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会 議 名 令和４年度第１回野田市公契約審議会

議題及び議

題毎の公開

又は非公開

の別

野田市公契約条例の課題と今後の対応について

日 時 令和４年４月 19 日（火）午後２時 00 分から午後３時 15 分まで

場 所 市役所低層棟４階 委員会室

出席委員氏名
早川 康平、島村 修二、平岡 将征、森田 耕介、岡田 寿幸、

原 崇人

事 務 局

鈴木 有（市長）、今村 繁（副市長）、大久保 貞則（総務部長）、大月 聡

（管財課長）、初見 龍一（管財課長補佐）、岩田 耕平（管財課契約係長）

小島 繁樹（管財課契約係主査）

傍 聴 者 ４人

議 事

令和４年度第１回野田市公契約審議会の会議結果（概要）は、次のとおりである。

１ 開会

議長 ただ今から、令和４年度第１回野田市公契約審議会を開会いたします。事務局か

ら、会議録作成のため、本日の会議を録音したい旨申出がありましたので、御了承く

ださいますようお願いいたします。

会議は、委員６名の出席がありますので、野田市公契約条例第 14 条の６第２項の

規定により会議は成立しております。

また、４名の方から傍聴の申出があり、これを許可しましたので、御報告します。

なお、会議途中でも傍聴の希望があった場合には、会議に支障がないと判断したとき

は傍聴を認めたいと思いますので、委員の皆様には御了承願います。

２ 市長挨拶

市長 本日は大変お忙しい中、御出席いただきありがとうございます。皆様方には、

常日頃から市政全般にわたりまして御支援、御協力いただいておりますことを改め

て御礼申し上げます。

野田市では、平成 21 年 9 月に全国に先駆けて、公契約条例を制定しております。

その後、職種別に賃金の最低額を設定するなど、様々な改善を行うことにより、そ

れぞれの業務に見合う賃金が支払われるなど一定の効果を上げてきたと自負してお

ります。

しかし、近年は法定最低賃金が大幅に引き上げられるなど、条例制定当初とは状

況が大きく変化し、職種別賃金については、職種間の差額の縮小や逆転が生じ、職
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種間バランスを維持することが難しくなっております。

また、公契約条例を制定した自治体は、野田市を含め 75 自治体となっております

が、理念だけを掲げるなど、野田市の期待とは異なる形の条例も多くございます。

元々、一つの自治体だけでは適正な労働条件の確保という問題の解決はできない

ことを承知の上で、公契約条例の効果は極めて限定的であるとの認識の下、国に法

整備の必要性を認識させるために条例を制定したものでございますが、条例制定後

12 年以上が経過し、依然として国に具体的な動きが見られない中で、一つの自治体

だけでの対応には限界があることが改めて浮き彫りとなっております。

このように野田市が抱えている公契約条例の課題について、委員の皆様には、活

発な御議論をお願いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

議長 続きまして、今年度の人事異動に伴い変更になった事務局職員について、

事務局から紹介をお願いします。

＜事務局から新任事務局職員（総務部長及び管財課契約係長）を紹介＞

管財課長 なお、市長は、公務のため、ここで退席させていただきます。

＜市長退席＞

３ 議事

議長 それでは、議事に入ります。議事「野田市公契約条例の課題と今後の対応につ

いて」、事務局から説明をお願いします。

＜管財課長から説明＞

議長 御意見、御質問等がありましたらお願いします。

Ａ委員 他自治体と足並みをそろえるために、職種別賃金をやめるということについ

て、やめないと足並みをそろえられない理由を教えてください。職種別賃金の有無は

関係がないと思いますが、いかがでしょうか。

副市長 公契約条例を制定して 10 年以上が経過して、行き詰まっているのが現実です。

公契約サミットを断念した経緯がありますが、野田市の条例が飛び抜けているところ

があるため、野田市が呼び掛けたときに、野田市のレベルまで達成しなければいけな

いのではないかと思われてしまっては、足並みがそろわないと考えております。職種

別賃金を維持することは大事ですが、それを継続すると行き詰まっている課題を解決

できないと考え、今回提案をしました。ただし、今後、職種別賃金はなくして、最低

額を一つにするのかというわけではなく、条例上では職種別賃金はなくなりますが、

現在適用しているものについては、内規という形で、仕様書の中で決めていきたいと
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考えております。条例ではなく、契約の中で定めて後退しないように措置を講じてい

