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平成30年度 第３回岡崎市公契約条例検討会議 議事録

１ 会議の日時 平成31年２月13日（水） 午後２時～午後３時50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 中村 孝弘（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

５ 傍聴者 １名

６ 概 要

⑴ 総務部長あいさつ

⑵ 主な検討内容（審議内容の詳細は次頁より記載）

・岡崎市公契約条例修正案について

・労働環境報告書の提出対象について

・特定公契約受注事業者の事務手続きについて

⑶ その他

・次回の検討会議については、平成31年４月24日に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 岡崎市公契約条例修正案について

事務局

杉浦委員

藪谷委員長

朝日委員

杉浦委員

藪谷委員長

杉浦委員

事務局

杉浦委員

事務局

杉浦委員

事務局

朝日委員

資料に基づいて、岡崎市公契約条例修正案について説明した。主な説明内容

は次のとおり。

・第２回検討会議で意見があった内容が反映されている。

・岡崎建設協会より書面による意見の提出があった。

・愛知県の公契約条例では、賃金・報酬単価の報告を行っているが、岡崎市

においては、実施する予定はない。

第７条に「意見聴取等を行うものとする」と表現があるが、意見聴取だけで

はなく、関係団体と協議の場を設けることができるようにすることは可能

か。意見聴取だけであると、意見を聴くだけのような印象を受けてしまう

が、そうではなく、意見を聴いた上で協議ができる場が必要という考えであ

る。このような意見は反映させてもらえるのだろうか。

この場で意見を出していただければ良い。協議の場を設けると意見が提案

されたがいかがか。

協議の場は、意見を出した団体と市が行うというイメージなのだろうか。

学識経験者、事業者その他関係団体を含めた場というイメージである。

協議の場の出席者や扱い等については、条例制定時には規則等で定める必

要があろう。まずは、協議の場が必要かどうかという点について、議論をお

願いしたい。

事案によって、人選が行えるようなある程度柔軟な組織が望ましいと感じ

ているが、今回の提案の趣旨としては、意見を聴くだけではなく、協議の場

が欲しいという思いである。条例に記載がある人以外も呼ばなくてはなら

ない事態もあり得ると考えている。

決定事項や規定等を定めた場合に、その内容を変更したいときは、協議の場

で同意を得ないといけないような位置付けとするのか、それとも意見聴取

の延長線上と考えていいのか。

全てを諮るというよりも、重要な内容について、諮るというようなイメージ

である。

その判断は、どこで行うべきであろうか。また、協議の場を内規や運営規則

等で定めるべきだろうか。それとも、意見聴取の延長線上として、ただ意見

を聴くだけではなく、より広く意見を聴く場として、協議の場が存在するこ

とを明記するべきという考えだろうか。

後者の考え方が近い。逆に規則等を定めると、その規則等の要件に縛られる

可能性があり、協議がし辛くなるようなことを懸念している。

意見聴取の延長線上として、条例上に協議の場を表現することにより、その

場が存在していることを前提に、市も行動していくことになる。

条例が決まった後の、審議については、議会で行うと認識している。そのた
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事務局

