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 第 39 回 長野地方労働審議会 
 

   
   日時 令和 4 年 3 月 8 日（火） 

                            14:00～16:00 
                         会場 テレビ会議システム 
 
1 開 会 
木村総務企画官 
 それでは、ただいまから「第 39 回長野地方労働審議会」を開会いたします。 
 本日はお忙しいところ御参加いただきまして、誠にありがとうございます。私は、

審議会の事務局を担当しております総務部総務課の木村でございます。今回は新型コ

ロナウイルス感染症の状況を鑑み、テレビ会議システムでの開催とさせていただきま

した。初の試みで不慣れな点もございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 
 本日の出席状況につきまして、お手元にお配りしている出席者名簿にも記載がござ

いますが、当審議会の現在の委員総数は 18 名であり、うち本日御出席いただいた委

員は、公益代表委員 5 名、労働者代表委員 6 名、使用者代表委員 5 名の計 16 名でご

ざいます。したがって、委員 12 名以上の御出席をいただいておりますので、地方労働

審議会令第 8 条第 1 項に定められている委員の 3 分の 2 以上の出席を満たしており、

会議が有効に成立していることを申し上げます。 
 当局幹部の職員につきましては、出席者名簿をもって紹介に代えさせていただきま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
2 長野地方労働審議会会長あいさつ 
木村総務企画官 
 それでは、次第に基づきまして、長野地方労働審議会会長、山沖様から御挨拶をい

ただきたいと存じます。 
 山沖会長、よろしくお願いします。 
 
山沖会長 
 ただいま御紹介いただきました山沖です。どうぞよろしくお願いいたします。たぶ

ん今回のメンバーで行うのは、その前からの再任の方も多かったのですが、2 回目に

なります。今回はこういう形でオンラインで行うということになり、ある意味、これ

は私にとっては大変ありがたいことです。授業はオンラインも多いし、また、学会の

活動などもオンラインが多いです。労働審議会としては初の試みということではあり

ますけれども、今後、このような形式でも行っていただければと思います。 
 ただし、一方で、直接、皆さんにお会いして、会場に一堂に会するというのもかな

り有効な部分もあるかと思います。やはり会議の雰囲気というのも重要であり、特に

労働審議会の性格からしますと、労働者側、使用者側、公益側という 3 者構成になっ

ています。この意味からも、一堂に会するということもかなり重要かと思っています。 
 今日、皆さんに何をお話ししようかと思っていたところです。本来ならばコロナの

話題を考えていたのですが、それ以上の問題が今起こっていています。皆さん御存じ



2 
 

のように、2 月 24 日にロシアがウクライナに侵攻したということです。   
 その関係で、現在、原油価格がかなり上昇しているということで、24 日の侵攻前、

私が調べたところだと、１バーレルが 91.69 ドルということで、大体 90 ドルぐらい

でした。それが、今日時点で 121 ドルを超えるという状況です。すなわち、90 ドルか

ら 120 ドルということで 3 割ぐらい上昇しています。 
90 ドルの時代というのもかなり高めではあったと思います。ここのところ、やはり原

油価格が低迷していたというのが一般的によくいわれておりまして、安倍政権のとき

に特に消費税の税率を引き上げていますが、そのときになかなか物価が上がらなかっ

たのは、やはり原油価格がかなり下がったということが原因であるとよく言われまし

た。本来、消費税率が 8％から 10％に上がれば、消費者物価上昇率は、1 年間は少な

くとも 2％上がるところですが、それすら上昇しませんでした。 
 その時代というのは、例えば 2016 年頃は本当に低い時代で、30 ドルから 40 ドル

ぐらいを推移していたということで、そこから見れば、もう侵攻前ですら倍以上、現

在はその 3 倍にもなっているということです。30～40 ドルというのはかなり低い水

準だと私も思うのですが、やはり 90 ドルを超えて 100 ドル近くなってくると、皆さ

ん御存じのように車のガソリン代もかなり高くなって、リッター170 円にもなると言

われています。政府がいろいろ措置を取って、現在は石油の税率を抑えているという

こともあって、それでも 160 円台にはなって、ある程度高めということですが、今後

120 ドルで収まるかどうかもやや怪しい、もっと上がる可能性もあるのではないかと

いうことです。 
 これは、やはりロシアに対する制裁がかなり効いてきている。一方で、ロシア側も

それに対してかなり反発している、プーチン大統領がかなり文句を言っているという

事実もあります。 
 制裁についてですが、SWIFT という決済システムに参加させない、ロシアの中央銀

行を参加させない、あるいは主な銀行も、主要銀行のうち幾つか参加しているんです

が、参加できないような状態になりました。ロシアの中銀が参加できないということ

になりますと、為替介入もできなくなっています。 
 現在のロシア・ルーブルの相場を見てみましょう。ルーブルの場合は円と比べるの

ではなくてドルで比べるのが一般的です。それで見ますと、現在、大体 1 ドルが 136.50
という数字があります。136 ルーブルというのが高いのか低いのかというと、ルーブ

ルにとってはかなりルーブル安ということです。先ほど申し上げました 2 月 24 日の

直前ぐらいのルーブルの相場というのは、1 ドルが 80 ルーブルぐらいです。それから

比べれば 136 というのは数字的には 1.7 倍になっていますけれども、ルーブルにとっ

てみればその逆数ぐらいに安くなっているということで、半分までは行っていないけ

れども 6 割とか 7 割ぐらいに落ちている状況にあります。制裁がかなり効いてはいる

んですけれども、この先まだ両者とも停戦について合意がされていないということで、

また、ロシアに対する制裁はこの後も続くだろうと思われます。 
 そういうことを考えると、経済に対する影響、そして特に日本経済に対する影響は

かなり大きく、そして、それが労働界にもかなり影響してくるのではないかというの

を私も懸念しているところです。 
 今後は、コロナもありますけれども、コロナの現在の状況を見ると、確かにオミク

ロン株ということもあることはあるのですが、重症化しないのではないかという話も
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あり、一時期よりはやや将来の見通しが出てきたかと思ったところです。このような

中、今回のロシアによるウクライナ侵攻ということで、我々としては二つのことを注

意しなくてはいけなくなってしまったかと思っています。 
 そういう状況の中、私も大学教員としてせっかくですので、大学の新卒者、ちょう

ど４月に新卒が出ますので、その状況を簡単に御報告させていただきます。今年の 3
月に卒業する学生数は、今のところ全部で 190 人です。全員が就職を希望するわけで

はなく、大学に進学したり、あるいは公務員試験やいろいろな試験に合格せずに、そ

の準備、あるいは再受験したいというような者もおりますので、見込みの数字として

は、就職を本当に希望するのは 166 名という形になっております。 
 そのうち既に我々のほうに届出が来ていますのが、就職者が 157 名という状態にな

っており、先ほど言いました公務員受験の人を除いたところで就活中は今 6 名です。

そういう意味では、就職率は 95％をちょっと切る、94.6％という状況になっています。 
これが高いか低いかということですが、実を言いますと、コロナウイルスの前の段階

が大体このぐらいの数字です。95％前後ぐらいが信州大学経法学部の状況です。しか

しながら、コロナの影響をかなり受けたのは昨年(2021 年 3 月卒)です。その前の年

(2020 年 3 月卒)は御存じようにコロナが出たばかりということもあり、ある程度の影

響はありましたけれども、全体に深刻な影響を与えることはありませんでした。昨年

(2021 年 3 月卒)の場合はもろに影響がありました。細かい数字は言いませんけれども、

昨年の就職率は最終的に 91.1％という数字になっていました。 
 今年(2022 年)の卒業生はそれよりは少し良くなっているというのが現状です。まだ

届出がない者もいますので、その点も勘案すると、今の 94.6％が上がるのではないか

と思います。いずれにせよ、昨年よりは改善しているのは確かであると思っていると

ころです。 
 ただ、学生の話を聞いておりますと、やはり相変わらず二極分化は進んでおります。

オンラインでの面接も多いということもあり、二極分化に拍車が掛かっている感じで

す。やはり人気のある学生と言うと変ですが、企業側が採りたいと思う学生に内定が

集中してしまうというところもあり、1 人で四つ五つ六つと内定を取って、どれにし

ようかなと悩んでしまう学生がいる一方で、就職先が決まらずにオタオタして夜を過

ごしているという学生もいるというのは相変わらずの状況であります。 
 オンラインによる就職活動というのは、地方大学の学生にとっては東京の企業を受

ける際に、あるいは、松本から長野の企業を受ける際にも移動せずに済むということ

でメリットはある一方で、やはりオンラインというのはなかなか場の雰囲気を感じ取

ることができず、また、1 対 1 とか、1 対 3 という形で、学生が 1 人で対応すること

となるので、学生から醸し出されるというのも変ですが、そのような雰囲気がなかな

か出にくいところもあるかと思っているところです。それが二極分化、二つに分かれ

てしまう原因かとも思うところです。 
 日頃から信州大学の学生が、皆様のところを含めましてかなり就職しているところ

であります。半分以上は長野に就職しておりまして、県外から経法学部に来ているの

は全体として 3 分の 1 ぐらいしかいないのですが、逆に 3 分の 2 ぐらいの人が県内に

就職するということで、長野県を好きで選んで来ている学生も多く、また、長野県内

の企業に就職して、一生ここで過ごしていこうという学生もおります。逆に言えば、

そういう学生が流入という形で信州大学への進学をきっかけに県内に入ってきている
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というところもございます。今後とも、そういう学生をできるだけ応援していき、県

