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入札制度改革で生み出す
「公正労働」と「住民福祉」
「 価格入札」 か ら 「 政策入札」 へ

小 畑 精 武
務提供型請負（業務委託）の入札、契約問題に
年々、自治体事務事業の民間委託が拡大し

ついて検討したい。

ている。委託労働者の組合づくりをすすめるな
かで、委託労働者の不安定な雇用と低賃金の実

ゆれる入札・契約制度

態およびその背景にある「競争による入札制

−民間委託の進行と矛盾−

度」の問題点が見えてきた。規制緩和・競争激
化のなかで、自治体がめざす社会的価値・政策

札幌市立病院では委託清掃業務が96年に２億

を実現していく方向に入札・契約制度を改革し

円であったが、年々下がり続け、02年度には３

ていくことは、自治体、市民、労働者にとって

分の1の6700万円になった。その結果、パート

避けて通れない課題になっている。

賃金の不払い、社会保険の取り止め、賃金切り

04年10月に東京都荒川区長がビルメン会社か

下げを引き起こし、なかには８時間労働でも生

らの収賄で逮捕され、新潟市元下水道部長は公

活保護を受けざるをえない人がでてきた。02年

共工事をめぐる官製談合で逮捕された。公共工

秋には、公立病院の医療事務委託を主たる業務

事、業務請負など政府調達における入札問題は、

としてきた業界３位のＪ社がダンピング競争に

一つは公共工事、物品購入等をめぐっての談合

敗れ、退職金未払いのまま破産にいたった。こ

問題であり、もう一つは清掃、医療事務など労

うした「下へむけた競争」の結果は、有期雇用

務提供型請負（業務委託）に見られるダンピン

の不安定労働者を増加させているだけでなく、

グ（不当廉売）である。

皮肉なことに国の未払い賃金・退職金の立替え

2000年に「公共工事入札契約適正化法」、03
年には「入札談合等関与行為防止法」いわゆる

制度額を急増させている。
なぜこうした下へむけた競争が激化している

官製談合防止法が施行され、「競争性、公平性、

のか？

透明性」に基づく適正化への歩みが始まってい

きたこれまでの地方自治法第234条に規定され

る。しかし、労務提供型請負（業務委託）の入

ている一般競争入札の原則にある。

問題は「安い価格」のみを基準として

札にかかわる改革、法的整備は遅れている。こ

国、自治体等のいわゆる請負契約は、①公共

の稿では、ダンピング、雇用不安・低賃金と契

工事等の建設、②製造、③役務（サービス）の

約不履行・サービス低下を引き起こしている労

提供において行われ、物品の購入と合わせ政府
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（国、自治体）調達の総額は65兆円（自治体で

