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条例の目的 

東京都北区公契約条例（以下、「条例」という。）は、東京都北区における公

契約に関し、基本的な方針、特定労働者等に対する賃金等の支払に関する事項

等を定め、公共工事等の入札、契約等の適正化及びその業務に従事する労働者

等の適正な労働環境の整備を推進、公契約の適正な履行及び公共工事等の品質

の確保を図り、地域経済の活性化及び区民の福祉の増進に寄与することを目的

としています。 

 

条例の基本方針 

北区における公契約に係る基本的な方針は、次のとおりです。 

 (１) 公契約の適正な履行により、良質な区民サービスを確保すること。 

 (２) 労働者等の適正な労働条件の確保及び安全な労働環境の整備を図ること。 

 (３) 区内の事業者の受注の機会を確保し、その育成を図ること。 

 (４) 公契約に係る手続きの透明性を確保し、公正な競争を促進すること。 

 (５) 談合その他の不正行為の排除を徹底すること。 
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条例制定の経緯 

北区は、以前より公契約条例の制定について、労働条件の整備による公契約の 

質の確保などの条例の意義を踏まえ、先行自治体の情報収集に努め、庁内検討を

進めてきました。 

一定の調査検討の成果が得られたこと、令和２年第４回定例会において「北区 

における（仮称）公契約条例の制定に関する陳情」が全会一致で採択されたこと

等を踏まえ、令和３年７月に庁内に北区公契約条例検討会を設置し、条例制定に

向けた具体的検討を開始しました。 

 条例の制定にあたっては、検討会等における成果に加え、関係する団体等のヒ 

アリング、意見交換会等を行い、意見聴取に努め、令和 3 年 12 月にパブリッ 

クコメントを実施し、これらで寄せられたご意見を踏まえ条例として制定いた 

しました。 

   

本手引きについて 

本手引きは、条例の制定に伴い、区民や事業者のみなさま向けに条例の趣旨、 

遵守すべき事項及び必要な手続を分かりやすく解説するために作成しました。 

なお、より分かりやすいものとなるよう、必要に応じて順次改訂してまいりま 

す。 
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用語の定義 

No 用語 定義 詳細 

1 公契約 区が事業者と締結する契約（指定管理協定含む）  

2 受注者 区と公契約を締結する者  

3 特定公契約 公契約のうち、一定の条件に該当するもの  P4 

4 特定受注者 区と特定公契約を締結する者 P5～11 

5 特定受注関係者 

以下の①～②のいずれかに該当するもの 

①区以外の者から特定公契約に係る業務の一部を請負、又

は受託する者 

②労働者派遣事業として、特定受注者や特定受注関係者に

労働者を派遣する者 

P5～11 

6 特定労働者等 特定公契約に従事する労働者等で、一定条件で該当する方 P12 

7 
特定労働者等 

の申出 

特定労働者等は、賃金等が労働報酬下限額を下回る場合等

は、特定受注者等に申出ができます。 
P13 

8 賃金等 

特定公契約に係る労務の対価で以下の①～②のいずれかに 

該当するもの 

①特定労働者等が、雇用者より得る賃金 

②特定労働者等が、当該請負契約または業務委託契約によ

り得る収入（消費税及び地方消費税に相当する額を除く） 

 

9 
東京都北区 

公契約審議会 

労働報酬下限額の設定その他公契約に関して必要な事項を

調査審議するため、区長の附属機関として設置されます。

審議会委員は、区長が委嘱する事業者団体関係者、労働者

団体関係者及び学識経験者で構成されます。 

 

10 労働報酬下限額 

特定受注者及び特定受注関係者は、特定労働者等（最低賃

金法第 7 条に規定する労働者を除く）に対し、労働報酬下

限額以上の賃金等を支払わなければなりません。 

P14 
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特定公契約とは 

令和 5 年 7 月 1 日以降に締結する公契約のうち、契約方法（入札、随意契

約）に関わらず、以下の①～③のいずれかに該当する公契約です。 

 

①区が発注する予定価格が 9,000 万円以上の「工事又は製造の請負契約」 

 

②区が発注する予定価格が 2,000 万円以上の「工事及び製造以外の請負契

約」及び「業務委託契約（設計委託、測量委託、地質調査委託等含む）」 

 

③区長が認めた年間の管理経費が 2,000 万円以上の指定管理協定 

※区長が認めた年間の管理経費：指定管理料ではなく、予め区が設定した管理経費 

 

