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岩手県契約審議会会議録 
 

  開催日時 

平成２８年２月５日（金）１５：１５～１７：１５ 

 

  開催場所 

  エスポワールいわて １階 小会議室 

 

１ 開  会 

２ あいさつ 

３ 報  告 

  （１）前回審議会における議事に関する補足説明について 

  （２）条例説明会の開催状況について 

  （３）条例施行・運用スケジュールについて 

４ 議  題 

  （１）条例施行規則等（素案）について 

  （２）条例の基本理念の実現を図るための取組の取りまとめ（案）について 

５ そ の 他 

６ 閉  会 

 

  会議に出席した委員 

  【委 員】 

秋山  信愛  税理士・公認会計士 

稲葉   馨  東北大学大学院法学研究科教授 

熊谷  隆司  弁護士 

佐藤  義昭  一般社団法人岩手県経営者協会専務理事 

谷藤  邦基  一般財団法人岩手経済研究所主席研究員 

宮本 ともみ  岩手大学人文社会科学部教授 

八幡  博文  日本労働組合総連合会岩手県連合会事務局長 

 

  欠席した委員 

  【委 員】 

な し 

 

  事務局出席者 

   菅原  和弘  商工労働観光部長 

   高橋   徹  雇用対策・労働室長 

   工藤  直樹    〃     労働課長 

   藤原  隆博    〃     労働担当主任主査 

   佐藤  泰宗    〃     労働担当主査 

   藤井  博己    〃     労働担当主事 
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平成２７年度 
 

第３回岩手県契約審議会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       日時 平成２８年２月５日（金）１５時１５分 

       場所 エスポワールいわて １階 小会議室 
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１ 開  会 

 

〇高橋雇用対策・労働室長 それでは、ただいまから平成 27 年度第３回岩手県契約

審議会を開催いたします。 

   私、雇用対策・労働室長の高橋でございます。よろしくお願いいたします。 

   本日は委員７名中７名全員にご出席いただいております。過半数を超えており

ますので、県が締結する契約に関する条例第 13 条第２項の規定により会議が成

立していることをご報告申し上げます。 

 

２ あいさつ 

 

〇高橋雇用対策・労働室長 それでは、開会に当たりまして菅原商工労働観光部長か

らご挨拶を申し上げます。 

〇菅原商工労働観光部長 商工労働観光部長の菅原でございます。いつもお世話にな

っております。ありがとうございます。第３回になります岩手県契約審議会の開

催に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

   委員の皆様におかれましては何かとご多忙のところ、本審議会にご出席を賜り

まして厚く御礼を申し上げます。 

   さて、昨年の審議を振り返りますと、９月に開催されました第２回の審議会に

おきまして、条例施行規則（案）を成案化することについてお諮りいたしまし

た。それから、条例に基づく県の取組の取りまとめ（素案）ということで、それ

についてもご審議をいただきました。また、県契約の相手方から報告を求めま

す、いわゆる特定県契約、そちらの制度に関しまして先行自治体の取組事例等に

つきまして、ご説明させていただいているところでございます。 

   県では、その後、昨年 10 月ご審議いただきました内容でもって条例施行規則

を公布いたしました。また、11月と 12月には県内５カ所で条例の説明会を開催

するなど条例の周知啓発を行ってまいりました。また、他の先進自治体の事例を

調査するなどいたしながら、特定県契約に係る条例施行規則などの内容について

も検討を進めてまいったところでございます。 

   そういったことを受けまして、本日は前回ご審議いただきました条例に基づく

県の取組の取りまとめの案についてと、特定県契約にかかります条例施行規則

（素案）について、ご審議いただきたく考えてございます。 

   委員の皆様にはそれぞれのお立場から忌憚のないご意見を頂戴いたしまし

て、条例の基本理念の実現に向けて有意義な審議会となりますことをお願い申し

上げまして、簡単ではございますが、私からのご挨拶とさせていただきます。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

〇高橋雇用対策・労働室長 菅原部長については、所用のため退席をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇菅原商工労働観光部長 用務が立て込んで、恐縮でございますが、中座をさせてい

ただきます。申し訳ございません。 

 

３ 報  告 

  （１） 前回審議会における議事に関する補足説明について 

  （２） 条例説明会の開催状況について 

  （３） 条例施行・運用スケジュールについて 
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〇高橋雇用対策・労働室長 それでは、議事に入らせていただきます。 

   本審議会は条例第 12 条第２項の規定によりまして、会長が議長となって運営

することとされておりますので、以降の会議の運営につきましては熊谷会長にお

願いいたします。 

〇熊谷会長 それでは、会議の次第によりまして議事を進めてまいります。 

   まず、報告（１）、前回審議会における議事に関する補足説明について事務局

から説明をお願いいたします。 

〇工藤労働課長 それでは、事務局をしております、改めまして、県庁雇用対策・労

働室の工藤でございます。いつもお世話になっております。本日もよろしくお願

いいたします。では、私から前回の審議会についての補足説明をさせていただき

たいと思います。 

   お配りしております資料№１、報告（１）関係をご覧いただきたいと思いま

す。特定県契約の関係について２点でございまして、１点目は業務委託契約と役

務提供契約の違いについてでございます。前回、谷藤委員から、県が役務の提供

を受ける契約が特定県契約の対象外であったのに関して定義を明確にする必要

があること、それからその定義の違いについてご質問いただいたところでござい

ます。 

これにつきましては、条例で定義しております業務を委託する契約、いわゆる

委託契約と、県が役務の提供を受ける契約、いわゆる役務提供契約につきまして

は地方自治法の規定に基づきます県の歳出の節という区分のそれぞれ委託料及び

役務費により支出する契約を指すものでございまして、委託料につきましては法

令又は委託契約による委託に要する経費で、一般には契約金額の積算の中に従事

する労働者の人件費を含むものでございます。 

   一方、丸の２つ目にあります役務費につきましては、資料の真ん中あたりの表

にありますような特定のサービスの提供に対する対価とされているものでござ

いまして、支払い金額の決定に当たって労働者に支払う人件費をその積算に盛り

込むというようなことが想定されておりませんで、条例第７条に規定する最低賃

金等の法令遵守等の関係性が低いというふうに考えられますことから、役務提供

契約については特定県契約の対象としないということと考えているものでござ

います。 

   次に、２の先行自治体の関係ですけれども、受注者の報告制度を運用している

先行の自治体につきまして、前回、秋山委員から今後特定県契約の報告の頻度な

どを検討するに当たって運用状況や課題などを把握する必要があるというよう

なご意見をいただいたところでございます。 

前回の審議会では、先行自治体における取組例についてご報告させていただい

たところでございまして、恐縮ですが、お配りしております参考資料の後ろの方

にございますが、参考資料№２の先行自治体における取組例等をご覧いただきた

いと思います。この参考資料は、前回の審議会でご覧いただいた資料と基本的に

同じでございますが、この中にゴシック体で奈良県とございますけれども、都道

府県で契約条例を制定している７都県のうち奈良県においては報告制度を設けて

いまして、建設工事は予定価格３億円以上、業務委託契約 3,000万円以上、指定

管理 3,000万円以上の部分について報告対象としているところでございます。 

   恐縮ですが、また資料№１にお戻りいただきたいと思いますが、この奈良県さ

んの運用状況を調査いたしましたところ、奈良県では本年度から報告制度を開始

していらっしゃいまして、具体的には契約のための報告や指定管理者の公募とい

った、法令用語でいいますと、いわゆる契約の申し込みの誘引というような行為
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を今年度、昨年の４月以降に行った契約を対象としているということでございま

して、平成 27 年度の報告対象の契約数はこの表にありますように工事請負

19件、委託業務契約業務８件、指定管理協定２件というふうに聞いております。ま

た、報告については、契約に着手した日から３カ月経過後に報告を受けるという

こととされていまして、１月 20 日時点で報告件数３件を受理しているというこ

とで、いずれも工事請負契約ということで法令違反等はなかったというふうに聞

いております。また、奈良県では運用の前からこれまで条例について事業者さん

等から不満の声など特に連絡が何も寄せられていないということでございます。 

   以上が前回の補足説明でございます。よろしくお願いいたします。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの報告に対しまし

て、委員の皆様からご質問、ご意見等はありますでしょうか。いかがでしょう

か。特に前回質問されました谷藤委員さん、あるいは秋山委員さん、いかがでし

ょうか、よろしいですか。 

   はい。 

〇谷藤委員 特に何があるということではなく、あくまでも基準がはっきりしてない

とまずいだろうということでご質問申し上げたので、このように明確に区別がで

きるのであれば、これで結構だと思います。 

〇熊谷会長 秋山委員さんはよろしいですか。 

〇秋山委員 はい、いいです。 

〇熊谷会長 その他はいかがでしょうか。 

  （「なし」の声あり） 

〇熊谷会長 特になければ、次の報告に進んでよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇熊谷会長 それでは、次に報告（２）、条例説明会の開催状況について、事務局か

