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無計画な職員採用で市民サービスに直結する予算を見送り
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2022 年春号

歪められた障害者優先調達推進法の趣旨
３月定例会一般質問①

令和 4 年度一般会計予算・補正予算
自治体の契約は一般競争入札が原則ですが、障がい者就労施

新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による経済への影響は不透明です
学び

が、生駒市は令和 4 年度一般会計予算において昨年度比で 4.4％増の市税収入を見
込み、また国からの新型コロナウイルス関連の手厚い交付金もあり、補正予算（第

800

とする「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(障害者優先調達推進法)」の趣旨に則り、地方

1 回）と合わせ歳入歳出総額約３９３億円の予算案が議会に提出されました。

600

自治法施行令では、障がい者就労施設等で製作した物品の調達

これといって目ぼしい事業はないものの、予算編成方針で「働き盛り世代をメイ

400

や役務の提供を受ける場合、任意の障がい者就労施設等と随意

ンターゲットとする『生駒らしい多様な暮らし方・働き方の実現』に資する事業に

契約とすることが可能とされています（第 3 号随契）
。

ついては、未来への投資として重点的に予算措置を講じる」とされ、その結果、学

200

生駒市でも障害者優先調達推進法に基づき、毎年「障がい者

び系イベントの大合唱予算となりました。また、職員採用にも数々の問題があり、

0

就労施設等からの物品等の調達方針」を作成し、調達目標を設

塩見は本予算に反対しましたが、賛成多数で可決しました。

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R１年度 R２年度

定、実績概要を公表していますが、その「実績」は実態とは大

印刷

きく異なることが判明しました。

■退職者数を大きく上回る採用
令和 3 年度の社会人枠採用試験では採用

雇用することになる正規職員の採用が、こ

きます。自治体が真に取り組まねばならな

んな「思い付き」でいいのでしょうか。

い事業を精査することなく、効果の検証も

予定数を大きく上回る人数を合格させまし

また、これとは別枠で「官民プロ人材」

できないシティプロモーションやイベン

たが、令和 3 年度末の退職者数も大きく超

として常勤の特定任期付職員 2 人（月給

ト、行政の押し付けコミュニティ事業に人

えることもわかりました（下表）。「休

47 万２千円）と、副業可能な非常勤の会

的資源を割いているためです。

業・休職者の補充のため」というのが、そ

計年度任用職員 5 人（月額報酬上限 35 万

令和 4 年度予算では、「コロナで崩壊し

の理由でしたが、本来、職員を任命できる

円、日額報酬上限 2 万４千円の範囲内で市

たコミュニティを再生する」といって、複

のは「職員の職に欠員を生じた場合」に限

長が定める）を採用しており、これも人件

数の部署が、それぞればらばらに働き盛り

られ（地方公務員法第 17 条）、不適切な

費が膨らむ要因になっています。

世代を対象とする似通った学習系イベント

答弁です。今後の大量退職に備えて多めに

事業を企画し、何の整

■事業を精査せず職員は疲弊

採用する計画があれば納得もしますが、採

理もされないまますべ

用予定数にも盛り込まれていなかったので

これだけ採用しても、業務過多で疲弊す

すから、やはり無計画なのでしょう。生涯

る職員の悲鳴があちらこちらから聞こえて

定年

定年外

たが、非効率です。

R4.4.1 職員体制
計

採用数

職員数

組織の規模も考えず、事業の選択を誤

休職休業

実働数

事務職

５

10

15

31

402

21

381

技術職

２

１

3

３

85

２

83

保育士・幼稚園教諭

10

５

15

７

114

12

102

消防職

１

０

1

３

134

２

132

技能職

１

２

3

２

24

１

23

その他専門職

５

３

8

11

61

２

59

24

21

45

55

820

40

780

計

て事業化されてきまし

■共同受注窓口への発注で「実績」増

り、無計画に職員を採用した結果は、当

役務（あたつく）

同然です。しかし市は毎年、委託費全額を

■障がい者が利用された随意契約

優先調達実績として国に報告しています。
民間事業者どうしの契約ならば、大きな

者就労施設等からの物品等の調達実績は、

労施設だけではなく、建設業、運送業、デ

仕事を取ってきて、障がい者ができる仕事

平成 29 年度から「役務」の提供が増えて

ザイン業、コンサル業などさまざまな業種

をわずかでも就労施設等にあっせんすると

いますが、これは総務省令に基づき、市が

の会社も組合員になっており、ここが受注

