
公契約条例案は、地域社会の希望実現に役立つ
尼崎市議会における提案者と市側の議論を読んで

大 谷 強

背景として

尼崎市の業務委託における低労働条件

尼崎市業務がアウトソーシングしている実態

を、第 51 回日本弁護士会人権擁護大会第 3 分

科会（2008 年 9 月 13 日に大阪市内の大阪弁護

士会館で開かれた 「労働と貧困 ― 拡大する）

ワーキングプア」プレシンポジウムに提出され

た資料「現場からの告発・非正規労働に未来は

あるか 」から紹介する。当日配布された資料!?

には、近畿弁護士連合会のメンバーによるいく

つかの事例が掲載されている。いくつかの資料

が掲載されているが、その中でも尼崎市の対応

が示されている「尼崎市役所」の実態調査を紹

介する。

調査場所は武庫川ユニオンと尼崎市役所であ

る。武庫川ユニオンでは、尼崎市役所住民票入

力業務労働者と武庫川ユニオンの書記長の 2名

となっている。尼崎市役所では同市の企画財政

局行政経営推進室の調査課長と総務局職員部行

政管理課長、環境市民局市民部市民課長の 3名

である。聞き手は、近畿弁護士会の弁護士であ

る調査員 3名である。

発端は、住民票入力業務を請け負った会社が

請負契約を偽装していたという。請負を変更し

て入札によって業者を決めたが、最低労働基準

が守られない労働実態であったという。地域の

労働組合、武庫川ユニオンの書記長によれば

「尼崎市長はアウトソーシング派」ともいう。

さらに同労働組合の書記長によれば「落札した

事業者も尼崎住民票入力業務への派遣は赤字だ

ったという。さらに続けて「もう尼崎市の仕事

はとりたくないという傾向が広がっている」と

いう。その理由として「役所の仕事が安すぎ

る」と語っている。地域の労働組合からしても、

役所の仕事は安すぎると見られている。だから

尼崎市の入札を辞退する会社が続いているよう

だ。さらに地域のユニオンの書記長によると

「そういう中で入札をとるのは悪い派遣会社、

ということになって行かざるをえない」と断言

する。地域の労働組合の立場から見ても、尼崎

市が求める価格水準は低価格と思われているら

しい。

尼崎市の関係者によると、アウトソーシング

の背景として、きわめて厳しい財政状況がある。

そのなかでも「人件費の抑制の視点から、民間

の活用を進めてきた背景がある」という。質疑

応答では調査員が業者の間の競争によって低価

格入札になりがちな傾向を規制することは考え

ないのかと質問すると、行政側は「労働条件に

限って何かいうというのは、特になく、労使独

立原則の問題であって、相手業者と個々の労働

者当事者の領域の問題だと考えられる」と言い

切っている。

さらに質問者が「労働者の生活確保の観点を

見据えて、労働条件を規制要件に含めるような

規制の必要性は出てこないのか？」と、かさね

て質問すると、尼崎市の関係者は「難しい。直

接的にはない」と答えている。自治体として労

働条件の把握については責任を持たず、業者に

まったく任せる傾向が強い。
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最後に調査に当った弁護士たちが質問したが、