内に就職するよう我々も頑張っていければと思います。 
 ただ、もちろん学生がどういうところに就職するかというところは、我々が誘導す

るわけにはいきませんけれども、県内の企業のいいところを伝えるべく、例えば、長

野県の経営者協会の御協力で経営者の方々から講義をいただくなど、いろいろな場面

で信州の魅力を学生には伝えているところです。 
 今後、皆様の企業を含めまして、就職活動でお世話になるかと思いますけれども、

来年以降も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 
 最後の方は、会長の挨拶なのか、信州大学の学部長としての挨拶なのか、分かりに

くくなっておりますが、以上をもちまして、私の挨拶とさせていただきます。 
 
木村総務企画官 
 ありがとうございました。 
 
3 長野労働局長あいさつ 
木村総務企画官 
 続きまして、長野労働局長、小野寺より御挨拶を申し上げます。 
 
小野寺局長 
 お疲れさまでございます。長野労働局の小野寺でございます。お世話になります。

先ほど山沖会長、それから司会からもお話がございましたけれども、第 39 回目のこ

の審議会、こういったテレビ会議システムを使った形での開催とさせていただきまし

た。そういった中でも、この年度末の大変お忙しい中、会長はじめ委員の皆様にはご

参加いただいたわけでございまして、深く感謝を申し上げる次第です。 
 加えて、各委員の皆様には、日頃から労働行政の推進というものに格別の御理解、

そして御協力を賜っておりますことに、重ねて感謝申し上げる次第でございます。あ

りがとうございます。 
 新型コロナウイルス感染症は、言うまでもなくいろいろな意味での影響というもの

が 2 年あまりにも及んでおりまして、感染状況につきましては、昨年末落ち着きが見

られたところでございます。スキー場という形での観光資源を抱える長野におきまし

ても、ある意味雇用情勢が好転すればいいかなと期待をしていたところですが、御案

内のとおり、年明け以降急拡大をいたしまして、長野県におきましても、これも御案

内のとおりですけれども、1 月 27 日にまん延防止等重点措置が適用されたところで

す。一昨日その重点措置は解除されたということではございますけれども、やはりま

だもろ手を挙げてコロナ撲滅、コロナ退散という状況にはないんだろう、予断を許さ

ない状況にあるんだろうと思っています。 
 そういった中、我々長野労働局といたしましては、従業員の雇用の維持というもの

に懸命に取り組んでいただいておられます事業主の皆様への効果的な支援、それから

休業・解雇・雇止めなどによりまして悩みを抱えていらっしゃる労働者の皆様からの

各種の相談対応、情報提供といった施策に対しまして、今後も引き続ききめ細かく取

り組んでまいる所存でございます。 
 県内の雇用情勢ですけれども、資料にも添付しておりますが、一昨年の 8 月には、
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有効求人倍率でいうと 1.02 まで低下したわけですが、直近の今年 1 月の状況では、

1.40 倍となっておりまして、一部に弱い動きが続いている業種・業態はありますが、

着実に改善が進んでいる状況にあるだろうと判断をしております。 
 ただ、一方で、原材料の高騰でありますとか、材料の供給不足、そういった会長の

お話もございましたけれども、ウクライナ情勢の悪化、こういったことが影響して、

経営環境、それから社会経済活動への悪影響というものが強く懸念されているところ

でございます。我々行政といたしましては、引き続き各種の状況に注意いたしまして、

適時適切に対応してまいりたいと思っております。 
 そして、こういうコロナ禍にあって、厳しい経営環境という状況が続く中小企業も

ある中、昨年 12 月におきましては、長野県の最低賃金が過去最大の引上げとなりま

す 28 円アップということで、877 円になったところでございます。今後につきまして

も、中小企業の生産性向上に向けた支援など、賃上げがしやすい環境整備に努めてま

いりますとともに、丁寧な相談・支援・周知というものを行ってまいる所存でござい

ます。 
 そして一方で、従来からそうですが、少子高齢化でありますとか、人口減少という

ものはある意味着実に、悪い意味でですが、進行しております。そういった中、多く

の人々が意欲を持って自らの能力・経験を生かして働くことのできる社会、そして誰

もが活躍できる働きやすい職場づくりというものが非常に肝要、重要なのだろうと思

っております。 
 さらに言えば、これも悪い意味でのお話になりますが、令和 3 年におけます県内で

の労働災害の発生状況、死傷者数が 2,338 人に上っております。そのうち、残念なが

ら悲しいことに 15 名もの方が亡くなっておりまして、非常に行政として憂慮すべき

悲しい状態にあるというところでございます。 
 我々は、「労災による死亡者を、悲しみをゼロに」ということを合言葉にしまして、

死亡災害の撲滅を目指しております。労働災害、死亡災害を減らすのではなく、撲滅

するんだという意気込みで日々業務に邁進しております。全ての働く方々の命と健康

を守る安全・安心な職場づくりというものに一丸となって取り組んでまいる所存でご

ざいます。 
 もろもろ種々いろいろな課題が山積しております。これから次年度におけます長野

労働局におけます行政運営方針につきまして御説明させていただきまして、委員の皆

様からの忌憚のない御意見を頂戴して、今後の行政運営に反映させてまいりたいと存

じますので、何とぞよろしくお願いいたします。 
 簡単ではございますけれども、私からの御挨拶とさせていただきます。本日はどう

ぞよろしくお願いいたします。 
 
木村総務企画官 
 それでは、これから議事に入らせていただきます。 
 議事進行は、山沖会長にお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
山沖会長 
 それでは、先ほど報告があったとおり、本日の委員会については有効に成立してい

るということで、このまま議事を進めさせていただきます。委員の皆様には、御協力
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をお願いします。 
 
4 議 題 
 （1）長野地方労働審議会運営規程の改正について 
山沖会長 
 初めに、今回は長野労働審議会運営規程の改正についてです。 
 事務局からお願いいたします。 
 
木村総務企画官 
 事務局から提案させていただきます。長野地方労働審議会運営規程につきまして、

改正の御提案をさせていただきます。お手元に改正案をお届けしておりますが、青色

にしておりますのが文字消し、朱色にしてございますのが改正・追記でございます。 
 改正趣旨は、内閣官房行政改革推進本部から出されました署名、押印、対面の手続

を見直す方針に合わせたもの。並びに、当局としては初めてでございますが、これま

で新型コロナウイルス感染拡大を防ぐために緊急避難的に行っておりましたテレビ会

議での開催方式につきまして、正式な形で規定したものでございます。 
 大きな変更項目は、規定第 3 条の委員の会議への参加方法についてと、第 6 条の議

事録への署名の廃止でございます。御承認いただきますようお願い申し上げます。 
 
山沖会長 
 ただいま事務局から 2 点の改正が提案ありました。署名なつ印の廃止に伴う議事録

への署名廃止、そして、もう一つは、テレビ会議システム、オンライン会議というこ

とですが、今の御説明について御意見、御質問はございますか。音声で確認すること

が一番確実ですので、御発言がある場合はミュートを外して言っていただくのがいい

かと思います。 
 よろしいでしょうか。それでは、皆様の方で御異存がなければ、今回の改正につい

ては承認するということにさせていただこうと思いますが、よろしいでしょうか。 
 
木村総務企画官 
 ありがとうございます。 
 
山沖会長 
 承認されたということで進めさせていただこうと思います。ありがとうございます。 
 
 （2）令和 4 年度長野労働局行政運営方針について 
山沖会長 
 続きまして、令和 4 年度の長野労働局行政運営方針についてという議題に移らせて

いただきます。 
 これまでと同様、各部局にわたっておりますので、それぞれの部局において順次説

明していただいた上で、全部の説明が終わったところで質疑に移らせていただこうと

思っております。 
 説明者におかれましては、議事をスムーズに進めるため、できる限りコンパクトな
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説明をお願いしたいと思います。 
 それでは、総務部長から順次御説明をお願いいたします。 
 