ら説明をお願いします。 

〇工藤労働課長 それでは、次にお配りしております資料№２、報告（２）関係とい

う一枚物ですけれども、ご覧いただきたいと思います。 

   あとは、この早わかりガイドというのを周知のためにお配りしたところでござ

います。今年４月１日からになりますが、来年度からの条例の本格施行に向けて

説明会を開催して、条例の普及啓発というところを図ったところでございまし

て、昨年の 11月と 12月、県内５カ所で開催し、多数お申し込みいただきまして、県

南会場、盛岡会場では当初１日２回開催を予定していたところを３回に追加して

開催するなどしまして、合計 1,100人を超える方々にご参加をいただいておりま

す。 

   説明会では、条例制定の背景とか経緯、条例の概要、スケジュールの他、条例

の基本理念に掲げる取組に関係する次世代育成の支援対策の法律とか過労死防

止とか、女性の職業生活における活躍の推進などの関係法制度の概要とか優遇助

成制度の周知等も図ったところでございます。 

   説明会での主な質問等を若干紹介しますと、後でご審議いただきます県の条例

による取組の取りまとめ案につきましては、取組項目の意見の他に取組の中に国

際標準化機構ＩＳＯが策定したＩＳＯ14000シリーズというものの取得を評価す

るというものがございますが、その他国の環境省が進めているエコアクション

21 も加えることを検討したほうがいいのではないかというような話がございま

したし、この後ご審議いただく予定の特定県契約につきましては、条例による報

告をしない場合、罰則があるのかというようなご質問がございまして、これにつ

いては、条例ではあくまでも契約の相手方である事業者さんの協力のもとに行う
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ということで罰則は設けられていないところでございますけれども、このような

ご質問があったところでございます。 

   その他に女性活躍推進法の概要についても説明したところでございますが、女

性の活躍の推進について、具体的にどう取り組んだらいいのかわからないという

ようなご質問がありまして、国の助成制度の活用等を紹介したところでございま

す。 

   それから、説明会の開催に当たりまして、先ほどご覧いただいたパンフレッ

ト、条例の早わかりガイドを作成して、県の入札参加名簿業者等にお送りして周

知を図ったところでございます。 

   なお、この条例の説明会につきましては来年度も実施して普及啓発を引き続き

図っていく予定としているところでございます。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの報告に対しまし

て、委員の皆様からご質問あるいはご意見等はございませんでしょうか。 

   来年は大体どのぐらいの規模で説明会を開催する予定なのですか。 

〇工藤労働課長 基本的には今年度と同じぐらいです。あるいはもう少し拡充もでき

ればと思っておりますが、そういうことで予定しております。 

〇熊谷会長 その他いかがでしょうか。 

   市町村の自治体職員の方、市町村の方々はどのぐらいの数といいますか、参加

しているか、把握していますか。 

〇佐藤主査 雇用対策・労働室の佐藤と申します。 

   詳細の数字は今手元にないのですけれども、大体７から８ぐらいの市から参加

者がいらっしゃったというふうに記憶しております。開催地区の市の職員の方

と、あとその近隣の市の職員さんもいらしていたというふうに記憶しております。 

〇熊谷会長 市町村の方にも影響を与える可能性ありますよね。県の方でこういうふ

うな条例をつくっていくというと、市町村の方でも右に倣って全部ということで

はないかもしれませんけれども、同じ趣旨のルールをつくっていく可能性はある

のですけれども、そういう動きの一つととらまえてもよろしいのでしょうか。聞

いたわけでもないと思いますので、感触で結構です。 

〇工藤労働課長 市町村さんに県から情報提供させていただいているところでござ

いますし、今回も案内をさせていただいて、参加もしていただいているところで

すが、基本的には大体の市町村さんは情報収集をしているというようなところで

す。一部では検討しますというふうに聞いておりますが、具体的なものにはなっ

ていないようです。検討の中心は県の取組について、こういった施行に向けた取

組をやっているところですので、そこを情報収集しているというところでござい

ます。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   その他いかがでしょうか。 

   秋山委員さん。 

〇秋山委員 参加してくださった方からのご意見、質問やアンケートなどの情報収集

などは行っているのでしょうか。その内容がわかればお願いします。 

〇工藤労働課長 ありがとうございます。説明会をした上でのご質問とかについては

その場でお答えしたり、今日は代表的なものをご紹介したりしたところですけれ

ども、特にそれについては取りまとめてどうというのは予定しておりません

が、ただ先ほどご紹介したようなこういった項目を盛り込んだらいいのではない

かというようなものについては県庁の担当課に検討を依頼したりしているとこ
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ろでございます。いずれご意見いただいたものは対応するということでございま

す。 

〇熊谷会長 その他いかがでしょうか。 

  （「なし」の声あり） 

〇熊谷会長 特になければ、次の報告に進んでよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇熊谷会長 それでは、報告（３）、条例施行・運用スケジュールについて、事務局

から説明をお願いします。 

〇工藤労働課長 それでは、次の資料№３をご覧いただきたいと思います。資料№

３、報告（３）関係というのがございますが、今年度、昨年４月からの条例の一

部施行後、６月、それから９月にこの審議会におきまして、今年の４月から施行

される条例第６条、第７条の規定によって、規則に委任された事項についての規

則案についてご審議いただいて、10月２日ですけれども、条例施行規則を制定、公

布をしたところでございますし、それから本日、今年度第３回の審議会では、今

後これから県の契約に関する取組の取りまとめ、それから特定県契約に関する規

則の（素案）についてご審議いただきたいと考えておりますし、その取組の取り

まとめにつきましては、今年の４月１日付条例の第６条、第７条の施行の４月１

日付で公表することとしたいと考えております。 

   それから、特定県契約に関する規則につきましては、来年度に入りまして第１

回目のこの審議会を５月ごろ、それから２回目を７月ごろに開催して、そして周

知期間を考えまして９月か 10 月ごろにはこの特定県契約に関する規則について

制定、公布できるように進めたいというふうに考えておりますし、その後、条例

の完全施行を経まして説明会などの周知活動を行っていきたいと考えておりま

す。 

   また、条例による取組の取りまとめにつきましては、今年度策定して４月１日

に公表しました後、毎年度見直しを行うことと考えておりまして、来年度も第３

回目の審議会については、今年度と同様に２月ごろを考えてございますが、開催

してご審議いただきたいというふうに考えてございます。 

   当面のスケジュールについては以上のように考えております。よろしくお願い

いたします。 

〇熊谷会長 ただいまの事務局の説明、報告に対しまして、委員の皆さんからご質問

あるいはご意見はございますでしょうか。 

   はい、どうぞ。 

〇谷藤委員 本質的でない質問で恐縮なのですが、この資料№３の右端に復興実施計

画の欄があるのですが、これの意味合いは何でしょうか。 

〇佐藤主査 恐れ入ります。こちらの一番右端に復興実施計画を載せておりますの

は、条例の附則に施行後３年を目途にこの条例の内容を見直すという規定がござ

いまして、その条例の見直し時期と第３期の復興計画の終了時期とが重なるとい

うことを表現するために、第１回審議会の資料にもこちらの復興実施計画の欄を

盛り込んでいたのですけれども、そちらが残ったままになっていたもので、今の

協議には関係ないものでございます。申し訳ございません。 

〇谷藤委員 了解しました。私自身が復興委員会の下部組織の総合企画専門委員会の

委員をしているものですから、４月以降第３期復興実施計画の検討が始まるよう

な状況ですので、何か配慮すべきことがあればなと思ったりして、ちょっと伺っ

てみたところです。 

〇熊谷会長 それ以外はいかがでしょうか。 
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   どうぞ、秋山委員さん。 

〇秋山委員 今年度の審議会の開催予定が第１回、第２回が５月と７月となっていま

すが、これは何か時期的に縛りというか、期限があるというものなのでしょうか。 

〇工藤労働課長 ありがとうございます。これは９月ごろに周知期間を考えて 29 年

４月１日から施行するという、特定県契約について施行するということを考える

と半年ほど周知期間を考えて規則を９月か 10 月に制定したいというところから

逆算するとその前ですね、７月なり５月。７月ごろには規則案を固めることとし

たいというものでございます。 

〇秋山委員 ５月はスケジュールがちょっと厳しいので、できれば避けてほしいとい

う意味もあったのですけれども。確か最初に来ていただいたときもお伝えしてい

ると思いますけれども、私は５月は動けないので、すみません。 

〇工藤労働課長 最後にまたお話ししたりするつもりでしたけれども、具体的な日程

についてはまたご相談させていただきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いします。逆算して９月に出すためには７月には終わっていないとい

けないなと。６月、７月続けてはなかなか委員の皆様も、私どもの準備も大変か

なと思いましたが、むしろ５月が難しいようであればその前後に調整すると

か、いずれ具体的な日程については調整をさせていただきます。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   その他いかがでしょうか。 

  （「なし」の声あり） 

〇熊谷会長 もし特になければ、次に進んでよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇熊谷会長 そうしますと報告は終了したということで、次の議題に入りたいと思い

ます。 

 

６ 議  題 

  （１） 条例施行規則等（素案）について 

  （２） 条例の基本理念の実現を図るための取組の取りまとめ（案） 

について 

 

