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２．要請内容と懇談・意見交換の要旨 

（１）公務職場が市民の多数である労働者の福祉向上の役割を果たすために 

① 公務職場は公共の福祉の増進を目的としていることから、雇用・労働条件等の

関係諸法令遵守の模範となって、官・民すべての労働者の権利向上を図る役割を

果たしてください。 

 【回答】 

各関係法令を遵守し、地方自治体として可能な範囲で役割を果たして参りたい

と考えております。 

 

② 正規職員の減少を補うための非正規職員の増加と外部化によって、住民の安

全・安心、成長発達保障、権利擁護などが後退しないよう、恒常的職務について

は、正規職員を配置してください。 

 【回答】 

住民の安全・安心や権利擁護などが後退することの無いように、正規職員が

個々の能力を十分に発揮することのできる「適材適所」の人事配置に努めるとと

もに、定員適正化計画に基づき、毎年、計画的に正規職員を採用しております。 

 

③ 自治体職員の労働条件については、地方自治、労使自治、労使合意を基本に決

定し、労働組合（職員団体）の権利を不当に侵害しないよう、労使交渉・合意を

経ることを遵守し、民間労使協議の模範となる役割を果たしてください。 

 【回答】 

職員の勤務条件に変更が生じる場合には、職員組合との交渉、協議を経て決定

しております。 

 

④ 賃金の地域間格差の拡大、地域経済の後退をまねく公務員給与削減に反対して

ください。また、国と地方の給与制度の相違を踏まえて、自治体職員の給与決定

の交渉をしてください。 

 【回答】 

  職員の給与については、国の人事院勧告や、県の人事委員会勧告などを参考に、

職員組合との交渉、協議を経て決定しております。 

 

⑤ 住民全体の奉仕者である自治体職員のあり方を歪める人事評価制度は導入し

ないでください。 

 【回答】 

  人事評価制度につきましては、平成 19 年度から本格実施し、職員の能力開発・

人材育成のツールとして活用しております。 

 

 



 2 

（２）自治体が地域の賃金・労働条件水準を引き上げる役割を果たすために 

① 非正規職員の処遇は、正規職員との「均等待遇」を原則とし、雇用形態による

差別をやめてください。 

 【回答】 

  正規職員と比べ、非正規職員は雇用期間が短期間であることから、それぞれの

雇用形態に合った待遇を基本としております。 

 

② 非正規職員の賃金を引き上げてください。そして、非正規職員が自立できる賃

金水準を確保して、地域で「ワーキングプア」をなくす動きを率先してつくって

ください。 

当面、最低の水準として月額 17 万円、日給 8,000 円、時給 1,000 円を保障し

てください。また、経験年数を考慮した加算も実施してください。 

 【回答】 

  非正規職員の賃金は、正規職員の給与改定や埼玉県の最低賃金の改定等と並行

して見直しを行っております。 

  平成 27 年度の一般事務職の時間単価は 846 円であり、前年度に比べ 12 円の

増額となっております。また、一般事務以外の職種につきましても、一律 12 円

の増額を行いました。 

今後も、正規職員の増額給与改定が実施されれば、非正規職員も増額の方向で

見直しを検討して参ります。 

 

③ 非正規職員に、夏・冬の一時金支給、退職金支給、休暇制度の充実、社会保険・

労働保険の加入、健康診断などを実施して、地域における雇用・労働環境のモデ

ル的存在となるようにしてください。 

 【回答】 

  非正規職員につきましては、一時金や退職金の支給はいたしておりません。 

  年次有給休暇以外の休暇につきましては、勤務期間に関係なく、7 月から 9 月

までの間で各月 10 日以上勤務する場合には、最高 3 日間の夏期休暇を付与して

おります。 

  社会保険につきましては、規定どおりに、週 30 時間以上勤務かつ 2 か月以上

の雇用の場合は必ず加入、雇用保険につきましては、週 20 時間以上勤務で 31 日

以上雇用の場合は必ず加入しております。 

  健康診断ですが、基準日に在籍し、1 年間の雇用期間があり、1 週間の勤務時

間が 19 時間以上ある方全員を対象に実施しております。 

 

④ 非正規職員の休暇制度について、労基法上保障されなければいけない休暇（年

次有給休暇、産前産後休暇、育児時間、生理休暇、公民権行使、等）について、

付与していない場合は早急に改善してください。特に年次有給休暇については、
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その時季変更、繰越しについても労働基準法を遵守してください。 

 【回答】 

  年次有給休暇は、労働基準法に準じ、雇用から半年経過後に、勤務日数に応じ

て付与しております。また、年次有給休暇以外の労基法に規定されている休暇に

ついては、導入に向けた検討を行ってまいります。 

 