朝日委員

藪谷委員長

牧野副委員長

藪谷委員長

事務局

藪谷委員長

事務局

め、内容を変更する場合は、我々の手を離れて議会に委ねられるのではない

のだろうか。

条例を改正する場合は、市が原案を作成することが一般的である。原案を作

るためにこの検討会議のように、協議を行っていくことは、問題ない。

最終決定権は議会にあるということで理解した。

意見聴取というと一方的に意見を聴かれるような印象を受けるが、自分達

からも意見が言える場が必要である。一方で、実際に運用しないと分からな

い問題が、当然あるだろう。そういった面でもコミュニケーションを図る場

が必要と考えられる。また、現時点でその場をルール等により固く縛ると自

由度が薄れるという点も念頭に置く必要がある。

愛知県公契約条例第10条に、関係団体との協議の場を設けるという表現が

ある。この表現は、色々な意味合いで読み取れる。県と関係団体のみでの協

議の場を設けると読める一方で、関係団体を一同に集めた協議の場とも読

める。杉浦委員も先ほど言っていたが、一同に集めた場の方がより設置の趣

旨がはっきりするだろう。

事務局としての意見をお願いする。

その他関係団体を含めて意見を聴取する場を設置するという内容を追加し

た形で条例案を修正したい。修正した文案は市役所内部で、表現方法等を精

査した上で、お示ししたい。

協議の場を設置する趣旨については、事務局も理解したということで良い

か。

そのとおりである。

議題２ 労働環境報告書の提出対象について

事務局

藪谷委員長

資料に基づき、労働環境報告書の提出対象について説明した。主な説明内容

は次のとおり。

・前回の会議において、事務局の説明が悪かったことによって、朝日委員よ

り指定管理の労働環境報告書提出対象について、建設工事及び業務委託と

取扱いが異なっていると御指摘があった。改めて、朝日委員に金額を含めて

同じ取扱いとしている旨を説明させていただき、御了解を得た。

・前回の会議において、建設工事の金額は、１億５千万円ではなく、１億円

が妥当と御意見があった。事務局としても、対象金額を引き下げ、対象件数

を増やすことは、非常に意義があると理解している。しかし、岡崎市では独

自の取組みとして複数名の職員が現場に出向き説明会を行い、下請を含め

た労働者に直接公契約条例の制定の目的等を説明する予定である。そのた

め、対象公契約の件数、人員及び説明会に関する調整等を総合的に勘案し

て、まずは、１億５千万円から始めさせていただきたい。

建設工事の対象金額について、審議したい。第一線で働いている労働者の方

の現状を反映したような労働環境報告書が理想であるが、現実的に実施が

できるかどうかが問題となるというわけである。さらに岡崎市では、公契約
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山中委員

事務局

山中委員

事務局

朝日委員

事務局

朝日委員

事務局

朝日委員

事務局

事務局

藪谷委員長

山中委員

の現場で働く方たちへの周知を図るために現場へ出向くという取組みを想

定しているため、その点も考慮すべきとのことである。

現場説明会に必要となる人員体制が問題の一つと感じる。仮に設計金額が

１億円となると、建設工事については、1.5倍程度の件数となるようだ。そ

うなると、今の人員で回すためには、現場に行く人員を減らす等の対応が必

要となる。そうなってくると説明の趣旨が徹底されないことや、十分な業者

との対話が行えなくなる。このようなことが懸念されているということで

良いか。

そのとおりである。

回数だけを見ると、基本的には、現場で１回説明を行うだけであるので、そ

こまでの負担とも感じない。ただし、人員の問題としては、大きいというこ

とであろう。岡崎市と同規模の自治体では、どれくらいの金額が対象となっ

ているのか。

１億円以上を対象としている団体もあれば、１億５千万円以上を対象とし

ている団体もある。ただし、現場での説明会を実施している団体はないはず

である。また、下請の件数も非常に多い状況も把握している。１億円にする

ことによって、膨大な事務となることが懸念されている。まずは、１億５千

万円からお願いしたいと考えている。

現場での説明会の対象は、下請も含めるのか。

下請も含めて説明会を行うことを想定している。労働者を一度に集めるこ

とが可能であれば、１回で済むが、場合によっては、２回行うことも考えて

いる。

説明会を行う時間帯の想定があるのだろうか。

朝や日中等を想定している。

説明会は、会社で行うのか、現場で行うのか。

現場事務所を想定している。

労働環境報告書を下請企業も含めて提出していただくことを想定している

訳であるが、当然、ここに記載された労働条件を理解し、守ってもらう必要

がある。労働環境報告書を提出してもらうだけでは、実効性が分かりにく

く、先進他都市でも問題視されつつあるようだ。事務局としては、一歩踏み

込んだ対応をという考えの基、現状の案となっている。

回答を作成する担当者のみに書類が行き、書かれる側の労働者は大変なま

まという状況が懸念される。事務局としても、そのような結果となるのであ

れば、事務を増やしているだけとなってしまうと考えるわけである。そこ

で、現地で説明を行い、現実に働いている方に条例の趣旨を伝えることが本

旨であるということだ。説明会だけではなく、チラシやポスター等を掲示す

ることも同時進行で行うとより良いだろう。

全労働者が参加できる候補日を選定することは、かなり大変だと感じるが、

そこを意識して、説明会は２回行うことを想定しているのか。
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事務局

