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平成30年度 第１回岡崎市公契約条例検討会議 議事録

１ 会議の日時 平成30年７月17日（火） 午後１時30分～午後４時10分

２ 会議の場所 岡崎市役所 西庁舎７階 ７０２号室

３ 出 席 委 員 委員長 藪谷 あや子（大学教授）

（委員数６） 副委員長 牧野 守（弁護士）

委員 清水 俊治（愛知県労働者福祉協議会岡崎・額田支部 支部長）

委員 杉浦 博志（愛知県連合会三河中地域協議会 事務局長）

委員 朝日 啓夫（岡崎建設協会 会長）

委員 山中 賢一（岡崎商工会議所 専務理事）

４ 出席した事務局職員

伊藤総務部長

鈴木契約課長、

北原担当課長、

出主幹、岩井主査、鈴木主事

５ 概 要

 ⑴ 委嘱状交付 

⑵ 総務部長あいさつ 

 ⑶ 委員紹介・挨拶 

⑷ 主な検討内容（審議内容の詳細は次頁より記載） 

・条例制定までのスケジュール

・公契約条例の概要等

⑸ その他 

・次回の検討会議については、平成30年10月９日14時から開催することとなった。
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＜主な審議内容＞

発言者 内容

議題１ 条例制定までのスケジュールについて

事務局

藪谷委員長

朝日委員

牧野副委員長

杉浦委員

藪谷委員長

伊藤部長

資料に基づいて、条例制定までのスケジュールを説明した。主な説明内容は

次のとおり。

平成30年度に検討会議を３回、平成31年度に２回行う予定である。平成31年

６月にパブリックコメントを実施し、平成31年12月に議会へ提出できるよ

うに考えている。

全部で５回の会議が予定されているが、内容を審議する場は、限られてい

る。かなりタイトなスケジュールという印象である。

書類や会議の内容について、公契約条例検討会議開催後、建設業協会の理事

会を開き、協会としての意見集約を行っていく必要がある。そのため、第２

回以降の会議であっても、様々な意見が出る可能性は十分にある。その際

は、新たな意見等を委員長や事務局に伝えていくことになるだろう。

スケジュールがタイトであるので、事務局は良く論点を絞り、整理する必要

がある。例えば、先進事例において、公契約条例の対象となることが多い業

務とあまり対象とされていない業務の整理が必要である。

会議の進捗によっては、追加の会議が必要と感じている。臨機応変に対応し

ていただきたい。

第２回である程度決めるということではなく、様々な方面からの意見であ

るので、納得がいくまで議論するべきである。その結果を共有していくこと

が大切である。進捗状況を見ながらであるが、第４回の会議がある程度の区

切りとなると考えられる。

進捗状況によっては、事務局が想定している審議事項が次回へずれ込むこ

とも勿論可能である。慎重な御審議をお願いしたい。その中で、皆様の御都

合が合えば、会議を追加することも可能である。タイトなスケジュールでは

あるが、柔軟に対応していきたい。ただし、委員長も先ほどおっしゃったと

おり、第４回の会議が予定されている平成31年４月には一定の結論を出し

ていただきたい。

議題２ 公契約条例の概要等

事務局 資料に基づき、公契約条例の概要及び先進地の実施状況を説明した。主な説

明内容は次のとおり。

・公契約条例は、条例型、理念型、要綱型に分類することができる。

・条例型は、条例の中で、最低賃金とは別に労働報酬下限額を定めたもの

で、制定した代表的な自治体は、千葉県野田市である。

・理念型は、労働報酬下限額を定めず、公契約に関する基本的な事項のみを

定めたもの又は、公契約に従事する労働者の労働環境の確認を行うもので、

制定した代表的な自治体は、愛知県である。

・要綱型は、条例を定めずに、契約の適正な履行の確保などを目的に要綱を
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藪谷委員長

