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平成平成平成平成 26262626 年第年第年第年第 1111回定例会回定例会回定例会回定例会    

答弁資料答弁資料答弁資料答弁資料（（（（一般質問一般質問一般質問一般質問））））    

一問一答方式一問一答方式一問一答方式一問一答方式    

    

質問者質問者質問者質問者    中西中西中西中西    智子智子智子智子    議員議員議員議員    

    

質問要旨質問要旨質問要旨質問要旨    

１１１１．．．．「「「「公契約公契約公契約公契約」」」」とめざすべきとめざすべきとめざすべきとめざすべき雇用雇用雇用雇用のありのありのありのあり方方方方についてについてについてについて    

    （（（（公契約公契約公契約公契約でででで働働働働くくくく人人人人のののの貧困貧困貧困貧困をまねかないためのをまねかないためのをまねかないためのをまねかないための雇用雇用雇用雇用、、、、    

        およびおよびおよびおよび市民市民市民市民がよりがよりがよりがより良良良良いサービスがいサービスがいサービスがいサービスが受受受受けられるけられるけられるけられる仕組仕組仕組仕組みみみみ

づくりをづくりをづくりをづくりを問問問問うううう。）。）。）。）    

        ①①①①    現状現状現状現状のののの公契約公契約公契約公契約のののの課題課題課題課題についてについてについてについて    

②②②② 先進市先進市先進市先進市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみについてについてについてについて    

        ③③③③    モニタリングモニタリングモニタリングモニタリングについてについてについてについて    

    

            

    

    

    

    

    

答答答答    弁弁弁弁    者者者者    総務総務総務総務部長部長部長部長    



---- 1  1  1  1 ----    

１．１．１．１．「公契約」とめざすべき雇用のあり方について「公契約」とめざすべき雇用のあり方について「公契約」とめざすべき雇用のあり方について「公契約」とめざすべき雇用のあり方について    

①①①①本市においても、本市においても、本市においても、本市においても、アウトソーシングが進アウトソーシングが進アウトソーシングが進アウトソーシングが進み、労働者の処遇み、労働者の処遇み、労働者の処遇み、労働者の処遇

に市の関与が及ばない契約になっている。に市の関与が及ばない契約になっている。に市の関与が及ばない契約になっている。に市の関与が及ばない契約になっている。非正規・不安定非正規・不安定非正規・不安定非正規・不安定

雇用がもたらす「官制ワーキングプア」を生まないための雇用がもたらす「官制ワーキングプア」を生まないための雇用がもたらす「官制ワーキングプア」を生まないための雇用がもたらす「官制ワーキングプア」を生まないための

仕組みづくりをめざすべきであると考えるが、見解を仕組みづくりをめざすべきであると考えるが、見解を仕組みづくりをめざすべきであると考えるが、見解を仕組みづくりをめざすべきであると考えるが、見解を問う。問う。問う。問う。    

    

＜＜＜＜答弁答弁答弁答弁＞＞＞＞        

ただいまのただいまのただいまのただいまの中西議員中西議員中西議員中西議員さんのごさんのごさんのごさんのご質問質問質問質問のうちのうちのうちのうち、、、、「「「「公契約公契約公契約公契約とめとめとめとめ

ざすべきざすべきざすべきざすべき雇用雇用雇用雇用のありのありのありのあり方方方方」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしいたしいたしいたしますますますます。。。。    

まずまずまずまず、「、「、「、「現状現状現状現状のののの公契約公契約公契約公契約のののの課題課題課題課題」」」」についてですがについてですがについてですがについてですが、、、、一般一般一般一般的的的的

にににに、、、、価格価格価格価格のみののみののみののみの競争競争競争競争によるによるによるによる入札制度入札制度入札制度入札制度のののの場合場合場合場合はははは、、、、過度過度過度過度のののの価格価格価格価格

競争競争競争競争によによによによるるるる弊害弊害弊害弊害がががが危惧危惧危惧危惧されることもありされることもありされることもありされることもあり、、、、本市本市本市本市ではではではでは、、、、人件人件人件人件

費費費費がががが経費経費経費経費のののの大部分大部分大部分大部分をををを占占占占めるめるめるめる建物建物建物建物のののの清掃清掃清掃清掃、、、、警備等警備等警備等警備等のののの業務委託業務委託業務委託業務委託

についてはについてはについてはについては、、、、最最最最低制限価格低制限価格低制限価格低制限価格をををを設設設設けけけけていますていますていますています。。。。またまたまたまた、、、、契約書契約書契約書契約書

等等等等においてにおいてにおいてにおいて雇用者雇用者雇用者雇用者のののの最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの保障保障保障保障やややや労働基準法等労働基準法等労働基準法等労働基準法等のののの遵遵遵遵

守守守守をををを義務付義務付義務付義務付けけけけ、、、、法令上法令上法令上法令上のののの責任責任責任責任をををを受託者受託者受託者受託者がががが負負負負ううううようにようにようにように明記明記明記明記しししし

