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労働者政策・施策充実のための懇談の申し入れについての回答 

 

 

（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】 

公務職場おける雇用・労働条件等については、関係する労働諸法令を遵守し、

引き続き適切に対応してまいります。（人事課） 

 

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】 

臨時職員、非常勤職員については、時期的・時間的に限定される業務や年間を

通して業務量が一定でない業務をはじめ、正規職員の病気や育児等による長期休

業への対応を必要とする場合など、多岐にわたる業務や事情において雇用してい

ます。また、業務の外部化については、適切な市民サービスの確保・向上を図っ

ていくことを前提とする中で、民間で行うほうが効率的で効果的なものと、行政

が担うべきものとを慎重に見極めながら実施しているところです。 

単に経済性のみを求めての非正規職員の雇用や業務の外部化は、結果的に市民

サービスの低下等につながることも懸念されますので、それぞれの活用のあり方

に今後とも十分留意しつつ、引き続き市民の安全・安心の確保等を基本とする行

政の役割を適正に果たすことのできる業務執行体制の整備に努めてまいります。

（行政管理課） 

 

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。 

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。 

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】 
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本市職員の勤務条件、とりわけ給与改定については、これまで人事院勧告を尊

重することを基本とし、また、これを議案とする際には、労使交渉・合意といっ

たプロセスを経ることとしており、今後も引き続き、この考え方を踏襲してまい

ります。 

また、人事評価制度については、本市では、人材育成・職員の士気高揚に資す

るためのものというのが基本的な考え方でございます。現在、管理職及び監督職

を対象として試行を実施しておりますが、職員アンケートなどの取組みを通じ、

本格導入にあたっては、職員の公平性・納得性が十分得られる制度となるよう鋭

意努めてまいります。（人事課） 

 

（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。 

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。 

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。 

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、

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。 

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。 

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】 

臨時職員や非常勤職員の賃金については、職務内容や職員の給与との権衡、民

間事業の従事者の賃金などを踏まえ、総合的に勘案し決定しているところであり、
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社会保険の加入や健康診断についても、関係する法令に則り適正に行っておりま

す。 

また、労働基準法上保障されている休暇について全て付与していることはもと

より、仕事と家庭の両立支援に係る休暇・休業制度についても整備しているとこ

ろでございます。 

労働契約法については、公務員は適用除外とされておりますが、法の趣旨を十

分踏まえ、対応していきたいと考えています。（人事課） 

 

（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 

【回答】 

現在、特に建設業界においては、若年入職者の減少や被災地での復興需要増大

等による人手不足により、将来の工事の担い手不足が懸念される状況となってお

り、これらを背景に、平成２６年６月４日付でいわゆる担い手３法が一部改正さ

れ、「公共工事の担い手の中長期的な育成・確保」のほか、「災害対応を含む地域

維持の担い手確保」、「公共工事従事者の労働環境改善」等が基本理念に追加され

たところです。 

公共工事発注者においては、これらを具体化する取組みが求められているとこ

ろですが、まず、本市の「労働者の雇用、賃金、労働条件の適正化」に関する取

組みとしては、平成２５年度以降に設計労務単価が３度引き上げられた際に、直

ちに変更後の単価を本市発注工事の設計金額に反映したほか、入札参加者に配付

する「遵守事項」や市ホームページ、契約書交付時に配付するちらし等を通じて、

元請業者に対し、引き上げ後の労務単価を踏まえた適正な賃金の支払いや社会保

険の加入等を指導しております。また、社会保険の加入については、今年度より、

予定価格６，０００万円以上の建設工事の入札参加条件として求めることとし、

適正な労働環境の確保に努めております。さらに、最低制限価格については、建

設工事及び設計・調査・測量業務を対象としておりましたが、今年度より土木施

設維持管理業務を追加し、ダンピング受注のさらなる排除や労働環境の悪化の防

止に努めております。 

また、物品関係の業務委託については、平成２０年度より長期継続契約を導入

しており、安定的な業務履行体制の確保や労働者の雇用の安定に配慮しています。 

次に、「企業の経営の安定」を支援するための取組みについてですが、平成２６
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年度に前払金制度の限度額を拡大したほか、新たに中間前払金制度を導入いたし