牧野副委員長

清水委員

伊藤部長

藪谷委員長

清水委員

杉浦委員

制定し、労働環境の確認を実施するもので、制定した代表的な自治体は、東

京都新宿区である。

・岡崎市は、平成28年６月議会で理念型での条例制定を目指すと、市長が表

明している。

・全国には54の中核市があるが、公契約条例を制定している中核市は７市

である。

野田市が公契約条例を制定した平成22年はデフレ傾向であり、年越し派遣

村等があった時代である。このような世相を反映し、野田市は労働報酬下限

額を設定していると考えられる。そのため、全国的に問題提起した条例とな

った。一方で、自治体それぞれの事情や産業の形態も異なることもあるの

で、条例の形態も一様ではない。労働報酬下限額の考え方や労働環境の確認

に関する考え方が論点となるだろう。

また、別の委員会である入札監視委員会で議論している入札制度と公契約

条例とをどのように切り分けていくかは論点の一つとなる。なお、旭川市で

は公契約条例の中の委員会として入札監視委員会が位置づけられている。

入札制度の中で様々なことに取り組んでいる。現状の岡崎市の取り組みと

いうことになるわけだが、この取り組みを行った理念は、他市の事例におけ

る条例の理念の中に入ってきている。つまりは、岡崎市が入札制度として取

り組んでいる現状の理念は、条例の中に当然、取り入れるべきである。その

内容を踏まえた上で、今後どこまで拡充するか検討すると良いと考える。

市長が理念型の条例を制定したいという思いはどこにあるのか。

公契約条例制定に関する議論において、最低賃金という国の枠組みがある

中で、それ以上の下限を定めることの必要性に乏しいという見解が、従前よ

りあった。一方で、牧野副委員長から御指摘のあった通り、既に岡崎市では

理念条例の中で謳われているような内容は取り組み始めている。そういっ

た意味で理念条例は現状の施策の裏付けともなり得ると考えている。

初期の公契約条例は、地域の運動から話が始まっていくことが多かった。最

低賃金の地域版を創設するような気運である。現在は、これらの運動を受け

て、世の中として働き方改革という考えや、あるべき賃金に関する考え方が

一般的になってきている。そのため、行政機関が主体的に公契約条例の制定

に取り組み始めてきていることである。色々と各自治体の事情は異なるが、

岡崎市の場合は、後者に該当するのであろう。

この条例を制定することによって、働き手側や地域を活性化させることが

目的の一つである。

理念型や条例型問わず、各条例の目的には温度差があると感じた。公契約条

例のそもそもの目的等を踏まえると、条例型を検討することも必要と感じ

る。岡崎市として条例の目的を明確にし、目的に合った内容にしていかなけ

ればならない。岡崎市が既に取り組んでいる内容の中で、人件費チェック制

度については、金額まで踏み込んでいると推察される。理念型にすることに
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藪谷委員長

