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2021 自治体キャラバン in 目黒 報告会 

2021/4/16 目黒労協  

自治体キャラバンとは？  

自治労連より： 事前に各自治体当局へ臨時職員の時給や労働福祉政策などについてアンケート

調査を行い、その結果に基づく懇談が行なわれています。この行動は、民間相場よりも低い時給が

改善されるなどの具体的な成果に加え、自治体当局にその公的な責務に対する自覚を促し、かつ

地域経済を発展させるなど公契約運動の意義を伝え、運動発展の条件を広げるたいへん効果的

な取り組みです。   以下 2020 年東京・目黒での取り組みを時系列に基き整理・収録。 

 

2020/12/9 東京春闘共闘自治体キャラバンスタート集会          p1-3 

    *2020年スタートに、コロナ禍での自治体状況、公契約条例の状況など交換。  

2020/12/1  2020 目黒区から質問への回答有り  春闘共闘→各地域へ 

 

2020/1  回答を整理   これまでの回答データと今年の回答を比較。          p4-6 

 

2021/1/15 目黒区への質問書作成  春闘共闘へ送付                  p7-10 

    ＊労協三役会の論議、労協への労働相談や公務公共一般の調査などを基に、公契約

対象職場・委託職場、さらに認可保育園・学童など関連職場の状況指摘。区の責任を

追及する。ｐ7 

2021/2/24 目黒区より上記質問への回答あり                   p12-24 

     ＊保健所の過酷な実態：月平均 51.3 時間超過勤務 (2020/4-12 月 )あきらかに p11 

     ＊高齢者・障碍者施設に国・都の通知周知。過重労働、「区での状況把握はしていない

ものの相談等は特段ない状況です」 p12 

     ＊認可保育園：国の通知周知、区からも依頼。有給休暇での対応の相談あり、「個別に

状況を把握し（中略）国の通知への理解を求めております」 p12 

     ＊介護・障害福祉などのサービス事業所での 「雇止めや休業補償の欠如について、区

で状況把握はしていないものの相談等は特段ない状況です」 p13 

     ＊正規職員の時間外、2020 年 4 月～12 月  月 80 時間以上はのべ 111 人。 36 協定  

特別条項適応（2020.1-12 月） 保健予防課のべ 129 件など合計のべ 160 件  p14 

     ＊「家庭児童相談員」0 人としたのは「計上漏れ」 3 人  

     ＊非正規の手当「特別区の共通の基準によることから、区独自に対応することは予定し

ていない」 p16 

     ＊春闘共闘からの質問  公契約条例「20 年度において条例違反はありましたか」→目黒

区「ございませんでした」 p20 

 

2021/3/19 目黒区公契約審議会への労働側意見                      p25-30

＊最低賃金を パートタイム会計年度職員と同額の 1110 円とすべき p25 

     ＊調査結果「緑ヶ丘文化会館求人時給 1050 円」など。条例周知・組合参加求める p26 
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1209 東京春闘共闘自治体キャラバンスタート集会  報告・発言内容     

 目黒労協はしもと記録  

東京自治労連  

コロナ本人感染時 :東京自治労連傘下 9 区職労中 8 区職労が病気休暇対応だった。病気休暇で

は、非常勤無給、常勤も期末手当などにマイナス。総務省からの特別休暇にせよという通知受け、

各区で交渉、出勤停止である  病気休暇⇨事故欠勤にせよと各区職労交渉。事故欠勤にさせた。 

保育園休園などの措置で労働者在宅に。なかにはぞうきん 100 枚縫ってこい などの対応もあった

が、非正規労働者への対応交渉。また結婚休暇、夏季休暇などの取得期限延長を交渉し実現し

た。 

会計年度職員は短時間勤務多い。賃金保障、各単組交渉を指導  収入減を止めることができた。 

 

東京土建  

公契約条例は都内 10 自治体で実現。人口比では 25.9 パーセント 江戸川が加わると 30 パーセン

トこす。 

すでに公契約条例  学習するという時代ではない。調査なくして実現無し。2001 から 2005 年、各議

会で検討採択した 9 自治体中、条例化を実現できたのは国分寺のみ。各自治体の特徴をつかむこ

と。リアルな実態把握が必要である。地域の最大の事業所＝自治体でありそこのそれぞれの課題を

把握すること。今日では、江戸川区で SDGs の観点が注目される、また多くの自治体で「エッセンシ

ャルワーカー」を支えるための公契約条例の必要性が話題となっている。運動の前進を図ろう。  

 

公務公共一般  

コロナの中で、出勤停止ー有給をとれ  という自治体もあった。全都で一斉要望書提出した。介護

現場  NPO 法人の小規模多機能施設に公務公共一般介護福祉ユニオン小平分会あり、小平で市

に要請。市内 100 近くに事業所にも fax アンケート実施。28 施設からの回答を受け市に要請。月 10

万円の事業継続支援金を実現した。 

 

全印総連東京地連  

2018 年時点で製本事業者は 7 割減、事業者団体も労組とも懇談し、新聞広告もだした。自治体キ

ャラバンの機会等を生かし各自治体への要請を行っている。なお要請行動の中では、東京都は公

契約条例否定的である。（目黒区は製造請負試行  技術防災総合評価  最低制限価格制度導

入） 

 

東京土建渋谷支部    

公契約審議委員から、取組み報告。条例の目的  現場の認識ない⇨条例周知のために全現場訪

問した。 

設計労務単価 90 パーセント  

高齢者ケアセンター建設（来春完成予定）の現場では、一次協力会社の説明会で説明実施。また

現場従事者アンケートを行い、結果を契約課や公契約審議会に報告。現場訪問は「シニアクラブ」

の組合員に協力してもらい行った。公契約条例は「現場への通行手形」。アンケートには各地の土
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建組合員の回答あった。 

公契約条例  来年で 10 年。野田市の 10 周年記念にもいったが原点は国での法律化と思い起こさ

れた。 

土建江戸川  

公契約条例制定急速に進む。公共調達基本条例はある。しかし賃金条項なし。9 月に新区長から

公契約条例制定との発言あり。5 期続いた前区長から新区長に変わり様変わりした。ちょうど 6 月

からコロナアンケートを取っていた。毎回 700 ぐらい回答、6 割が収入半減以下。このアンケートを持

って区議会各会派、正副議長ともそのアンケートを持って懇談。この中で公契約も浮上。現在も月

一回の各会派懇談を続けている。11 月になって賃金条項、指定管理や委託も含む条例案が具体

化してきた。 

 

自公総連東京福祉バス従業員組合  

福祉バスの運行にあたり従業員 :サービス介護士の資格取得など対応してきたが、2003 年以降価

格破壊、人材流出が続いている。コロナでも会社回答マスク代 3000 円、賞与 13 万余と不十分。ダ

ンピングでなく公契約の実現の中で労働条件確保していきたい。  

 

東京土建本部  

葛飾区の状況、学習会など開催してきたが、12/7 に出た条例素案が、賃金条項などの無い 1 ペー

ジ理念条例のみ。今後対応を急ぎたい 

 

春闘共闘事務局長  

パート 17 資料集に昨年まとめあり。去年は消費税増税。そして今年はコロナ。自治体の雇用が、地

域経済を支え、福祉の向上につながる。公共工事の 4 割が公契約。中小企業で働く労働者の福利

厚生支援を、今回特に盛り込んだ。またコロナでの課題は？  国や都に何を求めるか？自治体に聞

いていくとりくみを。 

会計年度任用職員  制度移行での不利益はないか。通勤手当出ていないところもある。また自治

体で派遣労働者増えており、のべ 1万人にも及ぶ。2020年は、東京の最賃上がらなかった。東京の

生活保護水準から計算すると時給 1360 円に相当する。自治体関連の最低賃金のー引き上げを求

めよう。全国では例えば 

飯山市で地場産業業者に雇用補助金月 5 万円、３年間支給など実現している。東京では住宅費

高騰、各地かって若者など家賃補助制度あった。調査・追及も課題では。最賃が上がらない中、10

月の春闘共闘調査、昨年比 1 円アップにとどまったが、社保、労災、雇用保険などの加入率はアッ

プしている。これらの労働条件も点検・要求しよう。  

自治体キャラバン、各地でコロナ対策のための懇談時の人数制限もみられる。また中野区は面談

拒否。東村山市は回答拒否。一方三鷹市は今回初めて回答を引き出した。今後調整・追及した

い。 

閉会あいさつ 春闘共闘副代表  

自治体を直接動かす、前進をさらに。コロナ後の最初のあつまりとなったが、今日は 60人参加、8単

産、土建は 18 支部から参加。今後年末には回答、資料送付するので、準備をお願いしたい。  
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自治体キャラバン事前回答     2021.1.8 目黒労協  橋本（作成中） 

