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京都市職員の犯罪・不祥事根絶のための提言
──市役所の腐敗体質の抜本的改善にむけて──

2007年4月26日

情報公開と行政監視に取り組む京都・市民の会（市民ウオッチャー・京都）
市民の立場で京都市職員不祥事問題を徹底究明する調査プロジェクト

はじめに　提言の目的

　本提言は、京都市職員の犯罪・不祥事問題について、その現状と背景を独自調査し、
問題解決のための提言を行うものである。「情報公開と行政監視に取り組む京都・市民
の会」（略称「市民ウォッチャー・京都」）は１９９７年度の結成以降、約１０年間、
京都市政の監視活動を行ってきた市民グループである。今回提言を発表することにした
のは、以下の理由・目的による。

　第１に、現在京都市ではいったい何が起こっているのか、その要因は何か、広く市民
に対し、具体的、詳細に提示することである。
　京都市職員の犯罪・不祥事問題は２００６年以降、市政を揺るがす大問題となってい
る。全国的にも注目されている問題であるにもかかわらず、京都市は、何が原因でいま
市がどんな状況に陥っているのか、いまだ市民に対する説明がほとんど行われていない
し、市民からの疑問や不満、要望を踏まえた対策をとろうという姿勢に欠けている。
　本提言では、市民ウォッチャー・京都が２００７年１、２月に２回にわたって実施し
た「京都市職員不祥事問題電話ホットライン」で市民、市職員から寄せられた情報と、
職員からの聞き取り調査、情報公開請求で開示された公文書、これまでに議会審議やマ
スコミ報道などで明らかとなった事実、これらの情報に基づく独自調査などをもとに、
現在京都市で起こっていること、犯罪・不祥事の実情、その背景となったとされる同和
選考採用制度の運用実態、市長と行政の責任について明確にする。

　第２に、市民の信頼回復をはかることはもちろんのこと、職員にとっても働きがいの
ある京都市にするための抜本的な対策を提言することである。
　京都市は犯罪・不祥事問題に対処するため、２００６年８月末、「信頼回復と再生の
ための抜本改革大綱」（「抜本改革大綱」）を策定した。問題発生の要因、背景とし
て、同和選考採用制度による弊害と、同制度により採用した職員に対する指導・監督が
不十分であったこと、おもに環境局（旧清掃局含む。以下同様）などの現業職場におけ
る規律の乱れ、不正常な職場環境の原因として管理職の管理・監督責任問題を指摘する
のみである。なぜ弊害が多いと認識していながら同和選考採用制度を続けざるを得なか
ったのか、なぜ「甘い採用」をし続けなければならなかったのか、なぜ管理職の指導・
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監督が及ばない職場が生まれ、かつそれを放置してきたのか──これらの背景分析につ
いても、市長と行政の責任についても明確にされたとは言い難い。
　また「抜本改革大綱」のなかで「解体的」改革策として掲げられたものは、警察官Ｏ
Ｂを含む監察チームによる抜き打ち査察や、全市職員の私生活に深く介入する指導強
化、処分の厳罰化など、これで本当に抜本的な改革に結びつくのか、疑問点が多い。

　「抜本改革大綱」の内容もさることながら、以下詳述するとおり、現在の京都市に自
ら問題解決をする能力があるとは思えない。また「抜本改革大綱」で、京都市民が信頼
できる京都市役所に再生することも、若い世代、次世代の職員が働きがいを持って働け
る京都市役所に再生することも困難であると言わざるを得ない。そこでわれわれは、真
に抜本的な改革を実現する方法として、実態調査、現実的な対応方策の提示などを行
う、法律、行政分野などの専門家による第三者機関を新たに設置することを提言する。

第１章　１９９６年度以降の懲戒処分の状況

　桝本頼兼市長が初当選したのは１９９６年２月だが、１９９６年度から現在（２００
６年１２月末）まで、どのような懲戒処分が行われているか、以下一覧する。各データ
は京都市情報公開条例に基づき開示された懲戒処分決定書をもとに作成した。
　全懲戒処分件数は４５２件（人）にものぼる。市長部局分が２３３件で、うち大半が
環境局職員を対象とするものである。覚せい剤使用及び譲渡、暴力団とともに銃撃事件
への関与、婦女暴行、暴力、恐喝、児童買春、詐欺、窃盗、事故欠勤（無断欠勤など）
等々、これが役所のなかで起こっていることかと信じがたい罪状が並ぶ。とくに覚せい
剤など薬物関連の事件で２３人もの職員が処分を受けていることが、ひときわ異彩を放
っている（表１-１～３参照）。
　懲戒処分決定書などで確認できるだけでこの期間の全逮捕者は８２人。京都市の調査
によると、２００１～２００５年度の５年間で職員１０００人あたりの逮捕者数を他の
政令市と比較すると、京都市（市長部局）は０・４７人で抜きんでている（回答がなか
った横浜市、２００５年度分しか統計がない大阪市をのぞく）。２位が川崎市の０・３
３人、３位が北九州市の０・２９人である（表１-４参照）。在職中の犯罪での逮捕者
が１６人にものぼった２００６年度分を含めると、京都市職員の逮捕率は大きく上昇
し、さらに他市を圧することになる。