⑤ 出産・育児・介護などを原因に退職を余儀なくされる非正規職員の実態を改善

するために、正規職員との均衡をはかり、育児休業、介護休業、母子保健法による

保健指導と健康診査、妊娠中の通勤混雑緩和、子の看護休暇、短期介護休暇など、

仕事と家庭の両立支援関係休暇・休業制度を整備してください。 

 【回答】 

  当市では、非正規職員の１回の雇用契約の雇用期間は最長でも 1 年間と短期間

であるため、その雇用期間中に長期休暇を取得することは難しいと考えますが、

時間単位や短期間の休暇制度については、導入の可能性について検討してまいり

たいと思います。 

 

⑥ 非正規職員の雇用の安定をはかってください。 

５年以上反復雇用している非正規職員については、無期の労働契約（任用）へ

と変更できるように、国に働きかけ、労働契約法の趣旨を反映させた制度整備を

図ってください。 

なお、実態として職務が継続している労働者については「５年」を理由にした

不当な雇止めは行わないでください。 

 【回答】 

  労働契約法は、地方公務員につきましては適用外となっておりますが、法の趣

旨を尊重しながら、今後も適正に雇用して参ります。 

 

（３）公契約の改善で労働者・住民の福祉を向上させ、事業者の経営安定と地域経

済の活性化のために 

① 公契約の適正化、公契約条例制定に取り組んでください。 

 ア）公契約適正化によって次の総合的政策課題を推進してください。 

  ○労働者の雇用、賃金、労働条件の適正化 

  ○企業の経営の安定と技術力の向上・継承 

  ○公共サービスの質の確保・向上 

  ○地元事業者の活用機会の拡大、地域経済の活性化 

 イ）公契約条例制定にむけて次の取り組みに着手してください。 

  ○公契約条例を制定もしくは制定を検討している自治体が増えています。それ

らの自治体の取り組みを研究してください。 

  ○公契約条例を研究する組織を自治体内に設けてください。 
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  ○公契約条例制定をテーマに、地域団体と懇談する機会を設けてください。 

 ウ）次の公契約制度改善に取り組んでください。 

  ○入札・契約の透明性・公正性・公開性の向上 

○ダンピング防止、適正な積算根拠にもとづく契約のために、予定価格の積算

ルールの確立や最低制限価格の設定 

○上記の「①のアの各項目」に着目した総合評価方式の導入 

  ○契約条件に労働法令の順守、適正な労働環境確保の明示 

 エ）公契約職場で労働諸法令が遵守されるようにしてください。 

  ○労働諸法令遵守を契約書・仕様書に明記してください。 

○最低限の基準として、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、

労働契約法の主要事項遵守について点検できる仕組みを導入してください。 

○契約事業の進捗途中で、労働諸法令の遵守を確認する現場調査を実施し、必

要な改善指導をしてください。 

  ○現場から労働諸法令遵守が実行されるように、労働組合の権利、労働者の違

反摘発の権利が保障されるようにしてください。 

 【回答】 

公共工事の入札につきましては、公正、公平かつ適正な執行に向けて日々取り

組んでいるところですが、ア）の公契約の適正化の推進につきましては、埼玉県

の土木工事積算基準書や設計単価表、林道必携等に基づき設計、積算を行い、適

正な予定価格や最低制限価格の設定に努めております。また、工事等の発注の際

は、地域経済の発展や活性化を図るため、可能な限り地元企業への受注機会を優

先した業者選定をしております。なお、契約の際には、労働者の適切な雇用や労

働条件を確保するため、適正な賃金の支払いを受注者に求めるとともに、下請業

者を使用するときは、地元企業への発注をお願いしておりますが、地域経済の発

展のため引き続き推進したいと考えております。 

続きまして、イ）の公契約条例の制定に向けた取組ですが、条例化するには、

その効果や課題等、現時点では慎重な見極めが必要と考えております。今後も他

の自治体の動向を注視しながら、研究を重ねて参りたいと思います。 

ウ）の公契約制度の改善についてですが、近年の工事等の入札執行は、すべて

電子入札となり、入札から契約に至るまでシステム上で公開されるなど、透明性、

公正性及び公開性は、以前より一層向上している状況にあります。また、原則す

べての工事に最低制限価格や低入札調査基準価格を設定しており、ダンピングの

防止対策にも取り組んでおります。なお、総合評価方式による入札執行において

は、評価項目として、障害者の雇用実績や労働者への支払い賃金の単価等の項目

を既に設定しております。 

続きまして、エ）労働諸法令の遵守についてですが、契約締結の際、約款や文

書にて労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令を遵守し、労働災害の防止には

特段の注意を払うよう求めておりますが、建設工事を取り巻く環境は、災害発生
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の危険性も高いので、引き続き推進したいと考えております。 