〇熊谷会長 議題の（１）、条例施行規則等（素案）についてを事務局から説明をお

願いします。 

〇工藤労働課長 それでは、議題（１）ですけれども、資料№４をご覧いただきたい

と思います。 

   条例施行規則（素案）でございますが、規則としては２本ございます。１本目

が第１というところにあります県が締結する契約に関する条例施行規則の一部

を改正する規則でございます。これは、前回までの審議会でご審議いただいて、今

年４月から施行される分については昨年 10 月に条例施行規則ということで制

定、公布したところでございますが、改正の趣旨というところにありますように

条例によって規則に委任されている事項を定めるために公布済みのこの条例施

行規則を改正するという形をとるものでございます。 

   なお、お配りしております参考資料の№１をご覧いただきたいと思います。こ

の条例の第２条の第２号、（２）というところで、特定県契約の定義につきまし

ては、県契約のうち第８条の規定の適用を受けるものとして、規則で定める種類

及び金額の要件に該当するものというふうにされておりまして、またこの資料の

３ページをご覧いただきたいと思いますが、３ページに第８条がございます
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が、この第８条において、知事はこの条例の施行に必要な限度において前条各号

に掲げる事項の法令遵守、これは受注者等の法令遵守でございますが、この法令

遵守の状況について規則で定めるところにより報告を求めることができるとい

うふうにされております。 

   また、次のページ、参考資料№１の４ページをご覧いただきたいと思います

が、この条例の補則第１項の第２号、１の（２）というところでございますが、条

例の第８条の規定につきましては、平成 29 年４月１日までの間において規則で

定める日から施行するというふうにされておりまして、これらの規則で定めると

いう部分を定める必要があるものでございます。 

   それから、先ほどご覧いただきました参考資料№２をちょっとご覧いただきた

いと思いますが、先行自治体における取組例等でございますけれども、前回の審

議会でお配りしたのと基本的には同じでございますが、１カ所だけ追加してござ

いまして、報告を求める対象につきましては、先ほどお話ししましたように奈良

県では建設工事予定価格３億円以上等としているところでございますが、追加し

ましたのはこの資料の２ページでございまして、前回報告させていただいたこの

資料は、県庁全体で調査を行って、22年度から 26年度までの実際の契約の推移

を契約金額で把握したものでございますが、本日の資料では参考までに奈良県と

か他の自治体でも予定価格でもって対象を決めているというところから、一番下

に議決件数ということで予定価格５億円以上の工事請負契約について、一番下の

表でございますけれども、追加してございます。予定価格５億円以上の工事請負

契約は議会の議決を要するということでございまして、平成 24 年度以降で見ま

すと５億円以上に限りましても 56件、76件、64件、34件と、それから本年度で

すけれども、12月議会に提出された分までで 34件というふうになっているとい

うことでございまして、こちらの資料を追加してございます。 

   では、恐縮ですが、資料№４の規則の素案にお戻りいただきたいと思います。規

則改正の具体的な内容でございますが、第１の２、（１）というところでござい

まして、条例施行規則案の内容の（１）、条例第２条第２号に規定する特定県契

約の定義について、資料の特定県契約の欄に記載しましたように、素案としまし

ては契約の種類と金額の要件については表の（１）、工事の請負契約のところで

すけれども、予定価格５億円以上、それから（２）、業務を委託する契約のうち

清掃業務等の業務、これは先行自治体の例と同様に労働者が従事する度合いが大

きい契約金額の積算に人件費を含むような業務、清掃業務等でございますが、そ

うした業務のいずれかを含むもので予定価格 3,000万円以上かつ契約期間が６カ

月を超えるもの、それから表の（３）、公の施設の管理に係る協定で（２）に掲

げる清掃業務等の業務のいずれかを含むもので補修の際の委託料の上限額が

3,000万円以上というような案で考えております。 

   また、資料№４の２の（２）というところでございますが、表の上のところで

すけれども、条例第８条第１項の規定によって、知事は、特定受注者に対し法令

遵守の状況について、別に定める様式により、下記の表に記載の方法と期日で報

告を求めることとするような案で考えておりまして、報告の方法につきましては

資料の報告の方法という欄にありますように、労働者の範囲につきましては

ア、工事の請負契約については建設業法に規定する元請負人又は下請負人に雇用

される労働者、それからイ、業務委託契約、公の施設の管理に係る協定について

は、契約の種類（２）に掲げる清掃業務等に従事する労働者を対象とするという

ことと、それから特定県契約のうち、報告の要件等につきましては知事が指定す

るものについて、報告を求めることとしたいということで、期日等につきまして
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は契約の締結の日以降で知事が別に定める日までに報告を求めるというような

案としてございます。 

   それから、先ほど申し上げましたといいますか、別に定める様式につきまして

は資料№４の２ページをご覧いただきたいと思います。条例施行規則に基づく別

に定める様式というものの素案でございますが、こちらの様式では表の様式の左

の方に欄がありますが、従業員ごとに支払い賃金の状況ですとか、右端にありま

すように社会保険の加入状況、それから一番下の米印にありますように下請負者

等がある場合は、元請者は下請者等の報告書等を添付するということで掲げてお

ります。 

   一通り、案だけお話ししましたが、その素案の考え方につきましては、次の３

ページをご覧いただきたいと思います。素案の考え方でございますけれども、金

額につきましては奈良県さんについての調査では、いずれの契約についても報告

を行う事業者と県の業務量等の負担を考えて年間 20 件程度の報告となるように

工事について３億円以上というふうに設定したというふうにお聞きしておりま

す。なぜ 20 件、なぜ３億なのですかというふうにお聞きしたところ、そういっ

た業務量等から考えて 20 件というのをそれぞれ工事とかからすると、工事だっ

たらば予定価格３億円以上だと毎年 20件前後なのでということでございました。 

   本県では、先ほどご覧いただいたように 26 年度の工事請負契約の実績では３

億円以上で 122 件、５億円以上で 66 件、それから予定価格ですとご覧いただい

た 97 件あるということでございまして、そういった実績も踏まえ、資料№４の

３ページ、一番右の欄の素案の考え方、金額についてというところでございます

が、５億円以上の場合には下請け工事が発生するものであるということと、それ

から５億円以上の工事については県庁の本庁の発注でございまして、５億円未満

になりますと振興局がやりますが、本庁の発注でございまして、特に条例施行の

当初は本庁分から始めるということが円滑に施行しやすいということも事務的

にはありまして、工事については５億円以上という案としてございますし、また

業務委託契約と指定管理協定については奈良県さんと同じ 3,000万円以上という

ような素案としております。 

   それから、選定についてというところでございますけれども、実際に報告をい

ただく契約につきましては、特定県契約は規則で定める要件に該当すると特定県

契約になるという仕組みになりますけれども、その特定県契約の中から契約金額

等を踏まえて審議会委員さんに選定いただくこととしたいなということで、事務

局で検討資料等は準備させていただきますが、選定いただくということを想定し

ているものでございます。 

   次に、報告事項の欄でございますが、報告事項、何をというところでございま

すけれども、報告いただく項目としましては①、労働者の賃金単価、②、社会保

険加入状況等でございますけれども、具体的には先ほどご覧いただいたような報

告の様式を定めたいというふうに考えております。様式につきましては、自治体

の代表的な例として参考資料の№３をご覧いただきたいと思います。この１ペー

ジ目は、奈良県さんの様式でございまして、いわば全労働者一覧方式といいます

か、全ての労働者の賃金状況等を一覧にして報告する方式となっております。 

   それから、次の２ページ目と３ページ目は、草加市さんの例でございまして、い

わば全労働者中の最低の賃金、一番低い賃金だけ回答するというような方式にな

っております。労働条件を明示していますか、はい、いいえですとか、賃金につ

きましては、工事の工種ごとに一番低い方の賃金について書いていただくという

のが２ページですし、それから３ページは業務委託ということで、こちら業務委
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託については工種という区別がないということで、賃金の欄に最も低い労働賃金