【注意】 

※受注者が国及び地方公共団体等の場合は特定公契約対象外となります。 

※予定価格は消費税及び地方消費税相当額を含む金額です。上記の①または②は、契

約金額（変更契約金額含む）に関わらず、予定価格で特定公契約に該当するか否か

が判定されます。また、単価契約も対象となります。 

 なお、特定公契約に該当する契約は、発注予定表、公募時等に特定公契約である旨

を明示いたします。事業者は特定公契約であることを確認したうえで、入札・公募

等に参加することになります。 
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特定受注者、特定受注関係者の義務 

特定受注者または特定受注関係者は、以下のことを遵守する必要がありま

す。 

 

 
対象者 

特定受注者 特定受注関係者 

（1）特定労働者等に対する労働報酬下限額

以上の賃金等支払 
◎ ◎ 

（2）特定受注者による特定受注関係者に対

する是正措置 
◎  

（3）継続雇用 ○  

（4）特定労働者等へ労働報酬下限額等の周知 ◎  

◎・・・義務 ○・・・努力義務 

詳細は各項目をご覧ください。 

 

※特定受注者または特定受注関係者が義務を履行しない場合、区は契約解除を

含めた対応をとることができます。 
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（1）特定労働者等に対する労働報酬下限額以上の賃金等支払 

特定受注者や特定受注関係者は、特定労働者等（最低賃金法第 7 条に規

定する労働者を除く）に対し、労働報酬下限額以上の賃金等の支払いをす

ることが義務付けられます。 

   特定受注者や特定受注関係者が特定労働者等に支払う賃金等（雇用者か

らの賃金、一人親方等の場合は請負契約等における消費税及び地方消費税

に相当する額を除いた請負代金等）を 1 時間当たりに換算した額が、労働

報酬下限額以上となっている必要があります。 

※賃金等は、税金や社会保険料等を控除する前のものであり、手取りとは異なります。 

 

（2）特定受注者による特定受注関係者に対する是正措置 

特定受注者は、特定受注関係者が特定労働者等（最低賃金法第 7 条に規

定する労働者を除く）に対して、賃金等が支払わない場合又は労働報酬下

限額を下回る賃金等を支払っている場合は、労働報酬下限額以上の賃金等

の支払いをするように、指導や注意喚起等の是正措置を講じる必要があり

ます。 

また、特定受注者は、特定公契約の履行に当たって特定受注関係者と契

約を締結する場合は、特定受注関係者に条例の趣旨等の周知をお願いいた

します。周知にあたっては、参考様式①～②（P15～16）を参考または活

用し、特定受注関係者から理解を得ていただくようお願いいたします。 

 

（3）継続雇用 

継続性のある業務に係る特定受注者は、特定公契約の締結前から当該業

務に従事しており、継続して雇用されることを希望する労働者等を、特段
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の事情がない限り、継続雇用するように努めなければなりません。 

（4）特定労働者へ労働報酬下限額等の周知 

特定受注者は、以下の事項を特定労働者等の見やすい場所に掲示する

か、書面で交付しなければなりません。 

① 公契約条例が適用される特定労働者等の範囲 

② 労働報酬下限額 

③ 特定労働者等が、「特定労働者等の申出」をする場合の連絡先 

④ 特定受注者及び特定受注関係者は、「特定労働者等の申出」を行った

ことを理由に、解雇や請負契約の解除その他不利益な取扱いを行って

はならないこと。 

参考様式③（P17）を参考または活用し、周知を徹底してください。 
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特定受注者、特定受注関係者が義務を履行しない場合 

特定受注者や特定受注関係者が、条例の義務の履行を確認できない場合や

「特定労働者等の申出」があった場合、区は必要に応じて以下の対応を検討し

ます。 

 

 
対象者 

対応の流れ 
特定受注者 特定受注関係者 

（1）報告の徴収や必要資料の提出 ○ ○ ●区は必要に応じて

労働条件等の調査を

行います。 （2）事業所等へ立入調査 ○ ○ 

（3）是正措置 ○  
●（1）（2）の調査の

結果、必要であると

区が認めた場合 

（4）特定公契約の解除等 

損害賠償及び違約金の徴収 
○  

●（1）（2）の調査で

虚偽や拒否等があっ

た場合 

●（3）を適正に行わ

なかった場合 

（5）公表 ○ ○ 

●（4）の対象となっ

た場合 

●契約終了後に違反

が発覚した場合 

詳細は各項目をご覧ください。 

 