朝日委員

よって目的が、この制度よりも低い水準になってしまうと受け止められる

可能性がある。これらの制度については、今後、研究を行う。繰り返しにな

るが、公契約条例の目的を明確にすることにより、場合によっては、条例型

の方が目的に合致している可能性もあると感じている。本条例の目的が、労

働者も納得できるようなものとなるような議論をしていきたい。

岡崎市として公契約条例の肝はどのようなところにあるのか、議論の中で

見出していきたい。その内容を条例に落とし込むのか要綱に落とし込むの

か等を整理していくうちに、自ずと方向性は見えてくるはずだ。

愛知県での話になるが、当初、愛知県側から話があった時に提示された内容

は、建設業協会の考えとは隔たりがあった。その後、愛知県の当局と話をし

つつ、建設業協会の実情等を踏まえ、別案を提示した。最終的に、当局が弁

護士や他の団体等の意見を集約し、皆が納得できるような公契約条例の制

定に繋がった。

岡崎市の公契約条例は、工事だけではなく、役務業務や設計業務等も対象と

想定されている。本来であれば、他の業界の方も参加していただけた方が良

いと感じるところであるが、その中でも最も大きい団体である建設業協会

が代表として呼ばれていると認識している。公金を使う契約、全てが公の契

約といえるであろう。

そもそも各市町村が、なぜ、公契約条例に取り組み始めたのかを理解する必

要がある。バブルがはじけたことから、内需拡大が推進されていたが、小泉

内閣の時にその方針が見直された。その結果、倒産する企業が増えた。つま

り、仕事が減ったのである。このような状況下に置かれた各企業は何を考え

るかというと、会社を成り立たせるためには、仕事が無ければならないと考

える。つまり、廉価であろうと厳しい条件であろうと、まずは仕事第一とな

る。その結果、平成22年、23年さらにその後少しの期間は、どの業界におい

てもダンピングや安売りが横行することになった。

そのような中で、公の契約には、ダンピング対策の一環としての役割が求め

られており、当時の公契約条例には、労働報酬下限額が設定されていたので

はないかと考えている。現状は、様々な産業が回復基調であり昔ほどではな

いが、競争環境は、依然として厳しい状況にある。厳しい競争環境の影響

は、直接的に携わる会社だけではなく、賃金や材料を始め、全てにしわ寄せ

が行く。

どれだけ環境が改善したとしても、このような問題は常に含んでいる。この

状況を認識し、理解してもらった上で、入札にも参加をしてもらいたい。こ

れらの理念を例示する形として、市長は、理念型を検討しているのではない

だろうか。条例を制定することにより、環境も変わってくるだろうし、皆さ

んそれぞれの意識も変わってくるだろう。

現在の岡崎市における入札制度の中では、総合評価方式により様々な条件

が設定されている。各社は総合評価制度の加点を取るために、切磋琢磨して



5

山中委員

伊藤部長

牧野副委員長

いるところである。この状況に加え、働き方改革や生産性向上が求められて

いる。ただし、世の中は人材不足である。建設業においても安い給料では、

働き手は集まらない。需要と供給のバランスを考えると、仕事が増えてきて

いる現状の表れといえるだろう。世の中は全てこのバランスによって成り

立っている。

公契約条例を制定することは、良い影響もあるとは感じているが、理念等を

認識した上で、制度等に踏み込まないと、公契約に携わる業界の足かせにな

る可能性を多分に含んでいる。

現在の時代の流れとしては、最低賃金を下回るような賃金や、厳しい労働単

価を強いられている人は極めて少なくなっている点も念頭に議論をしてい

ただきたい。

愛知県が平成28年４月に先行して理念型を導入しているところであり、岡

崎市の方針に対しても影響があると感じるがいかがか。

愛知県も当初は、条例型と理念型の両論で議論があった。労働報酬下限額を

盛り込むかどうかについて、杉浦委員からも御意見があったが、各自治体に

おいて、公契約条例制定が進まなかった要因の一つとしては、労働報酬下限

額の取扱いが大きいようだ。公契約条例の対象となる業務は、金額等によっ

て選定される。そのため、極端な話をすれば、公契約条例に該当する業務だ

け、労働報酬下限額を守るようになる可能性もある。このようなことが起き

ると、労働者からすれば、高い賃金の業務を行いたいと考え、経営者側は誰

をその業務に従事するか悩むことになる。最終的に全ての業務において、下

限額を守られるようになればこのような議論にはならないが、そこまで到

達するということは難しいと感じる。

公契約は私契約とは違う。私契約の考えでいけば、契約の原則は自由なの

で、一番安いところ等、好きなように契約を行えば良いものである。つまり

は、請負業者が従業員に支払っている金額や、下請け契約等については関係

が無くなる。一方で、公契約ではなぜ、これらのことが議論となるのか。そ

の例示として考えられることは、安い発注によって、品質が悪くなってしま

えば、税金を投入した結果としてふさわしくない。公契約の目的としては、

良い品質のものを調達しなくてはならないからだ。また、複数の事業者が受

注を希望しているわけであるので、契約過程の適切さや適性さが求められ

ている。特に、他の市町村において予定価格を事前公表していないようとこ

ろでは、談合が未だに行わられて、摘発がされているような状況もある。岡

崎市では、事前公表を行っているので、このような状況ではないが、公契約

の適正さは求められるべきであり、理解しやすい。

一方で理解しにくい点として、労働条件のことや下請けの金額等がある。市

の立場や公契約から導き辛い点と感じる。この点に関する経緯等を説明し

てもらった方が良いだろう。一例としては、入札監視委員会において、落札

率の低い結果として、最低賃金を割り込んでしまっているような労働者が
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朝日委員

