
第 37 回 奈良地方労働審議会 

議  事  録 
１． 開催日時 
          平成３０年３月１３日（火）１０時から１２時 
２． 開催場所 
          奈良労働局 別館会議室 
          （奈良市法蓮町１６３－１） 
３． 出 席 者 

（１） 委 員 
       公益代表 

 熊谷 礼子  委員 
 多田 実   委員 
 吉田 容子  委員 
 岸田 さだ子 委員 
 村上 雅俊  委員 

       労働者代表 
             山原 一志  委員 
             霜永 勝一  委員 
             大島 幹敏  委員 
             阪田 聖司  委員 
             吉村 聖子  委員 
       使用者代表 
             木村 治久  委員 
             尾崎 学   委員 
             八木 保郎  委員 
             谷口 宗男  委員 

（２） 事務局 
       局       長  伊達 浩二 
       総 務 部 長  小泉 明久 
       雇用・環境均等室長  寺西 健二 
       労 働 基 準 部 長  青木 利彦 
       職 業 安 定 部 長  若山 丈 
 
４． 議 題 
     平成３０年度奈良労働局行政運営方針（案）について 
     家内労働部会からの報告 
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【司会】   
お時間になりましたので、事務局の方からご案内させていただきます。 
まず資料の確認をさせていただきたいのですが、事前に配布させていただいておりました、審

議会の資料、第 37 回地方労働審議会と書かれた資料になります。本日配布させていただきまし

た資料といたしまして、労働行政のポイントはと、奈良労働局職業安定行政の課題の取組という

資料でございます。 
それでは、只今から、第 37 回 奈良地方労働審議会を開催させていただきます。委員の皆さ

ま方にはお忙しい中、本審議会にご出席をいただきまして、ありがとうございます。私は、本日、

司会を担当いたします総務課の木田でございます。よろしくお願いいたします。 
 早速ですが、審議会令第 8 条 1 項によりまして、定数の確認をいたしました結果、本日は 14

名のご出席をいただいておりまして、公・労・使それぞれ 6名のうち、3分の 1 以上の委員の出

席をいただいております。審議会令の定数を満たしておりますので、開催が成立いたしますこと

をここにご報告させていただきます。 

 本日は、公益代表の高橋委員、労働者代表の山本委員、使用者代表の中辻委員と池木委員がご

欠席でございます。なお、委員の皆さま及び労働局の出席者につきましては、お手元の出席者名

簿、座席表によりまして、ご紹介に代えさせていただきますので、ご了承くださいませ。 

 また、本日、奈良県産業・雇用振興部雇用政策課長の石井様にもオブザーバーとしてご出席い

ただいております。どうもご苦労様でございます。 

 それでは、本審議会の開催にあたりまして、奈良労働局長の伊達よりご挨拶申し上げます。よ

ろしくお願いします。 

 

【伊達労働局長】  

 奈良労働局長の伊達でございます。本日は、年度末の大変お忙しい中、第 37 回となります奈

良地方労働審議会にご出席を賜り、誠にありがとうございます。 

皆様委員には、日頃から奈良労働局の行政運営につきましてご支援、ご協力を賜りこの場をお

借りして厚く御礼申し上げます。 

 本日は、平成 30 年度の当局の行政運営方針に関しまして、ご説明申し上げご審議を賜りたい

と思っております。特に平成 30 年度最重点施策という整理をしておりますけれども、29 年度の

取組の流れも踏まえつつ、働き方改革の推進と女性、若者、高齢者、障害者といった方の多様な

働き手の参画。これを 2つの大きな柱としております。 

1 つ目の柱でございます。働き方改革の関係でございますが、やはりこの取組の着実な実行、

それから人材投資の強化など、こうしたものを通じて労働環境の整備、また、企業の生産性の向

上を図っていくと、こういったことを掲げております。 

現在、国会のほうでは、働き方改革の関連法案が提出予定という状況でございますが、今後、

国会審議を経て成立した後でございますが、その円滑な施行に向けまして、労使双方の理解促進

を図るための法内容の関係ですとか、ガイドライン、こういったものの、説明会を順次開催して

いくとしておりまして、あらゆる機会を通じまして、改正内容の周知を図っていこうと、また、

並行してやはり長時間労働の是正のための監督指導。これを徹底してまいるということとしてお

ります。 

それから、関連してでございますけども、同一労働、同一賃金の関係を含む地域で働く方の処
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遇改善につきまして、本人の希望ですとか、意欲、能力に応じて、また、女性・若者の方が多様