佐藤総務部長 
 いつもお世話になっております。総務部長をしております佐藤です。私からは、行

政運営方針の説明の前に、新型コロナウイルス関係の影響等に係る対応について御説

明をさせていただきます。 
 資料 No.3 の縦の資料を御覧になっていただければと思います。 
 初めに「1 企業、労働者からの相談等への対応」になります。 
 （1）相談状況ですが、2 月 25 日現在で 2 万 7,170 件の相談をいただいておりまし

て、前回御説明したとおり、引き続き 4 分の 3 が事業主の方からの相談になっている

状況です。相談内容につきましても、引き続き雇用調整助成金をはじめとした助成金

関係の相談がおよそ 8 割を占めている状況になっております。相談されている業種に

つきましても、製造、飲食、宿泊、卸・小売の業種からの相談が多い状況です。 
 続きまして、（2）の解雇・雇止め状況になります。2 月 25 日現在で 194 事業所、

2,526 人という状況になっております。下のグラフを見ていただきますと、オレンジ

の棒のところが期間の人数になりますが、最近を見ていただくと減少、横ばいという

状況になっており、比較的人数の多い雇用調整事案等が出た場合、少し凸凹ができる

というような状況です。 
 次に産業別の状況につきましては、これも引き続き、派遣関係、宿泊業において人

数が多い状況となっており、令和 3 年度以降については、コロナの影響を受け、宿泊、

飲食サービス業において割合が高くなってきているところです。 
 続いて、一番下の地域別になりますが、中信・南信地域で多い状況となっておりま

す。 
 （3）の解雇・雇止め等に対する法令遵守、紛争防止のための個別啓発指導です。昨

年度把握した事業場に対しまして、監督署から 221 件の個別指導を行っているところ

です。今年度は 2 月 25 日現在で 43 件の実施の状況となっているところです。 
 続いて、その下の 2 の「雇用調整助成金の特例措置による雇用の維持・確保等」で

す。雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金につきましては、特例期間を 3 月 31 日

までとしていましたが、コロナの影響等を踏まえ、6 月 30 日まで延長する方針となっ

ております。支給件数になりますが、2 月 25 日現在で 9 万 6,303 件の支給申請があ

り、9 万 5,179 件の支給決定を行っているところです。オレンジの棒グラフを見てい

ただきますと、こちらも各期間の申請件数になりますが、昨年のピーク時に比べ、減

少傾向ではありますが、今月 6 日まで適用されておりましたまん延防止等重点措置の

影響、冒頭会長からもお話がありましたが、ウクライナ情勢等を今後踏まえますと、

そういった影響が今後見込まれてくるところではあるという状況になっております。 
 下の＜参考＞のところにありますとおり、雇調金の産業別の支給決定件数につきま

しては、こちらもやはり製造業、卸・小売業、飲食サービス業、宿泊業の順になって

いるところです。 
 続いて、（2）新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金です。こちらも雇

調金の特例期間と同様で、6 月 30 日まで対象期間を延長する方針となっております。

支給状況ですが、2 月 25 日現在で、支給件数が 3 万 9,756 件で、うち 3 万 2,272 件
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の支給決定を行っているところです。こちらも雇調金、緊安金と同様に、まん延防止

等重点措置の影響等が今後見込まれるのではないかと考えているところです。 
 続いて、（3）の小学校休業等対応助成金です。こちらも、対象期間が 6 月 30 日ま

で延長する方針となっております。コロナの影響による休校等につきましては、当県

では他県に比べて比較的少なかったこともあり、首都圏などと比べ 152 件と、申請件

数が少ない状況となっているところです。 
 しかしながら、今の第 6 波は子供の感染が目立つ、家庭内の感染が目立つという状

況になっており、今後、支給件数にも影響が出るのではないかと考えているところで

す。 
 最後に私のほうから、労働局職員のコロナ感染状況について簡単に御説明させてい

ただきます。1 月まで長野労働局職員は感染者を出さずに対応してきたところではご

ざいますが、1 月下旬に初めての感染者が出て以降、これまでに 11 名の職員が感染

し、皆様には御心配をおかけしているところです。 
 第 6 波では、やはり子供をはじめとした家庭内感染の影響もあり、なかなか職員の

感染防止に苦慮しているところではございますが、引き続き基本的な感染症対策を徹

底いたしまして、行政サービスの停滞を招くことなく、利用者の皆様に安心して御利

用していただけますよう取り組んでいきたいと思っておりますので、皆様方の御協力

をお願いいたします。 
 駆け足になりましたが、私からの説明は以上になります。ありがとうございます。 
 
鳥居雇用環境・均等室長 
 雇用環境・均等室長の鳥居です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
 令和 4 年度長野労働局行政運営方針について御説明いたします。No.4 と No.5 の 2
点がありまして、資料 No.4 が行政運営方針本体で、その行政運営方針から重点事項

を抜き出して、外部への PR での活用を念頭に、分かりやすく取りまとめたものが資

料 No.5 の長野労働局のとりくみ（行政運営の重点事項）でございます。本日は時間

も限られますので、資料 No.5 の行政運営のとりくみを使いまして、ポイントを絞っ

て説明をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 
 ここで、資料 No.5 で一部誤りがありましたので訂正させていただきます。11 ペー

ジの上のⅢ「雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応」となってい

ますが、これは正しくは項目Ⅱですので、訂正させていただきます。同じく 14 ページ

の「多様な人材の活躍促進」もⅣとなっていますがⅢが正しいので訂正させていただ

きます。申し訳ございません。 
 それでは、こちらの「長野労働局のとりくみ」に沿って御説明いたします。担当部

室長が順番に説明いたしますが、労働基準部長から最初にして、その後雇用環境・均

等室長、職業安定部長と続いて説明をいたします。よろしくお願いいたします。 
 
紀伊労働基準部長 
 委員の皆さん、こんにちは。労働基準部長を拝命おります紀伊でございます。どう

ぞよろしくお願いします。 
 私のほうから、資料 No.5 の「長野労働局のとりくみ」に沿いまして、労働基準部の

施策について御説明申し上げます。 
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 まず、資料 No.5 の 2 ページをお開きいただきたいと思います。 
まず、大きな項目でございますが、「誰もが働きやすい職場づくり」ということでござ

いまして、その中の 1 項目め、「労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備」

と題しております。こちらの課題でございますが、2 ページの左下のグラフを見てい

ただきたいと思います。現在の長野県における労働災害の状況についてグラフ化して

みました。 
 そこで令和 3 年、2021 年の上のほうの折れ線グラフ、オレンジ色のグラフでござい

ますけれども、2,132 人と書いてございます。その上に括弧で 2,338 人と記入してお

りまして、これはどういうことかと申し上げますと、2 ページのページ番号のすぐ上

に、「注：（ ）内は新型コロナウイルス感染症を含めた労働災害件数」ということで

ございまして、それを新型コロナウイルス感染症罹患の関係を含めますと 2,338 人、

それらを除きますと 2,132 人です。 
 同様に前年でございます令和 2 年につきましても、新型コロナウイルス感染症関連

を除きますと 2,038 人、含めますと 2,063 人ということでございまして、御覧のよう

に休業 4 日以上の死傷者数が増加している現状にございます。それ以上に、今度は 2
ページの上の「課題」のところを見ていただきたいと思うんですが、死亡者数につき

ましては、令和 3 年の県内の労働災害の死亡者数は 15 名と、今なお毎年多くの尊い

命が失われているという現状にございまして、また、先ほどグラフで見ていただきま

した休業 4 日以上の死傷者数についても、新型コロナウイルス感染症関係を除きまし

ても 2,132 人で、直近 15 年間で最多となっているところでございます。 
 その他、石綿等の問題もございまして、先ほど局長の冒頭の御挨拶にもございまし

たとおり、長野労働局といたしましては、「労災による死亡者を、悲しみをゼロに」を

合言葉に、この死亡災害を中心に労働災害の防止を図る必要がございます。 
 そこで取組でございます。真ん中の四角囲みを御覧いただきたいと思います。まず、

行政では、施策の最も重要なものを行政内部の用語で「一丁目一番地」というふうに

呼んでおりますが、当局の一丁目一番地につきましては、（1）「死亡災害の撲滅」でご

ざいます。死亡災害が急増した建設業における墜落・転落災害、それから車両系建設

機械をはじめとする重機災害、倒壊災害などの防止を推進していくということで、こ

の死亡災害の撲滅、それから、それに関連する（2）「大幅に増加した労働災害の防止」、

これらを来年度の重点施策に掲げております。 
 特に労働災害の防止につきましては、今年度、労働災害防止団体と連携を強化いた

しまして、災害が発生しますと、その状況や対策につきまして、迅速に情報の共有を

図るというシステムを構築したところでございまして、今後ともこれらの施策を効果

的に推進し、死亡災害の撲滅をはじめ、労働災害の防止に重点的に取り組みたいと思

います。 
 続きまして、次の 3 ページを御覧いただきたいと思います。労働災害の防止関係で

は、（3）「健康障害の防止」、（4）「職場における新型コロナウイルス感染症防止対策等

の推進」、（5）「治療と仕事の両立支援の推進」等についても、引き続き積極的に取り

組んでまいります。 
 続きまして、4 ページでございます。労働基準部の施策の二つ目でありますが、「法

定労働条件の確保・改善及び長時間労働の是正」でございます。これらにつきまして

は、当局管下の労働基準監督署 9 署ございますが、こちらの本部であります監督指導
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の強化についてであります。 
 課題でございますが、全ての労働者が適正な労働条件の下で安心して働くことがで

