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会 議 名 令和４年度第２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

（１）令和３年度の野田市公契約条例の運用状況について（報告）

（２）令和５年度の工事請負契約に係る最低額について

（３）令和５年度の業務委託契約及び指定管理協定に係る最低額について

日 時 令和４年 12 月 27 日（火）午前 10 時 00 分から午前 11 時 30 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、平岡 将征、森田 耕介、岡田 寿幸、原 崇人

事 務 局

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２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２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します。

会議は、委員５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。

次に、本日の資料について、事務局から説明をお願いします。

管財課長 タイトルが「令和４年度 立入調査実施報告」となっているものですが、事

前にお渡ししました資料と併せて本日の資料とさせていただきます。お手元にない方

がいらっしゃいましたら事務局までお申し付けください。

２ 議事

（１）令和３年度の野田市公契約条例の運用状況について（報告）

議長 それでは、議事に入ります。議事１「令和３年度の野田市公契約条例の運用状況

について（報告）」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＞
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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 公契約条例が適用される工事の下請業者について、市内業者と市外業者の割合

を教えてください。また、一次下請、二次下請等の階層ごとの割合も教えてください。

管財課長 公契約条例が適用される工事の市内業者と市外業者の割合について、元請で

市内業者が 21 者（75.0%）、市外業者が７者（25.0%）となっております。下請につい

ては、延べ 146 の業者があり、市内業者は 27 者（18.5%）、市外業者は 119 者（81.5%）

となっております。申し訳ございませんが、一次下請、二次下請等の階層ごとの割合

については、把握できておりません。

Ａ委員 我孫子市の公契約審議会委員と話す機会があり、我孫子市も同じように下請業

者は、市外業者の割合が高くなっているとのことでした。他自治体の公契約審議会委

員との情報共有を図るためにも、様々な情報を得ておきたいので、後日でもよいので

階層ごとの割合を教えていただきたいと思います。

別件となりますが、スライド条項が適用となった工事があるか教えてください。ま

た、業者に対して、どのように周知されているのか教えてください。

管財課長 スライド条項については、令和４年度に下水道課の工事で１件適用されてお

ります。周知についてですが、市のホームページの事業者向け情報というところで周

知を行っております。以前、建設業協同組合の皆さんとお話したときに、スライド条

項について認識されていたので、事業者の皆さんも御存じの方が多いと思いますが、

知らない事業者の方もいるかもしれないため、契約時に書面でお知らせする等の周知

を考えていきたいと思います。

Ａ委員 野田市の工事を受注した事業者と懇談する機会があり、スライド条項について

尋ねてみたところ、制度を知らない様子でありました。他自治体ではチラシの作成を

して周知しているようなので、是非検討していただきたいと思います。

別件となりますが、普通作業員の確認に関連して、本日追加で配布された資料で、

立入検査について工事は 11 件現場に行き、40 人に聞き取りをされたということでよ

ろしいでしょうか。

管財課長 そのとおりです。

Ａ委員 立入検査の際も、職種が普通作業員の方には、作業内容についても確認してい

ただきたいと思います。また、建設キャリアアップシステムも活用できると思います

ので検討していただければと思います。

Ｂ委員 12 ページの長期継続契約等の対応について、平成 30 年度以降は、最低額を改

定する基準を契約書等に記載しているため、合意が得られないということは生じない
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という考えでよろしいでしょうか。

管財課長 お見込みのとおりです。

（２）令和５年度の工事請負契約に係る最低額について

議長 続きまして、議事２「令和５年度の工事請負契約に係る最低額について」に移り

ます。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 週休２日制の導入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。