で柔軟な働き方が可能となりますように、各自に応じた正社員転換、処遇改善を進めていくこと

が重要でございます。 

当局には、「正社員転換・待遇改善実現本部」。こういったものを設置しております。この本部

では、平成28年度から平成32年度までの5ヵ年の実現プランというものを作成しておりまして、

平成 30 年度は、3 年目の取組となっておりますので、これをしっかり進めていくということで

ございます。 

それから、平成 30年度には、「働き方改革推進センター」といった機関の設置を予定しており

ます。こういったセンターの活用をいたしまして、企業におけます非正規労働者の処遇改善につ

いて、積極的な周知を行う他、県内で働く方々の雇用安定、それから県内企業の人材確保、働き

やすい職場づくりの支援、こういったことに取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 それから、2つ目の柱として、女性、若者、高齢者、障害者といった方が、多様な働き手の参

画といった項目を掲げております。ここ数ヵ月県内の雇用情勢でございますけども、有効求人倍

率が平成の最高値を毎月更新していると、そういった状況があるわけでございますが、その一方

で各業種で人材不足といった問題が起きておりまして、そういった企業の人材確保支援が重要と

なっています。ハローワークにおきましては、そういった人材不足分野への支援コーナーを設置

して、潜在求職者の掘り起こし、また、若者、女性、高齢者の活躍、こういったものと併せて人

材確保対策を進めていくこととしております。 

 それから、障害者雇用関係でございます。平成 30 年度から、障害者雇用率が改正ということ

となっております。障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わるということでございまして、本

年 1月から 3月までをキャンペーン期間として、現在、障害者雇用促進に向けた取組を進めてい

るという状況でございますが、30 年度も引き続き企業の障害者雇用に対する理解の促進を進め

てまいりたいと考えてございます。 

 それから、女性の就業の関係でございます。当県は、女性の労働力率が 44.4％ということで、

全国で一番低い水準ということでございます。そういったことと併せまして、多くの女性が結婚、

子育て期以降に離職をする傾向があると、こういった現状を踏まえまして、女性の就業率を引き

上げるような取組を進めていくということが重要となってございます。女性が継続就業できる職

場環境の整備、こういった取組が結果として男女問わず優秀な人材を確保できると、そういった

メリットもあるわけでございますので、女性活躍推進法でいうところの「えるぼし認定制度」で

すとか、女性活躍推進企業のデータベースへの登録により企業の女性活躍状況のＰＲによる支援。

また、県内には中小企業が非常に多いということも踏まえまして、行動計画の策定等が努力義務

となっている 300 人以下の企業、こういった企業の取組が少しでも進むように啓発活動を行って

まいりたいと考えてございます。 

 その他、新規事業も含めた各種施策がございますが、この後、各担当からご説明をいたします。

委員の皆さまには忌憚ないご意見をいただきますことをお願い申し上げまして冒頭の挨拶とさ

せていただきます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

【司会】   
 続きまして、熊谷会長よりご挨拶をいただき、その後議事の進行につきましてよろしくお願い

したいと思います。熊谷会長よろしくお願いいたします。 
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【熊谷会長】   
 本日の議事進行を務めさせていただきます熊谷でございます。本日は、平成 30 年度の奈良労

働局行政運営方針に関しまして、委員の皆さま方、積極的な議論をどうぞよろしくお願いいたし

ます。また、皆さまの協力を得ましてスムーズに議事進行を務めてまいりたいと思いますので、

ご協力よろしくお願いいたします。 
 早速、議事に入りますけれども、議事録の署名につきまして、労働者側から吉村委員にお願い

したいと思います。また、使用者側から八木委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。なお、本日の資料については、事務局から各委員に事前送付させており、時間

の都合もございますので、事務局からは重点項目を中心に説明をお願いいたします。 
それでは、議題につき審議を始めさせていただきます。各関連資料に基づき各部室長から説明

