
（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。 

【回答】 

本市における職員の勤務条件・雇用条件につきましては、地方公務員法をはじ

め、労働条件の最低基準を示した労働基準法、職場の安全衛生について規定した

労働安全衛生法、労働者の福祉増進を目的とした労働者災害補償保険法、雇用保

険法、健康保険法、厚生年金保険法などの労働諸法令に従ったものとなっており、

法令遵守の徹底を図っているところでございます。 

また、本市におきましては、労働諸法令の改正に際して、速やかに勤務条件・

雇用条件の見直しを行い、処遇改善を図るとともに、労働者が健康を保持しなが

ら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう、仕事と生活の

調和（ワーク・ライフ・バランス）などにおいても、その配慮に努めているとこ

ろでございます。 

今後におきましても、地方自治体という社会的立場を踏まえながら、労働諸法

令の遵守、労働者の権利向上の推進に努めてまいりたいと考えております。 

 

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。 

【回答】 

正規職員の配置につきましては、社会ニーズの変化や国や県の制度改正等に伴

う事務量の増加などを踏まえ、市の業務全体の状況を勘案しながら適正な配置に

努めております。 

  今後におきましても、住民サービスの維持・向上と効率的な行政運営を目指し

ながら、職員の適正な配置に努めてまいります。 

 

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。 

【回答】 

本市における職員の勤務条件につきましては、地方公務員法をはじめ、労働諸

法令を遵守するとともに、地方公務員法に定める情勢適応の原則、均衡の原則を

踏まえて定めております。 

特に給与に関する勤務条件を定める場合におきましては、職員の労働基本権制

約の代償措置として適正な給与の確保を目的とした人事院勧告に準拠して定め

ていることから、適正な処遇の確保に努めているところでございます。 

  本市では、職員団体が存在しないことから、職員団体との交渉に基づいて勤務

条件を決定してはございませんが、地方自治、労使自治、労使合意の趣旨を踏ま

え、職員からの意見申出の機会を設けるなど、可能な限り、職員との合意形成を

図れるよう努めているところでございます。 



（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 

今年は、５月１７日の地方公務員法及び地方自治法の改定公布により内容に変更

があります。２０２０年改定施行にむけた経過的時期にあることをご理解いただい

て懇談・意見交換をお願いします。 

① 地方公務員法及び地方自治法改定（以下「法改定」）施行経過期間中に関わる

要請 

ア）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】 

本市では、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保するため、「朝霞

市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例」を制定し、勤務条件に

ついて整備を行っているところでございます。 

会計年度任用職員制度への円滑な移行に向け準備を進めるとともに、今後も引

き続き、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の適正な任用等を進めてまいりた

いと考えております。 

 

イ）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】 

一般職非常勤職員等の報酬及び賃金単価につきましては、平成２８年度に引き

続き平成２９年度におきましても、全ての職種の時間額単価を１０円増額いたし

ました。また、日額単価、月額単価の職種につきましても時間額に換算の上、同

様に増額したところでございます。 

社会保険への加入や年次有給休暇の付与などにつきましても、各種労働法規の

規定に基づき適正に運用しているところでございます。今後におきましても引き

続き報酬及び賃金単価が適切な水準を保てるように努めるとともに、適正な任用

管理を図ってまいります。 

 

ウ）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】 

今回の法改正に伴い、一般職の会計年度任用職員が創設され、任用、服務規律

等の整備を図るとともに、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳

格化を行い、会計年度任用職員制度への必要な移行を図ることとなります。 

本市におきましては、この制度改正に対応するため、総務省からの運用通知や

マニュアルを参考に非常勤職員制度の課題等の整理を行い、会計年度任用職員制

度への円滑な移行に向け準備を進めてまいりたいと考えております。 

 



エ）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】 

効率的な組織運営にあたり、常勤職員の配置替えや再任用職員の活用を図った

上で、継続的に存在する補助的な業務や臨時的な業務に人的な補完が必要な場合

等において、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の採用を検討しております。 

今後におきましても、業務量に見合った職員の配置に努めてまいります。 

 

オ）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】 

会計年度任用職員の勤務時間につきましては、職務の内容や標準的な職務の量

に応じた適切な勤務時間を設定することとされております。 

本市におきましては、一般職非常勤職員等が従事する職務の内容や業務量を把

握し、制度改正に向けて必要な準備を進めてまいりたいと考えております。 

 

カ）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・１９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】 

労働契約法につきましては、地方公務員への適用は除外となっておりますが、

労働者が安心して働き続けることができる社会の実現を目的とする労働契約法

の趣旨に十分留意する必要があるものと認識しております。 

本市におきましては、一般職非常勤職員が再度任用を希望し、かつ勤務成績が

優秀な場合には再度任用が可能となっており、担当業務に精通した人材を継続し

て任用することで、安定した雇用の促進に努めております。今後におきましては、

会計年度任用職員制度への移行も予定されているため、必要な準備を進めるとと

もに、労働諸法令を遵守し、労働者の権利向上の推進に努めてまいりたいと考え

ております。 

 

