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「公契約条例」を通じて

自治体が果たす役割

大 谷 強

各地での公契約条例

最近、各地の自治体で、公契約条例を制定し

ようとする動きが出てきました 「公契約条。

例」とは、地方自治法でいう「総合評価一般競

争入札制度」のことで、入札制度を変えること

によって、自治体が社会的な価値を実現しよう

とする試みです。

入札は、価格だけを重視すると、ダンピング

を招きます。大阪府の調査でも予定価格の 50

％以下、40 ％ぐらいの入札価格が多いようで

す。それでは、障害者やホームレスを雇用する

余裕はありません。したがって、公契約条例に

は、ダンピング防止と同時に、就職困難者の雇

用促進という目的があります。

また、低入札価格調査の対象となった清掃業

者を調査すると、業者は最初 「この価格でで、

きる」と言います。しかし、実際に任せてみる

と、品質に疑問を感じることがあります 「き。

れいに掃除しろ」と言えば 「こんな価格で、、

できるわけがない」と、当たり前のように開き

直ります。そういう意味では、品質を一定に保

つことができる制度ともいえます。

その他、公契約条例を導入する目的には、地

元の事業者を優先して地域経済の活性化を図っ

たり、 の取得、リサイクル品を使うなどのISO

環境問題への取り組みを促進する。また、社会

的評価の低い分野の事業者が、一定の仕事量を

確保できるようにしたり、そこで働く人の能力

を高め、社会的な評価も同時に獲得できるよう

にするなど、さまざまな有用な価値を実現する

ために導入を検討する自治体がでてきています。

私が関わっている、大阪府の「総合評価一般競

争入札制度」も、そういう意味を持っています。

各地の公契約条例

大阪府は、2004 年、清掃などの入札に「総

合評価一般競争入札制度」を導入しました。そ

れに先だつ 2000 年 3 月に、福祉を基本として

た住宅・企業・労働という制度全体を 「行政、

の福祉化」として見直すプロジェクトを立ち上

げました。議会では、この制度がもたらすコス

トや社会的効果について議論がなされた結果、

入札が、価格競争重視から、ある程度価格が高

くなっても、障害者や母（父）子家庭の親、被

差別部落の出身者、ホームレスなどの、就職困

難者の雇用拡大を重視する「行政の福祉化」が

方針化されました。現在は、清掃以外の入札や、

指定管理者制度においても、評価基準に価格点

以外の要素を入れる「総合評価」が一般的とな

っています。ただ、評価基準は客観的なもので

すから、その評価基準が定まってくると、模範

解答ばかりになってしまう危険性があります。

大阪府豊中市も、総合評価一般競争入札制度

を導入しました。これは市労連の参加が重要な

鍵を握りました。東京都三多摩の各都市のうち、

日野市や国分寺市などでは、自治労が強く主張

して導入されました。例えば日野市では、建設

工事における品質確保のためと、もう一つは、

市の主要政策である格差是正への取り組みの一
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環として、総合評価方式の入札制度を導入して