をお願いいたします。 
 なお、ご意見・ご質問につきましては、全ての説明が終わってから一括してお受けしたいと思

いますので、ご協力をお願いいたします。それでは、順番にご説明をお願いいたします。 
 
【小泉総務部長】   

 総務部長の小泉でございます。委員の皆さまにおかれましては、日頃のご理解、ご指導に厚く

お礼申し上げます。 
 私からは、来年度の行政運営方針の総務関係についてご説明したいと思っております。議題関

係の資料、№1 の 28 ページの中ほどのところでございます。ここから、総務関係からとなって

おります。この 28 ページ目の中ほどに項目番号 13 とありますが、労働保険適用徴収業務等の

重点施策となっております。机上に配付しております資料№1 の平成 30 年度労働行政のポイン

ト、これが 13 ページとなっております。関係資料のほうで説明したいと思いますが、適用徴収

業務では先ほどいいました 28 ページで(1)の労働保険の未手続事業一掃対策というものを推進

することとしております。当局では、全国労働保険事務組合連合会奈良支部と積極的な連携協力

を図るなどをいたしまして、この個別訪問などの手法によりまして、引き続き強力な加入促進活

動を実施していくこととしております。 
徴収業務としては、他に 29 ページの(2)になりますが、収納率の向上を引き続き重点施策とし

て、文書による納付特例や未納事業主に対します効果的な差し押さえ手続き等によりまして、一

層の収納率向上を目指しております。また、パートタイム労働者等を多数雇用する事業主などへ

の効果的な算定基礎調査などを行うことなどをしております。 
他に総務関係といたしましては、行政運営方針の 29 ページ、こちらにあります。「第 4 奈良

労働局における労働行政展開に当たっての基本的対応」これを行っていくこととしております。

これは、まず、30 ページの中ほどなのですが、項目番号 2 といたしまして、「計画的な効率的な

行政運営」といたしまして、「情報セキュリティポリシー」との職員個々の意識の浸透とか、行

政事務コストの削減を図ることとしております。 
 更に、32 ページになりますが、ここに、項目 4「保有個人情報の厳正な管理及び情報公開制

度・個人情報保護制度への適切な対応」及び項目 5「綱紀の保持と行政サービスの向上等」とい

うことで、綱紀の保持、不正経理防止、そして局全体の行政サービスの向上に取り組むこととし

ております。 
最後に、総務関係資料といたしまして、№1 のとして、1 月末での労働保険料収納率を示して
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おります。この中では、当局は、74.95％で全国平均の 73.21％を若干上回っているようなとこ

