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１、松尾市政によって無残かつ大

量に失われた緑 
過去何十年も平気で緑を壊してきた鎌倉開発官僚 

鎌倉市民のおそらく９割は、鎌倉が豊かな緑地を

保ち、古都らしい風情の町であったほしいと願って

いるだろ。本紙もそのような市民の気持ちに断固立

っている。市民の意向を受けるなら、役人は開発業

者に厳しい姿勢で臨むべきなのである。松尾市長も

緑保全を公約した。 

ところが鎌倉開発行政は過去何十年と変わらず業

者寄りのスタンスを保ち、市民と絶えず対立しなが

ら緑地の破壊にいそしんできた。松尾市長もそれに

何の特別な対策もとらず、官僚の云うままに申請を

許可してきた。反対市民とは平気で裁判闘争をして

いる。鎌倉山二丁目では３千平方ｍの鬱蒼とした美

林が、業者に騙されるようにして失われた。玉縄で

は至るところ開発され、玉縄丘陵地帯と「マスター

プラン」に記された山稜はその面影もなくなった。

鎌倉の緑は上空から見ると、重症の骨粗そう症患者

の骨のようになっている。 

２、官僚の組織的頽廃 
１）白紙請求書問題 
    管理のマンネリズム 

この問題は、官僚のマンネリズム、事なかれ主義、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧例踏習、改革精神の喪失、といった官僚の悪し

き体質がもろに現われた事件である。これもたま

たま昨年９月議会で中沢議員が、学校で期限切れ

ワクチンが使われているのではないか、という疑

惑から明るみになり、これを調査するうち、医師

会との間で白紙請求書が使われていることが分か

ったものだ。これは支払う立場の役所が自分で請

求書を書きこむということで、世間ではありえな

い事務処理である。こんな大きな欠陥が偶然発見

されたと言うところに鎌倉官僚の組織的頽廃があ

り、自浄能力がない事を示している。 

 その上、このような不正事務が当該の健康福祉部

だけでなく、全庁各部課で行われていることが分か

った。つまり鎌倉市役所は全体が平気でこの不適切

な事務を長年行ってきたわけだ。 

不正事務は裏金作りや不正な出金に悪用される恐

れがある。この事件をうけ、市は昨１１月に、市長

副市長など主要幹部による「不適切な事務処理に関

する調査委員会」なるものが作られた。今日まで９

回の会合を重ね、問題の反省点を議論してきたが、

第三者の入らない役人だけの仲間会議であるため、

どれだけ改善されるか疑問視される。しかし今年６

月一応職員４５人を不正事務処理該当者として口頭

訓告なる処分を行った。「いかんじゃないか、きみ」

というぐらいの軽い処分だが、これで市は事件の幕

松尾市政の検証 
諸勢力にもまれて優柔不断   理念なく官僚の操り人形化 
        

３６歳という若さを売りにし、自転車選挙という清貧を装って当選してはや２期７年を過ごした松尾

市政であるが、さまざまな問題を通して浮かび上がるその政治成果はもはや耐えがたい無残さであ

る。市長権力のまわりには膨大な官僚群の外に、半官半民の、また民間のボス的勢力が取り巻く。 

それが民主主義の政治構図とはいえ、そこに利権や官僚独善など非民主的力が加わる。松尾市政

がより良い鎌倉のためになったか、今号はその醜態のいくつかをオンブズマンする。 
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引きとしたようだ。市長が組織体質の改善にどこま