てててて、、、、業務委託業務委託業務委託業務委託におけるにおけるにおけるにおける適正適正適正適正なななな労働条件労働条件労働条件労働条件とととと賃金水準賃金水準賃金水準賃金水準のののの確保確保確保確保がががが

図図図図らららられるようれるようれるようれるよう必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講じてじてじてじていいいいますますますます。。。。    

委託委託委託委託契約契約契約契約にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、総合評価入札総合評価入札総合評価入札総合評価入札やややや長期継続契約長期継続契約長期継続契約長期継続契約によによによによ

るるるる複数年契約複数年契約複数年契約複数年契約をををを積極的積極的積極的積極的にににに活用活用活用活用することによりすることによりすることによりすることにより、、、、履行品質履行品質履行品質履行品質やややや

サービスのサービスのサービスのサービスの質質質質のののの確保確保確保確保とととと労働者労働者労働者労働者のののの雇用安定化雇用安定化雇用安定化雇用安定化がががが図図図図らららられるよれるよれるよれるよ

ううううにににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    



---- 2  2  2  2 ----    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 3  3  3  3 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

①―１受託事業者が契約書通りに履行しているか否かのチェック①―１受託事業者が契約書通りに履行しているか否かのチェック①―１受託事業者が契約書通りに履行しているか否かのチェック①―１受託事業者が契約書通りに履行しているか否かのチェック

について見解を問うについて見解を問うについて見解を問うについて見解を問う。。。。    

    

＜＜＜＜答弁答弁答弁答弁＞＞＞＞    

    「「「「受託事業者受託事業者受託事業者受託事業者がががが契約書通契約書通契約書通契約書通りにりにりにりに履行履行履行履行しているかどうかのチしているかどうかのチしているかどうかのチしているかどうかのチ

ェェェェッッッックククク」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    施設管理施設管理施設管理施設管理やややや清掃等清掃等清掃等清掃等のののの業務委託業務委託業務委託業務委託においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、受託事業者受託事業者受託事業者受託事業者のののの

作業作業作業作業日報日報日報日報やややや月報月報月報月報などのなどのなどのなどの報告書報告書報告書報告書によりによりによりにより、、、、そのそのそのその進捗進捗進捗進捗やややや履行履行履行履行をチをチをチをチ

ェックするとともにェックするとともにェックするとともにェックするとともに、、、、完了時完了時完了時完了時にはにはにはには、、、、業務完了業務完了業務完了業務完了のののの報告報告報告報告書書書書やややや成成成成

果品果品果品果品のののの確認確認確認確認をををを行行行行っていますっていますっていますっています。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 4  4  4  4 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

①―２総合評価入札での労働者の雇用安定化はどのようになされ①―２総合評価入札での労働者の雇用安定化はどのようになされ①―２総合評価入札での労働者の雇用安定化はどのようになされ①―２総合評価入札での労働者の雇用安定化はどのようになされ

るのか、見解を問う。るのか、見解を問う。るのか、見解を問う。るのか、見解を問う。    

    

＜＜＜＜答弁答弁答弁答弁＞＞＞＞    

    「「「「総合評価入札総合評価入札総合評価入札総合評価入札でのでのでのでの労働者労働者労働者労働者のののの雇用安定化雇用安定化雇用安定化雇用安定化はどのようになはどのようになはどのようになはどのようにな

されるのかされるのかされるのかされるのか」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答弁答弁答弁答弁いたしましたようにいたしましたようにいたしましたようにいたしましたように、、、、清掃委託等清掃委託等清掃委託等清掃委託等でででで、、、、一一一一

般般般般にににに価格価格価格価格のみののみののみののみの競争競争競争競争によるによるによるによる入札入札入札入札においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、低価格競争低価格競争低価格競争低価格競争かかかか

らららら、、、、ダンピングをダンピングをダンピングをダンピングを招招招招きききき、、、、労働者労働者労働者労働者のののの不安定雇用化不安定雇用化不安定雇用化不安定雇用化がががが生生生生じるじるじるじる事事事事

態態態態もももも想定想定想定想定されますがされますがされますがされますが、、、、総合評価入札総合評価入札総合評価入札総合評価入札においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、そういっそういっそういっそういっ

たたたた視点視点視点視点ではなくではなくではなくではなく、、、、財務体質財務体質財務体質財務体質やややや履行体制履行体制履行体制履行体制などなどなどなど総合的総合的総合的総合的なななな評価評価評価評価をををを

行行行行うものですうものですうものですうものです。。。。    

なおなおなおなお、、、、契約上契約上契約上契約上でででで法令順守法令順守法令順守法令順守をををを義務付義務付義務付義務付けておりけておりけておりけており、、、、適正適正適正適正なななな労働労働労働労働

条件条件条件条件のののの確保確保確保確保をををを図図図図ることがることがることがることが可能可能可能可能であるとであるとであるとであると考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 5  5  5  5 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