単価は幾らですかということで一番低い方の分だけ書いていただくというよう

な形になっています。 

   ということで、恐縮ですが、№４の３ページの素案の考え方にお戻りをいただ

きたいと思いますけれども、このように先行自治体の事例、それから考えられる

ものとして３パターンがあるというふうに考えておりまして、それがその素案の

考え方という欄の表でございます。１つ目が草加市さんのように全労働者中の最

低賃金、一番低い賃金等だけを回答いただく方式で、これは報告者とか、あるい

は行政が確認する担当者なりの負担は小さいというふうに思われますが、ただ他

の労働者の賃金状況が把握できないといいますか、事業者さんが書いたものを信

用するという感じで、正確に把握ができないおそれがあるかなという面があると

考えております。 

   次に、奈良県さんの全労働者の賃金状況等を一覧で報告いただく方式でござい

ますけれども、それぞれの労働者の賃金等の状況を把握できるというような面が

ある一方で、草加市さんの場合よりは報告者とか確認する担当者の負担がやや大

きい面もあるかなというふうに考えております。 

   それから、３つ目として考えられるものとしまして、奈良県さんのように全て

の労働者の状況を報告いただく他に全ての証拠書類の提出を求めるというよう

な方式も考えられるところでございますし、そこまですれば法令遵守状況をかな

り正確に確認できるというふうに考えられるところではありますけれども、報告

者、事業者さんとか、行政の方の負担がかなり大きいというふうに考えられます

し、実際にこのような方式をとっている例は見受けられないところでございま

す。こうして考えた場合、条例による報告によりますと法令遵守状況を確認する

という目的と、それから事業者さんとか、行政の方の負担を考えますと奈良県さ

んのようにある程度全部といいますか、全労働者なりの状況を報告いただくとい

う方式が妥当ではないかなというふうに考えまして、基本的に奈良県さんの様式

をベースに先ほどご覧いただいたような素案としているものでございます。 

   それから、報告期日につきましては、知事が別に定めるという案で考えてござ

いますが、具体的には先行自治体の例等を参考に契約締結の日から大体６か月を

経過した日を含む月の１か月分の賃金の状況とかを翌月までに報告いただくと

いうようなことを想定しているものでございます。 

   以上が金額要件等の素案の考え方でございます。こうした特定県契約の金額要

件とか報告様式につきましては、先日労働団体、使用者団体の方々と意見交換を

持ったところでございますが、その中では労働団体さんからは下請の労働者の

方々の分も確認できるようにしてほしいですとか、金額については復興工事が落

ちついた平常時も考えて奈良県と同じ３億円以上でいいのではないかというよ

うなご意見をいただいたところでございます。 

   一方、使用者団体さんからは、この報告については奈良県さんのようなパター

ンでもかなり事業者の負担が大きいのではないかということで、なるべく簡略化

して負担が少ないようにしてほしいというようなご意見をいただいたところで

ございます。 

   あと恐縮ですが、また資料№４の１ページにお戻りいただきたいと思いま

す。１ページの（２）の表のところまではいきましたので、次に（３）でござい

ますが、その他規則で定めたいという事項としまして、アですけれども、特定県

契約の契約書には特定受注者さんの方で作業現場などにその契約が特定県契約

ですよということを掲示するというようなことを契約書に書いてくださいとい
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うようなことを定めたいと思っていますし、その他報告様式ですね、ないことを

願っておりますが、違反の疑いがある場合の報告の様式とかについても、その他

必要な様式について、本日はまだ素案ということでは用意してございませんけれ

ども、施行までに定めておくこととしたいというふうに考えております。 

   それから、３の施行期日等でございますけれども、平成 29 年４月１日から施

行して、改正後の規則は施行の日以後に締結される県契約について適用すること

としたいと考えているものでございます。 

   それから、規則のもう１本目が第２というところにあります県が締結する契約

に関する条例、この条例の一部の施行期日を定める規則ということでございまし

て、具体的には条例第８条の規定について、平成 29 年４月１日までの間に規則

で定めるというものについて、この制度の周知期間を考えまして、最後でありま

す平成 29 年４月１日から施行するということで施行期日を定めたいというもの

でございます。 

   以上が規則の素案についての説明でございます。よろしくご審議くださいます

ようよろしくお願いいたします。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明に対しまし

て、委員の皆様から質問またはご意見ですね。 

   はい、どうぞ。 

〇谷藤委員 ３点あるのですが、１つは意見なので、先に質問の方を２つ。 

   １つは形式的な話ですが、具体的な規則の文言にはまだなってないと思うので

すけれども、具体的に規則に盛り込むときは、例えば今ご説明受けたような内容

が第４条という形で追加されるようなイメージで捉えていていいのかというの

が１つです。 

   それから、あと報告対象者が特定県契約の基準に合致したものから、さらに知

事が指定する者ということで抽出されるような形になるわけですが、それについ

ては契約審議会委員の選定を想定ということなのですが、ここまでの内容が規則

に盛り込まれるのかどうかというあたりですね、そこの２点とりあえずお伺いし

たいと。 

〇工藤労働課長 ご質問どうもありがとうございます。まず１つ目のご質問です

が、今日お配りしている資料は素案ということで、法律で言うと国の法律案要綱

的な骨子をお示ししておりますので、実際の規則の場合には法文的な表現に変え

る予定でございますし、ご質問いただいたように既に 10 月２日に公布しており

ます規則は３条までの規則でございますので、条例の順番からしましても６条と

７条の規則を施行していますので、８条についての施行分ということで、４条と

いうことで改正して追加するというようなことで想定をしております。 

   それから、２つ目の抽出する方法といいますか、審議会とかにつきましては、規

則では別に想定しますのはここに書きましたように知事が指定する者とかとい

うふうにだけ規則としては表現することで想定していますが、それの具体的な進

め方といいますか、事務処理につきましてはマニュアルとか、そういった形で定

めることとしたいと思っておりますし、具体的な選定の仕方につきましては、も

う少し審議会でお諮りしてというふうに考えております。 

〇熊谷会長 はいどうぞ。 

〇谷藤委員 いずれ単純に知事が指定する契約の受注者という表現だけだと、知事が

裁量で指定できるのかという話にもなると思うので、そこら辺何らかの妥当性を

担保する仕掛けのものが必要なのだろうなと思いますので、そこはひとつご検討

いただきたいと思います。マニュアルでもいいとは思うのですが、いずれ何かそ
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この担保が欲しいなという感じがしております。 

   あと予定価格５億円以上という基準に関してですけれども、私は今のところは

これでいいのだろうと思うのですが、今、復興関連の工事で結構大型工事が増え

ているという状況があるわけなので、いずれ将来的にこの復興工事が一段落した

段階で大型工事が減ってきた場合には、その基準の引き下げみたいなことも必要

になるのであろうということを含んだ上で現状５億円ということでいいのかな

というふうに思っております。 

   以上でございます。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。今のはご意見ということですね。 

〇谷藤委員 はい、意見です。 

〇熊谷会長 佐藤委員さんどうぞ。 

〇佐藤委員 何点か質問したいと思うのですけれども、ちょっと私もよくわからなか

ったのですが、奈良県の考え方を準拠というか、それをベースに考えたというこ

となのですが、長野県でしたか、そちらの方はどうなっているのかというのがま

ず第１点でございます。 

   あと細かい話になるのですけれども、予定価格５億円以上ということで、実際

に入札したら５億円を下回ったとか、あるいは３千万円を下回ったとか、そうい

う場合はどうなるのかというのがちょっと単純に気づいた点だったのです。 

   あと第３点目は５億円、３千万円というその契約の中で、言ってみれば人件費

というか、日給だとか、あといろいろ社会保険等の絡みですね、そこら辺それぞ

れ工事によって大分差が出てくるのではないのかなと。例えば５億円のうち人件

費が占める割合が大きい、少ないというのはかなり差が出てくるのかなと、そう

いう感じもしております。 

   よって、５億円なり３千万円なり、そこら辺の明確な根拠といいますか、その

蓋然性、こういうことだからまずこれでいいのではないかという、そこら辺の理

屈づけがちょっと欲しいような感じがいたします。 

   あと２ページの様式ですね、賃金支払い状況報告ということで、例えば大会社

がとった場合は、当該工事にかかわるものの従業員の氏名ということで、当然何

千人ということはないとは思うのですが、当該工事にかかわるというような説明

だったと思うのですが、それでよかったのかどうなのかということです。下請

は、４次下請、５次下請などかなり出てくると思うのですが、そこまで当然求め

るということになっていくと思うのですが。 

あと３ページの説明の中であったのでございますけれども、この素案の考え方

で契約審議会委員による選定を想定ということなのでございますが、これの想

定、選定の際の基準というか、何かガイドラインみたいなものを作るのかどうな

のか。あと併せて、なぜ審議会委員が選定しなければならないのかと、そこら辺

ちょっと疑問に思ったもので、教えていただきたいのですが。 

〇工藤労働課長 ありがとうございます。まず１点目、奈良県の考え方を主に特定県

契約については参考にさせていただいたところですが、長野県についてはどうか

ということですけれども、長野県さんでは契約の相手方からの報告制度はないと

いうことでございまして、都道府県で今のところ報告制度があるのは奈良県さん

だけということでございます。 

一方で条例による取組の取りまとめの案というものをこの後またご審議いただ

きますが、長野県さんでは長野県の契約に関する取組をまとめて公表するという

のをやっておりまして、岩手県としては両方を参考に、取りまとめの方は長野県

を参考に、それから報告については奈良県さんを参考にさせていただいて検討を
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進めてきたところでございまして、長野県さんにつきましては取組の取りまとめ