課長 令和５年度から実施していきたいと考えております。

Ａ委員 資材が高騰しており事業者を圧迫しないように配慮することは、もちろんその

とおりですが、労働者も日常生活をする上で、必要な商品の物価がどんどん上がって

きているため、適用率の引上げについて引き続き検討をお願いします。

Ｂ委員 16 ページの条例適用工事に限った手当の支給状況についてですが、基本給と

基準内手当だけでは最低額に達しないため、更に手当を付けるといったことでよろ

しいでしょうか。そうすると、例えば公契約条例対象の工事と、民間から受注した

工事では給与に差が生じてしまうということでしょうか。

管財課長 お見込みのとおりです。市の発注工事でも公契約条例が適用される工事と

適用されない工事で差が生じております。特に交通誘導員Ｂが多く見受けられます。

Ｂ委員 そうすると従業員間での不公平感が懸念されますが、事業者側の委員は従業

員からそういった声を聞いたことはありますか。

Ｃ委員 公契約条例適用の工事とそれ以外、特に民間の工事を比べますと、単価が違

うこともあり、従業員から疑問の声も上がってきております。公契約条例適用の工

事に従事する従業員からは、賃金が高くなるため好意的な意見もあります。公契約

条例が適用されない工事も、決して低い水準ではありませんが、公契約条例適用工

事は少し特別であると従業員は認識していると思います。

Ｂ委員 市が定める最低額には、賞与が含まれますが、最低賃金には賞与が含まれな
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いということになると、最低賃金は賞与が含まれていないので、仮に賞与を含んだ

場合には金額が上がるということでしょうか。そうすると、今まで最低賃金を比較

対象として最低額の設定を考えてきたわけですが、最低賃金に賞与を含んだ額との

比較をしないと結果的には最低賃金を上回ったと言えないのではないかなと疑問に

思いましたが、そういうことでしょうか。

副市長 最低賃金法の最低賃金では賞与が含まれておりませんが、公共工事設計労務

単価には賞与が含まれている形になっております。ただ実際の建設工事の現場では、

賞与が払われる人と、一時的な労働のため支払われない人もいるため、最低賃金に

常に賞与が上積みになるかというと、実際の建設現場ではそれほど影響がないと思

っております。

Ｂ委員 賞与が含まれているかいないかについては、あまり意識していなかったため、

少し気になったため確認しました。

別件となりますが、週休２日制のことで、これが最低額を設定するのにどのよう

に影響してくるのでしょうか。例えばこれまでは 25 日勤務していたものが、20 日勤

務になると、もらえる給与は下がってしまうという懸念があります。そうすると時

給単価をより上げていかないと、給与が下がってしまうことはないのか心配になり

ます。週休２日制が最低額を設定するに当たり与える影響について考えられること

は何かありますか。

管財課長 週休２日制は、国、県ともに試行している段階であり、野田市もまずは試

行してみて、実際の事例を検討し、課題を洗い出していきたいと考えております。

Ｄ委員 16 ページの条例適用工事に限った手当の支給状況について、この平均額は時

給、日給、月給のどれになりますか。

管財課長 時給です。

Ｄ委員 そうすると令和３年度の平均額 383 円では、１日８時間とすると約 3,000 円

高くなると、けっこう大きな額になると思います。

また、週休２日制の導入について、現実的に建設業や運送業に従事する方は、勤

務時間が長く、それを是正するために導入しようとするもので、賃金的なものを基

準に考えているものではないと思います。建設業が衰退してしまった場合、日本の

インフラも発展していかず、そのための是正方針だと私は考えているため賃金とは

結び付かないと思います。
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議長 この議事について、事務局案の 85％を維持することを承認するかということなの

で、ほかに御意見がなければ議事２「令和５年度の工事請負契約に係る最低額につい

て」は承認ということでよろしいでしょうか。

＜異議無しの声有り＞

議長 事務局案について承認します。

（３）令和５年度の業務委託契約及び指定管理協定に係る最低額について

＜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。

Ｅ委員 以前の審議会でも議論になっていたと思うのですが、処遇改善加算について、

これまでは最低額の算定には含めていないということで、今後は、処遇改善加算を含

めて、市が定める最低額をクリアできればよいという考えでよろしいでしょうか。処

遇改善加算を含めることによって、労働者が受け取る給与額が下がる可能性があり、

仮に下がった場合に市は何か対応はされますか。

管財課長 処遇改善加算は、３種類あり一つ目、二つ目は職場環境の改善や中堅職員の

給与を上げていくというようなもので、全体のベースアップを図るものではありませ

んでした。しかし、今年の２月からは、新たにベースアップの処遇改善加算が創設さ

れました。これまでも介護職員については、指定管理者の給与の実態を確認し協議を

しながら設定しておりました。基本的には、処遇改善加算は介護職員しか対象になら

ないのですが、施設の中には介護職員のほかにも事務職員など様々な職種があり、そ

ういう職種にも支給している実態もあり、今年創設された加算はベースアップを対象

としたものとなっており、10 月からは介護保険制度の中に組み込まれて、恒久的なも

のとなったため、今後は含めて考えないといけないのではないかと考慮して提案しま

した。

Ｅ委員 これまでのように、別枠で考えるのは適さなくなってきたということでよろし

いでしょうか。

管財課長 お見込みのとおりです。

Ｂ委員 先ほどの処遇改善加算について、もう少し確認したいのですが、この加算は国

から支給されるもので、事業所によって処遇改善加算をどのように割り振るのかは、

千差万別ということでよろしいでしょうか。処遇改善加算を含めることにより、結果
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的に、実際にもらっている給料が下がってしまう人がいるのではないかという懸念が

