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自治体発注業務における賃金算出根拠を調べる（Ⅱ）
川村
１ ．はじめに
公契約領域で働く者が現場で実際にいくらの
作業であるが、そもそも、予定価格の算出にお
いて、賃金の算出根拠はどうなっているか、ま

表 １ 公契約条例の対象となる契約の総予算額
と、その額が野田市の総予算額に占める割合
単位：千円
工事
市発注分

賃金を支払われているのかを調べるのも大事な

や指定管理者制度における賃金算出根拠は、
（臨
時・非常勤職員を含め、自治体職員の初任給な
どが使われた事例が多いのではないかという印

９５２，１７０

指定管理

２，０６４，７０２

合計（ａ）

８，００２，４１２
５５，２３９，１６１

割合（ａ／ｂ）
水道部発注分

労務単価が使われる工事とは異なり、委託業務

４，９８５，５４０

業務委託

市の予算（ｂ）

た、その金額はいくらかを明らかにすることの
重要性を前号で述べた。特に国の公共工事設計

雅則

１４．５

工事

７３６，６３６

業務委託

１９１，６６８

合計（ａ）
水道部の予算（ｂ）

９２８，３０４
４，７９５，６５４

割合（ａ／ｂ）

１９．４

出所：野田市提供資料より作成。

象を持っているが）定かではない。そういった
さて、この中で「指定管理」部分に焦点をあて
く感じたのが、２０１７年の夏に野田市を訪問して、 る。野田市では２０１２年１０月の条例改正によって、
データを整備する必要性や意義をあらためて強
レクチャーや豊富な資料提供を受けた際だ１。
その一部を紹介する。

２ ．野田市の指定管理協定における賃金算出
根拠と賃金額

指定管理協定が条例の直接適用となっている。
この指定管理協定における賃金算出根拠は、
「野田市公契約条例の手引き」でも「仕様書等
に職種ごとに定める額」と書かれているのみで、
内容は不明である。野田市を訪問した際も、細

２００９年に制定された野田市の公契約条例は、

かいのでと資料はとくに準備されていなかった

改正を重ねて現在に至る。改正とは、条例の適

のであるが、後日に、データの提供を求めたと

用範囲を広げたり、条例で定めた賃金最低額を

ころ２、そく対応していただいた。提供された

引き上げたり、あるいは、雇用安定に資するよ

データから、総務省の分類３でいうところの「社

う、労働者の継続雇用を新規の受注者に対して

会福祉施設」の結果を示す（表 ２ ）。

努力義務を課すなどである。

表の注釈 ３ にも書いたとおり、当該最低額は、

参考までに表 １ は、公契約条例の対象となる

指定期間初年度の単価を指定期間中継続して適

契約の総予算額と、その額が野田市の総予算額

用させているため、同じ職種（つまり同じ算出

に占める割合をまとめたものである。市が発注

根拠）でも施設によって適用単価が異なる場合

したものと水道部が発注したものとに分けてま

があることに留意されたい。

とめている。表には示していないが、野田市の

結果は、市の職員の初任給が活用されている

総予算額に占める割合は、年々増大して現在に

こと、臨時職員の賃金単価の適用もみられるこ

至っている。

と（ここには掲載していない施設でも同様）、
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表２

市長が定める賃金等の最低額（指定管理協定）
注１

施設名

複合老人
ホーム施設

デイサービス
センター

心身障がい者
福祉作業所

保育所

【支所のページ】北海道センター

職種

注２

施設の維持管理事務員
受付等事務補助員
支援員・介護職員
生活相談員
機能訓練指導員
介護支援専門員
看護師（准看護師を含む）
栄養士
調理員
施設の維持管理事務員
介護職員
生活相談員
機能訓練指導員
看護師（准看護師を含む）
栄養士
調理員
運転士
施設の維持管理事務員
生活支援員及び職業指導員
看護師（准看護師を含む）
運転士
調理員
保育士
栄養士
調理員
看護師
事務補助
用務員

護法制とは性質が異な

適用単価注 ３

算出根拠

（円／時間）

９１９
８３０
８６０
１，０９６
１，０３１
１，２３５
１，０３１
９９１
８２９
９１９
８６０
１，０９６
１，０３１
１，０３１
９９１
８２９
９３５
９６８
９３８
１，１１３
１，０００
８９１
１，０５９
１，０５９
８９１
１，１１３
８９１
８９１

