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『平成 30 年度 第２回千葉地方労働審議会』  
日時   平成 31 年３月 12 日 (火 ) 14：00～  
場所   三井ガーデンホテル千葉 ３階「飛鳥」  
 
 
１ .開会  
○司会（山本） 皆様、大変お待たせいたしました。定刻となりましたので、

ただいまから『平成 30 年度第２回千葉地方労働審議会』を開会いたします。私

は千葉労働局雇用環境・均等室監理官の山本と申します。議事に入るまでの間、

司会進行を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

資料につきましては、机上に配付させていただきました。確認の上、配付させ

ていただいておりますが、資料に不足等がございましたら、説明の途中でも挙

手でお知らせいただければ、事務局からお届け申し上げます。  
 それでは早速、「次第」に基づきまして進行させていただきます。「次第」の

２、開会に当たりまして、高橋千葉労働局長からごあいさつ申し上げます。  
 
２ .局長あいさつ  
○高橋局長 失礼いたします。労働局長の高橋でございます。委員の皆様方に

は、大変お世話になっております。また、本日はお忙しいところお運びいただ

きまして、まことにありがとうございます。  
 さて、これから「働き方改革」が、いよいよ関連規定も含めまして、順次施

行されるという段階を迎えております。このため、本日の議題でございますが、

今年度の行政運営の状況でございますとか、来年度の行政運営方針等々となっ

ておりますが、このうち来年度の行政運営方針につきましては、とりわけ「働

き方改革」を全面に押し出した内容となっております。また、すべての方々が

活躍できる職場環境づくりということも、二つ目の大きな課題として取り上げ

させていただいているところでございます。  
また今回、行政運営方針が、本日の御議論の中心になると思っておりますけ

れども、その中で、今回は一つの試みといたしまして、従来よりもボリューム

をグッと絞り込みまして、言いたいことが端的にわかるような分量と内容に改

める工夫をさせていただいております。  
 先生方からごらんいただきますと、まだまだ道半ばという感じかなと思われ

るかもしれませんが、とりあえず今回は分量も、表現も内部通達のような語句

あるいは言い回し、内輪の専門用語などは、なるべく平易な言葉に改めまして、

また、どうしても使わないといけない専門用語につきましては番号を振りまし
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て、後ろに用語集のようなものをつくらせていただいております。内容を見ま

すと、まだまだ用語集も説明ぶりを充実させないとと思っている次第でござい

ますが、まずは第一歩ということで、このような形で提出させていただきまし

た。  
それではこのあと、早速、資料の説明等をさせていただきますけれども、時

間の許す限り、忌憚のない御意見をお願い申し上げまして、私からのごあいさ

つとさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。  
 
３ .委員紹介  
○司会（山本） 続きまして「次第」の３、「委員紹介」でございますが、机上

に配付させていただきました出席者名簿・座席表により紹介にかえさせていた

だきますので、御理解、御了承いただきますようお願い申し上げます。  
 続きまして「次第」の４、「議題」となりますので、千葉地方労働審議会運営

規程第４条第１項に基づきまして、会長は会議の議長となり、議事を整理する

とされております。ですので、小椰会長のほうに議事をお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い申し上げます。  
 
４ .議題  
○小椰会長 はい、かしこまりました。それでは、これから私が司会として議

事を進めさせていただきます。本日は皆さん、本当に年度末のお忙しいところ

お集まりいただきまして、ありがとうございます。  
今日は、先ほども高橋局長が私の言いたいことも全て言っていただきました

ので、私からは簡単にご挨拶させていただくということで、議事に入らしてい

ただきたいと思います。いつも皆さん全員の意見がなかなか聞けませんので、

今日はなるべく時間を取る形で、皆様全員の御意見を行政運営に生かしていた

だければなと思っておりますので、活発な御意見、そして御質問をお願いでき

ればなと思っております。  
それでは早速、時間がむだにならないように始めていきたいと思います。で

は始めに、本日の委員の出席状況等については、事務局から御報告をお願いし

たいと思います。  
 
○司会（山本） はい、事務局から御報告いたします。本日の出席委員は、定

数 18 名のうち 16 名の委員に御出席いただいておりますので、本審議会は有効

に成立しておりますことを御報告申し上げます。  
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○小椰会長 はい、ありがとうございました。それでは、これから議題に入り

ますが、議題に入る前に、千葉地方労働審議会運営規程第６条第１項に基づき、

議事録署名人の指名を行いたいと思います。労働者代表委員から林田委員、お

願いいたします。使用者代表委員からは岩山委員にお願いしたいと思います。

両委員、どうぞよろしくお願いいたします。  
 それでは始めに、議題４の（１）と（２）ですね。「平成 30 年度労働行政の

運営状況について」と、「平成 31 年度千葉労働局行政運営方針（案）について」、

石川総務部長から一括して御説明をいただきたいと思います。なお、委員から

の御質問等は説明がすべて終わったあと、審議の時間にお受けしますので、そ

の点御了承いただきたいと思います。それでは総務部長、よろしくお願いいた

します。  
 
○石川部長 総務部長の石川でございます。本日は、どうぞよろしくお願い申

し上げます。大変恐縮ではございますけれども、着席にて御説明を申し上げた

いと思います。どうぞよろしくお願いします。  
 昨年の 12 月来、平成 31 年度に向けまして千葉労働局の行政運営方針の（案）

につきまして、局内で検討を重ねてまいりました。本日は、委員の皆様方に 31
年度の運営方針の（案）について御提案申し上げまして、さまざまな御意見・

御指摘をちょうだいできればなと思っております。なお、平成 30 年度の労働

行政の運営状況につきましては時間の都合等もあり、大変恐縮ではございます

けれども、お手元に「運営状況等一覧」というものをお配りしております。１

月末までの実績を入れた一覧になりますので、それの配付をもって説明にかえ

させていただければなと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  
それでは、平成 31 年度の労働行政運営方針の（案）の説明に入っていきたい

と思います。お手元に横長のパワポの資料を御用意いたしておりますので、そ

れに沿って御説明を申し上げたいと思います。  
 最初に１ページ目ですけれども、平成 31 年度につきましても、前年度に引

き続きまして、「すべての人が安心、安全、安定して働ける社会（ちば）をめざ

して」とのスローガンのもとに、労働局、監督署、ハローワークの職員一人一

人が一丸となりまして、諸々の行政課題の解決を目指して取り組むこととして

おります。  
 １枚おめくりいただきまして、２ページ目でございます。行政運営方針（案）

につきましては、前年度と同様に最重点施策として二つの大きな柱、第１に「働

き方改革の推進」、第２に「人材確保支援や多様な人材の活躍推進」を掲げまし

て、これに対応する諸施策という形で整理をいたしたところでございます。行
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政運営方針策定の前提となります現状認識につきましては、別で配付しており

ます「行政運営方針（案）」の本体の中の１ページ目から５ページ目に記載させ

ていただいておりますけれども、これも大変恐縮でございますが、時間の都合

もございますので省略とさせていただくことを御了承いただければなと存じま

す。  
 それでは、施策ごとの説明に入ってまいりたいと思います。もう１枚おめく

りいただきまして、４ページ目でございます。最重点の一つ目、「働き方改革の

推進」について、まず「長時間労働の抑制及び基本的労働条件の確保・改善対

策」についてでございます。一つ目の○にございますとおり、労働時間法制の

見直しへの対応につきましては、罰則付きの時間外労働の上限規制等を内容と

する「改正労働基準法」等が、４月１日から順次施行されるところでございま

すけれども、中小企業への上限規制の適用は、来年の４月からとなります。な

ので、平成 31 年度も引き続きまして説明会や訪問支援などを実施いたしまし

て、法制度の周知を図ってまいりたいと思います。  
 二つ目の○でございます。過重労働による健康障害防止の徹底についてでご

ざいます。引き続き月 80 時間を超える時間外労働が懸念され、過重労働が行

われているおそれのある事業場に対する監督指導を徹底してまいります。中ほ

どにある棒グラフをごらんいただければわかると思うのですけれども、今年度

１月末現在で 960 の事業場に対しまして指導に入ったところでございますけれ

ども、７割の事業場で何らかの法違反が確認されたところでございます。  
 このほか、11 月の過労死等防止啓発月間にはシンポジウムを開催するなど、

周知・啓発にも取り組んでまいります。また、外国人労働者の増加が見込まれ

ることから、外国語で対応できる相談コーナーの増設などにより、県内労働者

の過労死等の防止、労働条件の確保・改善を図ってまいります。  
 ５ページ目をごらんください。下のページです。ここで公労使会議の宣言に

ついて、ちょっと御紹介をしたいと思います。労働時間法制の４月１日の施行

を目前に控えまして、公労使が一丸となって働き方改革関連法の遵守に取り組

んで、働き方改革の気運の醸成を図るために、「ちばの魅力ある職場づくり公労

使会議」といたしまして、『一人ひとりの時間と健康・安全を大切にする千葉県

2019』宣言について、３月１日に記者発表をしたところでございます。今後に

つきましても、オール千葉体制で働き方改革の推進に取り組んでまいりたいと

思います。  
 ページをおめくりいただきまして、次、６ページ目でございます。次は「年

次有給休暇の取得促進」についてでございます。年次有給休暇の取得促進は、

長時間労働を前提としたこれまでの職場慣行を変えることが必要になってまい
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ります。左上の枠内をごらんいただきますと、まず夏の間は朝早くから働き始