きたいと考えております。

Ｂ委員 国への働きかけについて、国も最低賃金を毎年３％上昇させており、最低額を

一本化させてしまうと最低賃金が上がるのと同じようなことになってしまうと思い

ますが、どのような働き掛けをしていくのか教えてください。

副市長 具体的なことは、これから他自治体へ呼び掛けて協議していきたいと考えてお

ります。当初は、公契約法の整備、中小企業への支援策ということを国へ要望してい

ましたが、その当時は、最低賃金をこれほど上昇させるという国の方針はありません

でした。現在は、最低賃金を上げることに舵をきっているので、最低賃金法の中に職

種別賃金の概念を盛り込むことや、工事についても後継者不足や熟練者の賃金が上が

っていかないという問題もあるため、国には雇用の実態等の情報を公開していただき

たいと考えております。

最低賃金法を抜本的に見直し、公契約だけではなく民間も含めて労働者の地位を向

上させることが一番重要だと思います。賃金を上げるだけでは、中小企業は太刀打ち

できないため、同時に中小企業への支援もしっかりしていくということを野田市とし

ては提案していきたいと考えております。余り大きなことを言っても、国で取り上げ

てもらえないため、他自治体と話し合いながら実現性があることを段階的に要望して

いきたいと考えております。

Ｂ委員 野田市として職種別賃金は意味があるものとして設定しており、職種別賃金

を廃止してしまうと、今後、職種別賃金について働き掛けることは難しくなると思

いますが、何か検討はされているのか教えてください。

副市長 職種別賃金について、条例上はなくしますが、内規で運用していきたいと考

えております。国にも職種別賃金の概念を最低賃金法の中で盛り込んでもらいたい

と思っておりますので、要望しづらくなるとは考えておりません。

Ｂ委員 内規で定めるということですが、公契約審議会では、職種別賃金について今

後も議題に上がってくるのでしょうか。

副市長 今はまだ提案の段階のため、調整が必要でありますが、国への要望の方法や

内規について審議していただきたいと考えております。また、国へ要望するに当た

って透明性の確保が必要と考えておりますので、審議会でお諮りしたいと考えてお

ります。

Ａ委員 内規については一定の理解はしましたが、他自治体と足並みをそろえて国に
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対して働きかけをしていくということに関して、内規としてではなく、条例に残し