ろでございます。以上が総務部からの説明でございます。よろしくお願いいたします。 
 
【寺西雇用環境・均等室長】  

 雇用環境・均等室の寺西でございます。引き続きまして、「雇用環境・均等室関係の行政運営

方針」の関係につきまして、机上配付の資料の平成 30 年度労働行政のポイントを中心に説明さ

せていただきます。 

 まず、1 ページ目をご覧ください。先ほど、局長の話と多少重なる部分もございますが、1 番

の「働き方改革の推進に取り組みます」というところでございます。 

働き方改革は当然のことでございますが、当局の最重点施策に位置づけておりまして、労働局、

監督署、安定所のすべての組織が一丸となって対応すべきものと考えております。具体的には、

2段目にありますように、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進により、ワーク・ライフ・

バランスの実現を図り、効率的な働き方を進めていくためには、企業の経営トップの意識改革で

あるとか、リーダーシップが重要であることから、これらに取り組むよう労働局長等による企業

の代表者等に対する働きかけを引き続き実施していくことにしております。 

 また、経営トップへの協力要請のフォローといたしましては、当局に配置しております働き

方・休み方改善コンサルタントによるコンサルティングも可能である旨を伝えているところでご

ざいます。 

 この他、このポイントには、載せておりませんけれども、地域の実情に応じた働き方改革を進

め、若者や非正規雇用者を始めとする労働環境や職務の改善等に向けた機運が高まるよう「奈良

県働き方改革推進協議会」の継続的な開催を引き続き行っていくということにしております。 

 2 ページ目の、(2)非正規雇用労働者の待遇改善と希望が持てる生活の実現でございます。先

ほども局長が申し上げましたように、今、国会審議予定の働き方改革を推進するための関係法律

の整備に関する法律案が成立した場合には、円滑な施行に向け、改正法であるとか、ガイドライ

ン等の理解促進の説明会を開催するなど、あらゆる機会を通じた改正内容の周知徹底を図ること

としております。また、非正規雇用労働者の均等・均衡待遇に関する相談支援であるとか、正社

員転換への取組支援につきましては、平成 32 年度までの 5 ヵ年における実現プランに基づく 3

年目の取組を推進するために、均等・均衡待遇に関する相談支援を行うほか、働き方改革推進支

援センターを設置いたしまして、企業における非正規雇用労働者の待遇改善について、事業主等

に対して積極的に周知を図ることとしております。 

 なお、働き方改革推進支援センターにつきましては、現在、国会で予算審議がなされておりま

すので、予算が成立した場合にはということを注釈させていただきます。 

 次に、 (3)女性の活躍推進につきましてでございます。女性労働者が活躍し、継続就業できる

職場環境を進めていく必要から、女性活躍推進法の更なる周知に加えまして、同法に基づくえる

ぼし認定制度につきまして、公共調達の際に加点されることなどのメリットを含めた周知啓発に

より認定申請の取組を促進いたします。また、行動計画策定の努力義務企業、300 人以下の企業

に対して、女性活躍加速化助成金の活用を促す等により、自社の計画の策定を支援いたします。 

 この他、ここには記載しておりませんが、スマートフォン版対応になった女性活躍推進企業デ

ータベースに自社の取組情報や行動計画の公表を促します。データベースにつきましては、3月

6 日現在でございますけれども、奈良県では 39 社が登録されておりまして、認知度が高まり、
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利用者が増えましたら企業にとっても優秀な人材の確保につながり、女性活躍推進の取組を行う

企業にインセンティブになるとも考えております。 

 ここで、雇用環境・均等室資料の№2をご覧ください。こちらにつきましては、実は、前回の

地方労働審議会で吉村委員から「人手不足対策のために女性の活躍に取り組みませんか」、とい

う標題は如何なものか、というご指摘を賜ったところでございます。 

 早速でございますけれども、「人手不足対策のために」を削除した標題に変更させていただき、

これで周知啓発を行っておりますので、ご理解いただきたいと思っております。 

 それでは、もう一度、労働行政のポイントに戻っていただきまして、3 ページ目の(4)総合的

ハラスメント対策、個別労働関係紛争の解決の促進につきましてでございますが、それと併せま

して、 (5)男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法、パートタイム労働法の履行確保ですが、

この総合的ハラスメントと個別労働関係紛争の解決促進につきましては、総合労働相談コーナー

であるとか、雇用環境・均等室でセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント、妊娠・出産・

育児休業等に関するハラスメント、これらは複合的に発生することも多くありまして、一体的ハ

ラスメントの未然防止を図るよう周知啓発に取り組み、労働問題のワンストップの相談窓口とし

て、あらゆる労働相談に対応しまして、紛争解決援助の制度であるとか、あっせん制度、こうい

ったものの利用を勧奨しまして、迅速な対応を行うということにしております。また、各法に基

づきます計画的な県内事業所訪問による法の履行確保を図るとともに改正育児・介護休業法につ

きましては、法の趣旨に沿った適切な雇用管理がなされるよう改正内容の周知徹底を図ります。 

 次に、議題関係資料の行政運営方針（案）ですが、14 ページをご覧ください。 (4)労働条件

の確保・改善対策(周知・啓発等)のア、無期転換ルールの周知・啓発でございます。その「また」

書きですが、無期転換ルールを意図的に避けることを目的とした雇い止め、契約期間中の解雇、

無期転換後の労働条件引下げ等が懸念されることから、労働者等への適切な相談対応、無期転換

ルールの周知及び啓発指導を行っていくこととしております。 

 また、30 ページの (3)労働法制の普及等に関する取組でございます。こちらでは、これから

社会に出て働く若者に対しまして労働法制の基礎知識の周知等を図り、労働者の関係法令の不知

による問題事案の発生を未然に防止するとともに、若者の職業に対する意識の涵養等を行います。

引き続き地域の大学等と連携しまして、労働法制の普及等に関する講義の実施であるとか、出張

相談を通じて普及を進めるほか、学生アルバイトの労働条件の確保に向けまして、大学等で出張

相談を行っていくということでございます。 

以上簡単ですが説明を終わらせていただきます。 

 

【青木労働基準部長】   

 労働基準部長をしております青木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、

私からは、労働基準部が行っております施策について、資料の労働行政のポイントと、それから、

基準部というインデックスがついた資料をもとに、この 2つの資料でご説明させていただきます。 

 まず、労働行政のポイントの 5 ページをお開きいただきたいと思います。大きな項目、2 番、

働く人の健康と安心な職場を守ります、という項目でございます。この項目の上のほうにござい

ますゴシックで書かれておりますけれども、企業本社への監督指導等強化など、長時間労働の是

正に向けた取組についてでございます。 

奈良労働局では、管内の労働基準監督署、労働局が把握いたしました各種の情報から、1ヵ月
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の時間外労働時間が 80 時間を超えている疑いがある事業場や、過労死等に係る労災請求が行わ