　なお、上記はあくまでも懲戒処分の事例である。「厳重注意」や「文書訓戒」など懲
戒に至らなかったケースはまったく含まれていない。たとえば「無断欠勤では、一週間
程度続けた職員が処分の対象になった。」（京都新聞１９９７年５月２１日付け）とあ
るように、数日程度の事故欠勤なら処分の対象にすらならなかった。このようにかつて
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は懲戒処分の基準自体がきわめて甘かったことを考えると、実際の「不祥事」は懲戒件
数の数倍、数十倍の規模で蔓延していることが推測される。

第２章　懲戒事案の特徴

１　異常な実態の日常化

　京都市職員の犯罪・不祥事問題は２００６年夏以降、マスコミで報道されるようにな
り、大きな社会問題となったが、上記の各データから、１９９６年度以降だけをみて
も、異常な実態が長期間継続していることがわかる。２００６年度は別としても、市職
員の逮捕者はここ数年で急増しているわけではない。多くの市民に衝撃を与えた覚せい
剤などの薬物にかかわって職員が逮捕された事件も古くから頻発している（表１-３）。
　京都市も市議会も、最近のマスコミ報道を受けて、精力的に対策にあたっているよう
に見えるが、両者とも、これまで長期にわたって対策を怠り、事態の深刻化を招いたと
言わざるを得ない。

２　甘い処分が不祥事問題をより深刻にした

（１）甘すぎる処分
　異常なのは、不祥事の内容のひどさ、件数の多さだけにとどまらず、各事案に対する
京都市の処分が甘すぎることも強調しなくてはならない。なかには免職になってもおか
しくないようなケースでも、事実上おとがめなしといった処分がくり返されている。い
くつか具体例をあげておく（表１-１参照）。

【事例１-１】１９９６年８月２６日（処分発令日。以下同様）：事故欠勤９７日。虚
偽の診断書を提出して不正に病休を取得しようとする。停職１５日。
【事例１-２】１９９６年１２月３日：環境局職員、事故欠勤７７日。停職１５日。
【事例１-３】１９９７年２月２８日：環境局職員、事故欠勤７８・５日。停職１月。
【事例１-４】１９９７年８月４日：都市建設局職員、深夜自家用車を飲酒運転中、他
の車と接触しそうになったことで口論となり、相手が謝罪しているにもかかわらずその
友人３人を含め４人に対し一方的に暴行。さらに車をけり損壊。現行犯逮捕された。停
職１月。
【事例１-５】１９９８年３月１７日：環境局職員３人、出勤簿を改ざんし、有給休暇
を不正に増やす。いずれも戒告。
【事例１-６】１９９８年８月２５日：環境局職員、事故欠勤１４日、処分手続き中に
２度の再犯。停職２０日。
【事例１-７】１９９９年２月２２日：文化市民局職員、勤務時間中に飲酒、酩酊の
上、同僚に暴行。停職３日。
【事例１-８】２０００年６月２２日：夕食時に飲酒した上、自家用車で出勤（夜
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勤）、勤務中、上司に飲酒を容認するよう要求、拒否されたにもかかわらず飲酒、深
夜、上司の指導に腹を立て暴行。停職１５日。
【事例１-９】２００１年２月１３日：環境局職員、タンクローリーでダンプカーに給
油してまわる業務（副業）に従事して停職１０日。一部病休期間中にも副業に従事して
停職１５日。
【事例１-１０】２００５年１２月１４日：保健福祉局職員、速度超過、無免許運転、
不正手段による免許証取得。停職２０日。
【事例１-１１】１９９６年１１月２１日：下水道局職員、短期間に３度にわたる暴力
行為──職場の正門で上司にゴルフクラブを振りかざす。別の日、職場で飲酒の上、所
属長にタオルにくるんだ包丁を振りかざし、威嚇、他の職員にも暴言。さらに別の日、
灰皿などを手にして威嚇行為をくり返し、拳で所属長の顔を２回殴る──に及ぶ。停職
６月。
【事例１-１２】１９９８年９月８日：水道局職員、病休中居酒屋で客と殴り合いのけ
んか、店の器物破損。停職４５日。
【事例１-１３】２００１年７月１７日：水道局職員、深夜車中で寝ていたところを職
務質問をした警察官に対し、顔面に頭突きを加え傷害を負わせ、逮捕。停職４月。過去
にも傷害事件で停職４５日の処分歴。
【事例１-１４】２００３年１０月１日：水道局職員、勤務中飲酒の上、公用車（原付
バイク）を運転し、転倒してバイクを損傷させた。事情聴取を行おうとする上司に暴言
を吐き、業務命令にも従わなかった。停職４月。
【事例１-１５】２０００年４月１８日：交通局職員、酒気を残したまま出勤、勤務中
に居眠りをするなどうつろ状態であったため退勤を命じられる。戒告。
【事例１-１６】２００４年３月２９日：交通局職員：妻に対し暴行、駐車所へ引きず
りだし冷水を浴びせる。傷害容疑で逮捕。１０万円の略式命令。裁判所からDV法に基
づき住居から２週間の退去と６か月間の接見禁止命令。停職２月。
【事例１-１７】２００４年６月２８日：交通局職員（運転士）：免停講習をさぼった
のに出席したと職場に報告。また事故欠勤３日。停職１月。
【事例１-１８】２０００年５月３１日：市教委（教頭）：帰宅途中便意をもよおした
ため、尻をぬぐうものを探し、他人の住居に侵入した上洗濯機の中に手に入れたとこ
ろ、物音に気づき立ち去るが逮捕される。停職６月。