います。他に、山形県の公共調達基本条例は、

品質や価格の適正さに加えて、地元業者を優先

するという意味合いが強いように感じます。

北海道七飯町は、2006 年の町長選挙のとき

に「公契約条例」制定を公約にした町長が選出

され、検討が始まっています。滋賀県も議論が

進んでいますが、やはり県知事が積極的なよう

です。兵庫県尼崎市の場合は、自治労が中心に

なって検討し、連合尼崎から議会へ請願書を提

出しました。議会では、条例を議員提案として

諮りましたが、結局、否決されています。

推進する側の意見

では、なぜ「公契約条例」が必要なのか。推

進する側の意見を、いくつかまとめてみました。

1 つは、さきほども言いましたように、ダン

ピングを防止し、その結果、就職困難者が就職

できるようにすることです。つまり、資金の有

効活用と行政施策の効率化を図ることです。大

阪府では、2003 年、モデル事業として、本庁

舎と門真市にある運転免許試験場の清掃に、総

合評価一般競争入札を導入しました。その頃は、

障害者や母（父）子家庭、被差別部落の出身者、

ホームレスなどの就労が困難で、緊急就労支援

事業が始まっていました。また、自治体として

は、生活保護受給者をできる限り減らしたい 、。

生活保護費は、自治体が 4分の 1を負担してい

ますから、負担の軽減をはかりたいという思い

がありました。また、働く場があれば、そこで

得た収入に対する税収も期待でき、一石二鳥で

す。障害者や母（父）子家庭、被差別部落出身

者、ホームレスなどが、生活保護受給者にいた

るのを防ぐという目的がありました。

2 つめは、官公需関連事業からワーキングプ

アを一掃するという目的があります。国分寺市

や日野市などの三多摩や、尼崎市は、そういう

ねらいをもっています。

3 つめは、経済の活性化です。障害者や母

（父）子家庭、被差別部落出身者、ホームレス

などの就職困難者が、就労によって賃金を得ら

れれば、消費が増加し、経済が潤います。

4 つめは、地元業者の育成や、地元資材の活

用、地元雇用の拡大です。東京の一部大手業者

が、全国市場を牛耳っているのに対して、総合

評価によって地元業者を有利に扱うことで、地

域経済を活性化できます。これには、地元の中

小事業者、特に建設業から支持されています。

5 つめは、ダンピング防止や談合防止です。

先ほども言いましたが、予定価格の 50 ％以下

では、品質は期待できませんし、価格競争だけ

では談合を防げません。

6 つめは、環境や安全性の確保を目的とする

ものです。リサイクル品の利用などによる環境

配慮や、安全性が高い技術、施工管理、現場の

教育なども評価基準に含めれば、入札業者に差

が出てきます。

導入に否定的な意見

導入に否定的な意見としては、以下のような

ものがあります。

その 1 つは 「労働条件は労使の自治に任せ、

るべきだ」という意見です。尼崎市議会で出た

意見で、行政は、民間企業の労働条件に介入し

てはいけないというものです。

2 つめは、価格競争に比べてコストが増える

という批判です。総合評価一般競争入札では、

入札価格以外にさまざまな指標をもとに落札業

者を決めるので、入札価格が低い業者が落札す

るとは限りません。公共調達は税金を使うのだ

から、地方財政が逼迫している時代に、価格は

できるだけ低く抑えるべきだという考え方が、

議会でもまだまだ主流です。人々は、そう思う

ように仕向けられている面があって、こういう、

安いほど自治体の利益になるという考え方に対

して、行政はきちんと反論する必要があります。

3 つめは、手続きに事務コストがかかりすぎ

るという批判です。評価するということは、結
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構、大変で、公平な評価のためには、評価委員

会で検討する前に、応募書類に間違いがないか、

事務局がチェックする必要があります。それに

よって事務コストが増えます。これについて、

大阪府箕面市の森田さんは、社会保険労務士な

ど専門家の活用を提案しています。例えば、入

札参加企業の労働者が社会保険に加入している

かどうかは、社会保険労務士であれば簡単に書

類が手に入り、確かめることができます。

4 つめは、国の法律・制度に違反していると

いうものです。尼崎市では憲法まで引き合いに

だされました。民間同士、いわゆる民民関係で

は、入札基準に賃金水準を明記することは介入

にあたります。しかし、発注する立場の尼崎市

が、入札の評価基準として、望ましい労働基準

を守っていれば高く評価するとしても、むしろ

低労働条件で働く住民の労働条件を引き上げる

という、自治体本来の責務を全うしていること

になり、憲法に違反しているとはいえません。

1999 年に改正した地方自治法では、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、認められています。した