「自治体入札・委託契約制度研究会」（主査・

は18兆円6273億円；01年度）といわれている。

武藤博己法政大学教授）を2000年3月に設け、

履行確保と公正取り引きを維持するために、

調査・研究を行った。地方自治法改正で定めら

公共工事や製造においては「最低制限価格制

れた「総合評価方式 」（注） を活用して、これ

度 」（本校末尾、注） が以前からあった。だが、

までの価格一辺倒の入札から、自治体が追求す

役務（サービス）の提供についてその適用はな

る人権、環境、福祉、公正労働、男女共同参画、

かった。自治体は80年代から市民ニーズにこた

障害者雇用など、社会的価値の実現に資するた

えるために新たな公共サービスを外部委託です

めの入札・契約制度について、01年10月に提言

すめ、90年代のバブル以降は地方財政の危機の

を行った 。「社会的価値の実現に資する自治体

深化を理由に、自治体直営の業務を次々と民間

契約のあり方に関する基本条例案」（公契約基

企業に外部委託するようになった。その結果は、

本条例と呼ぶ）と、それに基づく「自治体契約

自治体一般事務における委託比率は市町村で庁

における落札者決定ルールのモデル」である。

舎清掃86％、一般ごみ収集84％、し尿78％、学

「価格入札」から「政策入札」への転換だ。

校給食44％となっている 。（総務省；03年４

（『 入札改革

月）

著、岩波新書、を参照）

談合社会を変える』武藤博己

しかし、委託化によって地域公共サービスに
対する自治体の責任が、サービスを受ける市民

②自治体契約において配慮されるべき

と直接サービスを提供する委託労働者の双方に

社会的価値

とってあいまいになっている。民間委託労働者

自治体は地域政府として社会的価値を実現

の雇用は不安で、賃金は低く、安心して働ける

し、よりよい地域社会づくりをすすめる責任を

労働環境にない、同時に良質な公共サービスの

負っている。企業についても、自治体と契約を

持続的な提供も不安にさらされている。ここに

結ぶ企業、補助金を受けたり、税の優遇を受け

「安ければ良い」とする現行入札・契約制度の

る企業は、そうでない企業に比べて一段と重い

問題がある。

社会的責任を地域社会に対して負っている。な

これに対して、65兆円にものぼる国、自治
体の入札・契約を只々「巨額の無駄遣い」にさ

ぜならこれらの企業は税金の支払いによって利
益を得ているからである。

らすのではなく、逆に入札・契約制度を改革・

したがって「自治体が民間業者との間で結

活用して、地域社会の発展に活かすことができ

ぶ契約は、地域社会における社会的価値の実現

るのではないか？

をうながす実効性の高い手段として活用するこ

一石二鳥の発想転換である。

とができる」（提言）。

自治体政策の実現に資する
入札・契約制度

自治体が配慮すべき社会的価値の一つに
「公正労働基準」がある。すなわち公共サービ
スの担い手が「人たるに値する生活を営むため

１．「価格入札」から「政策入札」へ

の 」（労働基準法）賃金・労働条件の整備であ
る。すでにみたように、昨今拡大している労務

①総合評価方式による政策入札
こうした問題を解決するために自治労は

提供型請負・業務委託は、受託企業が設備、機
材をほとんど持たない労働力依存型であり、質
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の高い公共サービスの提供にはしっかりした自