①―３長期継続契約を含め、サービスの質と安定雇用にむすびつ①―３長期継続契約を含め、サービスの質と安定雇用にむすびつ①―３長期継続契約を含め、サービスの質と安定雇用にむすびつ①―３長期継続契約を含め、サービスの質と安定雇用にむすびつ

いているのかのチェックはどのようにしているのか、見いているのかのチェックはどのようにしているのか、見いているのかのチェックはどのようにしているのか、見いているのかのチェックはどのようにしているのか、見解を問う解を問う解を問う解を問う    

    

＜＜＜＜答弁答弁答弁答弁＞＞＞＞    

    「「「「サービスのサービスのサービスのサービスの質質質質とととと安定雇用安定雇用安定雇用安定雇用にににに結結結結びついているかびついているかびついているかびついているかのチェッのチェッのチェッのチェッ

クククク」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

    サービスのサービスのサービスのサービスの質質質質につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答弁答弁答弁答弁しましたしましたしましたしました

とおりとおりとおりとおり、、、、業務完了業務完了業務完了業務完了のののの報告書報告書報告書報告書やややや成果品成果品成果品成果品のののの確認確認確認確認によりによりによりにより、、、、仕様書仕様書仕様書仕様書

どおりのサービスどおりのサービスどおりのサービスどおりのサービス水準水準水準水準がががが確保確保確保確保できているかのできているかのできているかのできているかの確認確認確認確認をしてをしてをしてをして

いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、安定雇用安定雇用安定雇用安定雇用につきましてはにつきましてはにつきましてはにつきましては、、、、長期継続契約長期継続契約長期継続契約長期継続契約にににに

よるよるよるよる複数年契約複数年契約複数年契約複数年契約をををを活用活用活用活用することによりすることによりすることによりすることにより、、、、安定雇用安定雇用安定雇用安定雇用につながにつながにつながにつなが

っているものとっているものとっているものとっているものと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。なおなおなおなお、、、、雇用雇用雇用雇用についてはについてはについてはについては、、、、基基基基

本的本的本的本的にはにはにはには事業主事業主事業主事業主とととと従業員従業員従業員従業員とのとのとのとの関係関係関係関係にかかるにかかるにかかるにかかるものものものものでありでありでありであり、、、、個個個個

人情報保護人情報保護人情報保護人情報保護のののの問題問題問題問題もあることからもあることからもあることからもあることから、、、、市市市市としてとしてとしてとして雇雇雇雇用関係用関係用関係用関係のチのチのチのチ

ェックをするェックをするェックをするェックをする必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 6  6  6  6 ----    

②②②②先進市の先進市の先進市の先進市の取り組み取り組み取り組み取り組みににににならい、総合評価制度をさらに強化ならい、総合評価制度をさらに強化ならい、総合評価制度をさらに強化ならい、総合評価制度をさらに強化するこするこするこするこ

ととととや、市独自の最低賃金の設定、公契約条例の制定に対する市のや、市独自の最低賃金の設定、公契約条例の制定に対する市のや、市独自の最低賃金の設定、公契約条例の制定に対する市のや、市独自の最低賃金の設定、公契約条例の制定に対する市の

見解を見解を見解を見解を問う。問う。問う。問う。    

    

＜＜＜＜答弁答弁答弁答弁＞＞＞＞    

    「「「「委託契約委託契約委託契約委託契約におけるにおけるにおけるにおける先進市先進市先進市先進市のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答答答答

弁弁弁弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

まずまずまずまず、、、、総合評価方式総合評価方式総合評価方式総合評価方式のののの活用活用活用活用についてについてについてについてですがですがですがですが、、、、本市本市本市本市ではではではでは、、、、

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度からからからから委託業務委託業務委託業務委託業務のののの総合評価入札総合評価入札総合評価入札総合評価入札をををを本格導入本格導入本格導入本格導入しししし、、、、

システムシステムシステムシステム開発開発開発開発やややや計画策定業務計画策定業務計画策定業務計画策定業務、、、、公共施設公共施設公共施設公共施設のののの管理管理管理管理業務業務業務業務やややや証明証明証明証明

発行等発行等発行等発行等のののの窓口業務窓口業務窓口業務窓口業務などなどなどなど、、、、価格評価以外価格評価以外価格評価以外価格評価以外にににに事業者事業者事業者事業者のののの財務体質財務体質財務体質財務体質

やややや履行体制履行体制履行体制履行体制、、、、福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮などのほかなどのほかなどのほかなどのほか、、、、同種事業同種事業同種事業同種事業のののの実績実績実績実績やややや

事業事業事業事業のののの実施方法実施方法実施方法実施方法などをなどをなどをなどを総合的総合的総合的総合的にににに評価評価評価評価するするするする総合評価総合評価総合評価総合評価入札入札入札入札がががが

ふさわしいふさわしいふさわしいふさわしい業務業務業務業務についてについてについてについて積極的積極的積極的積極的にににに活用活用活用活用していますしていますしていますしています。。。。    

またまたまたまた、、、、総合評価入札総合評価入札総合評価入札総合評価入札をををを行行行行うにうにうにうにあたってはあたってはあたってはあたっては、、、、全部局全部局全部局全部局がががが統一統一統一統一