きるよう、事業場における労働基準関係法令を遵守し、法定労働条件を確保し、一層

改善していくとともに、労働者の心身の健康を害するような長時間にわたる過重労働

を防止する必要性があります。そこで、法定労働条件の確保のために、個別指導事業

場への監督指導を一層御強化してまいります。 
 続いて、時間の関係で申し訳ございません。先に進みまして 5 ページを御覧いただ

きたいと思います。3 として「中小企業に対する適切な労務管理の助言等」というこ

とでございまして、労働基準監督署におきましては、法定労働条件の確保・改善のた

めに監督指導を行っておりますが、それとは別に、中小企業事業主等に対して法令遵

守のための労務管理の助言・指導等についても行っているところでございまして、こ

ちらについても引き続き継続してまいります。 
 それから 6 ページの 4「感染症の影響を踏まえた労務管理に対する啓発指導」とい

うことで掲げております。現下の新型コロナウイルス感染症による影響はいまだ収束

の兆しを見せていないところでございますが、取組の括弧書きを見ていただければと

思いますが、取組として 2 点ございます。（1）感染症の影響による大量整理解雇等に

関する情報の収集・把握に努め、（2）啓発指導等を実施するということでございまし

て、こちらについても引き続き来年度も実施してまいります。 
 続いて、7 ページを御覧いただきたいと思います。5「最低賃金・賃金引上げに向け

た生産性向上等の推進」についてです。先ほど労働災害防止について一丁目一番地の

施策というふうに申し上げました。現下のこうした新型コロナウイルス感染症が拡大

する状況において、もう企業の生産性を上げて賃金を引き上げるというのは政府を挙

げての施策でございまして、あえて申し上げれば、一丁目二番目の施策ということで

ございます。 
 こちらについての取組でございます。7 ページの青く囲んだ下の四角書きを御覧い

ただきたいと思います。（1）については雇用環境・均等室の施策でございますが、関

連しますので私のほうから説明申し上げます。まず、「賃金引上げに向けた生産性向上

等に取り組む企業への支援」ということで、業務改善助成金による支援を図ってまい

ります。 
 そして、労働基準部でございますが、（2）「最低賃金制度の適正な運営」ということ

でございます。現下、このような厳しい経済情勢におきましても、地方最低賃金審議

会での円滑な運営を図り、そしてそこで決定された答申を受けました最低賃金につき

ましては、労働局で決定を図った後、当労働局といたしましては、この周知徹底を最

重点に置いて、広く県民に知らしめる活動を行うということでございます。 
 それからウとしましては、さらにこの最低賃金の周知徹底と併せて履行確保を図る

ことが重要でございますので、このさらなる最低賃金の履行確保を図ってまいりたい

と思います。この最低賃金の周知広報につきましては、8 ページの一番上のピンク色

の四角囲みを見ていただきたいのですが、昨年 10 月 1 日、長野県の最低賃金の発効

日に合わせまして、初めての試みとして、JR 長野駅での街頭啓発活動を行い、広く県

民に周知したところでございます。 
 来年度につきましても、最低賃金の周知広報につきましては、これを重点に掲げ、

広くこうした周知活動を行っていきたいと存じます。 
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 8 ページの 6「迅速かつ公正な労災認定等」でございます。労働基準監督署におきま

しては、監督指導、それから安全衛生の指導とともに、もちろん労災保険の運営を行

っているところでございまして、この労災保険の運営つきましては、迅速かつ公正に

労災認定を行っていく所存でございます。 
 それから少し飛びまして、19 ページをお開きいただきたいと思います。19 ページ

の「高齢者の就労・社会参加の促進」の中の取組の（3）といたしまして、高齢者の特

性に配慮した安全性対策を行う企業への支援というふうに書かせていただきました。

今年度に引き続き、来年度におきましても「高年齢労働者の安全と健康確保のための

ガイドライン」、通称「エイジフレンドリーガイドライン」と呼んでおりますが、こち

らのガイドラインそのものと、エイジフレンドリー補助金の周知の徹底を図ってまい

ります。 
 最後にもう一度 2 ページに戻っていただきたいと思います。2 ページの右下のほう

にポスターを一つ掲載させていただきました。こちらは平成 2 年、ちょうどバブルの

頃のポスターでございます。原版はございませんので白黒になって大変見にくいので

すが、この右下のポスターの左側に、「一日に 6.6 人の働く仲間の命が失われていま

す」として、小さい女の子が左目から涙を流しているという非常に感動的なポスター

でございます。 
 我々労働局といたしましては、こうした労災で悲しむ人が一人でも発生しないよう

に、悲しむ人がないように、労働災害の防止というのを最重点に施策を展開してまい

りたいと思います。 
 この平成 2 年、三十数年前でございますが、このとき全国で 1 日に 6.6 人、これが

現在 2.2 人、30 年で僅か 3 分の 1 までしか下がっておりません。統計内におきまして

も、不幸にして労働災害で亡くなられた方は、いまだ 15 人の尊い命が失われている

という現状を重く鑑み、労働災害の防止につきまして、引き続き取り組んでまいる所

存でございますので、引き続き審議会の先生方の御支援、御助言等もよろしくお願い

いたします。 
 労働基準部からは以上でございます。 
 
鳥居雇用環境・均等室長 
 雇用環境・均等室長の鳥居でございます。続きまして、私からは雇用環境・均等室

が中心となって行っている施策について御説明をさせていただきます。 
 資料 No.5 の 9 ページから御説明します。7 の「働きやすい職場環境の整備」の（1）
として「総合労働相談、ハラスメント防止の対策の推進」でございます。 
 課題の部分に記載してありますが、職場におけるハラスメントは、労働者の尊厳を

傷つけるあってはならないことでございまして、働く人の能力の発揮の妨げになるも

のです。そのため、職場におけるハラスメントの防止対策につきましては、積極的に

推進する必要がございます。 
 同じページの真ん中に棒グラフがありますが、個別労働紛争に関わる相談内容とし

ては、いじめ・嫌がらせが最多となっております。県内 10 か所の総合労働相談コーナ

ーにおいて、職場のトラブルに関する御相談や解決のための情報提供など、労働相談

を的確に行うとともに、紛争調整委員によるあっせんなど、個別労働紛争の早期の解

決を促進いたします。 
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 また、今年の 4 月には、労働施策総合推進法に基づくパワーハラスメントの防止措

置の義務が中小企業にも適用になるところでございます。法に基づく措置を講じてい

ない事業主に対しては、指導を実施することにより、法の履行確保を図ります。 
 また、適切なハラスメント防止措置が講じられるよう、9 ページの下のほうにイラ

ストがありますが、「あかるい職場応援団」のホームページなどの各種ツールの活用を

促してまいります。 
 続いて、10 ページに移ります。（2）「生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り

