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パネルディスカッションのパネラーをご谷口

紹介します。まず最初は山田哲士さん。京都市

理財局財務部調度課長で、市役所内で一番若く

して課長に昇進された前途有望な方です。11月

より電子入札制度を導入されました。現在、京

都市職の公契約研究会にも参加されています。

次に、大谷強先生です。関西学院大学経済学

部教授で、大阪府自立就労支援方策検討委員会

の委員として、2001年、大阪府「地域就労支援

事業」を創設されました。現在、大阪府総合評

価委員会副委員長、また京都地方自治総合研究

所の理事をお願いしています。

富田一幸さんは、大阪知的障害者雇用促進建

物サービス事業協会理事長で、大谷先生と同じ

く、大阪府自立就労支援方策検討委員会の委員

として「地域就労支援事業」を創設に力を尽く

されました。また「エル・チャレンジ」を設立

して、知的障害者の就労を実現。その他、就労

困難者の発見や相談事業、スキルアップ事業、

コミュニティ・ビジネスによる地域雇用の創出

など、多彩な活動をされています。

小畑精武さんは、2005年８月まで、自治労公

共サービス民間労組協議会事務局長をされ、現

在も活動中です。武藤先生とともに「自治体入

札委託契約制度研究会」を自治労の中で発足さ

せ、公契約条例の制定に力を注いでおられます。

自治労京都市職の公契約研究会にもご参加をお

願いしています。

コーディネイターの澤井勝先生は、奈良女子

大学名誉教授で、(財)地方自治総合研究所の非

常勤研究員でもあります。京都市の公契約研究

会代表をされています。

メイン講演をしていただきました武藤先生は、

法政大学法学部教授で、助言者としても参加し

ていただくことにしました。

それではよろしくお願いいたします。

今日、ご参加いただいているパネラーの澤井
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方々は、行政職員や研究者、事業者、労働組合

と、さまざまなお立場におられます。それぞれ

のお立場から、入札・契約制度についてご意見

をいただくわけですが、とくに次の２点に示唆

をいただければと思います。

１つは入札制度の中身や基準、適正価格とは

何かといった点について。もう１つは、新しい

入札制度、契約システムを広げていくために何

が求められているか。この２点を含めてご提案

をいただければと思います。

入札・契約制度の改善策として

京都市における取り組み

山田哲士

京都市における入札・契約制度における改善

策について、ご紹介したいと思います。京都市

では、入札・契約における透明性・公平性・競

争性を図るために、これまで多様な方式の導入

や、情報公開の推進、不正行為に対するペナル

ティの強化などを進めてきました。今日は、そ

れらの中でも他の政令市に先んじて取り組んで

いる、工事契約を中心としたハード面の入札に

おける総合評価方式の導入、政策入札の実施例

についてご紹介したいと思います。

総合評価方式によ る競争入札

総合評価方式は、通常の指名競争入札が価格

による自動落札に対して、価格だけでなく、総

合的な価値、性能や機能、技術を含めて競争入

札を行う方式です。したがってそのメリットは、

入札に参加する事情者の競争により、積極的な

技術提案が行われることが考えられます。その

結果、効率的、効果的な社会資本の整備や、公

共工事の品質の確保、さらに民間の技術開発の

側面にも寄与することが期待できます。また談

合の防止にも有効であると考えられます。

この方式が

ふさわしいも

のとしては、

ライフサイク

ルコストを加

えた総合的な

コストに、相

当程度の差異

が生じるもの。たとえば環境の維持、交通の確

保、特別な安全対策、省資源・リサイクル対策

が必要な工事等で、入札者の提示する性能など

によって、達成度に相当程度の差異が生じるも

のがあります。

京都市の工事契約の実施例では、政令市とし

て初めて平成16年度に、清掃工場から排出され

る焼却灰を溶融する施設のプラント設備工事で

実施しました。落札決定にあたって評価する項

目は、イニシャルコストの他、施設稼働後10年

間にわたる定期点検整備、電気燃料費等の施設

の維持管理や運転管理経費などのランニングコ

スト、設備の性能、機能の項目に加えて環境負

荷の低減につながるＣＯ２の排出量も評価項目

としました。

平成17年度は、小学校冷房化等事業について

ＰＦＩ手法を用いて実施しました。当初計画を

約３年短縮し、2006年８月に全小学校一斉に冷

房化することをめざしました。入札方法は、入

札参加資格（第１次審査）と、事業提案内容の

審査（第２次審査）を経て落札者を決定しまし

た。第２次審査は、学校関係者をはじめ専門家、

学識経験者の８名ほどで、ライフサイクルコス

トの総額を点数化して合計し、総合的に評価す

る「総合評価一般競争入札」で、各項目を加算

する「加算方式」で実施しています 「総合評。

価方式」には、国交省などが活用している、評

価項目の合計を提示した価格で割る「除算方

式」があります。小学校冷房化等事業は、評価

項目を重視した「加算方式」で行いました。
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入札参加者
大林組
グループ

