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岩手県契約審議会会議録 
 

  開催日時 

平成２９年２月２日（木）１０：３０～１１：５０ 

 

  開催場所 

  エスポワールいわて １階 小会議室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 報  告 

  条例説明会の開催状況について 

４ 議  題 

  （１） 報告対象となる特定県契約の指定について 

  （２） 条例の基本理念の実現を図るための取組の見直し（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  株式会社イーアールアイ常勤監査役 

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 

   新屋  浩二  商工労働観光部副部長 

   工藤  直樹  雇用対策・労働室労働課長 

   藤原  隆博    〃     労働担当主任主査 

   佐藤  泰宗    〃     労働担当主査 

   大石  慎一    〃     労働担当主事 
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平成２８年度 
 

第２回岩手県契約審議会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       日時 平成２９年２月２日（木）午前１０時３０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 

 

〇藤原雇用対策・労働室労働担当主任主査 それでは、定刻になりましたので、た

だいまから平成 28年度第２回岩手県契約審議会を開催いたします。 

   私は、雇用対策・労働室の藤原でございます。暫時進行役を務めさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

   本日は、委員７名中７名全員のご出席を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

まして、会議が成立しているということをご報告いたします。 

 

２ 挨  拶 

 

〇藤原雇用対策・労働室労働担当主任主査 それでは、開会に当たりまして、新屋

商工労働観光部副部長からご挨拶を申し上げます。 

〇新屋商工労働観光部副部長 おはようございます。商工労働観光部長の新屋と申

します。 

   平成 28 年度第２回岩手県契約審議会の開催に当たり、ご挨拶を申し上げま

す。 

   委員の皆様にはご多忙のところご出席を賜り、大変ありがとうございま

す。また、日ごろから県政の推進に格別のご協力を賜っておりますことに対

し、改めて御礼を申し上げます。 

   昨年６月に開催いたしました審議会において、特定県契約に係る条例施行規

則案等についてご審議をいただき、おかげさまで昨年 11月 18日に規則を公布

し、本年４月１日からの施行となったところでございます。この場をおかりし

て、重ねて御礼申し上げます。 

   県では、規則の公布後、この特定県契約に関する制度の円滑な施行に向け

て、県内６か所で条例制定の趣旨や制度内容についての説明会を開催するなど

し、県内の事業者に対する周知啓発を行ってまいりました。本日は、前回の審

議会を踏まえて作成した報告対象となる特定県契約の指定に対するガイドラ

イン案と、昨年４月に公表しました条例の基本理念の実現を図るための取組の

見直し案についてご審議いただく予定としてございます。 

   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賜りますようお

願い申し上げまして、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。本日はど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 報  告 

  条例説明会の開催状況について 

 

〇藤原雇用対策・労働室主任主査 それでは、次に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、会長が議長となって運営す

ることとなっておりますので、これ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させていただきます。 

   まず、報告の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。 
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〇工藤雇用対策・労働室労働課長 雇用対策・労働室の工藤でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