組む事業者等の支援」でございます。働きやすい職場環境の整備のためには、中小企

業等の生産性を高めつつ、労働時間の短縮に向けた具体的な取組を行って、働き方改

革を実現することができるよう、中小企業・小規模事業主に寄り添った相談支援を推

進することが重要です。このため生産性を高めながら労働時間の短縮に取り組む中小

企業・小規模事業者に対して、助成金による支援を行います。 
 また、労働局が委託して実施する働き方改革推進支援センターにおいて、窓口相談

や個別訪問支援、セミナーの実施などの支援を実施いたします。この働き方改革推進

支援センターにつきましては、先ほど労働基準部長からも触れました最低賃金に取り

組む事業主や、後ほど触れますが、同一労働同一賃金の実現に取り組む事業主への支

援なども含めまして、総合的にワンストップでの支援を実施いたします。 
 また、働き方・休み方改善ポータルサイトなどを通じた企業の改善策の提供と好事

例の紹介、また、働き方・休み方改善コンサルタントによる助言や指導などを行って

まいります。 
 続いて、同じ 10 ページの（3）「柔軟な働き方がしやすい職場環境整備のための周

知・啓発」につきましては、副業・兼業の促進に関するガイドラインにつきまして、

分かりやすい解説パンフレットを活用した周知を行います。 
 また、雇用型テレワークに関しては、昨年 3 月にテレワークガイドラインを改定し

ておりますので、このガイドラインに沿ったテレワークの導入実施がなされるよう引

き続き周知を行うとともに、関連助成金の活用やテレワーク相談センターの紹介など

を行ってまいります。 
 続いて、少し飛びまして 14 ページ、Ⅲの「多様な人材の活躍促進」の 1「女性活躍・

男性の育児休業取得の促進」でございます。 
 女性活躍・男性の育児休業取得の促進につきましては、男女ともに仕事と育児など

を両立できるようにするため、育児・介護休業法が改正されたところです。改正のポ

イントを 14 ページの下に「お知らせ」として記載をしております。改正育児・介護休

業法においては、雇用環境整備や個別の周知、意向確認の措置の義務付けに関して今

年の 4 月から施行されます。また、その後も、10 月には産後パパ育休と育児休業の分

割取得、来年 4 月には育児休業の取得状況の公表の施行が控えております。 
 今般の改正は労務管理などに大きく影響する制度を含むため、労使に十分に御理解

いただけるよう、引き続き改正内容の周知を図ってまいります。また、施行後の着実

な履行も図ってまいる所存でございます。 
 続いて、15 ページでございます。（3）「女性活躍推進のための行動計画に基づく企

業の取組支援」でございます。こちらの真ん中に折れ線グラフがございますが、こち

らが女性の年齢階層別の労働力率を表したグラフです。これを見ますと、緑色の全国

平均に比べまして長野県の女性の労働力率は総じて高くなっているのですが、一方で
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別のデータでは、管理職に占める女性の割合が全国でも最低レベルにあるというデー

タもございますので、女性の活躍促進が課題となっているところでございます。 
 今年の 4 月から、改正女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公

表の義務が常用労働者 101 人以上の企業に拡大されるため、行動計画の策定、届出、

情報の公表が確実に行われるよう、法の着実な履行確保を図ってまいります。 
 また、企業が行動計画や自社の女性活躍に関する情報を公表するために設けている

女性の活躍推進企業データベースへの登録も促してまいります。 
 少し飛びまして 17 ページでございます。（2）同一労働同一賃金に関してなど、公

正な待遇の確保等に対しましては、パートタイム・有期雇用労働法が昨年 4 月から中

小企業にも適用されておりますので、この着実な履行確保に向けて、引き続き企業に

対する助言・指導や、先ほど申し上げました働き方改革推進支援センターによる相談

窓口における個別支援やセミナーなどによる支援を実施してまいります。 
 また、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組む事業主へのキャリアアッ

プ助成金による支援を行ってまいります。 
 雇用環境・均等室につきましては以上でございます。 
 
元木職業安定部長 
 職業安定部長の元木でございます。私から職業安定部関連の施策について御説明を

させていただきます。 
 資料の 1 ページをグラフを御覧ください。県内の雇用情勢を御確認ください。棒グ

ラフが求人数、求職者数、折れ線グラフが有効求人倍率を示しております。この折れ

線グラフ、赤が全国、青が長野県の状況をお示ししております。 
 コロナ前まで、国の動きと長野県の動きがシンクロしていることが見て取れるかと

思うんですけれども、今年度、全国がいまだ低調な状況である一方、長野県は、産業・

業種によってばらつきはございますが、全体のボリュームとしては回復していること

がこれで見て取っていただけるかと思っております。まずは、こういった状況である

ことを改めて御確認いただいた上でお聞きいただければと思います。 
 それでは、資料 11 ページを御覧ください。「雇用の維持・労働移動等に向けた支援

やデジタル化への対応」です。まず、コロナ禍において休業せざるを得ない事業所に

お勤めの方々の雇用維持が重要という観点から、雇用調整助成金等の特例措置を設け、

手厚い助成額・助成率での支援を行っているところです。 
 支給額などにつきましては、先ほど総務部長から御案内のとおりでございますけれ

ども、迅速な支給審査により、より早期の支給ができるよう取り組むとともに、不正

受給の防止にも取り組んでいるところでございます。 
 次に、ページの下のほうですが、人手不足分野や地域間の円滑な労働移動の推進で

す。具体的には、医療・介護・保育分野といった雇用吸収率が高い分野と、コロナ禍

で離職された方をどのようにマッチングしていくのか、求職者の方々にどのように関

心を持っていただくのかという取組みです。 
 次の 12 ページを御覧ください。いろいろ記載があるのですけれども、その中で （4）
「都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職等の支援」でございます。こち

らは、ページ真ん中より下のほうで御案内しておりますけれども、東京銀座の長野県

のアンテナショップ「銀座 NAGANO」内に設置しております長野県移住・交流セン
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ターというものを、県と共同して運営しているところですけれども、この施設が令和

3 年 10 月にリニューアルオープンいたしました。コロナ禍で移住というキーワードが

大事であるということと、少子高齢化の進行によって県内の労働力人口が減少するこ

とを考えれば、こういったリニューアルを機にこの施設をより効果的に運営していく

必要があると考えております。 
 次の 13 ページでございます。3「デジタル化の推進」です。一つにはデジタルスキ

ルを身につけていただいた上での再就職支援、ページ下のほうのデジタル分野の職業

訓練に係るリーフレットを掲載しておりますけれども、ハローワークにおける職業相

談の場面などにおきまして、積極的に周知をいたしまして、円滑な再就職につなげて

いただきたいと考えております。 
 もう一つはハローワーク業務のデジタル化でございます。これまでも全国的なシス

テムを、刷新によってオンラインで求人提出ができるようになるなど取組みがなされ

てきたところですが、令和 4 年度においては、私ども UIJ ターン希望者などを中心に

オンラインの面接会を実施したいと考えております。オンラインのみで実施するのか

リアルとオンラインの同時開催とするのかといった詳細は、今後の検討の中で判断し

てまいりたいと考えておりますが、まず試行錯誤しながらではありますけれども、こ

ういった取組みを進めてまいります。 
 16 ページを御覧ください。2「新規学卒者等への就職支援」です。先ほど山沖会長

のほうからもお話ございましたけれども、私ども新規学卒者に対する就職支援に力を

入れております。令和 4 年 3 月に卒業される生徒さんたちの内定状況を簡単に御紹介

しますと、1 月末時点におきまして、高卒で 91.8％、大卒等におきましては 85.7％と

なっております。昨年度はコロナの影響によりまして選考開始時期が後ろ倒しになっ

たところですけれども、本年度は例年と同様のスケジュールで就職活動が進んだこと

もございまして、過去 5 か年の平均を若干下回りはしますが、堅調な推移ではないか

と思っております。 
 また、前回の審議会で山沖会長、清水委員から、大学での新卒応援ハローワークの

周知が行き届いてはいないのではないかといった御指摘、御意見を頂戴いたしました

ので、その後改めて大学事務局のほうに御連絡をさせていただき、周知のほうをさせ

ていただいております。 
 同じページの下のほうの非正規雇用労働者の方々への支援でございます。やはりコ

ロナ禍で非正規雇用労働者の方々に影響が及んでいるところでございますけれども、

こちらはハローワークにおいて担当制によるきめ細やかな支援をしております。併せ

て、求職者支援制度の活用も推進をしているところでございます。 
 少しページを飛びまして 18 ページ、4「就職氷河期世代の活躍支援」でございます。

令和 2 年度から令和 4 年度までを集中取組期間としておるこの就職氷河期世代の活躍

支援ですけれども、令和 4 年度は集中取組期間の最終年度となるところです。取組み

を始めた途端にコロナ禍に見舞われたという状況ではございますけれども、資料にお

示しをしているような取組を引き続き実施してまいるところでございます。 
 19 ページを御覧ください。5「高齢者の就労・社会参加の促進」でございます。改

正高年齢者雇用安定法が令和 3 年 4 月に施行されたことを受けまして、定年制の廃止、

継続雇用制度、就業支援等措置の導入といった就業機会確保に向けた環境整備を図っ

ているところでございます。高齢化が進む中で雇用のあり方も変容していくと思われ
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ますが、適時適切に私どもとしても対応してまいりたいと考えております。 
 次に、障害者の就労促進です。20 ページのグラフを御覧ください。下のほうのグラ