市一般行政職（初級）初任給
市臨時職員（事務補助）賃金単価
社会福祉法人Ａの短大卒初任給を勘案
市一般行政職（上級）初任給
市看護師初任給
市臨時職員（介護支援専門員）賃金単価
市看護師初任給
市栄養士初任給
市労務職初任給を勘案
市一般行政職（初級）初任給
社会福祉法人Ａの短大卒初任給を勘案
市一般行政職（上級）初任給
市看護師初任給
市看護師初任給
市栄養士初任給
市労務職初任給を勘案
市技能職初任給を勘案
市一般行政職（初級）初任給
社会福祉法人Ｂの高卒初任給を勘案
市看護師初任給
市技能職初任給を勘案
市労務職初任給を勘案
市保育士初任給
市栄養士初任給
市労務職初任給を勘案
市看護師初任給
市臨時職員（事務補助）賃金単価
市労務職初任給を勘案

注 １ ：施設名は、一部を省略して記載している。
注 ２ ：職種は、当該施設に適用がある職種の全てが記載されている。
注 ３ ：適用単価は、当該施設に２０１７年度現在適用されている市が定める賃金等の最低額である。当該最低額
は、指定期間初年度の単価を指定期間中継続して適用させているため、同じ職種（つまり同じ算出根拠）でも
施設によって適用単価が異なる場合がある。
出所：野田市提供資料より作成。

があげられる。施設の性格上、医療・福祉関係
の専門職が主な職種であるが、賃金額（表中の
適用単価）は、８００円台から、最高額で１,２３５円
（介護支援専門員）の範囲内におさまる。

３ ．まとめに代えて
拙稿（脚注 １ ）にも書いたし、先行研究でも指
摘されていることであるが、これらの金額が、一
定の技能を身につけた労働者に支払われる額と
して、あるいは、労働者の生計費を満たすものと
して、妥当であるかと言えば、そうは言えまい。
ただここで強調したいのは、こうしたデータ
の共有で、例えば、看護師、介護職員、保育士
に支給されるべき賃金はこれで果たして妥当で
あるかなどと、関係者による建設的な議論が促
進されることになるのではないか４。またそう
した議論や検証作業は、（公契約条例は労働保

るものの）職種別賃金
規制の整備に資すると
思う。
公契約条例は、建設
など一部の労働組合に
しか関心を持たれてい
ないような印象を時々
受けることがあるが、
例えば表 ２ のデータが
医療・福祉関係の労働
組合にとって重要な意
味をもつように、労働
界全体が関心を持つべ
きではないか。自治体
当局はもちろんだが、
自治体労組や自治体議
員などの関係者にも、
本稿で示したようなデ
ータ整備を通じた問題
の提起を求めたい。
（かわむら

まさのり

北海学園大学教授）
１ 日弁連貧困対策本部によって２０１７年 ７ 月１３日に主催さ
れた野田市公契約条例調査に同行した。筆者が個人の責任
でまとめた調査の結果は、「公契約条例に関する調査・研
究（Ⅰ）」
『北海学園大学経済論集』第６５巻第 ３ 号に掲載（２
０１８年 １ 月に発行予定）。
２ 野田市のウェブサイトに掲載されている指定管理者導
入施設一覧から、施設の種類や機能を念頭において、幾つ
かの施設を抽出し、当該施設における職種の賃金算出根拠
と賃金額を尋ね、データを提供していただいた。
３ 総務省による「公の施設の指定管理者制度の導入状況
等に関する調査結果（２０１６年 ３ 月２５日公表）」を参照。
４ 筆者は以前に、指定管理者施設（一部は法人）や、そ
こで働く人たち――具体的には、児童館で働く職員を対象
に調査を行ったことがある。当時も、例えば児童館職員の
人件費単価などを所管局に尋ねてはいるものの、賃金の算
出根拠を明らかにする取り組みは十分ではなかった。
「北
海道における失業不安定就業問題（Ⅳ）
」『北海学園大学経
済論集』第５９巻第 ３ 号（２０１１年１２月）、
「北海道における失
業・不安定就業問題（Ⅴ）
」『北海学園大学経済論集』第６０
巻第 ４ 号（２０１３年 ３ 月）。
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