について参考にさせていただいております。 

   それから、２つ目、予定価格で５億円以上というふうに定義した場合にそれを

下回った、実際の契約金額が下回った場合どうなるかということでございます

が、これは奈良県さんなり他の先行の自治体さんの例を見ましても予定価格で特

定県契約なりに該当したものについては、もう特定県契約に決まったということ

で、その後契約金額が実際に１億とかとに下がった場合でも、引き続き特定県契

約ですよというふうにして報告対象にしていると聞いておりますので、そのよう

な運用を想定してございます。 

   聞いているところでは、契約金額で決めたらいいのではないでしょうかという

ふうにも聞いてみたのですが、そうすると契約手続が進むまでその契約が報告対

象なのかどうかわからない。できれば契約の相手方からしても、例えば入札公告

の時点から、これは予定価格で何億円以上が想定されるので、特定県契約になり

ますとか、報告対象になりますよというふうなところを契約前からある程度両者

がわかっていた方がいいということでございまして、そういうところから奈良県

さんなりは予定価格というところを基準にしているということで聞いておりま

す。 

   それから３つ目は、５億円なり３千万円なりという設定についてでございます

が、その設定金額についての考え方は、資料№４の３ページの考え方というとこ

ろに主立ったものについては記載しているところでございます。 

工事につきましては、下請工事が発生するですとか、あるいは本庁発注の工事

だというようなところでございます。業務委託、指定管理については奈良県さん

と同じ金額というところでございまして、奈良県さんなりの話では、自治体なり

の話を聞いても、条例の履行の確保、ちゃんと守りなさいという確保をぎっちり

やるとなれば、全部の契約について報告を求めるというのがいいのでしょうけれ

ども、事業者にしても、行政にしてもそれは不可能といいますか、大変になりま

す。ただ、かといって余りにも少ないとどうなのかということもあり、その辺か

らバランスで判断するしかないのかなというところで、最低限このくらいの履行

確認は必要ではないかなというところでのものでございます。 

明確な根拠、こういうことだから５億円になりますというところはさっきお話

しした施行当初なので本庁発注ということ、議会の議決案件ということと、予定

価格５億円以上ですよというようなところにもなるのでございまして、なかなか

きっちりと必ずこういうことなので、５億円以上というふうに説明というか、根

拠というのは実際には難しいところでございますが、そういった業務量とか、履

行の確保というところから考えてこのような素案としてお示ししているというも

のでございます。 

   それから、次の様式の従業員で、記載する従業員につきましては県から受注し

た工事とか業務に従事される方々の従業員の方々を書いていただくというもの

でございまして、その受注された会社というか、企業の人たち全員分を書くので

はなくて、その事業、工事に、それにかかわる従業員の方々を書いていただくと

いうことでございます。下請の方々についても同様に、下請の会社さんの方で従

事される方々の分について書いていただくということでございます。 

   それから、委員さんに、実際に報告をいただく対象を選定いただくということ

についてでございますが、ここはやはり工事請負の件数とか、復興工事もありま

して、何十件とか当面進みそうな様子でもありますので、あるいはそれが増減し

たりするのではないかということで、履行の確保を考えますと全部を報告求める
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というのもいいのかもしれませんが、県の県営建設工事入札契約適正化委員会と

いう組織がありまして、そちらでは入札にかかったもの全てについて報告を求め

るのではなくて、先ほどお話ししたように、地域とか、金額とかによって、事務

局である程度検討の案を作成して、その中から入札適正化委員会の委員さんに選

んでもらうというような例がありましたので、そちらのやり方を参考としました。 

どうしてそのような方法とするのかといいますと、県の事務局で選んで報告す

るよりも、公正さとかを考えると委員さんに選んでいただくという方法が良いと

いうことで、入札契約適正化委員会ではそうしているということでございます。特

定県契約に係る報告についても、県の内部で検討した結果、その選定の適正性な

りを担保し、かつある程度契約の件数の増減にも応じて適切な報告をいただくと

いうことから考えると、恐縮ではありますけれども委員さんにお願いするのが良

いのでないかということになりました。ただ、入札契約適正化委員会では持ち回

りで、今回は何委員さんという感じでお願いしており、そのようなことを想定し

ているものでございます。 

   そういった方法がいいかどうかを含めて検討する必要がありますので、本日は

そういったことを想定しているというところまでの素案としてございまして、具

体的にそういった方法でよろしいということになった場合にはその選定の仕方

については何かルール的なガイドライン的なものをつくる必要があるというふ

うに考えているところでございます。 

   以上です。 

〇熊谷会長 はいどうぞ。 

〇佐藤委員 選定の関係から申し上げますと、やはりここには金額、種別、地域、所

管部局等を踏まえ選定というふうに書いているのですけれども、それをなぜ契約

審議会委員を選定しなければならないのかなと。きちんとガイドラインを作るの

であれば、もう最初からガイドラインを公にして、あとは事務局の方でこういう

形で選定したというような形にすれば何ら問題はないような感じはするのです

が、ちょっとそこがひっかかりますね。これ私の意見として申し上げておきたい

と思います。 

〇熊谷会長 では、事務局の方からどうぞ。 

〇髙橋雇用対策･労働室長 今の佐藤委員のお話は御意見として承りました。まだ内

部で具体にということではないわけですが、別立てでそういう第三者機関みたい

なところに選んでもらうというよりは、既に条例の施行規則の制度設計について

今こうやってご審議いただいておりますし、会議で選定するみたいな話ではなく

て、抽出的な形でという案にしています。 

恣意的に選ぶことのないようにというぐらいのお話なので、そのやり方につい

ては負担のないようなやり方ができれば、例えば工事といっても土木工事もあり

ますし、建築工事もあります、そういうバランスとか、そういったものを事務局

の方でこの中からというような形で示しながら、今、工藤が申したとおり、例え

ば持ち回りで、今回は○○委員に選定をお願いするというような形も、先ほど別

の委員会でのやり方等もご紹介しましたけれども、あったものですから、そうい

うことも考えられるのかなということでご紹介したものでございました。 

佐藤委員のご意見について、きちっとしたものを出せば、それに基づいて事務

局で原案を作成してやっていけるのかどうかといった部分とかを検討してみたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

〇熊谷会長 ちょっと関連しての質問なのですけれども、工事だと予定価格５億円以

上の工事が平成 26年度 66件あったというふうなことが資料№４の３ページにあ
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りますよね。そうすると、結局対象となるのは 66 件あるけれども、実際に報告

をさせるのは知事が指定したものですよと、こういうふうな構図になっているの

ですね。 

そうすると、66件のうち大体どのぐらいのものを報告させるといったイメージ

は考えていらっしゃるのですか。割合的な考え方もあるかもしれないのですけれ

ども、大体トータル何件ぐらいとか、そういうふうなイメージは今のところ考え

ていらっしゃるのですか。 

〇工藤労働課長 ありがとうございます。資料の件数は、№４の素案の考え方に工

事、実際の契約金額で５億円以上は、平成 26年度は 66件ありましたが、参考資

料№２にありますとおり、実は予定価格で見ますと２件ほど違いまして 64 件あ

ったのですけれども、想定しているのはこの 64 件の中から知事が指定するもの

ということになります。 

ただここから先は履行の確保を守らなくてはいけない、遵守しなくてはいけな

いというのを考えると、例えば 64件のうち何件程度しか指定しませんよというふ

うに言うと、それだったら当たらなそうだ、大丈夫そうだなみたいなこともある

かなというふうに考えていまして、やっぱりそのときの状況などによっては、場

合によっては全部指定するということも可能性としてはあるとも考えております。 

一方では、奈良県さんなりの話では、20件ぐらいが限度だと思いますよと、両

方の負担からして、特に行政内の負担からして 20件ぐらいがいいのではないでし

ょうかということを考え、想定したのは 20件程度になるように金額を設定すると

いいのかなということで、最初 20番目ぐらいだと幾らの金額になるかなというの

もシミュレーションしたところです。 

けれども、それは年によって変わりますし、復興工事の今後の様子によっても

変わり得ますので、ここは難しいなということで、今のところ 66件とか 64件と

かありますけれども、まずは 20億とかというふうに設定してしまわないで、５億

円以上にすると 64件だけれども、その中からある程度選定するということで、想

定したのは 20件程度とか、あるいは施行当初からいきなり 20件というふうに始

めてしまわないで、最初は 10件とかというふうにして、何か課題が生じないかと

か、しっかり運用できるかというのも確認しながらというふうに考えているとこ

ろで、具体的に今から初年度何件とかというところまでは設定していませんが、そ

ういったあたりで考えています。 

〇熊谷会長 ちょっと関連して、また。結局谷藤委員さんのご意見にもあったのです

けれども、今復興工事が行われているから、高額な工事が多いわけですよ。とこ

ろが、東日本大震災津波前は結構５億円以上というとごくごく１桁台という

か、非常に少ない件数になっている。そうすると、こういう条例とか規則という

のは見直せばいいのだというような基本的な考え方はあるかもしれないけれど

も、そういったときに今度は相手方の工事を受注する人の負担、それから行政側

の負担も考えて、今のところは５億円以上にしたのだけれども、それだったらも

っと５億の工事が少なくなったらどうするのだというようなところもちょっと

予想というか、予期をしながら条例を作っていった方がいいのかなというような

気はするのですよ。 

だから、その関係があるからどうなのかなというところはちょっと詰めなけれ

ばいけないのかな。条文としてどうするかという問題ではなくて、どうするかと

いうところだけは考え方を押さえておいた方がいいのかなというような気はする

のですけれどもね。 

〇工藤労働課長 おっしゃるとおりでございまして、参考資料の№２に今回追加した
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表を、24年度以降は既決件数、予定価格５億円以上で 56件、75件というふうに

