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平成30年度 第２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10月９日（火） 午後２時～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５） 副委員長 牧野 守（弁護士）

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 欠 席 委 員 委員 中村 孝弘（愛知県労働者福祉協議会岡崎・額田支部 支部長）

５ 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

６ 傍聴者 １名

７ 概 要

⑴ 新委員について

清水俊治委員から中村孝弘委員に変更となった旨が報告された。

⑵ 総務部長あいさつ

⑶ 主な検討内容（審議内容の詳細は次頁より記載）

・岡崎市入札契約制度の概要

・公契約条例に係る資料説明および審議等

⑷ その他

・次回の検討会議については、平成31年２月13日に開催することとなった。

・平成30年12月末までに各団体は、意見書を作成し、事務局に提出することとなった。
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＜主な審議内容＞

発言者 内容

議題１ 岡崎市入札契約制度の概要について

事務局

杉浦委員

事務局

藪谷委員長

朝日委員

事務局

山中委員

事務局

藪谷委員長

資料に基づいて、岡崎市における入札契約制度の概要について説明した。主

な説明内容は次のとおり。

・主な契約の種類としては、「一般競争入札」、「指名競争入札」及び「随意

契約」の３つがある。

・品質の確保又は不当に低い価格での落札の防止等のために、「最低制限価

格制度」、「低入札価格調査制度」及び「総合評価方式」等を適用させて、調

達を行っている。

・設計金額が130万円以下の建設工事は、発注担当課において紙による随意

契約を行っている。設計金額が130万円超の建設工事は、契約課において電

子入札を行っている。

・設計金額が50万円以下の建設コンサルタント等業務は、発注担当課にお

いて紙による随意契約を行っている。設計金額が50万円超の建設コンサル

タント等業務は、契約課において電子入札を行っている。

・設計金額が150万円以下の役務業務は、発注担当課において紙による入札

又は随意契約を行っている。設計金額が150万円超の役務業務（一部の業種

では50万円超）は、契約課において電子入札を行っている。

・契約課で調達を行う建設工事、建設コンサルタント等業務及び役務業務

は、原則として、「最低制限価格制度」又は「低入札価格調査制度」が適用

されている。

総合評価方式においても、最低制限価格制度等が適用されているという認

識でよいか。

総合評価方式においては低入札価格調査制度が適用されている。なお、総合

評価方式では、金額以外の評価点が高いと、金額が最も安い参加者でなくて

も落札することができる場合がある。

総合評価方式では、企業の能力、配置予定技術者の能力、社会貢献、地域貢

献や地域精通等、多様な内容を評価している。そのため、金額を逆転した落

札もしばしばある。また、制度として、広く認識されてきているところと感

じている。

建設工事、建設コンサルタント等業務、役務業務の３つで岡崎市が発注する

内容は網羅しているのか。

物品は例示していない。主な調達内容として理解していただきたい。

最低制限価格制度の適用外とされている案件については、極端な例で言え

ば、１円等で受注できるということか。

発注担当課で判断を行うが、その金額では、履行できないことは明白である

ため、通常ではあり得ないと考えている。

30年ほど前にシステム業務が導入され始めた頃には、しばしばそのような
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事務局