れた事業場に対する重点的な監督指導を行ってまいりますと共に、違法な長時間労働等を複数の

事業場で行うなどの企業に対する全社的な是正指導の実施、そして是正指導段階での企業名公表

を行うなど、法規制の施行強化を図ってまいります。  

また、長時間労働の是正には、事業主皆さまの理解が不可欠であると考えております。そこで、

基準部資料、インデックスの付いております資料でございますが、1 ページ、資料№1 でござい

ます。適正な 36 協定を締結するためのわかりやすいリ-フレットなどを活用いたしまして、36

協定の必要性、そして時間外労働の削減などについて、懇切丁寧に説明をしてまいります。 

更に、その次の資料でございますが、資料№2、3 ページでございますけれども、労働時間を

適正に把握することがポイントになってまいりますので、事業場に対しまして、引き続き昨年の

1月に策定されました「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラ

イン」、これが次の 4ページから 14 ページまでございますが、これらの他、続いて資料№3 の 15

ページでございますけれども、昨年 8月に策定されました「建設工事における適正な工期設定等

のためのガイドライン」、これについては概要のみお付けさせていただいておりますけれども、

これらの周知・啓発を引き続いて行ってまいります。 

恐れ入りますが、再びポイントのほうの資料にお戻りいただきたいと思います。引き続き 5

ページでございますが、中ほどにございます過労死等防止対策の推進等でございます。平成 26

年に過労死等防止対策推進法が施行されまして、この法律が施行されました 11 月を毎年「過労

死等防止啓発月間」と定めているところでございます。引き続き労働局では、11 月を集中取組

期間といたしまして、全国一斉休日電話相談ですとか、過労死等防止対策推進シンポジウム、ベ

ストプラスティクス企業への局長訪問などを行いまして、民間団体等とも連携をし、過労死等防

止のための様々な周知・啓発のための取組を行いまして、過重労働防止の機運を醸成し、過労死

等ゼロの社会を目指してまいります。 

その下にございますけれども、(2)労働者が安全で健康で働くことができる職場づくりについ

てでございます。平成 29 年の奈良県内の労働災害は、死亡者数、死傷者数共に大きく減少いた

しまして、特に死亡者については、過去最少となったところでございます。平成 30年度からは、

5 ヵ年計画でございます第 13 次労働災害防止計画がスタートすることとなります。奈良労働局

では、死亡災害の撲滅を目指した対策の推進、そして、労働災害の増加傾向にある業種又は、労

働災害が減少しない業種等への対策の推進、6ページでございますが、労働者の健康確保対策の

推進、そして、治療と仕事の両立などについて取組を行ってまいります。 

 再び、恐れ入りますが、基準部のインデックスのついた資料をお開きたいと思います。資料№

4の 16 ページでございますが、ここからは、「第 12 次労働災害防止計画 目標達成状況等につい

て」申し上げます。平成 25 年から 29 年までの 5 ヵ年が第 12 次労働災害防止計画(以下「12 次

防」という)の期間となっておりましたが、まず、大きな 1番の死亡者数についてでございます。

平成 24 年、即ち 12 次防の開始の前年と比較いたしまして、29 年までに死亡者数を 20％減少さ

せる目標。つまり、平成 24 年の 11 人から 8 人に減少させるという目標に対しまして、平成 29

年は 7 名でございまして、目標を達成したところでございます。繰り返しになりますが、平成

29 年の死亡者数 7名というのは過去最小の数値ということでございます。 

 次の 17ページでございますが、上段のほうに業種別死亡災害発生状況といたしまして、12 次

防期間における割合の高いものでございますけれども、建設業、製造業、陸上貨物運送事業の順
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となっておりまして、下段のほうの事故の型別につきましては、割合の高いものは、墜落・転落、