きんでん
グループ

ダイダン
三機工業
扶桑管工業
グループ

大和工商リース
グループ

日立プラント
グループ

基礎点(350点)
(要求水準充足度)

350 350 350 350 350

審査点（150点) 98 114 114 116 88

価格点（500点) 447 469 500 435 475

入札額（税抜） 4,883,405,6354,431,734,6854,412,898,0004,038,382,9134,516,742,639

エネルギー価格(税抜)1,297,487,5101,460,130,3151,114,749,5242,309,387,4181,296,952,361

計 6,180,893,1455,891,865,0005,527,647,5246,347,770,3315,813,695,000

総合評価（1000点) 895 933 964 901 913

総合順位 5 2 1 4 3

京都市立小学校冷房化事業入札における「総合評価」結果

評価点数の付け方は、上の表のように、1000

点満点で、参加資格水準を満たしていれば「基

礎点」350点。設備の性能、機能に加えて環境

負荷の低減や学校の立地、敷地の特性、周辺地

域への配慮等を 「審査点」として150点。イニ、

シャルコストの他、設備の維持管理、エネルギ

ーコスト、運転管理経費などすべてのライフサ

イクルコストで最も低いコストを提示した入札

業者に「価格点」として500点満点にし、それ

からの割合に基づいて算出しました。

上表の「価格点」の下に入札額があります。

これはイニシャルコストですが、冷房用の設置

機器の使用エネルギーについては電気、ガスを

問いませんので、汎用品の電気製品を設置する

ことで最も低い価格提示をしたのが、大和工商

リースグループ40億3800万円です。逆に、2500

教室の設置後13年間にかかるエネルギーコスト、

つまりランニングコストは、大和工商リースグ

ループは約23億円で、一番高くなっています。

ダイダン・三機工業・扶桑管工業グループは、

ガスを使用することで約11億1400万円と、半分

以下のコストを提示されました。この結果、イ

ニシャルコストとランニングコストで最も低い

ライフサイクルコストの総額を提示した「ダイ

ダン・三機工業・扶桑管工業グループ」を500

点満点とし、他の入札参加業者は比率に基づい

て点数化しております。

このように、ライフサイクルコストに着目し

た価格を評価できるのが、総合評価方式の大き

な特徴の一つです。また性能、環境保全の提案

、内容についても、最大で116点、最小で88点と

28ポイントの差を生じています。そういう面を

見ても、政策誘導として一定の成果が得られた

と考えております。

これは工事契約ですが、物品契約においても、

平成11年度から実施しています。これまでMRI

などの医療機器関係３件、システム開発関係２

件、ヘリコプター購入、などで実施しています。

今年度もまた数件、総合評価方式で実施する予

定です。

政策入札（ 政策目的の誘導策）

地方自治体の発注調達は、市民の皆さん方の

税収を原資とするもので、適正な価格でより品

質の高い商品やサービスを提供しなければなら

ないという責務を負っています。そのため従来、

入札においては、できるだけ多くの事業者に参

加していただき、競争性・公平性・参加基準の
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透明化を図ることが原則でした。発注内容によ