牧野副委員長

杉浦委員

藪谷委員長

事務局

藪谷委員長

中村委員

事務局

中村委員

事務局

中村委員

事務局

朝日委員

どうしても参加できない方がいた場合は、申し訳ないが、書類を配布するこ

とで替えさせてもらう想定である。

建設工事だけを比較すると、１億５千万円と１億円では、対象が３倍程度増

加している。また、事務局が用意した発注時期の資料を確認すると、１億５

千万円以上の建設工事は４月から６月までの期間に集中しており、その特

定の時期の件数が３倍になると想定されるわけである。これらを勘案する

と、１億円まで下げることは、現実問題として処理しきれない可能性がある

と感じる。

前回の会議では、数字や他市との比較を勘案して、１億円が妥当と発言をし

た。岡崎市では、説明会まで設けて対応を行うということであるため、まず

は、１億５千万円で始め、条例が一定期間運用され、ある程度周知された後

に拡大するということでも良いと感じる。まずは、労働者までしっかりと周

知できる方策として、１億５千万円が妥当であるというのであれば、そこか

らスタートすることで良いと考える。また、全員を毎回集めるという実施方

法についても、一度、説明会に参加した人は、参加する必要がない等の対応

を行っても良いかもしれない。

１億５千万円からスタートするということだった場合、例えば５年後に条

例を見直す、そういった場を担保するようなことを書き込むことは可能だ

ろうか。

見直し規定を設けるのであれば、対象金額が記載されている要綱の附則等

が適当と考えている。

個人的には、見直し規定は必要と考えている。

事務等が煩雑になることは避けるべきであるため、件数等を見て、１億５千

万円が妥当と感じる。なお、周知のための説明会は今後も続けるという解釈

で良いか。

その予定である。仮に元請が同じ業者であったとしても、下請に入る業者が

同じとは限らないため、必要と考えている。

場合によっては、同じ業者が複数回、説明を受けることになるということ

か。

そのとおりであるが、同じ業者であっても、担当者は変わる可能性があると

認識している。ただし、説明会を以前に受けたことがあり、認識も十分とい

う方は、説明会に必ずしも参加しなくても良いとも考えている。いずれにし

ろ、毎年、同じ説明会を開催し続けるつもりである。

全員を集めることは非常に難しいと感じるが。

従業員全員ではなく、全業者を対象とする予定である。

現場で働く従業員に限定したとしてもこれだけの金額の案件であれば、か

なりの人数となるだろう。それだけの人数を集めることに最も適したタイ

ミングは、朝礼の時であろう。ただし、朝礼は朝８時から行われることが通

例であるが、市としては対応可能か。
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事務局

藪谷委員長

牧野副委員長

事務局

牧野副委員長

事務局

牧野副委員長

藪谷委員長

事務局

働き方改革の一環として、時差出勤制度というものを始めている。７時に出

勤して、４時頃に帰る等の対応で可能と考える。

様々な問題の生じる恐れがあり、運用して初めて顕在化するような内容も

あるだろう。さきほど杉浦委員から提案のあった、協議の場において、複数

年後に見直す等の運用も行えるのではないだろうか。全国、最初の事例と思

われるため、適切なフォローアップが必要となるだろう。

現場説明会で行う説明の内容や説明時間等はどのような想定か。

条例の説明を最初に行う。労働環境の確認に関するチラシを配布する予定

であるため、そのチラシに沿って、説明を実施する予定である。また、市の

窓口の存在等も周知する予定であり、15分程度となる見込みである。現場を

止めることになるので、可能な限り説明時間は短くし、現場への影響を少な

くしたい。

労働環境報告書の提出があった後に、現場での説明会を実施すると理解し

ている。そうであれば、説明会の段階で、下請からも問題が無いという労働

環境報告書が提出されていることは、伝えた方が良いだろう。

提出された労働環境報告書全ての写しを現場に掲示してもらう予定であ

る。

現場において、労働環境報告書が、周知されているのであれば、その内容に

ついて、現場説明会の時に市に対して、その場で伝えていただく又は文書等

で伝えることが可能である旨も併せて掲示していただきたい。