で本気か疑われる。 

２）公金２６５万円盗難事件 
    鎌倉市役所は役人の泥棒心を誘発する体制 

ところが折も折、今年４月、生活保護課で２６５

万円の公金が盗まれるという事件が起きた。生活保

護課とは生活保護費を市民に渡す部署である。これ

は事情により取りにこれなかったり、支給中止にな

ったりする。当課役人はそんな場合も生活保護廃止

手続きをせず、ニセ領収書を書いて支払ったことに

し、何の目的でか（多分裏金作りのために）プール

してロッカーに仕舞っておいた。生活保護者の判子

など８００個も預かっているそうだ。ニセ領収書な

どいとも簡単に書ける。そのプールしたカネは５１

３万円になっていたが、いつの間にか２６５万円な

くなっていた。市長や役人は素知らぬ顔をしている

が、これぞまさしく裏金作りの動かぬ現場と言える

ものだ。ロッカーの鍵のありかは課員は誰でも知っ

ていたそうだ。現金を扱うには、現金出納員という

資格がなければならないのだが、この課ではそんな

資格も、扱いのルールも無視され、誰もがルーズに

現金に触っていた。事件は起きるべくして起きたも

のであり、鎌倉市役所の組織の頽廃と、市長以下管

理者の無責任と怠けによるもの以外何ものでもない。 

３）続々出てくる不正処理 
鎌倉市役所全体のルーズな会計態度 

８月になって、、この不正処理が会計収納課や各支

所会計など６つの部署で行われていたことが判明し

た。全庁的規模での不正ということが現実に現われ

たわけだ。まだほかにもあるに違いない。会計課と

いう経理専門の部署が、帳面の帳尻と現金を合わす

のを怠け、余ったカネはプールして適当に処理して

いたのだ。 

ニセ領収書を書いた者は判明し告訴された。カネ

をとった犯人は捜査中だが、つかまりそうもない。

もっとも管理責任の重いはずの滝沢副市長は６月に

停年で役所を去っている。日本の役人の常套手段で

あるヤメニゲの術（空遁の術）である。役人は中央

も地方も、組織の失敗については決して責任を取ら

ないのが当たり前である。国民はもっと怒るべきだ。 

４）定期代不正受給事件 
    ねこばばしたカネは市民の血税 

使ってもない通勤電車・バスの定期代をウソ申

告してカネだけねこばばする。鎌倉市役所にはそん

な輩がうようよいるらしい。２６６人該当者がいた

が、考査委員会にかけられて行政措置処分となった

者は１６人。その総額が１３０万円である。そのカ

ネは市民の血税だから当然相当額をすでにほぼ返却

させたそうだ。 

 鎌倉市役所は定期券を役所が買って実物支給しな

いのだろうか。もしそうなら、鎌倉市役所の事務管

理は時代遅れもはなはだしい。松尾市長は白紙請求

書問題などとともに市の管理体制の見直しを怠って

きた。◇ 

３、北鎌小トンネル開削問題 
   裏にうごめく利権に操られる鎌倉市 
 

初めから異様に強引で手早い市の段取り 

現在鎌倉においてもっとも熱い行政問題は、北鎌倉の洞門

トンネルを壊すか残すかをめぐる、市と市民との対立だろう。