 

② 公共工事に関わる入札・契約制度を改善してください。 

 ア）技能労働者への適切な賃金の支払、若年入職者の積極的な確保などを目的に

設計労務単価が３年連続で引き上げられ、趣旨についても各自治体へ通知され

ています。 

また、公共工事の品質確保の促進に関する法律、建設業法、そして公共工事

入札契約適正化法の改正の趣旨に則って次の改善に取り組んでください。 

○発注者の責任として、受注者に対して、適切な価格での下請契約の締結を指

導してください。 

○設計労務単価の上昇分が技能労働者の賃金に反映されているか調査し、改善

履行を徹底してください。 

  ○受注業者から、すべての下請企業との下請契約書の写しを提出してもらい、

その中に賃金・法定福利費を明示させてください。 

  ○公共工事入札契約適正化法改正により、ダンピング防止策、入札金額の内訳

書提出、施工体制台帳も全ての下請についての提出などが求められることに

なりました。どのように実施される予定かお示しください。 

○上記３法改正の趣旨は、発注者の責務を明確にするとともに、労働者が安心

して働け、受注者の安定した経営を確保することにあり、上記の（３）の①

で述べてきたことと一致する内容であると考えます。そこで、あらためて３

法改正の趣旨を具体化する方策をお示しください。 

イ）すべての対象労働者に建退共証紙を貼付するように徹底してください。 

 【回答】 

ア）の下請契約の締結についてですが、下請負業者へ発注するときは、できる

だけ地元業者を使うようお願いするとともに、下請負人通知の提出を義務付け、

その通知書には契約書の写しを添付するよう求めております。 

なお、技能労働者への賃金調査は、昨年度、一部の業者において聞き取り調査

を実施しましたが、「前年と比べ労務単価を引き上げた。引き上げる予定」との

回答をいただいた業者もありますが、今後も適正な賃金の支払いに努めるよう求

めていきたいと考えております。 

次に、公共工事入札契約適正化法等３法の改正につきましては、発注者の責務

として、最新の積算資料や単価等により積算し、適正な予定価格や最低制限価格

を設定するとともに、労働者への適正な賃金の支払い等の対策を引き続き推進し

たいと考えております。また、入札時における入札金額の内訳書の提出や下請時

における施工体制台帳の作成・提出につきましては、本年度から義務化しており、

引き続き推進して参ります。 

なお、受注者（建設業者）におきましても、労働者への適正な賃金支払いや建

設工事の担い手の育成、人材の確保など、積極的に取り組むことが必要であり、
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互いに協働して推進していく必要があると考えています。 

続きまして、イ）の建退共証紙の貼付についてですが、受注者に対し、建設工

事現場への表示を義務付けるとともに、工事完成後は個人別の貼付実績報告書の

提出を検査書類として求めておりますが、更に徹底したいと思います。 

 