      2020.12.1 づけ目黒区回答により作成  

正規  

 2011 2013 2014 2015 16 17 2018 2019 2020 

正規職員数  2154 2076 2025 1995   1927 1931 1920 

退職者  113 113 126 96   125 129 113 

新規採用  90 45 74 51   118 126 107 

課長以上の女性  12 16 13 13   13 15 16 

長期病欠者  14 33 22 17   19 19 17 

内メンタル 13 23 18 13   13 12 11 

再任用  170 187 240 242   255 273 270 

高卒初任給  143000 同  同  同    147100 同  同  

時 間 外 月 100H

上  

88 76 81 89   97 190  

     80H         239 

月平均  8.27 7.59 8.19 9:19   8：03 13:54 10.05 

 

36 協定   2020 より 

締結職場あり 保健所関係：４、すくのび、児童館、保育園、土木事務所：２  

     清掃事務所：２ 健康学園、学校サポセン、歴史資料館、図書館、小中学校  

延長時間限度  １日  ：４～7.25H 

       １か月：全職場４５H 

       １年間：150H×１ 240H×２ 360H×1 

非正規  

 2011 2013 2014 2015  2018 2019 2020 

非 常 勤  

3-3-3 

1090 人  1017 1004 1021  859 793  

会計年度

職員  

       1418 

         

一般事務  159 119 125 139  156 164 371 

 117900 

180800 

変わらず 変わらず 13860 ～

182800 

 140600 ～

185600 

13000～ 

185600 

181440 

保育士  324 264 302 291  302 287 319 

同  有 資

格  

     21 19 44 

 58900 ～

178300 

変わらず 変わらず 59700～ 

180200 

 61400～ 

185470 

変わらず 61532 
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家庭児童

相談  

4 4 4 4  4 3 0 

 169400 変わらず 変わらず 171000  17500 変わらず  

消費生活

相談  

9 8 9 8  9 9 8 

 186300 変わらず 変わらず 187600  205100 変わらず 205947 

最低時給  940 940 970 1000  1080 1110 1110 

夏一時金

支給  

       1246 人  

社保加入

臨時  

13/200 8/177 12/167 17/217  25/427 27/468  

社保加入

非  

759/1300 719/1397 700/1027 743/1066  944/1444 914/1414  

社保加入         849/1418 

同  年収         2586782 

同保育士         2398692 

臨 ・ 平 均

年収  

1584000 1598400 1627200 1699200  1999314 1992000  

非 ・ 平 均

年収  

2121600 2121600 2121600 2144400  2149407 2148614  

扶養家族

あり 

臨時 0 

非 63 

臨時 0 

非 84 

臨時 6 

非 25 

臨時 6 

非 63 

 臨時 5 

非 103 

臨時 14 

非  98 

132 

雇用保険

加入  

臨時 49 

非 741 

臨 45  

非 698 

臨 45  

非 671 

  臨 70 

非 949 

臨 58 

非 926 

886 

会計年度職員  2020 より 

・昇給制度  無    年休：有  区独自  

・特別休暇   

有給：公民権、母子健康健診、出産支援、育児参加、慶弔、夏季、子の看護、短期介護  

 無給：病気、妊娠出産、妊婦病状対応、育児、生理、災害  

   

→会計年度職員有給区（公共一般調べ 2020.12） 

  ・病気休暇    荒川・文京：10 日、大田：5 日、中央・墨田：3 日  など 7 区  

  ・妊婦通勤時間  千代田・文京・大田・杉並・練馬  5 区  

  ・育児時間    千代田・文京・大田・杉並・豊島  5 区   
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指定管理  

 2011 2013 2014 2015  2018 2019 2020 

施設数  118 120 118 118  108 108 105 

正規：非正

規  

393：768   459：828 472：825 495:825  477:840 494:609 444:600 

非 正 規 比

率  

65.98% 64.34% 63.61% 63.61%  63.78% 55.21% 57.69% 

委託施設         1 

正規：非正

規  

       17:11 

非 正 規 比

率  

       39.29% 

 

公契約適正化（p12） 

・公契約条例制定   

・法令順守を契約条項に盛り込み、契約の相手方その履行を求めている  

・「賃金・労働条件については、区では把握していません。」  

・「再委託（下請含む）先から賃金台帳の提出を拒まれるケースがあり、受託者からの労働台帳の

提出が遅延するケースがある。」 

 

回答本文より 2020 特筆すべきところ 

コロナ ・一層の機動的で柔軟な組織執行体制の確立が課題  

    国・都には「業務が円滑に回る仕組みの検討や区に対する人的援助等を行っていただかな

いと区としても十分な対応がむずかしくなる」  

会計年度職員  ・従来の制度で支給していた報酬・賃金から下回らないように設定  

       ・交通費  賃金とは別にして、通勤手当又は費用弁償として支給  

       ・勤務条件  労働関係法令・人事委員会勧告・他団体職員（特に国家公務員）との均

等等を考慮して決定  

公契約条例関係  ・目黒区公契約条例  平成 29 年 12 月制定、30 年 10 月から施行  

        ・労働環境チェックシートを求める区もあることは承知しており、検討課題と認識してい

る 

        ・平成 30 年度から、」指定管理者制度導入施設を対象に労働環境モニタリングを試

行実施し、その中で適正な労働環境と賃金・藤堂条件を確認しています。

（p4） 
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目黒区への質問書  2020.12 自治体キャラバンへの事前回答について 

             2021.1.15 目黒地区労働組合協議会  担当：書記局橋本  

 ＊2021.1.20 に予定された自治体キャラバン、目黒区との懇談会の中止をうけ、作成した。  

1：新型コロナ感染症対応について  

回答本文 (p.1)では以下のように記述されている。  

―1 目黒区保健所の現状について、人員不足・過重労働などが懸念される。人員応援体制や、超過

勤務・休日出勤、36 協定上での状況などの現状を示されたい。  

－２  指定管理や業務委託により運営する区の老人施設・障がい者施設などにおけるコロナ対応にお

いても過重労働などが懸念される。現状把握の状況を示されたい。  

－３  認可保育園など  区の予算を中心に運営されている施設・事業などについて。  

  目黒労協にも、区内認可保育園で働くパート保育者から雇止めの相談が寄せられた。本来、雇用調

整助成金などを活用とした休業手当が支給されるべきだが、結果として「新型コロナウイルス感染症

対応休業支援金・給付金」での対応となった。雇用維持・労働者の所得補償について、区が関係す

る事業所での実態把握、指導・助言はどう行われたか。  

－４   介護・障害福祉サービス事業者特別給付金、学校等給食食材納入業者事支援、子育てパート

ナー事業者特別給付金、私立幼稚園安全安心対策事業補助など様々な支援が取組まれたが、こ

れらが現場の非正規を含む労働者に行き渡っているか、これら支援を受けた事業所で雇止めや休

業補償の欠如がなかったか。把握している実態を示されたい。  

2：正規職員について  

－１  正規職員数について、2011 年と比べると 234 人、11％減少している。今後の計画及び 2020 年の

コロナ過において、保健衛生部門や福祉部門などの困窮を踏まえ、その今後の計画を見直す考

えはあるか？  

－２ 時間外労働について 2020 年は「月平均」においては前年より減少しているが、2021 年年末時点で

の傾向はどうか。月 80 時間以上の時間外労働者数はどうか。  

 2011 2015 2018 2019 2020 

正規職員数  2154 1995 1927 1931 1920 

退職者  113 96 125 129 113 

新規採用  90 51 118 126 107 

課長以上の女性  12 13 13 15 16 

長期病欠者  14 17 19 19 17 

内メンタル  13 13 13 12 11 

再任用  170 242 255 273 270 

高卒初任給  143000 同  147100 同  同  

時間外月 100H 上  88 89 97 190  

     80H     239 

コロナ  ・一層の機動的で柔軟な組織執行体制の確立が課題  

    ・国・都には「業務が円滑に回る仕組みの検討や区に対する人的援助等を行っていただかないと区とし

ても十分な対応がむずかしくなる」  
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月平均  8.27 9:19 8：03 13:54 10.05 