② 以下は法改定にかかわらず要請します。 

ア）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】 

本市の職員のうち、正規職員以外では、一般職非常勤職員又は臨時的任用職員

という任用形態で職員を採用しております。これらの職員につきましては、職務

の内容や勤務時間、勤務日数などの勤務条件が多様であることに加え、主に補助

的な業務又は短期間の業務を前提としていることから、正規職員と同様の均等待

遇で採用することは難しいものと考えております。 



なお、厚生労働省の「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会」において作成

されたガイドライン案が、今後、関係者等からの意見や国会審議を踏まえ確定さ

れることから、引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 

イ）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】 

本市では、平成２６年４月より一般職非常勤職員にあっては、職種や勤務時間

に応じて時間額、日額又は月額により報酬を支給するものとし、臨時的任用職員

については、時間額により賃金を支給するものとしております。報酬及び賃金単

価につきましては、職務の内容、勤務形態、資格の有無等のほか、他市の状況等

を考慮して決定しています。 

平成２９年度につきましては、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の全ての

職種につきまして、時間単価を１０円増額いたしました。また、日額単価、月額

単価の職種につきましても時間額に換算の上、同様に増額したところでございま

す。今後におきましても引き続き報酬及び賃金単価が適切な水準を保てるように

努めてまいります。 

なお、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の職務につきましては、補助的な

業務又は短期間の業務を前提としていることから、現在のところ経験年数を考慮

した経験加算制度は導入しておりません。今後におきましては、他市の動向など

も参考にしながら、調査・研究してまいりたいと考えております。 

 

ウ）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】 

本市の職員のうち、一般職非常勤職員又は臨時的任用職員については、その従

事する業務が補助的な業務又は短期間の業務を前提としていることから、正規職

員と同様の待遇とすることは難しいものと考えております。 

ただし、本市では、「朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する

条例」を制定し、年次有給休暇や特別休暇などの勤務条件の整備を行い、待遇改

善を図ったところでございます。また、社会保険等の加入につきましては、各保

険の加入要件に従い、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険に加入して

おります。なお、健康診断につきましては、希望する方全員に正規職員と同様の

定期健康診断を実施しており、心の健康づくりを目的に実施するメンタルヘルス

相談室につきましても、正規職員と同様に利用可能となっております。 



エ）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】 

本市では、「朝霞市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例」

を制定し、年次有給休暇や特別休暇などの勤務条件について整備を行いました。

特別休暇につきましては、関係法令に従い、公民権の行使、出産の場合（産前産

後休暇）、育児に参加する場合、生理日における勤務が著しく困難な場合など、  

一般職非常勤職員及び臨時的任用職員が勤務しないことが相当である場合に取得

できる休暇として定めております。また、年次有給休暇につきましては、所定勤

務日数等に応じて採用の際に事前に付与するなど、その利便性を図るとともに、

繰越しについても労働基準法を遵守した取扱いとしております。 

 

（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 

【回答】 

本市では、平成２６年１月から労働者の「労働環境把握のための調査」を行っ

ており、平成２９年度より調査書類の提出を義務化しております。この調査を積

み重ねて行く中で労働者の賃金や労働条件等の把握に努めてまいります。 

  また、企業経営の安定や公共工事の品質確保や向上のため、最新の労務単価や

市場価格を反映した適性な予定価格の設定、ダンピング受注の防止の更なる推進

と地元業者の育成に努めてまいります。 

 

 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】 

本市におきましては、「労働環境把握のための調査」を引き続き実施するとと

もに、朝霞市公契約庁内検討委員会を平成２９年７月に発足し、公契約条例に関

する調査研究を行っております。 

 



  また、地域団体との懇談につきましては、「労働環境把握のための調査」や朝

霞市公契約庁内検討委員会の調査等が進捗した機会において、検討したいと考え

ております。 

 