したしたしたした、、、、公正公正公正公正でででで公平公平公平公平なななな運用運用運用運用をををを図図図図るようるようるようるよう、、、、「「「「箕面市契約事務手箕面市契約事務手箕面市契約事務手箕面市契約事務手

続要綱続要綱続要綱続要綱」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、契約契約契約契約のののの案件案件案件案件ごとにごとにごとにごとに落札者決定基準落札者決定基準落札者決定基準落札者決定基準をををを定定定定

めることやめることやめることやめることや、、、、評価評価評価評価のののの配点配点配点配点はははは 300300300300 点点点点としてとしてとしてとして、、、、そのそのそのそのうちうちうちうち「「「「価格価格価格価格

はははは３３３３分分分分のののの１１１１」」」」としとしとしとし、、、、それそれそれそれ以外以外以外以外のののの評価項目評価項目評価項目評価項目をををを「「「「定量評価定量評価定量評価定量評価３３３３分分分分

のののの１１１１」、「」、「」、「」、「定性評価定性評価定性評価定性評価３３３３分分分分のののの１１１１」」」」ととととするようするようするようするよう定定定定めていますめていますめていますめています。。。。    

さらにさらにさらにさらに、、、、価格以外価格以外価格以外価格以外のののの評価評価評価評価項目項目項目項目ににににはははは、、、、必須項目必須項目必須項目必須項目とととと選択項目選択項目選択項目選択項目

をををを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。必須項必須項必須項必須項目目目目においてはにおいてはにおいてはにおいては、「、「、「、「財政体質財政体質財政体質財政体質」、「」、「」、「」、「地地地地
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域精通度域精通度域精通度域精通度」、「」、「」、「」、「市市市市へのへのへのへの社会貢献度社会貢献度社会貢献度社会貢献度」」」」やややや「「「「企業企業企業企業のののの実績実績実績実績・・・・能力能力能力能力」」」」

などをなどをなどをなどを評価項目評価項目評価項目評価項目としていますとしていますとしていますとしています。。。。またまたまたまた、、、、選択項目選択項目選択項目選択項目においてはにおいてはにおいてはにおいては

、、、、「「「「福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮」」」」としてとしてとしてとして、、、、就職困難者就職困難者就職困難者就職困難者のののの雇用雇用雇用雇用やややや障害者雇障害者雇障害者雇障害者雇

用率用率用率用率などなどなどなどをををを、、、、「「「「男女協働参画男女協働参画男女協働参画男女協働参画のののの実現実現実現実現へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ」」」」としてとしてとしてとして、、、、

育児育児育児育児・・・・介護介護介護介護のののの休暇休業制度休暇休業制度休暇休業制度休暇休業制度ややややセクシセクシセクシセクシュアュアュアュアル・ハラスメントル・ハラスメントル・ハラスメントル・ハラスメント

防止防止防止防止、、、、女性女性女性女性のののの採用採用採用採用・・・・職域拡大職域拡大職域拡大職域拡大へのへのへのへの取組取組取組取組などをなどをなどをなどを、「、「、「、「環境環境環境環境へのへのへのへの

配慮配慮配慮配慮」」」」としてとしてとしてとして、、、、再生品再生品再生品再生品のののの使用状況使用状況使用状況使用状況やややや低公害車等低公害車等低公害車等低公害車等のののの導入状況導入状況導入状況導入状況

などをなどをなどをなどを評価項目評価項目評価項目評価項目としてとしてとしてとして取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、いずれにしてもいずれにしてもいずれにしてもいずれにしても、、、、個々個々個々個々のののの

業務内容業務内容業務内容業務内容にににに応応応応じてじてじてじて適切適切適切適切なななな評価項目評価項目評価項目評価項目をををを設定設定設定設定しながらしながらしながらしながら、、、、業者選業者選業者選業者選

定定定定をするをするをするをする仕仕仕仕組組組組みとしみとしみとしみとしていますていますていますています。。。。    

次次次次にににに、、、、労働者労働者労働者労働者のののの賃金賃金賃金賃金についてについてについてについてはははは、、、、当然当然当然当然のことながらのことながらのことながらのことながら、、、、先先先先

ほどもごほどもごほどもごほどもご答弁答弁答弁答弁いたしましたようにいたしましたようにいたしましたようにいたしましたように、、、、委託契約書等委託契約書等委託契約書等委託契約書等においてにおいてにおいてにおいて

最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金などなどなどなど法令順守法令順守法令順守法令順守をををを義務付義務付義務付義務付けけけけておりておりておりており、、、、違法性違法性違法性違法性がががが明明明明らからからからか

なケースなケースなケースなケース等等等等、、、、特段特段特段特段のののの事情事情事情事情があるがあるがあるがある場合場合場合場合をををを除除除除いてはいてはいてはいては、、、、受託企業受託企業受託企業受託企業