籔谷委員長

事務局

いるのではないか等議論があり、最低制限価格制度が導入されていったこ

と等がある。その後でも、総合評価方式において、労働条件に踏み込むよう

になってきている。これらの経緯を市は説明した方が良い。

我々、民間事業者は公契約だけではなく、民間の契約も受注している。公契

約で働く者については、高い賃金を払い、民間の契約で働く者の給料は低く

ということになり、差が生じる。ただし、経営者は、実績や能力等を加味し

た上で、人を見て給料を考えている。これらのことを抜きに、仕事の内容だ

けを考えて、賃金を考えることは、経営側からすると、不可能であると言わ

ざるを得ない。

基本的には、公契約の目的を考えることが重要であり、下限額を設定するか

どうかのみを議論することは良くないだろう。問題点を認識し、様々な方面

の意見を集約し、議論を行えば、良いところで必ず合意ができるはずであ

る。

牧野副委員長の御指摘について、事務局の説明で、今後出てくるようであ

る。資料の説明に戻りたい。事務局から説明をお願いする。

資料に基づき、県内先進地の実施状況、岡崎市の公契約条例に関連した取組

実績及び条例制定までに検討するべき課題を説明した。主な説明内容は次

のとおり。

・愛知県内では、愛知県、豊橋市、碧南市、尾張旭市、大府市で公契約条例

が制定され、豊田市では「豊田市公契約基本方針」が制定されている。

・愛知県は、理念型条例である。

・愛知県は、下請けまで含めた労働環境報告書の提出及び賃金単価等の報

告を求めている。

・豊橋市は、労働報酬下限額を定めた条例型条例である。

・豊橋市は、労働環境報告書の提出は、元請のみである。ただし、労働報酬

下限額は下請けまで原則対象となる。

・碧南市、尾張旭市及び大府市は理念型条例である。

・豊田市の基本方針では、条例を制定していないが、様々な取組みを実施し

ていくこととしている。具体的には、賃金等の上乗せ等を行った企業に対す

る評価を入札に反映させる、企業と労働者双方に配慮した入札契約制度の

実現等である。

・岡崎市の取組事例の主な物は次のとおりである。

・ 平成26年４月から庁舎清掃業務及び樹木年間管理業務において総合

評価方式を導入し、「法令を上回る賃金の支払い」等を評価

・ 建設工事の総合評価方式において「中長期的な担い手確保」、「若年技

術者等の雇用」等を評価

・ 平成27年度から社会保険労務士が、対象事業者の労働環境を審査し、

改善するべき点があれば、提案する労働条件審査業務の実施。

・ 平成27年４月から低落札率の役務業務における人件費チェック制度
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藪谷委員長