   それでは、私から条例説明会の開催状況について報告をさせていただきたい

と思います。資料№１をご覧いただきたいと思います。 

   前回の審議会におきまして、この条例の施行規則の一部を改正する規則とそ

れから特定県契約の関係の規定の施行期日を定める規則案についてご審議い

ただいたところでございます。資料の１の趣旨にありますとおり、おかげさま

で、昨年 11月 18日に規則を公布してございます。公布した規則について、次

の２頁に参考１、参考２として載せてございます。 

   ２頁の参考１が特定県契約に係る報告等の制度を定める第８条、条例の規則

第１項第２号に掲げる規定が第８条ですけれども、その施行期日を平成 29 年

４月１日とするということで前回ご審議いただいたとおり公布させていただ

いております。それから３頁が規則の一部改正ということで、特定県契約に該

当する要件の契約の種類、金額の要件について、前回ご審議いただいたものか

ら、若干言い回し、表現等について、法規担当の審査により修正が入っており

ますが、ご覧のとおり公布されております。 

   ４頁の第５条では、条例第８条第１項の規定による特定県契約の法令遵守状

況の報告の求めは、知事が定める期間における条例第７条各号に掲げる事項の

遵守の状況について、特定県契約のうち知事が指定するものに係る特定受注者

に対し行うというような形で規定をしてございます。この規則が５頁までとな

っており、規則の一部改正が溶け込んだ形の全体の規則を６頁～８頁に掲載さ

せていただいております。 

   資料の１頁に戻りまして、このように本年４月１日から特定県契約に係る法

令遵守状況の報告制度も含めて条例が完全施行されるということになったと

ころでございますので、その内容や今後の取組に関して説明会を行ってござい

ます。 

   項目２の日程及び会場等についてですけれども、今年度は、平成 28年 12月

20日から本年１月 25日まで釜石、宮古、久慈、一関、北上、盛岡の６か所で

開催しまして、合計 841人の参加をいただいております。県の競争入札参加者

名簿登録業者ですとか、指定管理協定の受託法人などに参加いただいておりま

す。 

説明の内容としましては条例制定の背景・経緯、概要や、４月から始まりま

す特定県契約の内容について、それからその他としまして労働者の適正な労働

条件の確保がこの条例の大きなテーマということで、最低賃金や社会保険の関

係の法令遵守、それから労働時間の適正な管理、それから長時間労働の是正な

どの働き方改革などについて、岩手労働局から提供していただいたパンフレッ

トや県が作成したパンフレットなどで説明してございます。 

その他に条例の普及啓発用パンフレットを作成して、直接参加いただいた

方々のほかに 4,400通ほど作成してお送りして、普及啓発を行っているところ

でございます。 

   以上が条例説明会の開催状況についてのご報告となります。よろしくお願い

いたします。 

〇熊谷会長 ただいま事務局から報告いただきましたけれども、この報告に対しま

して委員の皆様からご質問あるいはご意見等はいかがでしょうか。 

   どうぞ、秋山委員。 
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〇秋山委員 この開催をして、参加者からの質問、意見などはありましたでしょう

か。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 ありがとうございます。質問の時間をちゃんと

とったのですけれども、質問は余り出ませんでした。主に聞かれたものとして

は、１年間に従事した労働者を全部報告するとなると何千人とか大変な数にな

ってしまうけれども、そういうことなのだろうかということを説明会が終わっ

てから質問があったりしました。それについては報告いただく月などを県が指

定して、報告してもらいますということを説明し、それであればそんな負担で

はないといったやり取りがありました。 

〇佐藤雇用対策・労働室主査 補足説明をさせていただきます。条例説明会の際

に、アンケートを参加者に配布しておりまして、841名の参加者のうち 804名

からアンケートを回収させていただきました。そのアンケートには、条例の概

要や特定県契約の遵守すべき事項など、説明した内容に関して理解できたかど

うかという質問をさせていただきましたけれども、「よくわかった」、「わかっ

た」という回答が全ての質問で９割以上となっており、最も高いもので 94％

以上という質問項目もございましたので、おおむね参加された皆様にはご理解

をいただいたのかなというふうに理解しております。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   それ以外にいかがでしょうか。 

   宮本委員。 

〇宮本委員 今の説明と関連しますけれども、94％ぐらいの方は「よくわかっ

た」、「わかった」だとすると、「わからない」という６％の方はどうなのでし

ょうか。むしろ数字を聞いてしまったので、ちょっと気になってしまったもの

ですから。 

〇佐藤雇用対策・労働室主査 「よくわからなかった」と回答された方のご意見に

は、「説明が早くてついていけなかった」ですとか「後でちゃんと読みます」

といったことが書かれておりました。条例の内容等を一方的に１時間近く話す

ものでしたので、ちょっとわかりづらかったところがあったのではないかと考

えております。 

〇宮本委員 できれば皆さんに 100％浸透してわかっていただきたいというとこ

ろがありましたので、ちょっと確認させていただきました。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 説明会の資料はホームページに載せますし、不

明な点はちゃんとお問い合わせくださいということにしておりますので、わか

らない方はご確認をいただけるものと理解しております。 

〇熊谷会長 その他よろしいでしょうか。説明会が終わった後に、問い合わせ自体

はございますか。 

〇佐藤雇用対策・労働室主査 ２件ほどあり、内容としては、うちの業務は対象に

なるかどうかといったようなものでございます。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   そのほかはいかがでしょうか、この件についてはよろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

 

４ 議  題 

  （１） 報告対象となる特定県契約の指定について 

  （２） 条例の基本理念の実現を図るための取組の見直し（案）について 
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〇熊谷会長 それでは、次の議事に進みます。議題の（１）、報告対象となる特定

県契約の指定についてですが、事務局から説明をお願いします。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 それでは、私から説明をさせていただきたいと