やそのやそのやそのやその社員等社員等社員等社員等のののの個別個別個別個別のののの支払支払支払支払いいいい内容内容内容内容までもまでもまでもまでもチェックするチェックするチェックするチェックする必必必必

要要要要はないとはないとはないとはないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

またまたまたまた、、、、多摩多摩多摩多摩市市市市のののの公契約条例公契約条例公契約条例公契約条例ににににかかるかかるかかるかかる取取取取りりりり組組組組みにみにみにみについてついてついてついてでででで

すがすがすがすが、、、、ひとつのひとつのひとつのひとつの考考考考ええええ方方方方とはとはとはとは存存存存じますがじますがじますがじますが、、、、本市本市本市本市としてはとしてはとしてはとしては、、、、現現現現

在在在在のののの取組取組取組取組みをみをみをみを継続継続継続継続してしてしてしてまいりまいりまいりまいりまままますすすす。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 8  8  8  8 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

②―１先進市②―１先進市②―１先進市②―１先進市の取り組みの取り組みの取り組みの取り組みについて、どこを参考にしたか？またについて、どこを参考にしたか？またについて、どこを参考にしたか？またについて、どこを参考にしたか？また

、目指している、目指している、目指している、目指している自治体はあるのか、見解を問う自治体はあるのか、見解を問う自治体はあるのか、見解を問う自治体はあるのか、見解を問う    

    

「「「「先進市先進市先進市先進市のののの参考参考参考参考事例等事例等事例等事例等」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

本市本市本市本市においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、国国国国やややや他他他他のののの地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体のののの先進事例先進事例先進事例先進事例ををををいいいい

くつもくつもくつもくつも参考参考参考参考ににににしてしてしてして、、、、本市独自本市独自本市独自本市独自のののの総合評価入札制度総合評価入札制度総合評価入札制度総合評価入札制度をををを構築構築構築構築しししし

ましたましたましたました。。。。    

なおなおなおなお、、、、目指目指目指目指しているしているしているしている自治体自治体自治体自治体についてはについてはについてはについては現在現在現在現在のところのところのところのところありありありあり

ませんませんませんません。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 9  9  9  9 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

②―２②―２②―２②―２    総合評価入札の選択項目の実施状況について、見解を問総合評価入札の選択項目の実施状況について、見解を問総合評価入札の選択項目の実施状況について、見解を問総合評価入札の選択項目の実施状況について、見解を問        

うううう    

    

「「「「総合評価入札総合評価入札総合評価入札総合評価入札のののの選択評価項目選択評価項目選択評価項目選択評価項目のののの実施状況実施状況実施状況実施状況」」」」についてについてについてについて、、、、

ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度のののの制度導入以降制度導入以降制度導入以降制度導入以降のののの実績実績実績実績としてとしてとしてとして、、、、「「「「福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの

配慮配慮配慮配慮」」」」にににに関関関関するするするする項目項目項目項目がががが１１１１８８８８件件件件、「、「、「、「男女協働参画男女協働参画男女協働参画男女協働参画のののの実現実現実現実現へのへのへのへの

取組取組取組取組みみみみ」」」」にににに関関関関するするするする項目項目項目項目がががが１１１１００００件件件件、「、「、「、「環境環境環境環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮」」」」にににに関関関関すすすす

るるるる項目項目項目項目がががが１１１１４４４４件件件件、「、「、「、「地域活動地域活動地域活動地域活動へのへのへのへの取取取取りりりり組組組組みみみみ」」」」にににに関関関関するするするする項目項目項目項目

がががが２２２２件件件件、「、「、「、「災害時等災害時等災害時等災害時等におけるにおけるにおけるにおける業務体制業務体制業務体制業務体制」」」」にににに関関関関するするするする項目項目項目項目がががが２２２２

件件件件、「、「、「、「人権問題人権問題人権問題人権問題へのへのへのへの取組取組取組取組みみみみ」」」」にににに関関関関するするするする項目項目項目項目がががが２２２２件件件件ですですですです。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    
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【追加】【追加】【追加】【追加】    

②―３具体的に活かされた事例は、見解を問う②―３具体的に活かされた事例は、見解を問う②―３具体的に活かされた事例は、見解を問う②―３具体的に活かされた事例は、見解を問う    

    

「「「「具体的具体的具体的具体的にににに活活活活かされたかされたかされたかされた事例事例事例事例」」」」についについについについてててて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしまいたしまいたしまいたしま

すすすす。。。。    

先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答弁答弁答弁答弁しましたとおりしましたとおりしましたとおりしましたとおり、、、、「「「「福祉福祉福祉福祉へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮」」」」にににに関関関関

するするするする項目項目項目項目などのなどのなどのなどの選択評価項目選択評価項目選択評価項目選択評価項目をををを設定設定設定設定することによりすることによりすることによりすることにより、、、、入札入札入札入札

参加参加参加参加事業者事業者事業者事業者にににに対対対対しししし、、、、障害者障害者障害者障害者のののの雇用雇用雇用雇用促進促進促進促進やややや男女協働参画男女協働参画男女協働参画男女協働参画、、、、環環環環

