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２．要請内容と懇談・意見交換の要旨 （入間市） 

（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】 

 労働諸法令の違反が発生しないよう遵守に努めているところです。今後も、雇 

用・労働条件等については、職員労働組合と協議しながら、適切に対応してまいり 

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】 

入間市の正規職員以外の職員は、従来から総員適正化計画に基づき、専門知識・

技術、長年培った能力・経験を必要とする業務に嘱託職員、正規職員の仕事を補完

する事務にパート職員を配置し、効率的な組織運営を行っております。 

 今後においても、「第５次総合振興計画後期基本計画」及び「行政改革長期プラ 

ン後期実行計画」との整合性を図るとともに、市長公約である正規職員数削減を進 

めつつも、嘱託職員、パート職員等を含めた総員適正化計画の中で、必要な部署に 

は必要な人員を配置してまいります。 

 

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】 

 労働条件については、職員労働組合との交渉及び合意を基本として、適切に対応 

してまいります。 

 

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、人事院勧告及び埼玉県人事委員会勧告に準じることを、 

基本として、職員労働組合と協議してまいります。 

 

 



 2 

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】 

地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律が平成２６年５月

１４日に公布され、地方公務員への人事評価制度が導入されました。この法律は、

公布の日から２年を超えない日から施行されるため、当市においても平成２８年４

月１日から導入する予定です。 

（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】 

 この課題につきましては、健全な財政運営の範囲内で、職員労働組合と協議を継 

続しながら、逐次改善に向けて努力しているところです。 

 

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】 

 臨時・非常勤・パート職員等の賃金については、民間との均衡と経験年数を配慮

する制度で運用しているところであり、示された水準については、概ね確保してい

ると考えております。 

 

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】 

 非正規職員への夏・冬の一時金及び一部への退職金については支給しておりま 

す。また、休暇制度については、職員労働組合と協議を継続しながら、逐次改善に 

向けて努力しているところです。 

 なお、社会保険・労働保険の加入、健康診断については実施しております。 

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、

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。 
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【回答】 

 労働基準法上保障されている休暇については、付与しております。また、年次有 

給休暇の繰り越し等についても、労働基準法を遵守しております。 

 

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】 

 この課題につきましては、職員労働組合と協議を継続しながら、逐次改善に向け

て努力しているところです。 

 

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】 

 国への働きかけをする考えはありませんが、非正規職員の雇用については、適切

に対応してまいります。なお、「５年」を理由にした雇い止めを行う考えはありま

せん。 

 

（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】 

 公契約における労働者の労働条件の適正化、契約業者の質の確保等は、大変重 

要なことと認識しています。そのために、受注者に対し、労働基準法、最低賃金法 

等の既存労働関係法令の遵守を指導しています。今後も引き続き、これらの労働関 

係法令の遵守の徹底を受注者に指導していきたいと考えます。地元業者の活用機会 

の拡大につきましては、一般競争入札（制限付）では、制限をつける段階で市内業 
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者を優遇しており、指名競争入札では、特殊な工法や技術が必要なものを除いて市 

内業者の育成を基本とし優先的に指名しております。また、市発注の１３０万円以 

下の小規模工事や修繕についても、できるだけ市内の小規模修繕工事参加資格登録 

業者から選定を行うよう各課に周知しております。 

 

 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。 

【回答】 

 公契約条例につきましては、現時点では制定することは考えていません。自治体 

としてではなく、国全体の問題として認識しています。現時点では研究する組織を 

設ける予定はありませんが、地域団体との懇談については真摯に取り組んでまいり 

ます。 

 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】 

入札、契約については、透明性、公正性、公開性の向上のため、電子入札を積極

的に行っています。平成２６年度は、管財課で行った工事・業務委託・修繕の入札

のおよそ６割にあたる８２件の入札を電子入札で行いました。 

予定価格については、入間市契約規則第９条第３項において、契約の目的となる

物件又は役務について、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定めるものとしています。また、最低制限価格

については、１０００万円以上の工事に設定しており、計算式については、最新の

中央公契連モデルを適用し、ダンピング防止に努めています。昨年度からは、予定

価格、最低制限価格を事前公表から事後公表に変更し、適正な積算根拠に基づく契

約に努めています。 

 総合評価方式の評価項目は、県のマニュアルにある項目を当市の状況に合わせ 

て運用しております。 

 労働法令等の遵守等については、市公式ホームページ等で周知を図ってまいりま 

す。 
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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】 

 労働法規の遵守については、「入札参加者の遵守事項」、「入間市業務委託契約約 

款」等に明記し、指導しているところです。現場調査等は現在のところ実施する予 

定はありませんが、労働法規違反の実態があった場合には、適切に対応してまいり 

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。 
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【回答】 