フでございます。県内において実雇用率は全国平均値を上回っておりまして、雇用者

数も年々増加傾向となっております。一方で、県内事業者の 4 割強が法定雇用率を達

成できていない状況でして、引き続き、未達成企業に対する指導や支援を行ってまい

ります。 
 次に 21 ページを御覧ください。障害者雇用のお話の続きでございますが、障害者

雇用に関する優良な中小企業に認定する「もにす認定」というものがございます。こ

ちらを駒ヶ根市の製造業、ナパック株式会社様に対して、令和 3 年 12 月 3 日に県内

で初めて認定し、認定交付式を行いました。メディアからの取材も多数ございまして、

テレビニュースなどで放映されたため御覧になった方もいらっしゃるかもしれません

が、こういった取組みが障害者雇用の機運醸成につながることを期待しております。 
 ページ下の外国人に対する支援については、グラフを御覧いただければ御理解いた

だけるかと思いますが、年々外国人労働者の方々が増加をしております。在留資格に

ついては様々でございますが、ハローワークにおきましても、通訳の配置など、外国

人の方々の就労支援に対応してまいります。 
 私からは以上でございます。 
 
山沖会長 
 ありがとうございます。一通り労働局から説明がありました。それでは意見交換に

入らせていただきます。事前に質問や意見をいただいております。既にいただいてい

る意見が全部でお二人から 4 点ありました。まず、その方々から先にお願いしたいと

思っています。 
 公益委員の織先生からお願いできますか。 
 
織委員 
 織です。外国人労働者に対する支援・相談業務について御質問させていただきまし

た。人的な人による通訳に頼らず、多機能翻訳機を使ったり、ウェブ、オンラインに

よる通訳の可能性について言及されていたのですが、具体的な制度の概要等が分かれ

ば教えていただきたいと思います。 
 あわせて外国籍労働者からの相談件数の推移をお聞きしたいと思います 
 
山沖会長 
 事務局、お願いします。 
 
鳥居雇用環境・均等室長 
 近年外国人労働者に関しましては、増加をしておりますので、外国人労働者が安心

して働きその能力を十分に発揮する環境を確保するため、外国人に対する支援を推進

することは非常に重要であると認識しております。 
 また、委員から御指摘のありましたマスコミ報道などに関しましては、外国人の労

働条件を巡るトラブルに端を発しているものもあると思われますけれども、適正な労

働条件の確保につきましては、外国人労働者についても日本人労働者と同様に極めて
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重要であると考えております。 
 労働者からの職場のトラブルに関する御相談や解決のための情報提供などの労働相

談に関しましては、労働局と各労働基準監督署において実施しておりますが、外国人

労働者の方の労働条件についての相談に応じるため、長野労働局では、局に外国人労

働条件相談コーナーを設けておりまして、ここではポルトガル語での相談に対応して

おります。また、その他の言語に関しましては、電話での対応ということで、外国人

労働者向け相談ダイヤルを他の労働局との連携によって開設しています。こちらで共

通の番号にかけていただきますと、その他の言語を担当する労働局の職員が電話で対

応するという仕組みで、合計 13 か国語での相談に対応しております。 
 また、局と監督署にタブレット型の多言語音声翻訳機器を配置しておりまして、こ

れにつきましては来年度も継続して実施するところでございます。 
 それと、御質問の中で外国人労働者からの労働相談の件数の推移はどうかというこ

とをいただいております。過去 10 年間、平成 24 年から令和 3 年度までを見ますと、

平成 24 年は約 180 件であったところが、多少上下はありますが、年度ごとに増加傾

向にありまして、平成 28 年には 200 件台となりまして、その後令和 2 年は約 270 件

と増加しております。なお、直近の令和 3 年につきましては約 150 件と減少している

のですけれども、なかなか正確な要因は分析できないのですが、コロナの影響による

外国人労働者の入国制限の影響というところもあるのではないかと考えているところ

です。 
 いずれにしましても、長期的に見れば、今後も外国人労働者は増加していくと考え

られますので、それに伴って、外国人労働者からの労働相談も増加していくと考えて

おります。このため、外国人労働者にかかる労働相談体制につきましては、万全を期

して適切に対応してまいりたいと考えております。 
 また、労働局及び監督署では、外国人労働者が安全な職場環境で働けるよう、外国

人を雇用する事業者に対して、厚生労働省の作成した外国語の安全衛生教育教材を周

知しまして、安全衛生教育の実施に当たって、母国語や平易な日本語を用いたり、視

聴覚教材を用いるなど、外国人労働者がその内容を理解できる方法で行うよう指導啓

発をしております。PR 版にも本教材を周知する旨を追記したいと考えています。 
 また、仕事を探されている外国人の方の就業に関する相談窓口支援としましては、

ハローワークに通訳ができる専門相談員を配置しているほか、電話による通訳や、こ

ちらも多言語音声翻訳機器を利用することによって、外国人求職者への多言語による

相談支援を行っているところでございます。以上でございます。 
 
山沖会長 
 織先生、よろしいでしょうか。 
 
織委員 
 ありがとうございました。この 10 年で県内で働く外国人労働者は約 2 倍に増えて

いるようですが、それに従って相談件数も順調に増えていますので、現場の外国人労

働者が抱える悩みをよく拾っていただいている証拠だと思います。引き続きコミュニ

ケーションの困難な外国人労働者の支援をお願いしたいと思います。それが、犯罪の

防止と治安の維持につながり、ひいては私たち日本人の幸せにつながると思います。
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よろしくお願いします。 
 
山沖会長 
ただいまの御質問について関連した情報提供です。多言語音声翻訳機器ということで

すが、総務省の外郭団体で、まさに多言語音声翻訳のためのソフトを開発されたと聞

いています。これは機器を使うのではなく、スマホを使うものであるという話も聞い

ておりまして、スマホにソフトをインストールして使うそうです。スマホであればみ

んなが持っているということで、わざわざ専用機器も必要ないというものでございま

す。機会がありましたら、皆様に、また、労働局にも情報提供をさせていただきます。

私からは以上です。 
 では、続きまして、使用者代表委員の水本さんから、御質問が何件か届いておりま

す。水本さん、お願いします。 
 
水本委員 
 経営者協会の水本です。質問は一つですが、人手不足分野という形で、令和 3 年度

の労働行政の重点施策に関わる進捗状況等の報告書がございますが、9 ページに在籍

型出向について書かれています。在籍型出向につきましては、産業雇用安定助成金の

支給実績につきましては、支給決定件数、あるいは金額についての記載もありますが、

対象となった人数が何人ぐらいおられるのか、お分かりになったら教えていただきた

いと思います。 
 もう一点ですが、来期の労働行政運営方針の 4 ページに、人手不足分野や地域間の

円滑な労働移動の推進のところで、「医療・福祉分野充足促進プロジェクト」を推進し、

潜在求職者の積極的な掘り起こしとありますが、具体的にどのように掘り起こしをさ

れるのか、この 2 点について教えていただければと思います。 
 
山沖会長 
 質問だけでなく御意見もいただいているようなので、それも併せてお願いできます

か。 
 
水本委員 
 まず、労災ゼロということですが、労働局長中心に労災による死亡者ゼロに向けて

努力されていることに対して敬意を表したいと思います。「労災による死亡者を、悲し

みをゼロに」を合言葉に職員一丸となって、第 13 次労働災害防止計画の目標を厳し

い目標とは思いますけれども、ぜひ達成いただきたいということが一つ。 
 それから、デジタル化の推進ですが、デジタル分野について、一定の要件を満たし

た IT 分野の資格取得を目指す公的職業訓練コースの拡充を図るとありますけれども、

今後ますます必要とされる分野でありますので、スキルアップのためにも最大限のバ

ックアップをお願いしたいというのがもう一つのお願いです。以上です。 
 
山沖会長 
 それでは、事務局からお願いできますか。 
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元木職業安定部長 
 職業安定部から御回答させていただきます。 
 まず一つ目に、在籍型出向の人数がいかほどかという御質問でございます。こちら