（1）報告の徴収や必要資料の提出 

区は必要に応じて、特定受注者や特定受注関係者に特定労働者等の労働 

条件等を示した報告や必要資料の提出を求めます。 

 

（2）事業所等へ立入調査 

区は必要に応じて、特定受注者または特定受注関係者の事業所等へ区職 

員による立入調査を行います。その際に、区職員は特定労働者等の労働条

件が分かる資料や物件を調査し、関係者に質問することができます。 
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（3）是正措置 

前記（1）（2）で違反が認められたときは、区は特定受注者に対して必要

な措置を講ずべきことを命ずることができます。特定受注者は、必要な措置

を講じて、その内容を区に報告しなければなりません。 

 

（4）特定公契約の解除等、損害賠償及び違約金の徴収 

以下に該当する場合、区は特定公契約の解除等をすることができます。 

    ・前記（1）（2）の報告、必要資料の提出や立入調査を拒否した場合や

虚偽の回答をした場合 

     ・前記（3）の必要な措置を行わなかった場合 

    ・前記（3）の必要な措置を行った内容の報告を区にしなかった場合や

虚偽の報告をした場合 

   なお、特定公契約の解除を行った場合は、区は必要に応じて損害賠償及び 

違約金を徴収することができます。この特定公契約の解除によって、区は特 

定受注者や特定受注関係者への損害賠償の責任を負いません。 

 

（5）公表 

前記（4）によって、解除等を行った場合や特定公契約の契約期間の終了 

後に特定受注者または特定受注関係者が条例に違反していたことが判明し

た場合、区はその旨を公表することができます。 
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特定受注者、特定受注関係者の手続き 

特定公契約を締結する際は、特定受注者または特定受注関係者に以下の手続

きが必要になります。 

 対象者 

特定受注者 特定受注関係者 

（1）特定受注関係者へ条例の趣旨等の周知 ○ ○ 

（2）労働条件等報告書の提出 ◎  

（3）特定公契約に関する特約への合意 ◎  

◎・・・必須の手続き ○・・・必要に応じて行っていただく手続き 

詳細は各項目をご覧ください。 

 

（1）特定受注関係者へ条例の趣旨等の周知 

特定受注者または特定受注関係者は、特定公契約の履行に当たって、特

定受注関係者と契約を締結する場合は、特定受注関係者に本契約が特定公

契約であること及び条例の趣旨、遵守すべき事項等の周知を行い、特定受

注関係者から理解を得ていただくようお願いいたします。 

周知にあたっては、参考様式①～②（P15～16）を参考または活用くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

10



（2）労働条件等報告書の提出 

   特定受注者は、特定公契約を履行する前に労働条件等報告書を区に提出

する必要があります。 

 

〇提出時期 

  通 常：特定公契約の契約書を提出する際に併せてご提出ください。 

  随 時：すでにご提出いただいた労働条件等報告書の記載内容が変更にな

る場合は、変更事由が生じた後にすみやかにご提出ください。 

  

   労働条件等報告書は、様式①（P18）をご確認ください。 

 

 

（3）特定公契約に関する特約への合意 

   特定受注者は、「東京都北区公契約条例に基づく特定公契約に関する特

約」（以下、特約）に合意したうえで、契約を締結することになります。 

特約は、契約書（正本・副本両方）に、綴じていただくことになりま

す。特約は、契約書と併せて区からご案内いたします。 

   特約については、様式②（P19～22）をご確認ください。 
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特定労働者等とは 

特定公契約に従事する労働者のうち、以下の①～③のいずれかに該当する労

働者です。 

 

①特定受注者、特定受注関係者に雇用（アルバイト、日雇い労働者等雇用形態

は問いません）され、専ら特定公契約に係る業務に従事する労働者 

②労働者派遣事業として、特定受注者又は特定受注関係者に派遣され、専ら特

定公契約に係る業務に従事する派遣労働者 

③自らが提供する労務の対価を得るために区以外の者から特定公契約に係る

業務の一部を請け負い、又は受託する者（いわゆる一人親方等） 

※上記①～③に該当する者は、区民でなくても条例で特定労働者等として扱

われます。 

 

