
八潮秘収第２４７号 

平成３０年１０月３１日 

 

埼玉県労働組合連合会 

議長 伊 藤   稔 様 

  

 

     八潮市長 大山 忍  

 

労働者政策・施策充実のための懇談にあたっての要請事項について（回答） 

このことについて、別添のとおり回答いたします。 

 

 



２．要請内容と懇談・意見交換の要旨 

（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【総務人事課】 

公務職場としての役割を十分認識し、労働諸法令の遵守はもちろん、労使関係で

模範となり、労働者の権利向上が図れるよう努めていきます。 

 

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【総務人事課】 

非正規職員の労働条件などについては、適正なものとなるよう、常に点検してい

ます。 

 

回答【企画経営課】 

正規職員の配置にあたっては、市民サービスの維持・向上が図れるよう、毎年、 

事務量を調査したうえで「八潮市定員管理計画」に基づき、適正な職員配置に努め

ていきます。 

 

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【総務人事課】 

労使交渉・合意を経ることを目指すとともに、民間労使協議の模範となるよう努

めていきます。 

 

（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 

① 改定された地方公務員法、地方自治法への対応準備中とは思いますが、施行前

であっても非正規職員に次の改善をしてください。 

ア） 任用中断は廃止してください。 

回答【総務人事課】 

各所属において任用を行っており、不適切な任用中断は行わないよう指導してい

ます。 

 

イ） 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【総務人事課】 

正規職員と非正規職員との処遇差については、勤務時間等の雇用形態によるもの

だけでなく、職務内容の難易度、責任の度合いなどもあり、違いがあるものと考え

ています。 
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ウ） 基本賃金の最低保障額を月額２３万円、日額１０，４００円、時給１，３０ 

０円にしてください。 

回答【総務人事課】 

臨時職員等の賃金については、国・埼玉県及び近隣自治体の状況を考慮しながら、

必要に応じて適切な対応を行います。 

 

エ）基本賃金に経験年数を考慮した加算を実施してください。 

回答【総務人事課】 

地方公務員法等、関係法令を遵守していきます。臨時職員については地方公務員

法の規定により１年を超える任用ができないことから、現時点では、経験年数に対

応した賃金の引き上げは考えていませんが、国の法律改正等の動向を踏まえながら

継続して協議します。 

 

オ）夏冬の一時金と退職金を支給してください。 

回答【総務人事課】 

臨時職員の一時金については、平成２７年度に「八潮市臨時職員の任用、勤務条

件等に関する条例」を制定し、これに基づき支給をしています。退職金の支給につ

いては考えていません。 

 

カ）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）については有給で完全実施してください。 

回答【総務人事課】 

年次有給休暇、産前産後休暇、育児時間、生理休暇、公民権行使についての休暇

制度は整備済みです。 

また、休暇制度については、平成２５年度に忌引き休暇、夏季休暇及び病気休暇

を、また平成２７年度に、妊産婦の保健指導等に関する休暇を整備し、制度の充実

を図っています。 

 

キ）年次有給休暇については、日数加算と繰越しを実施してください。 

回答【総務人事課】 

日数加算、繰越しについては労働基準法を遵守しています。 

 

ク）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【総務人事課】 

臨時職員の社会保険については、その勤務時間が、常勤職員の１週間あたりの勤

務時間の４分の３以上の者と、４分の３未満の者で、①週の所定労働時間が２０時

間以上であること。②雇用期間が１年以上見込まれること。③賃金の月額が８．８



万円以上であること。④学生ではないこと。を条件として加入手続きをしています。

健康診断については、雇用保険該当者以上を対象としています。 

 

② 地方公務員法、地方自治法改定への対応にあたっては、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にとりくんでください。 

ア） 自治体の業務は常勤の正規職員で担うことを基本に、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【総務人事課】 

業務の内容を精査しながら、適切な対応を図りたいと考えています。 

 

イ） 会計年度任用職員制度を活用するにあたっては、勤務実態の見直し、職務の 

適正な評価にもとづいて、フルタイム職員化を推進してください。 

回答【総務人事課】 

勤務の実態、職務の内容等を精査しながら、適切な対応を図りたいと考えていま

す。 

 

ウ） 労働契約法の趣旨を反映させた、有期雇用の安定化（１７条２項・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【総務人事課】 

法に基づき、適切な対応を図りたいと考えています。 

 