る基準、たとえば施工実績など技術要因以外に

ついて優遇したり、配慮することは望ましくな

いと考えられてきました。

しかし今日では、追求すべき政策への誘導手

段として、環境、福祉という社会的価値を判断

して組み込む「政策入札」を、平成11年度の地

方自治法施行令改正を契機に実施できるように

なってきております。京都市でも、工事契約を

中心に、環境に着目して総合評価方式の政策入

札を３件実施しました。それ以外にも、一定の

政策水準を達成した事業者に対して、入札に参

加する際の格付や、指名の優遇措置をとってい

きたいと考えています。具体的には、COP3開催

地として、また環境技術立国としての政策を展

開している都市として、KESやISO14000シリー

ズを取得した企業については加点評価をしてい

きたいと考えています。これは、桝本市長のマ

ニフェストにも掲げられています。

入札・契約制度の抜本的改善に向けて

2005年11月から、京都市電子入札システムを

一部運用開始しました。この特色の１つは、誰

が入札に参加しているかが、開札前には入札参

加事業者のみならず、入札を担当している京都

市職員にもわからないシステムを採用している

ことです。これは政令市では初めてで、談合等

の防止に大きく役立つのではないかと期待して

います。

また、デザイン・ビルド（DB）の施工・設計

一体方式、バリュー・エンジニア（VE）という

技術提案方式。さらにはPFI方式など、入札案

件に、より適した方式を考えて実施していきた

いと思っています。さらに、今まで以上に、発

注情報、入札結果などの情報公開を推進し、不

正行為に対するペナルティの強化を実施して、

今日の状況にふさわしい入札・契約制度になる

よう努めてまいりたいと考えています。

京都市の場合、京都議定書の関係で、環澤井

境に重点をおいて進められていると思います。

総合評価について、具体的なケースで数字を示

してご紹介いただきましたので、わかりやすか

ったと思います。

次に事業者として、雇用と就労の確保の運動

と、総合評価方式を開拓してこられた、富田さ

んからお願いします。

総合評価一般競争入札制度と

社会運動の役割

富田一幸

私は「総合評価方式入札制度は面白いです

よ」ということをお伝えしたいと思います。

保護から 自立へ

1999年からこの問題に取り組みました。当時、

まもなく同和対策事業が終結する時期で、ポス

ト同和対策、新しい部落解放運動の方向、ステ

ージをつくりたいという強い問題意識を持って

取り組んだのが、この問題でした。

私は３つの発見をしました。１つは 「働く、

意欲は働くことによってしか生まれない」とい

うこと。これは当たりまえのことですが、残念

ながら日本では、働く意欲がありながら、差別

によって排除される仕組みになっている。これ

は、知的障害者やホームレスの雇用の大きな壁

になっています 「働く意欲は、働くことによ。

ってしか生まれないのだ」ということを、行政

、 、に口を酸っぱくして言って 「ぜひ公共事業を

その意欲をかき立てる場に提供してほしい」と

提案しました。

２つめは「施設なき授産 。福祉事業は「金」

がかかりすぎる 「コストが高すぎる」と言わ」

れてきました。１円のコストもかけずに障害者

の雇用を促進する方法はある。ただ、皆が英知
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を結集する努力に欠けているだけなんです。こ

れは、長い間、部落解放運動をしてきて痛感し

たことです。部落の人だけが努力したって部落