【注意】次に掲げる者は、特定労働者等に含まれません。 

①同居親族のみを使用する事業所に使用される者及び家事使用人 

②労働基準法第 9 条に規定する労働者でない者 

 （例：ボランティア、会社役員等） 

③特定公契約に係る業務に直接従事しない者 

 （例：本社等で間接的に従事する事務員、材料の製造に従事する者等） 

④特定公契約に係る業務に従事した時間が 1 か月あたり 30 分未満の者 

※特定受注者、特定受注関係者は、雇用契約締結時等に東京都北区公契約条例の趣旨

等を労働者等に周知し、理解を得ていただくようにお願いいたします。 
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特定労働者等の申出 

特定労働者等は、賃金等が支払われない場合又は労働報酬下限額を下回る場

合は、区や特定受注者または特定受注関係者に申出ができます。 

 

 区に申し出る場合は、下記へご相談ください。 

   

北区役所 契約管財課 契約係 

  TEL：03-3908-8695 

  FAX：03-3908-1109 

 

 なお、秘密は厳守いたします。 

 ご相談いただいた内容を精査し、必要に応じて特定受注者や特定受注関係者  

への対応を検討いたします。 

 また、この申出による特定受注者または特定受注関係者からの不利益な取り 

扱いは禁止されています。 
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労働報酬下限額とは 

労働報酬下限額とは、特定受注者及び特定受注関係者が特定労働者等（最低

賃金法第 7 条に規定する労働者を除く）に対して支払わなければならない賃金

等の下限となる 1 時間当たりの額です。令和 5 年 7 月 1 日以降に締結する契

約及び指定管理協定（基本協定）から適用されます。 

労働報酬下限額は、北区公契約審議会からの答申を踏まえ、区長が年度ごと

に定め、3 月頃に告示する予定です。 

（例）令和 5 年度の労働報酬下限額は、令和 5 年 3 月頃に告示する予定です。 
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 年  月  日 

 

御中 

 

 

                            

            

 

特定公契約業務の実施について 

 

貴社から依頼された東京都北区公契約条例の特定公契約に係る業務の実施にあ

たり、東京都北区公契約条例の趣旨、弊社が遵守すべき事項等を確認しました。 

特定公契約に係る業務の実施にあたり、弊社が他社と契約を締結する場合は、東

京都北区公契約条例で定める特定公契約であること、東京都北区公契約条例の趣旨

及び当該他社が遵守すべき事項等を周知いたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

15

参考様式①



特定公契約業務の実施についての覚書 

 

甲が東京都北区から受注している東京都北区公契約条例で定める特定公契約に

係る業務を乙が実施するにあたり、乙は下記の①～②の事項について合意し、次のと

おり覚書を締結する。 

 

①甲は、乙に東京都北区公契約条例の趣旨、乙が遵守すべき事項等を周知し、乙

はそれらを確認すること。 

②本業務の実施に当たって、乙が他社と契約を締結する場合は、東京都北区公契

約条例で定める特定公契約であること、東京都北区公契約条例の趣旨及び当該

他社が遵守すべき事項等を周知すること。 

 

     年    月    日 

 

 

甲 

 

 

 

                   

 

 

乙 
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参考様式②



公契約条例のお知らせ 

あなたの業務には、「東京都北区公契約条例」における特定公契約に該当

します。「東京都北区公契約条例」に基づき、賃金等の下限額（労働報酬下

限額）が決められています。 

賃金等が、下記の労働報酬下限額より低い場合や支払われていない場合

は、北区または雇用者等に申出ることができます。なお、この申し出によ

り、雇用者が不利益な取り扱いをすることは禁止されています。 

 

適用される労働者の範囲 

①特定受注者、特定受注関係者に雇用され、特定公契約に係る業務に専ら

従事する労働者 

②労働者派遣事業として、特定受注者又は特定受注関係者に派遣され、特

定公契約に係る業務に専ら従事する派遣労働者 

③自らが提供する労務の対価を得るために区以外の者から特定公契約に係

る業務の一部を請け負い、又は受託する者（いわゆる一人親方等） 

 

あなたの労働報酬下限額 

□：          円 

  □：別紙参照 

 

申し出する場合の連絡先 

 特定受注者 

  〇           会社   TEL：            

 特定受注関係者 

  〇           会社   TEL：            

 北区 

〇北区役所 契約管財課 契約係  TEL：03-3908-8695 
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参考様式③



