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（１）

ケア職員への「国の特例事業」いかし全職員の賃上げへ
正規・非正規で実施しなければ怠慢 避けて通れない課題を理解すべき

国が、保育・学童保育・介護・障害福祉・看護などで働くケア労働者の賃上げに一人
月9,000円程度の補助金を出し、2022春闘での賃上げ・経済成長の機運を高めると
しています。ところが自治体は意外にも消極的です。
保健、医療、福祉のきりすてが20数年続きまし

➋国が実施する「処遇改善臨時特例事業」は、

た。コロナや災害等の緊急時に対応できない事態

９月までは全額補助金で、その後は、保育なら

も現れています。今後、ケア労働者の採用難はま

「公定価格」で、学童なら子ども子育て「支援交

すます厳しくなることも心配されています。

付金」で制度化するとされています。

そこで国も当面は補助金で、その後は地方交付

そうなると（実態はともかく）国が財源保障す

税等でケア労働者の処遇改善の恒常的財政支出を

る制度なのですから、10月以降も賃金改善は避け

表明しています。でも、三位一体改革などの過去

て通れない仕組みです。今回、自治体が補助金活

のいきさつからか、国が本当に財源を保障し続け

用をサボっても組合は賃上げを要求し続けます。

るのか不安で、自治体は事業参加に消極的です。

➌国は、ケア労働者だけの処遇改善を政策化し

すでに民間事業者が、月給者は月9,000円、時

たわけではありません※１。これをきっかけに官・

給者は時間30〜50円の「賃金改善計画書」を、自

民労働者全体の賃上げの機運をつくって、先進国

治体を通じて国に提出する決断をしているにもか

では異例の長期の低賃金政策による消費の低迷や

かわらず、公務では未定が続いています。

コロナ禍で冷え込んだ日本経済の再生を図ること

自治体は住民福祉と使用者責任はたせ
自治労連は 賃上げ で打開を要求

を経済対策として閣議決定しています。
政府の経済政策としての位置づけを考えれば自
治体は積極的に実施して、万一、財政支出を打ち

自治労連県本部は、➊ケア労働者としての誇り

切られたら「地方自治」を活かして国を動かすべ

と安心で生涯働き続けられる賃金・労働条件の獲

きです。黙り込んで２月中旬の交付申請時期が過

得！ それと表裏一体でケア労働者確保が「住民

ぎるのを待つのなら「怠慢」でしかありません。

福祉の向上」に欠かせない！ と要求しています。

※１ 昨年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対
策」では「賃上げの機運醸成に取り組む」「民間部門における春闘にむけた賃
上げの議論に先んじて〜〜収入を３％程度（月額9,000円）引き上げる」などが
盛り込まれ、年末にケア労働者改善の補正予算が成立しています。

（２）

県本部では、内閣府・厚労省等から発出された「処遇改善事業
の実施要綱」「補助金の交付要綱」「内閣府作成のＦＡＱ」など
を検討しました。仕組みの概要を以下に説明します。
現行給与制度との矛盾もありますが、暮らしも経済も前に進め
る改善の視点が大切です。積極的な運動参加を呼びかけます。

賃上げ対象者は誰ですか？

具体的な方法・金額は？

保育や学童保育などの施設で働くすべての労働

ケア職場の、正規・非正規・民間等の、どの職

者が対象です。国は、対象施設勤務なら保育士、

種にどれだけ賃上げするかは、施設の事業者が決

学童支援員に限らず「柔軟に対応」の言葉で、事

めます。公務正規・非正規は自治体当局であり、

務職や他職種の者も対象になるとしています。

予算確保と条例改正の議会議決も必要になります。
その前提として「労働組合との交渉・合意」

公務正規や委託・指定管理も対象？
公務か民間か、正規か非正規かにかかわらず対

が必要です。賃上げも賃下げも労働者・労働組
合の合意が尊重されなければなりません。

象です。任用（雇用）形態にかかわらず使用者の

だから、国に提出する「賃金改善計画書」には

決断で対象にできます。自治体当局に正規も非正

「⑧本事業による賃金改善に係る計画の具体的内

規も対象にするように要求しています。

容を職員に周知している」かを確認する欄があり、
さらに欄外にも「全ての職員に対し周知をした上

「財源が心配」というけれど？
今年２月から９月分の賃上げ分は全額を国が補
助し、10月以降はそれぞれの制度の運営費積算に
組み込んで財源保障をすると総務省自治財政局の