この問題は北鎌倉、ひいては鎌倉全体の緑の保全、古都らし

さを守れるかどうかの天王山と言われている。一昨年市道路

課は突然この小トンネルを壊し、山壁をコンクリ固めにし、

４ｍの道路を作ると発表した。これに対し、「北鎌倉の洞門

を守る会」（代表出口茂）は２万人の署名や陳情を以て反対

運動を展開。市の言い分はこのトンネルが崩壊の危険があり

あぶない、というものだった。 

 両者の対立の経過ははぶくが、この間における市の段取り

は異常に強引で法手続きも忘れた急いだものだった。 

「文化財専門家会議」で尾根が史跡と判定される  

文化庁が助太刀 

この対立にはトンネルを含む尾根が史跡かどうかの論争

があった。市は史跡でないと言い張っていた。そこで７月８

日、これを判定するための「文化財専門家委員会」が開かれ

た。面白いことが起こったのは、この会議に文化庁から２名

の外部委員なる歴史家が派遣されてきたことだ。五味文彦東

大教授、藤原良章青学教授である。会議で両教授は「これが

史跡でなくて何なんだ」と強烈な史跡論を展開。すると、そ

れまで史跡でないという考えを示していた市お雇いの７人

の委員はへなへなと史跡論になびき、会議は「史跡である」

という判定で一決した。史跡となれば法によって壊すことは

できない。文化庁の勝利であり、反対派は強い味方をえた。 

市長と裏勢力が事前談合 

市はこの判定を受けて、尾根は壊さないが危険の問題は残

っているとして、来年１月までにトンネルの内壁をコンクリ

で固める仮設工事を行うと発表した。仮設だから将来開削な

どを行うかもしれないということを意味している。事実市長

はこの発表会で、市議から「開削をやめたと言明しろ」と詰

め寄られても、その言葉を頑として云わなかった。 

 それには理由があることが後に判明した。即ち７月５日つ

まり専門家委員会の３日前、市長が役人２人を伴って雲頂庵

で談合会議を行い、そこで、「たとえ史跡となっても開削の

計画は進める」と約束していたというのだ。その談合記録が

文書として町内会に回覧されていた。 

このトンネル破壊計画の裏に、雲頂庵と檀家が墓地を作り

たい魂胆があるとは当初から噂されていた。しかし尾根が史

跡であるという判定によって、トンネルを含む全体は壊すこ

とができなくなった。噂の墓地が作れなくなったかどうかは

分からないが、市長は史跡判定になっても開削すると裏束し

ている。一体市がなぜこんなに寺や檀家に義理があるのか謎

だ。さらに寺や檀家がこれほどまでして墓地づくりで稼ごう

とするのかも謎だ。察するに、止むにやまれぬ懐事情がある

のかもしれない。 

 いずれにしろ、この騒動はこれからまだまだ続き、すんな

り終わりそうにない。◇◇◇ 
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論説 

「官僚的」とは善か悪か 
 日本の真の構造改革のために官僚の 

イノベーションが必要だ 

 