多いのですけれども、23年度以前は会長おっしゃるように１桁になっております。 

   今後復興工事がどうなるかといいますか、契約件数がどうなるかというのを把

握したいと考えたのですが、県としては１月 25 日に、最新の復興ロードマップ

を公表しており、若干遅れもあったりしますが、29年度とか 30年度も復興工事

が続くと。ただ、ピークは恐らく 28 年度とか、ずれ込むのはあると思うのです

けれども、ある程度減っていくのではないかなというふうに想定もあって、関係

部局に 23 年度以降のように戻ってしまうのではないかなというふうに聞いてい

るところですが、数字、件数はちょっと明確にはじき出すのは難しいといいます

か、近くにならないと契約、発注件数は固まりません。 

けれども、24年度以降、復興工事に合わせて、入札不調が増えたりした関係で

なるべく入札が整いやすいように工区を合体してまとめて発注するとかというふ

うに変えてきているので、前と全く同じになるというようにはならないだろう

と。それから、ある程度工事も続くだろうということで、ものすごく減るという

ことにはならないのではないかというふうには聞いていますが、数字でははっき

りまだ把握できていないという状況が一つございます。 

   ということで、現時点では５億円以上というふうに設定しながら、あともう一

つ、先ほどまでの話でありましたが、条例の附則に施行後３年を目途に見直すと

いう規定がありますので、条例そのものを見直すのだけでなくて規則も当然見直

すということになろうと思いますので、29年度なり 30年度なりの段階で、30年

度、31 年度の契約件数がそんなになさそうだということが見えるようでしたら

ば、規則の金額を見直すといったことをこの審議会でのご意見を尊重して取り組

む、対応するということもあるというふうに考えております。 

〇熊谷会長 ありがとうございます。 

   それ以外にご質問はありますか。 

   八幡委員どうぞ。 

〇八幡委員 八幡ですけれども、今までいろいろご議論聞いていました。ちょっと質

問ですけれども、１つ目は奈良県さんをベースにして作っているようですけれど

も、奈良県さんの３億円以上というものの考え方は、先ほどまで言っていたよう

な件数から追っていった金額なのか、それとも岩手の案の場合は５億円以上とい

うのがいわゆる議会の議決案件だということの兼ね合いからいったときに、奈良

県さんはどういう考え方になっているのかというのをちょっとそこはお聞きを

したいなというのがあります。 

   それともう一つは、20件ぐらいの報告が、例えばチェックしていく中で限度だ

ろうというお話がありましたけれども、それは表に出す話ではないと思いますけ

れども、そこは現実な問題としてあると思うので、それは請負工事だけではなく

て業務委託とか指定管理も含めてというイメージなのか、工事契約だけ報告書の

チェックは 20 件が限界だろうという考え方なのかというのを２つ目にお聞きし

たいです。 

   それから、参考資料№２の１ページ目の下段の方に備考欄があるのですが、報

告書に疑義がある場合、それから別途調査が必要と認める場合は追加報告を求

め、立ち入り検査等を行う旨の規定を設けている自治体が多いという記載をされ

ていますけれども、罰則というのが本当はあれば一番いいのでしょうけれど

も、そこまでいかないにしてもこういう結果報告とか、立ち入り検査ということ

をこういう規定とかに盛り込むつもりがあるのかどうかということをお聞きし

たいと思います。 
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   以上です。 

〇工藤労働課長 ありがとうございます。１つ目は、件数の考え方ですけれども、奈

良県さんは、さっきの 20 件というのは公式な話ではなくて、実際は条例の履行

の確保と、それから事業者さんなりの負担を考えてバランスを考えたところ、こ

ういう金額ということで、１つの要素としては公式ではないけれども、20件程度

というところから逆算したというのはあるようですが、いずれそういった両方の

均衡といいますか、両者の兼ね合いを考えて工事だと３億円以上というふうに決

定したと。それから、委託とか指定管理についても同様というふうに聞いており

ます。 

   一方、今回のうちの県の素案で設定したところは、それも一つの参考にしまし

て、まず件数といいますか、最終的には奈良県さんと同じように大まかにはバラ

ンスといいますか、履行の確保と、それから事業者さんの負担ということがある

と思います。さっきは言いませんでしたけれども、労働問題懇談会という労使の

懇談の場では、いずれ条例の趣旨が罰則を特に設けるということではなくて、い

ずれ労働者の労働条件の確保とか、地域経済の振興とかにみんなで協力して取り

組んでいきましょうというようなことで罰則も設けてなくて制定したというこ

ともあるので、ぎちぎちと報告を求めるというよりは、ある程度はちゃんとやっ

ていますよねというのを確認はするけれども、そんなに負担になるようにやると

いうよりは、なるべくみんな協力してやっていくというような制定の条例の趣旨

に沿ったほうがいいのではないかというようなこともご意見もいただいており

ます。いずれ条例の制定の趣旨なり、そうはいっても履行の確保、それから事業

者の負担というバランスを考えて報告対象を決めたいということで基本的な考

え方はそういった奈良県さんと同じだと思います。ただ、素案については件数だ

けからいうと、例えば工事請負だと平成 26 年度とか 25 年度だと十何億以上と

か、そういうふうになってしまいますので、金額で一律に切るというところはあ

る程度十何億というよりは、さすがに議決案件でもある５億円以上というところ

でまずは一つの要件にするべきではないかなというふうに考えたところでござ

います。 

   それから、委託契約と指定管理についても同じバランスというところで考えて

いるところでございますが、いずれ奈良県さんはそのバランスも考えて 3,000万

円以上というふうにしたということですが、これにつきましては、岩手県はむし

ろ件数は多くなるのですけれども、ただそこを件数というところから奈良県さん

よりも金額を変えるという理由がむしろないかなということで、素案については

奈良県と同じ 3,000万円以上というふうにしているところでございます。 

   それから、報告についての疑義がある場合、実は疑義がある場合といいます

か、必要な場合の調査、報告を求めるとか、調査をするということにつきまして

は、条例の方に規定がございまして、お配りしている参考資料№１の３ページの

第８条、先ほどご説明したのは第１項の方だけだったのですけれども、第２項の

方で、知事は特定受注者が正当な理由がないのに前項の規定による報告の求めに

応じないとき、その他この条例を施行するため特に必要があると認めるとき

は、特定受注者について調査を行うことができるというふうにしてございますの

で、疑義がある場合には報告をいただいたり、調査をするとしたいというふう

に、具体的な運用についてもある程度あらかじめ定めたりしながら対応していき

たいというふうに考えてございます。 

〇熊谷会長 八幡委員さんどうぞ。 

〇八幡委員 わかりました。最後の部分はわかりました。ちなみに、奈良県さんは、端
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的に議会議決案件は５億円以上なのかどうかちょっとわからなかったのですけ

れども。 

〇工藤労働課長 失礼しました。奈良県は５億円ですね。自治法で決まっておりまし

て、全部の自治体が５億円以上なのですけれども、奈良県では条例による報告対

象は３億円以上にしているということでございます。 

〇八幡委員 わかりました。ここからが意見になります。先ほど佐藤委員さんからも

ありましたけれども、選定の考え方というのはやっぱりはっきりある程度何か基

準がないといけないと思うので、その辺は定める必要があるのかなと。ぎちぎち

に定めてもしようがないと思いますけれども、ある程度の部分は必要があるのだ

ろうなというのが１つ。 

   もう一つは、指定管理の部分ですね。件数をちょっと拝見させていただくと

3,000万円以上だと 25件という感じですけれども、全てやったにしてもそんなに

件数的に多くないのかなというふうな思いをいたしました。特にも今回の条例の

趣旨、理念からいきますと適正な労働条件、私の立場からいえばそうなのですけ

れども、適正な労働条件を確保するという意味合いからして、特にも指定管理の

部分に様々な問題があるというふうに認識しておりますので、ここはできれば指

定管理の部分は全てというふうにできないのかなというのが私の意見でありま

す。 

   以上です。答えなくていいです。意見です。 

〇熊谷会長 これ指定管理の方も一定の報告案件は件数だけではなくて、絞ってしま

う形になりますかね。25件あるわけですけれども、全部ということではなくて。 

〇工藤労働課長 ありがとうございます。先ほど 20件と言ったのは、奈良県では 20件

程度は工事の方ということで、指定管理と業務委託契約は奈良県では 10 件程度

になるように、逆算して 3,000万円ということでございました。想定しましたの

は、それからするといずれ件数が先に公表になるということではないので、場合

によっては全部ということもあり得ると思いますが、奈良県では 10 件程度とい

うことでしたので、そういうあたりを想定したというところはございます。 

ただ一方では 3,000万円以上でも 25件程度ということで、全部指定するという

こともあり得るのではないかというようなご意見については、それらも踏まえて

引き続き検討していきたいというふうに考えております。 

〇熊谷会長 八幡委員さんの意見は 25 件だけれども、もっと下までやれという、そ

ういう意味ですよね、意見としてはね。 

〇八幡委員 そうです。対象となるところ全てやってもいいのではないかと。 

〇熊谷会長 全部ではないけれども、ピックアップする幅を広げてと。 

〇八幡委員 そうです、幅を広げたほうがいいのではないかという私の意見です。 

〇熊谷会長 意見としてだそうです。 

   どうぞ、稲葉委員。 

〇稲葉委員 考え方として、指定管理者全てというのと３千万円はそのままで、その

対象労働者について、要するに契約の種類（２）について、清掃業務等々に従事

する労働者に限定しないで、全ての労働者というか、被用者を対象とするという

考え方もできるのではないかなと思うのですけれども、指定管理者制度に対する

疑義というか、要するに人件費を削ってコストを安くするというようなことが言

われるわけですけれども、その点からすればむしろ全ての労働者に特定のこの業

務、委託の場合には特定の業務に限定しないで全てをやるということもあるので

はないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

〇熊谷会長 はいどうぞ。 
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〇工藤労働課長 ありがとうございます。今の御発言は、資料№４でいうと１ページ