めて、夕方には家族と過ごすような「ゆう活」であるとか、終業から始業まで

の間に一定時間の休息を設定する「勤務間インターバル制度」の普及を促進す

るとともに、年次有給休暇の取得促進のための、時季に応じた集中的な働きか

けを行ってまいります。  
年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得促進とともに、労働基

準法の改正により創設された「時季指定義務」もカバーする効果があります。

また、取引において時間外労働につながる短納期発注であるとか、発注内容の

頻繁な変更を行えないように配慮することが、働き方改革関連法においても「努

力義務」とされたところでございます。社会全体として取り組むべき課題であ

るということをしっかり周知・啓発に取り組んでまいります。  
 続きまして７ページ目、下のページでございます。次は、「働き方改革推進支

援センター」についてです。働き方改革に向けまして、特に中小企業・小規模

事業者の方々が抱えるさまざまな課題に対応するためのワンストップ相談窓口

であります「働き方改革推進支援センター」につきまして、これを 31 年度も引

き続き開設をしてまいります。  
 ７ページの上の枠をごらんいただきますと、31 年度につきましては専門家の

派遣を本省で一括契約いたしまして、各地域のセンターが連携して企業に対す

る支援を行ってまいります。  
 １枚おめくりいただきまして、８ページ目でございます。次は、「第 13 次労

働災害防止計画の取組」について御説明申し上げます。グラフにもありますと

おり、平成 30 年（2018 年）の労働災害の発生状況を見てみますと、死亡者数

は 28 人と、過去最少でありました平成 23 年（2011 年）の 33 人を大きく下回

ることとなりました。一方、休業４日以上の死傷者数につきましては、２月末

現在の速報値でございますけれども、5,368 人となりまして、前年同月比で 458
人、9.3％の大幅増となっております。  

31 年度につきましては、ただいま申し上げました労働災害の発生状況を踏ま

えまして、個別指導はもとより、労働災害多発事業場に対する集団指導である

とか、安全パトロールの実施、建設工事発注機関連絡会議の開催、また産業安

全衛生大会の開催等を通じまして周知・啓発に取り組むとともに、業種別であ

るとか事故の型別の状況にも着目した対策を講じてまいります。  
 下のページ、９ページ目でございます。次は、「ハラスメント対策」について

でございます。均等法関係の相談におきましては、依然としてセクハラが最も

多くなっておりまして、個別紛争関係でも、いじめ、嫌がらせ、パワーハラス

メントの相談が多くなっている状況です。31 年度につきましては、左側に①と
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ありますけれども、まず 12 月を「ハラスメント撲滅月間」として設定するとと

もに、30 年度に引き続きまして、ハラスメント特別相談窓口を設置するなど、

相談対応であるとか説明会の開催等を予定しております。  
また、②にありますとおり、パワハラに関しましては、「パワーハラスメント

対策導入マニュアル」の普及を図ってまいります。職場におけるハラスメント

は、労働者の尊厳を傷つけ、働く人の能力発揮の妨げにもなることから、予防・

解決に向けた取組を積極的に推進してまいります。なお、本省におきましては、

今国会にパワーハラスメントの法制化について法案を提出する予定と聞いてい

るところでございます。  
 続きまして、１枚おめくりいただきまして 10 ページ目でございます。次は、

「治療と仕事の両立支援」についてです。がん患者等に対する就職支援につき

ましては、上段枠内にありますとおり、ハローワーク千葉と松戸を拠点に、が

ん診療連携拠点病院と連携した就職支援を展開しているところでございます。

右下の枠内をごらんいただきますと、12 月末までに新規支援対象者 77 人に対

しまして、就職件数 37 件、就職率は 48.1％となっております。  
 左下の枠内にありますけれども、出張相談につきましても、29 年度の国立千

葉医療センターと国立がん研究センター東病院の２か所に加えまして、昨年８

月から新たに千葉県がんセンターが連携拠点病院に加わって、計３か所で相談

体制を整えたところでございます。31 年度も引き続き各拠点病院と連携いたし

まして、新規対象者数の増加を図りますとともに、千葉県とも情報共有を図り

ながら、長期療養者のニーズを踏まえた就職支援を行ってまいります。下のペ

ージ 11 ページに、参考までに周知用リーフレットを添付させていただきまし

た。  
 次に、もう１枚おめくりいただきまして、12 ページ目でございます。「治療

と仕事の両立支援」につきましては、県を初めとした自治体、労働局、関係団

体等がネットワークを構築し構成しております千葉県地域両立支援推進チーム

におきまして、連携を図りながら取組を推進することとしており、導入セミナ

ーの開催を通じた啓発とともに、両立支援のためのガイドラインであるとか、

企業と医療機関の連携マニュアル、こういったものの周知・啓発に取り組んで

まいります。  
 下のページ、13 ページ目でございます。働き方改革の二つ目の柱であります

「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」についてでございます。同一企業

内の正規労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差、これの解消を

目的としたパート・有期雇用労働法であるとか、改正派遣法の周知。これとと

もに、どのような待遇が不合理か、不合理でないか、こういったものを示しま
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した「同一労働同一賃金ガイドライン」、これの積極的な周知に取り組んでまい

ります。  
就業規則や賃金規定の見直しのためには労使での話合いが不可欠でございま

す。また、手当等の改善には原資など、考慮・検討しなければならないことが

多くあると思います。自社の状況が法の内容に沿ったものか、社内制度の点検

を行うための手順書の普及、これを図るとともに、非正規雇用労働者が多い業

種につきましては、業種別マニュアルの活用促進に取り組み、来年４月の施行

に向けた環境整備に取り組んでまいります。  
 １枚おめくりいただきまして、14 ページ目でございます。次が働き方改革の

三つ目の柱でございます、「生産性向上に向けた支援と最低賃金制度の適切な

運営」についてでございます。  
まず「生産性向上に向けた支援」として、30 年度に引き続きまして 31 年度

も、左側の枠内にございます「時間外労働等改善助成金」制度が、31 年度にお

きましても設定される見込みでございます。生産性の向上を図り、時間外労働

の縮減や勤務間インターバルの導入を行う中小事業主に対しまして助成を行う

もので、例えば勤務間インターバル制度を導入するために、新たに機械である

とか設備を導入して生産性を向上させたいという場合に、この助成金が活用で

きます。引き続き積極的な活用促進に努めてまいります。  
 下のページ、次は「最低賃金制度の適切な運営」についてでございます。二

つ目の○にございますとおり、千葉県の最低賃金額につきましては、ポスター・

リーフレットの配布、地方公共団体や経済団体等の広報誌への掲載、また千葉

労働局のホームページなどによる周知・広報はもちろん、ハローワークで受理

する求人につきましても、賃金額のチェックを行いまして、改正後の最低賃金

が遵守されるよう指導を徹底しているところでございます。監督署におきまし

ても、事業場に対する監督指導や周知を積極的に展開しており、引き続き局を

あげて最低賃金の履行確保を進めてまいります。  
また、三つ目の○にございますとおり、生産性向上のための設備投資等を行

って、事業場内最低賃金を 30 円以上引き上げた場合に、その設備投資経費の

一部を助成する「業務改善助成金制度」の活用に向けた周知にも取り組んでま

いります。  
 １枚おめくりいただきまして、16 ページ目でございます。次は、最重点の二

つ目です。「人材確保支援や多様な人材の活躍促進」についてでございます。ま

ず「人材確保支援の総合的な推進」です。ここでは 17 ページにあります「人材

不足分野におけるマッチング支援強化」について御説明を申し上げます。人材

不足が顕著な職種を対象として、人材確保支援を専門的に行うために設置して
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おります県内４か所のハローワーク──ハローワーク千葉・松戸・船橋・成田、

この「人材サービスコーナー」を中心に求職者の掘り起こし、各業界団体等と

連携した企業説明会やセミナー等のイベント、または事業所への雇用管理改善

指導を展開していくほか、介護労働安定センター等と連携いたしまして、事業

者向けの研修であるとか、雇用管理改善の助言・指導を行ってまいります。  
 １枚おめくりいただきまして、18 ページ目でございます。「非正規雇用労働

者の正社員転換・待遇改善の推進」についてでございます。これにつきまして

は、平成 28 年３月に策定いたしました「千葉県正社員転換・待遇改善実現地域

プラン」に基づきまして、各種助成制度の活用を促しながら非正規雇用労働者

の正社員転換、待遇改善に着実に取り組んでまいります。  
 下のページ、19 ページでございますけれども、ここには政府広報の一環とい

たしまして、若者の就職活動を支援する専門のハローワークといたしまして、

「まつど新卒応援ハローワーク」と「柏わかものハローワーク」がインターネ

ットテレビに取り上げられておりますので、御紹介だけさせていただきます。  
 続きまして、１枚おめくりいただきまして 20 ページ目でございます。次は

「ユースエール認定制度」についてでございます。若者の採用・育成に積極的

で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を若者雇用促進法に基づきま

して、厚生労働大臣が認定する制度でございます。下の枠内をごらんいただき

ますと、30 年度に新たに５社認定しております。★がついた所でございます。

５社認定しておりまして、ユースエール認定企業は全国で３位に当たります 21
社となっております。31 年度も引き続き、ユースエール認定企業の拡大に向け

まして個別企業の訪問等により、周知・徹底を図ってまいります。  
 続きまして、21 ページ目でございます。二つ目の柱、「多様な人材の活躍促

進等」についてでございます。まず「女性の活躍推進」につきましては、女性

活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定が義務づけられております

301 人以上企業について、策定届出の履行確保を図りますとともに、策定され

た行動計画が着実に履行されているか、実効性の確保を図ってまいります。ま

た、下の枠内にございますけれども、女性の活躍推進に取り組む企業に対する

「えるぼし」認定については、現在 16 社となっております。  
 また、22 ページ目をごらんいただきますと、子育てサポート企業の認定であ

る「くるみん認定」の取得企業は 60 社、「プラチナくるみん」の認定は 11 社

と、着実に増加しているところでございます。31 年度も引き続きまして、女性

が活躍している企業の支援に積極的に取り組んでまいります。  
 続きまして、23 ページ目でございます。「女性のライフステージに対応した

就職支援」についてでございます。ここでは、母子家庭の母等への支援につい
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て御説明を申し上げます。１枚おめくりいただきまして、24 ページ目でござい