　懲戒処分決定書の多くには、その理由として次のような趣旨のことが判で押したよう
に記載されている。
「公務員規律が厳しく問われる社会状況のなか、平素、公務員としての自覚の保持、服
務規律の厳正について強く指導しているにもかかわらず、……当該職員の行為は地方公
務員法に違反するとともに、全体の奉仕者としてあるまじき行為であり、断じて許され
るものではない。」（上下水道局の懲戒処分決定書より）
　「厳正に指導」とか「断じて許されない」とか、この１０年あまり京都市は叫び続け
てきたが、事件は止むことがなく、肝心の処分も厳正なものではなかったのが現実だっ
た。
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　無断欠勤しても２、３日程度なら処分の対象にすらならず、たとえ処分されても短期
間の停職で放免されるとあれば、処分が不祥事防止の「抑止力」となるどころか、逆に
増加をうながす結果を招いたと見ることができる。

（２）甘すぎる処分がさらなる重大事件を招く
　京都市の説明によると、懲戒処分を受けた職員のうち１９％が過去にも処分を受けて
いる「再犯者」だという（「再犯」という表現は必ずしも妥当なものだとは思えない
が、本稿では市公文書の表現をそのまま借用する）。第１章でも触れたとおり、懲戒処
分の対象とならない「不祥事」は膨大な件数にのぼることが推測されるので、同様に実
際の「再犯率」もまた、この何倍にも及ぶと考えられる。
　「再犯」職員の多さは、上記（１）でみたとおり、処分の甘さと関係していると思わ
れる。この処分の甘さは、しばしば市民に衝撃を与えるほどの重大犯罪に結びついてい
る事例がきわめて多いことにも、注目する必要があろう。いくつか具体例をあげておく
（表２-１参照）。

【事例２-１】１９９８年１月３１日、覚せい剤取締法違反で逮捕、のち起訴された環
境職員を、市は懲戒免職処分にした。同職員は前記（１）で指摘した７８・５日間事故
欠勤しても停職１月という信じがたい軽い処分を受けるにとどまった者と同一人物であ
る（【事例１-３】）。
【事例２-２】１９９８年８月２９日に、覚せい剤取締法で逮捕、のち起訴された環境
局職員を市は懲戒免職処分にした。１９９７年７月１５日付けで２２日間の事故欠勤で
停職５日、１９９８年８月２８日付けでふだん自分が路上駐車（違法駐車）している場
所に、他の車が駐車されていることに腹を立て、応対した隣保館職員に対して暴行を加
え、傷害を与えたという理由で停職１月の処分を受けている。同職員の覚せい剤使用が
発覚したのは隣保館職員への暴行事件（２度目の懲戒処分の案件）の捜査のため警察の
家宅捜索を受け、自宅から注射器が発見されたことがきっかけだった。
【事例２-３】２００２年８月１５日から同月３０日までの２週間あまりの間に１２日
間の事故欠勤を行った環境局職員を、市はわずかに停職２０日という軽い処分を行って
いる。同職員は１９８５年にも４９日間の事故欠勤で処分されているが、このときも停
職３日という軽さだった。
【事例２-４】２００３年３月６日、環境局職員が大麻を所持していた容疑で逮捕、の
ち起訴された。市はのちに懲戒免職処分とした。同職員は過去４回も処分を受けてい
た。１９９９年１１月、公務中の交通事故により歩行者を負傷させた理由で戒告。２０
００年３月、事故欠勤３日で停職３日。２００１年６月、事故欠勤１日で停職７日。２
００１年１１月、公務中の前方不注意による交通事故で停職１０日。
【事例２-５】２００５年１２月６日、環境局職員が貸金業規制法違反（無登録で貸金
業を営み、法定の上限を超える利息を受領）の容疑逮捕され、市はのちに懲戒免職とし
た。同職員はそのわずか１年半前（２００４年６月２４日）、飲酒後無免許運転で車を
運転、電柱に衝突して民家玄関を破損させたが、なんら措置することなく現場から逃走
するという事件を起こしている。重大な犯罪だがこのときも停職２月というごく軽い処
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分にとどまった。