朝日委員

事務局

状況が見受けられていた。現在はどうか。

現在も違法ではないが、そのような状況はなくなってきている。

公契約条例を制定することによって、極端な金額による入札は条例に違反

すると考えることができる。今後は、様々な制度が整備され、このような金

額では受注できなくなってくるという理解でよいか。

御理解のとおりで良い。条例の理念の一つは、このような受注を防止するこ

とである。

議題２ 公契約条例に係る資料説明及び審議

事務局

藪谷委員長

杉浦委員

事務局

藪谷委員長

牧野副委員長

事務局

藪谷委員長

資料に基づき、愛知県内先進自治体調査状況について説明した。主な説明内

容は次のとおり。

・愛知県、豊橋市及び碧南市に対して、現況についていくつかの質問を行

い、回答を得た。

労働環境報告書や、豊橋市で実施している労働報酬下限額のこと、又は愛知

県が実施している賃金単価及び報酬単価の支払い状況等については、岡崎

市でも論点となってくる内容である。

豊橋市は、愛知県下で先駆けて労働報酬下限額を制定しているが、条例制定

時の問題点は把握しているか。前回の会議の中で、労働組合側としては賃金

保障型が望ましいと述べたが、経営者側からすると仕事は公共事業だけで

はないということを起因する問題点が大きいとの指摘があった。それは、理

解できるところである。これらの問題を含め、豊橋市ではどのような対応を

行ったのだろうか。

具体的な内容については、把握していない。ただし、当時の豊橋市長の公約

で強く推進されていたという側面はあった。

賃金保障型を制定する自治体は、首長が賃金保障型にしたいという思いが

強い傾向があると感じている。また、リーマンショック直後に制定している

時代背景も要因としてあるのではないだろうか。

愛知県では、労働環境報告書において「×」がついていた場合の対処方法に

苦慮しているようだが、「愛知県公契約条例に係る労働環境の確認措置に関

する事務取扱要領」に対処方法が定められていないことが原因と考えてよ

いか。

可能性はある。労働環境報告書に「×」が記載されていた際の対処方法は、

検討課題である。

岡崎市では、労働条件審査という制度を既に実施している。その審査の中

で、労働基準法に触れる可能性がある事案が出てくる場合がある。その際に

は、対象企業が社会保険労務士と相談しながら改善するようにしている。こ

の対応に準じた対応になるのではないか。あくまでも岡崎市から労働基準

監督署へ通報することが原則ではなく、会社から必要に応じて労働基準監

督署に相談をするように対応を行っている。

岡崎市は受注者に対して、どれだけ改善されたかを確認することが主であ
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牧野副委員長

事務局

藪谷委員長

朝日委員

藪谷委員長

事務局

事務局

藪谷委員長

事務局

事務局

藪谷委員長

事務局

り、指導は労働基準監督署の範疇と理解した。岡崎市としても、労働環境報

告書に「×」が付いていた場合の対応は考えないといけない。

愛知県では、社会的価値の実現について、項目を増やしてほしいという要望

があるとのことだが、具体的な内容は把握しているか。

把握していない。

愛知県では、社会的価値の実現について、かなりの項目を対象としている中

で、さらにどこに着眼しているのか、興味深い点である。

元請も下請も働き方改革を必死に推進している中で、労働環境報告書で

「×」が付いた書類が出てきたという事実は、残念である。

豊橋市の役務業務が増加しているように見受けられる。これは、条例が定着

している表れと考えられるのだろうか。

役務業務は複数年契約で発注することがあり、年度によって発注量に差が

生じやすいため、件数に変動があったと推察される。

資料に基づき、労働環境報告書の提出範囲について説明した。主な説明内容

は次のとおり。

・愛知県では、建設工事及び役務業務について、元請事業者と全ての下請事

業者から提出を求めている。

・豊橋市では、建設工事、役務業務及び指定管理について、元請事業者から

提出を求めている。

・碧南市では、建設工事、役務業務及び指定管理について、元請事業者と全

ての下請事業者から提出を求めている。

・そのほか、他県の中核市等の状況を説明

豊橋市は元請のみを対象としているが、下請を含めた全業者を対象として

いる団体が多いようだ。また、指定管理も対象とする団体も多いと感じる。

一方で、秋田市は建設工事を外しているが、理由は把握しているか。

把握していない。推測ではあるが、役務業務は、一般的に賃金水準が低い傾

向にあるため、そちらに特化しているのではないだろうか。

資料に基づき、過去３年間の岡崎市における発注件数等ついて説明した。主

な説明内容は次のとおり。

・過去３年間分の、建設工事、建設コンサルタント等業務及び役務業務につ

いて、設計金額別にまとめた。

・愛知県内先進自治体の実施状況に当てはめた場合の対象件数を試算した。

直近の実績を確認し、目に付く点として、役務業務は定型的な内容が多い点

がある。公園や街路樹の管理や、クリーンセンターの管理等である。その

他、過去３年間について、変動の要因等を含めた概略を説明してほしい。

建設工事では、東岡崎駅のペデストリアンデッキや乙川人道橋等の大型事

業に関連した工事が多く発注されている。建設コンサルタント等業務でも、
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藪谷委員長

