８時間の超過勤務に相当する金額として算出された。
教員の仕事というのは、月 8 時間ほどの残業が生じてしまうのは致し方ないので、はじめからそれに相当する分の金
額を給料に含めておき、その代わり「限定 4 項目」―①生徒の実習に関する業務、②学校行事に関する業務、③教職
員会議に関する業務、④非常災害等やむを得ない場合に必要な業務―を除き時間外勤務を命じてはならないとされて
いる。
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禁煙者と喫煙者が共存できるまちづくりを
平成 24 年３月に策定された「笠間市健康づくり計画」には、具体的施策の展開として「喫煙や受動喫
煙についての有害性の広報・啓発事業及び喫煙防止教育の実施を基本に、分煙・禁煙環境を拡充します」、
そして「①未成年者を対象とした喫煙防止教育・指導の強化、②喫煙や受動喫煙の有害性の広報、③公共
施設等の分煙化や禁煙化の強化と受動喫煙防止条例の検討」と書かれています。今年の３月にでき上がっ
た「健康づくり計画後期計画」では、③がなくなっています。これまで市がやってきた受動喫煙防止対策
は、受動喫煙の有害性の講演会を開催するなどの広報啓発と、公共施設の全面禁煙化です。ハード面での
受動喫煙対策が後期計画ではなくなっているわけですから、結果的に市の受動喫煙防止対策は公共施設か
ら喫煙者を排除しているだけになっています。なぜ後期計画にハード面の受動喫煙防止対策を失くしたの
か質しました。
保健衛生部長から「成人の喫煙は法的にも認められており、またたばこは個人の嗜好でもあり、たばこ
による健康被害の考えは本人の自由選択とされ、喫煙はマナーが重要」あるいは「禁煙の推進、健康増進
という立場から、たばこを要因とする病気の予防と健康寿命を延伸するための予防医学を進める観点から、
受動喫煙防止対策が喫煙者を排除するものではないという考え方で事業を展開している」とは答弁される
ものの、具体的なハード面での受動喫煙防止対策を求めると「健康づくり計画では、たばこは吸わないと
いう形で考えているので、喫煙スペースをつくるとかつくらないではなくて、たばこを吸わない方向で推
進していきたい」と、結局笠間市の受動喫煙防止対策は喫煙者の公共施設からの排除としか思えないよう
な答弁しかありませんでした。
東京オリンピック・パラリンピックを前に、
禁煙ばかりが強調され喫煙者が排除されるよ
うな風潮が広がっています。しかしロンドン
オリンピックをやったイギリスでは、「たば
この煙から逃れることができるか」を基準に
法整備されています。「たばこ規制」を推進
するにしても、法的に未成年者を除き、喫煙
の権利まではく奪することはできません。
「た
ばこの煙から逃れることができるか」という
基準を設けることで喫煙者と非喫煙者との利
害を調整し、喫煙者の権利も保護しているの
です。ちなみにイギリスでは、プライベートスペースとなる宿泊施設に対しては、一定の割合で喫煙可能
な部屋を設けることが求められています。
例えば喫煙を可とする飲食店で喫煙者と妊婦が隣り合う席に座ったとします。妊婦が、喫煙可能な場所
と知りながら、胎児の健康を考えて喫煙を遠慮してほしいと隣の席の喫煙者にお願いする一方で、喫煙者
の方は、喫煙可能な場所である以上は喫煙させてほしいと応えることが起こります。保健衛生部長の答弁
のように禁煙推進だけが強調されれば、喫煙者だけが非難を受けることになります。しかし、喫煙者も喫
煙は個人の嗜好であり、法によって認められたものなのに、なぜ喫煙してはいけないのかと主張したくな
ります。これでは、喫煙者も非喫煙者も、どちらも嫌な思いをするし、喫煙問題をめぐって社会がますま
す非寛容になっていくだけです。だからこそ受動喫煙防止対策が必要なのです。ここに行政の役割がある
のではないでしょうか。
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健康づくり市民アンケートでは、喫煙者で禁煙の意思がある人は
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54.2％という結果が出ています。逆に言えば 45.8％の人は喫煙の
意思があるということですから、行政が禁煙の推進だけしかやらな
ければ、結果的に喫煙者の排除にならざるを得ません。
「禁煙者と
喫煙者の共存という観点でのまちづくりの必要性」や「受動喫煙防
止ガイドラインの策定」
「たばこ税収年間５億４千万円の１〜３％
に相当する金額を受動喫煙防止対策に充当してはどうか」という提
案もしましたが、「たばこ税は地方税法で定められた普通税であり、
一般財源として市の施策全般に使用されている」「後期計画は、市
役所内の関係機関や、医師会・歯科医師会・市民団体・学識経験者・
議会の代表も参加している外部委員会での協議を経て決定されたも
のなので、ガイドラインの策定については検討しない」と、まった
く受け入れる余地はありませんでした。
最後に市長から「市民の健康を守るという意味では、きちんとた
ばこの害について市民に知っていただき喫煙者を減少させていく、
職員の喫煙率も下げていくという取り組みをしっかりやりたいと
思っている。ただ、喫煙者を否定しているわけではないので、喫煙
者が吸えるような場を公共施設に限らず、民間も含めたまちづくり
の中で考えていく。国の方針も参考にしなければならないので、引
き続き検討をさせていただきたい」という答弁があったのが救いで
す。今後も諦めずに「受動喫煙防止ガイドライン」の策定や具体的
な受動喫煙防止対策を執行部に求めていきます。
かつてナチスドイツも、優性思想に基づいて禁煙を含めた健康政策を
推し進め、それがユダヤ人迫害に繫がった。喫煙者を目の敵にする今の
日本の状況は、もはやファシズムと言っていいでしょう。現在の先進国
では、ファシズムが戦争に繫がるとは限りませんが、閉塞した社会に “い
じめ” の対象を設定することでガス抜きをさせる、戦争に代わるシステム。
しかしこうした社会では、いつ誰がいじめの対象になるかわかりません。
タバコの次は飲酒やファストフードなどがターゲットになっていくので
は。そうなると、自分はタバコを吸わないから『規制は大歓迎だ』など
と言っていると、痛い目を見ることになりますよ。
早稲田大学教授・池田清彦氏「“ソフト・ファシズム” だ」と批判する。
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