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１ 労働環境モニタリングの目的 
指定管理者制度導入施設における利用者の安全・安心の確保をはじめ、区民（利用者）サ

ービス維持・向上の観点から、施設職員の労働環境について確認し、安定的に区民サービス

を提供するための環境が整っていることを確認するとともに、必要に応じて指定管理者に

指導・助言することにより、より良い区民サービスを提供できる労働環境を整備することを

目的としています。 

 

 

２ 労働環境モニタリングの対象施設 
 指定管理者制度を導入している全ての施設を対象としています。 

 

(1) 実施年度 

 指定期間が５年の施設は２年目に実施し、指定期間が１０年の施設は２年目及び７年目

に実施します。 

 

(2) 施設のグループ化を行っている場合の取扱い 

 施設の管理・運営内容が同じで、かつ、同一の事業者が指定管理者となっている場合は、

いずれか一つの施設を対象とします。 

 
※ただし、施設への職員配置の常駐の有無、業務の内容、所属及び主たる勤務先の３つの要素により対

象外とすることがあります。 

 

 

３ 令和４年度の労働環境モニタリングの対象施設と事業者 
次の２施設、３事業者が対象です。 

対象施設名 事業者（指定管理者） 

精神障害者支援センター 
社会福祉法人港福会（港福・大星グループ） 

大星ビル管理株式会社（港福・大星グループ） 

母子生活支援施設メゾン・ド・

あじさい 
社会福祉法人特別区社会福祉事業団 

 

 

４ 労働環境モニタリングの体制 
東京都社会保険労務士会港支部に所属している社会保険労務士から担当を選任し、業務

経験豊富な者（労働環境モニタリングの経験がある者）をリーダーとした３名の体制で実施

しました。 

 

 

５ 労働環境モニタリングの内容 
 施設と施設に勤務する職員に関する事項について、次の手順で労働環境モニタリングを

実施しました。なお、賃金台帳、出勤簿など職員ごとに作成されている資料については、サ

ンプルを抽出し確認をしました。 

 

(1) 事前提出資料の確認 

事業者から就業規則等の労働環境に関する資料、対象施設の組織図、人事集計表等の提出

を受け、実地調査の前に内容を確認しました。 
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(2) 実地調査 

事業者に対して施設の所管課の立会いのもと、労働環境や事前提出資料の内容に関して

ヒアリングを実施しました。 

 

(3) 調査結果の作成 

事前提出書類の内容及び実地調査の結果に基づき、「労働環境モニタリングヒアリング結

果」を作成し、改善の必要な事項を事業者へ提示しました。 

 

(4) 改善策の確認 

事業者との間で事実誤認の有無について確認をした後に、「労働環境モニタリングヒアリ

ング結果」に基づき、事業者が検討した改善策を確認しました。 

 

(5) 改善状況の確認 

事業者から令和４年１１月３０日を改善の期限として報告のあった内容に基づき、改善

状況を確認しました。 

 

 

６ 労働環境モニタリングの実施スケジュール一覧 
 

対象施設 精神障害者支援センター 
母子生活支援施設メ

ゾン・ド・あじさい 

事業者 

（指定管理者） 

社会福祉法人港福会

（港福・大星グルー

プ） 

大星ビル管理株式会

社（港福・大星グルー

プ） 

社会福祉法人特別区

社会福祉事業団 

担当社労士 ◎丹羽真樹、田中勝、塚本絵利 

事前提出資料の

確認 

令和４年６月３日 

～７月２７日 

令和４年６月３日 

～７月２８日 

令和４年６月３日 

～７月１４日 

実地調査 令和４年７月２８日 令和４年７月２９日 令和４年７月１５日 

調査結果の作成 
令和４年７月２８日 

～８月１２日 

令和４年７月２９日 

～８月１２日 

令和４年７月１５日 

～８月１５日 

改善策の確認 
令和４年８月２４日 

～９月３０日 

令和４年８月２６日 

～９月７日 

令和４年８月３０日 

～９月９日 

改善状況の確認 
令和４年８月２４日 

～１１月３０日 

令和４年１０月７日 

～１１月３０日 

令和４年８月３０日 

～１１月９日 

（注）担当社労士欄中◎はリーダー 

 

 

７ アンケート 
 施設長と職員に対してアンケート（無記名式。施設長のみ記名式。）による意識調査を実

施しました。質問は、経営方針の理解、職場環境、人間関係、労働条件、将来ビジョン、ハ

ラスメントなどに関する内容としました。回答総数は３６枚（施設長の対職員用含む。）で

した。 

 

 

８ 項目別の労働環境モニタリング結果の概要及び改善状況 
 

(1) 就業規則 
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就業規則は、全体として現在の労働法規に準拠した内容となっており、多様な雇用形態で