尼崎市当局は「公契約ということも聞くが、基

本的には国レベルに待つ、ということで、一自

治体では無理な話だ」と、公契約そのものを否

定している。尼崎市によるこうした頑な対応が

あるなかで、市議会に公契約条例案が議員によ

って提案された。

公契約条例を全否定する

尼崎市当局の立場

2008 年 12 月に開かれた尼崎市議会に、議員

提出議案として 「尼崎市における公共事業及、

び公契約の規約制度のあり方に関する基本条

例」など（以下、公契約条例案という）が提出

された。市議会議員が提案した公契約条例に、

尼崎市当局は 12月 12 日に開かれた市議会で、

全否定ともいうべき対応をしたらしい。結局は、

12月議会では継続審議となったそうだ。

さらに、2009 年の市議会で、尼崎市は憲法

違反との意見書を提出したという。そうした当

局の強い反論をうけて、公契約条例案は憲法そ

の他の法令に沿っていると主張する議員たちと

の間で、5 月議会で決着をつけることが決まっ

た。というのは、6 月に議会の選挙があるから

だという。

尼崎市が否定する理由は、まとめていうと、

この条例には違法性があることと、コストがか

さむということのようだ。たしかに経費はかか

るといえる。しかし、自治体が自らの業務を遂

行する事業者に委託する限りは、最低の給料や

労働条件などを守るようにする必要がある。

また、違法性の問題についても、最低賃金法

に違反するという理由とのことだ。議会には 3

つの条例案が提出されていたが、議会でも問題

になっていたように、基本条例案単独としては

違法性は問えない。尼崎市は、条例案を相互に

関連づけて違法性を指摘していると思える。社

会的価値に関連して尼崎市が提案する賃金（具

体的には、尼崎市の公務員の高校初任給である

945 円以上）を遵守している事業者を評価する

ことは、労使自治による雇用契約内容に介入す

るというのが、基本の理由とされているように

思う。たしかに、条例は国の法律の範囲で認め

られることになっている。

しかし、2009 年 2 月 24 日に尾立原幸議員が

参議院に提出した「最低賃金法と公契約条例の

関係に関する質問主意書 （質問第 64 号）に対」

する 3月 6日付け回答にあたる「地域別最低賃

金額を上回る賃金を労働者に支払わなくてはな

らないことは、同法上、問題となるものではな

。い」旨の首相答弁書（答弁書第 64 号）がある

他の自治体で成立した公契約条例

市議会でも議論されているが、東京都国分寺

市の入札制度改革についても、市の調達にかか

わる事業者は「適正な労働条件及び賃金水準を

確保するよう努めるものとする」と規定してい

る。条例上はこのように抽象的に規定されてい

るが、具体的な評価にあたっては各項目ともよ

り立ち入っているはずだ。東京都日野市では

「格差是正の取り組みの一環として」と目的が

より明確にされている総合評価方式では 「新、

たな試みとして建設労働者の賃金等労働条件確

保に向けた企業の取組みも評価の対象とする」

と述べられている。ここでは、賃金等労働条件

が入札にあたって勘案されている。

さらに山形県の「公共調達基本条例」では

「健全な建設業者等の育成は県民経済の発展に

重要である」とし、技術や法令順守、環境保全、

従事する者の安全衛生及び福利厚生が、地域に

おける社会貢献活動と共に明記されているが、

賃金についての明記はない。ただ、この方式を

実際に運営していくにあたっては、地元業者な

どより詳細に取り決められている。ここでの特

徴は地元経済の活性化をはかる目的が明確にな

っている点である。
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関係者からも聞いた話だが、尼崎市の公契約