差別はなくならない。すべての英知を結集して

初めて、差別をなくすデザインができあがる。

その１つが「施設なき授産」です。請負価格以

上に１円の上乗せもなしで、障害者の就労支援

ができる。それを「政策的随意契約でやらせて

ほしい」と。

３つめが「保護と自立に橋を架ける 。私た」

ちは「自立、自立」と言われてきました。しか

し私が感じるのは、保護と自立は橋が掛けられ

ていない状態では渡れないということです。そ

ういう状態で「自立」と言われても、どうしよ

うもない 「失業」と「自立」の間に橋をかけ。

る 「保護」と「自立」の間に橋を架ける。大。

谷先生と一緒に、就労支援として、仕事と生活

の両面から支える仕組みをつくりたいと考えた

結果「エル・チャレンジ」が発足しました。

1999年の頃は、談合が大手を振っていた時代

でした 「チャンスだ」と、堺市のビッグバン。

という大きな施設の清掃に関する入札で、政策

的随意契約をしていただくようお願いしました。

国際競争入札というどでかい物件で、随意契約

の要件はなかなか難しかったのですが、当時の

大阪府は幸いにして大変、貧乏になりかかって

いた。無い袖はふれない状態になっていたため、

「この2000万円の清掃の仕事で、障害者雇用を

進めさせてください」と言うと、無事通って、

最初の事業として受託することができました。

このビッグバンという大型施設に、９人の障害

者雇用を実現しました 「エル・チレャレン。

ジ」では、障害者の就労訓練は１年間だけです。

スタッフは、４月には訓練を終える障害者の働

き口を、必死になって開拓します。面白いもの

で、尻に火がつくと仕事が拡大します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)が

できた時も、私はUSJの人たちと一緒に知的障

害者研究会を

つくって、知

的障害者がで

きる仕事を探

す努力をしま

した。今もUS

Jの中で仲間

が働き続けて

います。済生会という社会福祉法人に「清掃の

入札に、価格とは違う障害者雇用という評価を

入れたら、社会福祉法人らしくて面白いです

よ」と提案して、2002年に実現しました。

全港湾建設支部というビルメン労働者の人た

ちと出会って、毎年３月の入札で落札できなか

ったら職場を失うことを知りました。これでは

あかんと「入札反対」デモをしました。デモで

「けしからん」と言いながら「入札反対したっ

て、どうする？」と思いながら「そうや、点金

主義から点数主義だ」と 「金ではなく点数で。

争わしてや 。当時、こんな考え方があると教」

えてくれたのが「総合評価方式の一般競争入札

制度」でした。ぜひこれを実現したい 「社会、

に向けて障害者が暴れるのも大事やけど、業者

そのものの実態を聞きにいかないといかん」と。

私自身も株式会社ナイスの代表をしていて、

業者です。業者の間で自治体ビル管理契約研究

会を発足させて、四六時中会議しながら同時に、

事業者と労働者の双方の聞き取り調査をしまし

た。調査には協力的で、大変多くの共感を得ま

した 「皆、こんな入札ではあかんと思うては。

るのに、なんでやらへんのやろ」と気づいて、

「言い出しっぺさえおったら、絶対ついてく

る」と思いました。それが、2003年からの大阪

府における「総合評価方式の一般競争入札制

度」になったわけです。

「 総合評価一般入札制度」 の導入

大阪府庁では50人が働いていますが、そのう
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ちの18％、９人は知的障害者です。法定雇用率