ました。また、請負代金の支払い時期については、「政府契約の支払遅延防止等

に関する法律」において、建設工事については適法な請求書を受理してから４０

日以内、その他の業務は３０日以内とされていますが、支払日を一律に法定期限

とするのではなく、請求書を受理した際は迅速に支払いを行うよう、随時、庁内

各課に周知を行っております。 

次に、「公共サービスの質の確保・向上」のための取組みについてですが、本市

では、建設工事を対象に、平成１９年度より総合評価方式を試行していますが、

順次、対象件数及び対象業種を拡大し、工事目的物の品質確保に努めております。 

さらに、建設工事に係る入札参加資格の格付に際し、経営事項審査の総合評定

値に加え、本市の工事成績評定の実績に基づく独自の評価点を加算し、成績優良

業者の受注機会の確保に配慮しているほか、工事成績の不良業者に対しては、本

市指名停止措置要綱に基づき、文書による警告を行っています。 

また、物品関係の業務等については、金額に関わらず全ての案件について課所

長が完了検査を行うとともに、契約金額が２００万円を超える場合は所属部長へ

の報告を義務付けるなど、業務の質の確保に努めております。 

最後に、「地元事業者の活用機会の拡大」等のための取組みについてですが、本

市では、地域経済活性化等の観点から、建設工事等に係る指名競争入札の業者選

定や一般競争入札における地域要件の設定において、可能な限り地元業者を優先

的に取り扱い、地元業者の受注機会の拡大に努めております。さらに１３０万円

以下の工事等につきましては、発注課で複数の業者を選定し、見積り合わせによ

り契約の相手を決定する随意契約となりますが、「越谷市随意契約事務取扱要領」

に市内業者の受注機会拡大についての配慮義務を明記するとともに、随時、庁内

に対してこれらの周知を図っております。 

さらに、今年度より「競争入札参加資格業者実態調査実施要綱」を整備し、市

内での営業実態を有しないペーパーカンパニー等の排除に努め、実際に市内で営

業する業者への適正な発注を確保するとともに、地域に貢献する事業者の保護・

育成に取り組んでいます。 

また、ご案内のとおり、市内小規模事業者を対象とした「越谷市小規模建設工

事等契約希望者登録制度」を実施しておりますが、庁内各課所に対して本制度の

積極的な活用を促すとともに、選定する業者が偏ることのないよう指導し、市内

小規模事業者の受注機会の拡大に配慮しています。（契約課） 

 

 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。 

  ○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。 
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【回答】 

本市では、内部の検討組織である「越谷市公契約制度調査検討部会」において、

公契約条例の制定に向けた調査・研究を行っており、今年度は条例の素案を検討

することとしています。 

公契約条例は、適正な労働条件を確保することにより業務の質の向上を図ると

ともに、地域経済の発展に寄与することを目的とするものですが、この目的を達

成するためには、事業者及び労働者双方の理解と協力が必要不可欠であるため、

現在までの調査・研究において、事業者に対して計３回のアンケート調査を実施

したほか、今回のような面談陳情の場を通じて、条例に対する意見や要望の把握

に努めてきたところです。 

今後、素案の検討にあたっても、必要に応じて事業者団体、労働者団体等のご

意見を伺いながら取り組んでまいりたいと考えております。（契約課） 

 