は、支給決定件数が令和 4 年 1 月末現在で 44 件の支給決定に対して、対象労働者数

が 108 名となっております。ただこの 108 人というのは、支給決定の延べ数でござい

ますので、実際の出向した方の人数というのはもっと少なくなっていくだろうと思っ

ております。これが一つ目の御質問に対する回答でございます。 
 二つ目に、医療・福祉分野充足促進プロジェクトにつきまして、潜在求職者の積極

的な掘り起こしをどのようにしているのかという御質問に対する御回答でございます。

まず、かねてから、この医療・福祉分野というところは恒常的に人手不足の状況にな

っておりましたが、コロナ禍の状況でその傾向がさらに強まったということを受けま

して、令和 2 年 6 月に編成しました令和 2 年度第二次補正予算を契機としまして、こ

のプロジェクトを創設し、令和 4 年度も引き続き実施することとしております。 
 具体的な取組みとしましては、まず関連する資格等を保有する求職者に対する求人

等の情報提供ですとか、応募勧奨、また資格を持っていない方であったり未経験の方

に福祉の仕事にどう関心を持ってもらうのか、知ってもらうのかということを念頭に

置いた福祉ジョブセミナーなるものを開催するなど、そういった求職者の方々に興味・

関心を持っていただけるような取組みを進めております。 
 また、本プロジェクトとは別に、私ども福祉関係団体の皆様方と意見交換を行うた

めの連絡会議を定期的に実施しております。その中で、なかなか若い方に関心・興味

を持ってもらえないというような御意見をいただいておりまして、今後、若い方の目

に留まりやすい新卒応援ハローワークですとか、マザーズコーナーなどでの周知広報

を強化してまいりたいと考えております。 
 三つ目です。デジタル化の推進につきましても御質問を頂戴しております。こちら

は、IT 人材の育成というのが当局だけではなく、実際に職業訓練を実施しております

長野県や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構といったところでも、その必

要性を強く認識しているところでございまして、今回令和 4 年度に向けて IT 分野の

訓練定員数を増加する方向で、長野県職業訓練実施計画の策定を進めており、今後こ

の計画に沿って訓練を実施することとしております。 
 こういった訓練コースは、民間教育訓練機関への委託によって実施するのが大半で

すけれども、IT 人材育成のため、一定の要件を満たす場合については、訓練委託費等

を 1 人当たり月 1 万円上乗せする特例を、先般の補正予算によって設けたところでご

ざいまして、こうした特例措置が教育訓練機関にとってのインセンティブになること

を期待しておるところです。 
 また、在職者の方々に対する IT 分野の訓練実施も促進していただきたいという狙

いで、令和 4 年度から、事業所で行う職業訓練の訓練経費等を助成いたします人材開

発支援助成金、これの要件を緩和しまして、これまで IT スキル標準のレベル 3 ない

し 4 に該当する訓練を高率助成、訓練経費の助成を通常 30％の助成のところを 45％
助成するという対象にしていたのですが、令和 4 年度からレベル 2 のもの、若干低い

ものも含めて高率助成の対象とすることを予定しております。 
 こういった取組みによりまして、今後もデジタル化の推進に対応してまいりたいと

考えております。以上です。 
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山沖会長 
 ありがとうございます。 
 水本さん、よろしいでしょうか。 
 
水本委員 
 ありがとうございました。ぜひ、IT に関しては人材不足ということが言われていま

すので、御支援をお願いしたいと思います。 
 
山沖会長 
 私の手元に届いているのは以上ですが、他にございましたらお願いします。 
 
紀伊労働基準部長 
 会長、恐縮でございます。労働基準部長の紀伊でございます。今の水本委員の意見、

1 点だけ御回答させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 
 水本委員から、御意見の 1 点目に労災防止について励ましのお言葉をいただきまし

てありがとうございます。御意見ありがとうございました。当長野労働局といたしま

しても、行政運営方針に記載のとおり、労働災害防止を最重点課題の一つとして、本

日御説明させていただいたような対策を取って、まさに「労災による死亡者を、悲し

みをゼロに」の実現に向けて、労働災害の撲滅に向けて取り組んでまいりたいと思い

ますので、今後とも御支援方よろしくお願いいたします。以上でございます。 
 
山沖会長 
 ありがとうございます。それでは、他の方でいらっしゃいますか。 
 
小松委員 
 連合長野の小松です。よろしいですか。 
 働き方改革がコロナ禍前は非常に話題にもなり推進されていた中で、コロナ禍で停

滞しているかなという捉え方をしています。そのベースになってくる三六協定、ちょ

うど 3 月 6 日の「36（サブロク）の日」という連合のほうで示した日ですが、長野県

における締結率をもし把握されているのであれば御教示いただきたいというのが 1 点。

あと、今触れられた労災の関係ですが、非常に残念な結果にはなっていますが、先ほ

ど話題の出ました外国人であったり障害者、また高齢者に対して労災対策というもの

は、また別の方法で考えなければいけない、場合によっては個社、いわゆる 1 企業の

中で危険だという表示を各外国人の母国語で示したり、そういうことというのは各企

業の力でやりきれないこともあろうかと思います。そういうものを、できれば労働局

のほうでサポート・指導をしていただければ非常に助かるのかということも考えない

でもないのですが、何かそういうサポートの仕組みがありましたら教えていただきた

いという、この 2 点でございます。よろしくお願いします。 
 
山沖会長 
 事務局、いかがでしょうか。 
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紀伊労働基準部長 
 事前にいただいておりませんものですから、最新の数字等は今ないのですが、長野

県における時間外休日労働に関する協定届、いわゆる三六協定の提出率でございます

が、令和元年のデータでは 32.4％ということになっております。 
 それから 2 点目の外国人や障害者、高齢者に向けたそれぞれの対策でございます。

今、例えば高齢者につきましては、先ほど申し上げましたエイジフレンドリーガイド

ライン等がございます。外国人につきましても、先ほど申し上げました外国語による

労働災害防止の各種のマニュアル等実施しておりまして、それぞれ外国人、障害者、

高齢者に応じた対策につきましても、全国斉一的に実施しているところでございます。 
 具体的に何をやっているかということに関しましては、現時点では資料を用意して

おりませんが、それぞれ適宜的確に対応してまいる所存でございますので、よろしく

お願いいたします。 
 
山沖会長 
 小松委員、いかがでしょうか。 
 
小松委員 
 ありがとうございました。労災に関しては、労働局だけではなくて、労使、企業側、

労働側両方に求められることがあろうかと思いますので、そこのところも含めての御

指導を続けていただければと考えております。よろしくお願いいたします。ありがと

うございました。 
 
紀伊労働基準部長 
 こちらこそありがとうございました。よろしくお願いいたします。 
 
山沖会長 
 他に御意見、御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 
 とりあえず、先に進めさせていただいて、もしその間に思いつくことがあれば、時

間があれば受けさせていただきます。 
 それでは、議事を先に進めさせていただきます。ただいま、いろいろとご意見をい

ただきましたが、これにつきましては労働局におかれては、今後の行政運営の推進に

積極的に活用していただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 （3） 長野県外衣・シャツ製造業最低工賃に関する報告について 
山沖会長 
 議題（3）ということで、長野県の外衣・シャツ製造業最低工賃に関する報告という

ことです。労働局のほうからお願いします。 
 
紀伊労働基準部長 
 お手元の資料 No.8 を御覧いただきたいと思います。私のほうから、議題（3）の第
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13 次最低工賃新設・改正計画に基づく長野県外衣・シャツ製造業最低工賃実態調査結

果の概要について御報告を申し上げます。 
 最低工事につきましては、工賃が低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るため、