　最後に無秩序な職場の実態が重大犯罪を招いた例をあげておく。

【事例２-６】勤務を抜け出して覚せい剤を大阪まで買いに行き、逮捕された水道局職
員の例（表１-１(２)No.３４参照）：同職員は組合の役員で、逮捕当日、分会の交渉の
終了後も、職場では上司から全職員に対し服務規律について強く注意が促されていた。
同年度、逮捕されるまで職場全体に対して１１回、係別・個人に対して延べ１００回以
上服務規律の遵守を指導してきた。同職員が職場離脱後も、上司は何の措置も取ること
がなかった。この職場がいかに荒廃していたか、想像できよう。

３　処分基準の恣意性

　京都市の処分は、たんに甘いだけでなく、案件、対象者によっては「手心」が加えら
ている実態も、不祥事問題の深刻化をうながしていると考えられる。
　その典型が同和補助金不正事件についての２００３年７月の処分内容である。これは
解放同盟などの同和関係団体と京都市の担当部署職員が、共同して虚偽の公文書を作成
し、長期にわたって巨額の公金を騙し取っていた事件である。京都市の調査によると、
部落解放同盟及び同和地区のいくつかの自治会に交付した補助金のうち、１９９７～２
００１年度の５年間だけで、約８０００万円が不正に支出されていたとして、市長はじ
め幹部５７人が処分された。
　同和補助金の不正支出が明るみに出たのは２００２年１１月だったが、その約１か月
前に市が策定した「京都市職員懲戒処分に関する指針」（「懲戒指針」）の規定では、
「公金又は公物を横領し、窃取し又は詐取した職員は、免職とする。」となっているに
もかかわらず、同和補助金を詐取した団体代表（京都市職員でもある）も、偽の書類を
作成して公金詐取に協力した職員も、だれ一人として免職とはならず、減給半日、戒告
処分を受けたに過ぎない。自ら定めた「懲戒指針」から完全に逸脱した対応だった。
　さらに特徴的なことに、同和補助金を最も多く詐取していた解放同盟支部長は不正発
覚当時、市教委課長級職員で、当然懲戒処分を受ける立場にあったが、この支部長（課
長）は処分がくだされる前に自主退職した。市教委は退職を認めたため、懲戒処分を科
すどころか、退職金まで支払っている。なお、その後京都市は、この支部長を嘱託職員
として再雇用している。
　後述の通り、同和関係団体とその関係者を特別扱いし、行政としてごく当たり前の対
応すら取ってこなかった京都市の姿勢は、職場の秩序と職員の働く意欲、不正をなくし
ていこうという士気を損ない、不祥事を生み出す土壌となっていると指摘できる。
　また「懲戒指針」からの逸脱という意味では、市教委の対応の問題点も指摘しておか
なければならない。市民ウォッチャー・京都が２００７年１月に実施した第１回目の職
員不祥事問題電話ホットラインに、複数の市民から、ある学校事務員が病気のため長期
休職しておきながら、その間毎日のようにパチンコに興じたり、夫（京都市職員）とと
もに定期的に海外旅行に出かけているという告発があった。市民ウォッチャー・京都が
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この事実を記者発表した２日後、同職員は諭旨免職となり、退職金も満額支払われてい
る。
　同様に市教委では、マスコミ報道などで不祥事が公になる前に、自主退職をさせてい
ると思われるケースが、この他にも数件ある。このこともまた自ら定めた懲戒基準から
の逸脱であり、不祥事隠しの疑惑が濃いと言わざるを得ない。

第３章　不祥事を生み出す制度的な背景

１　同和行政との関わり

（１）市長の「優先雇用」発言
　桝本市長は２００６年７月、職員による犯罪・不祥事が京都市において立て続けに起
こっている背景として、不正常な同和行政が主要な要因となっていることを、市長とし
てはじめて認めた。
「これまで京都市は、同和行政の柱として、地区出身者に、職業の機会均等の観点から
優先雇用をして参ったが、私の市長就任以来、平成１４年度をもって優先雇用を全廃し
た。一部とは言え、バブル期に応募がいない中で、職員として採用しないとごみ収集が
できない事態の中、甘い採用をしたのは事実。その反省をしているところ。」（記者団
に対し　２００６年７月２７日）
　ここで市長が言及している「優先雇用」とは、同和選考採用制度のことである。京都
市の説明によるとこの制度は、公式には１９７３年度から始まった。同和地区住民の就
労の機会を保障し、経済的安定を図るために行った。部落解放同盟、全国部落解放運動
連合会（現人権連）の２つの運動団体からの推薦に基づき、事実上フリーパスで採用
し、ごみ収集業務などの現業職場に配属してきた。同和問題の解決を図ることを市政の
最重点課題に掲げてきた京都市の同和対策事業のなかでも、最も重要視されてきた事業
の一つである。市によると、これまで制度が廃止される２００１年末までの約３０年間
に６０００人以上を雇用してきたと推計している。