－３  36 協定について   2020 よりの回答項目以下のようである。  

 

 

 

 

 

①  この協定を超える「特別条項」適応件数について  件数・対象職場等の明示を。  

  ②非締結職場について、「－２：時間外労働について」をみれば月 80 時間以上の実態が多数みられ

ろが、36 協定締結、あるいはそれに代わる措置はあるか  

3：非正規職員について  

－１  非正規職員数全体について、2020 年会計年度職員制度化時に職員数の大幅な増加がみられる

が、どのような職場・雇用が増加したのか。  

－２  一般事務  が大幅に増加しているが、どのような仕事について増加したのか  

－３  家庭児童相談員  が 0 となっているのはなぜか。  

－４  社保加入者・雇用保険加入者  とも減少しているのはなぜか。  

－５  扶養家族を有するもの  は年々大幅に増加している。これに対する手当や介護など休暇制度の拡

充など、対応する考えはあるか。  

 2011 2015 2018 2019 2020 

非常勤  3-3-3 1090 人  1021 859 793  

会計年度職員      1418 

一般事務  159 139 156 164 371 

 117900 

180800 

13860 ～

182800 

140600 ～

185600 

13000～ 

185600 

181440 

保育士  324 291 302 287 319 

同  有資格    21 19 44 

 58900 ～

178300 

59700～ 

180200 

61400～ 

185470 

変わらず  61532 

家庭児童相談  4 4 4 3 0 

 169400 171000 17500 変わらず   

消費生活相談  9 8 9 9 8 

 186300 187600 205100 変わらず  205947 

最低時給  940 1000 1080 1110 1110 

夏一時金支給      1246 人  

社保加入臨時  13/200 17/217 25/427 27/468  

社 保 加 入 非 常

勤  

759/1300 743/1066 944/1444 914/1414  

社保加入      849/1418 

締結職場あり  保健所関係：４、すくのび、児童館、保育園、土木事務所：２ 

  清掃事務所：２  健康学園、学校サポセン、歴史資料館、図書館、小中学校  

延長時間限度  １日  ：４～7.25H   １か月：全職場４５H 

       １年間：150H×１ 240H×２ 360H×13 
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同  年収      2586782 

同  保育士      2398692 

臨・平均年収  1584000 1699200 1999314 1992000  

非・平均年収  2121600 2144400 2149407 2148614  

扶養家族あり  臨時 0 

非 63 

臨時 6 

非 63 

臨時 5 

非 103 

臨時 14 

非  98 

132 

雇用保険加入  臨時 49 

非 741 

 臨 70 

非 949 

臨 58 

非 926 

886 

4：会計年度職員制度の 2020 年よりの導入について  以下ののような回答であるが  

－１  年次有給休暇について、労基法どうりでなく「区独自」との回答であるが、労基法規定を上回る点

はどのようなものか  

－２ 特別休暇について、有給・無給の判断基準はなにか。  

   目黒区では無給の「病気休暇」「妊婦通勤時間」「育児時間」などについて、公務公共一般労組 no 

調査では有給の区も多数みられるが、正規職員は有給であるこれらの休暇を無給とした根拠はなにか。  

  →会計年度職員有給区（公共一般調べ  2020.12） 

  ・病気休暇    荒川・文京：10 日、大田：5 日、中央・墨田：3 日  など 7 区  

  ・妊婦通勤時間  千代田・文京・大田・杉並・練馬  5 区  

  ・育児時間    千代田・文京・大田・杉並・豊島  5 区   

＊回答本文では 会計年度職員について以下のような記述がみられる。 (p.2) 

－３  交通費  支給上限および短時間あるいは週勤務日の少ない職員についての扱いはどうか。  

－４  勤務条件  について、「民間準拠」、目黒区の「地域相場」反映の考えがみられないがなぜか。また

「他団体との均等」について、特別区・周辺区や東京都との比較でなく「特に国家公務

員」とした根拠はなにか。  

5：指定管理について  

－１  非正規比率  が制度当初より大幅に減少しているが、その原因はなぜか。  

－２  委託施設  １とあるが、その施設名、及び指定管理施設との比較は。  

 2011 2015 2018 2019 2020 

施設数  118 118 108 108 105 

・昇給制度  無    年休：有  区独自  

・特別休暇   

有給：公民権、母子健康健診、出産支援、育児参加、慶弔、夏季、子の看護、短期介護  

無給：病気、妊娠出産、妊婦病状対応、育児、生理、災害  

   

 

会計年度職員  ・従来の制度で支給していた報酬・賃金から下回らないように設定  

・交通費  賃金とは別にして、通勤手当又は費用弁償として支給  

・勤務条件  労働関係法令・人事委員会勧告・他団体職員（特に国家公務員）との均等等を考慮して決定  
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6：公契約適正化（p12）について  以下のような回答がみられる。  

 ＊また 回答本文 (p.3,4)では以下のように記述されている。  

―１  賃金労働条件の把握  について、公契約条例の制定にもかかわらず、「区では把握していません」

との従来どうりの回答を繰り返している。条例の趣旨からすれば、直接的な公契約条例対象契約

以外においても、条例の趣旨に鑑み、賃金・労働条件の確保に努めるべきであり、その実態把握

は追及すべき課題と考えるがどうか。  

－２  労働台帳提出  について、区の公契約条例制定の広報、関係業者のみならず関係労働者への

広報が欠かせないと考える。「遅延」といった状況にどう対処しているのか。  

－３  労働環境モニタリング  を指定管理制度導入施設について行っているとあるが、その詳細な結果

を示されたい。  

－４  指定管理  については p13～14 の「入札業者変更時の雇用継続依頼」「同・労働条件継続」「賃

金調査」「労働条件把握」「労働安全衛生について」「各種保険加入」「法定帳簿整備」の質問に

対し『一部行っている』と回答されていますが、指定管理のどの部分の「一部」なのでしょうか。上記

「－３ 労働環境モニタリング」対象職場が「一部」なのか、あるいは別の枠組みか、示されたい。  

－５  シルバー人材センター  について  委託業務件数・内容についておこたえください。  

 

 

 

 

 

正規：非正規  393：768   495:825 477:840 494:609 444:600 

非正規比率  65.98% 63.61% 63.78% 55.21% 57.69% 

委託施設      1 

正規：非正規      17:11 

非正規比率      39.29% 

・公契約条例制定   

・法令順守を契約条項に盛り込み、契約の相手方その履行を求めている。  

・「賃金・労働条件については、区では把握していません。」  

・「再委託（下請含む）先から賃金台帳の提出を拒まれるケースがあり、受託者からの労働台帳の提出が遅

延するケースがある。」  

 

公契約条例関係  ・目黒区公契約条例  平成 29 年 12 月制定、30 年 10 月から施行  

        ・労働環境チェックシートを求める区もあることは承知しており、検討課題と認識している  

        ・平成 30 年度から、」指定管理者制度導入施設を対象に労働環境モニタリングを試行実施

し、その中で適正な労働環境と賃金・藤堂条件を確認しています。（p4） 
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目企広第 02002377 号 

令 和 ３ 年 ２ 月 ２ ４ 日 

東京春闘共闘会議   

代表 荻原 淳 様 

 

目黒区長 青木 英二 

 

東京春闘共闘会議と自治体との懇談   

目黒区からの回答・アンケートに対する再質問―  2021 年 1 月  

要請項目 1 

この度の新型コロナの影響に関して、目黒区役所が人員確保に努めながら住民の感染防止と生

活の安定のためにご奮闘されていることに、大変心強さを感じます。  

 特に保健所の体制については多くの課題が浮き彫りとなったことが、私ども東京春闘共闘に参加し

ている多くの自治体労働組合からも情報や要望が寄せられています。以前から保健所そのものが減

少され、人員がひっ迫していたうえでの今般の事態を迎えたことが大きな問題だったかと思います。

感染は長引くでしょうし、新たな感染症の発生も考えられます。引き続き、恒常的な体制強化をお願

いいたします。 

また保健所以外にも、役所における申請・給付関係や制度作り、相談対応などに追われました。

長時間残業やメンタル問題の発生も各地の組合から寄せられています。日常的な住民生活向上と

ともに、非常時の対応に全体的な人員確保が必要かと思います。  

 

以下の質問事項は、区内の労働組合団体からの質問と要望を記述しました。ご回答ご検討お願

いいたします。 

 