事務局

藪谷委員長

牧野副委員長

藪谷委員長

杉浦委員

事務局

山中委員

杉浦委員

事務局

同様に岡崎市の主要事業に関連した内容のものが多く発注されている。一

方で役務業務については、清掃業務等で一部複数年にわたった発注がされ

ているが、全体としては、毎年度発注される内容が多い。

役務業務は一定の内容が発注され続けるようだが、建設工事や建設コンサ

ルタント等業務は、市の方針によって変わるようだ。

今後は、下水や水道の耐震化及び老朽管の交換等又は、学校を始めとする施

設の長寿命化や建替えに関連する案件が増えてくるだろう。

成熟都市に共通する全国的な特徴といえよう。過去の案件を見ていると、そ

れらの状況が見えてくる。このような岡崎市の特徴も踏まえつつ、他の自治

体の基準に機械的に当てはめるとどのようになるのか、確認した訳である。

建設工事について平成29年度の実績で確認すると、６億円以上である愛知

県に合わせた場合であれば３件が対象であるが、碧南市や尾張旭市の５千

万円以上を対象とすると72件となる。また、１億５千万円以上の豊橋市であ

れば、11件である。どこに金額の線引きをするかによって、対象件数が大き

く変わってくる。

建設工事の件数を見て、率直に感じるところとして、１億円をラインとする

ことが現実的と感じる。

労働環境報告書の提出範囲や建設工事における、金額の線引きをどこにす

るかは、特に重要な課題であると感じる。

対象範囲が広いことが望ましいが、行政側の管理や建設会社への影響も考

慮しなくてはならない。一番良い落としどころを今後、検討していきたい。

資料に基づき、労務単価の比較について説明した。主な説明内容は次のとお

り。

・岡崎市は労務単価に基づき、積算を行っている。

・建設工事、建設コンサルタント等業務及び建築保全業務を比較すると、建

設コンサルタント等業務の設計単価が最も高く、警備員や清掃員の金額が

低い。

清掃員や警備員は経験年数によってかなり違うことが目に付いた。

入札制度の中で確認したい点がある。総合評価方式や最低制限価格制度に

ついては、理解しやすいところであるが、低入札価格調査制度については、

下回った場合に調査をして落札するということであるので、ダンピング受

注を防止する効果は少ないと感じる。ダンピング防止においては、金額は非

常に大きい要素である。労働会としては、低入札価格調査制度について、違

和感がある。

総合評価方式では、地方自治法上、最低制限価格制度を適用させることがで

きない。そのため、あくまでも調査を行った上で判断を行うことになる。平

成30年度は３件の調査が発生し、いずれも失格とならず、落札した。また、
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杉浦委員