の表で、契約の種類、清掃業務等の業務に従事する労働者を報告の対象とすると

いうことについて、その清掃業務とか警備とかの業務に従事される労働者以外の

方についても報告対象にしていいのではないか、そういうこともあり得るのでは

ないかというご意見というか、ご質問だと思います。 

これについては、もちろんこれも大きい規則の内容だと、中身だと思いますの

で、検討しているところですが、具体的には奈良県さんもそうですけれども、参

考資料№２の先行自治体の例の５ページをご覧いただきたいと思いますが、業務

委託については清掃業務について、奈良県では予定価格３千万円以上で（清掃、警

備）とかというふうになっていまして、他の市、区さんでも同じようになってい

ます。 

この理由は、特定県契約といいますか、契約条例で報告を遵守すべき労働者さ

んは特にこういった業務に従事されている方という、こういった方々の労働条件

の確保ということが条例の主目的となっているようでございまして、例えば物品

購入とかでも普通に事務をされている方とかはいらっしゃると思うのですけれど

も、そういう方々でなくて、こういった清掃、警備というような業務に従事され

ていらっしゃる方々の賃金について、労働条件について特に確保するということ

を主眼に、大体の自治体さんでこれらの業務に限定されて、報告対象を絞ってい

るということがあるようでございます。 

指定管理についても、奈良県さんのように同じように絞っている、報告対象を

絞っている例が多いというのはありますが、ただ一方では全てというふうに絞っ

ていない例もあるにはありますので、委員さんおっしゃるように全ての労働者を

対象ということも方法としてはあり得ると思います。ただ、本県の条例の目的か

らしまして、こういった業務に従事される方々の労働条件について、特にお聞き

したほうがいいのではないかということで、これも先ほどの履行の確保と業者さ

んの負担のバランスということになると思いますので、必要な方々についてご報

告をいただくということで、こういった素案としたものでございます。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   その他いかがでしょうか。 

   佐藤委員さんどうぞ。 

〇佐藤委員 業務委託契約の中で、これ最初から工事関係の例えば設計業務委託と

か、ここら辺を除いた理由はあるのでしょうか。工事の額が大きくなればなるほ

ど、100億とかそれを超えるような工事になると設計業務自体が大変な高い金額

になるというふうには考えているのですが、そこら辺は例えば建築士やそういっ

た方たちの賃金とかは心配ないのだということで除かれたのか、そこら辺をちょ

っとお伺いしたいと思いますが。 

〇工藤労働課長 ありがとうございます。大体ご質問の趣旨のとおりといいます

か、やはり他の先行の自治体さんでも、業務委託とか指定管理の中でもこういっ

た清掃業務とかの方々についての労働条件が課題になったということで、そうい

った課題になった方々を中心にしているということで、本県でもそのように考え

ているということでございます。 

〇熊谷会長 たくさんのご質問やらご意見も伺いましたが。 

   では、秋山委員どうぞ。 

〇秋山委員 最初に、先ほどの委員が選定するというのは、やはり利害関係がたくさ

んある方がいらっしゃいますので、絶対にそれは避けたほうがいいと思いま

す。無理だと思います。一定のルールをつくって、その中で選定していくという
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形に機械的にしていかないとなかなか難しいと思いますので、それは申し添えて

おきます。 

   私の質問の趣旨は、このチェックをどこまでの部分についてチェックをするの

か。本当に全てが報告されるかということを担保するのは非常に難しい課題だと

思いますので、そのチェックをどこまでするかというところが多分ポイントにな

ってくるのだと思います。その辺はどういうふうにお考えでしょうか、全部チェ

ックするわけではないですよね。 

〇高橋雇用対策･労働室長 非常に悩ましいところのご質問でございまして、常識

上、個々の労働者の賃金などについて、調査に行って原本を見ない限りはわから

ない話ですが、我々としては○・×方式、アンケートのようなものでは足りない

だろうと、かといって原本まで全部添付させるようなこともできないだろうとい

うことで、今回お示しした素案はその折衷案なわけでございます。 

それをどう担保するかというあたりについては、先ほど規則のところでも若干

お話がありましたとおり、特定県契約の工事現場に、これは特定県契約の工事で

すよというようなものを張り出して周知することで、労働者にそういう知識を持

ってもらい、労働者から私はこんなにもらっていないといったことの疑義の申出

があれば、条例上の規定により、報告も求められるし、調査もできるのだという

ことです。 

何を端緒にそれをやるかということが非常に悩ましいところでございます

が、基本は先ほども申したとおり、この条例は誰か悪いことをやっているだろう

ということで、ぎちぎちとやろうというようなものではないということなので、そ

ういう疑義には対応できるような体制にはしておくけれども、基本は個別にいた

だいたのを眺めて割り返してみるような部分があるのかどうかあれですけれど

も、あとは社会保険の状況についても入っている、入っていない、○・×だけで

はわからないので、番号を書いていただくみたいな。何かあったときには、出か

ければその人の分だよということで調べられるような状態にしておくぐらいのと

ころで、牽制作用といえば、またこれも企業側には怒られることではあります

が、そういった対応にならざるを得ないかなと思っております。 

やればやるほどいいにはこしたことないというか、適正な労働条件の確保とい

う意味ではそうなっていくのでしょうけれども、非常に悩ましい部分で、そのバ

ランスの部分をこういう審議会の皆様から、この辺ではないかというようなご意

見をいただきながら制度設計したいなというところでございます。ちょっと余り

答えになっていないかもしれませんが、そういったところでございます。 

〇秋山委員 いずれ全てをチェックするのは絶対無理だと思うので、どこかポイント

を絞ってチェックというか、確認ができるような体制をとらなければいけないと

思います。使用者からするとこの報告書をまとめるのはかなりの事務負担になる

と思います。この様式でいくと、報告人数は１人ということはほとんどなく、多

くの人を書かなければいけないことになるので、チェックをするポイントを絞っ

た上で、全部が全部報告しなくてもいいような形にしないと、使用者からの事務

負担はかなり大きいものだというふうに思います。その辺のところももう少し検

討していただきたいと思います。 

   以上です。 

〇熊谷会長 谷藤委員さんどうぞ。 

〇谷藤委員 どういう報告内容になるかというのは、まだ細部変更あるかもしれない

のですが、いずれこの賃金支払状況等報告書というものが提出されたとして、こ

れは当然一般に公開することは想定していないと思うのですが、対象となってい
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る従業員から閲覧申請とかあった場合どうするかというのは考えていますか。要

するに、自分の賃金が実際にどう報告されているのかと、俺はちょっとチェック

してみたいのだという人が当然出ると思うのですよ。そういう場合、どう取り扱

うのか。 

〇高橋雇用対策･労働室長 実は考えていません。そこまでまだ考えが及んでいない

のが実態ではありますが、個人情報ではありますが、公文書でもありますし、人

の分ではない、自分の分ということであれば何か規定があるか、検討しなければ

ならない事項だと思っております。そういったことぐらいはできなければという

ような気も個人的にはしますが、ちょっと今まで内部で検討した経緯がございま

せんで、ご勘弁願いたいと思います。 

〇谷藤委員 やはりそういう動きは当然起こり得ると思うし、逆に少なくとも当人の

分に関しては開示しますということをあらかじめ伝えておけば、それ自体が牽制

効果を持つのではないかなと思いますので、いずれそれは具体的に検討していた

だければと思います。 

〇高橋雇用対策･労働室長 ありがとうございます。 

〇熊谷会長 ちょっと関連なのですけれども、弁護士的な発想からいうと、その企業

で労働基準法に反するような形の処遇が行われていますよという問題が出てい

たときに、こういう形で企業が県の方に報告をしているというふうなことがあれ

ば、県の方に弁護士照会をかけて回答を求めるとか、あるいは具体的な裁判にな

ったときに裁判所にお願いしてその書類を出してくださいというふうなことを

お願いするような形で、そういう発想は皆さん持つと思うのです、弁護士だと。そ

うすると、そこら辺のところもどう対応していくかというふうなことは事前に考

えておいたほうがいいのかなとは思います。 

〇高橋雇用対策･労働室長 ありがとうございます。まさに公益性のあるような情報

提供依頼ということについては、現状でお出しできるものだとは思いますが、そ

ういった具体的になったときの対応というのは、谷藤委員からのご指摘もあわせ

て今後の検討事項だと認識しましたので、検討したいと思います。ありがとうご

ざいます。 

〇熊谷会長 その他色々あるかもしれませんが、ちょっと時間の関係もありますの

で、恐縮ですが、そろそろ次の議題に移ってよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇熊谷会長 それでは、次の議題に進みます。議題の（２）、条例の基本理念の実現