 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。 

【回答】 

法令遵守につきましては、契約書添付の約款に明記しております。 

  また、平成２７年４月１日から品確法等の一部改正により施工体制台帳等の作

成が義務化されたことから、工事発注課において労働諸事項の確認を行っている

ものと認識しております。 

  次に、労働諸法令の遵守確認につきましては、「労働環境把握のための調査」

により実施しており、現場確認については現在のところ考えておりませんが、今

後の検討課題と認識しております。 
 

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】 

公共工事設計労務単価の見直しにおいて、工事等受注者には見直しの趣旨を説

明し、適切な価格での下請負契約を行うよう指導しております。また、労働者の

賃金把握は、「労働環境把握のための調査」により、把握に努めているところで

ございます。なお、「労働環境把握のための調査」につきましては、平成２９年

度より書類の提出を義務化いたしました。 



  また、すべての下請企業との下請契約書の写しや法定福利費については、建設

業法等の改正を受け実施してまいりたいと考えております。 

  次に、公共工事入札契約適正化法の改正に伴うダンピング対策といたしまして

は、予定価格の適正な設定を行うとともに、市場単価の導入を既に実施しており

ますが、今後も促進してまいります。 

  また、入札時における内訳書の提出につきましても、既に実施しております。 

  施工体制台帳の提出につきましては、平成２７年２月２５日に全庁にメールを

配信し周知を行うとともに、職員研修会において３法改正について説明しており

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】 

本市では、「入札参加者の遵守事項」を定め、建設業退職金共済制度の対象と

なる労働者を使用する場合は、建設業退職金共済組合に加入して証紙を購入し、

当該労働者の共済手帳に証紙を貼付しなければならないと規定しております。な

お、すべての入札時に「入札参加者の遵守事項」は提示しております。 

 

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。 

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。 

【回答】 

  業務委託や指定管理における、入札・契約制度につきましては、その制度に従

い業務が適正に遂行できるよう努めてまいります。 

業務委託の実施については、労働関係法令を遵守するとともに、業務委託の実

施方法などが関係法令に抵触することのないよう、各段階で確認しております。

なお、予定価格や積算の根拠となる仕様書については既に公開しておりますが、

受託者からの積算根拠の提出及び公開については、引き続き、今後の検討課題と

考えております。 



また、本市の指定管理につきましては、「公の施設の指定管理者制度に関する

基本指針」に基づいた手続により、施設ごとに随意又は公募により指定管理者を

指定しております。 

  指定管理を行う場合においては、市の入札契約制度を踏まえて対応してまいり

たいと考えます。 

 

 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

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】 

長期継続契約は、自治令１６７条の１７の規程に基づき条例で規程された契約

については、債務負担行為を定めることなく複数年度にわたる長期継続契約を締

結することができますが、翌年度以降の歳出予算を拘束する債務負担行為とは異

なり、翌年度以降の歳出予算が保証されないことに留意する必要があります。 

  次に、受託業者に従事する労働者の契約期間については、労働契約法に則り契

約されているものと認識しております。 

  したがいまして、本市の業務委託の期間は、業務の開始から終了までの期間と

しております。 

 

 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】 

民法第６２３条の「雇用」は、労働契約に該当するものであり、労働法第６条

では、「労働契約は、労働者が使用者に使用され労働し、使用者がこれに対して

賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立す

る。」こととなっておりますので、労働契約法に基づく契約が適切と考えており

ます。 

 

 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。 

【回答】 

業務委託の実施については、労働関係法令を遵守するとともに、業務委託の実

施方法などが関係法令に抵触することがないよう、各段階において確認しており

ます。また、委託から直接雇用に転換するなど、業務の実態についても改善の有

無など検証し実施しております。契約における法令遵守については、「入札参加

者の遵守事項」及び「朝霞市業務委託契約約款」に明記しております。 



本市では、指定管理につきましては基本協定書の中で、労働基準法、その他の

関係法令等の遵守について明記しています。 

 また、各所管課においては指定管理の現場の実態を把握するとともに、定期的

な会合を持つなど、運営面の中でサービスの質の向上を図るよう努めています。

その中で、指定管理の効果等を判断したうえで直営による管理に移行している場

合もございます。 

 

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。 

【回答】 

業務委託及び指定管理の選定においては、本市が求める基準を明確にするとと

もに、業務の遂行や運営管理については、本市の管理監督が重要であると考えて

おります。 

施設の管理運営におきまして、指定管理者が運営を行ってはいるものの、市（自

治体）が実質的な責任者として位置付いているものと認識してございます。 

  市と指定管理者で締結する基本協定書の中では、リスク分担表によってリスク

負担を明記するなど、その責任を明確にしています。 

 

（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】 

高年齢者雇用安定法第３７条に基づき設立されました公益社団法人朝霞地区

シルバー人材センターは、朝霞市、和光市、志木市の３市で協定を締結し助成を

行なっております。 

雇用開拓につきましては、平成２８年度は就業機会開拓専門員７名が、   

１，９６２件の事業者訪問を行い、新規開拓に努め、２，３３５件を受注し、   

延べ２１３，０６２人が就業を得ております。 

  今後も、各市広報誌やシルバーだよりの発行など、普及啓発活動に努めるとと

もに、新たな事業者の開拓を行い、高年齢者の雇用の場の確保に努めるよう指導

をしてまいります。 

 

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】 

高年齢者雇用安定法に定めのあるとおり、シルバー人材センターでは、高年齢

者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務機会

の確保を目的としており、その就業につきましては、契約書の整備を図り、請負

業務の就業実態の適正化を推進し、また、「就業の基準に関する要綱」に基づき

長期及び長時間就業者の是正に取り組み、適正就業の推進を図るよう確認をして

おります。 

 

 