が1.8％ですから、その10倍を雇うと約束しな

ければ入札できません。確実に９人の障害者が

雇用される仕組みになっています。それから１

年後の入札で、落札業者が変わりました。我わ

れは、継続雇用を当然として求めました。そう

しないと９人の労働者は働き口を失います。

「新しい業者に雇ってもらう」と押しかけて、

その業者が雇うことになりました。

しかし、最低賃金法第８条には、障害者の場

合は最賃法を適用除外することができるという

規定があります。この適用除外申請が出される

ことになり 「最賃法以下で雇います」と言わ、

れたものですから 「前の企業では最賃以上な、

のに、落札者が変わったらなんで最賃以下や」

と。私どもは業者に対する抗議はやらないと決

め、徹底的に役所と闘おうと決めました。大阪

府は当時、議会中でしたので、障害者団体など

で数を揃えて、発言があった翌々日には議会に

乱入しようと計画を立てていたところ、業者か

ら「撤回するから働いてくれ」と言ってきまし

た。しかし「絶対に働かない。我われは侮辱さ

れた」とさんざん暴れた結果、大阪府は失業す

るはずだった障害者を１年間、直接雇用し、次

の働き場を見つけたうえ、落札業者は新たに９

人の障害者を雇うことになりました。大阪府庁

とその関係で２倍になったということです。

別のビルメン業者は、働く障害者に「１年契

約ですので、もし落札できなかったら３月31日

に解雇するかもしれません」と、１カ月前に解

雇予告を出しました。私たちは「明らかに雇用

開発助成金の趣旨に反する」と摘発しました。

業者は、雇用開発助成金から、１年間分の賃金

の３分の１を受け取っている。条文には、１年

契約に助成金を出すとは書いていない。複数年

にわたって雇わないといけない。１年契約でど

んどん変えていったら、いくらでも助成金が出

ることになります。

あるホームレスから、２時間の休憩があると

聞きました。賃金を７時間で割ったら、明らか

に最賃違反。ところが６時間で割ったら最賃を

越えている。ごみ出しの時間があって、後ろの

時間までおいておかないと、もう一人雇う必要

がある。わざと真ん中に２時間休憩をおいて、

後ろのごみ出しの時間まで引っ張るという、え

げつないことをやっている。この企業は、ビル

メン業界では大手で、計算したら、１時間余分

に休憩させるだけで年間１億5000万円の利益を

上げていました 「これはあかん」と撤回を求。

める運動をやってきました。

それで生まれたのが、いま作成中の「職場の

人権手帳 「あなたの職場では、セクハラから」。

守る仕組みはどうなっていますか 「休み時間」

は２時間もないでしょうね 「賃金はいくらも」

らっています」と、自分でチェックする 「職。

場の通知簿」と呼んでいます。皆が持って、自

治体の現場で、最賃違反はもちろん労働基準法

違反も見直し、働きやすい、人権が守られる職

場をつくっていくことをめざしています。

こうした運動を経て 「エル・チャレンジ」、

は５年で153施設を、大阪府、大阪市などから

受託しました。事務所のスタッフは５名。就労

支援スタッフは約50名。時給900円と安くて申

し訳ないですが 「何か役に立ちたい 「経験を、 」

生かしたい」という、知的障害者を育てたお父

さんやお母さん、これから福祉をめざしたいと

思っている若い子が、集まっています。

総合評価一般競争入札方式で、知的障害者71

人、母子家庭の母親12人、就職国難者40人、野

宿生活者36人と、総労働者数316人のうち半数

の社会的課題を抱えた人たちが、働くことがで

きています。

指定管理者制度」 を活用し

公園で寝ている人から 働く 人へ

2005年から指定管理者制度が導入されました。
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「エル・チャレンジ」では、随意契約している