（２）市会では古くから指摘　市会決議もあがる
　市長が不祥事の背景に同和選考採用制度があることを認めたのは、２００６年７月だ
ったが、市職員による不祥事はこの１０年間日常化しており、これは同和選考採用制度
の弊害の表れであることは、かねてより市会などでも指摘されていたし、１９９６年、
２０００年、２００４年の京都市長選挙では争点の一つとなっている。また制度廃止の
市会決議（「同和行政に関する決議」２０００年１２月１４日）もあがったほどであ
る。
　一例として、制度の弊害を追及した二之湯智議員（自民党）の発言（１９９６年９月
市会本会議）を紹介しておく。
「９月１９日には保釈中の市清掃局職員が覚醒剤容疑で逮捕されました。５年間で覚醒
剤容疑で逮捕された職員は４人に上ります。大新聞は、市職員が逮捕された点は報道し
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ますが、なぜこんな人が公務員になれたのかという背景については何も書きません。公
務員の採用枠獲得が運動団体の既得権で、この権利を放したくない。したがって公務員
としての資質に欠ける者であっても推薦しないと人がいないという現実があるのかもし
れません。現業といえども公務員であります。質の高い公務員の確保は市の執行能力を
高めるために重要でありますし、それ以上に職員採用は、すべての市民に開かれた公
平、公正なものでなければならないと考えます。いつまでも選考採用を続ければ、同和
地区の若い人々は、安易に市役所の現業職員になれるという気持ちを持ってしまいま
す。地区住民の自立心を養ううえからもよくないことであります。」（１９９６年９月
２６日市会本会議）

２　同和選考採用の何が問題か

（１）人事権の運動団体への移譲
　上記１（１）の市長発言を批判する運動団体のなかには、「（市長発言は）部落民が
多い職場だから不祥事が多発するかのような印象を与えている。」といった意図的に問
題の本質をずらそうとする主張もある。われわれが同和選考採用制度を問題視するの
は、次の点である。
　すなわち、行政の人事権を特定の民間運動団体に委譲し、市民はもちろん、人事委員
会も市長も関与できない方法で大量の市職員を雇い入れなければならなかったこと。し
かもそれが３０年以上にわたって続いたこと。また、採用後も問題職員に対する適切な
指導を怠るなど、任命権者としての責任を放棄したことである。
　この点に関し、桝本市長自身、市議会でこう述べている。
「そうした中で、採用された職員は、京都市の職員として採用されたという認識よりも
運動団体に採用されたという風な勘違いもどうしても出てくるという風なことになりま
して、それが、採用の甘さとともに、日常業務の服務指導、業務指導にまで非常に大き
な悪影響を与えてきたということであります。」（市会財政総務委員会　２００６年８
月２７日）
「採用時に、部落解放同盟や当時の全解連に優先雇用枠を与えた。その結果、任命権ま
で京都市から運動体の一部の人物に行ってしまった。そこにもっとも大きな問題がある
と考えている。」（市会調査特別委員会　２００６年１０月２日）
　要するに、この制度は、採用時にチェックもできないし、不良職員を大量に抱えても
採用後も手をつけられないというのである。このことが背景となり、甘い処分→職場の
荒廃→不祥事続発…というこれまで述べてきた現状を生み出してきた。

（２）懲戒免職者の再雇用
　同和選考採用制度に関し、他にも異様な状況が派生している。その一つが、いったん
免職処分となった人物を、数年後もう一度、同和選考採用で雇用している事実、さらに
再雇用された職員はまたしても不祥事を犯し、逮捕されているという事実である。市当
局がだれを採用するか関与できないことによってもたらされる、ある意味で当然の事態
であろう。
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▽交通事故を巡る保険金詐欺出約６４０万円騙し取った職員は１９８８年に懲戒免職と
なったが、５年後、同和選考採用で再び職員に採用された。▽銃刀法違反、覚せい剤取
締法違反事件に関与した職員は１９８３年、職員不適格として分限免職となったが、１
７年たってから再雇用。▽他の環境局職員２人とともに深夜乗車したタクシーの運転手
に因縁をつけ、２０００円を脅し取り逮捕された職員も１９８４年に分限免職処分を受
け、９年後に再び雇われた。▽１９９４年２月に、恐喝事件で逮捕された環境局職員も
その１０年前に薬物事件を起こし依願退職していた。▽ペットの死体引き取り手数料約
１５万円を着服したとして２００７年２月１３日に懲戒免職となった元市環境局職員の
男性は、以前にもタクシー内で暴れて現金を奪ったなどとして免職されていた。