 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 

【回答】 

公共工事や公共サービスにつきましては、住民からの税金等を原資として、住

民福祉の増進を目的に実施されるものであり、その発注にあたっては、透明性や

公正性、経済性等の確保がまずは求められるところです。 

本市においても、この観点から様々な取組みを行っておりますが、まず、「公共

工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の規定等を踏まえ、入札結果

や発注予定工事をはじめとする入札・契約に関する情報をホームページや契約課

窓口にて公表し、透明性の確保に努めております。 

また、建設工事等の競争入札に係る予定価格を事前に公表し、透明性の確保と

併せて不正行為の未然防止等に配慮しております。 

さらに、競争入札の公正性を損なう談合行為を防止するため、談合情報に対す

る統一的な処理基準である「越谷市談合情報対応要領」を制定しているほか、本

市の契約約款において、談合等の不正行為に伴う違約金及び契約解除の条項を設

けております。 

次に、予定価格の積算や最低制限価格の設定についてですが、予定価格の積算

にあたっては、本市契約規則の規定（取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、

数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正にこれを定めるものとする。）

を踏まえ、各案件の内容に応じて、設計労務単価等の公的基準や過去の同種契約、

複数業者からの見積り等を基に積算しており、適正な市場価格の把握に努めてお



 6 

ります。また、最低制限価格につきましては、建設工事と設計・調査・測量業務

に加え、今年度より土木施設維持管理業務の競争入札を対象に追加し、ダンピン

グ受注のさらなる排除に努めております。 

次に、総合評価方式についてですが、本市では、総合評価方式の試行にあたり、

埼玉県の「総合評価方式実施マニュアル」を準用しております。その中で、本市

では、企業や技術者の技術力のほか、災害防止活動への取組みや障がい者雇用の

状況を評価項目として採用しており、地域貢献に取り組む事業者を評価するとと

もに、総合評価方式の本来の目的である公共工事の品質確保に努めております。 

ご質問の、労働条件に関する項目を評価項目として採用することにつきまして

は、事業者の技術力とは直接関連のない内容であることや、本市が準用している

県のマニュアルにおいても評価項目として設定されていないこと等から、現時点

では採用に至っておりません。採用に際しては、総合評価方式の本来の目的であ

る「公共工事の品質確保」という観点も踏まえ、技術力評価とのバランスについ

て慎重な検討を要すると考えております。 

最後に、労働法令の遵守を契約条件に明示することについてですが、委託業務

では、労働基準法や労働安全衛生法をはじめとする関係法令の遵守を契約約款に

規定しているほか、建設工事では、本市発注工事の統一的な解釈や運用等を定め

た「越谷市土木・建築工事共通仕様書」において、適正な労働条件の確保を規定

しております。さらに、入札参加者に配付する「遵守事項」において、設計労務

単価を踏まえた適正な賃金の支払いや、「建設産業における生産システム合理化

指針」の遵守等を受注者に指導しております。 

また、結果として労働基準法をはじめとする法令等に違反した場合は、本市の

指名停止措置要綱に基づき、一定の期間指名停止措置を行うこととしております。 

いずれにいたしましても、入札・契約手続きにおける透明性及び公正性の確保

やダンピング受注の防止等につきましては、発注者として取り組むべき重要な課

題であることから、引き続き、必要な対応に努めてまいります。（契約課） 

 

 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】 

労働諸法令の遵守についてですが、建設工事については、「越谷市土木・建築工

事共通仕様書」において、労働基準法や労働安全衛生法を明示した上で、その遵
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守を求めているほか、業務委託についても、契約約款において、労働基準法をは

じめとする関係法令の遵守を規定しております。 

さらに、建設工事については、各監督職員が「施工プロセスチェックリスト」

に基づき、工事現場での安全対策や作業員の休日取得等の状況を、施工期間中に

随時確認しております。 

最近は、被災地での復興需要による工事件数の増加や、人手不足により、経験

が十分でない労働者が増加していること等から、全国的に、労災事故も増加して

おりますので、工事発注課と連携を図り、引き続き適正な労働環境の確保に努め

てまいります。（契約課） 

 

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。 

【回答】 

公共工事設計労務単価につきましては、平成２５年度の２度の改定により、前

年度比で平均２３．２％の引き上げとなったところですが、本年２月に再度改定

され、さらに平均４．２％の引き上げとなったところです。これらを反映した適

切な賃金水準を確保するため、ご質問にもございますとおり、国土交通省が本年

１月３０日付で公共工事発注者や各建設業団体の長宛に文書を発出いたしまし

た。 

この文書では、引き上げ後の設計労務単価の早期適用のほか、ダンピング受注

の排除や、社会保険の未加入対策の推進等を公共工事発注者に要請しております。 
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また、「建設業法等の一部を改正する法律」及び「公共工事の品質確保の促進に

関する法律の一部を改正する法律」が昨年６月４日に公布され、ダンピング対策

の強化や建設工事の担い手の確保等が発注者の責務とされたところです。 

これらを踏まえた本市の対応ですが、従来より、入札参加者に配付する「遵守

事項」において、適正な下請負代金の支払い等を指導しておりますが、今回の設

計労務単価の引き上げを踏まえ、これを反映した適切な賃金水準の確保について

の通知文を市ホームページに掲載したほか、建設工事の各受注者に対し、契約書

交付時に同様の通知を併せて配付し、適正な賃金の支払等を指導しております。

（契約課） 

 