すべての現場を指定管理者制度から外すよう運

動し、今のところは外れています。例えばプー

ルの場合、掃除業務だけ指定管理者から省かれ

ることとなりますが、うちとしては「政策的な

課題を市場原理で潰させない」ということで頑

張っています。

しかし指定管理者は面白そうです。大阪市に

は公園が18ありますが、そこを狙っています。

障害者、ホームレス、地域のまちづくり、テー

マを抱えたＮＰＯなど、我われの仲間と専門業

者でジョント・ベンチャーを組んで、立候補し

ました。18の大半に応募しましたが、住吉公園

と住之江公園以外は、２番か３番で負けました。

２つ合わせて３年間で３億円の事業ですから、

これで私どもはホームレス雇用に大きく前進で

きると考えています。

スローガンは「公園で寝ている人から、公園

で働く人になろう 「なかなかええやん」と言」。

われています。ヒントは、イギリスのＣＡＮ。

びっくりしたんですが、部落問題は日本だけか

なと思っていたら、イギリスにもある。部落解

放同盟にはなくて、ＣＡＮにあるものは何か。

市場です。もう少し我われもこの分野を勉強し

ようと「釜が崎問題」をテーマに決めました。

大阪市にとって懸案である「釜が崎問題」を、

官民合同で「環境ビジネスによる社会問題解決

モデル」と名付けて取り組むことにしました。

内容は、公園の清掃と古着等のリサイクルです。

同和地区では、従来から古着産業のネットワー

クを持っています。これを生かそうと。

実現は､社会問題に対する真剣さ で

こうして５年間、総合評価方式、指定管理者

制度と駆け足で取り組んでみて 「宝の山や」、

と痛感しました。難しいことではない。実に簡

単です。問題は、ゴルフのスウィングと一緒で、

最初のリズムに乗れるかどうかです。リズムに

乗れなければ裏目に出てしまう。リズムに乗る

ポイントは、社会問題に対する真剣さで勝負す

ること。差別をなくす、障害者問題に取り組む、

市民のために何ができるのか。何のためにやる

かということがはっきりしないと、変わらない

と思います。

部落解放運動の当事者の人たちとしっかりつ

ながって、入札問題の改革に挑戦していくこと

が、問題の解決を図る大きなキーワードになる

のではないかと考えています。

ありがとうございました。部落解放運動澤井

をすすめる立場から、総合評価方式や指定管理

者制度に取り組んで 「自立」をめざす。まだ、

まだ使える余地はたくさんありそうです。

それでは小畑さんから、なぜ労働運動が総合

評価方式の確立に取り組むのかということも含

めて、お願いします。

社会的価値をめざす公契約とは
公契約基本条例運動を進めるために

小畑精武

私はずっとこの間、自治労で委託先の労働組

合づくり、現業職場の組合づくりを進めてきま

した。公務員の仕事がどんどん民間に置き換え

られていくことに対して闘っているわけですが、

委託職場は、雇用不安や低賃金の状態です。労

働は人件費ではなく、物件費として計算されて

いる。モノではなく人間のはずですが、そこで

ぶつかったのが「安ければいい」という一般競

争入札の論理です。

そういう問題意識から研究会を設け、そこで

得た結論が「総合評価方式」です。公共工事等

については、これまで最低制限価格制度があっ

て、入札価額が一定以下であれば失格する。し

かし民間委託が広がっている労務提供型の清掃

社会的価値を実現する入札改革 7



や学校給食は、

ほとんどが労働

力で、独自の機

械を持っている

会社はない。設

備も市のもので

す。最低賃金制

度を守らなくて

も落札できる。業務委託型入札に、最低制限価

格制度が適用されていないことを問題にして、

総務省と交渉してきました。その結果、99年に

総合評価方式の導入、2002年には業務委託、労

務提供型の請負について、最低制限価格制度と

低入札調査制度を取り入れることができるよう

に、施行令が変わりました。

現在、それを生かして「基本条例」の制定を

めざしています。しかし、条例は議会を通す必

要があるため、財政危機が厳しい現状では難し

い。しかし 「公正な労働基準 「安心して働け、 」

る職場環境 「生活できる賃金 「安全な職場」」 」

をつくるためには、入札の過程でそういう基準

を盛り込んでいく必要があります。条例ができ

ないと何もできないということであれば、競争

入札で会社が負ければそこで働いていた労働者

のクビは飛びます。現在、いくつか自治労で４

つの原則を作ってこの問題に取り組んでいます。

１つは、会社が入札に負けても自分たちはこ

こにへばりつく、仕事をここで続けてくんだと

という「雇用継続」です。市民にとっても、３

年、５年やってきた人のクビを切って新しい人

を雇用したら、かえって税金の無駄遣いになる。

労働者の熟練した技術に税金が投入されている

わけで、そういう人を簡単に切ることは、税金

の無駄遣いだと言えるのではないかと思います。

２つめは、賃金や労働条件の確保。賃金がダウ

ンすれば生活できませんから、それを求めてい

こう。３つめは、それを保障する労働組合の活

動がなければ、仮に約束しても口約束で終わっ

てしまう。そういう意味で、私たちが自治労の

旗を立てて労使関係を継続させることが必要で

す。４つめは、これらを通じて公共サービスを

維持・向上させていくこと。この４原則で運動

を続けています。

これからどうするか。清掃関係の法律の施行

令では「委託料は委託業務を遂行するに足りる

額である」と書かれています。この「足りる

額」はどういう金額かを、労働組合の立場から

も解明していく必要があると思っています。こ

の規定については、かつて総務省から、最賃制

度の適用除外だと言われたことがあります。し

かし、最低制限価格制度、低入札調査制度を導

入すれば、具体的な適正価格を追求することが

できるのではないか。公共工事等については請

負の長い歴史があり 「原価に満たない金額を、

請負金額とする額を締結してはならない」と建

設業法に書かれています。自治体が、原価に満

たない金額で落札させることは、逆に言えば建

設業法違反です。

労務提供型民間委託は、入札制度の中にきち

っとした基準をつくり 「安ければいいんだ」、

ということではなく、そこで働く人の雇用や労

働条件や生活を守ることで、いいサービスを提

供できるようにしていく必要があると思い、運

動を進めているところです。

次に大谷先生から、大阪府でのスリリン澤井

グな議論もご紹介していただき、その成果を踏

まえながら、今後の方向などをお願いします。

総合評価一般競争入札制度による

自治体の福祉化

大谷 強

大阪府が総合評価方式の入札制度を導入した

時に委員をしていたという立場で、お話をした
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いと思います。富田さん、小畑さんの話を聞い