がって、最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となっています。

5 つめは 「総合評価」をしなくても、最低、

賃金法による地域別最低賃金や、低価格入札調

査制度で、十分対応できるというものです。し

かし、賃金や労働条件を労使の自治に任せれば、

生活保護基準以下の最低賃金で労働している実

態を容認する結果になります。実際に大阪であ

った話ですが、知的障害者の雇用を義務付けて

いた入札を、落札した事業者が、知的障害者本

人と家族を集め、全員を最低賃金適用から除外

し、来年に契約がとれなかったら全員解雇する

というようなことを説明したそうです。これに

対して、知的障害者の親たちは、全員を最低賃

金から除外するのはおかしいのではないか、個

別に判断すべきではないかと、大阪府へ交渉に

来られました。大阪府は、最低賃金の適用除外

は基本的に認められない。入札価格は、最低賃

金以上を支払えるような水準であると回答しま

した。また、来年度に契約がとれなかったら、

全員一律に解雇するという問題ですが、これに

ついては契約論上、非常に難しい問題がありま

す。3 年の契約期間で解雇した場合は、当然、

違法ですが、1 年契約で、期間を終了した場合

の解雇は、違法とは言えません。応募書類に、

「雇用継続を保証する」と書いてあれば、2 点

の評価点がもらえますが、実際に来年の契約が

とれなかった場合、雇用継続を保証できるのか

というと、非常に難しい面があります。

総合評価において、公正な賃金をいくらに設

定するのかについても、非常に難しい問題があ

ります。最低賃金プラス 1割増が公正なのか、

2 割増が公正なのか、非常に難しい。たんに最

低賃金をクリアしているかどうかだけを基準に

すれば、賃金全体を最低賃金に誘導することに

なり 「官製ワーキングプア」を生み出すこと、

につながります。日本の労働関係の法律は、非

常に甘くできていて 「公正」とはどういった、

ものかについて、明確にはなっていません。

その他、導入に否定的な意見としては 「推、

進派が特定の党派や組織だから 「行政の理解」

が乏しい人たちが提案している 「議会での承」

認が得られない 「総合的な差別禁止条例が必」

要」などという意見が出ています。

推進する側にもジレンマ

法律が認めている脱法行為

推進する側にもジレンマがあります。例えば、

法律が企業の脱法行為を認めている場合です。

障害雇用促進法では、企業が障害者雇用率の

1.8 ％を満たしていない場合は、不足する 1 人

につき月額 5万円の納付金を払えば、違法行為

とはなりません。総合評価方式の導入目的を、

障害者雇用の促進と明確にすれば、障害者を雇

用していない事業者は排除することになります
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が、納付金を収めている事業者を排除できるか

どうかは、非常に難しい問題です。したがって、

障害者雇用率の 1.8 ％を 0 点とし、2 倍の 3.6

％は 2点と、加点する方法をとっています。

また、母（父）子家庭は、雇用率に関する法

律はないので、総合評価の基準に母（父）子家

庭の雇用を定めることはできても、なかなかそ

こまで踏み切れないのが現状です。

なかなか得られない議会の同意

一般的に、多くの議員は「安い方がいい。わ

ざわざ高くする必要はないじゃないか」と考え

ています。大阪府の場合は、総合評価方式を導

入するにあたって 「行政の福祉化」について、

議会が承認していますので、今さら蒸し返すこ

とはできないと思いますが、自治体財政が逼迫

しているなかでは、議会は、予算削減の動きが

主流です。

、 、また 「公契約条例」は各自治体が、個別に

独自の目的をもって制定するため、1 つの自治

体で制定した内容が全国に及ばなければ、効果

がないのではないかという意見があります。つ

まり、1 自治体でどれだけの効果があがるだろ

うかという問題です。しかし、障害者権利条例

なども含めて、条例制定が可能な自治体から積

み上げていく必要があると思っています。

入札の基準

総合評価の入札基準には、雇用や労働条件の

ほかに、環境面など、さまざまな基準が考えら

れます。しかし、その基準を厳格にすると、ハ

ードルは結構、高くなります。新規に参入しよ

うとする事業者は、これから、障害者雇用や母

（父）子家庭の雇用、被差別部落出身者の雇用

など、就職困難者の雇用を実現しようとしても、

入札手続きを厳格にするなどハードルを高くす

ると、かえって、大規模事業者に有利に働きま

す。また、自治体が意図した政策が、業界全体

に広がらないという問題がでてきます。大阪府

は、大規模物件から中規模物件まで、9 件に総

合評価方式を入れていますが、結局、大規模物

件に参入した大手が、中規模物件でも高い評価

点を得ることとなりました。中規模物件には、

地元の中小事業者に落札してほしいと願ってい

たのですが、現実は逆になっています。就職困

難者の雇用率を、業界全体の底上げをはかると

いうことと、入札基準のハードルを高く設定す

るということは、なかなか両立しないようです。

労働条件の規制ができるか

労働条件については、大阪府では、労働基準

法より高い基準を設けている事業者は、その旨

を記載できるようにしました。ところが、時間

外手当について、労働基準法の 25 ％を 30 ％に

するとした事業者がありました。評価委員会で

かなりの議論になりましたが、結局、30 ％に

する事業者は残業が多いのではないかというこ

とになり、評価の対象にはしませんでした。ま

た、年次有給休暇を、労働基準法以上の日数に

した事業者もありました。これはプラスに評価

できるため、加点の対象としました。賃金では、

最初は最低賃金だけども、年功序列で上げてい

くとした事業者がいました。しかし、年数を重

ねれば賃金を上げるのは当たり前ですから、加

点の対象になるかどうかは疑問です。このよう

に、実際は、賃金・労働条件について評価する

のは非常に難しく、そういう意味で、入札に参

加した企業を十分に規制できるかどうかは、か

なり大きな課題となっています。

総合評価一般競争入札は、導入する目的の明

確化や目的を実現するための評価基準の設定に

も、さまざまな課題があります。しかし、一つ

一つ、試行錯誤を重ねながら、一歩でも前に進

めることが、なによりも重要だと考えています。

（おおたに つとむ・関西学院大学教授）
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