ます。母子家庭の母等への支援策として、児童扶養手当受給者の現況届けの手

続時に合わせまして、ハローワークの職員が市役所等へ出向いて就労支援を行

う「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」につきまして、

31 年度も引き続き実施することといたしまして、取組自治体の拡充を図ります

とともに、その一層の周知に取り組んでまいります。  
 25 ページでございます。続きましては、「子育て女性等の就職支援」につい

てでございます。マザーズハローワーク千葉や県内六つのハローワークに設置

しております「マザーズコーナー」におきまして、子育て中の女性等を対象に、

個々の求職者の状況に応じたきめ細やかな職業相談・職業紹介を行っており、

高い就職率で推移しているところでございます。引き続き利用者のニーズに即

した、きめ細やかな支援に努めてまいります。  
 １枚おめくりいただきまして、26 ページ目でございます。次は、「障害者の

活躍促進」についてです。昨年の４月から障害者の法定雇用率が引き上げられ、

これに伴いまして障害者雇用がゼロ人の企業や、新たに雇用義務が生じた障害

者雇用にノウハウを持たないような企業に対する企業向けチーム支援や、職場

実習等の受入れについて積極的に周知を図ることとしております。また、多様

な障害特性に対応した就労支援の強化のため、「精神・発達障害者雇用トータル

サポーター」をハローワークに配置いたしまして、発達障害者を含めました精

神障害者に対する支援とあわせまして、右側の写真にもありますとおり、職場

の中で精神・発達障害者を温かく見守り支援する「しごとサポーター」、これを

養成するための精神・発達障害者しごとサポーター養成講座…これを引き続き

実施してまいります。  
 下のページ、27 ページ目でございます。最後の項目になりますけれども、「高

齢者の就労支援」についてでございます。「生涯現役支援窓口」につきましては、

一番下の枠内にございますけれども、既に設置しております７か所に加えまし

て、31 年度は新たにハローワーク茂原、野田の２か所に窓口を設置いたしまし

て、高齢者向け求人の提供であるとか、求職者の多様な就業ニーズへの対応等

に取り組んでまいります。  
ちょっと駆け足になりましたけれども、以上で平成 31 年度の行政運営方針

（案）の概要について御説明をいたしました。お聞き苦しい点もあったかと思

いますので、説明が不足していた点であるとか、疑問点等、後ほど指摘や御質

問等をちょうだいできればと思います。ありがとうございました。  
 
○小椰会長 はい、どうもありがとうございました。それでは、次に議題の（３）
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ですね。平成 31 年度千葉県雇用対策協定事業計画（案）について、大谷職業安

定部長から御説明いただきたいと思います。それではお願いいたします。  
 
○大谷部長 職業安定部長の大谷です。私からは千葉県雇用対策協定事業計画

の概要（案）につきまして御報告申し上げます。31 年度の柱建てですけれども、

パワーポイントの資料 28 ページと 29 ページにございます。この中で 30 年度

と比較しまして強化したこととしましては、29 ページの３「多様な働き手の参

画」の（６）外国人人材受け入れの環境整備等。これが 30 年度のときには「留

学生の就職支援等」としていたものを、留学生も含め、よりグローバルな項目

といたしまして、私どもは監督署とハローワークの連携などを今回書き込んで

おります。  
 もう一つは、同じく３の「多様な働き方の参画」の（２）若者や就職氷河期

世代に対する就労支援。この柱建ても 30 年度からございますけれども、この

中で高校生のキャリア教育の充実に連携して取り組むといったものを書き込ん

でございます。今まで、この概要（案）につきましては事務方で詰めてまいり

ましたけれど、あす県と協議会をもちまして、最終のすり合わせを行います。

その後、双方の正式な決裁をもって正式決定とさせていただくことになってお

ります。以上です。  
 
 
○小椰会長 はい、ありがとうございました。これで説明は終わるということ

になります。手短な簡潔な説明をいただきまして、予定の時間よりも 15 分ほ

ど早く説明が終わりましたので、その分、皆さんの御意見が余計聞けるという

ことになりましょうかね。  
それでは、これから審議に入りたいと思いますので、平成 31 年度千葉労働

局行政運営方針（案）──最初に御説明いただいた、石川総務部長から御説明

いただいた方針（案）について、各委員からの御意見・御質問をお受けしたい

と思いますが、いかがでしょうか？  
 
○高柳委員 はい。丁寧な説明、ありがとうございます。私のほうからは１点

だけにさしていただきたいというふうに思います。13 ページに、「雇用形態に

関わらない…」ということで、正規・非正規の不合理ということであります。

特に、ここに「同一労働同一賃金ガイドライン」が出ていますけれども、この

同一労働同一賃金のところに該当するのが、ここに書いてあるとおり短時間と

有期雇用が対象者になると。さっきも話がありましたけれども、無期転換され
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た方々、無期フルの方はここの対象にならないということになります。  
そうした場合に、例えば今パートで働いている方々は、同一労働同一賃金に

基づいて処遇が上がっていくんですけども、今の状況のまま無期転換にされた

方々は処遇が変わらない。変わらなくてもいいという法律になるんだというふ

うに理解してますけども…。まず、ここが正しいのかどうなのかというところ

を、御回答いただきたいというところと…。  
 もしそうであるんだとすると、この無期転換ということは安定雇用というこ

とを目的にやっているはずなので、こういった人たちが仲間外れになるという

のは、非常に残念だというふうに思っています。こういったところもしっかり

と確認をしながら、この対応・対策を立てていただきたいということで、ぜひ

お願いしたいというふうに思います。私からは、以上です。  
 
○室谷室長 雇用環境・均等室の室谷でございます。今の御質問ですが、無期

フルの方がどうなのかというお話で…。確かに同一労働同一賃金のガイドライ

ンでは、パートそれから有期の方について、正社員との処遇のバランスを考え

るということになっていますので、いわゆる無期フルタイムの労働者の方は、

即対象ではないということになります。  
無期フルも安定的雇用のはずなんだけれども、おいてけぼりになってしまう

のではないかという御懸念があるということですが、確かにこの法律によって

有期雇用労働者のほうが、もしかすると無期フルの方よりも、処遇が高くなる

というケースももちろんないではないと思いますし、それについては、即法律

違反になるというわけではありません。けれども、法的観点というところとは

別に、やはり人事労務管理上の問題は残るというふうに思っております。です

ので、そこのところは企業のほうで、労使の方々とよく話し合っていただくこ

とが必要かなと思います。  
 「同一・同一」は正社員に適用されている制度を、他の雇用管理区分の社員

にどういうふうに適用していくのかということが大前提となります。正社員に

適用されている制度の利用を確認して、合理的な理由がないのであれば、そう

いう制度を有期の方、あるいはパートさんにも適用していくということになり

ます。この考え方につきましては、即法的な対象にはなりませんけれども、無

期フルの方にもこの考え方を当てはめるということは可能なはずでございます

し、「同一・同一」の制度を周知していくに当たっては、そういったことも検討

することは、もちろんお願いはしていくのかなと思っています。  
 また、労働条件の変更という部分も、もしかするとあるのかもしれないです

けれども。そもそも当事者の合意によって労働契約というのは変更できるとい
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うこともありますし、その合意なく就業規則の変更によって契約内容である労

働条件を労働者の不利益に変更することはできないというのは、今の労働契約

法にも書いてありますので…。また、「同一・同一」の周知とあわせて、そうい

ったところも含めて周知をしてまいりたいというふうに考えております。  
 
○小椰会長 よろしいですか？ はい、どうぞ。どうぞ渡部委員、お願いしま

す。  
 
○渡部委員 千葉県経営者協会の渡部でございます。まず経営者を代表して、

突破口を開かせていただきたいと思います。最初の２ページ目でまとめられて、

最重点施策ということで簡潔にまとめてあるんですけれども、これにつきまし

て経営者協会の会員からの意見が強いところを申し述べたいと思います。質問

ということじゃなくて、こういう意見が多いよということで聞いていただけれ

ばと思います。  
 まず、「長時間労働の抑制や健康で…」という一番最初の部分ですけれども、

ここで長時間労働について一番多いのは、我々も中小企業の会員さんが一番多

いものですから、中小企業の会員さんからの意見が多いのは、やはりサプライ

チェーン全体での商慣行の是正…これをまずやってほしいと。これがないと、

やっぱり中小企業はどうにもなんないんだよという意見が一番強くあります。

これについては、我々の上部団体は経団連ですので、これに意見するのはもち

ろんのことではありますけれども、厚生労働省・本庁等々のお力をお借りしな

がら、大企業の商慣行の是正については、公労使一体となって、ぜひ進めさせ

ていただきたいと思います。  
 それと、雇用形態。今、高柳委員から意見があって、そういうところもあり

ますし、まだまだちょっとはっきりわからない部分もあるんで…。その辺も、

無期の方とか非正規をよくするんじゃなくて正規を悪くしちゃうんじゃないか

とか、いろんな話もあるんで…。その辺は今後、法整備に努めていただければ

というふうに思います。  
 それと、３番目の生産性向上ということですけれども、これについて意見が

多いのは、やはり雇用ができないという大前提に立ちますと、生産性を上げる

ための機械投資がどうしても必要になると…。先ほど、14 ページのほうにも書

いてありましたけれども、その辺の設備投資に対する補助金・助成金の充実を

よろしくお願いしたいと…。これは記載のとおりであります。  
 それと、最低賃金につきましては──私も委員をやらさせていただいており

ますけれども──非常に高まるペースが速いということでの悲鳴があるんです
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が。それはそれで県の最低賃金は存在意義もあるし、それはしようがないんじ