 
第１号様式（第５条関係） 

労働条件等報告書 

東京都北区長 殿 

 東京都北区公契約条例に基づき、契約（指定管理協定）名：                

（契約番号：     ）の履行に当たり、労働条件等に関する事項を報告します。 

 

 □以下の①～⑬の全項目を既に満たしていることを確認しました。 

 □改善事項に記載した項目は、現在は実施できておりません。そのため、改善対応欄のとお

り改善に向けての対応を行います。 

 

  年  月  日 

住所 又は 所在地 

商号 又は 名称 

代表者名又は氏名 

 

①労働者に対し、雇用契約書等により、労働基準法に定める労働条件等（労働時間、賃金等）

を書面で明示している。 

②労働者に対して就業規則を周知しており、労働基準監督署に届け出ている。 

③時間外及び休日の労働に関する協定(３６協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ている。 

④労働時間は、適正に管理している。 

⑤賃金等は、決められた日に支給している。 

⑥当該年度の労働報酬下限額を確認しており、労働報酬下限額以上の賃金等を支給している。 

⑦労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿を作成し、適正に管理している。 

⑧労働者災害補償保険に適正に加入している。 

⑨雇用保険に適正に加入している。 

⑩健康保険に適正に加入している。 

⑪厚生年金に適正に加入している。 

⑫常時使用する労働者に、1 年に 1 回以上、健康診断を実施している。 

⑬下請業者等に本契約が特定公契約であること及び東京都北区公契約条例の趣旨、遵守すべき

事項等を周知している（下請等を行う場合に限る。）。 

 

改善事項 

項目 改善対応 
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様式①



19

様式②工事、請負契約及び業務委託契約用



20

様式②工事、請負契約及び業務委託契約用



21

様式②工事、請負契約及び業務委託契約用



22

様式②工事、請負契約及び業務委託契約用



23



24



25



26



27



28



29
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第１号様式（第５条関係） 

労働条件等報告書 

東京都北区長 殿 

 東京都北区公契約条例に基づき、契約（指定管理協定）名：                

（契約番号：     ）の履行に当たり、労働条件等に関する事項を報告します。 

 

 □以下の①～⑬の全項目を既に満たしていることを確認しました。 

 □改善事項に記載した項目は、現在は実施できておりません。そのため、改善対応欄のとお

り改善に向けての対応を行います。 

 

  年  月  日 

住所 又は 所在地 

商号 又は 名称 

代表者名又は氏名 

 

①労働者に対し、雇用契約書等により、労働基準法に定める労働条件等（労働時間、賃金等）

を書面で明示している。 

②労働者に対して就業規則を周知しており、労働基準監督署に届け出ている。 

③時間外及び休日の労働に関する協定(３６協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ている。 

④労働時間は、適正に管理している。 

⑤賃金等は、決められた日に支給している。 

⑥当該年度の労働報酬下限額を確認しており、労働報酬下限額以上の賃金等を支給している。 

⑦労働者名簿、賃金台帳及び出勤簿を作成し、適正に管理している。 

⑧労働者災害補償保険に適正に加入している。 

⑨雇用保険に適正に加入している。 

⑩健康保険に適正に加入している。 

⑪厚生年金に適正に加入している。 

⑫常時使用する労働者に、1 年に 1 回以上、健康診断を実施している。 

⑬下請業者等に本契約が特定公契約であること及び東京都北区公契約条例の趣旨、遵守すべき

事項等を周知している（下請等を行う場合に限る。）。 

 

改善事項 

項目 改善対応 
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第２号様式（第６条関係） 

（表） 

身 分 証 明 書 

 

職 名 

氏 名 

生年月日 

 

上記の者は、東京都北区公契約条例第 1３条第１項に規定する行為を行う権限を有する者

であることを証明します。 

発行年月日   年  月  日 

有 効 期 限  年  月  日 

                      東京都北区長       印 

 

 

（裏） 

 

東京都北区公契約条例（抜粋） 

 

（報告の徴収等及び立入調査） 

第 1３条 区長は、第１１条の規定による申出があったとき、又はこの条例に定める事項の

遵守の状況を確認するため必要があると認めるときは、特定受注者若しくは特定受注関係

者に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に特定受注者若しくは特定

受注関係者の事業所等へ立ち入り、特定労働者等の労働条件が分かる書類その他の物件を

調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 

 

 

写真 
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