伊藤部長

牧野副委員長

事務局

藪谷委員長

牧野副委員長

事務局

の実施

・ 平成29年１月に、定型的な業務の支払回数を増やし、受注事業者の資

金繰りの負担を軽減するため、支払回数の基準を制定

・ 平成30年４月に、庁舎等清掃業務で複数年契約を締結している案件

を対象とした賃金スライド制度の導入

・条例制定に向けた課題として、以下の点が想定されている。

・ 理念型条例にした場合、理念だけを定めた条例にするべきか、愛知県

と同様に受注事業者から書類提出等を求める形にするべきか。

・ 条例や要綱に具体的にどのような内容を盛り込むべきか。

・ 指定管理者制度を条例の対象とするべきか。

指定管理者制度について、事務局に簡単な説明をお願いする。

指定管理者制度は、地方自治法が改正されたことによって、公の施設を民間

事業者が包括的に管理することが可能となった制度である。一般的な委託

は、清掃業務や窓口業務等を別々に発注となるが、指定管理者制度は、公の

施設の維持管理に必要な業務を包括的に実施することができるようにな

る。また、使用許可等の行政処分を行うことも可能となることも特徴であ

る。

岡崎市の取組みにおいては、落札率が低い様な案件について、想定されてい

る場合が多いようだが、公契約条例の対象はもっと上の次元であり、対象が

広くなる。ちなみに入札監視委員会では、労働環境等について、議論を行っ

ているのか。

労働環境まで、具体的には踏み込んでいない。

入札監視委員会では、人材不足や持続可能性についての議論は行っており、

間接的には賃金や労働環境について、議論している状況である。建設業につ

いて、特に問題視している点として、入職者が少ない点がある。建設業のよ

うに技能を継承する必要がある仕事においては、非常に大きな問題である。

この問題を解消する方法の一つとしては、賃金を上げることによって人を

集めるという考え方もある。そうなると、労働者側と経営者側の方向性は全

く異なるわけではない。

理念型の中でも愛知県の様な形が求めていくのだろうか。私の感覚として

は、労働報酬下限額を定めなくても、労働環境報告書を提出させることは大

きな効果が期待できると感じるため、愛知県の実際の実施状況を確認する

必要がある。事務局の方で確認しておくこと。また、どの金額以上を対象と

するかを議論するに当たって、岡崎市における受注金額のうちどれくらい

が対象となるか、割合等を示していただかないとイメージし辛い。

愛知県の建設工事における特定公契約の対象は、議会案件である予定価格

６億円以上である。岡崎市の議会案件の場合だと、予定価格１億５千万円以

上となり、平成29年度に予定価格１億５千万円以上の工事は９件あった。平

成30年度は、13件程度を予定している。
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牧野副委員長

事務局

牧野副委員長

伊藤部長

藪谷委員長

杉浦委員

藪谷委員長

伊藤部長

藪谷委員長

杉浦委員

事務局

山中委員

事務局

山中委員

事務局

伊藤部長

朝日委員

建設工事の総合評価方式となる金額の基準はいくらか。

土木一式工事と建築一式工事は８千万円以上、その他の工事は６千万円以

上となっている。

他の自治体では５千万円等ばらつきがある。各自治体はどのように金額を

決めているのだろうか。

対象金額に関する資料と、ある程度大きな業種ごと、金額によってどれくら

いの案件があるのかまとめた資料を次回の会議までに準備する。

公契約条例が制定された場合、岡崎市内の事業者のうちどれくらいの人が

対象となるのか、イメージしたいところではある。

入札制度と公契約条例が非常に密接な関係であることが、よく理解できた。

様々な入札制度が講じられている中で、公契約条例に基づいた新たな取組

みが追加されるとするのであれば、労働者や企業にとって負担が増えるよ

うに感じる。新たな制度を追加するだけなのか、それとも現状の取組につい

て無くすことが可能なものは無くすという考え方なのか。

現状の取組と公契約条例の理念は重なる点はある。ただし、公契約条例の方

向性が定まった後に、現状の制度はこのままで良いのか、議論する必要があ

るだろう。

同じことを重ねて行うことは無い。公契約条例が定まり、現行制度を行うの

であれば、条例に基づいた実施と位置づけられることになると考えている。

現状は、眼前に差し迫った問題に対応するための制度と言える、その時々の

状況によって、改変されている。一方で、公契約条例が制定されると、大き

な枠組みの中に制度が位置づけされることになる。位置づけが明確になる

ことによって、その理念が浸透されていき易くなると考えられており、労働

現場へ周知する効果も期待されている。

現行制度の多くが補完されることを前提とした条例となるということで良

いか。

そのように考えている。

他自治体では、市内業者の保護について、踏み込んでいるが、岡崎市はどの

ように考えているか。

岡崎市は現状でも、市内業者への優先発注を行っている。また、総合評価方