―1 目黒区保健所の現状について、人員不足・過重労働などが懸念されます。

人員応援体制や、超過勤務・休日出勤、36 協定上での状況などの現状を示さ

れたい。  

【回答】  

保健所への応援は、各種行政サービスに支障が出ないよう配慮しつつ、他の所管

から可能な限り職員の応援を行っております。  

超過勤務・休日出勤、３６協定上での状況については次のとおりです。  

・超過勤務・休日出勤について  

 新型コロナウイルス感染症業務に従事している職員の超過勤務については、令和

２年４月から１２月までの間、交代制等による休日勤務も含め、最大時間数は月１

４９時間、平均は月５１．３時間となっています。  

・３６協定について  

  新型コロナウイルス感染症対策業務に従事している職員は、３６協定上の超勤上

限時間や、特別条項を超えての勤務が続いています。特に、本務として従事してい
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る職員はその状況が顕著であるため、健康管理の部分でも注意深く状況を見ている

ところであり、産業医等の面談を受けさせております。  

 

－２ 指定管理や業務委託により運営する区の老人施設・障がい者施設などにお

けるコロナ対応においても過重労働などが懸念される。現状把握の状況を示

されたい。  

【回答】  

 区の高齢者施設の新型コロナウイルス感染対応については、令和２年４月７日に緊  

急事態宣言が発出されたことに伴い、国・東京都からの通知に基づき、指定管理者等  

に感染防止対策、サービスの継続等について通知しており、連携を密にしながら適切  

に対応しております。  

 なお、新型コロナウイルス感染対応における過重労働について、区での現状把握は  

していないものの、相談等は特段ない状況です。  

障害者施設の新型コロナいウイルス感染対応については、令和 2 年 4 月 7 日に緊急  

事態宣言が発出されたことに伴い、国・東京都からの通知に基づき、指定管理者等に

感染防止策、サービスの継続等について通知を行いました。  

 その後も国・東京都からの通知については、その都度指定管理者等に通知を行い、  

区と連携を密にしながら適切に対応しております。  

なお、指定管理者等は基本協定・年度協定等に基づき、人員配置、勤務時間等関連  

法令の遵守を定めて、適切な対応を図っております。  

 

－３ 認可保育園など 区の予算を中心に運営されている施設・事業などについ

て。  

  目黒労協にも、区内認可保育園で働くパート保育者から雇止めの相談が寄せられ

た。本来、雇用調整助成金などを活用とした休業手当が支給されるべきだが、結果

として「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」での対応となった。雇

用維持・労働者の所得補償について、区が関係する事業所での実態把握、指導・

助言はどう行われたか。 

【回答】  

登園自粛に伴う職員体制等及び賃金の支給について、運営法人及び保育所に対して、 

保育所等における保育の提供の縮小等の実施に当たっての職員の賃金及び年次休暇等

の取り扱い」について、国の通知を周知するとともに、区からも依頼しております。  

 保育所職員から有給休暇の取得での対応としているなどの相談があり、個別に状況  

を把握し、運営法人に対して国の通知への理解を求めております。  

 

－４   介護・障害福祉サービス事業者特別給付金、学校等給食食材納入業者事支

援、子育てパートナー事業者特別給付金、私立幼稚園安全安心対策事業補助な

ど様々な支援が取組まれたが、これらが現場の非正規を含む労働者に行き渡ってい

るか、これら支援を受けた事業所で雇止めや休業補償の欠如がなかったか。把握し
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ている実態を示されたい。 

【回答】  

介護・障害福祉サービス事業者がサービスを提供するに当たり、新型コロナウイル  

ス感染対策として必要なマスク、エタノール、防護服等の衛生用品を購入するための

費用の一部として、令和 2 年 5 月 1 日に目黒区内に所在する介護・障害福祉サービス

事業者又は施設を運営する者に対して「特別給付金」を交付いたしました。  

一方で、介護・障害福祉サービスの事業所又は施設に従事する職員の方（令和 2 年  

1月 24日から令和 2年 6月 30日までの対象期間に 10日以上勤務した職員に限る。）

には、「東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業」による慰労金の支給を東

京都において実施しています。区においても、同支援事業の対象職員の方々が着実に

申請受付できるよう周知を積み重ねてまいりました。  

なお、事業所での雇止めや休業補償の欠如について、区で状況把握をしていないも  

のの、相談等は特段ない状況です。  

私立幼稚園安全安心対策事業補助は、各私立幼稚園が実施した新型コロナウイルス  

感染防止対策（園内の消毒、園で使用する消毒液やマスクの購入費用、そのほか感染

予防に関わるもの）の費用の一部を補助するものです。勤務者に支給する補助金では

ございません。  

学校給食については、令和 2 年 4 月及び 5 月の区立学校（園）の臨時休業に伴い学  

校給食も中止となり、給食食材納入事業者は大きな影響を受けました。  

教育委員会としては、学校（園）の再開後も学校給食を安定的かつ円滑に実施する  

必要があることから、食材納入事業者が事業を継続するための経費として、「学校等給

食食材納入事業者支援金」を支給し、事業者の経済的負担の軽減を図りました。  

各事業者の支援金の使途や雇用者への対応は把握しておりませんが、学校等再開後  

も今まで食材を納入していただいていた事業者の皆様から、安定的に給食用食材の供

給を受け、学校等の給食運営を円滑に行っております。  

 

2：正規職員について  

－１ 正規職員数について、2011 年と比べると 234 人、11％減少している。今

後の計画及び 2020 年のコロナ過において、保健衛生部門や福祉部門など

の困窮を踏まえ、その今後の計画を見直す考えはあるか  

【回答】  

正規職員数については、行革計画の中で目安とする職員定数をお示ししております  

が、人員については状況に応じてその都度必要な対応をしております。  

なお、今後につきましては、行政需要に応じた人材配置の選択と集中など、様々  

な手法を検討し、効果的・効率的な執行体制の構築に努めてまいります。  

 

－２ 時間外労働について 2020 年は「月平均」においては前年より減少してい

るが、2021 年年末時点での傾向はどうか。月 80 時間以上の時間外労働者

数はどうか。  
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 2011 2015 2018 2019 2020 

正規職員数  2154 1995 1927 1931 1920 

退職者  113 96 125 129 113 

新規採用  90 51 118 126 107 

課長以上の女性  12 13 13 15 16 

長期病欠者  14 17 19 19 17 

内メンタル  13 13 13 12 11 

再任用  170 242 255 273 270 

高卒初任給  143000 同  147100 同  同  

時間外月 100H 上  88 89 97 190  

     80H     239 

月平均  8.27 9:19 8：03 13:54 10.05 

【回答】  

令和２年１２月における正規職員の時間外労働の平均時間は約８時間１１分であり、

アンケートで回答した９月時点の約１０時間５分と比べ減少傾向にあります。  

 令和２年４月から１２月までの８０時間以上の時間外労働者数はのべ１１１人です。 

 

－３ 36 協定について  2020 よりの回答項目以下のようである。  

 

 

 

 

 

①  この協定を超える「特別条項」適応件数について  件数・対象職場等の

明示を。  

【回答】  

令和２年１月～１２月において、適応件数等は以下のとおりです。  

 健康推進課       延べ１件  

 保健予防課（感染症対策課）  延べ１２９件  

 目黒土木公園事務所   延べ２７件  

 八雲中央図書館    延べ３件  

 

  ②非締結職場について、「－２：時間外労働について」をみれば月 80 時間以

上の実態が多数みられるが、36 協定締結、あるいはそれに代わる措置は

あるか  

【回答】  

３６協定締結職場以外には、勤務時間規則に基づき上限時間を設けています。  

日々の退勤打刻を把握しながら、超勤の縮減に努めております。  

 

締結職場あり  保健所関係：４、すくのび、児童館、保育園、土木事務所：２  

  清掃事務所：２  健康学園、学校サポセン、歴史資料館、図書館、小中学校  

延長時間限度  １日  ：４～7.25H   １か月：全職場４５H 

       １年間： 150H×１  240H×２  360H×13 
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3：非正規職員について  