藪谷委員長

事務局

牧野副委員長

朝日委員

牧野副委員長

事務局

藪谷委員長

山中委員

事務局

藪谷委員長

事務局

低入札価格調査制度においても、失格基準があり、公契連モデルの95%の金

額を下回ると、落札できなくなる。

調査の結果、企業努力によって品質は確保され、賃金へのしわ寄せもないと

判断したと理解した。

公契連モデルについて、説明をしてほしい。

公契連モデルは「中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」と言われて

いるもので、国の低入札価格調査を行う価格を算定する際の基準となるも

のである。直接工事費の97%、共通仮設費の90%、現場管理費の90%、一般管

理費等の55%を足し合わせた金額となる。以前と比較すると、予定価格に対

して高い水準となっており、ダンピング防止効果は高まってきている。

低い価格が出せる企業は、長期間の経験によるノウハウを持っており、独自

の仕入れルート等を保有しているような優良企業であるという認識があっ

た。そうであれば、低い価格で良い品質を上げることができるのではない

か。

その認識は、誤解と言わざるを得ない。ダンピングとなるような状況は需要

と供給のバランスが崩れている状態である。このような状態になると、どの

ような業態であっても、過当競争が始まってしまう。仕事の絶対量が減って

くると、企業としては、何としても仕事が欲しいという思考にたどり着く。

そうすると競争はあっという間に進み、落札率が50%程度まで落ち込んだ時

代もあった。野田市が条例を制定した時代では、これらの制度がそこまで浸

透していなかったため、公契約条例でダンピング受注を排除しようとした

のではないだろうか。公契約条例を始め、総合評価方式、最低制限価格制度

等の仕組みが大切であり、間違いなく必要である。

最近の入札傾向としては、どのような状況か。以前と比較して、経済が回復

基調にあり、落札率は高止まりしてきており、総合評価方式においても価格

は下がっていなかったように感じているが。

全体的に落札率は上昇傾向である。全国的には無難な値と認識している。ま

た、低入札価格調査の件数は少なく、今年度数年ぶりに実施した状況であ

る。

人手不足が傾向としてあり、入札不調も頻発している。逆に特定の工事には

たくさんの業者が参加しているといった状況も特徴的である。

総合評価方式における評価内容について、公平性や透明性はどのように担

保しているのか。

学識経験者の意見を聞いて定めている。市が独自に定めている訳ではない。

配点も固定的ではなく、評価するべき項目があれば追加する等の対応を行

っているようだ。

資料に基づき、公契約条例案について説明した。主な説明内容は次のとお

り。
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藪谷委員長

牧野副委員長

事務局

藪谷委員長

朝日委員

杉浦委員

事務局

藪谷委員長

杉浦委員

・建設工事、役務業務及び指定管理を対象としている。

・労働環境報告書を元請事業者及び全下請事業者から提出を義務付けてい

る。

条例は基本法として骨組みのようなもので、数値等はない。規則で特定公契

約の対象となる金額等を定めている。要綱で労働環境の確認に関する具体

的な内容まで踏み込んでいくような構成となる。

直前に資料が差し替わったが、変更点は何か。

指定管理の内容について、変更した。これは、指定管理の所管課である行政

経営課と協議をしている中で、お示しさせていただいた内容に変更させて

いただいた。指定管理では、少額な下請契約が多いという特徴があり、発注

者、受注者双方の負担が大きいと判断したため、規則で定めた範囲に限定す

るとさせていただいた。

今回の、事務局案について、今日だけの審議で議論を尽くすのではなく、来

年２月に予定されている次回の会議と合わせて、議論していきたい。ただ

し、次回の会議の議論が終わった段階では、案がまとまっている状態にした

い。

指定管理においては、少額な下請は対象外とするという観点とのことだが、

建設工事においても、同様に少額の下請は存在している。指定管理につい

て、この理由で下請を対象外とするのであれば、建設工事でも言えてしま

う。全ての建設業を当てはめるのであれば、議論が必要である。特に、建築

工事では、相当な業種が入ってくると聞いている。指定管理と事業者も市の

業務を請け負ったという点において、同列に扱って欲しいと感じる。

条例の目的に「市民に提供されるサービスの品質の確保及び事業者の社会

的責任」という表現があるが、「市民に提供されるサービスの充実」という

言葉を入れていただきたい。そのほかの表現においても品質だけではなく、

充実という表現にしていただきたい。また、「最低制限価格制度及び低入札

価格調査制度の活用」という表現があるが、活用よりもより強い表現、例え

ば「遵守」等を用いた方が、良いと感じる。総合評価一般競争入札等が適切

に活用という表現もあるが、同様である。

岡崎市の入札を契約課が全て行っている場合は、良いのであるが、現状は人

員等の問題もあり、一部の役務業務を担当課が行っている。担当課で実施す

る入札においては、最低制限価格制度等を運用していない。そういった意味

でこのような表現になっている。

条例は契約にかかわる全ての内容にかかわってくるため、表現がある程度

限定されてくる。規則で、細かく指定するといった構成である。

表現方法については、すぐには決めることはできないので、他の自治体の表

現等を参考にすることは重要である。ただし、発言された内容の趣旨は理解

する必要がある。

細かいところであるが、条例で表現されている字句について、統一されてい
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ないところがあるので、修正をしていただきたい。