式においても、市内事業者の方が点数を取りやすくなるような配慮を行っ

ている。

制度として、存在しているようだが、条例で踏み込むのか。

制度として存在しているが、条例に載せることも可能と考えている。

現行制度が上手に公契約条例に結びついていくと、公契約条例に基づいた

制度運営が可能となる。そのためには、現行制度がどのような内容であるか

まとめることが重要であろう。

業界の立場として、大きく認識していただきたい点として、元請と下請の存

在がある。下請に出す際には、下請から見積書が提出され、元請としての実



9

藪谷委員長

朝日委員

事務局

牧野委員長

伊藤部長

藪谷委員長

山中委員

朝日委員

藪谷委員長

杉浦委員

行予算と予算書を付け合せて、金額を算定する。一次下請に対してであれ

ば、元請として、話をすることが可能であるが、一次下請と二次下請の関係

については別である。その点は、認識していただきたい。

この点が下請までの書類を求める場合において、非常に大きな問題となる

だろう。条例でこの問題について、踏み込んでいくと下請が仕事を受けてく

れなくなる可能性が出てくる。昔と違い、仕事がある程度存在している状況

であると、条件が良い案件を選ぶことが可能となってしまうからだ。全ての

産業における商習慣であるので、認識していただき、検討していただきた

い。

先進地の実務面について、事務局で調査を行って欲しい。また、豊田市が、

公契約条例に寄らないで、なぜ、公契約基本方針としたのかも確認したいと

ころである。

機械警備業務がどこの自治体でも対象外としているが、どのような考え方

なのか。

初期投資として機械費用が多く、人件費が少ないという考えと推察される。

下請について、二次や三次まで入っているか議論する必要があると感じる

ため、資料を作成していただきたい。

次の会議までに作成する。

建設業以外の業種について、情報を伝えていくことも重要であるので、山中

委員には商工会議所の中で、意見を集約していただけるとありがたい。

話をすることは可能であるが、建設部会以外では、認識度が低いと推察され

る。

部会に話を下すと時間がかかってしまうであろう。

組織としての見解とまでは言わないが、可能な範囲で情報を伝えていただ

きたい。

杉浦委員や清水委員におかれては、他の地域との交流があった際等に、情報

を得ていただけるようお願いする。

会議後にお気づきの点があれば、事務局にメール等で連絡し、情報提供を行

っていただきたい。

冒頭の提案が理念型とのことあるが、豊橋市は条例型で運用を行っている。

豊橋市の地域協議会の人と公契約条例について話を聞いたところ、それぞ

れの組織の事情がある中で、議論していくことが問題となっていたようだ。

そのような中で、なぜ、条例型を制定できたのかということである。私たち

の運動としては、賃金が保証されていることが、運動の一つであり、労働者

に対するセールスポイントである。賃金は、下請、作業内容、特殊要因や人

事的な観点によって単価が異なる。その中でも、最低でもこれだけの金額は

払っている額が存在しているわけである。その額は、最低賃金ではなく、も

っと高い水準でないと、人を集めることも難しい。これらの事情についてど

のように対応したのか、事務局から豊橋市に確認をしていただきたい。理念
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事務局

杉浦委員

牧野副委員長

藪谷委員長

牧野副委員長

藪谷委員長

型ありきではなく、掲げる目的に即し、納得した形で議論していきたい。

豊橋市に確認する。岡崎市内においては、中小企業が多い実情がある。また

世の中は最低賃金が上昇してきている中で、それを上回る賃金の支払いを

求める点については、中小企業にとっては辛い状況になると推察される。も

ちろん労働者の労働環境を良くしたいという思いはあるので、バランスが

難しいところである。

豊橋市では52業種の賃金について下限を定めているようだが、実際の運用

を行っていく中での問題点が何かしら出てきている可能性がある。その点

は、確認していただきたい。

条例の大まかな内容を議論した後に、細則の内容に踏み込んでいくのか、そ

れとも同時に議論していくのかを明確にした方が良いと感じる。

事務局案として、条例で扱うべき内容なのか、細則で扱うべき内容なのか、

色分けをして欲しい。今回提供されている資料の公契約条例様式例の第６

条以降の内容などは、総合評価方式で採用されている内容も多いが、これら

の内容を細則に規定するべき内容なのか等、審議を行っていく必要がある

だろう。

条例に盛り込んだ場合、改正する場合は、議会での審議が必要になり、細則

では、そのようなことは無い点等も踏まえた方が良い。

理念だけの条例だと、実効性が薄れていくことになる。そういった意味でも

バランスが大切である。朝日委員が発言されたような内容についても、各自

治体はそれぞれ対処してきているはずである。その内容を事務局は、確認し

ていただきたい。

以上で本日の審議は、終了とする。