思います。 

   先ほどご覧いただきましたように規則において、特定県契約の法令遵守の報

告対象となる契約については知事が指定するということで、前回までご審議い

ただいたとおりとなったところでございますし、その指定の仕方について本審

議会で昨年度来ご審議いただいているところでございます。 

   その経緯につきましては、資料№２-２に整理をさせていただいております

が、資料の１頁、平成 27 年度の第３回審議会では、知事が指定する方法につ

いて公正な指定方法となるようにマニュアル等で定めることとし、そのマニュ

アル等については非公開としたいという案をお示ししたところです。 

指定の仕方かがわかると、うちの会社は指定されないから大丈夫だといった

ことになりいかがなものかということで、このような案でお示しをしたところ

ですけれども、２頁にありますように前回審議会において、選定のマニュアル

については、抽象的な内容の地域や金額等を踏まえて選定するといった部分ま

でのガイドラインのような公表できるものと、具体的な指定方法を明らかにし

た非公表とするマニュアルを準備するということとさせていただいておりま

して、これを受けましてガイドライン案と、それから本日非公表ということで

配付しておりませんが、マニュアル案について事前にお送りしてご意見をいた

だいているところでございます。 

   本日の審議会では、既に委員の皆様にお送りをさせていただいておりますガ

イドライン案についてご審議いただきたいということでございます。資料№２

-１のガイドライン案をご覧ください。趣旨としましては、条例施行規則５条

１項に定める報告対象となる特定県契約の指定に関する取り扱いを定めると

言うことでございます。選定方法の概要ですが、まず特定県契約の要件を満た

す契約を抽出し、その抽出した特定県契約の中から配慮事項の①契約が履行さ

れる地域、②工種・業務内容、③契約金額について、順番に配慮して報告対象

となる契約を選定するというものでございます。 

   １の特定県契約の要件については、規則で定めるとおりでございますし、そ

れから２頁、２の選定方法については、（１）から（３）までの手順で報告対

象となる契約を選定するわけですけれども、この方法で同じ受注者の契約が複

数選ばれるような場合にはこの限りでないということになっております。 

（１）は、契約履行地域及び工種・業務内容による契約件数の割り振りとい

うことで、年度ごとに報告対象とする契約件数を設定しまして、その契約件数

を表２の地域区分、それから表３の契約の種別、工種・業務内容ごとに地域ご

との契約件数の比率等を踏まえて割り振ることとしています。なお、契約履行

地域が複数の地域にまたがる場合は業務量の最も多い地域を契約履行地域と

することしております。 

   そして、（２）についてはその契約履行地域、工種・業務内容ごとに整理し

た特定県契約の中から金額等を踏まえて、上記の（１）によって契約履行地域

工種又は業務内容ごとに割り振られた件数分の契約を、ここは事前にいただい

た点を踏まえて修正したところですけれども、あらかじめ定めるルールに従っ

て選定するということでございます。 
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この（１）と（２）が原則的な選定の考え方でして、その他としましては、こ

の（１）と（２）にかかわらず、労働者からの申出などによって条例第７条の

法令遵守状況に疑義がある特定県契約については、加えて報告対象とすること

ができるものとするということとしております。 

   以上がガイドライン案の説明でございます。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説明に関しまし

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。 

〇宮本委員 質問させてください。（３）のその他について、疑義のある特定県契

約の選定はどこでやるイメージでしょうか。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 実際には、雇用対策・労働室に情報が寄せられ

ると思われますので、それを踏まえてということで、私どもが選定することを

予定しております。 

〇宮本委員 ある一定程度疑義がありそうだということであれば、選定いただくと

いうことになりますか。色んな労働者からの申出ということになっているの

で、申出の仕方にもよると思いますし、軽微なものもあるでしょうから、そこ

ら辺はある程度疑義があるというものを選定されるのでしょうか。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 おっしゃるとおり申出の内容にもいろいろレベ

ルがあると思いますので、単純に申出の方の勘違いだったというものが確認で

きれば当然解決になると思うのですけれども、お話を聞いた上で、やはり受注

者に書面等で確認しないとそれ以上わからないという場合には報告を求めさ

せていただくということになると思います。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   そのほかいかがでしょうか。今の件については、色んな中身がありそうです

からそういう意味では事務局の力量にかかってくるような気がします。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 一概に必ず報告を求めますというものではなく

ケース・バイ・ケースだと思いますし、だからといって前回の審議の延長にな

りますが、その度ごとに委員にお諮りするというのもどうかなと思いますの

で、ここは事務局で判断をさせていただくということになろうかと思います。 

〇熊谷会長 運用していきながらということですかね。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 はい。 

〇熊谷会長 そのほかいかがでしょうか。 

   稲葉委員。 

〇稲葉委員 選定方法のところで、要件に該当するものをとりあえず抽出するとい

うことですので、抽出は機械的にできますが、絞り込みのところについては事

務局が行うということでしょうか。あるいはガイドラインを公表するので、そ

れ以上具体的なことは書いていないということなのでしょうか。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 ありがとうございます。ガイドライン案の２頁

の２（２）の「あらかじめ定めるルールに従い選定する」という部分について

の資料は、本日の審議会が公開で行われているため、本日お配りしていません

が、マニュアルの方で機械的に選ばれるようなルールにより絞り込みをすると

いうことを予定しております。 

〇熊谷会長 よろしいでしょうか。 

   はい。 

〇谷藤委員 質問ではなくて意見ですが、拝見すると過去の議論を踏まえてできて
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いるガイドラインで、各委員から出た意見あるいは懸念を解消できるようなも

のになっているかなと思っております。「あらかじめ定めるルールに従い」と

いうのは、私が入れてもらった言葉なのですが、要は恣意的にどこかが外れ

る、ないしは恣意的に選ばれるということがないということが担保されていれ

ば、それでいいのかなと。ただ、あくまでもそうはいいながら、怪しいと思わ

れている先が機械的な選定の結果、漏れてしまうというのもまずかろうとい

う、そこまでの内容をフォローしたガイドライン案になっていると思うの

で、とりあえず私はこれでいいのかなと思っております。 

   ただ、今日も色々と質問が出ておりますが、初めての制度ですから、実際に

運用してみないとわからないことはいっぱいあると思うのです。ですから、そ

こら辺は走りながら、不都合なことが出てきたら、その都度また修正していく

ということを含みを持たせつつ、スタート時点のガイドラインとしてはこれで

いいのではないかなと思って拝見しているところです。今のところ、特に疑問

になる点はないように私自身は感じております。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   そのほかいかがでしょうか。 