条例についても、条件を守る地元業者を優遇す

るという詳細項目をぜひ取り入れたいという。

当然、地元業者に雇われている低労働条件の労

働者の処遇も改善されるはずである。

契約の当事者として主体性を放棄した尼崎市

市議会でも議論されているように、民間同士

（いわゆる民民関係）では、賃金をこの水準以

上に引き上げることと明記することは介入にあ

たる。あえて憲法違反ともいう。しかし、発注

する立場の尼崎市としては、入札に参加する事

業者に対して、尼崎市としてはこういう条件を

守った事業者を高く評価すると、条件をつける

ことは、むしろ行政の業務を行ないながら、低

労働条件で働く住民の労働条件を引き上げると

いう自治体の本来の責務であり、憲法に違反す

る行為ではないと思う。

1999 年改正の地方自治法では施行令 167 条

の 10 の 2 項第 1 節で「価格その他の条件が当

該地方公共団体にとって最も有利なもの」を落

札者とすることが認められた。当該自治体にと

ってもっとも有利な条件の中に、賃金などの労

働条件を含ませることは可能だろう。大阪府の

総合評価システムで行なわれている知的障害者

の雇用や母子家庭の親、就職困難者などを基準

に含ませることも憲法違反となりうる。

たしかに実際問題として最低賃金法だけに止

まると、最低賃金さえ達成していれば良いとい

うことで、最低賃金に張り付く危険性もある。

そこで、条例では明らかにすることを避けたと

しても、評価基準などでは具体的な数値で評価

することになる。これも市議会で議論があった

ように、規則などで具体的に数値を明確にする

ことも広く行なわれている。そういう内部的な

方法を採るのか、条例で明記して広く人々や事

業者に周知するか、どちらが自治意識を高め、

参加度を深めるのだろうか。

事業の発注者として明確な基準を持つことが

尼崎市には求められている。それを広く一般に

明記することも必要だ。それによって人々や事

業者の価値観を変革することも自治体の役割で

はなかろうか。これは言いがかりだが、自治体

など行政では、法律に規定されていなくても民

間事業者の契約に介入している事例は、まった

くないだろうと思う。

評価するコストの問題もクリアできる

処理コストの増加と地方自治法違反という理

由を、否定する尼崎市が持ち出している。処理

コストが高くなり、職員の増加を招き、ひいて

は他の自治体業務に差しさわりがあるという理

由は成り立つのであろうか。尼崎市よりも職員

が少ない自治体でも総合評価入札制度は、すで

に実施されている。しかし、他の自治体業務に

差しさわりがでているという話は聞いたことが

ない。

他の多くの自治体でも、処理コストが現状よ

りも増加するという理由で否定している所が多

い。とするなら、すでに総合評価入札制度を行

なっている自治体に対して、具体的にどの程度

増加するか、あるいは職員の増加は不可欠かと

いう調査をして、データを示して欲しい。その

当該自治体に住んでいる住民や事業者には、判

断する根拠はないのだ。

大阪府の総合評価一般競争入札制度では、そ

のために、特に、新たに職員を採用したという

話をきいたことがない。規模が小さい市町村も

応用して採用できる簡易版が準備されている。

確かに総合評価入札制度は、コストはかかるが、

そこに雇用される人々の賃金・労働条件などが

高まり、むしろ住民の税収も増えるという効果

もある。なによりもまず、いわゆるワーキング

プアの人々の雇用や労働条件などを安定化させ

るという、自治体の責務を果たすことにつなが

るはずだ。
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あるいは、コスト節約のためにいろいろな職

種の活用も考えられる。たとえば社会保険労務

士などそうした職種の人がやりたいと希望して

いる。自治体が、こうした社会保険労務士など

の活用を具体的に検討した事例は、残念ながら、

見当たらないと思う。せめて尼崎市は、コスト

の節約を図るために、とりあえず、応札した事

業者の評価はここまでしかできないという見解

を出して欲しかった。

尼崎市の市議会での議論を未定稿の議事録で

読んだばかりであるが、以上のような疑問がわ

いてきた。ただ、議会では、公契約条例を議員

提出では、成果があったと思う。ただ、議会だ

けでは最終的に解決できないだろう。尼崎に関

係する本人たちや関連する諸団体による議会を

超えた動きが重要になると思う。これについて

は、まだ知らないことが多くある。

地域の活性化を願い

尼崎の連合が働きかけて陳情を出している

公契約条例についての陳情は「連合尼崎」が

提出している。とはいえ、私はどうも自治労の

働きかけと見ている。

前段にも記したように、最終的には議会では

わずかな票差で成立するだろうと見られている。

その場合、どうも基本条例だけになるかとも思

われる。

私が得た情報では、事業者も総合評価入札制

度に賛成しているという。しかし、市は実施を

引き延ばすであろう。となると、市議会で表現

された意思と市の意見と違うことが予想される。

その場合は、市議会や尼崎市は、あるいは尼崎

に住み、働いている人々、事業者などは、どう

行動するのだろうか？

尼崎市は敗訴の危険性をいう。もし、裁判に

なって、事業者が尼崎市の決めた基準を遵守し

ないということが社会に明らかになるとする。

そのことは事実上、条例を守らない事業社名を

公表することに相当する。だから、裁判になっ

ても社会的にはよいことだと思う。

条例さえ守らない事業者だと社会的に評価さ

れるから、私であれば「条例違反だという批判

を受けて、やるならやってみよ」とさえ思う。

社会を敵に回す覚悟が本当にあるのかね、とも

言いたい。でも、行政は裁判に訴えられると多

分、弱いだろう。だから、事前に慎重になりす

ぎるといえる。

その地域に働く住民の幸せのために、主体的

に自治体から改革していくという、業務の発注

者としての権利を行使する姿勢も、尼崎市には

見当たらない。地方から改革を進めていく取り

組みも、独自に住民のために試みるという発想

も、尼崎市には全くないといわざるを得ない。

こうした中央追随型の自治体が多いとすると、

さぞ中央政府は仕事をやりやすいだろう。中央

政府にとっては、中央政府の方針が変わると、

地方自治体もその後をついてくると期待できる

だろう。

（おおたに つとむ・関西学院大学教授）
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