－１ 非正規職員数全体について、2020 年会計年度職員制度化時に職員数の大

幅な増加がみられるが、どのような職場・雇用が増加したのか。  

【回答】  

前年度の同調査において、対象は地方公務員法第３条第３項第３号を任用根拠とす  

る非常勤職員の算出条件として週２９時間未満の職とされていました。一方、本年度

の調査においては、会計年度任用職員の算出条件に指定がなかったため、週２９時間

以上の職も含めています。  

 また、前年度まで臨時職員として任用されていた場合においても、本年度から会計  

年度任用職員に移行したため、本年度の人数に含めており、これらの点で前年度の人  

数よりも多くなっています。このため、特定の職場にて雇用が増加したものではあり  

ませんが、業務量等も踏まえ必要な職場に配置しています。  

 

－２ 一般事務  が大幅に増加しているが、どのような仕事について増加したの

か  

【回答】  

一般事務において前年度の人数より多くなった理由についても、上記「３－１」  

の回答と同様です。  

 

－３ 家庭児童相談員 が 0 となっているのはなぜか。  

【回答】  

 家庭児童相談員について計上漏れがありました。正しくは以下のとおりです。  

  【人   数】３名（パートタイム会計年度任用職員のみ）  

  【勤務形態】週４日・１日７時間４５分（週３１時間）  

  【報  酬  額】月額１９０，７５２円  

  【級  号  給】行政職給料表（一）１級４０号給  

  【経験加算】無  

 

－４ 社保加入者・雇用保険加入者  とも減少しているのはなぜか。  

【回答】  

社会保険及び雇用保険の加入対象者数について、令和元年度までの回答では再任用

短時間勤務職員（令和元年度：１５４名）を含めて回答していましたが、令和２年度

からは調査対象が会計年度任用職員となったため、再任用短時間職員（令和２年度：

１４１名）を除いて回答しています。  

 

－５ 扶養家族を有するもの  は年々大幅に増加している。これに対する手当や

介護など休暇制度の拡充など、対応する考えはあるか。  

 2011 2015 2018 2019 2020 

非常勤  3-3-3 1090 人  1021 859 793  



16 

 

会計年度職員      1418 

一般事務  159 139 156 164 371 

 117900 

180800 

13860 ～

182800 

140600

～

185600 

13000～  

185600 

181440 

保育士  324 291 302 287 319 

同  有資格    21 19 44 

 58900 ～

178300 

59700～  

180200 

61400～  

185470 

変わらず  61532 

家庭児童相談  4 4 4 3 0 

 169400 171000 17500 変わらず   

消費生活相談  9 8 9 9 8 

 186300 187600 205100 変わらず  205947 

最低時給  940 1000 1080 1110 1110 

夏一時金支給      1246 人  

社保加入臨時  13/200 17/217 25/427 27/468  

社保加入非常

勤  

759/1300 743/1066 944/1444 914/1414  

社保加入      849/1418 

同  年収      2586782 

同  保育士      2398692 

臨・平均年収  1584000 1699200 1999314 1992000  

非・平均年収  2121600 2144400 2149407 2148614  

扶養家族あり  臨時 0 

非 63 

臨時 6 

非 63 

臨時 5 

非 103 

臨時 14 

非  98 

132 

雇用保険加入  臨時 49 

非 741 

 臨 70 

非 949 

臨 58 

非 926 

886 

【回答】  

手当については、特別区共通の基準によることから、区独自に対応することは予定

していません。  

 また、扶養の有無を問わず、介護等に係る休暇制度を導入しています。  

 

4：会計年度職員制度の 2020 年よりの導入について   

－１ 年次有給休暇について、労基法どうりでなく「区独自」との回答であるが、

労基法規定を上回る点はどのようなものか  

【回答】  

労働基準法第３９条において、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継  

続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働
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日の有給休暇を与えなければならない。」とあります。  

本区では、年次有給休暇について６か月間の継続勤務後に付与するのではなく、任

用が６か月間を超える発令をもって付与しています。  

 

－２ 特別休暇について、有給・無給の判断基準はなにか。  

   目黒区では無給の「病気休暇」「妊婦通勤時間」「育児時間」などについて、

公務公共一般労組の調査では有給の区も多数みられるが、正規職員は有給

である。これらの休暇を無給とした根拠はなにか。  

【回答】  

特別休暇の有給・無給については、国の非常勤職員の状況及び従前の非常勤職員制

度における休暇の取扱を踏まえ判断しています。このため、会計年度任用職員におい

て無給としているものについては上記の理由によるものです。  

 会計年度任用職員の休暇制度については、正規職員との職務・職責の違い等を踏ま

えながら検討していきます。  

 

－３  交通費  支給上限および短時間あるいは週勤務日の少ない職員について

の扱いはどうか。  

【回答】  

１か月当たりの上限額は５５，０００円です。週当たりの勤務日数が少ない職員に  

ついては、定期券の金額と、回数券やＩＣ乗車券による金額とを比較し、より安価な

金額で支給しています。  

なお、一日の勤務時間数によって交通費の支給額が変わることはありません。  

 

－４  勤務条件 について、「民間準拠」、目黒区の「地域相場」反映の考えがみ

られないがなぜか。また「他団体との均等」について、特別区・

周辺区や東京都との比較でなく「特に国家公務員」とした根拠は

なにか。  

【回答】  

職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件については、地方公務員法第２４

条第４項の趣旨に則り、「国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないよう

に」考慮して対応しています。  

また、総務省自治行政局作成の会計年度任用職員に係る事務処理マニュアルにおい

ても、国の非常勤職員との権衡にも留意し、適切に対応することとされております。    

このため、国の非常勤職員の勤務条件を参考としながら、他区や東京都の状況も確

・昇給制度  無    年休：有  区独自  

・特別休暇   

有給：公民権、母子健康健診、出産支援、育児参加、慶弔、夏季、子の看護、短期

介護  

無給：病気、妊娠出産、妊婦病状対応、育児、生理、災害  
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認しつつ対応しています。  

 また、給与面においては、原則として常勤職員の給料表を適用して報酬額を決定す

ることが特別区給与改定交渉にて妥結され、本区においては従前の非常勤職員制度の

報酬額を維持するように級号給を設定しています。  

さらに、地方公務員法第２４条第２項を踏まえ、「生計費並びに国及び他の地方公共

団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して」設定しており、

職に応じて国及び他区等の報酬水準も参考にしながら対応しています。  

 

5：指定管理について  

－１ 非正規比率 が制度当初より大幅に減少しているが、その原因はなぜか。 

【回答】  

指定管理者が管理している施設における労働者のうち、非正規職員の人数について

は、平成３０年度（２０１８年度）まで当区の住区会議室（２４施設）で受付等の業

務を行っていただいている方々を含めて回答しておりました。  

ただし、この方々については、各施設の指定管理者である住区住民会議の有償ボラ

ンティアであり、雇用契約を締結していないことから、令和元年度（２０１９年度）

から回答の対象外と判断しました。  

これらの方々を集計に含めていた平成３０年度の人数でいうと、８４０人のうち３

１８人が対象となります。今年度と同じ基準で算出した場合、平成３０年度の非正規

職員は５２２人となるため、当該有償ボランティアを除く非正規職員の雇用状況につ

いては、例年と同程度の水準であると認識しております。  

 

－２ 委託施設  １とあるが、その施設名、及び指定管理施設との比較は。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【回答】  

中央町児童館、平町児童館、不動児童館の３施設が該当します。現在、指定管理者

制度を導入している区立児童館はないことから、施設の比較は難しいものと考えてお

ります。  

 

次の 2 点は、東京春闘からの要望・質問です 

 

◎様々な就労環境の対策を講じておられることに敬意を申し上げます。 

 2011 2015 2018 2019 2020 

施設数  118 118 108 108 105 

正規：非正規  393：768   495:825 477:840 494:609 444:600 

非正規比率  65.98% 63.61% 63.78% 55.21% 57.69% 

委託施設      1 

正規：非正規      17:11 

非正規比率      39.29% 
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今後も年度末の企業決算に向けては大規模な人員整理、派遣切りが予想されます。  