構成されている事業所については、雇用形態別に作成されていました。また、周知が適正に

行われていることも確認できました。 

改善が必要な事項として、就業規則本則において、運用されている規定や制度があるもの

の規定化されていない例が多く見られました。特に、就業規則に記載する内容として、当該

事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項（相対的必要記載事項）だけでなく、

必ず記載しなければならない事項（絶対的必要記載事項）の記載がない事業者が２事業者あ

りました。 

その他、育児休業及び介護休業に関する規定が、法律要件を満たしていない事業者があり

ました。 

 

主な指摘事項 改善状況 

① 1 時間当たりの賃金額を算出するための

分母となる時間数の規定化 

② 正職員の退職金制度の規定化 

③ 再雇用後の労働条件等の規定化 

④ 契約職員の退職金制度の規定化 

 

 

⑤ 職員給与規則第１４条に規定する住居

手当に関する改正 

⑥ 有期（常勤）職員就業規則に賃金支給日

及び昇給に関する事項を、並びに有期

（非常勤）職員就業規則に昇給に関する

事項の規定化 

⑦ 有期（常勤）職員就業規則及び有期（非

常勤）職員就業規則に、安全衛生に関す

る事項、表彰・懲戒に関する事項並びに

教育訓練・キャリア開発に関する事項の

規定化 

⑧ 子の看護休暇、介護休暇、介護休業の取

得要件の改正 

⑨ 育児のための所定外労働の免除及び時

間外労働の制限の適正化 

①②③ 正職員給与規程を改正し、令和４年

９月１日付で労働基準監督署に届出し

たことを確認 

 

④ 契約職員就業規則を改正し、令和４年 

１１月１５日付で労働基準監督署に届

出したことを確認 

⑤⑥⑦⑧ 令和５年３月改正を予定し、法人

理事会で承認後、所轄労働基準監督署に

提出予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 育児休業規程を改正し、令和４年９月 

３０日付で労働基準監督署に届出した

ことを確認 

 

(2) 労使協定 

労使協定の締結・届出、周知については、一般的なものに関しては適正に締結等されてい

ましたが、年次有給休暇の時間単位取得に関するものについては、１事業者において、未締

結でした。 

なお、それ以外の事業者では適正に行われていました。 

 

主な指摘事項 改善状況 

① 時間単位の年次有給休暇に関する労使

協定の締結・周知 

① 令和４年１０月３１日付、時間単位の年

次有給休暇に関する労使協定を確認し、

合わせて社内イントラネットによる周

知を確認 
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(3) 労働条件通知書、雇用契約書 

労働条件通知書については、１事業者において一部法定事項の記載漏れがありました。 

 

主な指摘事項 改善状況 

① 労働条件通知書に記載されている深夜

割増率の記載の適正化 

② 短時間・有期雇用契約者に関する労働条

件通知書に雇用管理の改善に関する相

談窓口の記載 

①② 令和４年１０月４日、適正に必要事項

の記載された労働条件通知書を確認 

 

(4) 年次有給休暇 

年次有給休暇は、全ての事業者において適正に付与・管理されていましたが、１事業者に

おいて一部法定事項の記載漏れがありました。 

 

主な指摘事項 改善状況 

① 年次有給休暇管理簿への基準日の記載  ① 令和４年９月１２日提出の年次有給休 

暇管理簿にて記載を確認 

 

(5) 賃金、割増賃金 

賃金台帳は、全ての事業者において調製され、適正に保存されていましたが、１事業者に

おいて割増賃金の算出・端数処理の方法が適正でない事例がありました。 

 

主な指摘事項 改善状況 

① 割増賃金の計算の基礎となる１時間当

たりの賃金額計算の適正化 

② 割増賃金の計算における円未満の端数

処理の適正化 

①② 給与集計表により令和４年８月３１

日支給の給与より適正に改善されたこ

とを確認 

 

(6) 労働者名簿 

労働者名簿は、全ての事業者において調製され、適正に保存されていました。 

 

(7) 勤怠管理 

勤怠管理は、全ての事業者において適正に行われていました。 

 

(8) 社会保険 

労働保険、健康・厚生年金保険の手続きは、それぞれ１事業所において労働保険の事業所

としての届出が適正でない事例、随時改定の届出が適正でない事例がありました。 

 

主な指摘事項 改善状況 

① 労働保険の継続事業一括認可申請書の

提出 

 

② 適正な随時改定の届出 

① 令和４年８月３０日、同年８月４日付労

働保険の継続事業一括認可等通知書を

確認 

② 適正に随時改定の届出を行い、令和４年

９月９日付の改定通知書で届出内容が

決定されたことを確認 
 
(9) 人事関係 
職員の採用は、ハローワークや求人媒体、自社ホームページなどを通して募集していると
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ころが多く、適正に行われていました。 
なお、対象施設における令和３年度の退職者の退職事由は、全て職員都合によるもので、