ゃないかなとは個人的には思ってるんですが、特定最賃のあり方ですね。これ

についてはやっぱり、私も当然のことながら今後議論していきたい。ただ単に、

県最賃を上回るためでの議論というのは、「いかがでしょう」という気がしてお

りますので、この辺については、また労側の委員の方とも議論を深めていきた

いというふうに思います。  
 それと、人材のところなんですけれども。先だってハローワークの話とかの

ときに、こちらの３ページにも書いてあったんですが、ハロートレーニングを

受けた方の就職率が 83％だとここにも記載してありますけれども…。私の最初

の意識でいくと、「ハロートレーニングを積んで再就職を望むという人は、労働

力がこんなに不足してるんだから、当然 100％以上の就職率があるんじゃない

か」というのが私の先入観であって、ここで 83％という数字を見て、ちょっと

びっくりしたんですけれども…。  
その辺をちょっと御質問しますと、採用側が高齢者を嫌がるという話で、使

用者側の私が言うのも何なんですが、この辺はやっぱり雇う側も雇われる側も、

選り好みを…。ちょっと個人的な見解で恐縮なんですが、働くほうもえり好み

をしてるんじゃないかという気もするし、雇う側も「人が足らない人が足らな

い」って言ってるわりには、「60 歳じゃだめだよ」って言ってるようじゃあ、

ちょっとその意識も低いんじゃないかなという気がします。  
 ですから、設備投資して生産性を上げるのもいいでしょう、外国人を雇うの

もいいでしょう、何でもいいんでしょうけれども、やっぱり 60 歳程度は雇っ

てもらわないと、年金だってまだもらってない世代・年代ですから…。この辺

は、御指導のほうをよろしくお願いしたいと思います。  
 それと、多様な人材の中で──これも私の個人的な見解なんですが──諸悪

の根源は少子化だと思うんですね。少子化解決のために、やはり女性が働きや

すい職場環境を、そして子どもがいる世帯でも保育園の充実とかで女性が働け

る環境を…。そういうことによって、やっぱり少子化を抜本的に排除していく

ということ。「今日やって、明日なる」という話ではないんですけれども、長期

的視野で見て、これは着実に進めていただきたいというふうに思います。  
 それと、最後ですけれども。外国人については、これも経営者協会の会員の

意見なんですけれども、当初我々は、外国人がこれからいっぱい来るから、い

っぱい来たときのために言葉の問題だとか、労働法のいろはとか、その辺を簡

単に教えて、「ちゃんと日本の商慣習になじんでやんなくちゃだめだよ」ってい

うことを教えられるようにっていうような話をしたんですが…。  
まず最初に、そういう問題より、「雇えるかどうかが、非常に不安がある」と
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いう意見が非常に強かったです。非常に労働力不足で、具体名を出すと、例え

ば成田空港関連なんかはこれから機能強化を進めていくに当たって、多くの外

国人労働力が不足していきますので、そうなると家はどうするんだろう？ そ

れと、成田まで本当に外国人がいっぱい採用できるんだろうか？ もっと言う

と、銚子のほうの介護が足らないんだけど、銚子まで外国人が来てくれるんだ

ろうか？ 環境以前に、採用できるかどうかという不安が非常に多いという意

見が多かったんで…。この辺は一応申し上げておきますので、頭の中に入れて

おいていただければと思います。長くなりました。以上でございます。  
 
○小椰会長 ありがとうございます。これは御意見ということでよろしいです

か？  
 
○渡部委員 はい。  
 
○小椰会長 ありがとうございます。他にございますか？ いかがでしょう？ 

はい、お願いいたします。西形委員、よろしくお願いします。  
 
○西形委員 ８ページなんですけれども、死亡災害・死傷災害の目標があって、

18 年度は非常に死亡者数に関しましては 30％減ということで、これはトレン

ドを見ても徐々に減っていっているなというのは非常によくわかるんです。と

ころが休業４日以上の死傷災害のところが、トレンドとしてはだんだん増えて

いるなということで、これは重点施策の中にも記載はある。これは右側にも、

それぞれの業界の発生度合はわかるようになっておるのですけれども、下がっ

ているところと上がっているところの差がすごくあるなという感じもしますし。

この辺のところ、特に死傷災害のところの昨年度のレビューと言いますか、も

う少し教えていただきたいのと…。それから、特に千葉県において、これは全

国的な傾向なのか、それとも千葉県に固有の現象みたいなものがあるのか、そ

ういったところも含めてちょっと教えていただければなと思います。  
 
○中山部長 労働基準部長の中山です。まず、労働災害の件ですけれども、御

指摘がありましたように、死亡災害は過去最少ということでありますが、休業

４日以上の死傷災害につきましては、前年比９％増という状況になっておりま

す。全国的に申し上げますと、全国も死亡災害は減少していますけれども、千

葉ほど減少の幅は大きくありません。休業４日以上の災害も、全国で増加して

おりますけれども、千葉ほど大きくはありません。直近のデータですと２月末
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現在で千葉は９％増で、まだ全国が出ておりませんからわかりませんけれども、

多分全国も３～５％程度は増加していると思われますけれども、千葉ほどは増

加していないという状況にあります。  
 それで、具体的にどんな所が、事故がふえているかというところなのですけ

れども、製造業が 10.6％の増加、小売業が 11.2％の増加、社会福祉施設が 15.2％、

ビルメンテナンス業が 52.4％、ゴルフ場が 25％と、こういう増加となっており

ます。一方で、建設業は前年比 0.4％減ということで増加していませんし、むし

ろ微減のような状況で、やっぱり御指摘にありますように、だいぶ産業間で差

があります。  
 したがって、私どもが今もう既にやり始めましたし、今後も気をつけてやっ

ていかなきゃいけないのが、例えばビルメンテナンス業界とかゴルフ場のよう

に、前年比で 50％とか 25％ふえているような所につきましては、今、団体に

もアプローチしております。それで、どういうところに問題があるかというこ

とも情報交換しながら、「こういうところがありますから、気をつけてください」

というようなアプローチをしています。実際、昨年にも一度文書で要請もした

のですけれども、こういう傾向が続いておりますので、さらに踏み込んだ対応

を一つ、機動的にやろうと思っております。  
 それと、社会福祉施設では、やっぱり腰痛であったりとか、あるいはまた転

倒災害とかが、高齢化もあり、すごくふえておりますので、昨年も転倒災害と

か社会福祉施設の腰痛防止などに力を入れたのですけれども、社会福祉施設に

限らず転倒災害が増加しております。昨年たくさん増加しましたので、今年は

さらに転倒災害等に焦点を絞った問いかけをしていかなきゃいけないと思って

います。これは臨機応変に機動的に、発生状況を見ながら関係事業者団体の方

と十分相談しながら対策を進めていきたいと思っています。  
 それともう一つは、関係業界団体に入られている所は、すごく協力的で、対

策も浸透しやすいのですけれども、業界団体に入っていただけないようなアウ

トサイダー的な、一匹狼的な所に対してのアプローチを今後どうするかという

課題は残っているというところであります。  
 
○小椰会長 よろしいでしょうか？ では、他にはいかがですか？ じゃあお

願いいたします、藤原委員から。  
 
○藤原委員 千葉県教職員組合の藤原と申します。先ほど渡部委員のほうから

もありましたように、女性の働きやすい職場をというところに関係するところ

で、ハラスメントのことで二つほど御質問させてください。ハラスメントにつ
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きましては、今は何か種類も内容についても大変複雑化していて、ドラマにも

なってしまうぐらい、より社会的な関心も高くなっているのかなと思います。  
 それで、先ほどいただきました「30 年度労働行政の運営状況等一覧」を見ま

すと、事業所のセクハラとかマタハラ対策について指導事業所数、指導率を見

ますと、70％近く、80％近くある中で、１ページ目の（３）の⑤あたりですか

ね、セクハラの相談件数とか、⑥のところ、それから後ろの⑦のところの「い

じめ・嫌がらせ」を含めましたこの件数は、増えているのか減っているのかと

いうところを、一つ教えてください。  
 それから二つ目はですね、運営方針のところの９ページにあります「総合的

なハラスメント対策の推進」というところで、①「セミナー、説明会の開催」

というふうに記載されております。この内容について、もう少し詳しく教えて

いただきたいなというふうに思いました。お願いします。  
 
○室谷室長 まず、「マタハラとかセクハラの相談が増えているか」というお話

なのですけれども。まず、パワハラ系の相談から申し上げますと、高どまりと

いったような状況で、相談の中ではトップを占めるという状況でございます。

それから、あと、セクシャルハラスメント…これについても、28 年度から比べ

ると 29 年度は増えているという状況にあります。30 年度はまだちょっと途中

ですので、まだ統計的には取っていないですけれども、少し減っているのかも

しれません。ですけれども、相談件数の内訳の累計を見ますと一番多いという

状況になります。  
それから、いわゆるマタハラ問題ですけれども。それにつきましても法律が

改正になってカウントをハラスメントという形で取るようになったのが、最近

からということもありますけれども、それについての御相談も多くなっている

のかなと思っております。  
 それから、あと、今年度の 12 月のセミナー、撲滅月間で何をするのかという

お話ですね。これは、本省が「12 月は撲滅月間にする」という指示がありまし

て、じゃあそういうことをするんだなと思っているので、まだ具体的に「こう

いうことをやれ」ということは来ていないのですけれども…。その撲滅月間の

ときに、説明会の開催とか、あるいは相談窓口を設置するということは大抵行

われているので、そういうことをするのではないかなと思います。  
 あと、これから国会に法案を提出するわけで、パワハラ対策とかそういった

ことも新しく法制化になりますので、もちろん国会での御審議を待たないとそ

れがどういうものになるかもわかりませんけれども…。例えば、もしそれがど

ういう形であれ成立したような場合には、やはりその広報・周知というのをや
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っていかないといけないのかなと考えているところです。  
 
