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要請事項 回答 担当課 
（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自治体は、雇用・労働条件等の関係諸法令遵

守の模範となってください。 

地方公共団体は、法令等を遵守し、市民福祉

を向上させることが求められております。今後

も労働諸法令はもとより、すべての法令を遵守

し、市民福祉を向上させるよう努めます。 

職員課 

②非正規職員の増加と外部化をせず、恒常的職

務については、正規職員を配置してください。 
 職員の配置は、業務内容や業務量を考慮し、

適正な配置を心がけております。今後も正規職

員が担わなければならない業務におきまして

は、正規職員を配置し、市民生活の向上に努め

てまいります。 

職員課 

③自治体職員の労働条件については労使交

渉・合意を経ることを遵守し、労働組合（職員

団体）の権利を不当に侵害しないようにしてく

ださい。 

 本市では平成２６年５月１日に「労使関係ル

ールに関する協定書」を締結しました。今後も、

当該協定書に基づき組合との労使交渉では十分

協議を行い、合意を得ることができるよう努め

てまいります。 

職員課 

（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」を原則にしてください。 

 非正規職員の処遇につきましては、労働基準

法の条件を遵守し、今後とも適正に取扱いを行

ってまいります。 

職員課 

②非正規職員の賃金を引き上げてください。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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 現在、本市は大変厳しい財政状況下にありま

す。しかしながら、民間企業や他の市町村の動

向を踏まえながら、今後賃金水準を少しでも引

き上げられるよう努めてまいります。 

職員課 

別 添 
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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。 

 本市が雇用する労働者の形態には、「正規職員

（以下常勤職員）」と「非正規職員（以下臨時・

非常勤職員）」があります。 
 「常勤職員」につきましては、「一般職」と「現

業職」があり、現業職につきまして一部適用除

外になる条文はありますが、原則的には地方公

務員法が適用され、給料表の適用が異なるだけ

で、基本的には同一の形態になります。 
 「臨時・非常勤職員」につきましては、予防

接種の際に雇用する看護師、保育所における時

間外保育に対応する保育士、介護保険の判定に

従事する嘱託員等、一定の資格を要する職員か

ら税の申告時その他の業務繁忙期に雇用する事

務補助職員まで多種多様な形態があります。 
 これらの職は、業務内容、雇用期間、労働時

間も様々で、これらの職を同一条件で雇用する

ことは、非常に難しいことと認識しております。 
また、これらの職に諸手当及び退職金を支給

することは、制度上対応が極めて困難であり、

法整備等を含めた対応も必要と思われます。 
 本市におきましては、現行制度のもと十分と

はいかないまでも待遇改善に努めており、また、

社会保険の加入や健康診断の実施につきまして

も、制度に基づき各種雇用形態に応じた必要な

対応を行ってきているところです。 

職員課 

④社会保険制度改定にともなう不利益がない

ようにしてください。 
平成２８年１０月から厚生年金保険・健康保

険が短時間勤務労働者へ適用拡大されますが、

本市としましては、法改正の趣旨（セーフティ

ネットの強化、社会保険上の格差是正、労働意

欲の促進等）及び短時間勤務労働者の勤務状況

等を踏まえて適切に対応してまいります。 

職員課 

⑤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、完全実施してください。 
 
 
 

非正規職員の休暇制度については、労働基準

法上保障されている休暇を適正に付与している

ところです。 

職員課 
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⑥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ってください。 

非正規職員の産休制度等につきましては、労

働現場の状況や雇用状況等も考慮しながら、育

児介護休業法等の趣旨を踏まえ、今後とも検討

をしてまいりたいと考えております。 

職員課 

⑦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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国、県及び他の地方自治体等の動向も踏まえ

ながら、今後とも検討をしてまいりたいと考え

ております。 

職員課 
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（３）公契約制度の改善で労働者・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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市では、左記の課題に対応するために、一

部の建設工事を対象に変動型最低制限価格制度

を導入し運用しております。この制度は、実際

の入札価格に基づいて算出した額を最低制限価

格に設定し、実勢価格を入札制度に反映するこ

とによって、過度に低価格な入札を排除すると

ともに、公正な競争を促進し、また品質の低下

や労働・経営環境の悪化などを防ぐことを目的

としております。最低制限価格制度につきまし

ては、今後も適切な運用に努めてまいります。 
地域経済の活性化につきましては、地域の中

小企業の経営の支援、即ち地域産業の発展とい

う観点から、本市が発注する事業につきまして

は市内業者を優先して発注し、下請業者につき

ましても、桶川市工事請負契約約款内に、「受注

者は、下請契約を締結する場合には、当該契約

の相手方を桶川市内に本店（建設業法（昭和２

４年法律第１００号）に規定する主たる営業所

を含む。次項において同じ。）を有する者の中か

ら選定するよう努めなければならない。」との内

容を明文化しております。また、より多くの事

業者の受注機会の確保を目的として、一部の建

設工事を対象に、一抜け方式を採用しておりま

す。 
事業の内容によっては、市内業者では対応が

難しいものもございますが、引き続き市内業者

を優先して発注していきたいと考えておりま

す。 

契約管財課 
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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。 
 