③ 業務委託、指定管理に関わる入札・契約制度を改善してください。 

ア）業務委託、指定管理についても、自治体としての予定価格の積算根拠を明確

にして入札・契約を実施してください。 

○その際に、労働者の雇用、賃金・労働条件が、遵法はもちろんのこと、地方

自治体の役割である社会的・文化的生活の質の確保が可能となる水準にして

ください。 

  ○入札にあたっては、参加事業者からも積算根拠を提出させてください。 

○契約後には、自治体側の予定価格・積算根拠、受託業者の積算根拠を公開し

て、透明性の高い入札・契約制度にしてください。 

 イ）雇用の安定と、住民サービスの質を確保し、受託業者の経営の安定を図るた

め、長期継続契約にしてください。 

○その際に、受託業務に従事する労働者の雇用期間は、受託契約期間以上とな

る契約・仕様にしてください。 

 ウ）受託業者が変更になる場合でも、そこで働く労働者の雇用と既得労働条件が

継続される契約書・仕様書にしてください。 

 エ）公共の立場にある自治体として、労働諸法令の遵守を契約書・仕様書に明確

にうたってください。 

  ○「労働省告示３７号」に抵触する偽装請負・違法派遣をなくすための施策を

実施してください。 

○業務委託・指定管理の現場実態を調査して、行政サービスの質の向上の視点

から入札・契約制度の改善に取り組み、行政の質向上と業務委託・指定管理

における法令遵守に矛盾がある場合は直営化してください。 

オ）業務委託・指定管理では、財政と業務執行過程で、自治体の実質的使用者と

しての性格がより強く反映されることから、背景使用者責任としての位置づけ

を認識した積極的な対応に心掛けてください。 

 【回答】 

ア）の業務委託、指定管理における予定価格の積算根拠ですが、工事等に伴う

測量、設計等の業務委託につきましは、県の積算基準、単価表等に基づき、適正

な設計、積算を行い、予定価格を決定しております。他の業務委託や指定管理に

おきましては、可能な限り詳細な仕様書等を作成し、入札執行して参りたいと考

えております。なお、入札にあたっては、一部の業務委託について、入札書のほ

か内訳書の提出を求めております。また、入札、契約情報の公開については、市

報、ホームページ等により可能な限り公開に努めており、透明性の確保を図って
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おります。 

続きまして、イ）の長期継続契約についてですが、現在当市では、事務機器や

公用車等の賃貸借契約及び保守契約に関するもの、施設の警備、保守契約等にお

いて、各担当課で長期継続契約を締結しております。長期継続契約は、会計年度

独立の原則の例外規定でございますが、業務の内容により、長期継続契約とする

か、単年契約にするか、今後も慎重に判断し経費の削減や行政サービスの向上を

考慮し、検討して参りたいと思います。 

次に、ウ）の受託業者が変更になる場合の同一労働者の雇用についてですが、

業務内容によっては、高度な専門性や技術が必要なものがあったり、住民サービ

スの維持や行政の円滑な運営に安定的な役務の提供が不可欠なものもあると考

えますが、労使間の問題もあり、今後の検討課題とさせていただきます。 

続きまして、エ）の労働諸法令の遵守ですが、契約行為に携わる職員に対し、

請負と労働者派遣事業との区分、労働基準法等の労働関係法の主な適用関係につ

いて、引き続き周知して参りたいと思います。なお、指定管理につきましては、

経済性の向上や住民サービス及び業務効率の向上について検証し、取り組んで参

りたいと考えております。 

最後に、オ）の業務委託、指定管理における使用者責任についてですが、業務

を受注した以上、受注者としての責務が当然あると考えておりますが、使用者（発

注者）としても、その業務を管理、監督する立場にあり、住民サービス向上のた

め責任を持って対応したいと考えております。 

 

（４）自治体業務に関わるシルバー人材センターの活用では、高年齢者雇用安定法

を適正に運用してください。 

① 高年齢者の雇用開拓に自治体として取り組み、高年齢者に雇用の場を保障して

ください。 

 【回答】 

秩父市では、高年齢者就業機会確保事業推進のため、地域社会の要望に応えら

れるべく、会員の技術とモラルの向上を図り、諸事業を展開し、就業機会の確保

と拡大に努めるようシルバー人材センターに補助金を交付しています。 

 

② シルバー人材センターについては、高年齢者雇用安定法の趣旨にもとづいて、

雇用・労働者としてではなく、従事機会の確保を図ってください。 

  なお、法の趣旨に逸脱した活用がある場合は是正させてください。 

 ○自治体の本来業務、恒常的業務については臨時・短期・軽易な業務とは言えず、

労働法令が適用される雇用労働者によって業務を行うべきです。 

「高年齢者の経験と能力の発揮と生きがい活動をサポート」を理由に、雇用

労働が行われ、ましてや、最低賃金水準またはそれ以下の配分金（賃金）でシ

ルバー人材センターを活用することは高年齢者の権利を侵害するものに他なり
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ません。 

 【回答】 

シルバー人材センター会員は、退職高年齢者で就職を希望しないが何らかの仕

事を通じ社会参加を希望する方々です。このような希望をもつ方を支援する意味

からもシルバー人材センターの活用は重要です。 

シルバー人材センターと契約している仕事は、臨時的・短期的・軽易なもので

す。その仕事は、会員が就業するにあたりローテーションで就業していますので、

シルバー人材センターが会員に対し就業機会の提供を行う業務として適してお

ります。 

最低賃金の件ですが、会員には、配分金（報酬）が支払われる形であり、賃金

ではありませんので、最低賃金法は適用されないものとなっております。 

また、全国の 60 歳以上の人口が、4,100 万人を突破し、団塊の世代も 65 歳を

迎え、労働市場からの本格的な引退過程に入りつつある高齢社会の下、地域にお

いて定年退職後の高齢者の多様なニーズに応じ、地域社会の活性化を図ることを

目的とし、社会参加を促進する事業を展開しているため、高齢者の権利を侵害す

るものではありません。 

 

以 上 