１、日本の屋台骨を占める官僚集団 
「それは官僚的だ」とか「官僚主義はよくない」など「官

僚的」という言葉がまるで組織の在り方として悪いこと

のように使われる。しかしそんなことがあっていいもの

なのか。なにしろ官僚は現に巨大な集団をなし、生きた

組織として日本国に君臨しているのだ。そのあり方が悪

い見本のように見なされ「官僚的」であることを当たり

前のように見なしているのはおかしい話ではないか。こ

のような素朴な疑問に基づいて、今回は「官僚的」であ

ることの意味を論じてみたい。 

 日本国の構造改革が云われて久しい。安部内閣は第三

の矢と称して構造改革を図りながら一向に進んでいる

気配はない。その原因が日本を支配している公務員をは

じめそれに準ずる集団の「官僚的」体質にあるのではな

かろうか。 

 公務員の人数は、国家公務員３０万人、地方公務員３

７０万人合わせて、４００ｋ万人だ。日本の労働人口６

４００万人だからその占める割合は６．７％とされる。

この割合は世界の中でも少ない方だが、しかし官僚がも

つ指導性、権力、集めた税金を使い、分配する権利、国

民への誠意、やる気によって日本国の浮沈が大きく左右

される。 

 したがって公務員改革がいつの時代でも叫ばれ、現在

も新しい人事制度が計画されている。しかし「官僚的」

という言葉が内包する官僚の悪しき精神がなくならな

い限り、制度をいくらいじってみても「官僚的」である

ことから脱することはできないだろう。 

２、「官僚的」悪の具体例 
 一体「官僚的」とはどういうものなのか具体的に考え

てみたい。一般的に云われていることのいくつかを挙げ

てみたい。 

Ａ）「縦割り」という悪 

官僚組織の弊害の代表例として、この「タテ割り行政」

ということが云われる。これを官僚組織の宿命的性癖と

して諦めていいものではない。タテ割り行政の弊害とは

セクショナリズムの弊害ということだ。企業にもあるこ

とだが、なぜ官僚界にそれが弊害として現われるのか。

その本質は人間の自己中心主義、全体が大事なのにそれ

に目を向けようとしない自己組織第一主義になるから

だ。そのためには首長や議員など抱き込み、言いくるめ、

利益誘導あるいは不利益誘導（えこひき）をして押し通

そうとするほど強い。 

タテ割りの弊害は二重行政や無駄の発生だ。理念を忘

れ大局を忘れ、ただ何か仕事をして時間をつぶしている

という惰性に陥ることだ。  

 組織の一部分がそんなわがままをし、大手を振って不

合理を行えるのは、資本原理（損得勘定）を無視できる

という税による運営体という特質にある。これはまた後

で述べよう。 

Ｂ、前例踏襲（マンネリズム）という悪 

役所では自己組織中心主義は強いが、個人としての自

己主張や自己発揮は強く抑え込まれる。上意下達で上の

いうとおりにする、という風が強い。これは公務員法に

そうせよと書いてあるからかもしれないが、それが官僚

組織をいたずらに硬直化させているものだ。新しいやり

方や別のやり方というものを嫌い、今までやって来た通

りのことをやっておればよいという気質である。しかし

社会の変化、時代の移り変わりは早いのだ。それに、仕

事は個人の創意や自主性ややる気に依存するところが

大きい。それを無視するマンネリズム尊重の「官僚的」

という気質は脱すべき悪と言える。 

マートンというアメリカ社会学者は、官僚制の個人性

抑圧、個人の創意工夫の抑圧傾向を「官僚制の逆機能」

と言っている。学者がこう言っているくらいわかってい

るのなら、職員個人のイノベーション意欲を高める気風

にすればいいのだが、現実は職員の成績査定においても

おとなしく順応するタイプを良しとし、その成績査定が

かえって職員の自由性を抑圧する結果になっている。 

Ｃ、法令主義という偽善（無責任体質） 

役所は法令主義で規律されている。何をするにも法令

の根拠を必要とする。それは役所が誰に対しても平等公

平に対応しているという姿勢と言えるのだが、そのこと

は責任の所在が法にあり、役人（個人）にはないという

ことになる。 

 ところが実際は、法令の解釈によって、そこに顔の見

えない、責任をもたない官僚の恣意的な意思がいくらで

も入りうるのだ。つまり法令を依拠していると云いなが

ら、法は言葉であるから官僚はそれを自分の考えで解釈

できるのだ。「行政の裁量権」とか云ってそれは公認さ

れている。その裁量が曲者である．法の言葉を最大限に

解釈するか、最小限に解釈するかによって、現実にその

差は大きくなる。このことを以て学者は「官僚優位論」

を言っている。端役の役人が法解釈という手段で独裁的

権力者になれるのだ。役人が、顔のない権力者と言われ

るゆえんである。 

 以上みてきた三つの問題によっても、「官僚的」とい

う組織運営が国家や自治体など公共共同体のために、決

して良いことではないということがいえる。「官僚的」

であることは一見公平公正に見せかけているが、その内

実は人間的悪、不正、良識の麻痺などをおこさせるのだ。 

 かつての旧共産国では、国民全員が公務員で私的自由

というものがなかった。そのため国民すべてがこの「官

僚的」という病気にかかり、国家はまったく発展できず、

資本主義陣営に降参したのだ。共産主義では、私心を捨

てて社会全体に尽くすという人間の崇高な誠意を前提

にしていた。それは非現実的な理想主義であり、マルク

スは人間を見誤ったというべきで、アダムスミスの方が
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正しかったということになった。市民のため国家のため

