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（はじめに） 

 

愛知県が民間企業等との間で結ぶ公契約（公共工事、業務委託、物品調達など幅広い

契約をいう。）をめぐっては、透明性・競争性の確保、技術力・企画力の適正な評価な

ど、様々な課題があります。 
 
こうした中、この「公契約のあり方研究チーム」は、公契約のあり方について、幅広

く論点を整理し、県として最適な対応を見極める、との知事の方針を受けて、今年 4
月に発足しました。 
 

この研究チームは、県庁内の幅広い部局等の課長級職員等で構成され、これまでに計

４回の会議を開催して意見交換を行いながら、公契約をめぐる課題の整理や学識者等か

らの意見聴取、県における契約に係る実態調査などを進めてきました。 
 

今回、研究チームとして、現時点で公契約をめぐる論点として検討していることを、

中間報告として公表することとなりました。 
研究チームでは、この中間報告について、学識者や関係団体をはじめとする幅広い関

係者の皆様方から様々なご意見を伺い、さらに検討を深めたいと考えております。 
 

平成 24 年 11 月 
                    愛知県 公契約のあり方研究チーム 
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１ 公契約をとりまく部局横断的な課題 
 
 
（発注における透明性・競争性の確保） 
 

 ○ 公契約をめぐっては、透明性・競争性の確保が基本的な課題の一つであるが、全

国的には談合・贈収賄などの不祥事が依然として見られる。 
 
○ 県ではこれまで、契約状況の公表（年４回）や、電子入札システムの導入などの

取組を進めているが、納税者に対する説明責任という点からも、引き続き透明性・

競争性の確保に取り組んでいく必要がある。 
 
（工事やサービス、物品の“質”の向上） 
 
○ 近年、入札改革の進展などにより、一般競争入札の拡大が図られたが、それに伴

う、価格競争の激化による工事やサービスの質の低下、「安かろう、悪かろう」とい

った状況を懸念する声もある。 
 
○ 県では、最低制限価格や低入札価格調査制度など、ダンピング防止の取組を行っ

ているほか、価格以外の要素も評価して契約の相手方を決める「総合評価方式」に

よる入札の導入も進めているが、こうしたサービスや物品の質、受注者の技術力な

どを確保する取組は、今後より重要になるものと考えられる。 
 
（事業者に求められる社会的な責任） 
 
○ 今日の企業には、CSR（企業の社会的責任）や、法令遵守などコンプライアンス

が求められていると言われているが、県からの発注を受ける事業者は、公共工事、

物品や役務の提供などを通じて、行政活動の一部を担っていると考えられることか

ら、県として、事業者に対して、より高いレベルの社会的責任や法令遵守を求めて

いくべきと考えられる。 
 
○ また、指定管理者制度に基づく公の施設の指定管理者についても、その業務の性

格を踏まえると、契約の相手方と同様の社会的責任を求めていく必要がある。 
 
○ こうした点を踏まえると、県として、契約の相手方や指定管理者となる事業者に

対し、社会的責任や法令遵守などを求め、企業行動を望ましい方向へ誘導すること

は、より良い地域社会の形成につながっていくものと考えられる。 
 

 （政策に配慮した入札・契約の広がり） 
 

 ○ 最近の公契約をめぐっては、リサイクル製品などを優先的に調達するグリーン調

達や、入札参加資格における反社会的勢力の排除、総合評価方式による入札におけ

る企業の社会的取組の考慮など、政策に配慮した入札・契約の様々な取組が広がっ

ている。しかしながら、これらの取組は、個々の政策ごとに検討・導入が進められ

てきており、体系的に整理されたものとはなっていない。 
 
○ 一方で県は、年間の契約総額が推計で 2,800 億円（平成 22 年度決算統計（普通会

計）の物件費、維持補修費及び普通建設事業費の合算。公営企業会計は含まない。）

にも及ぶ「巨大な法人顧客」であることから、こうした政策に配慮した入札・契約

の取組を戦略的に導入・拡大していくことにより、県政は大きな推進力を得ること

ができるものと考えられる。 
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２ 議論を深めるべき論点 
 
(1)  政策推進への公契約の積極的活用 
 
○ 県と契約する事業者には、県としてより高い社会的責任を求めていくべきこと

に加え、政策に配慮した入札・契約が広がりつつあることなどを踏まえると、公

契約は法規制や補助金と並ぶような政策推進の方法となる可能性を有している。 
 
○ 地方財政が厳しさを増す中で、幅広い政策を推進するために公契約を活用する

ことは、新たな行政手法として、より積極的に検討・推進されるべきものと考え

られる。 
 

  ○ 具体的な手法としては、入札参加資格の段階において、社会保険への加入、反

社会的勢力の排除などをその要件に掲げる手法や、入札において総合評価方式を

採用し、その落札者決定基準として、環境マネジメントシステムの認証や災害協

定の有無などの政策に関連する項目を入れる方法などが既に取り組まれている。 

    さらに、障害者就労施設など特定事業者への優先発注や、契約の仕様書でリサ