   はい。 

〇八幡委員 ２（１）のなお書きの２行目に「指定管理協定については工種・業務

内容による契約件数の割り振りは行わない」と記載されていますが、割り振り

をしない理由をご説明いただきたいと思います。 

〇佐藤雇用対策・労働室主査 指定管理協定の対象となる施設については、表３の

業務委託契約の業務内容にあるような、清掃、警備、設備の保守管理といった

業務が発生するものであります。指定管理協定において清掃業務だけをやると

いうことはないですし、設備のメンテナンスですとか、そういったものも一切

合財ひっくるめての指定管理ですので、指定管理に関しては業務内容による契

約件数の割り振りを行う必要はないだろうということで、このような形で整理

させていただきました。 

〇八幡委員 要は、指定管理ではこれらの業務が大抵行われるということですね。 

〇佐藤雇用対策・労働室主査 おっしゃるとおり、指定管理の施設であれば、こう

いった業務はどの施設でも発生するということで、割り振りは行わないという

ことでございます。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   それ以外はいかがでしょうか。 

〇稲葉委員 ガイドライン案の表１にある指定管理の委託料 3,000 万円以上とい

う額は、清掃等業務以外の管理費も含む全体の額なのですね。 

〇佐藤雇用対策・労働室主査 そのとおりでございまして、清掃、警備等々の業務

以外のものも含んだ予定価格が 3,000万円以上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。概ね皆さんの意見は出たということでよろ

しいでしょうか。 

  （「なし」の声あり） 

〇熊谷会長 ガイドライン案そのものに対しては、特に異論というような形でのご

意見は出ませんでしたので、ガイドライン案については了承するということで

よろしいでしょうか。 

  （「はい」の声あり） 

〇熊谷会長 では、委員の皆さんに了承いただきましたので、次に進ませていただ



 - 9 - 

きます。 

   議題の（２）、条例の基本理念の実現を図るための取組の見直し（案）につ

いて、事務局のほうから説明をお願いします。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 それでは、私から説明させていただきます。 

   資料№３-１と資料№３-２を使ってご説明したいと思います。まず、資料№

３-１が、平成 28年４月１日に公表した県の取組のうち、今回見直しをする予

定の部分の資料でございまして、それを溶け込ませました取組の全体が、資料

№３-２でございます。便宜上、資料№３-１から説明させていただきたいと思

います。 

   平成 28年４月１日に公表しました県の取組の 107項目のうち、実施するも

のと実施に向けて検討するものがあり、検討するとした 21 項目をどのように

するのかということをまとめたものが、資料№３-１の 1 頁の表でございま

す。表にあります「頁」は 28年４月に公表した取組の掲載頁でございまして、白

丸（○）が検討する、それから黒菱（◆）が実施するということを示しており、こ

の表でもそのように表示しております。 

   まず、建設関連業務について、○５の発注見込みをホームページで公表する

ことと、○６の契約件数等の概要をホームページで公表することにつきまして

は、検討の結果、実施するということで黒菱（◆）に見直しております。なお、県

の建設関連業務の発注は、県土整備部と農林水産部によるものがほとんど

で、これらの業務について集計・管理などを行ってございますので、これらの

業務についてホームページで公表する、実施するということとしたいというこ

とでございます。表の３つ目の欄、○８の物品購入における契約状況をホーム

ページで公表することにつきましても、契約状況そのものについて支払月ごと

にホームページで公表するということで実施したいということでございま

す。次の○の９の物品購入における一般競争入札に係る発注見通しを公表する

ことにつきましては、他県等を参考に公表内容等を継続して検討中でございま

すし、それから、○の 37 の印刷業務の請負の入札において、最低制限価格制

度を導入することにつきましても、他県の状況も勘案しつつ、必要性も含めて

引き続き検討するということでございます。○の 49 の建設関連業務において

過去の業務成績を簡易総合評価落札方式で評価するということにつきまして

は、検討の結果、実施するということでございます。○の 56 の指定管理協定

において、環境への配慮など社会的価値の向上に資する取組等を応募要件とす

ることにつきましては、検討することとしておりましたが、可能なものについ

ては公募要件とすることとしたいということでございます。○の 58 の庁舎管

理業務において、適正な賃金水準の確保のための実態調査を実施することを検

討しておりましたけれども、これについては入札の際に、雇用労働者の最低賃

金額や過去５年間の賃金未払いがないということを書面で確認するという形

で実施したいということでございます。 

   次の頁に進ませていただきまして、一番上、○の 59 の指定管理協定につき

ましても実態調査の実施を検討することとしておりましたが、指定管理者から

職員配置計画書を提出していただいて、賃金水準を確認させていただくことと

したいということでございます。○の 61から 64は社会保険の加入のための取

組でございますけれども、まず○の 61 の建設関連業務の競争入札参加資格登

録の審査の際に、社会保険に加入していることを資格要件とするということに

つきましては、国もまだ導入していないということもありまして、引き続き検
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討させていただきたいということでございます。○の 62、庁舎管理業務の入