引き続き求職者支援を強化してください。これらについて具体策が検討されていましたらお示

しください。 

参考までに、私たちが昨年末に豊島区南大塚において実施した食料・生活支援プロジェクト

には 260 人近くが訪れました。TBS 報道特集でも取り上げられ、YouTube にアップされています。

是非ご覧ください。 

https://youtu.be/natmFJ4JbMY  7 分 46 秒後から  

ほかにも全国全都の各地で同様の取組みがされていますが、仕事を切られた、見通しがない、

明日の食べるものがない、といった大変深刻な状況が広がっています。  

【回答】  

今般の新型コロナウイルス感染の影響を受け、離職・廃業等の方が増加し、就労支

援の重要性が増しています。また、債務等もあり家計が逼迫している世帯への家計改

善支援、必要な方に対しては生活保護制度へつないでいくなど行っております。  

めぐろ  くらしの相談窓口（自立相談支援機関）の 2 名の就労支援員を中心に、ハロ

ーワークのナビゲーター、就労準備支援員及び就労に関する他の関係機関と連携し、

その方に合った支援を実施しております。また、住居確保給付金の支給と併せて、毎

月求職活動状況の報告をいただき、必要な方にはキャリア形成の支援も含めて支援し

ています。  

生活保護受給者の自立に向けた支援の一つとしては、専門的に支援及び援助ができ

る就労促進相談員（会計年度職員）を配置し、求職情報や求職活動の指導援助、ハロ

ーワークや外部機関との連携調整を図りながら、ケースワーカーと連携し、被保護者

への適切なケースワークを行っています。  

そのほか、生活保護受給者の安定した生活の維持及び自立の助長を図るため、外部

事業者に委託して就労支援事業を行っております。事業の内容は、就労していない支

援対象者等に就労活動に取り組むための就労意欲喚起、就労活動に必要な身体的・精

神的健康を回復し維持していくための健康管理・体力作り、基本的生活習慣の確立、

就労活動のスキルの獲得、就労を継続するための定着支援など、就労自立に向けた支

援を行っています。  

 

◎関連して、生活保護の相談にも躊躇なく応じられるようお願いします。「生活保護

は権利」ということを周知してください。  

【回答】  

生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長

することを目的として実施され、最後のセーフティネットとして国民の生存権を守る

重要な制度です。  

すべての国民は、生活保護法に定める要件を満たす限り、この法律による保護を無

差別平等に受けることができるとされており、性別や社会的身分などはもとより、生

活困窮に陥った原因を問わず、生活に困窮しているかどうかという経済状態に着目し
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て、保護を申請することができます。  

 具体的には、病気や障害・高齢等のため働けず収入がない、収入があっても家族全

員が生活するには十分な収入ではない等、最低限度の生活を保障する制度です。そし

て、自分の能力や他の法律などの援助を活用し、自立して生活できるように手助けす

る制度です。この点は、生活保護の相談また申請を受ける時にも、説明をし、周知し

ているところです。引き続き、生活困窮者の相談窓口（福祉総合課）とも連携をとり、

制度の周知を図っております。  

 

要請項目 2 

 目黒区が公契約条例を実施されていることに敬意を表します。多くの自治体において公契約条例

を前向きに検討し、すでに都内 10 自治体が実施し、加えて間もなく江戸川区でも実現の見通しで

す。 

①公契約条例の運用をめぐっての議論や検討、動きについてお尋ねします。議会または理事者、

「審議会」、および業界団体・労働・市民団体などにおける意見や動向はどのような状況にあるか

把握されていると存じますが、その特徴などをお示しください。  

【回答】  

公契約条例の運用に当たっては、主に事業者側の事務負担の軽減や公契約条例に基  

づいた労働報酬下限額の設定について、ご意見・ご要望をいただいております。  

いずれも公契約条例の運用において重要な部分でもあるため、事業者や労働団体等  

の意見、公契約審議会の論議を踏まえて、他自治体での運用状況等も参考に対応を検

討していきたいと考えています。  

 

②20 年度において条例違反はありましたでしょうか、指導などによって改善がはかられたなどの特徴

的な事例、および改善指導件数をお示しください。  

【回答】  

ございませんでした。  

 

③以下、地域の労働組合団体からの質問・要望事項です  

― 1 直接的な公契約条例対象契約以外においても、条例の趣旨に鑑み、賃金・労働条件の確保

に努めるべきであり、その実態把握は追求すべき課題と考えるがどうしょうか。 

【回答】  

本区としても、公契約条例対象案件以外の公契約においても、従事者の賃金・労働

条件の確保は重要であると認識しております。  

適正な労働環境と賃金･労働条件の確保に向けては、労働環境チェックシートなど他

の自治体における取り組みも参考としながら、調査・研究を進めるとともに公契約条

例の運用と合わせて検討していきたいと考えています。  
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－２  労働環境モニタリング  を指定管理制度導入施設について行っているとあるが、その結果をお

示しいただきたい。 

【回答】  

  労働環境モニタリング試行実施結果につきましては、運営評価結果と併せて区ホー  

ムページにおいて公表しております。  

 区ホームページ   

 指定管理者の指定と運営評価  

 https://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/tokei/chosa_hokoku/shiteikanrisha/index.html  

 

 

－3 指定管理  については p13～14 の「入札業者変更時の雇用継続依頼」「同・労働条件継続」

「賃金調査」「労働条件把握」「労働安全衛生について」「各種保険加入」「法定帳簿整備」の

質問に対し『一部行っている』と回答されていますが、指定管理のどの部分の「一部」なのでしょ

うか。上記「－３ 労働環境モニタリング」対象職場が「一部」なのか、あるいは別の枠組みか、示

されたい。 

【回答】  

「入札業者変更時の雇用継続依頼」「同・労働条件継続」につきましては、高齢福祉  

関連施設や保育施設において行っているものであり、労働環境モニタリング試行実施

対象施設が該当するというものではありません。  

また、「賃金調査」等労働実態の状況ですが、ご指摘のとおり、労働環境モニタリン

グ試行実施対象施設が該当するほか、目黒区公契約条例が適用される施設については、

労働者等の氏名、職種及び労働報酬下限額等を記載した労働台帳の作成、提出を義務

付けており、労働実態について確認しています。  

 

－4 シルバー人材センター について 委託業務件数・内容についておこたえください。 

【回答】  

令和 2 年度（4 月から 12 月）目黒区を含めた公共団体からの委託件数は、945 件

です。  

 主な委託内容は、広報スタンド管理委託、自転車集積所管理委託、老人いこいの家

管理委託等、公園維持管理委託等です。  

 

質問項目 3 

 地域内業者の実情を把握されて様々な助成制度の構築や相談活動に役立たれているかと思いま

す。 今後も厳しさが増す情勢です。引き続いての新設・改善・拡充にご努力されることをお願いしま

す。 

 

企業における賃金・労働条件の決定や雇用関係に基礎自治体が直接立ち入ることには難しさも

ありますが、中小企業の多くが安心して安定雇用をし、労働者の生活を少しでも向上させ、地域へ
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の消費も上向きにさせることは、コロナ禍において経済減退を食い留める意味でも重要かと思いま

す。 

  

東京春闘共闘会議が主に２０２０年１０月１８日・２５日配達の新聞折込み求人紙とタウンワーク等

を都内各地域から回収して、パートタイマーとアルバイトの地域別・職種別の募集時平均時給を調

査しました。調査件数は２ ,７１７件 (２３区１,７６７件、三多摩９５０件 )です。 

募集平均時給は、全都で 1,151 円 (昨年比＋1 円 )、１９年調査における前年比 +62 円でしたが、

20 年はわずか１円の引上げにとどまりました。２３区は 1,168 円 (昨年比＋11 円 )、三多摩エリアで

1,121 円 (昨年比 -11 円 )でした。三多摩地域の賃下げ傾向がはっきりしました。  

職種別の募集時平均時給は、最も高いのは薬剤師で 2,067 円 (昨年比 -100 円 )、最も低いのは

店頭取次ぎサービス・レンタル取扱い店員で 1,034円 (昨年比 -42円 )でした。また、薬剤師をはじめ、

看護師・歯科衛生士、介護士・保育士・送迎ドライバーなど、エッセンシャルワーカーと呼ばれる人た

ちの時給が軒並み下落しています。 

 

賃金底上げと安定雇用には自治体の産業政策・中小企業支援策が重要です。事業継承・後継

者雇用などには賃金や社会保険料負担分相当に「真水」の支援も検討対象に上らせることが大切

です。長野県飯山市では技能後継者育成を目的として、該当する労働者 (45 歳以下 )一人当たりに

月 5 万円を 3 年間、事業者に直接支援して地場産業の雇用を維持しています。  

 

また新宿区が以前行っていた青年などへの家賃補助も、都内に働き定着するうえでの応援策の

一つです。 

 