（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。【財政課】 

 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【財政課】 

 労働者の賃金の適正化については、入札参加時の注意喚起文書に、労働者への適

正な賃金の支払いに留意することを受注者の責務として記載しています。 

また、地元業者の活用機会の拡大については、平成１２年７月から市内業者を対

象として「八潮市小規模建設工事等契約希望者登録制度」を導入し、登録業者名簿

を庁内に提供することで、すべての職員がいつでも必要なときに登録業者の確認を

できるようにしており、これらの取り組みを通じ、公共サービスの質の確保及び向

上が図られるものと考えています。 



 

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【財政課】 

 公契約条例について、現在制定に向けた検討等は行っておらず、研究組織を設置

することや、地域団体との懇談等を実施する予定はありません。 

 ただし、条例を制定した他自治体の状況等については、随時情報の収集に努めて

います。 

 

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【財政課】 

労働関連法規の遵守については、それが法律に定められた義務の履行に関するこ

とである限り当然に実施されるべき事項ですので、契約において定められた正当な

契約の履行の範疇に含まれると考えます。 

このため、通常の履行報告の確認や完成検査及びそれらに伴う指示以外に、個別

に労働関係法規の遵守状況の点検、現地調査等を行うことはありません。 

なお、当市では、入札参加時の注意喚起文書に、労働者の労働条件の改善に留意

することを受注者の責務として記載しています。 

 

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【財政課】 

市では入札参加時の注意喚起文書に、下請代金の設定等については元請と下請と

が対等な立場で協議したうえ決定し、適正に下請代金を支払い、関係者間で請負代

金や賃金の不払い等が生じないよう十分に配慮する旨を受注者の責務として記載

しています。 

また、設計労務単価については、最新の単価を適用する前に工事設計し、単価の

引き上げ後に契約に至った等の一定条件を満たす案件について、労務単価の引き上

げによる差額分を別途支払う対応を行っています。この引き上げ額を請負業者に通

知する際に、自社及び下請企業の技能労働者の賃金の引き上げ等につき適切に対応

する旨の誓約書を徴取するとともに、下請企業との変更契約書の写しを徴収して確

認しています。 

下請契約については、公共工事入札契約適正化法等の改正に伴い、平成２７年４

月からは、下請契約を締結する建設工事について施工体制台帳を徴収しているほか、

契約金額が一定額以上となる建設工事に関しては、建設工事請負契約約款に基づく

下請負人通知書の提出も求め、下請負業社名、下請負代金額等を確認しています。 

ただし、個別の賃金、法定福利費等を明示させることについては、法的根拠がな

いこと、業者の事務負担増になること等を考慮すると、実施はできないと考えます。 

その他、公共工事入札契約適正化法等の改正に伴い、施工体制台帳の徴収のほか、

平成２７年４月からは、すべての建設工事の入札について入札金額見積内訳書を徴

収し、入札金額の積算内容を確認しています。 

これらの対応と、最低制限価格の適切な設定とを併せて運用することで、ダンピ

ング受注の排除に資することができているものと考えています。 

その他の法律に定められた入札及び契約の適正化に向けた諸策については、現状

の入札契約制度を適切に運用することにより、その理念を実現できるものと考えて

おり、今後においても、法律の趣旨に則った施策の実施と、その範囲内で法改正の

趣旨を実現することが、市として重要かつ現実的な対応策であると考えます。 

 

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【財政課】 

当市では平成１８年度より共済証紙の購入実績確認事務を行っており、併せて共

済証紙の貼付の促進等について適宜指導を行っています。 

また、平成２５年４月より購入実績の確認に加え、共済証紙の貼付実績確認事務

についても実施しています。 

 

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。 

回答【財政課】 



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【企画経営課】 

指定管理者を決定する際には、「八潮市公の施設の指定管理者の指定の手続等に

関する条例」（以下「条例」という。）に基づく選定を行っていることから、入札は

実施しておりませんが、指定管理者を選定する際には、応募事業者から積算根拠を

提出させるようにしています。 

また、労働者の労働環境や賃金は、労働基準法や最低賃金法で保護されており、 

雇用者側が法律に定められた義務を履行することは当然に実施されるべき事項で

すので、契約において定められた正当な契約の履行の範疇に含まれるものと考えま

す。 

 