札参加資格審査において、社会保険に加入していることを資格要件とするとい

うことにつきましては、入札時に雇用保険者の加入状況を書面で確認するとい

う形で実施したいということでございます。○の 63、物品購入の競争入札参

加資格登録の審査の際に、社会保険の適用事業所は社会保険への加入を資格要

件とすることにつきましては、まずは適用事業所がどのくらいあるかというよ

うな社会保険の適用状況を把握するための調査をしたいということで、継続し

て検討するということでございます。○の 64、指定管理者の候補者の申請資

格審査の段階で、社会保険に加入していることを資格要件とすることについて

は、職員配置計画書を提出していただいて確認するということで実施したいと

いうことでございます。それから、○の 76の庁舎管理業務については、施設

の性質などに応じて複数年契約に適合するものについてはこの活用の拡大を

図るという方針としたいということでございますし、○の 77 の指定管理協定

について、施設の性質等に応じて締結期間を拡大することが適当なものについ

ては、その拡大を図るという方針としたいということでございます。○の 86の

建設関連業務においては、地域精通度、地域貢献度を評価する簡易総合評価落

札方式を実施したいということでございます。 

   3頁に進みまして、○の 87、庁舎管理業務においては、入札参加資格者数が

一定程度確保される業務については地域要件を設定することとしたいという

ことでございますし、それから○の 91、県の再生資源利用認定製品というも

のがありまして、この優先的購入に努めることとしたいということでございま

す。○の 92 につきましては、物品購入の際に県産品の利用促進に配慮するこ

とを検討することとしておりましたが、これについては、県産品の利用促進に

配慮するという方針にしたいということでございます。○の 95、建設関連業

務においては、配置予定技術者の資格、継続教育の実施を評価する簡易総合評

価落札方式を実施する。それから、○の 96、指定管理者の候補者の選定に当

たり、専門性のある職員が必要となる施設にあっては、その配置に係る評価項

目を設定する、実施するということでございます。 

   以上、検討するとした 21項目のうち 17項目は実施するということと、それ

から４項目については継続して検討させていただきたいというものでござい

ます。 

   それから、３頁の２の表が、新たな取組として追加したいもので、３件ござ

います。１つ目が適正な賃金水準の確保の関係の取組として、県内事業所にお

ける賃金、労働条件等の実態調査を今年度実施するということでございます。 

   次の県民の安全・安心な生活に資する活動の関係では、県の循環型地域社会

の形成に関する条例に基づきます優良な産業廃棄物処理事業者の格付け認定

の取得業者を率先活用するということでございます。それから、検討項目が１

つ、男女共同参画の推進に配慮した事業活動の関係でございまして、これは入

札の際にワーク・ライフ・バランス、仕事と生活の調和を推進する企業を評価

することなどを検討するということで、以上、実施する取組が２件、検討する

項目が１件の計３件を新たな取組として追加したいということでございます。 

   以上の内容を盛り込みましたのが、資料№３-２の冊子でございまして、こ

ういった形で本年４月に公表させていただきたいということでございます。ど

うぞよろしくお願いします。 
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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、御質問あるいはご意見等はいか