はさまれ・巻き込まれ、交通事故といった順になっております。見開きの下のほうでございます

けれども、18 ページでございますが、死傷者数についてということで、休業 4 日以上の死傷者

数についての目標と実績でございます。平成 24年と比較いたしまして、平成 29 年までに休業 4

日以上死傷者数を 15％以上減少させる目標。数値で申しますと、1,350 人から 1,147 人というの

を目標にしていたところでございますが、平成 29 年につきましては、詳細は現在集計中でござ

いまして、推定値で挙げさせていただいておりますが、1,255 人となっており、目標値の 15％減

少を大きく下回る 7％の減少に留まったというところでございます。その折れ線グラフの下にご

ざいます棒グラフでございますが、業種別の割合を示しておりまして、これをご覧いただきまし

ても、第 3次産業の割合が高くなっていることがおわかりいただけるかと思います。 

 19 ページでございますが、業種別発生状況を示しております。この表の一番右の列に 11 次防

との増減割合を示しているところでございます。この中で、保健衛生業のうち社会福祉施設、清

掃業、通信業などの 3次産業で増加しているところでございます。このページまでが今年度まで

の第 12 次防の実績でございました。 

この見開き下のほう 20ページ、資料№5 からでございますけれども、来年度からの 13 次防に

ついてでございます。このページからは厚生労働省が策定いたしました計画の概要でございます。

計画の期間でございますけれども、2018 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの 5 年間となっ

ておりまして、計画の目標についてでございますが、まず、全体の目標でございますが、死亡災

害を 15％以上減少、休業 4日以上の死傷災害を 5％以上減少させることを目標にしております。

業種別の目標でございますが、建設業、製造業、林業は、死亡災害を 15％以上減少。そして、

陸上貨物運送業、小売業、社会福祉施設、飲食店につきましては、休業 4日以上の死傷災害を死

傷年千人率で 5％以上減少させることを目標としております。この「死傷年千人率」と申します

のは、第 3 次産業においては、産業構造の変化によって就業する労働者が増加しておりまして、

死傷者数も併せて増加していることから、ここを「労働者千人当たりの１年間の労働災害被災者

数」で削減目標を評価するものとしたところでございます。 

そして、その他の目標のところでございますが、メンタルヘルス対策、ストレスチェック、化

学物質、腰痛、熱中症などについて目標を定めております。更に、その下でございますけれども、

計画を推進するに当たっての 8つの重点項目がありまして、重点項目ごとの具体的な取組につき

ましては、21 ページと 22 ページの見開きでございますけれども、こちらに掲げさせていただい

ているところでございますので、後ほどご参照いただければと思います。この労働災害防止計画

につきましては、労働安全衛生法に基づきまして計画を策定し、各都道府県単位で実施すること

とされています。このほど、厚生労働省からこのように示されました計画を踏まえまして現在、

奈良労働局版の 13 次防を作成しているところでございます。 

続いてでございますが、治療と仕事の両立支援について申し上げます。資料№6、23 ページか

らでございますが、治療を受けながら働く労働者とその事業者、医療機関に対しまして、「事業

場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の周知・啓発を図ってまいります。

また、奈良労働局におきましては、資料にはございませんが、昨年 8月に「奈良県地域両立支援

推進チーム」を立ち上げまして、労働局をはじめ奈良県、医療機関等による連携した両立支援の

取組の促進を図っているところでございます。推進チームの取組といたしましては、資料の 6、

23 ページから 28 ページまでにございます企業向け、そして 27 ページ、28 ページの患者様・労
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働者向けのリーフレットなどの配布ですとか、推進チームの各機関相談窓口、連絡先一覧の作成