○小椰会長 よろしいですか？ はい、どうぞ。徳永委員、お願いします。  
 
○徳永委員 はい、徳永です。すいません、本業が社労士なものですから、こ

の働き方改革に当たってとても忙しくて、いろんな所で講演をさせていただい

たりとか…。今まであんまり労務管理に興味がなかったというか、強化してい

なかった会社でも、これは大変だということで、きちっとしなくちゃいけない

というようなお声がかかってきたりとか…。すごく積極的に様々な企業が──

「社労士さんに聞いて、頑張って社内をよくしなくちゃいけない」という、そ

ういう会社が──私どものお客様になっていただいたりとか、触れ合うお客様

では、そういう所が多くなってきているように感じます。  
 やはり、いい会社にするためには「くるみん」を取ったりとか、「ユースエー

ル」を取ったりとか、さまざまなものもありますし。あと、中小企業に関して

は特に、すぐ有給休暇の取らせ方、「そんなの取らせたら、会社がつぶれちゃう」

とかいう中小企業の人にどう取らせるか、そういう何か──今月も法人会でお

話させていただくんですけれども──具体的にこうしましょうとかいうお話で

…。本当に今、４月に向けてうちのスタッフすごく忙しくて、いろんな顧問先

に、「こういうことがあるのです」ということをお話して回っています。  
あと、「36 協定」も、「今まで出したことないんだけれども、どうやって書い

たらいいの？」とか、そういう質問もいただいて、労務環境をよくしようとい

うそういう傾向が、生き残るためには必要だというふうに企業が感じていると

いうのは感じております。  
 それから、今日伺いたいなと思ったのは、もうさまざま、この労働の改革が

進んでいる中で、去年は、千葉は建設業の事故に関してすごく力を入れていた

と思うんですけれども。この４月からは何に力を入れ──あれもこれもやらな

くちゃいけないとは思うんですけれども──どういう方針でやられるのかな？ 

人数がどうしても、そんなにたくさん監督する人たち…「たくさん増やしてく

ださい」って毎年お願いしていますけれども、増えていないので。どうやって

この…みんな一生懸命、「監督署が来ても、こんなにちゃんとやってるんだよっ

て言えるようにしようね」と、私たちは一生懸命しているのですけれども…。

逆に来てくれないとつまらないという所もあるので、どういうところで来て、

指導の方針などを持っているのか、わかる程度で教えていただければと思いま

す。  
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○中山部長 温かい質問、御意見ありがとうございます。今、御指摘ありまし

たけれども、私どもは今年度、一番監督で力を入れているのは、やはり長時間

労働をしているおそれがある事業場。具体的に言いますと、80 時間以上、月に

時間外労働をさせている事業場とか、過労死の請求があった事業場等につきま

しては 100％行くという目標を立てております。大体年間、ほぼ 1,000 件ぐら

い実施しているというところでありまして。４月以降も引き続き、長時間労働

の防止については努めていきたいと思います。  
 ただ、これは今年もそうなのですけれども、零細企業等もありますので、わ

かりやすく丁寧に説明するということを心がけたいと思います。今年度からは

監督指導とは別に訪問支援というのを実施していまして、法違反の指摘とかを

するわけじゃなくて、「法律の制度はこうなっていますよ、だからこういうふう

に守ってくださいね」というような、そういう支援をするということに特化し

た手法も始めております。  
 中小企業については上限規制が来年から施行されますので、今そういう丁寧

な働きかけということをやっていまして、４月以降も規模の小さい企業につき

ましては監督指導ということだけではなくて、そういう訪問支援も交じえてわ

かりやすい説明に努めていきたいというふうに思っております。  
 千葉労働局は年間、定期監督とかも含めまして、大体、年間 3,500 件程度ぐ

らいは監督に行っているのですけれども、４月以降もできる限り監督指導とか

訪問支援も確保できるように努めたいというふうに考えております。  
 
○小椰会長 よろしいですか、徳永委員は…。まだ時間がございます。他の方

はいかがでしょう？  
 
○林田委員 連合千葉の林田でございます。28～29 ページまでにかけて、多様

な働き手の参画の中で、いわゆる（２）にあります若者、それから就職氷河期

世代に対する就労支援ということが掲げられているのですけれども。特に団塊

ジュニアの方というんですかね、就職氷河期の世代に対する手当というのは非

常に重要なことだというふうに日ごろから感じているのですけれども…。  
どのぐらいの人数がいて、いわゆる引きこもりになっちゃっている人だとか

が多いと言われていまして、国もそれに対して予算をつけてということもあり

ましたけれども。例えば、全国でどのぐらいいて、千葉県でどのぐらいいらっ

しゃるということを想定して、これから取組を進めようとしているのか…とい

うことが１点と。  
 それから、（６）にあります、外国人の人材の受入れの環境整備ということで、
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ここに記載されていることは当然なことだと思うのですけれども。いわゆる受

入側の企業に対するセミナーですとか、いろいろと法律的な就労の関係ですと

か、そういったことに対しての、いわゆる企業に対しての指導と言うんですか

ね、アピールと言うのか…そういったことについてはどのように行おうとして

いるのか、お聞かせいただければというふうに思います。以上２点です。  
 
○大谷部長 それでは、私のほうから回答させていただきます。今、御指摘い

ただきました就職氷河期世代の就業状況なんですけれども、全国の数字として

はございまして。平成 29 年で、例えば 35 才～44 才のいわゆる不安定就労者

の方々というのが、29 年で 53 万人と聞きました。これは実は、それより５年

前の 24 年のときは 51 万人ということでしたので、これはちょっとふえている

のではないかと…。これは先ほど委員の御指摘がありました氷河期世代の方々

が、だんだん年齢が上になってきていることの影響といったものが、一応考え

られるのではないかというふうに聞いております。  
 実は、私も２か月ほど前に柏の「わかものハローワーク」に行きまして、そ

れでこうしたいわゆる氷河期世代の方々を含めて、今どのような状況なのかと

いうのを、ちょっとヒアリング等をしながら確認してまいったところなんです

けれども。実は、この「わかものハローワーク」というのは、例えば 45 才未満

の方で正社員経験が少ない方とか、そういった方々を個別の支援対象者として、

手厚い支援のほうをさせていただいているという状況なのですけれども…。  
 実際に、個別支援者の中で氷河期世代と呼ばれる方が占める割合というのは、

実際はそんなに高くはないそうなんです。ただし、個別に支援をいただいてい

る職員たちに聞いてまいりますと、すごく個人差があると…そんなコメントが

ありました。つまり、もう就職の経験もおありで、それで御自身でどんどん活

動できる方もおられるのですが、その一方で、例えばですけれども、親がもう

働けなくなったから、だから促されて来ましたという方とか。あるいは、ちょ

うど正社員で就職をするという、そういう学生時代にそれがかなわず、そのま

ま御本人としてはどうかなと思いながら、派遣なり、あるいはフリーターと呼

ばれる不安定就労で過ごしてこられた方とか。そういった非常に個人差がある

といった話を聞きました。  
 したがいまして、それらの支援としては、まず御本人たちの御事情に即した

丁寧な相談と、それでそれに基づく、例えば職業訓練とか、今、長期の失業者

の方の訓練等もございますので、そういったものを使っていくと…。そういっ

たことが大事ではないかと、そのように思って、これからも努めていきたいと

思っております。  
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 それから、あとは外国人の受入れの環境整備でございます。今、実は外国人

の雇用管理指針というものがございまして、この指針というのを、労働政策審

議会の中で雇用対策基本問題部会という部会があるのですけれども、そちらで

先月の 25 日に諮問されて答申されたと聞いております。これをさらに本審に

かけて、それで３月末に告示されるかと思うんですけれども。私どもの、いわ

ゆる事業所を訪問させていただいてのチェックとか、あるいは雇用管理指導の

マニュアルとかというのも、こういった指針とかをベースとしながら、これか

らいろいろと下りてくるだろうと…そんなふうに思っております。  
 先ほど御質問いただきました、29 ページの外国人人材受入れの環境整備等な

んですけれども。これは柱建てだけで、ちょっと簡略させていただいて大変恐

縮なのですけれども、先ほどちょっと口答でも申し上げましたとおり、監督署

とハローワークがしっかりと連携しながら、それぞれ必要な支援をきちんと行

っていくと…。そんなふうに、ここではうたわせていただいております。  
 特に外国人の受入れに関しましては、厚生労働省より３階建てのビルの例え

で指導を受けていました。つまり一番下の１階が在留管理があって、２階とい

うのがいわゆる労働法規をきちんと守る…そういった管理があって、それから

３階というのが職場環境を整備して働きやすい、あるいは良質な雇用といった

ものを獲得していく…。この３層構造にて行うことが大事だと、そのように指

導を受けてまいりましたので。また、もう今は３月も半ばになりましたが、こ

れからさまざまな指示が下りてくると思いますので、不足のない指導管理等を

行っていきたいと思っております。以上です。  
 
○小椰会長 よろしいですか？ 林田委員。はい、どうぞ。山本委員、お願い

します。  
 
○山本委員 先回の初回の会議をお休みさせていただきまして、まことに申し

わけありませんでした。公益の山本でございます。そのときに、もしかして言

及があったのかもしれませんが、重複になるかもしれませんけれども、その後

の経緯その他をちょっとお伺いしたいと思いまして…。１点は、国会や何かで

も問題になっています統計の…いろいろなごちゃごちゃした問題があって、そ

の後、労災保険の給付だとか、雇用保険関係の給付や何かに影響がある。その

後の進捗状況その他も含めて、今後の見通しは…。せっかくここは公労使の皆

さん方がお揃いの場面ですので、その件に関して少し教えていただきたい。も

ちろん、本省でまとめて対応されているのは承知しているんですが、その辺に

ついて教えていただきたいのと…。  
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 あと２点ありまして。もう一つは、これは自治体や国に言うほうなのでしょ