（３）採用枠の売買
　同和選考採用制度は特定の民間団体が推薦しさえすれば公務員に採用されるという制
度だが、年度ごとの採用枠だけは京都市自身が（運動団体との交渉・協議の上）決め
る。当然運動団体内部で、採用枠獲得をめぐって競い合いが行われることは容易に想像
できるが、だれを推薦するか、団体幹部が恣意的に決めたり、あるいは組織内で推薦獲
得のために金品が売買される事態もうまれていることは、これまで市会やいくつかの報
道により指摘されている。また、２００７年１月に市民ウォッチャー・京都が行った、
市職員不祥事問題電話ホットラインでも、現職の京都市幹部から金銭授受の事実を告発
する情報が寄せられている。
　次に紹介する偽の採用仲介話による詐欺事件の事例は、このような詐欺行為が行われ
ていること自体、同和選考採用をめぐって金品の売買が日常的に行われていることをう
かがわせる。
　環境局職員Ａ（当時３９歳）は１９９７年１１月１３日頃、元職員Ｂとともに、「金
を出せば京都市職員に採用する」とＣに持ちかけ、不採用の場合は返還することを約束
して、２５０万円を受け取った。１９９８年１２月、採用の話が進まないため不安に思
ったＣが「もう採用の話はいいから金を返して欲しい」というが、「採用の審査が遅れ
ている、もう少し待ってくれ。だめだったら金を返す」と返答。その後もいっこうに返
還されないので、１９９９年２月、Ｃが環境局に連絡、相談を持ちかけた。局の調査に
より、同年３月、Ａは現金の授受を認め、同年４月１２日に全額Ｃに返還した。Ａ、Ｂ
とも運動団体役員ではなく、採用の権限を有していないことは客観的に明白だった。Ａ
は停職６月の処分を受けた。

（４）「同和問題解決」の呪縛──運動団体との異常な関係
　第２章３で、同和関係団体とその幹部に対しては、市自らが定めた基準から逸脱する
「手心」を加えた処分が行われていることを指摘した。また、第３章２（１）で引用し
たとおり、市長自身「採用された職員は、京都市の職員として採用されたという認識よ
りも運動団体に採用されたという風な勘違いもどうしても出てくるという風なことにな
りまして、それが、採用の甘さとともに、日常業務の服務指導、業務指導にまで非常に
大きな悪影響を与えてきた」と市会で答弁している。
　市当局が市会のなかで認めた「大きな悪影響」の最近の具体例をひろってみると、北
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区役所及び東山区役所で勤務したケースワーカーによる生活保護資金の着服事件、都市
計画局の公用車運転手が２０数年間にわたって月３日しか勤務していない実態がある。
前者の場合、ケースワーカーが解放同盟支部幹部であったこと、後者の場合、運転手が
解放同盟京都市協議会幹部の推薦で雇用されたことで、所属長が毅然とした対応をとれ
なかったことを、市議会で認めている。
　運動団体とのこのような異常な関係は、もちろん同和選考採用制度によってのみ成立
したものでない。京都市において同和行政の占める位置づけは、様々な意味で重かった
時期が長く続いてきたこと、同時に運動団体対策で実績を上げた管理職がその後人事面
でも重用され続けたことなどともあいまって、市全体に「同和」を特別視し、同和関係
団体とのやっかいごとは避けたいという心理が浸透している。
　第２章３で言及した同和補助金不正事件を調査した京都市の報告書には、歴代の担当
職員が補助金不正支出に手を貸してきた背景として指摘している次の事実は重要であろ
う。
「一時期において運動団体と軋礫が生じないよう事業を進めることが同和問題の解決に
とって有効であるという考え方を過度に職員に意識させる傾向が醸成されたことは、結
果として本市の組織的責任があったと言わざるを得ない。」
　こういった職員の意識が、問題職員を、上司が指導・監督できずに来たことに深く影
響していると思われる。同和選考採用制度の弊害は、たんに同和事業執行上の問題とい
う枠から行政機構全体のかかわる問題に広がっている。

第４章　行政機構全体が蝕まれている

１　職場におけるモラル崩壊、士気低下

　職員の犯罪・不祥事問題の背景には、同和選考採用制度など同和事業及びその執行上
の矛盾があるが、その矛盾は市全体を蝕んでいる。制度自体は２００１年末で廃止され
ているので、問題の根源は解決したとは言えず、行政機構内部にその悪弊は様々な形で
及んでいる。
　とくに同和選考採用制度による採用者が多数を占める現業部署では、犯罪・不祥事が
横行し、問題職員に対し所属長がまともな指導ができない現状がある。「悪貨が良貨を
駆逐する」のことば通り、意欲的に業務をこなそうと率先する職員が職場で孤立してし
まい、結局はこれまでの悪しき慣行に従わざるを得なくなる。これでははたらく意欲自
体が損なわれるとの窮状を、われわれの聴き取り調査に対し、何人もの職員が訴えてい
る。
　また、京都市は２００６年４月より、公益通報者保護法の施行に伴い窓口を設置した
が、これだけ不祥事問題がクローズアップされている時期にもかかわらず、「これまで
寄せられたのは１８件で、…市職員と身分を明らかにした人はいなかった。」（京都新
聞２００６年１１月４日付け）とのことである。公益通報処理窓口が人事課内部に置か
れているなど職員が実名を告げて通報しづらい条件はあるものの、市民の目から見る