を行っており、奈良労働局ホームページでも各機関の相談窓口、連絡先について公表していると

ころでございます。 

次のページでございますが、29 ページでございます。こちらは、定期健康診断等の診断項目

の取扱いが一部変更になりますというご案内でございます。労働安全衛生法令の規定によりまし

て、事業者は常時使用する労働者に対し、１年以内ごと１回、定期に医師による健康診断を行わ

なければならないとされているところでございます。定期健康診断の診断項目自体に変更はござ

いませんが、29 ページと後ろの 30ページにございますとおり、今年の 4月から診断項目の取扱

いが、29 ページの下のほうにございます変更のポイントに記載されているとおり、一部変更と

なります。なお、併せてですけれども、診断項目の省略の判断につきましては、個々の労働者ご

とに、医師が省略可能であると認める場合においてのみ可能となっております。診断項目の省略

の判断を、健康診断費用の関係などから事業主など医師でない者が判断を行うといった不適切な

運用がないよう、今後、事業場に対して周知を図っていくことといたしております。 

それでは、お手数ですが、再びポイントのほうの資料にお戻りいただきたいと思います。ペー

ジは 7 ページからでございます。「良質な労働環境の確保等」という見出しのページでございま

す。ここの(4)最低賃金制度の適切な運営でございます。最低賃金につきましては、この地方労

働審議会同様、公・労・使の 3者構成によります「奈良地方最低賃金審議会」を設置いたしまし

て、地域経済の動向や実情など考慮して円滑な運営を図ってまいります。そして、改定されまし

た最低賃金額につきましては、県や県内各自治体で発行されます広報誌ですとか、様々なメディ

アなどを活用して、関係労使の皆様方の協力も得ながら、あらゆる機会をとらえて周知広報する

ことにより、遵守の徹底を図ってまいります。また、問題があると考えられる事業場等に対しま

しては、監督指導を実施してまいります。 

最後のページでございますが、基準部関係の 8 ページでございます。(5)労災補償対策の推進

でございます。県内での仕事による病気、怪我などの労災保険給付新規受給者数につきましては、

このところ 5,000 人台で推移しているところでございます。直近の統計となります平成 28 年度

は、脳・心臓疾患の事案の労災請求は 11 件の請求がございまして、精神障害事案につきまして

は 13 件の請求があったところでございます。労災のご請求に対しましては認定基準等に基づき、

迅速適正な事務処理を行ってまいりますと共に、労災保険に関しご相談があった場合には、親切

丁寧な対応に努めてまいります。 

最後に(6)家内労働対策の推進でございます。家内労働対策につきましては、家内労働者の労

働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法に基づいた対策と最低工賃の見直しを計画的

に進めてまいります。 

引き続き労働基準部では、働く人の健康と安心な職場を守ること、そして、良質な労働環境の

確保を目指して各施策を効果的に実施していきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。以上でございます。 

 

【若山職業安定部長】   

 職業安定部長の若山でございます。委員の皆様方におかれましては、日頃より安定行政の運営

に関しまして、ご理解・ご協力賜りまして大変ありがとうございます。この場をお借りして感謝

申し上げます。それでは、職業安定行政関係部分についてご説明させていただきます。 
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 安定部分につきましては、机上配付資料の職業安定部関係の資料 1.平成 30 年度奈良労働局職

