
陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （１）① 

要望事項 

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。 

回       答 

本市の就労形態につきましては、労働諸法令を遵守しているものと考え

ておりますが、今後も関係法令の改正を注視し、労使交渉を行いながら、

必要な施策を講じて参りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （１）② 

要望事項 

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。 

回       答 

本市では、職員の適正な定員管理を行っておりますが、今後も市民ニー

ズに対応するため、必要な部署には職員を配置するなど、適正な定員管理

を行って参りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （１）③ 

要望事項 

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。 

回       答 

自治体職員の労働条件については、誠実に労使交渉を行って参りたいと

存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）① ア） 

要望事項 

現行法のもとでも、「臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保」す

るために可能なとりくみを早期に行ってください。 

回       答 

臨時・非常勤職員の任用・勤務条件については、今後とも誠実に労使交

渉を行い、適正な条件の確保に努めて参りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）① イ） 

要望事項  

財政面を優先した、勤務中断、賃金抑制、社会保険加入抑制、年休加算・

繰越し抑制等々は法改定経過期間中であっても現行法内で改善してくださ

い。 

回       答 

勤務中断、賃金抑制、社会保険加入抑制、年休加算・繰越し抑制等々に

ついては、誠実に労使交渉を行い、改善に努めて参りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）① ウ） 

要望事項  

自治体における法改定対応作業にあたっては国会審議経過、附帯決議の趣

旨をいかし、非正規職員の雇用安定と労働条件向上を基調にとりくんでく

ださい。 

回       答 

非正規職員の雇用安定と労働条件向上につきましては、地方公務員法改

定の趣旨に基づき、労働組合との交渉を続けて参りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）① エ） 

要望事項 

自治体の業務は常勤の正規職員で担うことを基本にして、財政面を優先し

た非正規化や外部化は行わないでください。 

回       答 

業務の内容や費用対効果を鑑みて、非正規化や外部化も必要な場合もあ

ることをご理解願いたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）① オ） 

要望事項 

会計年度任用職員制度を活用するにあたっては、勤務の実態、職務の適正

な評価にもとづいて、フルタイム職員化を基本にとりくんでください。 

回       答 

会計年度任用職員制度については、業務の内容や、どのような勤務体系

が適切かなど、今後とも研究を続けて参りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）① カ） 

要望事項 

労働契約法の趣旨を反映させた、有期雇用の安定化（１７条・１８条・１

９条）と不合理な労働条件の禁止（２０条）にむけ、自治体独自に非正規

職員の任用に関わる制度を整備してください。 

回       答 

本市の就労形態につきましては、労働契約法を遵守しているものと考え

ておりますが、今後も関係法令の改正を注視し、労使交渉を行いながら、

必要な施策を講じて参りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）② ア） 

要望事項  

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。 

回       答 

一般職の公務員については、地方公務員法の規定により、平等取扱の原

則、情勢適用の原則、均衡の原則等が適用されると同時に、職務給の原則

により、職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない

こととされております。 

このことから、職務の責任の違いに基づく差異は制度上予定されている

ことをご理解賜りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）② イ） 

要望事項 非正規職員の給料の支給額、手当の支給対象項目・支給額を改

善してください。 当面、非常勤フルタイム職員の給料（報酬）については

月額２３万円、 日額１０，４００円、時給１，３００円を最低保障してく

ださい。そして、 経験年数を考慮した加算を実施してください。 

回       答 

（非常勤フルタイム職員の賃金について） 

本市の非常勤フルタイム職員の賃金については、県内自治体の状況や近

隣の民間の賃金を参考に、現在月額１６６，３００円となっております。

自治体財政の厳しい折、社会情勢等を考慮しながら、今後とも交渉を行っ

て参りたいと存じます。 

（経験年数による加算について） 

本市の非常勤フルタイム職員の給料は、平成２９年４月１日から経験年

数による加算を一律３，４００円に改正しております。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）② ウ） 

要望事項  

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・労働保険への加入、健康診断などを実施して、地域における雇用・労

働環境向上のモデル的存在となるようにしてください。 

回       答 

（雇用形態による差別について） 

地方公務員法に規定する職務給の原則により、職員の給与は、その職務

と責任に応ずるものでなければならないこととされておりますことから、

職務の責任の違いに基づく差異までは制度上予定されていることをご理解

賜りたいと存じます。 

（社会保険の加入について） 

非常勤職員の社会保険の加入については、厚生労働省・日本年金機構及

び全国健康保険協会の通知に基づき、雇用条件が各社会保険の加入要件・

条件を満たすものであれば加入しております。 

（健康診断の実施について） 

労働安全衛生法に基づき、一般職員の２分の１以上勤務している全員を

対象に、毎年５月に定期健康診断を実施しております。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 総務部 職員課 