いうことはあってもいいと思います。しか

「障害者支援施設等に準ずる者」と認定し

した仕事はすべての組合員が仕事を請け負

し、自治体の仕事を共同受注窓口が第 3 号

た共同受注窓口「あたらしい・はたらく

えるようになっています（下図参照）。そ

随契で取って、その大半を障害者就労施設

を・つくる福祉型事業協同組合」（あた・

の結果、組合が受注しても障がい者就労施

でない者にあっせんするのは、法の趣旨を

つく）への大口発注が増えたためです。

設以外の事業者に収益の大部分が渡るとい

歪めていると言わざるを得ません。

うことが起こっています。
（あた・つく）への発注業務と金額（概数）
平成 29 年度

平成 30 年度
令和元年度

レーセンターの工事、コミュニティセンタ
ー整備や図書館等の備品購入など市民生活
令和 2 年度

査定で見送られました。能力のない者に税
金を預けてはいけません。

その他の予算審査から・・・

役務（あたつく以外）

ところが、（あた・つく）は、障害者就

然、市民サービスにも影響します。清掃リ

や市民サービスに直結する事業予算が予算

食品・物品調達

右上のグラフのとおり、生駒市の障がい

■しわ寄せは市民にも

令和 3 年度末退職者数と令和 4 年 4 月採用数（非正規職員は含まず。）
R3.3.31 退職者

生駒市の障がい者就労施設等からの物品調達等の実績

万円

設で就労する障がい者や在宅就業障がい者の自立の促進を目的

令和 3 年度
（見込み）

障がい者福祉計画作成（444
万円）、過去の広報誌データ
化（50 万円）
シティプロモーションサイト
リニューアル（189 万円）
good cycle ikoma コンテンツ
更新業務（162 万円）、同改
修業務（9 万円）、同システ
ム 運 用 ・ 保 守 業 務 （34 万
円・長期契約）
good cycle ikoma コンテンツ
更新業務（193 万円）、同シ
ステム運用・保守業務 （35
万円・長期契約）
good cycle ikoma コンテンツ
更新業務（274 万円）、同シ
ステム運用・保守業務 （35
万円・長期契約）

例えば、生駒市はシティプロモーション

■実態と異なる「実績」。目標達成は？

サイト（good cycle ikoma）のリニューア

市の「障がい者就労施設等からの物品等

ルやコンテンツ更新業務契約を平成３０年

の調達方針」における調達目標金額は、平

度から毎年（あた・つく）に第 3 号随契で

成 29 年度以降は毎年 200 万円です。毎年

発注していますが、収益の 7 割以上を（あ

これを上回っているように見えますが、実

た・つく）の組合員である合同会社オフィ

際に障がい者就労施設に入った収益は、令

スキャンプが得ています。（あた・つく）

和 2 年度で組合事務費を含めても 140 万円

の理事でもある同社代表の坂本大祐氏は、

余りに留まります。これで目標達成できた

自ら good cycle ikoma のディレクション

と言えるでしょうか？
good cycle ikoma のサイト開設時に小紫

（総指揮者）を名乗り、市のさまざまなイ

市長は、障害者優先調達推進法に基づく委

ベントにも講師として登場しています。
一方、障がい者就労施設（社会福祉法人

託業務だと得意げに記者会見で宣伝してい

ぷろぼの）への収益は 2 割強に過ぎません

ましたが、契約のありかた、お金の流れは

が、これでは障がい者はだしに使われたも

bad cycle です。

■待たされた４年間…生駒南中トイレ洋式化改修工事
■買い物支援をシルバー人材に委託？
現在、市職員が行っている新型コロナウイルス
の感染者等への買い物支援をシルバー人材センタ
ーに委託する方向性が示されました。

市内の小中学校で唯一取り残されていた生駒南中学校のトイレの洋式化
工事の予算 2,070 万円が計上されました。

平成 30 年度～令和 3 年度
シティプロモーションサイトのリニューア
ル、コンテンツ更新業務委託料のお金の流れ

一貫が検討されてきましたが、結局、２小学校の統合は見送られました。
結論が出るまで宙に浮いていた南小と南中の建て替えも、

きもので、安易に第 3 者に委託すべきではありませ

校区の再編も含めてこれから考えることになり、まだ工事

ん。再考を求めました。

設計に入れる段階にもありません。

災害備蓄も兼ねて、数日分のレト

これ以上、南中の生徒だけに不便を強いることはできな

ルト食品や缶詰などを各家庭で用意

いと予算化されましたが、学校設置者である市長の学校統

しておくといいですね。

廃合に関する問題の認識が甘かった結果の予算です。

建設業者

運輸業者
リネンサプライ事業者

障がい者就労施設
社会福祉法人ぷろ
ぼの

平成３０年から生駒南小学校と生駒南第二小学校の統合と合わせて小中

しかし、感染者情報は極めて取扱いに注意すべ

約１７８万円

印刷業者

あたつく応援団
コンサル業者

７万円
生駒市
約 81７万円

第３号随契契約
で仕事を発注

デザイン業者
合同会社オフィス
キャンプ

約５８３万円

コンサル業者

教育事業者
システム開発業者

組合
約４９万円