うけれども、公的セクターにおいての障害者雇用の、何て言うのですかね、適

切でない取扱いがあって、国や何かでは一斉に登用試験や何かをなさっていら

っしゃるというのは知っているのですけれども。そうされますと、恐らく民間

のほうから、国や公共団体なんかに安定就業があるとすればですね、障害者の

方が流れてしまうと…。そうすると、民間セクターで障害者雇用率を達成する

のが、どんどん役所に引き抜かれちゃうと大変なことになるんじゃないかなと

思っているので、その辺への御対応について、何か御見解があれば聞かせてい

ただきたいと…。  
 それから、これはほぼ苦情なのですけれども、高度プロフェッショナル制度

の指針も省令もまだ出てこなくて、とっても困っておりまして。我々は教科書

の改訂とかをやっている役所の、自治体の資料の改訂やなんかをやっていて、

いつ出るのかというのは恐らくおっしゃれないと思いますので、年度内に出る

だろうとは思っているのですけれども…。先ほどの外国人指針もそうなのです

けれども、何とかしてくださいという苦情です。以上でございます。  
 
○大谷部長 まず、毎勤統計の関係ですけれども、国民の皆様を始めとして本

当に不信を与えてしまったといったことで、とても申しわけなく思っておりま

す。今後につきましてなんですが、きょう厚生労働省のほうで、雇用保険に関

して３月 18 日より今支給されている方の今後について、正しい給付額で支払

いますといったことを発表したと…。先ほど私のほうにも、メールに届いてお

ります。まず今回、段階を置くことになっておりまして、現在受給されている

方につきまして、今まだ支給されている残りの分というのは、3 月 18 日から新

しく変わる。あと、もう過去に支給されてしまった分につきまして、今支給を

受けている方ですけれども、４～６月の間にお支払いをすると。そのように今、

計画のほうを組ませていただいております。  
 それから、あと、過去に受給された方でございます。過去に受給された方に

つきましては、これのシステムの改修を行いながら──実際にもういつどんな

方が受けておられるのかというのは、手作業ではなかなか難しいところがござ

います。そのために──11 月頃から順次お支払いをしていきたいと、そのよう

に発表のほうをさせていただいております。  
 あと、２点目でございます。障害者の関係でございます。公的機関の…これ

も本当にどう申し上げていいのか、国民の方々に非常に不信感をお与えしてし

まった。これは、制度を所管している、やっぱり私どもの責任といったものは

当然問われる…それは当然のことだと、深く反省しております。実際には、そ
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れぞれまだ法定雇用率が未達成な自治体なり、あるいは国の機関に関しまして

は、雇用率が 2.5％かかっているところでは、それぞれ障害者の採用計画とい

うのは本年の 12 月までで、まずは立てさせていただいて。それから、あと、教

育委員会みたいに 2.4％のところは、２年間の作業計画を立ててもらった上で、

それで採用を進めていくといったことになります。  
 その中で…そうすると今、障害者の就職というのは、非常におかげさまで高

い水準で進んでおります。ただし、御懸念いただきましたように、これは取り

合いになるのではないか…。確かにそれは、当然その需要がうんとふえてきて

しまったので、そういったことというのはもちろんないとはなかなか言えない

なと…そんなふうには思っております。  
 一方で、例えば外郭団体──高齢・障害・求職者雇用支援機構でありますと

か、あとナカポツセンターと呼ばれている、ああいったそれぞれ団体やら、あ

るいはそういった団体に私どもが委託している事業というのは、いわゆる事業

主からいただいた雇用保険の財源を使わせていただいているので、まずこうい

った外郭団体をきちんと含めて…。  
それで、いろんな障害のある方がいらっしゃる、あるいはこういった定着の

支援をさせていただくとか、それをできるだけ手厚くやりながら、昨年も法定

雇用率も上がりましたので、やっていきたいなと…。これは、そういったそれ

ぞれ私たちが連携できるツールなり、団体のお力を精一杯借りながらやってい

きたいと…。なかなか、回答になってなければ恐縮なんですけれど、一応その

ような思いで、あるいはそのような方針でやってまいりますので、どうか今後

ともまた御指導いただけたら幸いに思います。  
 
○小椰会長 山本委員、よろしいですか？  
 
○中山部長 労災の関係など……  
 
○小椰会長 ああそうか、そうですね。お願いします。  
 
○中山部長 最初に毎勤の関係で、労災保険につきましては２月４日に厚生労

働省がホームページで工程表を公表していまして、現在受給されている方につ

きましては、５月・６月頃から順次支払いを行う予定です。それで、過去に受

給されている方につきましては、９月・10 月ごろから順次作業を開始し、支払

いを行っていくということです。これは、もちろんシステム改修等を伴います

けれども、最終的には手作業もふえてくると思いますので、その場合は局を挙
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げて対応したいというふうに考えております。  
 それから、高度プロフェッショナル制度ですけれども、本日現在もまだ来て

いませんで…。  
 
○山本委員 こまめに官報をチェックしているのだが……  
 
○中山部長 ええ、私もずっと待っているのですけれども、まだでておりませ

んで、なるべく早く省令等が示されることを期待しているところであります。  
 
○小椰会長 どうぞ。松薗委員、お願いします。  
 
○松薗委員 すいません、松園です。いろいろと今年度の報告と運営計画に関

しては、いろいろと細かくきちんと情勢を踏まえて、一つずつやられていると

いうふうに感じます。ですが、非常に気になっているのは、目標は達成されて

いるという言い方の、その目標はよかったのだろうかという…。今、非常に雇

用環境とか、いろんな労働環境の変化が非常に激しいときに、既成の枠組みの

中で目標をつくっている感じが非常にするんですね。果たして今、ちょうどい

ろんなデータのことが問題になっておりますが、このデータの判断は合ってる

んだろうかというような、その根拠になっている数字のほうが何かここまで信

頼がなくなってくると…。申しわけないですけれど…。  
 何でそんなことを言っているかというと、実際に長時間労働を変えるという

ことと、同一労働同一賃金という、この二つの大きな看板というのは、日本の

社会がやってきた労働環境を大きく変えることをやらないと、達成されない部

分があると思うんですね。だから例えば、長時間労働は正規社員が、正規労働

のほうがかなり無理をして今やっている。実際に非正規になっている、非正規

で働いていらっしゃる方の労働時間は、逆にある程度の時間にとどまっており

ますけれども、それは実際にはそういうふうにしか働けない人とか、高齢者で

すとか、障害者ですとか、女性ですとか、そういう方がそちらに行っている部

分はたくさんあるわけで…。もちろん、不本意な正規の方もいらっしゃいます

けれども…。  
 長時間労働をやめてみんなが働きやすくするためには、ならして──すごい

暴論ですけれども──じゃあ、みんなが労働時間をパッと短くして、その短い

労働時間の中でやっている仕事を、みんな同じにしたら…。「ならせば、じゃあ

同じじゃないか」ということでは、多分いかないようなことを一遍にやろうと

して、片っぽでは時間を短くしましょうと言い、片っぽではもっと働けるよう
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にしましょうというようなことをやっている。  
 その、何か根本的な──ある程度働く人はびっちり働いてもらいましょう。

だったら、例えば週半分しか働かないフルタイム労働者って変だけどね、３日

間だけでもフルタイムな人とか、そういう人がいる体制を考えない限り、労働

者の質がこれだけ変わっているときに対応できないかなと思う節があります。

ですので、どれがと言うか、１個１個やっていらっしゃることは非常にいいこ

とだなって思うんですけれども、一番気になっているのは、実は非正規労働と

いうのがひとまとめにされているけれども、非常に多様性があるんじゃないか

ということなんですね。  
 すいません、ここからは私の要望です。毎年、私は家内労働部会の部会長を

させていただいておりますが、要するに家内労働というものが、労働審議会の

中でこれだけの部会をわざわざつくって検討するような労働環境であったとき

から、ずっと変わらず設けられている部会で。実際にそういう業種がどんどん

減っていって、テレワークになったり、海外発注になったりとなっているとき

でも、「この制度は変えない」というのがその審議会の中にありまして…。  
 これは毎年、担当の方には申し上げているんですが、何で厚労省のほうはこ

れだけ労働環境が変わっているのに、例えば非正規労働について、その労働条

件を検討する部会とかそういうのはつくらないんですかと…。家内労働は、一

つ一つ工賃を検討するのは、もちろんそれは大事なことなんだけれども、それ

は労働者の中では非常に少ない人に…。  
それをやることがいけないと言っているわけではなくて、世の中の３分の１

ぐらいの方が非正規労働になっていて、その中がこれだけ多様になっているん

だったら、テレワークの賃金状態だとか、ロードワークだとか、請負とか、そ

ういう人たちの労働条件というのがもっと詳細にわかるような、もしくは、そ

れを監督できるような…。また、女性もそういう働き方ももちろん選択したい

し、高齢者もそういう働き方を選択したい人がたくさんいらっしゃるわけです

ね。そういう方々の労働条件が、何か「非正規」ってひとまとめにされてやら

れているこの仕組みの中で、いろいろと努力をされていることは非常によくわ

かるんですけれども、そういう仕組みはどうしてつくれないんだろうと思うわ

けで…。  
 毎年、部会のときには申し上げても、なかなか動かないので、今回はちょっ

とわざと議事録に残していただこうと思ったので…。「そういう部会をつくれ」

とは言いませんけれども、そういうことを点検等する部門なり、「そういう形を

考えたほうがいいような、労働状況になってないでしょうか」というのが、御

提案というか意見として、申し上げさせていただきたいと思います。すいませ
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ん。  
特に答えは求めません。ここで何とかなると思ってはいないです。もし何か

ございましたら、どうぞ。  
 
○小椰会長 ございますか、答えは？ なかなか難しいよね、今、答えるのも

…。  
 
○高橋局長 御指摘も非常によく理解できるのですけれども、この同一労働同

一賃金ですね、このように働き方改革の一つの柱として打ち出すにあたりまし

ては、国の厚生労働省の中の研究会を経て、それからあと労働政策審議会なん

かでも…。例えばその、「非正規の方」と申し上げても、パートタイム労働者の

ような短時間労働者の方、それから今回は有期雇用者・労働者の方、それから

派遣労働者の方とか、そういうふうにそれぞれ対応する法律を改正するという

ようなことになっておりますので、それに至るまで、それぞれの類型に応じて

賃金等の状況、あるいは処遇等の状況も含めて精査をした上で、こういう制度

設計をしたということでございます。  
 ちなみに本県、千葉労働局内でも、家内労働部会がございますが、これのあ

り方については、ちょっと今、内々に検討させていただいております。先生御

指摘のとおり、非常に家内労働者の人数というのは、非常に減っているという

ふうに思っております。そのいろんな、まだ減っていると言いつつも、そうい

う形態の職業に従事していらっしゃる人はおられますので、本来であれば費用

対効果の関係も含めて、どこかきりのいいところでというようなことも考えな

くてはいけないのですけれども。そこはそういう業界の方とも意見を調整して、

しかるべきときに決めたいと思っております。以上です。  
 
○小椰会長 お答えいただきまして、ありがとうございます。いかがですか、

ほかには？  
はい、どうぞ。  
 
○松澤委員 すみません、松澤です。先ほどお話の中で、外国人の問題につい

てお話があって、１階が在留で、２階が雇用で、３階が職場環境とか、いろい

ろお話がございましたけれども…。やはり、さっき渡部委員さんもおっしゃっ

ていたんですけれども、外国人が雇用できるかどうかといったときに、雇用環

境とか技術的な研修制度だけではなくて、私自身が福祉のほうに身を置いてい

た立場として見ると、本当に今、その外国人──千葉県内にいらっしゃる外国
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人が、日本語が十分にできない。技術も習得どころではない。  
そういう外国人の方が、NPO やさまざまなそういった所に夜、語学について、