要望番号 （２）② エ） 

要望事項 

労基法上保障されなければならない休暇（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）については完全実施してください。

回       答 

非正規職員の休暇制度については、労働基準法を遵守しているものと考

えておりますが、改善の必要な部分がある場合につきましては、今後とも

労働組合との誠実交渉をさせていただきますので、ご理解を賜りたいと存

じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）① ア） 

要望事項 

 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 

 本市におきましては、工事請負や業務委託の入札参加者に対し、労働

関係法令の遵守や適切な賃金の支払い、更には労働環境の整備について周

知徹底を図っているところでございます。 

 また、地元事業者の取扱いについては、これまでも、可能な限り市内業

者への優先発注及び分離・分割による市内中小企業への発注に努めている

ところでございます。 

今後も、市内業者の受注機会の確保及び拡大に配慮することにより、市

内企業の育成及び地域経済の活性化に資するよう取り組むなど、施策を総

合的に推進して参ります。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）① イ） 

要望事項 

 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 

賃金などの労働条件については、労働基準法や最低賃金法などの労働関

係法令において、地域の経済状況等を踏まえつつ、労働者保護のための全

国的な整合性が図られているところでございます。 

したがいまして、本市といたしましても、現行の法制度に基づき労働者

の生活安定及び労働力の質的向上に努めておりますことから、公契約に関

わる独自の条例の制定については考えておりませんので、ご理解を賜りた

いと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）① ウ） 

要望事項 

 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。 

回       答 

公共工事等の契約にあたりましては、労働法令のみならず、全ての関連

する法令は遵守されなければならないと認識しております。 

なお、労働関係法令の主要事項遵守の仕組みや確認につきましては、契

約担当が直接関わる業務内容ではありませんが、入札参加登録業者に対し

て「入札参加者の注意事項」の中で建設業法等関係法令の遵守を求めるほ

か、周知・徹底に取り組んでいるところでございます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）② ア） 

要望事項 

 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。 



回       答 

 下請負契約の適切な価格での締結につきましては、「入札参加者の注意事

項」や「市内業者の活用等について」といった通知をするなかで、事業者

に特段の配慮を求めており、今後も継続して取り組んで参ります。 

 また、本市が発注いたします工事契約等につきましては、入札における

最低制限価格の適用等により、低価格受注による賃金を含めた労働条件の

悪化を防ぐべく対策を講じており、加えて労働者の賃金の支払い等につき

ましては、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が遵守されている

ものと認識しておりますことから、賃金実態の調査を実施する考えはござ

いませんが、市民生活の向上の観点から、労働環境の整備につきまして、

関係事業者に対し継続的に要請して参ります。 

 さらに公共工事等の入札におけるダンピング防止につきましては、低入

札価格調査制度や最低制限価格制度を活用するなど、これまでも積極的に

取り組んでいるところでございます。 

 なお、公共工事入札契約適正化法を始めとする法律改正に伴う入札金額

の内訳書提出及び施工体制台帳の提出につきましては、改正法の趣旨に則

り工事担当課と調整のうえ、平成２７年４月から実施しているところでご

ざいます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）② イ） 

要望事項 

 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 

本市では、平成２２年度から建設業退職金共済制度活用の周知を図って

おり、現在では、５００万円以上の工事請負契約の締結時に、建設業退職

金共済証紙購入状況報告書の提出に加え、同報告書を契約締結時から１ヵ

月以内に提出できない場合、遅延理由申出書の提出を求めております。 

また、工事が完成した時には、対象労働者の共済手帳への共済証紙貼付

状況の確認のため、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書の提出を求めて

おります。 

さらに、「入札参加者の注意事項」等により建設業退職金共済制度の周知

及び指導を図るとともに、平成２５年７月から請負代金額が５００万円未

満の工事につきましても、共済証紙貼付に努めるよう受注者に要請をして

いるところでございます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）③ ア） 

要望事項 

 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。 



回       答 

本市におきましては、業務を委託等により執行する際の予定価格につい

ては、要綱や事務処理要領において根拠が明確かつ金額が適正であること

を受託業者選定の審査の基準としております。 

なお、入札参加者から入札金額の積算根拠の提出を求めること、予定価

格及び積算根拠並びに受注者の落札金額の積算根拠の公表についても、同

仕様の委託等における予定価格及び積算根拠が容易に推測可能になること

により、次回以降の入札における経済性及び競争性が大きく失われる恐れ

があることから、考えておりませんので、ご理解を賜りたいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）③ イ） 