１億５千万円からスタートすることとしたい。

見直し規定を入れた案を次回の会議に提示させていただく。

議題３ 特定公契約受注事業者の事務手続きについて

事務局

藪谷委員長

事務局

藪谷委員長

事務局

資料に基づき、特定公契約受注事業者の事務手続きについて説明した。主な

説明内容は次のとおり。

・労働環境報告書の提出が必要となる案件であることは、公告又は指名通

知等で案件ごとに事業者に周知する。

・元請事業者は、現場に労働環境報告書にチラシを掲示してもらう。

・元請事業者は全ての下請事業者分を含め、労働環境報告書を市に提出す

る。市は、提出された労働環境報告書のコピーを現場に掲示する。

・愛知県内の先進自治体では、豊橋市以外、全下請事業者も対象としてい

る。

・岡崎建設協会から提出対象を税抜き100万円以上の一次下請までを対象と

したいと意見が提出されている。

豊橋市における建設工事の対象金額はいくらか。

１億５千万円である。

愛知県を除き、県内で、１億円以上としているところはないということで良

いか。

そのとおりである。
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藪谷委員長

朝日委員

藪谷委員長

事務局

牧野副委員長

事務局

牧野副委員長

事務局

牧野副委員長

朝日委員

労働環境報告書の提出対象を全下請事業者とするか、契約金額で制限を設

けるのか、審議したい。建設協会からは意見が出されているとのことであ

る。

建設工事の中でも特に建築工事の方で問題提起されている内容である。建

設業の中には、土木、建築、造園、電気等様々な内容に分かれており、状況

が大きく異なる。特に、箱物を作るような建築工事では、金額も高額になり

やすく、下請の数も膨大になる。場合によっては、50、60それ以上の下請業

者が入っている。金額の大きい業者、金額の小さい業者、１日、２日で終わ

るような工事等々が含まれており、非常に煩雑である。また、元請は一次下

請までが契約の相手であり、二次下請以降について、選定する権限がない。

そこも踏まえて、一次下請までという意見に至っている。

現場説明を行うに当たっても、工期が長い工事の場合、全ての事業者を集め

ることが極めて難しい場合がある。契約後、下請がある程度出揃う時期は、

１月後くらいとなると推察されるが、現場に実際に入る時期が、半年後、１

年後位の事業者も多くなる。これらの問題に加えて、対象業者も非常に多く

なる特徴があるため、建設業界としては、何とか救済してもらえないかとい

う思いで、提案させていただいた。

全事業者に対して、労働環境報告書の提出を求めている他の自治体に対し

て、ヒアリングは行っているか。

愛知県に聞き取りしたところ、施工体系図に記載されている事業者から提

出を求めているとのことである。碧南市も同様に施工体系図に記載されて

いる事業者から提出を求めている。特に問題となっていることはないとの

ことである。本市においても、過去に発注された具体的な工事案件につい

て、土木系、建築系それぞれの施工体系図を集め、どのくらいの事業者が対

象となるか確認している。土木工事で１億円程度の案件で24社、３億円程度

の案件で37社、７億円弱の工事で32社であった。工事内容によってもちろん

異なるが、建築工事で１億円程度の案件で73社、６億円超の工事で111社で

あった。土木工事と比較して建築工事では、下請事業者が非常に多いことを

把握している。

施工体系図はどのタイミングで提出されるのだろうか。契約時に提出され

るのだろうか。

契約締結後、下請と契約した都度、提出されることになる。

現場説明会との関係でいくと、現場説明会を開催する時点で施工体系図に

記載されている業者が参加するという考えか。

契約後、一定の期間を空けてから説明会を開催する予定である。

あくまでも元請から提出された施工体系図を信頼して、確認を行うという

ことで良いか。

現実問題として、施工体系図に記載されている業者以外に発注することは

あり得ない。
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藪谷委員長

朝日委員

藪谷委員長

朝日委員

藪谷委員長

山中委員

朝日委員

杉浦委員

労働環境報告書の項目自体は、〇か×を記載する形式になっており、考え、