境境境境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮などへのなどへのなどへのなどへの意識意識意識意識づけにつながるものとづけにつながるものとづけにつながるものとづけにつながるものと認識認識認識認識してしてしてして

いますいますいますいます。。。。なおなおなおなお、、、、直近直近直近直近のののの具体例具体例具体例具体例としてはとしてはとしてはとしては、、、、総合評価入札総合評価入札総合評価入札総合評価入札によによによによ

りりりり、、、、障害者障害者障害者障害者のののの雇用雇用雇用雇用につながったにつながったにつながったにつながった事例事例事例事例がががが３３３３件件件件ありますありますありますあります。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    

    



---- 11  11  11  11 ----    

③③③③労働環境モニタリングの実施について、見解を問う。労働環境モニタリングの実施について、見解を問う。労働環境モニタリングの実施について、見解を問う。労働環境モニタリングの実施について、見解を問う。    

    

＜＜＜＜答弁答弁答弁答弁＞＞＞＞    

「「「「モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

指定管理施設指定管理施設指定管理施設指定管理施設におけるにおけるにおけるにおける委託業務委託業務委託業務委託業務のののの評価評価評価評価についてはについてはについてはについては、、、、利用利用利用利用

者者者者アンケートやアンケートやアンケートやアンケートや意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会などをなどをなどをなどを経経経経てててて、、、、利用者利用者利用者利用者をををを代表代表代表代表するするするする

評価員評価員評価員評価員によるによるによるによる評価評価評価評価をををを実施実施実施実施しししし、、、、そのそのそのその改善改善改善改善にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

またまたまたまた、、、、先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答弁答弁答弁答弁いたいたいたいたしましたしましたしましたしましたとおりとおりとおりとおり、、、、そこでそこでそこでそこで勤務勤務勤務勤務

されるされるされるされる労働者労働者労働者労働者のののの労働条件等労働条件等労働条件等労働条件等はははは、、、、委託契約書等委託契約書等委託契約書等委託契約書等においてにおいてにおいてにおいて、、、、法法法法

令順守令順守令順守令順守をををを義務付義務付義務付義務付けておりますのでけておりますのでけておりますのでけておりますので、、、、市市市市ががががモモモモニタリングニタリングニタリングニタリングをををを実実実実

施施施施するするするする必要必要必要必要はないとはないとはないとはないと考考考考えていますえていますえていますえています。。。。    

なおなおなおなお、、、、受託受託受託受託者者者者にににに法令違反等法令違反等法令違反等法令違反等、、、、明明明明らかならかならかならかな契約違反契約違反契約違反契約違反がががが判明判明判明判明しししし

たたたた場合場合場合場合ににににはははは、、、、指名停止指名停止指名停止指名停止やややや契約解除契約解除契約解除契約解除などのなどのなどのなどの措置措置措置措置をををを行行行行っていまっていまっていまっていま

すすすす。。。。    

以上以上以上以上でございでございでございでございますますますます。。。。    
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【追加】【追加】【追加】【追加】    

③―③―③―③―１利用者アンケートや意見交換会の実施状況は？１利用者アンケートや意見交換会の実施状況は？１利用者アンケートや意見交換会の実施状況は？１利用者アンケートや意見交換会の実施状況は？    

    

＜＜＜＜答弁答弁答弁答弁＞＞＞＞    

「「「「利用者利用者利用者利用者アンケートやアンケートやアンケートやアンケートや意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会のののの実施状況実施状況実施状況実施状況」」」」についてについてについてについて、、、、

ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

指定管理施設指定管理施設指定管理施設指定管理施設のうちのうちのうちのうち、、、、コミュニティセンターをコミュニティセンターをコミュニティセンターをコミュニティセンターを除除除除くくくく、、、、２２２２

６６６６のののの全全全全てのてのてのての指定管理者施設指定管理者施設指定管理者施設指定管理者施設でででで、、、、利用者利用者利用者利用者アンケートをアンケートをアンケートをアンケートを実施実施実施実施のののの

うえうえうえうえ、、、、評価評価評価評価をををを実施実施実施実施しておりしておりしておりしており、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち、、、、誰誰誰誰でもがでもがでもがでもが利用利用利用利用できできできでき

定期的定期的定期的定期的なななな利用者利用者利用者利用者があるがあるがあるがある１３１３１３１３施設施設施設施設でででで、、、、利用者利用者利用者利用者のののの代表代表代表代表のかたとのかたとのかたとのかたと

意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会をををを実施実施実施実施していますしていますしていますしています。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 13  13  13  13 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

③―③―③―③―２これまでにどのような改善が得られたか？２これまでにどのような改善が得られたか？２これまでにどのような改善が得られたか？２これまでにどのような改善が得られたか？    

    

＜＜＜＜答弁答弁答弁答弁＞＞＞＞    

「「「「これまでのこれまでのこれまでのこれまでの改善内容改善内容改善内容改善内容」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