学校の先生を退職された方々にマンツーマンで教えていただいて、細々と NPO
の方々が支援したりしているというのが現状ですし。そういう外国人の就労さ

れている方のお子さんも、高校に就学ができない状況の語学能力…。そういっ

たところを今、NPO の方々が細々、本当に場所がありませんので、千葉市のさ

まざまな支援センターとかそういった所を借りて…。今どうにか、新しいそう

いう方が日本で生活して、それなりの環境で雇用する労働者となっていただく

ためには、せめて高校に行っていただけるような、そういった支援も今現状し

ているところです。  
 そういうような状況で、今、細々とそういった所が、お金がない。そういう

所もさまざまな福祉の基金とか団体が、お金を少しでも出していこうというこ

とで、今努力をしている状況なんですね。  
 ですから、外国人の方々を雇用したときの生活環境や、さまざまな課題があ

りますので、労働だけではなくて、法務省だけではなくて、本当の本体の厚生

のほう、厚生労働省の厚生のほうの問題も非常に多くありますので、それは昔

からですので…。いかにそこを連携して、これからの外国人対策をしていくの

かということ。  
ただ、実際に雇用できる人数が少なかったとしても、その方を本当にまるご

と──。先ほど家の問題、それはどうするんだとかという話がありましたけれ

ども、個別の…。「3.11」が終わったところですけれども、避難者の問題も対応

してきたんですけれども、そういう中でも家ができたからそれでいい、就労が

できたからそれでいいだけじゃなくて、その方々に本当に寄り添って支援して

いかない限り、日本で就労していく、いい雇用、労働者にはなり得ないと思う

んですよね。  
 そこをどうしていくかということを、各省庁の縦割りではなくて、本当に横

串を刺していただかないと、これまでの外国人労働者でも、そういった問題が

多々起きて。実際にこんな時間にお話するのは恐縮なんですけれども、実際に

は未熟児を産み落として…。茨城県の労働者、外国人の労働者の御夫妻が、結

局は千葉県内の病院に収容して、ところが未熟児ですから、１日に、当時です

けれど 70 万・80 万の医療費がかかる。そういったものをだれが払うんだと…。  
未熟児で赤ちゃんですよね。親は逃げてしまったような状況で、非常にそこ

で行政も、地方自治体も非常に困ったということで。最終的にその子どもは捨

て子になるんですよ。結局、外国人ということはわかっているので、名前をつ

けて、取りあえず医療費をどうするか。本当に目の前の問題になってきますし、
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医療機関も困ってしまう。でも、命は救わなければいけない。そういった問題

が、いろんな問題が起こってくる。  
 そういうことも含めて、これはそんなにあるお話ではないとは思うのですけ

れども、外国人が入ってくるということは、さまざまな生活の問題を本当にひ

っくるめてみんなで考えて…。過去に起こったことが、これからも起こられな

いとは限らないわけですから、そこら辺のところをもっと、労働の部分だけで

はなくて考えていただかないと…。  
これから外国人…今支援しているそういった高齢者の退職者の方々、それか

ら大学生、そういった方々が学習支援をしています。今お話が、先ほどあった

別の方で、就職をしていない家の引きこもりの方、そういう方々とともに、そ

の外国人もマンツーマンで言葉を教えたり勉強を教えたりしているんです。そ

ういう方々が、お金がなくなってこれ以上続けられなくなったら、ますます疲

弊していきます。今、そういう方々も支援していかなければいけない、そうい

う状況になっています。  
 ですから、さまざまな一人親の支援とかも、だんだんいろんな面で少しずつ、

充実まではいかないかもしれませんけれども、女性の就労の問題で少しずつ変

わってきてはいますけれども、まだまだ本当に全ての方々の生活の支援がきち

っとしていかない限りは、次世代育成支援も、雇用の問題も、きっとうまくい

かないだろうというところを、私は常に感じておりますので。これからも労働

サイドとして、そういった生活支援の問題も含めて、ぜひとも関係機関と連携

をしていただきたいというのが要望です。  
 
○小椰会長 はい、ありがとうございます。ほかにはいかがでしょう？ じゃ

あ、鈴木委員から…。  
 
○鈴木委員 私、弁護士をしておりまして。個々の方の相談などを受けつけて、

それを法的問題として解決するという、そういう仕事をしていますので、一つ

一つのケースの中から社会を見るということが多うございます。最近の例とし

て──先ほどからも問題になっておりますけれども──親子二人暮らしで、子

どもさんはフリーター、お父さんたちは年金暮らしというような御家族の例を

経験したことがありまして…。そういう方が社会で働くようになるためにはど

うしたらいいのかということを、いろいろ考える機会がたくさんありました。  
 労働局というのは、一方では最低基準を、罰則をもって強制するという強い

監督権限も持っている一方で、最近は、やはり「働き方改革」を推進していく

というような、ソフトな柔らかな、その監督ではない方法で、そういった社会



28 
 

を実現していくという役割も今は担っていると思うのですね。ですので、その

両方を生かしていただいて、ぜひその両方を実現するようにしていただきたい

と…。  
そのときには、やはり、例えば高齢者の活躍促進といった場合に、では、そ

の高齢者が企業でどのように働くのかといったことも──もちろん考えていっ

ていただいていると思うのですけど──そういうことも、未来の社会のあり方

も含めて計画を立てていただきたいなと思いました。  
 
○小椰会長 はい。じゃあ、御要望ということでよろしいですかね？ まだ御

意見いただいていない方、いかがでしょう？  
 
○川島委員 すいません、川島です。今、松澤委員のお話を聞いていて、私も

思ったのですけれども…。外国人の受入れというのは、やはり生活を受け入れ

るということで、子どもの教育とか、そういう問題もあると…。これは労働局

だけの問題じゃないと思うので、横の省庁間の連絡ということでお願いしたい

のと──。あとは女性の活躍も、やはり労働局が書くと「就職支援」というこ

とになるのかなと思うのですが…。周りの女性の、就業している人に聞くと、

やはり保育施設の問題とか、そういう問題が大きい問題かなと思っています。  
ということで、労働局の文書だとこういう文章になるのかなと思うのですが、

そういう意味では、本当に就職支援とか活躍促進を思うのであれば、横のつな

がりをぜひお願いしたいなと…。これは意見ですので、よろしくお願いします。  
 
○小椰会長 はい、ありがとうございます。じゃあ、亘委員から…。  
 
○亘委員 亘と申します。ちょっと興味があったところで、質問させていただ

くのですけれども…。再就職希望の、子育て中の女性のところで…その女性た

ちは、一番何を希望しているか？ 時短で就職を希望したりとか、あと休みや

すさとかを希望しているとか、そこら辺を知りたいと思いまして…。またそう

することによって、企業内とかに持ち込んで、産休をきっかけにやめちゃうと

いうのをストップさせることもできますし…。その意見…どういうところを一

番希望しているのが多いのかなというのを、ちょっと知りたいなと思いまして、

お願いします。  
 
○大谷部長 私ども、マザーズハローワークやマザーズコーナーで、特に子育

てされている方への就労支援のほうをさせていただいているのですけれども…。
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特に相談でよくあるのは、やっぱり実際に子育てをしながらですので、だから

働きやすい、つまり──もちろんフルタイムで働く方もいらっしゃいますけれ

ども──何時から何時までがいいとか…。と言いますのも、例えばマザーズハ

ローワークに来られる方というのは、朝早くは、まずないんです。やっぱりそ

れは、御主人を例えばお見送りして、それから子どもさんを修学させてとか…。

そのあとに、例えば 10 時ごろにやっていらっしゃるとか、そういった方が比

較的多いなと見ておりまして…。  
 したがいまして、やっぱりそういった御自身の、いわゆる家事を含めたサイ

クルにうまく合わせられるような、そういった職はないかと…。それは恐らく

休みの取り方というのも、当然おありかと思いますし…。これ、定期的にこの

曜日には、例えば何かの事情でお休みしたいとか、当然そういったこともおあ

りでしょうから。だから、ちょっと統計的に取っているわけではないのですけ

れども、実際に子育てされながらいらっしゃる方なので、そういったことの相

談がやはり多いように見受けられます。ちょっと、こんな言い方で恐縮です。  
 
○小椰会長 亘委員、よろしいでしょうか？  
 まだ 10 分ちょっと時間がございますけれども、使用者側の…。じゃあ、どう

ぞ。岩山委員、お願いします。  
 
○岩山委員 JFE の岩山でございます。きょう御説明いただいた方針の中には

入っていないんですけれど、私どもの製造業もですね、ちょっとこれからいろ

いろ考えないといけないと思っているのは、介護離職の問題でして…。  
やはり千葉近郊に生まれて、千葉で働く人ばかりだったらいいんですけれど、

なかなかそういう情勢ではございませんで。やはり東北だとか九州──遠方地

からこの千葉・首都圏に出られて、働いていらっしゃる方というのは結構、私

どもの会社でもそうですし、他の臨海コンビナート企業でもそうですし、中小

企業の方もそういう方が多いと思うのですね。そういったところで、いざ自分

の故郷に住んでいる親が要介護になったときに、どうしたらいいかわからない

という状況に結構陥っちゃって…。最終的にはそんなにものすごく、まだ数は

多くないのですけれど、もうやめざるを得ないと…。やめて、やっぱり戻って、

何年間にわたって親の面倒を見ないといけないと…こういう状況に陥ってるわ

けです。  
 これは、これからやはり少子化、あるいは高齢化、あるいは一極集中が進む

中においての千葉では、これからますますそういう課題が顕在化していくこと

は間違いないなと思っていて…。そのためにはいろんな休暇制度だとか、保険
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だとか、そういう仕組みもそろえていかないといけないのですけれど、一方で