調べて記載するような内容ではないと感じる。

愛知県の最低賃金について、この地域であったかどうかは定かでないが、一

昔前のデフレの頃には、実際下回った事例があったようだ。現在は、状況も

変わっていることもあり、最低賃金付近の賃金で雇っている会社は少ない

と考えている。社会保険については、国の制度として加入が義務付けられて

いるので、問題は少ないだろう。一方で、小規模な零細企業でそういった内

容を把握していない事業者があったとして、そのような業者から購入せざ

るを得ない場合は、適切に指導するほかないだろう。

そういった意味では、この労働環境報告書はイエローカード、警告的な意味

合いを持っていると言えるか。

警告の前に、周知する必要がある。

周知することが主眼と言えるのであれば、元請含め全業者を対象とするこ

とに意義があるのではないか。繰り返しとなるが、内容があらかじめ、分か

るような簡単な内容も多いことや、一番重要な賃金のことも記載されてい

るため、最末端の組織で従業員も流動的なところこそへという思いもある。

100社以上から提出を求めることは大変なことと理解できるが、簡便な内容

なので可能ではないかと印象を持っている。

税抜き100万円という線引きについては、審議したいところである。

施工体系図に出てくる下請事業者全てとなると、特に建築工事では、非常に

数が膨大になる。場合によっては１日しか出てこない事業者もいる。

労働環境報告書は、会社の代表者が提出する内容と見受けられる。それなり

の効果が出てくると感じるが、一番の意義はそこで働く労働者が労働環境

報告書の内容を認識しているかということである。代表者が理解していて

も、仮に労働者に残業代が支払われていない状況や年次休暇が適切に取得

していない状況が当たり前になっている職場環境があったとして、実は、そ

の状況が違反であったということはあってはならない。そこが一番重要と

考えている。場合によっては、１日や２日でその現場での仕事が終わるよう

な方がいるかもしれないが、現場に労働条件のルールを分かり易く明示し

たポスターのような物を掲示し、そこに何かあれば、市に連絡するような内

容を加えたような物にすれば、代表者が守るというよりも労働者が守られ

ていない場合を認識できる。そこが一番是正されるべき状況であると考え

る。

下請を100万円で線引きを行う必要があるかどうかについて、業界の実情も

分からない中で、判断は難しいが、一番効果的に労働者側へ周知が可能であ

り、さらには労働者が守られるためにはどのように実行するかということ

を考えた方策が大切である。その中で必要であれば、金額の線引きも良いと

感じる。その代わりとなるような対策として、全ての従業員の目に留まり、

周知ができるような内容のポスターを掲示することも良いと思う。



9

藪谷委員長

杉浦委員

藪谷委員長

朝日委員

杉浦委員

朝日委員

事務局

朝日委員

中村委員

現実問題として、契約後１、２月後に説明会を開いたとしても、その後に新

たな人が現場に入ってくることがあると思う。その都度、説明会を開くこと

は難しいと感じる。そうなった場合に、市に申し出ができるような仕組みを

しっかりと周知できるような物があるとすれば、むしろ、そのような物の方

が全ての従業員に周知できるのではないだろうか。

公契約条例が制定されたことによって、事務手続きが増えるだけの制度と

なってはいけない。全ての従業員に周知できる方策を目指していきたい。

労働環境報告書の写しを掲示することのほかに、ダイレクトに働く人に向

けたチラシを作成し、掲示し、全事業者に情報が行きわたるような形を担保

したいということである。

事務局が作成した資料について、従業員が現場に入った際に、これだけ文字

が多いと読まない人もいるのではないかと思う。例えば、対象工事や業務の

ことについては、説明会で伝えれば良いのであって、最低賃金や、残業時の

割り増し賃金の算出方法や、休日が取れているか等の労働環境が守られて

いるかが、一目で分かるような物があると良いだろう。

そういったチラシ等を作成する際には、是非、労働関連団体から助言をいた

だきたい。

杉浦委員の発言は、周知徹底することが可能であれば、金額による線引きも

可能という趣旨で良いか。

そのとおりである。

労働者に対する周知というものは時代とともに変わってきているところは