ＦＴＵ（国際自由労連）は企業の納入業者、下

治体の管理体制と経験、技術、専門性を有する

請け業者とのあらゆる取引きに際して、こうし

委託労働者が不可欠である。こうした公共サー

たＩＬＯの中核的労働基準の遵守を契約の条件

ビスの担い手の処遇に差別があってはならない。

にすることを、「企業行動規範」として96年に

正規公務員であれ、臨時、非常勤職員、委託労

採択している。

働者であれ 、「同一価値労働、同一賃金」の原

以上の様な社会的価値実現への取組みを、

則が適用され「公正労働基準」が確立されねば

自治体入札・契約における総合評価基準とする

ならない。自治体は労基法、労組法、労働安全

ことは、企業の社会的責任への自覚を促すこと

衛生法、パート法、さらに社会保険加入など、

になる。

入札に参加する企業に法令遵守（コンプライア
ンス）を求めることができる。

２．「すべての請負」に「最低制限価格」が可能に

環境については、2000年に「グリーン購入法
（国等による環境物品等の調達の推進等に関す

2000年の研究会設立の頃、労務提供型請負へ

る法律）」が制定され、入札・契約において価

の「最低制限価格制度」は、独自に設けてきた

格だけでなく「環境物品等（含む役務）の選

大阪府が高裁で負けたこともあり、実現は無理

択・購入」が一般的責務として盛られている。

だと思われていた。だが国は01年に「低入札価

福祉については、障害者雇用率の達成が考

格調査制度 」（注） の対象を公共工事、製造請

えられる。障害者雇用については「障害者雇用

負から「その他請負」に適用拡大した。（国に

の促進等に関する法律」で、一般民間企業（常

は「最低制限価格制度」はない）。改正理由は

用雇用56人以上）で1.8％、国、地方公共団体

「その他請負における履行確保と公正取引の確

2.1％となっており、未達成企業は民間で57.5

立」である。続いて02年に地方自治法施行令が

％に及んでいる。母子家庭の母親、野宿生活者

改正・施行され、自治体においても「最低制限

の雇用も地域福祉の重要課題である。地域雇用

価格制度 」「低入札価格調査制度」が役務（サ

の拡大もある。

ービス）など「その他請負」に適用拡大される

男女共同参画では、政府の「男女共同参画
基本計画」の重点目標である「女性参画の拡大、

ことになった 。（ただし、この制度は「でき
る」規定であって、義務ではない）
。

雇用における男女の均等な機会と待遇の確保、
男女の職業と家庭・地域生活の両立支援、女性

３．「落札者決定ルール」

に対するあらゆる暴力の根絶等」を総合評価の
項目とすることができる。

こうして「最低制限価格制度」「低入札価格

人権については、社会的差別、就職差別、

調査制度」と「総合評価方式」「公契約基本条

外国人労働者への差別、さらに昨今の過労死や

例」を組み合わせることによって、価格（量）

不払い残業など労働者の人権侵害も深刻な状況

と政策（質）の組み合わせが可能になったので

にある。国際的にも、ＩＬＯは、児童労働・強

ある。そして落札者決定ルール（モデル）は、

制労働の禁止、雇用・職業差別の禁止、結社・

次表のように「資格審査」→「事業内容審査」

団結権の保障、男女同一価値労働・同一賃金等

→「事業内容評価」→「落札」となり、各段階

を中核条約とし、98年に新宣言を行った。ＩＣ

で企業の取組みが審査、評価される。
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自治体入札・契約における落札者決定基準 (案）
決定段階

落札者決定基準項目

提 出書類に基 づき、事業者の資格を審査し、

1 入札資格審査 法令違反者は入札参加資格を得られない
（法令遵守）

労働基準法

労働安全（健康診断、労安委設置）

労働安全衛生法

最低賃金

最低賃金法

男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法

不当労働行為

労働組合法

社会保険、労働保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険法

優先雇用（雇用継続）

自治体政策

１ で 入 札 参 加 資 格 を 確 認 され た 事 業 者 に つ

公正取引）
(疑 義 の あ る 場
合には事業者
に 対 して問 い 合
わせを行う）

入札参加にあたり遵守すべき法令

公正労働基準①（就業規則など）

2 事業内容審査 いて以下の各項目の審査を行う
（履行確保

根拠法令等

コンプライアンス（法令遵守）、地方自治法（総
合評価方式）、社会的価値実現基本条例、
CSR（企業の社会的責任）

予定価格の範囲内、最低制限価格以下の排除

地方自治法政令

最低制限価格制度

低入札価格の調査

地方自治法政令

低入札価格調査制度

事業内容の合理性（資本力、信用力、サービス
水準数値化）

地方自治法政令

低入札価格調査制度

業務体制の合理性（管理体制、就業者数、資
格・経験・専門保有者数、業務執行体制、派遣
法点検）

地方自治法政令

低入札価格調査制度

法定福利厚生費

社会保険諸法

不払い残業の有無（労働時間管理）

労働基準法

サービスと雇用継続

条例、要綱

障害者雇用

障害者雇用促進法

低入札価格調査制度

２ を 通 過 し た 事 業 者 に つ い て 以 下 の 各 項 目 関係法令、努力義務を課した指針、社会的価

3 事業内容評価 に 関 し 別 に 定 める 方 法 で点 数 化 し た 評 価 を 値の実現に資する自治体契約基本条例、自治
行い、その最高点の事業者を落札者とする
(総合評価、
点数化）

入札価格（経済性）

地方自治法政令

環境配慮

グリーン購入法等環境
関連法令

ISOなど

労働福祉（公正労働②、雇用継続、退職金、法
定外労災補償）

パート労働指針「均衡
処遇」、育児、介護休
業法

ILO175号条約（パート
均等待遇）条約

生活賃金の保証

ILO94号条約

労働安全（労安委活動、労災発生率）

労働安全衛生法

男女平等参画

次世代育成法

母子家庭の母親雇用

自治体政策(大阪府）

ホームレス雇用

自治体政策（大阪市）
自治体政策（千代田
区）

地域雇用

落札

体政策、CSR（企業の社会的責任）

＊労働を中心にした基準案です。一部事例あり。
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ちづくり条例」を制定し、業者登録事業所にお