がでしょうか。 

   はい。 

〇谷藤委員 質問が２件です。1つは、92番の県産品の利用配慮に関する取組につ

いてです。資料№３-１の 92番には、県産品についての説明というか定義のよ

うなものが改めて書かれてありまして、資料№３-２の冊子では用語説明の頁

に改めて書いてあります。これはこれでわかるのですが、条例の本文、第３条

第２項にも県産品に関する定義が書いてありまして、92 番の書きぶりと違い

ます。ここはどう整理されているのかということをご説明願います。 

   それから、もう一つ、これについては、最初の版のときに質問しておくべき

だったことなのですけれども、冊子で言うと４頁の 25番や 26番に「建設関連

業務等の業務」という表現が出ているのですが、それ以外は全部単に「建設関

連業務」となっているので、この違いについてご説明いただければと思います。 

〇佐藤雇用対策・労働室主査 ただいま谷藤委員のほうからご質問ありました県産

品の件に関しましてご説明いたします。 

   参考資料№１の１頁の最後の行に条例の県産品の定義が書いてございま

す。「県産品（県内で生産されたもの若しくは県内で生産されたものを原材料

とするもの又は県内に主たる事務所若しくは事業所を有する者が生産したも

のをいう。）」ということで規定されております。この条例の規定に関しては、県

産品の利用促進に関してどういった取組を今後進めていくのかわからない部

分があるので、幅広に県産品というものを捉えられるように条例には規定をし

ております。 

   今回、資料№３-１の 92 番で県産品の利用促進について検討したのです

が、条例で規定する県産品のどこまでを対象としたら良いのか、管理をどのよ

うにするのかなど色々と悩ましい部分がございましたことから、まずは産業経

済交流課で県産品の利用促進ということで取り組んでおります、資料に書いて

あるような食料品製造業や木材・木製品製造業などにおいて、岩手県内で最終

的に生産されたものの利用促進を図っていこうということで規定したもので

ございます。まとめますと、条例の県産品の方が幅広くなっており、今回はそ

の中の一部の県産品の利用促進にまずは取り組んでいくという内容となって

おります。 

   次に、「建設関連業務等」の「等」についてですが、検討の段階で「等」が

入ってきたと思うのですが、この「等」が何を指すのかについては、後で確認

してご報告させていただきたいと思います。 

〇谷藤委員 「建設関連業務等の業務」という表現が出てくるのは 25番と 26番の

取組ぐらいで、あとは全部ただ単に「建設関連業務」になっていたような気が

するのです。私も最初に見たときには気にならなかったのだけれども。 

〇小野寺建設技術振興課主査 県土整備部よりご説明申し上げます。建設関連業務

委託というのは、設計や測量といった工事関係の業務委託を示しており、正式

な定義があるものでございます。「等」といいますのはそのほか建設関連業務

以外の業務、例えば、財団や社団への委託が主になるのですが、埋蔵文化財の

発掘調査といったような測量や設計から離れるような業務もあるいは含むの

かなということで検討段階では入れていたものだと思います。ただ、今回、取

組を実践的に表現するに当たりまして、定義をはっきりさせるために業務のほ
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とんどを占めます「建設関連業務」ということで定義したものであると考えて

おります。 

〇谷藤委員 その業界の人がこれ見てその違いがわかるのであればそれでも結構

なのですけれども、少なくとも私はわからない。素人がわからなくても、それ

は構わないかもしれないですけれども、その辺がわかりにくいのであれば補足

説明していただくようなことが必要かなと思います。 

   先ほどの県産品の話で言うと、違う表現になっているのであればどこかに説

明があったほうがいいのかなと。要するに、今スタート段階でいろいろ議論し

ているので、走り始めていろいろ問題が出てきたことについては、その都度修

正すればいいと思うので、そういった意味では、私はかくあるべしということ

は何もないのです。 

ただ、スタート段階では疑問な点とか不整合なところを残したまま走り始め

るのはよくないと思うのです。ご説明の趣旨はよくわかりましたし、条例の内

容をさらに限定的に捉えるということは条例を逸脱するものではないと思う

ので、それはそれでいいと思うのです。けれども、資料№３-１は県産品のと

ころにすぐ説明があるからわかるのですが、資料№３-２の冊子では 92番を見

ても県産品についての説明が特にないので、読む人は８頁にある県産品の説明

を見て、県産品とはこういうものだと思いながら多分読んでいくのですよ

ね。そして、用語説明の 14頁まで読み進めて初めて、92番の県産品の説明が

出てくるのは、ちょっと読んでいて紛らわしいというか、誤解のもとになりか

ねないと思うので、そこは書きぶりを配慮していただければよいと思います。 

   以上です。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 色々ご意見ありがとうございます。おっしゃっ

るとおり、読む人がわかりやすいように表現等を検討させていただいて、修正

させていただきたいと思います。 

   先ほどご説明しましたけれども、条例の基本理念で県産品の利用促進につい

ての定義をしていて、そのうちの具体的な取組として物品購入する際に配慮す

るという場合に、実際の購入手続の際に余り対象が広すぎると発注がなかなか

難しいということで、物品購入の際に配慮する対象としては、条例で定義して

いる県産品のうち、資料№３-１の 92番に記載させていただいたものを対象と

して運用するということが、この取組を読んでわかりやすいように表現を検討

させていただきたいと思います。 

   それから、先ほどの「等」についても、もう一度、表現なり対象なりを検討、調

整させていただいて、必要な場合は修正をさせていただければというふうに思

います。どうもありがとうございます。 

〇熊谷会長 それでは、そういうことでよろしいですかね、内容、表現等を検討し

たいということですので、よろしくお願いいたします。 

〇谷藤委員 それでよろしくお願いします。 

〇熊谷会長 そのほかいかがでしょうか。 

   佐藤委員。 

〇佐藤委員 最初にお伺いしたいのは、資料№３-２の９頁、89番の「県産とする

よう努めることを努力義務とする」という表現についてです。「努めることを

努力義務とする」ということは、結局最初から「努めることとする」という表

現で良いのではないのかなということです。私は余り意味のない表現だなとい
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うふうに考えております。 

   次に、12 頁の 107-２番でワーク・ライフ・バランス等を推進する企業の入

札時の評価等を検討するということで、まさにこれから検討することだと思う

のですが、今、世の中では違法残業といったことが毎日のように新聞等で出て

おりますけれども、厚労省、労働局も労働基準監督署も重点的に取り組んでい

るところだと思うのですが、特に残業代については、きちんと支払っていると

ころは多くないような話も聞きますが、その辺を本当にきちんと捉えきれるの

かどうかということについて質問をしたいと思います。 

   ３つ目は、前にも申し上げていたのですが、括弧書きで医療局及び企業局を

除くという表現が随所に見られるのですが、その辺の特殊事情について改めて

ご説明をお願いしたいと思います。 

   以上でございます。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 ご質問ありがとうございます。まず、１点目の