多いが、肝心なことは、下請を含めた事業者の会社の体質として、どこまで

正しく理解しているかである。そのようなことを理解していない会社がい

ないとは考えていない。従業員が少ないような会社では、存在している可能

性もある。そういった会社に対して目で訴えることで周知していくことも

方策の一つであろう。仮に違反が見つかったとして、市に通報が入れば、市

が指導するということで良いか。

労働環境報告書に「×」が付いていた場合等は、違法であることを伝え、是

正を促す。それでも是正がされないようなことがあれば、国の方へ話をさせ

ていただくことになるだろう。

是正がされないような業者は今後、下請に入れることもできなくなる。そう

いった点も含めて周知徹底し、それぞれが認識をさらに深めることにもつ

ながる一つの制度となるだろう。金額の話に戻るが、非常に煩雑になる可能

性があること等の建設業の特性も踏まえて、全ての下請の中で、一定金額以

下を対象外としていただきたい。

他の自治体の状況を勘案すると、全ての下請事業者に提出していただきた

いと感じる。もちろん、100社以上の資料をまとめることが大変ということ

は理解できるが、内容はそこまで難しい物ではないと感じる。杉浦委員も言

っていた周知する方法をどのようにするかが懸案事項というわけである
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藪谷委員長

中村委員

藪谷委員長

朝日委員

藪谷委員長

事務局

藪谷委員長

牧野副委員長

事務局

藪谷委員長

山中委員

が、私は全社を対象とすることも周知する方法の一つと感じる。

建設関係の実情に鑑みて、周知徹底が担保されれば金額による線引きも可

能と考えているか。

その可能性もあるが、まずは、全事業者を対象としたいと考える。

金額が少ないと係る工数が少なく、それだけ零細企業が増え周知徹底がよ

り必要とも考えられるか。

金額が少ないから小規模事業者とも一概には言えない。ポスター等を掲示

し、周知徹底することによってかなりの面で効果が期待できるので、建設業

界の特性も含め、100万円という線引きに御理解をいただきたい。

労働関係団体にチラシの作成を助けてもらうということについて、事務局

はどのように考えるか。

下請労働者を含めた労働者全員に配布する資料とするのか、それとも現場

に大きく掲示するべきなのか、何が最も良いのか、また実現可能なのか、即

答はできない。ただし、組合の方に相談しながら作成することは可能であろ

うと考える。

何万枚と刷った後に修正が入るようなことがあってはならないので、良く

相談してほしい。現状の事務局が作成した資料は、これから現場に向かう人

が見て読み込むとは想像し辛い。それよりも、処遇の面が分かり易く理解で

きるような内容でないと、自己満足的なお知らせに留まってしまう恐れが

ある。末端まで周知できるようにすることが肝心ということを念頭にして

考えていきたい。

私は、条件を付すことなく全下請事業者を含めて労働環境報告書を提出し

てもらうべきと考える。施工体系図が適切に作られているのであれば、その

事業者に対して、特段の連絡をすることなくとも労働環境報告書を作成す

ることが可能であろう。前提として、一人親方の場合は提出対象外となって

いる。また、10人未満の事業所が対象外となっている項目もある。そういっ

たことを踏まえて、施工体系図に記載されているような事業者にとっては、

負担とならないのではなかろうか。

100万円以上の下請に限定した場合に、対象事業者数がどのようになるかシ

ミュレーションを行っている。例えば６億７千万円の土木工事では、下請数

が32社であったものが、22社になった。また、１億超の建築工事で下請数が

73社であったものが、28社になった。

対象業者数が減るということに対して、事務手続きが楽になるという側面

と、減ることによって効果が薄まるという意味合いが生じる。現場最先端の

下請事業者の処遇の面で心配の部分があるので、そういう方には特に知っ

て欲しい。対象事業者が減るということに対して、それぞれの側面でとらえ

方が異なるので、公契約条例の趣旨に基づいてどのように考えるかが必要

だ。

労働者に対して、チラシ等によって周知を行い、その確認は業者に行うとい
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事務局