全国に広がる取組み

ける男女共同参画の推進状況を届けることを義
務づける条項を入れている。内閣府も入札の審

１．自治労、連合の取組み

査項目とすることを可能としている。
大阪府では、03年から知的障害者や母子家庭

自治労は春闘において「自治体が委託する公

の母の雇用人数を評価項目とする総合評価方式

共サービス関連労働者の雇用確保と労基法など

を導入。大阪市でも、野宿生活者の雇用促進の

法令遵守」を要求し、03年度402単組、04春闘

ために総合評価方式を使っている。千代田区は、

では425単組が回答を引き出した。（７県、８県

競争入札参加資格者の格付け評価に、ＩＳＯ

都政令市、92市、293町村、16広域・事務組合、

（環境）、男女共同参画社会への貢献（育児休

９民間）。北海道本部では道本部独自の公契約

業対象児年令の引き上げ ）、在住区民雇用率な

条例案を作成し、全単組での取組みを開始して

ど、独自の社会的貢献度評価を導入している。

いる。

大阪府のある市は庁舎清掃の競争入札にあたっ

連合は03年の政策集会で「公契約基本条例」

て「優先雇用」を参加条件としたが、総務省は

の制定をめざす取組みを決め、04春闘では生計

「地方自治法に違反しない。個別自治体が判断

費調査をもとにした単身者月額146,500円、時

すること」としている。

間額840円の「連合リビング・ウェイジ」を提

北海道、群馬県、仙台市、神戸市、堺市、

起し、05春季生活闘争構想で「公契約における

帯広市、川越市、新宿区などでは「その他請

労働条件の整備」を提起している。北海道・札

負」への最低制限価格制度や低入札価格調査制

幌地区連合は02年に札幌市に対して「市公契約

度がすでに導入されている。10月の「ぐんま自

における賃金及び労働条件確保に関する条例

治研」で報告のあった秋田県大館市では、入札

案」を提出し、交渉を継続している。

参加者から「当該発注では適正な労働提供が困

公共工事分野においても、建設建築労働者

難であり、発注者の責任はどうなるのか」とい

の組合である全建総連は、積算単価に盛られた

う疑問が出されたことに対して、市は発注者責

賃金の支払いを求める「公契約法・公契約条

任を果たすために、労働基準法、最賃法、独占

例」を求める運動をすすめている。

禁止法（不当廉売）の遵守を条件に、予定価格
の65％を下回る入札額を示した場合に実施する

２．はじまった｢総合評価、政策入札｣
「最低制限価格制度」の取組み

低入札価格調査制度を、04年４月より試行導入
している。その際、法令遵守の確認を行い、法
令遵守を約束させ、労基署、公正取引委員会へ

02年以前でも、総評地域労働運動の成果とし
て、神奈川県や大阪府などにおいては、不当労

訴えても異存のない旨の誓約書を取って、契約
を締結している。

働行為が確定した企業は指名停止となる制度が
確立している。千葉県は、02年度から新たに物

いくつかの課題

品購入や業務委託への入札参加資格に「障害者
雇用や環境ＩＳＯの取得状況」を審査項目に加
えた。福岡県福間町では「男女がともに歩むま

１．発注者（自治体）と受注者（受託者）の
法令遵守（コンプライアンス）と社会的責任

6

すべての自治体で、最低制限価格制度（ある

イジ（生活賃金）条例が大いに参考になる。リ

いは低入札価格調査制度）を、すべての労務提

ビング・ウェイジ条例は、自治体が雇用する臨

供型請負に適用・制度化していく課題がある。

時・パート及び自治体と委託契約する事業所、

なぜなら、人件費には最低賃金制度があり、最

補助金を得る事業所の労働者に対して、貧困ラ

賃を下回るようなダンピングや落札があっては

イン（４人世帯生活費）を上回る賃金を支払わ

ならないからだ。その際、労働者が安心して公

なければならないことを定めた条例である。す

共サービスを提供できる労働環境の整備に最低

でに、ニューヨーク、ロサンジェルス、サンフ

限必要な、労働基準法、社会保険加入などの法

ランシスコはじめ120を超える自治体で成立し

令遵守（受注者のコンプライアンス）と最低制

ている。その時間額は、８ドルから11ドルと、