必要な業種に適切な最低工賃を適正かつ効率的に決定することが求められておりまし

て、最低工賃の新設・改正を促進するため、3 年ごとにこうした最低工賃の新設・改

正計画を改めて、実態に係る調査を行いまして、その結果を踏まえて、最低工賃の廃

止や改正の検討をすることといたしているところでございます。 
 本年度につきましては、この計画に基づきまして、長野県外衣・シャツ製造業最低

工賃に係る実態調査を実施いたしまして、この御覧の資料 No.8 のとおり取りまとめ

を行ったところでございます。 
 時間の関係もございますので、詳細は資料を御覧いただくとしまして、委託者数及

び家内労働者数と、最低工賃該当業務の今後の委託量の見通しについてのみ御説明を

させていただきます。 
 まず、委託者数及び家内労働者数でございます。調査対象はこの資料 No.8 の 1 の

（1）にございますとおり、調査対象は 32 社でございます。このうち（2）でございま

すが、回答がありましたのは 19 社でございます。家内労働者の総数は 108 人でござ

いまして、そのうち長野県外衣・シャツ製造業最低工賃の設定業務に委託を行ってい

る委託者数につきましては、この資料 8 の 1 ページの下から二つ目のグラフの右端か

ら 2 番目、R 3 年と書いています令和 3 年のところの委託者数の欄を御覧いただきた

いと思いますが 7 社、その 7 社の下が家内労働者数でございまして、37 人いう結果で

ございました。 
 次に最低工賃該当業務、外衣・シャツ製造業ですが、該当業務の今後の委託料の見

通しにつきまして、委託料が「増加する」と回答した委託者はゼロでございまして、

「不変」と回答した委託者が 17 社、「減少する」と回答した委託者が 2 社でございま

した。 
 これにつきましては 2 ページの（3）のところでございます。今回の調査結果を見ま

すと、家内労働者数につきまして、厚生労働省の基準では廃止検討となるのが 100 人

ということでございますが、100 人を大きく割り込んでおりますものの、いまだ 37 人

の工賃設定業務に従事する家内労働者の方が存在しているという現状でございます。

長野県の最低賃金が過去最大の引上げとなった今年度におきましては、前回改定から

の経過年数を考慮しながら、改正を視野に検討すべきと考えられまして、少なくとも

現在の状況からは、廃止を議論するのは適当でないという状況にございます。 
 一方、この外衣・シャツ製造業最低工賃の改正の諮問に当たりましては、家内労働

法第 11 条第 2 項及び同則第 7 条によりまして、家内労働者又は委託者の全部または

一部を代表する者からの最低工賃の改正もしくは廃止の決定を申し出ることが必須条

件となっております。これが申し出がないという状況でございますので、現状では諮

問することができません。 
 さらに廃止の必要性につきましては、長野県地方最低賃金審議会家内労働部会を設

置して、この場におきまして、実態調査の結果を踏まえて審議が行われるべきところ、

現在家内労働部会が設置されていないという状況でございまして、本審議会におきま

して、実態調査の結果を御報告申し上げることによりまして、諮問の見送りについて

労使代表の意見の御了解を得てきたという経緯がございます。 



22 
 

 これらの状況を総合的に勘案いたしまして、家内労働者を代表する者からの改正申

し出がない現状におきましては、従来どおり本審議会における実態調査の結果の報告

をもって、家内労働の実態を御認識いただき、最低工賃改廃に係る諮問をしないこと

につきまして、御了承をいただきたいと存じます。 
 今後、最低工賃に係る審議につきましては、新たに家内労働部会を設置の上、改正・

廃止に係る審議をお願いすることといたしますので、併せてよろしくお願い申し上げ

ます。 
 私からの説明は以上でございます。 
 
山沖会長 
 ありがとうございました。 
 今回は、諮問を見送るものの、今後、最低工賃については、先ほど話がありました

通り、家内労働部会において調査・審議を行うということを考えているという御報告

でありました。ただいまの御説明に対して、御質問、御意見等はございますでしょう

か。 
 
山口委員 
 労働者側委員の山口でございます。今御提案をいただきました懸案に対しまして、

賛成の立場で御意見を申し上げたいと思います。 
 現在、私も長野地方の最低賃金の審議会、そしてまた特定最低賃金の委員を務めさ

せていただいてございまして、冒頭の小野寺局長、また紀伊労働基準部長のほうから

御説明があったとおり、このところ、順調な形で長野県の最低賃金等が改善されてき

ているということが事実でございます。 
 一方で、今回御提案のあったように、最低工賃については、時間では計れない 1 個

当たりの単価という形で、なかなか難しい形で単価が決められていくのだろうと思っ

ておりますし、この間私も長年委員を務めさせていただいておりますけれども、この

外衣・シャツに限らず、工賃については審議が見送りという形で改正がされてきてい

ないということは事実です。 
 ただ、今回御説明いただいた資料 8 の 4 ページにあるとおり、1 時間半をかけて 200
円の工賃をいただいているという実態もございますことから、当然全てが全て長野県

の最低賃金に当てはまるとは思っておりませんけれども、やはり少し問題があるのだ

ろうと捉えているところでございます。 
 こういったことを踏まえて、我々としても、関連する産業別の組織とも少し相談さ

せていただくことはもちろん、労働局の皆さんとも御相談させていただきながら、今

後どのようにしていくのがいいのかということを、やはり同じ長野県で働く労働者の

皆さんですから、そういったことを含めて、我々連合長野もしっかり考えながら労働

行政に携わっていかれればと考えておるところでございます。 
 そういうことを、我々自身も考えて、改めて検討審議をさせていただければと考え

ておりますので、御協力、御理解をいただければと思います。本日の御提案ありがと

うございます。以上です。 
 
山沖会長 
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 ありがとうございます。 
 紀伊労働基準部長、何かありますか。 
 
紀伊労働基準部長 
 どうもありがとうございました。こちらこそ、今後の最低工賃の賃金につきまして

いろいろと公労使委員に御相談させていただきたいと思いますので、どうかよろしく

お願いいたします。 
 
山沖会長 
 他に御質問、御意見等ございますでしょうか。 
 よろしいでしょうか。かなり問題があるというか、部会もない中では決められない

ということで、今回は諮問を見送るということであります。 
 しかしながら、このままでいいんだろうかということも含めまして、今後、最低工

賃についてはしっかり評価も必要ということになろうかと思いますので、家内労働部

会を設置して調査・審議を行うという話であります。そういうことで、反対意見はな

いということで進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 今、取り上げたのは外衣・シャツ製造業最低工賃についてですが、先ほどの労働行

政のことを含めた全体を通しまして、最後追加で御質問、御意見等ございますでしょ

うか。 
 よろしいでしょうか。特にないようでございます。今日は大きく二つの議題があり、

それらについて御説明をいただいたということです。先ほど、ご説明がありました労

働行政の運営方針については今日いろいろな御意見が出ましたので、それを積極的に

活用していただくということ、また、外衣・シャツ製造業最低賃金については、諮問

見送りということであります。 
 皆様、御協力いただきましてありがとうございました。本日の議題は以上になりま

す。最後に小野寺局長から御発言をお願いしたいと思います。 
 
小野寺局長 
 本日は、大変お忙しいところ御出席いただきまして、加えて貴重な御意見、そして

励ましの言葉を頂戴いたしました。誠にありがとうございました。いただきました御

意見を基に、様々な労働施策に全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。 
 お話にもございましたけれども、年齢関係なく、性別関係なく、そして国籍関係な

く、そして障害あるとかないとか関係なく、さらには病気であるとか、介護・看護・

育児、いろいろな事情を抱えてる方がいらっしゃいます。そういった方々が全て明る

く仕事ができるように我々取り組んでまいりたいというふうに思います。 
 そういった中で、先ほど労働基準部長の説明の一つの言葉としまして、「一丁目一番

地」というふうな表現をいたしました。それは、ある施策を最重点でやるということ

ではもちろんなくて、いろんな施策を行う中で何を意識を持ってやるのかといった意

味で使わせていただいたものです。 
 いろいろな施策がございます。そのために我々総務部、労働基準部、職業安定部、

雇用環境・均等室という組織がありますし、さらには県内 9 の労働基準監督署、そし

て 14 の公共職業安定所があるわけでございます。いろいろな問題、いろいろな課題
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がありますけども、繰り返しになりますが、全ての人が健康で安全で明るく働ける職

場というものを目指していきたいというふうに思います。 
 そしてよく「働く人のセーフティーネット」という言い方をされる中で、最低賃金

であるとか、労災保険、雇用保険を適切にという言い方をします。いろいろな考え方

があるのでそれはいいんですけれども、ただ、やはり安定行政であれ、雇均行政であ

れ、基準行政もとより、死んじゃ駄目だと、労働災害があっちゃ駄目だよねと、そう

いう思いが我々の中にあります。 
 繰り返しになりますけれども、先ほどの労働基準部長の説明にありましたが、「労働

局のとりくみ」の 2 ページにあえてこの 30 年前のポスターを今回載せたのも、そう

いった我々労働局の思いがここにあるんだということでございます。「怖いお父さん

でもいてほしい」、今のこの時代、こういうワード、こういう表現はコンプライアンス

上問題があるのかもしれない。だけれども、見づらくて恐縮ですが、この子は唇をギ

ュッとかんで涙を一筋流しているんです。こういう子をつくってはいけない、出して

はいけない、悲しむ人を出してはいけないと、それが我々労働行政の根っこにあるん

だろうと思います。 
 そういった視点で、先ほど小松委員からも労使共に災害防止に取り組みたいと、水

本委員からも励ましのお言葉を頂戴いたしました。非常に心強く思っております。そ

ういった意味で、今回のこの審議会、改めて思いを強くしたところでございます。 
 いずれにしましても今後とも各委員、当審議会だけではなくて、様々な折々のとき

でいろいろな御助言等々いただきながら、明るい長野県の労働環境の整備に努めてま

いりたいというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。 
 
5 その他報告事項 
山沖会長 
 ありがとうございます。本来は、以上で終わりですが、事務局から連絡事項がある

かと思います。お願いします。 
 
木村総務企画官 
 事務局から連絡事項を申し上げます。本日の議事録についてですが、これまでは御

署名をいただいておりましたが、今日規程を改定しておりますので、議事録は長野労

働局ホームページで公表させていただきますが、公表につきましては、後日草案を会

長に提示させていただき、御確認をいただきまして公開となります。どうぞよろしく

お願いいたします。以上です。 
 
6 閉 会 
山沖会長 
 ありがとうございます。 
 それでは、皆様の御協力の下、早めに終わることができました。オンラインという

ところもあったかもしれませんけれども、本日の審議会につきましては、これをもち

まして閉会にさせていただきます。 
 委員の皆様、長時間お疲れさまでした。また議事の円滑な進行に御協力いただきま

して誠にありがとうございました。今回もいろいろ御意見をいただきまして、本当に
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ありがとうございました。御礼申し上げます。 
 これで会議を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 
 

 