事務局

牧野副委員長

事務局

藪谷委員長

牧野副委員長

朝日委員

事務局

藪谷委員長

事務局

うことだが、10人以上の従業員を抱えた事業者は出すが、それ以外は、出さ

なくて良いのか。

従業員数が10人未満の事業者であっても一人親方以外は提出対象と想定し

ている。従業員数10人以上の事業者と従業員数10人未満の条業者とでは、労

働環境報告書で、記載が必要な箇所が異なるということである。

建設協会から意見があった際に、事務局としては、一次下請だけを対象とす

るという点については、難しいのではないかと感じた。一方で、金額につい

ては、検討会の場で議論していただきたいと考えていた。議論をしていただ

く中で、様々な課題が出てきた。必要に応じて対象金額の変更が可能となる

ような見直し規定を念頭に審議していただいても良いと感じている。

他の県内先進自治体では、全ての下請を対象としているが、事業者側から煩

わしい等の意見が寄せられているのだろうか。

どの自治体にもそのような意見は寄せられていないと回答を得ている。

労働環境報告書を煩わしい物と受け止められてしまうこともあろうかと感

じる。ただし、労働環境報告書の中身を理解していただければ、２年目以降

の運用においては、かなり慣れてくるのではなかろうか。

一度、作ってしまえば、簡単に作成ができるように感じる。

下請は、常時同じ事業者を使用している訳ではなく、現場は常に変化してい

る。特殊な工程であれば、一回だけ下請として契約を結ぶだけの事業者もい

る。

金額としては、かなり少額の下請があることを把握している。従業員が少な

いような企業では、体制的な問題もあり、労働環境報告書を簡単に答えるこ

とが可能かは疑問があるところである。

まずは、無理の無いところで開始し、見直し条項で拡大するという考え方も

一案である。労働環境報告書の中身や書き方等を周知してもらった後に、条

例の趣旨を勘案して全ての下請ということになるか。もちろん、現場サイド

としての考えもあることは承知しているが、ほかの業種も含めた話である

ことから、趣旨をしっかりと認識する必要がある。条例の趣旨を全体に周知

していく運用は大変であるが、その結果として、若者の入職者を増やすこと

等につながり、持続可能となるのではないだろうか。人手不足等、厳しい中

で、肉を切りながらも持続可能としていくためには、まずは、同意が得られ

る範囲から始め、必要に応じて見直していき、将来的には金額条件は無くす

という考え方も可能である。

金額についてはどこかで折り合いをつけていただき、事務局案もその結果

に合わせた形としたい。また、一次下請に限定する要件は無くして考えた

い。

さきほど、杉浦委員から御指摘のあった、労働者の方が現場ですぐに理解

し、市役所に必要に応じて連絡が行えるように周知徹底することや、市の新

しい制度等に関する啓蒙活動も確実に行っていきたい。
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朝日委員