解雇・雇止めの実績はありませんでした。 
 
(10) 安全衛生関係 
常時５０人以上の労働者を使用する全ての事業場において、産業医・衛生管理者の選任及

び労働基準監督署への届出が必要とされ、衛生管理者は少なくとも週１回、産業医は原則少
なくとも毎月１回作業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときに、直
ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされていま
す。また、衛生委員会の設置、委員会の開催、議事録の保管等も義務づけられています。該
当する事業者において、上記の事項が適正に行われていました。 
また、常時１０人以上５０人未満の労働者を使用する全ての事業所において、衛生推進者

の選任が必要とされていますが、該当する事業者では、適正に選任されていました。 
 
(11) 派遣労働者、請負契約者 
派遣契約・請負契約に基づく職員が存在する事業所はありませんでした。 

 
(12) その他 
災害や事故の発生を想定したマニュアルや連絡体制が整備されており、その研修や訓練

も実施され、施設の安全・安心の確保のための対応が良好であることが認められました。 
また、常時雇用する従業員が１０１人以上の企業は従業員の仕事と子育てに関する一般

事業主行動計画の策定・届出が義務とされていますが、該当する事業者では、適正に策定・
届出、公表・周知が行われていました。 

 

 

９ 総評 
モニタリング全体をとおし、対象となった施設の全ての事業者はコンプライアンス(法令

遵守)の意識も高く、日ごろから、雇用環境の改善をテーマとして、積極的に取り組んでい

ました。人事や安全衛生管理関係についての意識が高く、適正な職員採用や、災害や事故に

対する危機管理への取組状況、健康で働きやすい職場環境の整備状況は、大変良好なものと

評価できます。 

近年の働き方改革の動きに対応して時間外労働の上限規制の導入等、長時間労働の抑制

に積極的に取り組んでいるように見受けられました。心身ともに健康であることが、ワー

ク・ライフ・バランスの向上につながり、個々の業務に対するモチベーションも高まり、ひ

いては従業員満足度や顧客（区民）満足度の向上にもつながっていくものと思われます。労

働環境モニタリングがその取組の一助となっていれば幸いです。 

 

改善すべき事項として今回のモニタリングで３事業者のうち２事業者が指摘を受けた事

項は、就業規則の絶対的必要記載事項である「賃金の決定・締切日・支払の時期・昇給に関

する事項」の一部が規定されていなかった点です。運用されている規定や制度を就業規則に

記載することは、様々なトラブルの防止だけではなく安心して働くことができることにも

つながります。規定の整備、点検は重要な労務管理として励行することが重要です。 

その他、近年毎年のように法改正が続いている育児・介護休業法について、就業規則上の

規定に一部改正もれがあるとの指摘がありました。令和４年４月１日及び１０月１日にも

改正法が施行されており、規定整備とその実行が求められます。 

 

また、割増賃金の計算方法が適正でないとの指摘がありました。計算における円未満の端

数処理の方法や、割増賃金の算定基礎に含まれていなかった手当の額があったとの指摘で

すが、指摘を受けた事業者は改善が終了または令和５年３月に改善予定と報告をいただい

ています。 
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この他、安全衛生関係について、定期健康診断は全ての事業者において適正に実施されて

います。また、該当する事業者の企業では、一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知

を行っており、コロナ禍においてもワーク・ライフ・バランスへの積極的な取組がうかがえ

ます。 

 

施設長と職員に対しアンケートによる意識調査を実施しました（今年度、請負契約者はい

ませんでした）。アンケート用紙には昨年度からアンケートの設問とは関係なく自由に意見

を書いてもらう自由意見欄を設けています。 

全体的な傾向として、定期健康診断の受診については納得し、また人間関係においては自

由に意見や提案をしやすい雰囲気にあり、上司が適切なコミュニケーションや指導・支援を

行い、良いチームワークを築いていることが、自由意見に好意的な意見があることからもう

かがえます。 

 

この他、「もっと自分自身に知識や技術を身につけたいと思いますが」との設問に対し、

８８．２％の職員が「はい」と回答しており、自己啓発意欲が高い職員が多いことがわかり

ました。この点、施設長アンケートの「職員の能力開発（教育研修や職場での実地指導など）

に努めていますか」との設問に１００％が「はい」と回答しており、合致していると思われ

ます。 

 

挙げられた改善事項については、十分なご理解のもと、コロナ禍であっても前向きに改善

に取り組んでいただいたこと、対応に時間を要する事項についても、明確な予定を示して真

摯に取り組んでいただいたことから、問題解決の体制と意識も確立しているものといえま

す。令和４年１１月３０日の期限までに改善が間に合わなかった事項については、事業者ご

とに計画されている予定日までに着実に改善を進めることが必要となります。 