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】 

建設業退職金共済制度につきましては、現在、請負金額が５００万円以上の建

設工事を対象に、共済事業本部が発行する掛金収納書を貼り付けた「共済証紙購

入状況報告書」を契約締結後１か月以内に提出すること、及び購入した証紙を実

際に貼付しているかを確認するため、「共済証紙貼付実績報告書」を工事完成時

に提出することを義務付けております。 

さらに、工事の一部を下請に付する場合には、下請業者に対してこの制度を説

明するとともに、掛金相当額を下請代金に算入することや、制度の促進に努めな

ければならないことを指導しております。 

現在、これらについては、入札参加者に配付する「遵守事項」や、契約書交付

時に配付するちらしにより周知を行っておりますが、引き続き周知・徹底を図り、

制度の適正な運用に努めてまいります。（契約課） 

 

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。 

【回答】 

予定価格につきましては、先ほども説明させていただきましたが、各案件の内

容に応じて、設計労務単価等の公的基準や過去の同種契約、複数業者からの見積

り等を基に積算しており、労務費や材料費等が上昇傾向にある中で、不当に安価

な契約とならないよう、適正な市場価格の把握に努めております。 
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また、入札にあたっては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律」の一部改正を踏まえ、今年度より、建設工事及び建設工事に係る業務委託の

全ての競争入札を対象に、その全ての入札参加者から入札金額の内訳書を求め、

積算根拠を確認しているほか、物品関係の業務につきましても、落札業者から内

訳書の提出を求め、適正な積算がなされていることを確認しております。 

さらに、建設工事等の競争入札に最低制限価格を設定し、ダンピング受注のさ

らなる排除や労働環境の悪化の防止に努めております。 

また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」に基

づき、建設工事等の競争入札については、予定価格を事前に公表しており、入札・

契約手続きにおける透明性の確保に努めています。（契約課） 

 

 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。 

【回答】 

本市では、物品関係の業務を対象に、平成２０年度より長期継続契約への移行

を進めており、安定的な業務履行体制の確保や労働者の雇用の安定に配慮してお

ります。 

また、ご質問の雇用の継続についてですが、業務委託契約につきましては、本

市とそれぞれの受託業者との契約となり、その受託業者に雇用された労働者は、

本市との雇用関係は生じないものでございます。 

したがいまして、契約の相手方が変更となる場合に、従来の受託業者が雇用し

ていた労働者を再雇用することにつきましては、新たに契約の相手方となる受託

業者が判断することとなり、本市が決定する立場にはありませんが、当該労働者

の雇用が継続できるよう、可能な対応に努めてまいります。（契約課） 

 

 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。 

【回答】 

「労働省３７号告示」につきましては、ご案内のとおり、派遣労働者の雇用の
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安定等を目的とした労働者派遣法が昭和６１年に施行されたことに伴い、労働者

派遣事業と請負事業の区分基準を具体化・明確化するために旧労働省が告示した

ものです。 

本市におきましても、委託契約や請負契約を発注する際は、ご質問のような偽

装請負等の状況が発生しないよう、事前に仕様書や業務内容等を十分に確認し、

この基準に則った契約手続きを行っております。 

今後もこの基準を含めた労働諸法令を遵守し、労働者の適正な労働環境の確保

に努めてまいります。（契約課） 

 

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】 

業務委託契約においては、発注者と労働者の間に直接の指揮監督関係はなく、

民法７１５条の基づく使用者責任についても、基本的には受託者が負うこととな

ります。 

したがいまして、労働者の就労条件等についても、同様に受託者が使用者とし

て対応すべきものですが、適正な業務の履行を確保する観点から、適切な委託先

の選定も含め、可能な対応に努めてまいります。（契約課） 

 

 

（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。 

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

ません。 

【回答】 

高年齢者の雇用開拓につきましては、シルバー人材センターの就業開拓創出委

員を中心に、事業所や、個人家庭へ訪問し雇用の場の確保に努めております。 

従事機会の確保につきましては、現在、本市では、清掃業務等いくつかの業務
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をシルバー人材センターに委託しておりますが、この委託業務の選定等に際して

は、高年齢者雇用安定法の趣旨や業務の内容等を勘案の上、対応しております。 

今後につきましても、高齢者の就業機会の確保等を目的としたこの法律の趣旨

を踏まえ、業務の内容や経済性、効率性等とのバランスを考慮しつつ、必要な対

応を行って行きたいと考えております。 

また、シルバー人材センターへの委託料につきましては、シルバー人材センタ

ーが仕事の内容により設定している賃金を基に計上していることから、適正な契

約がなされているものと考えております。（産業支援課） 