藪谷委員長

山中委員

中村委員

藪谷委員長

杉浦委員

朝日委員

杉浦委員

事務局

全ての下請という点については、岡崎市の条例を定める趣旨等を勘案して、

理解した。ただし、金額については、現場の声や実態を踏まえて、一度は100

万円から始めて、順次拡大という形でお願いしたい。

一次下請以外も対象とするという点については、御理解がいただけたよう

だ。協会内に周知していただきたい。

どこかで線引きをしたいと考える。100万円等での線引きということである

が、その結果、どれほど作業が軽減されるかが見えてこないため、どこが妥

当かは判断が難しい。ただし、周知徹底については、是非行っていただきた

い。

全ての下請を対象としたい。さきほど、少額の下請を請け負っている事業者

では労働環境報告書を書くことが難しい可能性があるという話があった。

そういう人こそ無くしたいと考え、そのためにどのように行うべきかを考

えたい。また、山中委員からもあったが、金額による線引きを100万円とい

う話について、どの金額が妥当なのか判断が難しい。

そういった意味でも、運用後の課題ととらえることもできるとも言える。ど

のような点が問題となるのか、情報共有は確実に行う必要はある。

全事業者が労働環境報告書を見て、全て「〇」と言えない状況であるのであ

れば、それが問題だと感じる。労働環境報告書に記載されている内容が守ら

れている職場が今、求められていることである。すぐには、「〇」が打てな

くても、調べたら「〇」という事業者も存在している可能性もある。そのよ

うな可能性があるのであれば、全事業者に労働環境報告書を提出してもら

う必要があると考える。従業員だけではなく、事業者への周知という意味合

いも必要である。ただし、私としてもあまりにも少額な下請業者がこの手続

きを行うことに対する費用対効果は検討課題と認識している。

金額の線引きについてどこが妥当かは非常に難しいが、先ほどの１億円の

建設工事の例によると、下請事業者が73社あるのに対し、100万円以上の下

請は28社とのことである。ここまで減ってしまう100万円のラインはどうか

と感じる。周知という考えの中、減りすぎてしまっていると感じる。仮に、

要綱において見直し条項を入れるのであれば、まずは全部で行って、見直す

ということはどうか。一度、読んでいただければ、内容をある程度理解して

もらえ、自身の状況を確認する機会となるのではないだろうか。とはいうも

のの、やはり全件は難しいということであれば、金額による線引きを引くこ

とはいかがか。

下請の内容は多種多様であり、数時間で終わる作業も存在する。また、その

ような作業に下請で入ったからと言って小さな会社というわけでもない。

各自治体の条例であるので、異なる点があることは致し方ないが、あまり自

治体ごとによって、必要となる書類が変わるということも好ましくないと

感じる。

まだ実施している団体が少ないこともあり、どこまで可能なのか分からな
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牧野副委員長

藪谷委員長

いことが多い。また、事務局としては、建設業界を始め各団体から御協力を

いただく立場である。さきほど御審議いただいた建設工事の対象金額につ

いては、１億５千万円で始めて、拡大していくとのことであった。今、御審

議いただいている対象金額の話とは若干ニュアンスが違う。例えば、要綱上

で全部を対象とした上で、当分の間は、例えば100万円以上とするといった、

行先を先に決めた上で、業界の判断等も勘案する様な見直し規定等はいか

がだろうか。

私は、見直し規定等も無く、全てを対象とすることが望ましいと考えてい

る。というのも、実際の事件等を見ていると、小さい零細の企業ほど、守っ

ておらず、労災事故等が起きた場合に、より使用者側の責任が大きくなると

いう状況がある。労働環境報告書を機会として捉え、勉強していただきた

い。使用者側は、お金や単価等の考えを抜きにして、多少でも時間を割い

て、自身の経営の仕方を照合させる良い機会と言える。

下請の対象案件を金額によって線引きをするのか、啓蒙という公契約条例

の一番の趣旨を念頭に、組織的な処遇の担保がされないところに声を届け、

声を聴くという意味から、まずは全部で始めるか。そして、運用が難しかっ

た場合で、現場の方から件数なり具体的なデータも含めて上がってくるの

であれば、それを見直す。いずれにしても、公契約条例の趣旨と見直しの必

要性は御理解いただけているところと感じている。どちらから始めるかと

いうことであるが、今、結論を出すことは難しいようだ。

今回の審議によって、大きな骨組みのところは御了承いただいた。また、意

見交換によりそれぞれの趣旨、事情を伝えてもらった。事務局は、シミュレ

ーションした上で資料をしめしてくれた。そのため、状況は理解できている

と感じる。この件については、最終的に多数決で決めるようなことでもない

ので、各団体に話を持って帰ってもらい、意見を集約していただいた上で、

次回に改めて議論したい。

次回は、この残課題と全体の条例案をまとめることが目標となる。

以上で本日の審議は、終了とする。