 「入札参加者の遵守事項（下請工事の発注・施工に当たっての注意事項について）」 

の中で、適正な下請代金の支払いについて依頼しています。 

 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改正により、平成２７年

４月から下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を提出し

ていただいております。なお、入札金額の内訳書については、現在、すべての入札

について提出していただいております。３法改正の趣旨を具体化する方策について

は、社会保険への加入促進など、国からの運用指針に沿って実施していきます。 

 

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】 

 建退共については、「入札参加者の遵守事項」において建設業退職金共済組合へ 

の加入について明記し、制度の普及と加入の促進を図っています。また、１件当り 

の請負額が５００万円以上の工事については、建設業退職金共済証紙購入状況報告 

書を契約締結後１カ月以内に管財課に提出していただいています。工事が完了した 

ときは、対象労働者への共済証紙貼付実績を建設業退職金共済証紙貼付実績報告書 

により管財課へ提出していただいています。 

 

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。 

【回答】 

 管財課で行う入札については、すべての案件について参加業者から入札金額の 

内訳書を提出していただいており、入札後には予定価格を公表しています。また 

情報公開の請求があれば自治体側の積算根拠等は公開しています。 

指定管理者の募集にあたっては、市直営の場合の経費内訳を掲示した上で、その

総額を上限額に設定しています。応募者から経費内訳書を提出させ、その妥当性も

含めて選定委員会で審査しております。また、情報公開の請求があれば指定を受け

た団体の収支計画書は公開します。 

 

 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
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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。 

 

【回答】 

 長期継続契約は、条例を制定し平成１９年度から積極的に実施しております。ま

た、指定管理期間については、原則５年としております。労働者の雇用期間につい

て、受託契約期間以上となる契約・仕様にする予定はありません。 

 

 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】 

 基本的には、受託業者と変更後の受託業者間の問題であり、当事者間で対応す 

べきと考えます。長期継続契約を推進することで、労働者の雇用と既得労働条件 

が継続されることに対応してまいります。 

 

 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】 

 労働法規の遵守については、「入札参加者の遵守事項」、「入間市業務委託契約約 

款」等に明記し、指導しているところです。偽装請負・違法派遣が行われることの 

ないよう、発注段階で慎重に注意してまいります。法令遵守に矛盾がある場合は、 

その都度適正に対応してまいります。 

 

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】 

 業務管理・指定管理について、労働法令の遵守等について、引き続き注意喚起を 

してまいります。 

 

（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
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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】 

 市では、シルバー人材センターに雇用の場を確保できるよう、高年齢者雇用安定 

法の趣旨に基づく業務については、シルバー人材センターを活用するように努めて 

おります。 

 

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

ません。 

【回答】 

 市では、シルバー人材センターへの発注業務について、平成２７年度予算見積で

関係法令の遵守と埼玉県最低賃金を下回らないよう関係部署に資料を配布して依

頼し、高年齢者雇用安定法第４２条及び埼玉県最低賃金を遵守した適正就業が達成

できるよう努めております。また、高年齢者雇用安定法第４２条の趣旨に合致した

臨時的、短期的な就業及びその他の軽易な業務についてはシルバー人材センターへ

発注するよう、従事機会の確保に努めております。 
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３．要請事項への回答と懇談・意見交換の方法 

  当日の懇談・意見交換は、要請項目にそって、まず自治体より回答いただいたあと、項目ご

とに参加者から質問や意見を交わしていきます。 

 要請項目に対する回答につきましては、懇談時間が７５分と短時間での運営のため、中身の

ある懇談にするため、１１月２日（月）、遅くとも懇談日の１週間までに文書回答をお寄せくだ

さい。 

なお回答はメールで送っていただいても結構です。（mail address : saita@saitanet.or.jp） 

 

1. その他 

① 懇談におきましては、効率的な運営を行うため、事前に別紙の「事前アンケート」へのご

協力をお願いいたします。 

お手数ですが同封した「事前アンケート」について、 

８月１８日(火)までに、必着でお願いします 

原則としてメール添付ファイルデータにてご回答を送付して下さい。 

② また別紙「事前アンケート」には、この件に関しまして担当される方のお名前と所属をご

記載下さい。 

③ この件に関するお問い合わせは、埼労連の尾形・加藤・舟橋までお願いいたします。 

 

 

〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 3-10-11 第１木村ビル 

埼玉県労働組合連合会 

TEL 048-838-0771 FAX 048-838-0775 

Mail : saita@saitanet.or.jp 

 

担当： 幹 事  尾 形 佳 宏 

幹 事  加 藤   靖 

 

 

以 上 

mailto:saita@saitanet.or.jp
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