で、提出していることを証明いたします」と事業
者・事業者代表に証明まで求めています。
これが日本の労働法制の基本だからであり、自
治労連は労使交渉・合意を求めています。

通知にも示されています。
先に述べたとおり、保育＝公定価格、学童＝支

補助額はどれだけ？ 保育と学童を参考に

援交付金、診療・介護＝報酬等に反映させること

３％：9,000円の額がひとり歩きしていますが

で、事業者には恒常的な賃上げ財源を保障する仕
組みを説明しています。
もちろん地方交付税が本当に適切に積算されて
いるか、また、交付税の不交付団体があることな

正確ではありません。
施設の事業者（使用者）が「交付要綱」に基づ
いて積算した補助金総額以上の額の「賃金改善計
画書」を作成して決定することになります。

ど改善課題は山積しています。とは言え、仕組み

なお、公務は補助金総額以下でも良いことになっ

としてケア労働者の賃上げ財源を保障することに

ています。後で述べるタイトな交付申請期間を口

なったのですから、今後、矛盾の解決を求めつつ、 実に改善を渋る自治体には「とりあえず賃金改善
計画を作成して交付申請をすればよい」という要
本制度の有効活用をすべきです。
求が可能にな
ります。

左表は保育
の試算方法で
す。➊乳児か
ら４・５歳ま
での各区分ご
とに入所者数

に改善単価を乗じて補助額を出し、Ａ＋Ｂの合計

（３）
9月までの事業実施後に事業者が「賃金改善実績

額が補助金総額（限度）となります。

報告書」を提出 ⇒ 国が交付確定 ……という流

➋実際の賃上げは補助金合計をもとに、誰を対

れになります。だから、緊急の事態なのです。

象に、どの様に実施するかで決まります。➌試算

なぜ、そうなったか？ 国の作業が半月遅れ、

したＸとＹ園では、実入所者数の相違、単価の高

かつ正月を挟んで通知をしています。そこで、私

い乳児か在籍しているか、職員比率がどうか、等

たちは次の要求をしています……

で賃上げ可能額が6,314円から5,403円まで差が出

第１に、とにかく補助総額を概算で出し、交渉

ます（6月一時金財源を算入。法定福利費は含まず）。これ

を行って、概算の賃金改善計画書と交付申請を提

らを該当施設で平均化し、公正・公平で客観的な

出する＝事業に乗り遅れない。

方法で賃上げをするように要求しています。

学童保育の方は単純です。➊月額の改善単価
は常勤支援員1人11,000円（法定福利費含め）とされ、
➋非常勤支援員の場合は勤務時間を常勤換算した

第２に、合意できた賃金改善計画から順次交付
申請を行い、申請期間の延長を求める。
第３に、議会の理解も得て、国の交付受付の延
長を求め（予算、条例審議も必要）る……です。

比率を乗じて補助金総額を算出します。➌常勤換
算とは、就業規則で定めた常勤１か月の勤務時間
数で非常勤職員の勤務時間数を除して出します。

1人11,000円 × 3.5人

例えば、常勤２人プ
ラス非常勤1.5人（非常勤３人の勤務時間÷常勤の就
業規則の勤務時間を1.5としたら）＝38,500円

注 目！

すべきは
期末手当の扱い
令和４年度分は削減なし！

３％：9,000円程度の賃上げのため
には、昨年、人事院が削減勧告をした0.15か月の
期末手当の扱いが問題になります。前ページの保

これをどう配分するかは、労使交渉によるか、、 育の表「期末手当補填部分 Ｂ」をご覧ください。
先述した「周知」にもとづく労働者の同意で決め

国は削減なしで仕組みを作っています。だから、

ることになります。※勤務時間数は春・夏・冬休み時

0.15か月分は別に補助金を出し、10月以降も補填

期で異なることから配慮が必要です。）なお、総額には

する考え方をとっています。

法定福利費分・他も含まれることになっています。

ケア労働者に限らず、すべての職員の期末手当

いつ、どんな事務が必要なの?