イクル製品の活用を指示するような手法も行われている。 
 
○ 公契約を通じて推進されている政策としては、現状では環境保全や障害者福祉、

公正労働の確保、男女共同参画の推進、中小企業振興などがあるが、これらを充

実させていくほかにも、例えば災害対応力の強化、少子化対策、高齢社会への対

応、キャリア教育の推進など、より幅広い政策を推進するために、契約を活用す

る可能性が考えられる。 
  

  ○ 現状では政策ごとに様々な手法により取組が行われているが、県の政策を総合

的に推進するための体系的かつ網羅的に整理された取組とはなっていないことか

ら、今後は、県としての基本的な方針を定めて推進を図ることも検討すべきであ

る。 
 

   ○ また、総合的な取組を推進していくためには、毎年度、県が公契約を活用して

政策推進を図る具体的な取組事項とその実績の公表を行うとともに、取組の成果、

事業者への影響などを検証するという、いわゆるＰＤＣＡサイクルを回すことで、

取組の拡大を図るといった手法の導入が考えられる。 
 
 
(2) 総合評価方式の導入拡大 
  

○ 県の契約について、透明性・競争性を確保しつつ、工事やサービス、物品の質

の向上を図る取組の一つとして、公共工事等で「総合評価方式」の導入が進んで

いる。総合評価方式とは、価格だけでなく、例えば、受注者の工事成績などの「技

術力」や、ボランティア活動、正規社員の雇用実績などの「地域貢献度」を評価

基準も加えて、入札を行う方式である。 
 
○ 県では、農林水産部及び建設部の公共工事においては、予定価格が 5,000 万円

以上（一部は 1,000 万円以上）の案件について導入が図られているが、他の部局

等の公共工事においては一部の案件にとどまっていることから、実務上の課題を

踏まえつつ、さらに導入を拡大させていく余地があるものと考えられる。 
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  ○ 公共工事における導入拡大に当たっては、技術力のより適正な評価を行うだけ

でなく、ダンピングの事前防止を図る上でも有効な最低制限価格及び低入札価格

調査制度の活用を併せて進めていく必要がある。 
 

    ○ 公共工事以外の契約について見ると、委託役務や物品調達の契約については、

一部（情報システムの開発、公用車の調達等）を除き、総合評価方式の導入が進

んでいない。サービス又は物品の質の向上、若しくは受注者等における環境・福

祉などの取組の促進が期待される委託役務等の契約のうち、各部局等で契約内容

が共通するもの、件数が多いもの等を洗い出し、導入に伴う実務上の問題点を検

証しつつ、共通の評価項目を設定するなどの手法により、導入促進を検討するこ

とも必要である。 
 

    ○ 総合評価方式の導入拡大を図っていくためには、毎年度の総合評価方式による

契約の実績や、県の契約全体に占める割合を調査・公表していくことが考えられる。 
 

    ○ 総合評価方式を実施するには、学識者の意見聴取、落札者決定基準の公示など、

相当の事務量が発生することから、導入による効果が見込まれる案件の精査や、

部局横断的な実施体制の整備も併せて検討していく必要がある。 
 
(3) 事業者の法令遵守の徹底 
  

○ 県と契約している事業者に法令遵守を求めることは、県として当然のことであ

るが、現状では、それを担保する措置が十分に講じられているとは言えない。県

の一般的な契約書の中では、法令違反に関して契約解除を明記しているケースは、

談合その他不正行為がある場合、暴力団員等の関与がある場合などにとどまって

いる。 
 
○ 法令遵守を徹底するには、県が発注した工事や委託業務の根幹となる部分につ

いて、契約書の中で関係法令の遵守を明記するなどの措置も考えられる。例えば、

労働集約的な工事や委託業務にあっては、最低賃金法に定める地域別・産業別の

最低賃金の遵守、多量の建設廃棄物の排出を伴う工事にあっては、廃棄物の処理

及び清掃に関する法律に定める廃棄物の適正処理の遵守などが想定される。 
 

   ○ このような特定の法令について、その遵守を契約に明記した場合、県が実施す

る調査に協力すべき旨を定め、その実効性を担保することも考えられるが、こう

した取組は、事業者に新たな負担を強いることになる可能性もあることから、対

象となる契約や、協力を求める範囲などについては、十分に検討していく必要が

ある。 
 
(4)  公契約のもとで働く人の賃金水準のあり方 
  
 ○ 県が発注する工事や委託役務等（指定管理を含む。以下同じ。）などに従事する

者の賃金水準を適正化するための措置が必要であるとの考え方が、労働団体など

にあるが、これは、公契約を活用した政策推進の一つのあり方と見ることもでき

る。 
 
 ○ 最近、制定された他都県の市レベルの条例（千葉県野田市、神奈川県川崎市な

ど）では、この点について特段の措置を求めるものが見られるが、それは、法に

基づき定められた最低賃金を上回る賃金の下限額を定め、受注者や下請業者等に

対して、その額以上を従事者に支払うよう求めるものである。 
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 ○ こうした動きは、工事や委託役務等に従事する者の賃金水準が、過当競争など