東京で生活するには住居負担が重くのしかかります。私たちが 20 年 12 月に発表した「子育て世

帯の生活と収入調査」では、練馬区在住 (42.5 平米の賃貸マンション)で 30 代親子 4 人 (夫婦・公立

小学生・幼稚園児 )をモデルとした年間生計費は 648 万円 (税・社保料込 )、八王子市在住では同様

のモデルで 593 万円になりました。決して贅沢ではない、むしろ慎ましい生活実態を想定しても、30

代で月額換算 (年収の月割り )54 万円は必要です。この発表はネット上で大きな反響を呼びました。

「文春」にも取り上げられています。 

  

①上に挙げたような状況を踏まえ、またいくつかの事例を参考にされ、勤労者及び零細な雇用主

への積極支援策の創設をお願いします。 

【回答】  

労働行政は、国が働く環境の整備や職業の確保、男女の均等な雇用機会の確保など

に取り組んでおり、区として独自の支援策の創設は難しい状況ですが、限られた財源

の中でハローワーク渋谷や関係機関と連携しながら雇用の安定や事業の継続への支援

に取り組んでまいります。  

 

②地価が高い 23区において営業と生活を続けていくには大変困難な状況にあります。住居や保育・

教育に関連する支援策、共働きで子育てできる環境の整備などは基礎自治体の重要な役割で
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す。構想や具体策がありましたらお示しください。 

【回答】  

保育所の待機児童対策は、令和２年４月に待機児童ゼロを達成しましたが、今後も

継続に向けて取り組んでいくほか、保育の質の向上の取組、また、一時保育をはじめ

とする多様な保育サービスの充実などにより、本区の保育環境の更なる充実に努めて

います。  

また、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない包括的支援を進めていくための子

育て世代包括支援センターの充実、ひとり親家庭への支援や児童虐待防止に向けての

取組など、子育てに関する様々な支援を進めてまいります。  

教育関連は、コロナ禍を踏まえ、ＧＩＧＡ (ギガ )スクール構想の早期実施により児童

生徒全員に配付されるタブレットを使用した、魅力ある教育活動を推進するため、各

学校のＩＣＴ環境の整備を行うとともに、支援員を配置してデジタルコンテンツなど

を有効活用した教育を進めています。  

また、特別な支援が必要な児童生徒の増加を踏まえた対応、いじめ防止に向けた取

組や不登校児童生徒への支援などを進めるほか、教職員の負担軽減に向けた取組を推

進します。  

 

③政府は持続化給付金、家賃支援給付金の締め切りを延長しましたが、まだ一時的な延期です。こ

れに類する区独自の制度創設はお考えでしょうか。  

【回答】  

 区の限られた財源のなかで国が実施している給付金に類する制度の創設は困難です

が、感染防止に取り組む区内飲食店に対し、その経費の一部を助成するなど区独自の

取組も行っています。  

今後も区内中小企業者の事業継続を支援してまいります。  

 

アンケートに関して  

(2)1)80 時間以上の超過勤務者が発生している職場、部署への増員等の手立てはされていますか 

また他にはどんなことが対策されていますか。 

【回答】  

人員については各職場の現状や要望を踏まえて、必要な対応を行っております。  

また、新型コロナウイルス感染対応にあたっては、保健所に対する応援体制の構築  

等についても行っております。  

 

(7) 4) 建退共の貼付実績が極端に少ないですが、公金が使われますので把握をお願いします。  

【回答】  

アンケートで回答した貼付実績 18 枚という数字について再度確認したところ、一部

事業所で購入実績と同数をカウントしてしまったとのことでしたので、貼付実績の数

字については「－（把握していない）」と訂正させていただきます。  
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建退共制度の周知については、従前から、建設業者向けの契約制度説明会や業界団

体との懇談などの場を通じて、建退共制度への加入徹底の推進等についての協力をお

願いするとともに、契約課の窓口に常時パンフレットを置きＰＲに努めております。  

また、区では、東京都工事標準仕様書により施工する建退共制度該当工事について

建退共制度への加入を義務付けているほか、掛金収納書の提出、工事現場において建

退共制度に加入していることを表示する標識の掲示、及びその写真等必要書類の提出

のほか、工事所管課の監督員にも建退共制度の趣旨を理解していただき、適切に運用

されるよう建設業者に対して指導を行っております。  

 

 (8) 6) 不調件数が、やや多いように見受けられますが、要因の把握と対策はどのようにされていま

すか。 

【回答】  

 案件の内容、規模、発注時期等により、不調の原因は異なり、様々な要因があると

考えておりますが、特に近年では、人件費の高騰による応札額の上昇、技術者等の不

足を辞退理由として挙げる事業者が増加していると捉えているところです。  

 区においても、これらの社会情勢を踏まえ、より適正な予定価格の設定、発注時期

の平準化等に引き続き努めてまいります。  

 

(9)6) 就労支援に関する施策ですが、実績や特徴的事例をお示しください。  

【回答】  

本庁舎内にハローワーク相談室やキャリア相談コーナーを設置することで区民に身  

近な相談窓口として、若年者から高齢者まで幅広く就労支援を行っていることが目黒

区の特徴です。  

令和２年度の就労相談については、４月１３日から５月 31 日までハローワーク相談  

室は臨時休業していましたが、キャリア相談コーナーは感染防止対策を実施しながら

業務を継続し、相談者は例年に比べて増加しています。  

また、就労支援セミナーは、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、開催時期を変

更し、テーマもコロナ禍での状況を踏まえた内容で、今年度は２回の開催を予定して

います。  

 

(10) 第 3 波の状況を受け、新たな制度を検討しておられましたら、お示しください。 

【回答】  

 令和 3 年 1 月 27 日から区内飲食店に対する支援を一定の要件を設けて開始いたし  

ました。  

〇飲食店業態転換支援金の給付  

〇新型コロナウイルスの影響を受けた飲食店に対する専門家派遣  

 

以上  
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2021 年 3 月 1９日  

 

目黒区公契約審議会  御中  

 

全建総連目黒連合  

目黒地区労働組合協議会  

目黒区労働組合総連合  

東京土建一般労働組合目黒支部  

目黒区公契約審議委員  日下解人  

 

答申案についての意見書  

１ 工事請負契約について 

   東京都公共工事設計労務単価（令和 2 年）から計算すると、以下になる。  

  A 例えば「大工」   25600÷８×0.9=2880  /時  

  B 「軽作業員」    15400÷８×0.7=1348 →東京都最低賃金時給 1013 円の 

33％UP 

    C  「交通誘導警備員 B」  13500÷８×0.9=1519  →  50％UP 

令和 3 年度数値による変動は考えられるがおおむね東京都最賃の 3 割 UP にあたる。 

令和 3 年度の東京都最低賃金の大幅 UP を望むものだが、仮に都最低賃金が据え

置きに終わった 2020 年も含め３％ずつ UP したと仮定すると 1075 円となり、B「軽作業

員」は都最低賃金の 25％UP に留まる。設計労務単価とともに最低賃金額との均衡も

考慮する視点が必要である。 

東京都最低賃金額の推移  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  ? 

金額   869

円  

 888  907  932  958  985 1,013 据 置

き 

 

引上

額  

１９円  １９ １９ ２５ ２６ ２７ ２８   

UP

率  

2.24％ 2.19% 2.14% 2.76% 2.79% 2.82% 2.84％   

 

２ 業務委託及び協定に定める契約について  

     パートタイム会計年度職員の報酬額は、時給 1110 円（令和 2 年度）である。この

額は都最低賃金の 9.6％UP に相当する。上記工事請負契約との対比において

も、答申案の  1080 円は不十分で、少なくともパートタイム会計年度職員と同額

の 1110 円とすべきである。1080 円は平成 30 年度の区アルバイト賃金額と同一で

2 年遅れているといえる。 

また、仮に東京都最低賃金が据え置きに終わった 2020 年も含め３％ずつ UP した

と仮定すると 1075 円となり、都最低賃金額とほぼ同額となってしまう。これでは公
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契約条例の趣旨に反すると言わざるを得ない。  

 資料①：「公契約自治体の下限報酬額：最低賃金比較」 

 

３ 労働下限報酬額の実際の適応について 

１） 現実の労働時給額を調査したところ、現在でも条例に定める下限報酬額に至ら

ない事例があるのではないか 

  A 公契約条例対象職場である「緑ヶ丘文化会館」の職場で、ハローワーク渋谷の

2021 年 2 月の求   人票（14010-51297401）では時給 1050 円とされている。(資

料②「公契約適用職場  時給調べ 緑ヶ丘文化会館」) 