ておいた方が他自治体も巻き込んで国へ要望していきやすいのではないかと思いま

したがいかがでしょうか。

副市長 職種別賃金を条例上に残しておくと、国との関係というよりは、他自治体と

の連携で、各自治体の議会や、事業者との調整の面で、野田市がトップランナーで

条例上は先を行っており、他自治体に野田市と同じレベルまで引き上げなければい

けないと思われてしまうのではないかと危惧しているため、内規で定めたいと考え

ております。自治体では限界があるため、国で法整備をしてもらいたいという共通

認識を持つことが最重要と考えているため、あえて職種別賃金は条例からはなくし

ますが、内規で定めることにより後退はしていないということを発信していきたい

と考えております。

Ａ委員 他自治体と連携するに当たって、機が熟したら、内規で定める職種別賃金を

他自治体にも反映させて、一体となって国へ働き掛けていくということでよろしい

でしょうか。

副市長 最重要なことは、国に動いてもらうことだと考えております。他自治体が野

田市と同じレベルにすることは、現時点では足並みがそろわないと思っているため、

国の法整備を求めることを共通認識として取り組みたいと考えております。

Ｃ委員 内規で職種別賃金を定めるということでありますが、資料４ページの職種別

賃金が抱える課題については、内規で定めるため解消はできないということでよろ

しいでしょうか。

副市長 現在、条例で定めていても、職種別賃金について様々な課題がありますので、

内規で定めたとしても課題が解決するわけではございません。内規で定めることさ

えもなくしてしまうと、野田市の公契約が後退することになるため、少なくとも後

退はしないような形をとっていきたいと考えております。

近年は、最低賃金が３％上昇しており、公契約条例の最低額を全ての職種で同じ

ように上げていくと財政的に大きな負担となり、他自治体では、そこまで対応でき

ないということもあるため、国が法整備しなければ解決できないと思っております。

Ｃ委員 職種別賃金の課題は、事業者が抱えるものもありますが、内規として残すと

事業者も苦慮されると思いますが、どのように考えているか教えてください。
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副市長 賃金が上昇する部分については、市が負担することを前提に発注しておりま

す。ただし、これは野田市の公契約条例が適用されるものに限られるため、余りに

上昇してくると、熟練と若手との給与体系が崩れるといったことなどの問題がある

ため、国で整備してもらうしか方法がないと考えております。

Ｄ委員 他自治体との情報交換は、具体的にいつ頃を予定されているのか教えてくだ

さい。

副市長 できるだけ早く行いたいのですが、コロナ禍のため集まりにくいと考えてお

ります。全建総連の方が、公契約審議会の委員となっている自治体が多いため、全

建総連の方とも連携して呼び掛けを行っていきたいと考えております。

Ｄ委員 我々としても協力していきたいと考えております。各自治体の意見を聞いた

上で、職種別賃金をなくすのではなく、職種数を減らすという考えはないのでしょ

うか。

副市長 減らすという選択肢もあると思います。令和４年度の最低額設定の際も、一

部統合したものがあります。ただし、連携をしやすくするためには一つにした方が

よいと考えております。

条例を変えることが先なのか、自治体に訴えかけることが先なのかということも

ありますが、委員の皆様がこの審議会で、この方向性について是ということであれ
ぜ

ば、各自治体の意見を聞いてどうするか検討したいと考えております。職種別賃金

を導入している自治体もあるため、数種類でやろうという意見があれば、またお諮

りしたいと思います。ただ、基本的にはなくした方が、合意が得られやすいと考え

ております。

Ｄ委員 各自治体との会議には、審議委員の参加又は傍聴することは可能でしょうか。

副市長 他の自治体の考えもあるため明確に答えられませんが、個人的には、透明性

が重要なので傍聴していただきたいと考えております。

Ｅ委員 案として条例上は、職種別賃金をなくすということですが、内規として職種

別賃金を定めることで野田市としては、解決すべき課題は解決を目指して、今まで

と大きく変わることなく運用していくという理解でよろしいでしょうか。

副市長 お見込みのとおりです。条例でなくすタイミングも重要と考えており、なく
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すだけでは後退してしまうため、国への要望と同時に進めていかなければいけない