資料№３-２の９頁の 89番について、おっしゃるとおり「努めることを努力義

務とする」というのは表現としてちょっとどうかなと思います。県営建設工事

に係る契約の中で、こういった県内に本社を有するものの中から選定する、そ

れから調達する建設資材は県産とするというように努めるということを契約

の中に書くということを努力義務としたいということで、「努める」と書いて

もらうということを努力義務とするという意味で、こういう表現になってしま

ったものです。おっしゃるとおり、そもそも「努める」というふうに短く書く

のと同じことだと思いますので、表現を検討させていただいて、修正なりをさ

せていただきたいというふうに思います。 

   それから、２点目の資料№３-２の 12頁、107-２番のワーク・ライフ・バラ

ンス等を推進する企業の入札時の評価の関係でございますが、不払い残業等の

実態については、岩手労働局の方で監督、立入調査を行い、毎年度公表されて

いまして、県としても情報を共有しておりますが、県内でもある程度労働時間

の違反とか、不払い残業の実態があるということでございます。それも踏まえ

て、本日の審議会の最初で報告させていただきましたが、県契約条例説明会で

はありましたけれども、せっかく県の入札参加業者等が 800人以上も集まられ

るということで、そういった実態は県内でもあるので、いずれそういった違反

がないようにしっかり法令遵守をお願いしたいというようなお話を説明会で

もさせていただいたところでございます。 

   そして、この 107-2番で想定しております検討内容は、実は、内閣府が中心

になって、国の各省庁で今年度内にワーク・ライフ・バランスを推進する企業

を入札の際に高い評価をするような制度を導入する話が進んでいまして、県と

しましてもそれに準じるなどしていずれ何らかのそういった対応をしたいと

いうものでございます。具体的に次世代育成支援対策推進法や女性活躍推進法

に基づき、良い取組の企業を国が認定する制度がありますし、県においても今

年度から、働き方改革に取り組んでいらっしゃる優れた企業を「働き方改革ア

ワード」として知事が表彰するといったことに取り組んでいますので、そうい

った良い取組をして認定されたり、表彰されたりしている企業を、入札などの

契約の際にプラス評価をするといったことを、来年度以降検討したいという内

容でございます。 

   それから３つ目、色んな取組の中に医療局、企業局を除くという文言が入っ

ていることにつきましては、県庁内にこの条例を推進するために医療局、企業
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局も含め各部局等で構成する県契約条例推進会議という組織を設置して、医療

局や企業局においても取組をどんどん進めるということで了解を得て進めて

いるところでございますが、例えば建設工事や建設関連業務について、どうし

ても県土整備部の案件数に比べて医療局や企業局の件数が少ない、めったに発

生しないというようなものについてルール化するまでもないといったこと

で、なかなか実施に至っていないという項目もあるというところでございま

す。いずれ医療局や企業局も含めて取組が進むよう引き続き取り組んでいきた

いと考えております。 

〇佐藤委員 ありがとうございます。あと今のお答えも踏まえて、いろいろ国等の

検討状況を待つとか色々あると思うのですけれども、なるべく検討中という取

組が早くなくなるように努めていただければというふうに思います。ちなみに

他県ではいかがですか、先進県の状況もお伺いしたいと思いますが。 

〇佐藤雇用対策・労働室主査 先行事例としましては長野県が「長野県の契約に関

する条例」を制定し、本県と同じような形で取組を取りまとめて推進をしてい

るところでございますが、取組の項目数については長野県においてもそれほど

変わっておらず、本県の取組状況と大差はいないものと認識しております。長

野県でも検討中の取組がありますので、それをどうするかということで色々と

検討を進めて、実施になったものもあれば、削除となったもの、継続して検討

中のものもあり、引き続き審議しているところでございます。 

〇熊谷会長 それ以外はいかがでしょうか。 

   宮本委員。 

〇宮本委員 質問ではありませんが、ワーク・ライフ・バランスの取組について、私

の方からも何とか入札の際の要件やポイントにできませんかといったことを

言わせていただいたのですけれども、それまでは参加資格登録の時にちょっと

評価するような取組だったのが、今回は入札時の評価等を検討するということ

で大変よかったなというふうに思っています。 

   佐藤委員の意見にあったように、不払残業などを本当に把握できるのかとい

うこともありますが、次世代育成や女性活躍推進など国の施策が進む中で、労

働局に各事業所が色々な取組を登録させるようなことがどんどん進んでいる

ので、恐らくポイント制を導入するための把握というのは、そんなにハードル

は高くないのではないかなというふうに思っていますので、積極的に取り組ん

でいただければと思います。この取組から「検討」という言葉がとれてくると

良いなというのが、１つです。 

   あともう１つは、ちょっとどうなのだろうかという点です。資料№３-１の

１頁の 56 番、指定管理協定に関する取組の中に「可能なものについて」とい

う言葉が出てきて、意味合いとしてはわかるのですけれども、「可能なものに

ついて」というふうに書くと少し恣意性が出てくるような気がしています。「可

能なものについて」をとってしまうと何か不都合があるのでしょうか。お願い

します。 

〇吉田管財課主査 指定管理協定を担当しております管財課でございます。指定管

理協定につきましては、現在県内 45 施設で導入しております。それぞれの施

設の目的ですとか特性といったものが一律ではないということで、公募要件に

つきましては、県で作成したガイドラインに基づいて設置者である各施設の所

管課が作成しているものです。環境への配慮など社会的価値の向上に資する取

組を公募要件とするということについて、各施設の所管課で検討して公募要件
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をつくっていますので、気分的に「可能なものについて」という言葉を入れさ