ていて 「運動している方はいいな」と思いま、

した。と同時に、９月の総選挙の結果に「今の

社会はあかん」と、がっかりしています。

この会場には「入札改革をやろう」という方

が集まっておられると思いますが、マスコミな

どが報道する談合批判は「もっと安く委託でき

るじゃないか。なぜそれをしないんだ」という

論調が強い。総合評価方式の入札制度は、面白

いんだけれども、逆に言えば、価格は上がりま

す。大阪府が導入したのは2003年。モデル事業

の時は、予定価格に対して最低価格は40％でし

た。2004年には、それが70％に上がりました。

平均入札価格も、予定価格に対して70～90％に

上がりました。１億円の事業なら、5000万円く

らいで応札していたところが、8000～9000万円

になる。大阪府では、運動団体がそれを求めた

ことと、知事も含めて行政自身が福祉化を求め、

それを議会は支持しました。そういう背景がな

いと「なんでうちは安い価格で応札したのに」

となります。事業者が裁判に訴えたら、こちら

は負ける。

９月の総選挙結果から言えば「価格は安い方

がいいじゃないか。なぜ高い方にするのか」と

なる。そこをどうクリアするのか。運動団体を

含めて市民の中で納得が得られないと、広がら

ないだろうと率直に思っています。今の社会状

況で言えば、広がらない。広げようと思うと、

かなり強い運動がいるでしょう。

次に、入札するときのプロホーザルの評価が

難しいことです。仕事がない時代、どの社も仕

事をとりたいわけで 「障害者は雇用しませ、

ん」とか「環境の配慮をしません」とか、そん

なことを書く業者はいません。皆、模範答案を

書いてくる。その模範答案を評価する立場は大

変です。１年契約だから、１年たったら解雇す

る、とはどこも書いてこない 「最賃適用除外。

を申請します」とは、どの業者もプロポーザル

に 書 き ま せ

ん。具体的な

運 動 が な い

と、提案だけ

あっても、私

たちは評価し

ようがないの

が現実です。

しかも、今の自治法では、契約破棄すると、逆

に行政の方が訴えられることがあって、そこに

苦労しました。どの事業者も「最賃は守ります

か？」と聞けば「守る」と書きます。そこで、

その約束を文書にして出してもらうことにしま

した。そうすれば「契約違反だ」と言えます。

総合評価入札方式は、説明会の時に評価項目

をきちんと事業者に出します。何をもって応札

させるか、プレゼンさせるかなどの評価項目を、

前もって決めないといけません。これは厄介で

す 「１年間の研修計画」とか「障害者雇用計。

画」とか取り入れましたが 「１年採っちゃえ、

ばいいや」ということで事業者はやってきまし

た。

大阪府のモデル事業では、予定価格と、調査

に入る低入札価格を、前もって示しました。調

査に入る低入札の価格以下は、どんな価格をつ

けようとも調査に入ります。１億円の事業なら

ば7500万円を低入札価格として、6000万円でも

5000万円でも、書面では70点です。去年は62点

にしました。今年は50点です。障害者雇用や母

子家庭の親の雇用、環境保護も50点ですから、

そっちで逆転できます。価格が多少高くても、

障害者雇用で実績のあるところが、逆転して落

札したケースもありました。この点数が低かっ

たら、初めから無理だということです。

武藤先生は 「欠格条項」を作れると言われ、

ましたが、私は、今の障害者雇用促進法では無

理だと思っています。障害者雇用率の1.8％に

達してないところは入札の資格なしと切ってし

社会的価値を実現する入札改革 9



まっても、今の障害者雇用促進法は５万円とい

う納付金を出せばすむようになっている。５万

円は罰金ではない、というのが厚生労働省の見

解です。一自治体として、そのことをもって排

除することは多分できないだろう。

これについては、何度か議論しました。結果、

もし調査委員会や大阪府が裁判にかけられたら、

多分、負けます。なぜなら、入札の応募資格に、

障害者雇用率を入れることができないからです。

「1.8％の障害者雇用率を達成してない事業者

は、入札の応募資格から外す」とは前もって言

えない。また、７月から事業開始する場合は、

10月から調査に入ります。事業の開始までに障

害者を雇用するという約束があれば、その文書

は通ることになります。

評価方法については、さまざまな議論をしま

した。初年度にすでに９人の知的障害者を雇用

しているＡ社はトップになる。Ｂ社は、それま

で０だったのを９人にすれば、新しい雇用がう

まれたとして評価できる。すでに達成した水準

を前提に評価すれば、いつもＡ社が通り、努力

したＢ社は評価されない。それを評価したらど

うかという意見が出ました。継続していけば、

今後の課題になるのではないかと思います。

大谷先生から方向性を具体的に示してい澤井

ただきました。実際に広げるには、なかなか困

難ではないかという指摘がありました。しかし

広げようとする動きは重要です。武藤先生から

助言者として一言、お願いします。

導入には法的理論の根拠が重要

大阪府がいろいろなことをやっていると武藤

聞いておりましたが、今日、仕掛けの張本人の

方たちのお話を聞くことができて、大変うれし

く思っています。

法律が入札審査で障害者雇用を価値として認

め、そのこと

を自治体が取

り入れていく

ことができる

よ う に な っ

た 。 従 来 だ

と、自治体は

そこに手が出

せなかったのが、出せるようになってきた。た

だ理論的な根拠はしっかり考えないといけない

ですね。

「欠格条項」として使えるかどうかは、私自

身、深く議論したことはなかったのですが、そ

こを取り上げて裁判を起こされると、きついか

もしれないと思います。しかしただ落とすので

はなく、1.8％の雇用をしている企業はそれな

りにコストをかけてやっているわけですから、

その部分を評価することはあり得るだろうな、

という程度で考えています。

それでは、言い落としたことや強調して澤井

おきたいことなど、これからこの制度を生かし

ていくに当たって、とくに重要と思われるポイ

ントをお願いします。

契約は透明性と競争性を前提に

私は、政策目的を誘導するための総合評山田

価方式は、それなりに有効だと思っています。

ただし、我われの仕事は市民の皆さんの税収等

を財源にしていますので、価格での評価は一定

程度していかないとならないと考えています。

価格の評価を、全体評価の中でどの程度のウエ

イトを置くか、皆さんに理解していただけるよ

うな客観的な評価システムをつくることが重要

だと思っています。

我われがやってきた総合評価方式では、価格

以外の評価点を全体の中でどの程度にすれば、
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価格差を逆転するかなど、さまざまなシミュレ