と考えております。

Ｂ委員 令和５年度には、職種別賃金がまだ残っている可能性もあるということでし

ょうか。

副市長 コロナ禍で他自治体との連携ができないと、そういった可能性も考えられま

す。他自治体と話合いをして、ある程度方向性が決まってから条例改正も行ってい

きたいと考えております。

Ｃ委員 資料５ページの千葉県労働局の求人下限額と市が定める最低額の比較につい

て、約 70％が市が定める最低額より社会全般的な求人の金額の方が高く、公契約条

例で職種別賃金にこだわる必要もないように思いますが、いかがでしょうか。

副市長 効果が薄れているということでこの数値を提示しましたが、逆にいうと３割

近くが最低額に届いていないため意義は十分にあると考えております。地方では、

どうしても限界があるため、職種別賃金の意義は大きいので、国に定めてもらいた

いと考えております。最低賃金だけではなく、給与体系自体の底上げが必要であり、

最低賃金を上げるだけでは、事業者にとって雇用の確保という点でも、最初だけ高

くても、将来性が望めず余り良いことではないと考えておりますので、職種別賃金

は意義がありますが、連携のために一旦、条例上はなくすことを考えております。

Ｃ委員 内規で定めるということですが、公契約審議会の中では、条例からなくして

も審議するということでしょうか。

副市長 当初は迅速性が重要と考え、あえて審議会を設置しておりませんでしたが、

いろいろな課題が出てきたため、労使の代表者と有識者に集まっていただき、国を

動かすためには、公契約条例をどのようにしていくかを審議していただくために設

置したものです。公契約条例を推進するための審議会であるため、いかに条例を良

くするかを審議していただきたいと考えております。

Ａ委員 別紙２に記載されている「国への働きかけについて」で働き掛けを行ってい

るのは、厚木市のみなのでしょうか。

管財課長 アンケート調査を行ったところ、厚木市のみでした。
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Ａ委員 他自治体と方向性の共有などはされているのでしょうか。

副市長 今のところ行っていないため、今後行っていきたいということです。

Ａ委員 現在の野田市の公契約条例は非常に有効だと思うため、後退はさせないと説

明いただいたため、ある程度納得はしましたが、きちんと進めていってもらいたい

と思います。

Ｂ委員 確認となりますが、これから他自治体と連携を図る中で、条例から職種別賃

金をなくしてから連携を図るのではなく、各自治体と話し合った上で、やはり野田

市の形では連携がしづらいということであれば、なくすという考えでよろしいでし

ょうか。

副市長 職種別賃金は、課題が多いですが非常に意義があるものであるため、国へ要

望していく上でも、野田市が行ってきた経緯も説明していかなければいけないと思

っております。野田市だけで要望しても、どうにもならないため、各自治体や労働

団体の方、更に可能であれば事業者の方と一緒に要望していきたいと考えておりま

す。野田市としては、職種別賃金を条例からなくすことも検討していることを他自

治体に説明し、その中で頂いた意見を踏まえ、職種数を減らすという案も含めて検

討し、一定の方向性が見えたら条例改正をしていきたいと考えております。

Ｂ委員 職種別賃金をなくす理由は、一つは他自治体との連携のためということと、

もう一つは、公契約審議会でも長年課題として考えられている、職種間のバランス

が縮小されて逆転のおそれもあるという状況で、維持が難しいということだと思い

ます。しかしながら、内規では残るということなので、どのようにバランスをとっ

ていくのか教えてください。

副市長 元々、一つの自治体で解決できることではなく、国に対して、ある意味では

できないということを見せるために公契約条例を制定しました。最初は、最低額を

一つだけ設定していましたが、それでは効果も薄いため、職種別賃金を導入しまし

た。職種別賃金の意義は、非常に大きいものですが、最低賃金と同じように一律に

３％乗じることを野田市がもし行った場合、他自治体からすれば、とてもついてい

けないということは目に見えております。毎年、悩ましい中で審議していただいて

いる職種別の最低額は、内規として残し守っていきたいと考えております。一律に

上げることは財政的にも困難でありますが、それを理由とするのではなく、何より

も国に対しての要望が一番です。
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Ｃ委員 ワーキングプアの解消を目指すことが、公契約条例を制定した理由の一つと