本市では、建設労働者の賃金や労働条件の確

保のため、入札における最低制限価格制度の実

施や施工体制台帳の提出の徹底などを進めてい

る状況です。 
また、新労務単価の早期適用や歩切りの禁止

等により、適正に予定価格の設定をしておりま

す。 
公契約条例の制定につきましては、国の動向

や近隣市町の状況等を研究しているところであ

り、条例制定の必要性も含め検討していきたい

と考えております。 

契約管財課 

ウ）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。 
○労働諸法令遵守について点検できる仕組み

を導入してください。 
○労働諸法令の遵守を確認する現場調査を実

施してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

労働法その他関係法令の遵守につきまして

は、入札参加者に対し、文書にて通知をすると

ともに、契約締結時におきましても、契約約款

により法令遵守を定めているところです。 
また、適正な賃金や労働条件の確保のために

は、当然のことながら受注者側が労働関係の法

令を遵守することになりますが、本市としまし

ても、前述のとおり一部の建設工事を対象に、

変動型最低制限価格制度を運用し、過度の低価

格競争が労働者の賃金、労働条件及び下請け業

者へ悪影響を及ぼすことがないよう努めている

ところです。  

契約管財課 
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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４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。 
○３法改正の趣旨を具体化する方策をお示し

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市では、入札参加者に対し、下請契約の適

正化につきまして、文書にて周知を行っており

ます。技能労働者の適切な賃金水準の確保につ

きましては、新労務単価の早期適用、前述の変

動型最低制限価格制度や予定価格の適正な設定

等を通じ、適正に確保されているものと考えて

おります。 
また、公共工事入札契約適正化法等の改正に

伴い、入札時の入札金額内訳書の提出義務付け、

施工体制台帳の作成・提出につきまして対象工

事の範囲の拡大等の施策を行っております。 
引き続き、公共工事の品質確保の促進に関す

る法律、公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律及び建設業法の改正に伴う施策

につきましては、調査・研究をするとともに、

県や近隣市町の状況を把握しながら進めていき

たいと考えております。 

契約管財課 
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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。 
建設業退職金共済制度は、短期間に複数の事

業主の間を移動しながら働く建設労働者のため

の退職金制度で、本市でもこれら建設労働者の

福祉を増進するため、この制度の促進を図って

いるところです。本市では、この制度の履行を

確保するため、契約金額が５００万円以上の建

設工事につきまして、受注者に契約後１か月以

内に建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提

出、また工事完了後速やかに建設業退職金共済

証紙貼付実績報告書の提出をしていただくこと

による確認を行っております。 
下請業者を含めた現場従事者への運用につき

ましても、適切に対応いただくよう、受注者へ

文書にて通知しているところです。 

契約管財課 

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。 
昨年、自治労連埼玉県本部が各自治体に送っ

た「公契約の適正化に関する２つの提案」に示

されている入札等に関する提案などをいかせ

ば、公契約条例等を制定しなくても公契約の適

正化は確保できると思います。公契約下で働く

労働者の生活を保障する立場で入札・契約制度

を見直してください。 
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・労働条件の

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。 
 
 
 

本市では、業務委託の予定価格を設定するに

あたり、国や県に積算基準があるものにつきま

してはそれらを準用し、積算基準が無いものに

つきましては、複数の見積を徴取し、その積算

された設計金額に基づき、予定価格を適正に設

定しております。よって、適正な水準での賃金

確保がされているものと考えております。 
また、業務委託の積算根拠となる入札金額見

積内訳書の提出は、必要があると認める場合に

求めているところです。 
各入札案件に係る、予定価格の積算根拠、受

注者の積算根拠につきましては、現時点で公表

はしておりませんが、今後必要に応じて検討を

していきたいと考えます。 

契約管財課 
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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、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。 

本市では「桶川市長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例」の対象となる契

約の一部につきまして、長期継続契約を実施し

ております。 
仕様の内容につきましては、今後必要に応じ

て調査・検討をしていきたいと考えます。 

契約管財課 

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。 

 受注者が変更になり、雇用が新たな業者に継

続される場合におきまして、労働条件の引き継

ぎは現在行っておりません。御要請内容の趣旨

は認識しておりますが、入札における競争性を

失う恐れがあるため、雇用及び既得労働条件の

継続につきましては、今後必要に応じて調査・

検討をしていきたいと考えます。 

契約管財課 

エ）「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。 
○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。 

本市では、労働法その他関係法令の遵守につ

きまして、入札参加者に対し文書にて通知をし

ているところです。また、偽装請負・違法派遣

につきましては、現在までに該当する報告は無

く、適法に事業執行されているものと考えてお

ります。しかし、万が一、そのような報告があ

った際には、担当課、関係機関等と連携し、適

切に対応していきたいと考えます。 

契約管財課 

オ）業務委託・指定管理では、背景使用者とし

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。 

各関係法令に則り、今後とも適切に対応して

いきたいと考えております。 
契約管財課 

（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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市では退職職員の雇用の場を確保するた

め、再任用職員制度を導入し運用を行っており

ます。再任用職員制度につきましては退職職員

の知識、経験を有効に活用できることから、今

後とも積極的に活用してまいりたいと考えてお

ります。 
 

職員課 
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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

してではない就業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。 

本市のシルバー人材センターにおきまして

は、高年齢者が働く機会の確保と働くことを通

じて生きがいを得るとともに、地域社会の活性

化に貢献することを目的として、高齢者雇用安

定法の趣旨のもと適正に運営が行われておりま

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、雇用労働を行わせる

ことは考えておりません。 

高齢介護課 

 