B 直接公契約条例対象職場ではないが、区内の認可保育園の求人広告では時

給 1020 円の求人がみられる。（資料③「202１年 2 月ハローワーク目黒区求人調

べ：抜粋ノート」） 

２） これらの事例からすれば、新年度答申にあたって、その履行を確保する対応とし

て、以下のような対応をあわせて行うことが必要と考える。  

  A 契約時等での事業者へ、公契約条例の理解を図る研修・広報などの措置をとる

こと。 

    B 公契約条例対象職場には、対象職場であること・下限報酬額などの概要などを

従事する労働者が確認できる場所に掲示すること。  

  C 該当労働者からの問い合わせなどの受付連絡先を明示すること。また関係労働

団体・労働組合の連絡先の掲示を認めること。 

 

４ 目黒区公契約条例の目的に沿い、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に設定すべき  

工事請負契約の下限額設定について  

建設産業の日建連が提言する目標年収（２０１４年時）２０歳台４５０万円、４０歳代６

００万円。全建総  連調査の全職種平均年収（２０１９年時）常用・手間請４２１万円、

一人親方４６６万円。建設産業の労働者は現在も土曜日出勤の月２５日働いての上

記平均年収です。２０２１年度公共工事設計労務単価について、国土交通省は全

国全職種平均で２万４０９円になると２月１９日に発表しました。前年度から１．２％増、

９年連続の引き上げで最高値を更新しています。２０１２年度比では５３．５％の上昇

となっているものの、全建総連の調査では受け取り賃金とのかい離があります。よって

工事請負契約の労働報酬下限額は全職種で設計労務単価の９０％以上が望まし

い。 

 

 

 

資料① 「公契約自治体の下限報酬額：最低賃金比較」  

 最 低 賃

金  

熟 練 工 以

外  

 委託   改定日など 

目黒区  1013 1348 33.1%UP 1070 5.6%UP  
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渋谷区   1118 10.7 1118 10.7 2020.4 

足立区   1309 29.2 1060  4.6  

世田谷区   1348 33.1 1130 11.5  

新宿区   1348 33.1 1050  3.7 2021.1 

千代田区   1485 46.6 1095  8.1 2021.2 

       

千葉県野田市   925 1382 49.4  978 

 

 5.7 2020.3 受付など

職種別設定あり 

我孫子市   1036 12  928  0.3 2020.10 

       

神奈川県川崎  1012 1056  4.3   2020.9 

相模原市   1059  4.6 1059  4.6 2020.3 

厚木市   1045  3.3 1045  3.3 2020.10 

埼玉県草加市   928  1452 56.6  956  3.1 2020.12 

越谷市    1342 44.9  987  6.4 2020.11 

       

愛知県豊橋市   927 1059 14.2  942  1.6 2021.3 

    豊川市    937  1.1  937  1.1 2021.3 

       

兵庫県三木市   900  940  4.4  940  4.4 2020.4 

   加西市    920  2.2  920  2.2 2020.4 

   加東市   920  2.2  920  2.2 2020.3 

       

高知県高知市   792  851  7.4  851   7.4 2020.12 

       

福岡県直方市   842  897  5.9  897  5.9 2021.2 

       

       

       

 

 

 

 

 

資料② 「公契約適用職場  時給調べ 緑ヶ丘文化会館」 

緑ヶ丘文化会館   ハローワークの求人を検索    求人番号「14010-51297401」 

緑ヶ丘文化会館  受付  

オーディーエー株式会社  -東京都目黒区緑が丘２－１４－２３ 
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緑ヶ丘文化会館  - パート労働者  

 採用人数：2 人  

 受理日：11 月 20 日  

 有効期限：1 月 31 日  

概要  

雇 用 形 態  パート労働者  

派 遣 ・請 負 等  請負  

募 集 の理 由  増員  

仕 事 の内 容  

公共施設（緑が丘文化会館）での受付業務をお願いいたします。  

・会議室等の貸し出し受付（パソコン操作あり）     ・電話応対  他     

（請負業務） 

雇 用 期 間  

雇用期間の定めあり（4 ヶ月以上）    雇用期間         〜2021

年 3 月 31 日  

契約更新の可能性   あり（条件付きで更新あり）  

契約更新の条件    入札の結果により仕事がとれなかった場合は、契

約の更新はありません。 

正 社 員 登 用  なし 

学 歴  不問  

必 要 な経 験 等  不問  

年 齢  不問  

賃 金  

給与の内訳    基本給（月額平均）又は時間額     1,050 円〜1,050

円  

賃金形態     時給  

正 社 員 登 用  なし 

必 要 な経 験 等  不問  

年 齢  不問  

勤 務 地  〒152-0034  東京都目黒区緑が丘２－１４－２３   緑ヶ丘文化会館  

昇 給  昇給制度        なし 

賞 与  賞与制度の有無   なし 
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通 勤 手 当  実費支給（上限なし） 

就 業 時 間  

交替制（シフト制）   就業時間１      8 時 15 分〜13 時 00 分  

就業時間２     12 時 00 分〜16 時 30 分  

就業時間３     16 時 30 分〜21 時 15 分  

 （１）、（２）、（３）の交代制勤務です。原則、時間の固定はできませんの

でご了承ください。 

休 憩 時 間  0 分  

週 所 定 労 働

日 数  
週 3 日〜週 4 日労働日数について相談可  

 

資料③「202１年 2 月ハローワーク目黒区求人調べ：抜粋ノート」  

     2021 年 2 月ハローワーク渋谷の求人から「勤務地：目黒区」を、目黒労協書記局

で抜粋調査  

 

ライフサポート株式会社  保育園調理  正社員  205,000 円〜 〜64 歳以下  

社会福祉法人和泉福祉会  保育園給食調理  正社員  189,000 円〜〜64 歳以下  

社会福祉法人双葉の園  保育士  正社員  197,976 円〜 〜59 歳以下  

株式会社  Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｐｒｏｊｅｃｔ 保育士  正社員  235,000 円〜〜59 歳以下  ×2 

株式会社アソシエ・インターナショナル 保育士  正社員  213,470 円〜〜64 歳以下×7 

株式会社アソシエ・インターナショナル 保育士  パート 1,700 円  不問×2 

株式会社アソシエ・インターナショナル 音楽あそび講師（保育園ほか） パート 2,000 円

〜2,500 円  不問  

株式会社  プロケア 保育園栄養士  正社員  220,000 円〜 〜59 歳  

株式会社  こどもの森  保育士  パート 1,180 円〜1,200 円  不問  ×２ 

非公開  保育士  正社員  210,100 円〜 〜59 歳以下  

社会福祉法人  ちとせ交友会  保育園の給食スタッフ パート 180,400 円  不問  

社会福祉法人  ちとせ交友会  保育園の事務スタッフ パート 1,020 円  不問  ～2021

年４月新規ＯＰＥＮ予定  

社会福祉法人  ちとせ交友会  保育士  パート 1,220 円  不問×3 

社会福祉法人  ちとせ交友会  保育士  正社員  212,880 円〜 不問   本園（仮称）】 

社会福祉法人  ちとせ交友会  保育士  正社員  260,760 円〜 不問   

非公開  保育士  正社員  195,976 円〜 〜59 歳以下  

株式会社  木下の保育  保育士補助  パート 1,150 円〜1,450 円  不問  

株式会社  こどもの森  保育サポートスタッフ  パート  1,030 円  不問  未経験・無資格

大歓迎×2 

ＨＩＴＯＷＡフードサービス株式会社  学校給食調理スタッフ  正社員  200,000 円〜

260,000 円  〜64 歳  
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株式会社ニチイ学館  渋谷支店  〈常勤〉保育園の営業および事務業務  正社員以外  

173,000 円  不問  

アイカタ株式会社  認可保育園での業務アシスタント 正社員  193,500 円〜216,000 円  

〜39 歳以下  

アイカタ株式会社  認可保育園での保育士  正社員  200,000 円〜250,000 円  不問   

社会福祉法人双葉の園  延長番保育士  パート 1,800 円〜2,000 円  不問  

社会福祉法人双葉の園  早番保育士  パート 1,800 円〜2,000 円  不問  

 

株式会社  三幸コミュニティマネジメント  受付案内業務／目黒区総合庁舎  パート 

1,020 円〜1,100 円  不問  
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