に尽くすという、官僚の観念的理念が強いほど、かえっ

て組織を硬直化させ、偽善に走らせる。「官僚的」とい

うことには共産主義国の気風と同じものがある。 

 組織第一主義か個人尊重主義か、全体主義か個人主義

か、という問題は、どこの組織いつの時代でも人間社会

に課せられたアンビバレント（二律背反）な問題である

が、とくに今日の官僚社会では資本主義原理（損得勘定）

をもっていないという理由で、今なお近代主義（個人主

義や自由主義）が機能しない世界になっている。 

３、税という資金の体質 

官僚社会に近代主義（資本主義）が入りこまない原

因は、それが税によって運営され、税を使うだけの集団

になっているからだ。税とは国民から強制的に集めたカ

ネであり、企業が生産活動で得たカネとは性質が違う。

そこには損得勘定という会計方式はない。必要とあら

ば国家はいくらでも国民のカネを取り上げることができ

る。 

予算制度と言って国民の懐にあるカネを当てにする

カネを使うシステムである。それは結局国民のカネ全

部を担保にしている考えだ。日本政府は現在千兆円を

超す借金をしているが、それはルーズな人気取り予算

によって作られてきた。日本の破綻も遠くないはずだ。 

官僚世界ではカネは地から湧くか天から降ってくる

感覚である。国民の膏血を絞るわけだから、血税など

とは一応言うが、官僚にそんな意識はまったく湧かない。

税金は無主のカネで、くすね盗ったり、だまし取ったりす

る対象ではあっても、心底倹約したり節約する気にはな

らない。身近な例では舛添要一氏のことや、鎌倉市の

生活保護費盗難事件などいくらでも例証できる。 

このような会計運営システム、天から降ってくるカネ

で運営するというシステムではどんな素晴らしい官僚

改革論を言っても、隔靴掻痒のものになるだろう。 

石原慎太郎氏はよく日本の国家会計を非難し、複

式簿記にすべきと云っている。簡単に予算を作れば

いくらでも使え、決算に無頓着という会計が良いは

ずがない。 

４、税と官僚の歴史 

「官僚的」と言われる組織運営の悪の原因は、この

税と言う資金の在り方に根本原因がある。しかしこのシ

ステムは止めようがない。なにしろ税金の歴史と官僚の

歴史は古代社会にさかのぼる古さなのだ。 

税は古代から封建時代まで、つまり全歴史を通じて、

支配者を養うためにのみ使われ、民衆に還元されるカ

ネなどほとんどなかった。つまり税とはお上に差し出す

カネ、お上に取られるカネ、お上を養うカネという考えが

国民にしみついていた。 

日本の官僚はすべて敗戦までは天皇の臣であり、天

皇に奉仕するもので国民など二の次だった。戦後はや

っと西洋から民主主義という革命がもたらされたが、米

ソ対立という世界情勢のなかで、政治体制は天皇君主

制と民主制の曖昧な妥協の産物となった。官僚の思想

や心情も曖昧な状態になったといえる。つまり自分は天

皇の臣としてのお上なのか、主権者国民のしもべなの

かというこんがらがった心情になっている。頭の中では

国民が主権者で、役人は国民への奉仕者だと分かっ

ているが、心の中はそううまく整理されていない。 

５、「官僚的」という悪からの脱出を目ざして 
アメリカのような植民者による自由主義を建国の原

点とする国には、マレー・ロスバードなど無政府資本主

義をとなえる人もいる。彼らは官僚など全廃し、税もなく、

何事も（警察、消防、軍隊までも）民間に任せてしまうと

いう考えである。国家は最大の収奪機構であり、徴税

とは強制的泥棒であるという。日本のような封建主義

や国家主義の長い国では想像もつかない発想だが、

考えると一理ある。そしてそれは現在の日本に、官僚

機構の民営化という形で影響を及ぼしている。 

筆者は無政府論を唱えるつもりはないが、それでも

古い権威主義や形式主義、マンネリズムの「官僚的」気

風は、自由主義的で個人主義的な気風に改善すべき

と考える。すくなくとも市民と広く接触し意見を聞き市民

のサーバントという意識を強めることだ。日本の膨大な

官僚社会が、悪しき組織主義的体質の「官僚的」なま

までいると構造改革などいつになってもできないだろう

し、そのうち日本は衰退していくだけだ。◇◇◇ 

当社は NPO活動団体です。地方政治には情報が不足していると考え、

ささやかながら忌憚ない批評をもって、政治経済文化を論じるものです 
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