要望事項 

 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。 

回       答 

本市における長期継続契約は、委託業務についても対象としており、詳

細を条例や指針に示し、条件に合致する委託業務については、各業務主管

部局内の審査を経て、長期継続契約としているところでございます。 

なお、雇用期間などの労働条件については、労働関係法令に規定する制

限の範囲内において、使用者と労働者間の契約によって定められるもので

あることと認識しております。 

したがいまして、本市における業務委託契約においては、労働条件を仕

様に取り入れることは考えておりませんので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）③ ウ） 

要望事項 

 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 

雇用及び労働条件については、労働関係法令に規定する制限の範囲内に

おいて、使用者と労働者間の契約によって定められ、受注業者が変更にな

った場合に、発注者が条件を継続させることは、困難であると認識してお

ります。 

したがいまして、本市における業務委託契約においては、発注する委託

業務に関する労使間の契約に関与することは考えておりませんので、ご理

解を賜りたいと存じます。  



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）③ エ） 

要望事項 

 「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。 

回       答 

本市における業務委託契約におきましては、労働関係法令の遵守につい

て、入札参加者に対して事毎周知に努めております。 

 また、業務を委託等により執行するにあたり、その適否を判断するため

に法令遵守及び市民サービスの確保等を基準とすることを定めた「川口市

委託事務事業等の執行の適正化に関する要綱」を運用するなど、適正な執

行を図っていることから、現場実態を調査することは考えておりません。 

なお、万一疑義のある事例の報告があった場合は、「労働省３７号告示」

に基づき、業務主管課と協議し、適切な対応及び適正な処理を図って参り

たいと存じます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （３）③ オ） 

要望事項 

 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。 

回       答 

業務委託契約等において、当該業務に従事する労働者の使用者はあくま

で受注者であり、偽装請負又は違法派遣を防止する観点から、発注者が実

質的又は背景使用者であるという考え方は馴染まないものであると認識し

ており、積極的な対応は考えてございません。  



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 企画財政部 企画経営課 

要望番号 （３）③のうち指定管理について 

要望事項 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 

 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。 

回       答 

 指定管理者制度は、公の施設の管理運営を民間事業者等に委ねるもので、

入札により受注者を決定するのではなく、当該施設に係る事業計画、収支

計画、労働環境、並びに事業者の財務状況など総合的な審査により受注者

を選定し、概ね５年の指定期間としておりますので、項目内のご要望の主

旨に沿っているか、もしくは該当しないものと考えております。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名 経済部 経営支援課 

要望番号 （４）① 

要望事項 

 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 

本市では、「川口若者ゆめワーク」において実施している就職支援セミナ

ーにて、昨年度よりシニア向けと題したセミナーを年４回実施していると

ころでございます。また、７月に高年齢者の雇用に積極的な市内企業に参

加いただき、シニアの直接的雇用を目的とした就職面接会を開催しており

ます。 



陳情･要望等に対する回答書 

部課所名  理財部 契約課 

要望番号 （４）② 

要望事項 

 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。 



回       答 

シルバー人材センターについては、地方自治法施行令に基づき随意契約

の相手方とすること及び高年齢者雇用安定法に基づき業務を請け負うこと

が可能であることから、本市においても委託業務の一部について請負契約

を締結しております。 

また、請け負うことができない業務は受託を辞退することが可能である

ことから、現在本市が委託している業務については、適正に履行されてい

るものと認識しております。 

なお、新たな業務を委託しようとする際には、高年齢者雇用安定法に則

った活用がなされるよう留意して参りたいと存じます。 



「埼玉県労働組合連合会」との話し合い出席者名簿 

日時：平成２９年１１月１７日（金） 

   午後３時４０分～午後４時５５分 

場所：第二庁舎地階 第１・２会議室 

NO 所 属 職 名 氏  名 

１ 職員課 主  査 宮澤  大 輔 

２ 職員課 主  任 森井 昭太郎 

３ 契約課 課長補佐 上村  哲 也 

４ 契約課 係  長 清水  葉 子 

５ 経営支援課 課長補佐 川村 千鶴子 