- 11 / 14 -

と、不正、不祥事を正していこうという動きがきわめて鈍いと言わざるを得ない。
　２００６年度、最終的には身分を明かして通報した職員が現れた。市の外郭団体に出
向している幹部職員が通勤手当を不正取得していることなどを訴える内容のものだっ
た。事実に合致した訴えだったが、当局の回答は、訴えられた幹部職員を擁護し、結果
としては握りつぶしている。
　通報自体が少ない上、勇気をふりしぼって名前を明かしても、当局がまともに応えな
いとなると、自浄作用はいっそう働かなくなる。
　公益通報の窓口を現在のように市の総務局（人事課）の内部に置くのではなく、秘密
保持義務を課された専門家による外部委員によって構成することが必要である。

２　機能しなかった議会、監査委員

　市議会は２００６年９月から、特別委員会を設置してこの問題に取り組んできた。す
でに触れたように、同和選考採用制度については、以前からその弊害を指摘し、制度廃
止を求める市会決議まであげている。しかし、率直に言って、問題解決のための具体的
な取り組みという点では到底十分とは言えず、問題を認識しているものの、結果として
はなすすべなく、今日の惨状を招いたとの批判を受けなければならないだろう。特別委
員会は２００６年度末で解散したが、選挙後の新議会でも新たに特別委員会を設置し
て、議会としての責任を果たすべきであろう。
　議会以上に機能していないのは監査委員である。犯罪・不祥事問題とは直接関係しな
いが、この間監査委員には、同和行政に関することを含めて多くの行政の問題点が、住
民監査請求として持ち込まれている。しかし監査委員は大半を棄却、却下し、自ら是正
のためにはたらこうという姿勢がまったく見えない。同和行政関連の監査請求が棄却・
却下されたあと、その多くは住民訴訟となり、京都市側が敗訴するケースが続出してい
る。行政の問題点をチェックし、市としての自浄能力を発揮するどころか、行政の不正
をかばい、追認する機関に成り下がっているのが、監査委員が現在果たしている役割で
ある。監査委員の本来機能が発揮されるためには人選のあり方を含めた根本的な改革が
必要である。

３　市長の責任と自浄能力の欠如──「抜本改革大綱」の問題点

（１）厳罰化と現場管理職に責任をなすりつけていること
　最後に市長の責任について言及する。現在の問題の解決は並大抵のことではできるも
のではないが、京都市がいま進めている「抜本改革大綱」では解決に向かうとは考えら
れない。
　「抜本改革大綱」ではもっぱら、職員の私生活監視強化と厳罰化、末端管理職の指導
強化をあげている。問題職員に対し、厳正に対処することはわれわれも大いに望むこと
ではあるし、指導・監督を必要なことだと考えている。また、２００７年より総務局に
監察室を設置するなど継続的に問題解決にあたる体制をつくるなど、京都市としてはこ
れまでと比べると、かなり本気の取り組みであることは感じられる。
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　しかし、以上みてきたような、これまで京都市全体をおおっている不正常な状態を容
認する体質、「同和」を過度に意識する傾向、同和関係団体とその幹部を特別扱いして
きたこと等に対するまともな総括抜きに、職員全体を「犯罪者予備軍」であるかのうよ
うに監視対象とし、厳罰化と所属長に指導・監督の強化を求めても効果が上がるもので
はないだろう。職員の士気、働く意欲がこれで向上するものではないし、身近な不正を
職員自らがなくしていこうとする機運が出来上がるようなものでない。「抜本改革大
綱」の目玉の一つであった警察OBを含む監察チームによる査察が、まったく成果をあ
げていない現状が、そのことをよく示しているのではないか。

（２）自浄能力の欠如
　２００６年８月末の「抜本改革大綱」発表以降も、市職員の不祥事が止まらない。事
件が明るみに出るきっかけは、その大半が、警察による捜査、マスコミなど外部の独自
取材によるもので、京都市自身の自浄作用がはたらいた結果ではない。
　２００７年３月末に、環境局山科まち美化事務所で、介護・育児のための時間休の不
正取得が日常化しており、所属長もそれを容認していた問題で、職員１２人が文書訓
戒、厳重注意の処分がくだされている。これも処分より２週間経ってマスコミ報道があ
ってはじめて明らかにされたもだった。この１年、連日のように京都市の不祥事がマス
コミで取り上げられ、市当局が組織をあげて解決に向かっているにもかかわらず、不正
行為がやむこともなければ、所属長が是正に手をつけられなかった事実は、秩序が崩壊
した職場が、これまで同様いまだ存在していることを示している。
　なお、この事件は、制度を悪用した不正な休暇取得が職場で半ば慣行となっていたも
のだ。「京都市職員懲戒処分に関する指針」によると、当然懲戒の対象となる案件なの
だが、だれ一人として懲戒処分を受けていない。この期に及んでも、今なお対象者やそ
のときどきの情勢をみての恣意的基準で処分がくり返されているのかと疑わざるを得な
い。