アンケートやアンケートやアンケートやアンケートや意見交換会意見交換会意見交換会意見交換会ではではではでは様々様々様々様々なごなごなごなご意見意見意見意見をいただいをいただいをいただいをいただい

ておりますがておりますがておりますがておりますが、、、、老朽化老朽化老朽化老朽化にににに伴伴伴伴うううう施設更新施設更新施設更新施設更新やややや利用施設利用施設利用施設利用施設のののの増設増設増設増設なななな

どどどど、、、、指定管理者独自指定管理者独自指定管理者独自指定管理者独自ではなしえないではなしえないではなしえないではなしえない内容内容内容内容もあるもあるもあるもある一方一方一方一方、、、、職員職員職員職員

のののの接遇接遇接遇接遇などなどなどなど、、、、すぐにすぐにすぐにすぐに改善改善改善改善できるできるできるできる内容内容内容内容もありもありもありもあり、、、、対応可能対応可能対応可能対応可能なもなもなもなも

のにのにのにのについてはついてはついてはついては、、、、指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者においてにおいてにおいてにおいて速速速速やかにやかにやかにやかに対応対応対応対応いただいいただいいただいいただい

ていますていますていますています。。。。    

なおなおなおなお、、、、具体的具体的具体的具体的なななな改善内容改善内容改善内容改善内容としましてはとしましてはとしましてはとしましては、、、、総合運動場総合運動場総合運動場総合運動場のののの体体体体

育館育館育館育館においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、午前午前午前午前・・・・午後午後午後午後・・・・夜間夜間夜間夜間というというというという３３３３つのつのつのつの利用区分利用区分利用区分利用区分

をををを、、、、３３３３時間単位時間単位時間単位時間単位、、、、４４４４区分区分区分区分にににに変更変更変更変更したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、利用利用利用利用しやしやしやしや

すくなりすくなりすくなりすくなり、、、、そのそのそのその結果結果結果結果、、、、利用者利用者利用者利用者がががが増加増加増加増加しましたしましたしましたしました。。。。箕面文化箕面文化箕面文化箕面文化・・・・

交流交流交流交流センターではセンターではセンターではセンターでは、、、、キャスターキャスターキャスターキャスター式式式式のののの机机机机にににに更新更新更新更新したことによしたことによしたことによしたことによ

りりりり、、、、机机机机のののの移動移動移動移動やややや配置換配置換配置換配置換えがしやすくなりえがしやすくなりえがしやすくなりえがしやすくなりましたましたましたました。。。。メイプルメイプルメイプルメイプル

ホールロビーホールロビーホールロビーホールロビーではではではでは、、、、自動販売機自動販売機自動販売機自動販売機をををを設置設置設置設置したことによりしたことによりしたことによりしたことにより利便利便利便利便

性性性性がががが向上向上向上向上ししししましたましたましたました。。。。またまたまたまた、、、、グリーンホールグリーンホールグリーンホールグリーンホールではではではでは、、、、大会議室大会議室大会議室大会議室

ににににダンスダンスダンスダンス用鏡用鏡用鏡用鏡をををを配置配置配置配置したことによりしたことによりしたことによりしたことにより、、、、練習練習練習練習効率効率効率効率のののの向上向上向上向上などなどなどなど

のののの効果効果効果効果がががが出出出出ていますていますていますています。。。。これらのこれらのこれらのこれらの改善改善改善改善のののの結果結果結果結果、、、、利用者利用者利用者利用者からからからから利利利利

用用用用しやすくなったとのしやすくなったとのしやすくなったとのしやすくなったとの声声声声をいただくなどをいただくなどをいただくなどをいただくなど、、、、利用者利用者利用者利用者サービスサービスサービスサービス



---- 14  14  14  14 ----    

のののの向上向上向上向上がががが図図図図れていますれていますれていますれています。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 15  15  15  15 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

③―３昨今の情勢をみて、行政の委託事業等で非正規雇用が多③―３昨今の情勢をみて、行政の委託事業等で非正規雇用が多③―３昨今の情勢をみて、行政の委託事業等で非正規雇用が多③―３昨今の情勢をみて、行政の委託事業等で非正規雇用が多

いことについて見解を問う。いことについて見解を問う。いことについて見解を問う。いことについて見解を問う。    

    

「「「「非正規雇用非正規雇用非正規雇用非正規雇用」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答弁答弁答弁答弁いたしましたとおりいたしましたとおりいたしましたとおりいたしましたとおり、、、、本市本市本市本市としてはとしてはとしてはとしては、、、、委委委委

託契約託契約託契約託契約にににに際際際際してはしてはしてはしては、、、、総合評価入札総合評価入札総合評価入札総合評価入札やややや長期継続契約長期継続契約長期継続契約長期継続契約によるによるによるによる複複複複

数年契約数年契約数年契約数年契約をををを積極的積極的積極的積極的にににに活用活用活用活用することによりすることによりすることによりすることにより、、、、履行品質履行品質履行品質履行品質やサーやサーやサーやサー