ーションをして慎重に考えています。自治体に

とって政策目標は重要な側面ですが、同時に価

格についても議論を深めていかなければならな

いと思います。

契約においては、競争性と透明性が重要です。

市民に対して説明責任を果たしていかなければ

なりません。誰から見ても透明で、かつ競争性

のある契約制度を、総合評価方式を取り入れる

にあたっての前提としていくべきではないかと

思っています。

取り組む企業の評価をとおして

社会的価値の実現

大規模物件に総合評価方式を導入したこ富田

とで、障害者雇用という「社会的価値」が一定

程度の基準になってきたこととは成果だと思い

ます。また、大阪府は、１年契約が３年になり、

少し安定した契約になりました。皆が望んでい

たことです。ダンピングで価格が地に落ちてい

たのを、そこそこ上げたということです。

中規模物件については、指名競争入札で総合

評価方式を取り入れると、なかなかついてこれ

なくなりますから 「プロホーザル方式」とい、

う総合評価方式に近い方式でしています。小規

模物件は、障害者雇用を促進するため、大阪府

では非常勤職員にかえていこうとしています。

大阪市では、公園などがそう簡単にいきません

から、総合評価方式になっています。事業の種

類や規模に応じて、変化を持たせながらやって

いく必要があります。

私が力を入れていきたいのは、母子家庭のお

母さんが、生活保護を受けずに働いて食べてい

けるようにすることです。これは実現したい。

就職困難者で一番問題なのは、母子家庭です。

障害者は年金があったり、ホームレスの人たち

は前借り制度を活用できます。母子家庭では、

お母さん１人の働きで食べていける賃金の設定

が必要です。これを一つの柱にして展開するこ

とが課題です。

役所だけではあかん。民間に広げるべきだと

思います。企業・行政・同和地区住民の３者で

作っている「(社)おおさか人材雇用開発人権セ

ンター（C-STEP」というのがあります。2002）

年に、就労支援の対象者が、同和地区住民だけ

であったものを障害者にまで広げ、再出発しま

した。1000社の企業が参加しています。

このセンターでは、会員企業の「貢献度評価

表（CSR)」をつくりました。企業がアウトソー

シングする時に、障害者雇用などを義務づける

総合評価をしたら１点とか、点数制にしていま

す。2006年３月が締め切りで、５年間の点数を

争っています。企業自身の雇用で３点や５点を

とっているところはあるのですが、下請けなど

の委託先でも障害者雇用を促進しようと始めま

した。

まだまだ少ないのですが、賞を設けて、企業

を褒めながら育てていこうと思っています。な

かなか価値を認めてもらえないところを評価し

て、障害者雇用を広めていくことができないか

と考えています。

公契約における

公正労働基準の確立を

条例ができなければ何もできないのでは小畑

なく、今は、条例はなくても自分たちでできる

という時代になってきています。募集条件にし

ました。京都市もそうですが、兵庫県では、指

定管理者制度の選定基準の要項に、環境や障害

者雇用、常用雇用率を盛り込みました。どうい

う自治体がどんどん出てきています。

私たちが問題にしているのは、労務提供型委

託です。大館市では、委託業務等に係る低入札

価格調査を要綱で規定し、労働基準法や最低賃
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金法を遵守しているかどうかを調査しています。

こうしたチェックが、基本だと思います。神奈

川県や大阪府でも行われていると聞いています。

自治労では、06春闘で「公契約における公正

労働基準の確立」を最大の方針にしました。内

容は、①最賃協定（時間給、月例給）を締結し、

臨時・非常勤等職員、地域公共サービス労働者

の賃金の底上げをはかる、②自治体で働くすべ

ての労働者、公共サービス民間労働者の処遇確

保・公正労働の実現のため、自治体公契約条例

の制定に取り組む、の２つを最重要課題として

います。今日を契機に、皆さんで考えていただ

ければと思います。

総合評価は

具体的な施策との関連で評価

２点追加したいと思います。１点めは、大谷

入札基準をつくる時に、運動体の裏付けなど市

民参加がなしに行政の枠の中でつくってしまう

と、ある意味で模範答案しかできないという問

題があります。

２点めは、大阪府の場合は、当該自治体にと

って最も有利なものということで 「施策」と、

の関連性を重視しました 「エル・チャレン。

ジ」に相談に行って、その指導を受けたかどう

か。支援組織に言って求人をきちんと受け止め

たかどうか。大阪府では、補助金を設けて、各

市町村で地域就労支援事業をしています。そこ

で就労を求めている人を採用したかどうかで点

数をつけています。一般から雇ってきて「うち

は障害者を採用している」と言われても、わか

らないわけです。府の施策との関係を強く打ち

出しました。

企業で働く障害者が高く評価している、社会

的にみて高く評価される企業が応募したも１点。

おおさか人材雇用開発人権センター（C-STEP）

で賞をもらったら２点とか。他府県から応募し

てきて「障害者を雇用します 「就労困難者を」

採用している」と言ってもチェックしようがな

い。応募の段階で、ある程度、実効性の担保が

とれる形をとっています。一般論としての「総

合評価入札制度」ではなく、具体的な施策との

関連で提案した方が、審査委員の立場からする

と評価しやすいと思いました。

前人未踏の分野で

新しい価値を切り開くチャレンジを

今日は澤井

短い時間でし

たが、たくさ

んのヒントが

出てきたと思

います。武藤

先生のお話、

京都市の取り

組み、大阪府

での取り組み、自治労の取り組み等々。入札制

度改革、契約制度改革は、まだ前人未到の分野

を歩いています。新しい制度がどんどん出てい

て、そういう点では、何でもありだと考えたい

ですね。制度はそういうものだと思います。古

い制度が変わっていくという意味では、面白い

状況ではないでしょうか。一つ作ったら、それ

が教則本になりますから守っていく。また新し

いものを作っていく。先が見えないことはいい

ことでもあると思います。そういう点で、一つ

ひとつ工夫して、実践を大事にして、経験を共

有していっていただきたいと思います。

12