により悪化している、あるいは、従事者の賃金水準が改善すれば、工事やサービ

スが質的に向上するといった考えによるものであるが、公契約に限り、法に定め

る最低賃金を超える水準を設定することの当否については、十分な検討が必要で

ある。 
 

 ○ この点については、今後、県が発注する工事や委託役務等に専ら従事する者を

対象とする賃金実態調査を事業所を抽出して実施することの検討や、条例による

特段の措置を講じている先行事例の実績評価などを行いながら、県の現状に即し

た検討を深めていく必要がある。 
 

 (5)  総合的な対応の枠組みづくり 

 

  ○ 公契約については、地方自治法及びその施行令に基本的な定めがあり、県では

これらを受け、愛知県財務規則などに基づき契約事務が定められている。この他

にも、入札契約適正化法や官製談合防止法、グリーン購入法、環境配慮契約法を

はじめとする法令や、条例、規則、各部局等ごとに定める要綱などが、それぞれ

の目的で制定されている。 
    また、来年４月に施行される「国等による障害者就労施設等からの物品等の調

達の推進等に関する法律」に基づく取組も求められる。 
 

   ○ 当研究チームでは、公契約をとりまく部局横断的な課題に対して、様々な観点

から検討してきたが、これらの課題に効果的に取り組んでいくためには、総合的

に対応する枠組みが求められるものと考えられる。その枠組みについて、計画や

指針、あるいは条例・規則など、どのような形で定めるべきかについては、今後、

さらに検討を深めていく必要がある。 
 
   ○ また、枠組みの検討に当たっては、公営企業や地方独立行政法人、県が出資す

る法人等の取扱いについても、その運営の自立性を損なうことなく、どのような

取組が可能なのか、併せて検討していく必要がある。 
 
   ○ 県の契約事務は、出納事務局が全庁的な物品の調達、物品・委託役務に係る入

札参加資格の事務、並びに各部局等の会計事務の指導監督を所管し、農林水産部・

建設部・企業庁が工事請負についての入札参加資格の事務を共同処理し、総務部

が公の施設の指定管理についてのガイドラインを策定しているほかは、各部局等

が個々に契約事務を実施している。 
     総合的な対応の枠組みづくりを進めるには、研究の段階から一歩進めて公契約

のあり方の検討・調整を担う部署が必要である。 
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（参 考） 
公契約のあり方研究チーム設置要綱 

 
（目 的） 

第１条 公契約のあり方研究チーム（以下「研究チーム」という。）は、公共工事・業務委託・物品

の調達など、愛知県が民間企業等との間で結ぶ様々な契約（以下「公契約」という。）のあり方に

ついて、部局横断的に調査・研究し、県としての対応を検討するために設置する。 
（研究内容）  

第２条 研究チームは、前条の目的を達成するため、公契約に関する次の各号に掲げる事項について

研究する。 
(1) 各部局の関連施策の収集・整理 
(2) 全国的な専門家の発掘・意見聴取 
(3) 県内各種団体の意見聴取 
(4) 先行事例の収集・分析 
(5) 論点整理及び県の対応検討 
(6) その他、研究チームの目的を達成するために必要な事項に関すること。 
（組 織）  

第３条 研究チームは、座長、チーム員をもって構成する。 
２ 座長は、労働福祉課長をもって充てる。 
３ チーム員は、別表に掲げる者をもって充てる。 
（オブザーバー）  

第４条 研究チームに、オブザーバーを置くことができる。 
２ オブザーバーは、座長の求めに応じて会議に出席し、研究に関する助言又は協力を行うものとす

る。 
（会 議）  

第５条 研究チームの会議は座長が召集する。 
（事務局)  

第６条 研究チームの事務局は、産業労働部労政担当局労働福祉課に置く。 
２ 事務局は、研究チームの庶務を行う。  
（その他）  

第７条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、別に定める。 
附 則 

  この要綱は、平成 24 年４月 26 日から施行する。 

この要綱は、平成 24 年 10 月１日から施行する。 
 

※ 別表に掲げるチーム員（関係部局の課長級職員等）の構成課室 
知事政策局 企画課 
総務部   総務課 
地域振興部 地域政策課 
県民生活部 社会活動推進課 
      地域安全課 
防災局   防災危機管理課 
環境部   環境活動推進課 
      大気環境課地球温暖化対策室 
健康福祉部 子育て支援課 
      障害福祉課 
産業労働部 産業労働政策課 
      中小企業金融課 
      労働福祉課 
      就業促進課 

農林水産部 農林検査課 
建設部   建設総務課 
      建設企画課 
出納事務局 管理課 
      調達課 
企業庁   管理部総務課 
病院事業庁 経営課 
教育委員会 総務課教育企画室 
警察本部  総務部会計課 
      総務部施設課 
＜オブザーバー＞ 
総務部   法務文書課 
      市町村課 

 