そういう問題に直面している人たちがどう行動したらいいかという情報が──

いろいろ行政サイドでは、いろんな制度があるのかもしれませんけれど──そ

れがなかなか伝わりにくい部分があって。かつ、個人の問題ということにしち

ゃいますから、相談先も会社の上司だとか、人事労政部門に相談するというこ

ともなかなかしなくて、個人で抱えちゃうということが結構多いというのがだ

んだんわかってきていますので…。  
 そのあたり、特に中小企業の方が、せっかく戦力になった人が親の介護の問題

で地元に帰らざるを得ない、やめざるを得ないということにならないように、

そういったうまい情報の伝え方だとか、あるいは──自分自身の問題でもある

と思うのですけれど──まあ、そのあたり…。  
先ほどちょっと、訪問相談ということもされるようになっているということ

でございますので、そういったメニューの中に、そういう介護離職を防ぐため

のうまい情報の発信だとか、あるいはセミナーをやるとか、何かそういう仕組

みをつくられたら…。ちょっと、そういうことを御検討されているようであれ

ば申しわけないですけど…。ちょっとこの概要の中に入っていませんでしたの

で、ちょっと意見として述べさせていただきます。  
私どもも、ちょっとそういった視点で、これからいろいろセミナーを会社の

中で開いたりしながら、やっていこうと思っています。以上です。  
 
○小椰会長 ありがとうございました。お答えは何かございます？  
 
○室谷室長 ありがとうございます。確かに今、少子化という…どちらかとい

うと子育て系のことが中心になっていて。今回、介護のことが全然入ってなく

て、申しわけなかったのですけれども…。  
御承知かと思いますけれども、厚生労働省のホームページに「仕事と介護の

両立」という特設ページみたいなのを用意していまして、そこの中にいろいろ

動画の研修ツールですとか、あるいは介護に直面したときに使ってもらえるよ

うな、「御本人のためのもの」、あるいは「上司のためのもの」、「会社の人事労

務管理の方のためのもの」というツールを、実はいろいろ用意しています。で

すけれども、確かに御指摘のとおりに、それが外に伝わるかというと、非常に

難しい問題でして…。今、先ほど御意見もいただきましたので、労働局のホー

ムページにそこら辺が容易にリンクできるような形で、ちょっと情報発信など

を考えていきたいと思います。  
 今、特に介護のほうはワーキングケアラーということで──辞められて介護



31 
 

される方、あるいは高齢の方が介護されるというパターンもありますけれども、

やはりいわゆる“働き盛り”と言われる方が介護をするというパターンが、非

常にふえてきておりまして…。その方々も、実際介護に直面しないと、自分の

会社の制度が全くわからないということもあり…。  
私どもが最近力を入れているのが、地域の包括支援センターさんとタッグを

組みまして、そのケアマネさんとかに介護の制度をいろいろ知っていただくと

…。そういうことで、ケアプランですね、「保険の制度ではこういうのが使える。

会社の制度だと、こういう短時間の勤務制度が使えるのであれば、これをうま

く活かせられないか」というような形で、プランを作ってていただくというよ

うなことをお願いしてですね…。今、「ケアマネさんたちの知識の増加というこ

とに力を入れている」ということを、申し添えたいと思います。  
 
○小椰会長 ほかにはいかがですか？ じゃあ大久保さん、お願いします。  
 
○大久保委員 はい、大久保と申します。私のほうから、働き方改革に関する

質問です。14 ページになるのですが、こちら…。  
私どももですね、働き方改革で「テレワーク」というものを推進していまし

て、その中で重要視しているのが、三つのポイントがございます。一つ目は、

テレワークに向かって社内の規定を変えるということ。二つ目は、設備・イン

フラを整えるということです。三つ目は、やはり従業員あるいは使用者側の意

識を変えるというところで、この三つを推進しながらこのテレワークを進めて、

何とか働き方改革へということをやっているのですが…。  
まさにこの 14 ページのこういった支援があると、非常に助かるなというよ

うな認識でおりますので…。この支援の実際の──もしかしたら聞き漏れたの

かもしれないのですが──規模感ですとか、あるいは助成の規模ですね。ある

いは助成をどうしたらできるのかというルートなんかも、ちょっと簡単に御説

明いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。  
 
○室谷室長 テレワークの助成金制度なのですけれども、この 14 ページに記

載しておりますのは、この労働局に申請をいただいて、労働局がお支払いする

ものなんですが、テレワークは、東京にテレワークセンターというのがありま

して、そちらのほうが一括して申請と支払いをやっております。ですので、ち

ょっと今、手元に資料がございませんので、テレワーク関係の助成につきまし

ての資料を、またお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。  
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○小椰会長 それでは、高橋委員のほうはいかがですか？ よろしいですか…。

ほかにはいかがでしょう？ 本日は全員意見を、ほぼ言っていただいたわけで

すけれども…。ほかにはございませんでしょうかね？  
先ほどの介護の問題も、あれですよね。介護休業の制度も改めないと…合わ

せてね、いけないことだと思います。今、93 日間しか取れないということで…。  
あっ、よろしいですよ。じゃあ最後に…。  

 
○渡部委員 すいません。最後にですね、ちょっと変な質問というか、あれな

んですが…。働き方改革の“光と影”と言いますか──。長時間労働、いわゆ

る残業がなくなって、早く帰れて非常にいいのですけれども、人によっては残

業手当部分も生活資金の一部として、“残手”も含めて住宅ローンを払っている

方もいらっしゃるわけで…。そういう中で、長時間労働をなくして、収益も落

とさず、残業手当部分を賞与なり賃金なりに反映させるということが一番ハッ

ピーなのでしょうけれど、なかなかそういうわけにはいかないとした場合に…。 
何を聞きたいかというと、マルチジョブホルダーについて聞きたいのですけ

れども。会社の副業を許可して…会社で副業を許可しているというのは、もう

数パーセントしかない。だから最近、ちょっと認めるところもふえてきたとい

う話でありますけれども…。そういう中にあって、マルチジョブホルダーとい

うのは健康的にも問題ですし、私はいかがかなと思うのですが、やらざるを得

ない人も出てくるかもしれない。そういうときに健康の問題、社会保険料はど

うするんだ…いろんな問題も出てくる。この辺のマルチジョブホルダーについ

ては、いかがお考えかと思いまして。ちょっとこれを質問させていただきたい

と思います。  
 
○中山部長 御承知のように、労働基準法では労働時間を、兼業している場合

でも通算することになっています。なので過労死で倒れたときに、二つ兼業し

ているときにどっちで責任を取るかと、そういう問題等もあります。今年度に

研究を厚労省の本省のほうでもやり始めまして、整理検討して、何らかの形で

お答えできるようにということで進めているようでございまして、そう遠くな

い段階で整理されて示されるのじゃないかというふうに思います。  
 
○小椰会長 よろしいですか？ きょうはたくさんの…。  
 
○中山部長 すいません、１点だけですけれども…。先ほどあった助成金に関

して、きょうはお手元にリーフレットとかを用意していませんですけれども、
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平成 30 年度もこれに近いようなリーフレットがありますので配布させていた

だくことは可能でございます。失礼いたしました。  
 
○小椰会長 はい、ありがとうございました。たくさんの御意見をいただきま

した。  
女性の働く問題についても、あれですよね。産んじゃってからの育児段階で

は、割と保護も行き届いているのですけれども、妊娠中の女性の配慮というの

は、なされていないというのが…私の、卒業生のゼミ生なんか、よく言うんで

すけれども…。お腹が大きいのに、「労働協約、就業規則にないから」というこ

とで配慮されないとか、そういうことも学生がよく、卒業生が訴えてきますけ

れども…。非常につわりがひどいのに配慮してもらえず、時間どおり働かなけ

ればいけないので、切迫流産になってしまうとかね。そういう問題もあります

ので、そういうことも含めて、女性の働き方の問題も考えていければなという

ふうに思っております。  
 本日は、本当にありがとうございました。皆様の御意見を反映した形で、ま

た行政運営方針をつくっていくということになりますけれども、本日の委員の

皆様からの御意見・御要望を踏まえまして、この行政運営方針については会長

である私に一任いただき、労働局と調整の上、確定することとさせていただき

たいと思います。各委員の皆様には、その辺、御了承いただきたいと思います。  
本日は、どうもありがとうございました。そしてまた、きょういただいた御

意見は、行政当局においても、今後の運営方針として大いに参考にしていただ

ければなと、そういうふうに思っております。以上をもちまして、本日の審議

全て終了とさせていただきます。それでは、進行役を事務局にお返しいたしま

す。よろしくお願いします。  
 
○司会（山本） はい。小椰会長には、円滑な議事進行をいただきまして、ま

ことにありがとうございました。また委員の皆様にも、貴重な御意見をたくさ

んいただきまして、ありがとうございました。最後に、高橋労働局長から一言、

ごあいさつ申し上げたいと思います。  
 
○高橋局長 本日は長時間にわたりまして、貴重な、また幅広い御意見・御指

摘をちょうだいいたしまして、まことにありがとうございました。私どもも、

お一人お一人の、本日ちょうだいしたお声を、行政運営に反映していきたいと

考えております。また運営方針につきましても、できるだけ盛り込めるように

検討してみたいと思います。その上で会長と相談させていただいて、最終的に
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確定させていただきたいと思います。それでは、本日は大変貴重な御意見、ま

ことにありがとうございました。以上でございます。  
 
○司会（山本） はい。長時間にわたりまして、御審議ありがとうございまし

た。以上をもちまして、『平成 30 年度第２回千葉地方労働審議会』を閉会とさ

せていただきます。まことにありがとうございました。  
（以上）  

 
 
 
 

 