回答【財政課】 

予定価格については、各発注業務の設計内容に基づき、適正に設定しています。

また、設計・調査・測量及び土木施設維持管理に関する業務委託については、入 

札前又は入札後に予定価格を公表しており、その他、予定価格の積算根拠について

は情報公開制度により、請求があった場合は非公開とすべき事項（著作権と関連す

る物価等）を除き、積算根拠を開示します。 

入札参加業者の積算根拠については、設計・調査・測量業務の一般競争入札など、

入札価格の適正性を厳正に審査すべき場合において、入札金額見積内訳書の提出を

求めています。なお、入札参加業者の積算根拠を開示することは、業者側のノウハ

ウや業務関連情報の開示に繋がること、著作権にも配慮すべき可能性があることな

どから、事前に慎重な検討が必要と考えます。 

また、労働者の労働環境や賃金は、労働基準法や最低賃金法で保護されており、

雇用者側が法律に定められた義務を履行することは当然に実施されるべき事項で

すので、契約において定められた正当な契約の履行の範疇に含まれるものと考えま

す。 

社会的・文化的な生活の質の確保については、そもそも憲法に規定する生活の権



利に由来するものであり、労働関係法規の改正等による国レベルでの解決が優先さ

れるべきと考えます。 

 

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【企画経営課】 

当市では、指定管理の期間を「八潮市指定管理者制度導入基本方針」に基づき定

めております。 

現在は全ての施設において、指定期間を５年間とする旨の協定を締結しています。

なお、指定期間を超過する労働者の雇用義務を仕様として定めることは必要以上 

の負担を指定管理者に強いる可能性があることから困難であるものと考えます。 

 

回答【財政課】 

委託業務のうち、長期継続契約の対象となっている業務（庁舎を含む施設の清掃、

警備等）については、原則として長期継続契約を締結しています。 

ただし、市の発注する委託契約において、契約期間を超過する労働者の雇用義務

を発注仕様として定めることは、委託契約の内容を達成するために必要以上の負担

を受注者に強いる可能性があり、市として公正な契約を締結する観点から不可能と

考えます。 

 

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【企画経営課】 

指定管理の目的を達成するために、必要以上の負担を指定管理者に強いる可能性

のある仕様とすることはできず、自治体として公正な協定を締結する観点から困難

であるものと考えます。 

 

回答【財政課】 

委託契約の内容を達成するために、必要以上の負担を受注者に強いる可能性のあ

る発注仕様とはできず、市として公正な契約を締結する観点から不可能と考えます。 

 

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【企画経営課】 

指定管理者と協定を締結する際には、協定書に関係法令等の遵守を記載していま 



す。 

その他としては、条例第１１条に規定する年次事業評価等を実施し、市が業務内

容に改善が必要と認める場合は、指定管理者に対して、改善を勧告することとして

います。 

また、条例第１２条では、指定管理者が地方自治法に違反した場合や公の施設の

管理を効率的に行っていない場合、公の施設の管理基準を遵守しない場合などは、

市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは

一部の停止を命じることができることとしています。 

 

回答【財政課】 

当市では、入札参加時の注意喚起文書に、労働者の労働条件の改善について留

意することを受注者の責務として記載しています。 

その他に、入札参加資格登録の申請受付時において、派遣業務の登録を希望す

る業者については、証明書類として労働者派遣事業許可証等の提出を求め、適正

な派遣事業を実施できる業者であるか確認しています。 

また、労働関係法令のみならず、関係法令の遵守は当然に実施されるべき事項

ですので、契約において定められた正当な契約の履行の範疇に含まれると考えま

す。 

このため、通常の業務報告の確認や完了検査以外に、個別に労働関係法規の遵守

の点検等を行うことはありません。 

また、直営化に関しては、行政運営に関する直接的な事項ですので、委託契約の

適正化の延長線上にあるべき事項ではないと考えます。 

 

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【財政課】 

委託契約の適正な実施のため、委託先業者との情報交換や認識の共有化を通して、

委託作業員等への指揮命令が確実に行われ、混乱が生じることのないよう努めてい

ます。 

 

回答【企画経営課】 

指定管理者から提出される事業報告書等による業務の実施状況や経費の収支状

況の把握を通じて、指定管理業務が適正に執行されるよう努めています。 

 

（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【商工観光課】 

高齢者の就業につなげるため、八潮市ふるさとハローワークの利用を広く呼びか 

けるとともに、ハローワーク草加等の主催により高齢者向け就業支援事業が実施さ

れる際に協力をします。 

 

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【長寿介護課】 

シルバー人材センターが行う業務は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」

に基づいて行っています。配分金の時間あたりの単価については、埼玉県内の最低

賃金の時間額以上とする基準を定めており、市からの業務委託もその基準に基づい

ています。 

また、シルバー人材センターでは平成２６年度から労働者派遣事業を開始し、会

員の就業機会の確保を図っており、市でも事業の周知をしています。 

このほかに、高齢者の持つ能力を積極的に生かす場を拡大することを目的に、市

の補助事業である「家具転倒防止器具等取付サービス」を実施するとともに、補助

対象の要件を満たさない方でも、希望者には家具転倒防止器具等の取付を受付け、

就業機会の増大と福祉の増進を図っています。 

 

 