（３）桝本市長自身の責任
　今日の京都市の問題は、行政機構全体にかかわる大きな問題だが、桝本市長個人の責
任も決して軽くはない。
　第３章１（２）でみたとおり、桝本市長が市長に初当選した直後より、市会では同和
選考採用制度の弊害が重要問題として取り上げられ、市会決議まであげられていた。第
１章でデータを示したとおり、市長在任中、すでに異常な事態が日常化していた。桝本
市長は１９７２年に市教委企画労務係長に着任以来、労務対策部署の要職を勤め上げ、
市教委総務部長、教育次長、教育長を歴任している。いうなれば市教委幹部として、同
和選考採用制度に深く関わり、内情にも、採用された職員の勤務態度にも熟知している
立場にある。
　にもかかわらず、市長は２００６年に入ってマスコミによる批判を受けるまで、是正
のための措置をなんら取ることもなければ、同和対策のための特別法が完全失効する２
００２年３月末まで、運動団体に要求されるまま同和選考採用制度を継続してきた。単
純に京都市の組織的問題であると漠然とした表現ですますことはもちろん、運動団体
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や、問題職員を指導・監督しなかった末端管理職に今日の責任を押しつけることはでき
ない。その報酬を５０％カット（６か月）するだけでは組織のトップとして、責任をは
たしたとは言い難い。

第５章　抜本的な対策のための提言──独立調査機関の設置

　京都市職員の犯罪および不祥事を根絶するためには、公益通報窓口の外部委員による
構成、新たに招集される新議会での特別委員会の設置、監査委員の人選のあり方を含む
制度改革などは不可欠である。
　しかし、京都市職員の犯罪および不祥事を根絶するためには、これまで京都市全体を
おおっている不正常な状態を容認する体質、「同和」を過度に意識する傾向、同和関係
団体とその幹部を特別扱いしてきたこと等に対してきちんとメスを入れた総括が不可欠
であり、それを基礎にした職場全体の指導・点検がなされなくてはならない。そのため
には、京都市が実施している「抜本改革大綱」に基づく対策では極めて不十分である。
　わたしたちは、上記の目的を達成するための機関として以下の「京都市職員犯罪・不
祥事問題徹底究明独立調査委員会」の設置を提案する。

「京都市職員犯罪・不祥事問題徹底究明独立調査委員会」設置要項

　委員会の設置については、新たに条例を制定し京都市長の直属の機関とする。
　委員は１年間の任期とし、委員数は７名とする。委員の構成は、３名は弁護士、２名
は公認会計士、２名は学識経験者とする。
　委員会には相当額の予算とともに相当数の職員を配置することとし、職員は委員会の
指示に基づき職務を行うこととする。
　委員会は、京都市の各部局から独立し、各部局の指揮は受けない。
　委員会は、京都市の各部局および職員に対し、資料の提出、審問など必要な調査を求
めることができ、各部局および職員はこれを拒むことができない。
　委員会は、全職員に対する対面聞き取り調査やアンケート調査、取引業者に対する対
面聞き取り調査やアンケート調査、市民に対するアンケート調査、職場の実態抽出調査
等を実施し、それらを基にした抜本的改革案を策定する。
　委員会は、１年以内に調査結果および抜本的改革案を市長並びに市民に報告する。
　

おわりに

　私たちは、これまでの活動を通じて、市民の立場から京都市職員の犯罪不祥事根絶の
ための提言を行うものである。市職員の犯罪・不祥事問題は、職場規律やモラルの低下
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による行政サービスの低下をもたらすだけではなく、京都市財政の大いなる無駄遣いの
問題でもある。適正に働きもしないのに高額の俸給を長期間にわたって受給していたと
言うことは、それだけ市民の税金を無駄にしていたと言うことである。そうした職員が
多数存在すると言うことは、当該職場においては適正な業務量に比して職員の数が本来
の必要数を上回っていたと言うことでもある。
　現在京都市は、財政状態が厳しい状況にあるという理由から福祉や医療をはじめとす
る予算が削られ、住民サービスが大きく低下している。業務の適正化を図り、職員配置
を適正に見直すことによって、住民サービスの向上が図れるのである。
　こうした観点からも、京都市長をはじめ京都市行政に携わる方々が私たちの提案を真
摯に受け止め実行に移されることを強く望むものである。

　わたしたちはこの間の活動の中で、京都市役所の現状を憂い改革のために勇気を持っ
て行動しているたくさんの市職員と懇談する機会を得た。わたしたちは、京都市役所改
革を目指すこうした多くの職員の勇気に敬意を表するとともに、彼ら彼女らとともに、
市民にとっても職員にとっても誇りを持てる京都市を実現するために今後も活動してい
くものである。