を図るための取組の取りまとめ（案）について、事務局から説明をお願いします。 

〇工藤労働課長 それでは、資料№５をご覧いただきたいと思います。関係資料は資

料№５、６、７でございます。 

   最初に、資料№５でございますが、こちらは前回の審議会資料にはありません

でしたが、条例によります取組の取りまとめ（案）の概要をＡ３判に整理したも

のでございまして、まず四角の１に条例の趣旨と基本理念、そして県は基本理念

の実現を図るために取組を取りまとめて公表する旨の説明を挙げてございます。 

   そして、四角の２が取組の取りまとめ（案）の概要でございますが、前回ご覧

いただいたのと同じように、凡例としまして黒四角が既に実施している取組、そ

れから丸が今後実施を検討する取組ということで、右側の下の方に行きまし

て、既に実施している取組 86件、今後検討するもの 21件、計 107件ということ

でございますし、今後の方向としては、この取組を取りまとめた後も、これを適

切に反映させながら、さらにこの取りまとめの取組、取りまとめ内容を見直して

いくことにより、条例の基本理念の実現を図っていくというふうな内容にしてご
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ざいます。 

   具体的には、前回の審議会では再掲 11 項目を含めまして 118 項目でしたけれ

ども、再掲を含めると幾らでも数が増えるような気がしまして、再掲を除いた結

果、前回と同じではありますけれども、107件でございます。 

   具体的には資料№６をご覧いただきたいと。これは前回ご審議いただいた素案

を整理したものでございまして、前回のご審議いただいたものから変更した箇所

につきまして、網かけにして下線をつけてございまして、まずその箇所は２ペー

ジでございますが、２ページでは２カ所ありますけれども、「以上」を「超える」

というふうに、「報告」を「情報提供」というふうにしてございますが、これは

実際の制度を再確認して文言を修正しているものでございまして、実質的に変更

しましたのは次の４ページでございます。 

   ４ページの 36番が前回審議会では、「庁舎等管理業務の入札において、最低制

限価格の導入を検討する」というふうにしてございましたが、これは検討の結果

導入するということで、既に昨年 12 月から最低制限価格制度を導入していると

ころでございます。 

   また、次の５ページの 47番、51番、47番の建設関連業務の配置予定技術者等

を評価する総合評価方式、落札方式についても検討を実施するというふうにして

ございますし、51番についても同様に検討でしたけれども、実施するというふう

にして修正、変更しております。 

   それから、６ページに進みまして、13番は予定価格の設定に当たって、最新の

設計労務単価を適切に反映させる等でございまして、これらも前回の案では契約

の公正性の項目にだけ掲載しておりましたけれども、適正な賃金水準の確保を目

的としたものということで、こちらに再掲するということで整理してございまし

て、その下の 33番等についても同様でございます。 

   それから、実質的に変更しましたのは６ページの一番下の 59 番でございまし

て、見え消しになってございますように、前回は適正な賃金水準を確保するため

に最低賃金を下回らない管理運営計画であることを公募要件とすることを検討

するとしていたところでございますけれども、前回の審議会でのご意見も踏まえ

て変更することとしたものでございます。あとの変更箇所は番号のズレなどだけ

でございます。 

   資料№７をご覧いただきたいと思います。これは、前回の取組の取りまとめの

前回は素案でございましたが、素案に対する主な意見についての資料でございま

すが、この２番、適正な賃金水準の確保についてということで、八幡委員さんか

ら、最低賃金を下回らないというのは当たり前なので、もう少し踏み込んで賃金

水準を確保していく取組が必要ではないかというご意見を踏まえて、59番につき

ましては、庁舎管理業務と同様に指定管理業務についても適正な賃金水準を確保

するために、実態調査を実施することを検討するというふうに修正したものでご

ざいます。 

   それから、資料№７の１番、医療局及び企業局の取組についてでございますけ

れども、佐藤委員さんから、医療局と企業局については総合評価落札方式に該当

する案件が少ない等の理由で取組項目から除外されているものがあるけれど

も、知事部局に準じて整備していったほうがいいというご意見をいただいたとこ

ろでございまして、これは県としましては県庁全体で推進会議も設置して検討し

ているところでございまして、医療局、企業局ともに知事部局の取組について、可

能な限り導入に向けて検討するということとしてございます。 

   それから、３番のところですけれども、総合評価落札方式における最低基準の
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設定ということで、宮本委員さんから、総合評価落札方式の評価方法について、総

合評価というふうにしてしまうと１つの項目が悪いものでも総合的に高く評価

されてしまうということで、一定基準をクリアしていなければだめという、除外

するといったような評価の仕方はできないかというご質問いただいたところで

ございます。 

これにつきましては、丸の１つ目ですけれども、そもそも総合評価落札方式を

含めて県工事の入札に参加するためには、入札参加資格者名簿へ登録されている

ことが必要でございまして、税の滞納者とか、雇用の各種保険の届け出を行って

いない方とか、暴力団と密接な関係を有する者などについては欠格要件というの

を設けまして、こうした基準をクリアしない場合には入札参加資格がないという

ふうにして排除しているということで、ご意見といいますか、ご質問いただいた

とおり、一定のものについてはそっちの方で排除しているということでございま

す。そして、この総合評価落札方式の段階では、その上で入札参加資格のある者

について、公共工事の発注に当たって価格等の条件が総合的にすぐれた者を契約

の相手方とするという入札方式でございまして、経済性に配慮しつつ、価格以外

の多様な要素、技術力、施工能力等を考慮して加点評価というふうにしていると

いうものでございます。 

   ということで、以上が前回のご審議いただいたご意見への対応も含めまし

て、取組の取りまとめ（案）のご説明でございまして、若干前回よりも検討を実

施というふうにしたものもあるということでございます。 

   なお、本日この案でご審議いただいて、よろしければ、今後４月１日付けでこ

ちらを公表するということで進めたいと考えておりますが、字句の修正とかにつ

いてはお任せいただきたいといいますか、ご了承いただきたいと思います。ま

た、現在検討するとかというふうになっているものを含めて、条例の基本理念に

沿った方向で、仮にそれを実施するというふうに修正するということで検討が進

んでまいりました場合には、事前にお知らせをさせていただいた上で、そのよう

に修正をするということもさせていただきたいなというふうに考えてございま

す。 

   以上でございます。よろしくお願いいたします。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明に対しまし

て、委員の皆様からのご質問あるいはご意見はいかがでしょうか。 

   宮本委員さんどうぞ。 

〇宮本委員 では、私の方からは、資料№７で前回の質問にお答えいただいたので、そ

れに対してちょっとコメントしたいと思います。 

   前回は、３条に定められています配慮すべき事由で劣悪なものがあったらどう

するのかということで、少し足切り的な評価の仕方ができないかという意見を述

べさせてもらったのですが、その後担当の職員さんなどとも話してみると、こう

いった配慮事由を一律の足切り事由とすることは難しいということでした。それ

から今日お聞きしていると、ぎちぎちにそういうものを守って取り締まるという

ような意図ではないのだということですので、やはり配慮するという要素はでき

るだけ尽力してもらうという方向で、一律足切り基準にするということは難しい

のだなということでお答えには納得しました。 

   その上で、私はこの３条の配慮しましょうという部分について、非常に特色あ

るものだと思っていて、こういう３条の中に挙げられている配慮すべき事項は国

の方でも制度が整えられている、補助制度なんかも出てきているというところが

あるので、加点評価の項目の中にも、それに沿って随時評価項目を入れていって
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いただきたいと思います。これは要望です。 

   以上です。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

〇工藤労働課長 おっしゃるように、そのようになるように進めていきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   その他はいかがでしょうか。字句の修正は任せてくださいというようなお話で

したが、そのとおりだと思います。ただ、字句だけではなくて、ちょっと修正の

場合にはあらかじめ委員の皆さんに連絡した上でというような話で。 

〇工藤労働課長 余り想定はしていないところですけれども、４月１日付けでもあり

ますので、まだ日にちがありますから、今後何か変わったりする可能性はゼロで

はないので、その場合はいつの間にか４月１日に公表されたのを見たらば、審議

会に出たのと全然違っているなんていうことがないように、ちゃんとご了解いた

だいた上で修正とかを、もし仮にあるとしてもそういうふうにやりたいというこ

とです。主にはもし字句修正等があれば、そういった点はお任せいただきたいと

いうことございます。 

〇熊谷会長 わかりました。 

   その他いかがでしょうか。 

  （「なし」の声あり） 

〇熊谷会長 よろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇熊谷会長 それでは、議題の（２）に関しましては、この程度にいたします。 

 

５ そ の 他 

 

〇熊谷会長 そうしますと、その他ですかね、５のその他ですが、委員の皆さんから

特に何かありますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  （「なし」の声あり） 

〇熊谷会長 事務局の方はいかがでしょうか。 

〇工藤労働課長 それでは、先ほどもスケジュールのところでお話ししましたが、次

回の審議会では、この条例の本日の素案について、さらに規則案等ということで

検討したいと考えてございますので、来年度日程調整させていただいた上で、開

催させていただきたいと思います。スケジュール表では、５月中下旬ごろという

ふうになっておりますけれども、その変更も含めて調整させていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

   以上でございます。 

〇熊谷会長 その他よろしいですか。 

  （「なし」の声あり） 

〇熊谷会長 それでは、以上をもって議事を閉じさせていただきます。あとの進行は

事務局にお返しいたします。よろしくお願いいたします。 

 

６ 閉  会 

 

〇高橋雇用対策・労働室長 委員の皆さん、大変ありがとうございました。本日の審

議会は、これをもちまして閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 