ビスのビスのビスのビスの質質質質のののの確保確保確保確保とととと労働者労働者労働者労働者のののの雇用安定化雇用安定化雇用安定化雇用安定化がががが図図図図られるようにられるようにられるようにられるように

努努努努めめめめていますていますていますています。。。。    

    またまたまたまた、、、、委託実施委託実施委託実施委託実施にあたってはにあたってはにあたってはにあたっては、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの委託業務委託業務委託業務委託業務のののの内内内内

容容容容にににに応応応応じじじじ、、、、資格保有者資格保有者資格保有者資格保有者やややや経験豊経験豊経験豊経験豊かなスタッフのかなスタッフのかなスタッフのかなスタッフの配置必要人配置必要人配置必要人配置必要人

数数数数などをなどをなどをなどを仕様書仕様書仕様書仕様書でででで明記明記明記明記しししし、、、、業務業務業務業務がががが遂行遂行遂行遂行できるできるできるできる体制体制体制体制をををを確保確保確保確保しししし

ていますていますていますています。。。。    

以以以以上上上上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 16  16  16  16 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

③―４明らかな法令違反が判明するとは、どのような場合か、③―４明らかな法令違反が判明するとは、どのような場合か、③―４明らかな法令違反が判明するとは、どのような場合か、③―４明らかな法令違反が判明するとは、どのような場合か、

見解を問う。見解を問う。見解を問う。見解を問う。    

    

「「「「明明明明らかならかならかならかな法令違反法令違反法令違反法令違反」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

例例例例えばえばえばえば、、、、受託者受託者受託者受託者がががが労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署労働基準監督署やややや警察署警察署警察署警察署などなどなどなどからからからから、、、、

悪質悪質悪質悪質なななな違法行為違法行為違法行為違法行為によりによりによりにより、、、、業務停止業務停止業務停止業務停止やややや罰金罰金罰金罰金などをなどをなどをなどを科科科科されたされたされたされた

場合場合場合場合がががが該当該当該当該当するとするとするとすると考考考考えられますえられますえられますえられます。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    



---- 17  17  17  17 ----    

【追加】【追加】【追加】【追加】    

③―５官制ワーキ③―５官制ワーキ③―５官制ワーキ③―５官制ワーキングプアを生まないために、市は今後何がでングプアを生まないために、市は今後何がでングプアを生まないために、市は今後何がでングプアを生まないために、市は今後何がで

きると考えているか、見解を問う。きると考えているか、見解を問う。きると考えているか、見解を問う。きると考えているか、見解を問う。    

    

「「「「官制官制官制官制ワーキングプアをワーキングプアをワーキングプアをワーキングプアを生生生生まないためにまないためにまないためにまないために、、、、市市市市はははは今後何今後何今後何今後何がががが

できるとできるとできるとできると考考考考えているかえているかえているかえているか」」」」についてについてについてについて、、、、ごごごご答弁答弁答弁答弁いたしますいたしますいたしますいたします。。。。    

先先先先ほどもごほどもごほどもごほどもご答弁答弁答弁答弁いたしましたとおりいたしましたとおりいたしましたとおりいたしましたとおり、、、、価格価格価格価格のみののみののみののみの競争競争競争競争にににに

よるよるよるよる入札制度入札制度入札制度入札制度のののの場合場合場合場合はははは、、、、過度過度過度過度のののの価格競争価格競争価格競争価格競争によるによるによるによる弊害弊害弊害弊害がががが危惧危惧危惧危惧

されることもありされることもありされることもありされることもあり、、、、本市本市本市本市ではではではでは、、、、人件費人件費人件費人件費がががが経費経費経費経費のののの大部分大部分大部分大部分をををを占占占占

めるめるめるめる建物建物建物建物のののの清掃清掃清掃清掃、、、、警備等警備等警備等警備等のののの業務委託業務委託業務委託業務委託についてはについてはについてはについては、、、、最低制限最低制限最低制限最低制限

価格価格価格価格をををを設設設設けていますけていますけていますけています。。。。    

またまたまたまた、、、、契約書等契約書等契約書等契約書等においてにおいてにおいてにおいて雇用者雇用者雇用者雇用者のののの最低賃金最低賃金最低賃金最低賃金のののの保障保障保障保障やややや労働労働労働労働

基準法等基準法等基準法等基準法等のののの遵守遵守遵守遵守をををを義務付義務付義務付義務付けけけけ、、、、法令上法令上法令上法令上のののの責任責任責任責任をををを受託者受託者受託者受託者がががが負負負負うううう

ようようようようにににに明記明記明記明記してしてしてして、、、、業務委託業務委託業務委託業務委託におけるにおけるにおけるにおける適正適正適正適正なななな労働条件労働条件労働条件労働条件とととと賃金賃金賃金賃金

水準水準水準水準のののの確保確保確保確保がががが図図図図られるようられるようられるようられるよう必要必要必要必要なななな措置措置措置措置をををを講講講講じていますじていますじていますじています。。。。    

以上以上以上以上でございますでございますでございますでございます。。。。    