せていただいたところです。 

〇宮本委員 「気分的な」とおっしゃった意味は、私もこれを読んでわかったので

すが、「可能なものについて」という言葉をとってしまったら不都合があるの

ですかという点ですね。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 「可能なものについて」という言葉を取ると全

部に導入するような誤解を与えるかもしれません。むしろ「設置目的等に応じ

て適切なものについては」というふうに書くと「可能なもの」よりもっと後退

するような感じもいたします。できるものはやるという意味なのですけれど

も、無理なものについてはさすがに除外する必要があるなということでこのよ

うな表現となりましたが、もっといい表現がないか検討させていただきたいと

思います。 

〇宮本委員 お願いいたします。 

〇谷藤委員 「原則として」という表現はどうですか。 

〇佐藤委員 「原則として」ということは、例外がある、例外も認めますよという

ことになります。「可能なもの」というと表現だと、姿勢が後退しているよう

な感じがしますね。 

〇熊谷会長 今のご意見を踏まえて、表現を検討していただくということでよろし

いですか。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 検討させていただきます。 

〇熊谷会長 その他はいかがでしょうか。私から１点。資料№３-１の２頁の

61番、62番、63番、64番については、事業者が社会保険に加入していること

を資格要件にすることを検討する取組になっていて、見直したり、検討したり

した結果、62 番については社会保険への加入状況を書面で確認し、64 番につ

いても配置計画書で社会保険への加入状況について確認するとなっていま

す。一方、61 番はまだ検討中で、63 番については適用状況を調査中というこ

とになっているのですけれども、建設技術振興課や管財課など担当部署によっ

て対応が違っているといいますか、対応が違うことが最終的な結論になる

と、事業者の方から、同じ県の仕事なのにどうしてそうなるのかなということ

も考えると思いますので、できればそこのところは統一した方がいいのかなと

思います。その辺のところについては、県組織の中で調整を図るといったこと

はされるのでしょうか。具体的に言えば、管財課、建設技術振興課、出納局管

理担当で統一的にやるというような動きはあるのですか。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 先ほどもお話ししました各部局等で構成する県

契約条例推進会議を設置し、その下部組織ということで、資料№３-１に書い

てあるような関係課で構成される幹事会の場で協議してやっておりますの

で、取組内容のすり合わせは可能でございますし、今日もすり合わせを行った

上で資料をお示ししております。ただ、取組によっては国の制度と連動するよ

うなものもあり、そちらについてはやはり国との調整が必要ということで、最

終的には契約の種類によって扱いが変わったりするものもありますが、引き続

きご意見も踏まえて、すり合わせ可能なものについてはすり合わせをして、事

業者に違和感を与えないように検討していきたいと思います。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   そのほかいかがでしょうか。 

  （「なし」の声あり） 
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〇熊谷会長 大体ご意見等は出尽くしましたので、見直し案については、ご意見は

様々ございましたけれども、この見直し案で概ね良いということだったと思い

ますので、この見直し案については了承するということでよろしいでしょう

か。表現などについては色々と再検討するということですが、それを踏まえて

了承するということ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、了承をいただきましたので、次に進ませていただきます。 

 

５ そ の 他 

 

〇熊谷会長 次に、５のその他ですが、委員の皆様から何かございますでしょう

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。 

〇工藤雇用対策・労働室労働課長 それでは、事務局から、今後の審議会の開催等

のスケジュールについてお話をさせていただきたいと思います。 

   参考資料№２にこの条例の施行・運用スケジュールを整理してございま

す。前回までの審議会においても、この資料により 28年度から 30年度までの

スケジュールを提示させていただいております。平成 29 年度からは条例施行

２年度目ということで、今回と同じように取組を検討するとしているものにつ

いて実施に向けて検討し、取組の見直し案をお示しさせていただきたいと思い

ますし、４月から始まります特定県契約の運用状況などについて報告させてい

ただきたいと考えております。具体的なスケジュールは後で日程調整させてい

ただきますが、来年度は１～２回程度開催させていただきたいと考えてござい

ます。 

   それから、30 年度になりますと同じように取組の見直し案ですとか、特定

県契約の報告の状況などについてご審議をいただきたいと考えてございます

けれども、条例の附則で、施行３年を目途として施行状況を踏まえて、必要な

見直し等を検討するということになってございますので、それの関係も踏まえ

ると 30 年度には２回程度の開催をお願いすることになるかなということで考

えております。 

   いずれにしましても、具体的な日程等につきましては調整させていただきた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   私からは以上でございます。 

〇熊谷会長 ありがとうございました。 

   それでは、以上をもちまして議事を閉じさせていただきます。進行は事務局

のほうにお返しいたします。よろしくお願いします。 

〇藤原雇用対策・労働室主任主査 ありがとうございました。 

 

６ 閉  会 

 

〇藤原雇用対策・労働室主任主査 本日の会議は、これをもちまして閉会といたし

ます。本日はどうもありがとうございました。 