思いますが、国が定める最低賃金も、社会全般的な求人賃金状況もある程度高いも

のになってきており、果たしてワーキングプアの解消は賃金だけの話であるのかと

も思います。今まで野田市は職種別賃金を取り入れることで、全国に先駆けて運用

してきましたが、職種別賃金を取り下げてしまうと、野田市の特徴がなくなってし

まうと思います。ワーキングプアの解消策は賃金だけではないと思うため、安心し

て働ける労働環境の整備について公契約条例に盛り込むことは考えているでしょう

か。

副市長 条例を制定するときに、賃金条項だけでよいのかということは散々議論して

きました。他の自治体では労働環境について理念的に書いているところもあります

が、結局、焦点がぼやけてしまいます。まずは、賃金条項の部分をきちんと設定し

て、国へ要望していくことが目的であるため、当然、労働環境の確保は守っていく

べきものですが、その部分は他の施策で対応することとして、一つに絞った方が国

に対しては効果があると考えております。

議長 本日は、結論を出すのではなく、質問や意見を各委員から聞いて、それを参考

に今後更に検討するということでよろしいでしょうか。

副市長 他の自治体に呼び掛けて会議を開催するに当たり、野田市では公契約審議会

の場で、自治体間で連携して国へ要望するためには、必要であれば職種別賃金の廃

止をすることもあり得るということで呼び掛けしてもよろしいか承認していただけ

ればと考えております。実際に条例からなくすかどうかということは、改めて判断

していただきたいと考えております。

議長 それでは、考えがまとまった委員から発言をお願いします。

Ｅ委員 職種別賃金を条例からなくすということありきではなく、飽くまでも他自治

体と足並みをそろえるため、野田市として最大限ハードルを下げるということで、

足並みをそろえ、より強い力で国に対して要望していくということなので承認しま

す。

Ｆ委員 野田市から発信して、全国に広げていくという大きな目的のために他自治体

と足並みをそろえるということが一番早く効果的だと思いますので、説明を聞いて

納得しました。是非、進めていってもらいたいため承認します。
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Ｄ委員 職種別賃金をなくすというこということが前提ではなく、職種数を減らす等、

他自治体と話合いをした上でいろいろと決めていくということであれば承認しま

す。

Ａ委員 後退させないということを約束していただけたので承認します。

Ｃ委員 労働者、事業者双方の代表の委員が承認ということであれば承認します。

Ｂ委員 最初は、職種別賃金をなくしてしまってよいのかと率直に思いましたが、内

規では残すということであり、とにかく他自治体と連携することが大事だと思いま

す。しかし、実際に話合いを行い結果を出すことは大変だと思いますので、条例の

改正は少し先になると思います。他自治体との交渉の中で、職種別賃金について必

要に応じなくすことを検討していることを、公契約審議会の中で承認を得ているこ

とで話を進めてもよいと考えます

議長 他に御意見、御質問等がありましたらお願いします。

Ａ委員 今後のスケジュールについて、再度の確認となりますが、コロナ禍のため本

当に未定ということでよろしいでしょうか。

副市長 最近の状況では、余り感染拡大していないため、いつ開催するかは別として、

事務通知等は始めたいと思っております。全建総連とも相談していきたいと思いま

す。

Ａ委員 サミットのようなイベントも開催して国へ働き掛けていくという考えはある

のでしょうか。

副市長 広がれば広がるほどよいので、開催ができれば一番よいのですが、17 自治体

の集まりはサミットというイメージではなく、理念型の自治体との関係についても

検討が必要です。以前にサミットを断念したときも、自治体間で温度差がありまし

た。サミットを開催するからには、国に対しての提言などがなければいけないと考

えましたが、まとまらないであろうと判断し断念しました。

Ａ委員 進捗の報告は定期的に行うのでしょうか、それとも随時行うのでしょうか。

副市長 定期的に行いたいと考えております。審議会の開催が難しければ、文書でお知
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らせしたいと思います。

４ その他

議長 続きまして、その他について、事務局からお願いします。

管財課長 次回審議会につきましては、今回、御審議いただいた内容を整理して、改め

て御案内させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以

上でございます。

５ 閉会

会長 ほかにないようですので、令和４年度第１回野田市公契約審議会を閉会します。