第１回の会議では、労働会としては、賃金保障型の公契約条例を求めること

が第一の意見としており、今もその思いは変わるところではないが、建設業

の実情や実態等もあるので、まずは、条例案でも示されているように、最低

制限価格制度や低入札価格調査制度をしっかりと表現していただき、ダン

ピング受注を防止する効果を持った条例にしていただきたい。また、対象金

額については、低ければ低いほど良いという思いもあるが、受注者と発注者

双方の事務量の増加もあるため、さきほど、牧野副委員長が発言されたよう

に建設工事においては、１億円以上ということも妥当と感じる。

役務業務について、業種を４つに絞った意味を説明していただきたい。

庁舎等清掃業務や警備業務については、労働条件審査を実施し、その中で労

働者の賃金調査を行った。その結果、ほかの業態と比較して低い水準である

ことが分かった。また、中小企業庁が発行している「官公需契約の手引」の

中においても、人件費が低い業種としてこの２業種が例示されているため、

対象としている。受付案内業務については、本庁舎を始め、各施設の核とな

る市民サービス業務であり、特に高い業務品質が求められると判断し、対象

としている。樹木管理業務については、他市でも対象となっていることが多

いことに加え、本市においても、多数の発注があり、市内業者を対象として

いることから実効性が高いと考え、対象としている。

豊橋市と比較すると、給食補助業務が無いようだが、なぜか。

岡崎市では対象となる業務が無い。

碧南市では給食配送業務が対象となっているが、入れていないのはなぜか。

岡崎市でも給食配送業務は発注しているが、数年に１度であり、頻度が少な

いことから、対象外としている。

人材派遣業務を対象としていないが、なぜか。

件数が非常に少ないため、対象としていない。

件数等を把握しながら、規則で対象業務を変更することは可能か。

可能である。

状況に応じて、対象を拡大することができるということと理解した。他の先

進自治体との比較の続きとなるが、碧南市の廃棄物、資源等収集運搬業務が

外れている理由は何か。

岡崎市では契約課での調達ではないという点と愛知県や豊橋市では対象と

なっていない点にまずは着眼し、外している。

対象とするかしないかの判断基準は何か。

発注件数と全体的な作業ボリューム等を勘案している。

ごみ収集等もこの業種に入っているのか。

入っている。

廃棄物については、気になるところであるが、引き続き、検討したい。

本日の会議内容を、役員会等で議論すると様々な意見が出る。そうすると追
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加で、必要な資料等が出てくると考えられるが、その場合は、事務局に伝え

ればよいか。

必要に応じて伝えていただきたい。

全体の論点としては、すこしずつ軌道に乗ってきたと感じる。特に、指定管

理者の扱いを特別にすべきか、そのあたりは、行政の中で話すだけではな

く、場合によっては、建設業の姿に指定管理が合わせるべきという観点持っ

て検討して欲しい。仮に別の扱いにするのであれば別の扱いにする根拠が

必要である。

労働環境報告書の提出範囲をどこまでとするのか、役務業務の対象はこれ

で良いのか引き続き議論が必要だ。また、既存の制度を原質として、理念型

であっても実効性を高めることができる。そのあたりのことを総合的にど

うしていくかということが課題である。

一方で、建設業界では、働く現場の方の労働環境が主であるが、業界として

もこれを機に長期的な生き残り策、特に人手不足の中でこれが個別に行う

と共倒れとなってしまうため、公契約条例を業界にとっての一つのルール

として、上手に活用するという話もあった。

次回の会議までには、例えば、１月末までには御意見等を文書で出していた

だいたほうが、議論がしやすいと感じる。その内容をもとに、事務局が論点

や話の順番を整理したほうが良いだろう。

承知した。次回の会議の日にちを決めさせていただき、そこから逆算して御

意見をいただく期日を決めたい（次回会議は平成31年２月13日となり、資料

の提出は平成30年12月末となった）。

以上で本日の審議は、終了とする。