を削減させない、すでに削減済みの自治体では今

事業者（公務は自治体）が「賃金改善計画書」

年６月分の上乗せを主張すべきです。そうでなけ

を作成 ⇒ 自治体は2月14日までに交付申請書を

れば、後で述べる「収入の引上げ」（閣議決定）

埼玉県に提出 ⇒ 県から国に提出 ⇒ 交付決定⇒

の経済対策と矛盾してしまいます。

組合員・職員の団結をひろげ、公共業務労働者の賃金改善へ

自治労連埼玉の要求９項目のポイント紹介
１．国の補助事業でも、労働条件変
更は労使協議・労使合意のもとに
実施してください。
２．ケア労働者処遇改善の効果、財
源保障の仕組みなど、事業の理解
を一致させ、積算した補助金総額
を早急に開示してください。
３．事業対象施設の従事者は、公務

か民間か、正規か非正規か、フル
かパートかにかかわらず全員を対
象に、公正・客観性ある改善を行っ
てください。
４．本事業により不公平・格差が生
じぬよう、同職種で任用されてい
る、対象外施設勤務の同職種の者
も独自に改善を行ってください。

５．閣議決定では賃上げによる「成
長と分配の好循環」を目的に掲げ
ており、全労働者の賃上げ・経済
再生に貢献してください。
６．コロナ対応もあり、国が示した
日程では無理です。民間事業者へ
の周知・申請援助のためにも申請
期間の延長を国に求めてください。
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先進国で実質賃下げは日本だけ これでは経済に元気がなくなる
ケア労働者の処遇改善事業の背景には、
閣議決定「コロナ克服・新時代開拓のため
の経済対策」（2021年11月19日）があります。
国は、具体施策として「看護、介護、保
育、幼児教育などの現場で働く方々の収入
の引上げ３％9,000円を先駆けて実施し」そ
れをすべての労働者の賃上げ春闘に波及さ
せるとしています。
したがって、実施しない、又は不十分な
実施に止める自治体があれば「経済再生に
対する怠慢」でしかありません。
国も交付申請の期間を短くして申請し辛
い環境を改善しなければ、単なる「賃上げ
はポーズだけ」「内需拡大への転換は恰好
だけ」の批判をまぬがれません。
地方公務員法では「生計費」への配

公務員賃上げ抑制の悪循環打開へ

慮が明記されています。➊自治体での

民間賃上げ9,000円は内部留保の1.８％で可能

独自の改善要求運動が欠かせません。

右上の図は20年間の名目賃金の推移です。先進

それは制度・権利として保障されてい

７か国の中で日本だけがマイナスです。日本の企

ます。さらに、➋民間春闘での賃上げ、

業はリストラ・コスト削

➌最低賃金や公契約賃金の引上げへの

減・低賃金で利益を拡大

労働組合運動が労働者の暮らし向上と

してきました。国民の消

コロナ禍で二重苦の日本経済再生への

費の拡大による経済成長

近道になります。

を放棄してきました。

財源を大企業内部留保に求めるのが

私たちは「日本だけ賃

本道です。４６６兆円（20年度）もた

下げ」脱出のチャンスと

め込まれ、1.８％を賃上げに回すだけ

して今回のケア労働者賃

で日本

金改善にとりくみます。

の全労

左表は、1990年代中期

働者の

から、公務員の賃上げが

9,000

人事院勧告と国準拠に依

円超の

存し、それが賃上げ抑制

賃上げ

の悪循環におちいってい

が可能

たことを示しています。

です。

埼玉の仲間

すべての労働者の賃上げによる経済再生こそ本道
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