あります。次回の審議会で、処遇改善加算を含めることによって、どのような影響が

あったのかを調査して報告していただきたいと思います。

管財課長 承知しました。

議長 ほかにございますか。この議事について、事務局案を承認するかということなの

で、ほかに御意見がなければ議事３「令和５年度の業務委託契約及び指定管理協定に

係る最低額について」は承認ということでよろしいでしょうか。

＜異議無しの声有り＞

議長 事務局案について承認します。

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 前回の審議会で説明した国への働きかけに向けた他自治体との連携の進捗

について説明いたします。平成 22 年２月から公契約条例を施行し運営してきた中で、

労働者の適正な労働条件を確保することは、一つの自治体では解決できないというこ

とが、改めて浮き彫りとなっていることを審議会に報告させていただいております。

国への働きかけについては、最終的に数多くの自治体に加わっていただくことを狙い

としておりますが、まずは野田市と同じ方向を向いていると思われる自治体を選ん

で、協議を行い仲間になっていただいた上で、そこから更に参加者を拡大していくと

いうことを考えております。

新型コロナウイルスが落ち着いていた９月から 10 月にかけて、野田市と同様に職

種別賃金を取り入れている自治体や条例の運用に積極的な千代田区、世田谷区、足立

区及び多摩市の四つの自治体を訪問し、公契約条例の取組について意見交換をすると

ともに、野田市が狙いとする国への働きかけについて参加をしていただけないかとい

うことを提案いたしました。いずれの自治体からも即座に賛同は得られませんでした

が、公契約条例が抱える課題については、各自治体と共有できる部分が多かったため、

今後も公契約条例に関して協議を続けていくことや、国への働きかけについて具体的

な方策を提案してほしいといった意見を頂きました。そのため、今後具体的な方策に

ついて再度協議をする機会を持ちたいと考えております。具体的な国への働きかけの

内容については、全国加重平均が 1,000 円になることを目指し、年３％程度をめどに

最低賃金を上昇させる国の方針に対応しますと、最低賃金法の中に職種別賃金や熟練

者など経験年数に応じた最低賃金を盛り込み、併せて中小企業への支援をしていくこ

とを主としてまとめていきたいと考えております。

今般、最低賃金の上昇が続いておりますが、新型コロナウイルスやウクライナ侵攻

といった不安定な社会情勢、それによる物価上昇さらには、国が今後増税を検討して

おりますので、こういう状況においては我々が目指す労働者の適正な労働条件の確保
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がますます重要になるのではないかと考えております。

今後については、今年度中に働きかけの具体的な方策をまとめて再度、各自治体に

協議をお願いしたいと考えております。

議長 御意見、御質問等がありましたらお願いします。

議長 特にないようですので、引き続き、状況について逐次審議会に報告していただき

たいと思います。ほかに事務局からありましたらお願いします。

＜管財課長から令和４年度立入調査結果について報告＞

議長 御意見、御質問等がありましたらお願いします。

Ｄ委員 立入検査について、アンケート用紙を配布して行っているのでしょうか。

管財課長 アンケート用紙の配布はせずに、聞き取りで調査を行っております。

Ｂ委員 １件当たり３人の労働者を目安としておりますが、労働者の選定はどのように

行っていますか。

管財課長 あらかじめ事業者と日程調整をして、その日に従事する労働者を用意しても

らっております。

Ｂ委員 事業者が選んでいるということなので、市からランダムに選んだ方がよろしい

かと思います。

管財課長 現場の作業に支障がないよう配慮した上で、可能な限りそのように実施して

いきたいと考えております。

議長 ほかに事務局からありましたらお願いします。

管財課長 次回の審議会は、働きかけについてまとまり次第、可能であれば今年度中に

開催し、御説明したいと考えておりますのでよろしくお願いします。

５ 閉会

議長 ほかにないようですので、令和４年度第２回野田市公契約審議会を閉会します。