限価格の設定（発注者のコンプライアンス）が

全米最低賃金の5.15ドルに対して、倍近い水準

必要である。

となっている。

最低労働基準にとどまらず「健康で文化的

シリコンバレーで有名なサンノゼ市の市議会

な」生活を保障する賃金・労働条件を可能とす

は 、「委託労働者の優先雇用」を含むリビン

る人件費積算基準と予定価格の設定は自治体と

グ・ウェイジ（生活賃金）条例の採択にあたっ

入札参加企業の課題である。

て 、「すべての労働者が貧困生活を送らずにす

「予定価格の設定に当たっては、当該の物

む賃金を支給されることは、サンノゼ市民全体

件又は役務の実例価格、需給の状況、履行の難

の健康と幸福に寄与する。……市の資金を投入

易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して

することにより、……貧困が改善され、サンノ

適 正 に 定 め ね ば な ら な い 」（『 逐 条 地 方 自 治

ゼ市における税金を財源とする社会福祉事業の

法』長野士郎著、学陽書房）であるならば、Ｉ

規模が縮小する」と決議している。

ＬＯ94号条約（公契約における労働条項）に盛
られているように、これまで同じ業務を担って

３．自治体の優越的地位利用と公契約条例

きた公務員賃金、あるいは少なくとも地域の標
準的な生活可能な賃金水準を積算基準としなけ
ればならない。

大企業と同様に、発注者である自治体は「優
越的地位」にある。民間企業の場合には「役務

生活を保障する賃金にとどまらない。総合評

提供（サービス）委託分野」で、発注者側が

価の項目として優先雇用、労働者の権利、男女

「金銭、役務の提供、一方的なやり直し」等を

同一価値労働・同一賃金、パートへの均等待遇

求める「優越的地位利用」を禁止する「下請代

など、法的には罰則規定はないが、受企業の社

金支払遅延等防止法」があるが、国、自治体は

会的責任（ＣＳＲ）の課題がある。これらは発

その対象になっていない。おかしなことである。

注者自治体自体のＣＳＲでもある。

実際の現場では「随意契約」の名のもとで、自
治体の優越的地位を利用した「値引き」が「強

２．リビング・ウェイジ（生活賃金）と
雇用継続の確立

制」されることもあるという。指定管理者制度
では

協定

の名のもとに押し付けられる危険

がある。その実態を自治体職員が自ら内部告発、
生活を保障する賃金を考える時、現在アメリ
カの自治体ですすめられているリビング・ウェ

改革する勇気が必要であろう。

入札制度で生み出す公正労働と住民福祉

４．総合評価方式の拡大と市民による
公契約基本条例の制定

7

れることが求められている。
（おばた よしたけ・
自治労・公共サービス民間労組協議会事務局長）

すでに 先行する 自治体で は 、「総合 評価方
式」を用いた「政策入札」の取組みが始まって

【注リスト】

いる。地方分権時代にふさわしい個性ある地域

最低制限価格制度：

づくりにむけ、環境、男女共同参画、障害者雇

公正取引と履行確保のためにあらかじめ決めた価

用、労働法令遵守など、多様な社会的価値が盛

格以下の入札価格を無効とする最低基準価格で、１

り込まれている。「総合評価方式」は指定管理

円でも下回ると無効となる。

者制度の選定基準の考え方にも取り入れられて
いる。
よりいっそう、自治体、企業の社会的責任を

低入札価格調査制度：
最低制限価格と違う点は、あらかじめ決めた価格
以下の低入札で、履行確保ができるかを調査し落札
者を決める制度。柔軟性がある。（地方自治法施行

積極的に明らかにし、社会的価値の実現を促す

令167条の10及び地方自治法施行令167条の10の２第

地域の基本ルールを確立するためには、「社会

２項）

的価値の実現に資する自治体契約基本条例」

総合評価方式：

（公契約基本条例）の制定が不可欠である。そ

価格その他の条件が自治体にとって最も有利な入

のためには、労使問題にとどまらない、地域ぐ

札者を落札者として決定する入札方式（地方自治法

るみの市民運動として、条例制定運動が展開さ

施行令167条の10の２）
。