業安定行政の課題と取組の資料に沿ってご説明させていただきます。 

 1 ページ目、県内の労働市場の概況でございますが、先ほど、局長のほうからお話がありまし

たが、左側下段にありますように直近 1 月の有効求人倍率は、1.40 倍で平成の最高値を更新し

まして、県内の雇用情勢は、改善が進んでいるという判断でございます。また、奈良県を就業地

とする就業地別有効求人倍率、一番下に書いてありますが、1.62 倍とこれまでの最高値を更新

しております。これが現状認識という形になります。 

 続きまして、2ページ目です。これは、概論的にはなるんですけれども、こちらは、安定行政

の課題と取組の概要となります。前回もお話いたしましたが、一番上段、ハローワークの基本業

務の推進の中でこういった今、人手不足の状況ですので、求人者サービスの充実でありますとか、

求人充足サービスを強化して、県内の就職を促進していくことや、下の各項目ずらずらとありま

すように、若年者、高齢者、子育て女性、そして、障害者等の活躍促進、更に人手不足分野、福

祉、介護の人材確保などを地方自治体等と連携を図りながら取り組んでまいりました。具体的な

取組内容につきましては、4ページから、まず、子育て女性の方が安心して職業相談を受けられ

るように県内 3ヵ所のハローワークにマザーズコーナーを設置しまして、就職支援を実施してま

いりました。ちなみに、ここから以下、対策毎にグラフのようなものが出てまいりまして、就職

件数や相談件数の数字やグラフなどがこれ以下の対策で出てくるのですが、これらは、各々1月

末まで実績となっております。全国どこのハローワークでもだいたい同様ですが、利用者の傾向

としまして、年度末にかけて数字が極端にぐっと伸びてくる傾向等がございますので、あくまで

も現在の数字は参考値という形でご覧いただければと思います。 

 さて、話は戻りまして、マザーズコーナーでの取組、キッズコーナー、安全サポートスタッフ

を配置しまして、子ども連れでも安心して職業相談できる環境整備をしておりますが、5ページ

目、自治体とも連携しまして、子育て支援施設での説明会、それから面接会、ショッピングモー

ルでの出張相談会なども実施しております。ただ、東京などの大都市部ですとショッピングモー

ルなどのオープンスペースでの相談というのは大変ご好評いただいたり、評判が良いんですけれ

ども、やはり、おしとやかな県民性の奈良ならではでしょうか。こういったオープンな環境では

どうもお仕事探しを躊躇される方もいらしゃられるようですので、来年度は、そういったところ

にも配慮して、どういった形でできるか考えて実施していけばと考えております。 

 次に、7ページ目、若者の活躍促進でございます。若者雇用促進法に基づきまして、若者、特

に新卒者が適職選択できるように施策を実施してまいりました。その中で 7ページの中段以降に

ありますけれども、「ユースエール認定制度」。これは若者の雇用管理が優良な中小企業について、

例えば年休の取得率でありますとか、所定外労働時間、離職率を含めた認定基準がございまして、

今年度は、県内から新たに 2 社を認定させていただきました。このユースエール認定企業さんへ

のアンケートがございまして、その声を少しご紹介いたしますと、このユースエール取得で企業

の認知度が向上して、求人への応募が以前より増えた。それから、若者の応募が増えたことで、

内部職員のモチベーションが上がった。更に社内チームを作って基準以上の年休取得等に取り組

んでいただいているようです。来年度もユースエール制度自体の周知も図ってまいりたいと考え

ております。あと、奈良局独自の取組としまして、取得された認定企業さん限定で、ハローワー

ク内でＰＲ動画のようなものを流せないかなども検討しております。これは、認定は無料ですし、

申請等については、当方、各ハローワークでわかりやすく丁寧にご説明させていただきますので、



10 
 

県内の企業さんは今後も是非取得に向けてご検討いただければと考えております。 

 9 ページになりますが、新卒者、新規学卒者の就職内定率について記載しております。これは

皆さんご存知の通りと思いますが、高卒、大卒共に内定率、非常に高水準となっておりますが、

我々、ハローワークとしましては、今、現在もまだ内定が決まっていない学生さんに対しても学

校と連携して、たとえ年度を越えてでも最後の一名まできめ細かく支援するのが使命だと、それ

こそハローワークの雇用のセーフティーネットとしての真価が問われる一場面と私ども考えて

おりますので、ハローワークに配置しております専門相談員、ジョブサポーターを中心に年初か

らこういった取組に全力を上げているところです。 

 続きまして、12 ページになりまして、高齢者の活躍促進になります。すでに、奈良県内のハ

ローワーク新規求職者のうち、4 分の 1 は 55 歳以上の高齢者となっております。ただ、前回も

お話しましたが、12 ページの中ほどのグラフなどにありますように、希望者全員が 65 歳以上ま

で働ける企業、70 歳以上まで働ける企業割合は、奈良県は全国平均よりだいぶ高い状況にあり

ます。私も着任してから、県内の様々な企業を訪問させていただきましたが、80 歳近い方が普

通に生き生きと職場の中で働いておられる姿をみますと、人生の後輩として私自身も背筋が伸び

る思いがしますし、また、まさに生涯現役社会に向かっているのを実感しているところではござ

います。ただ、実際にすでに企業で働いていらっしゃる方はともかく、一旦離職された方など、

高齢者のお仕事探しというのは、まだまだ、ミスマッチが生じている側面もございます。企業の

方も今のような人材不足にあえいでいるわけですけれども、なかなか高齢者の方の採用となりま

すと、本当は若い方のほうが欲しいわけですので、躊躇してしまうこともあろうかと思います。

このあたりは、我々、ハローワークがその間に入りまして事業主の方へは、高齢者をお雇いにな

る場合の注意点とか留意点、それ以外で利点などもたくさんございますので、そういったご説明

をして、それから、求職者の方に対しては、変に頑なに離職前の職種だとかにこだわることなく、

果たして現在どういった仕事ができるのかとか、向いているのかとか、特に奈良・高田には専門

窓口を設置しておりますので、そこを中心に来年度も引き続き、きめ細かな職業相談でマッチン

グを図ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、14 ページ。障害者、難病、がん患者の活躍促進となります。まずは、障害者の

雇用促進ですが、前回の当審議会のあと、12 月に発表いたしました奈良県内の障害者雇用率は、

もうご存知の方も多いと思いますが、真ん中のほうにありますように 2.62％と 2年連続で全国 1

位を達成いたしました。また、中ほどに記載しておりますが、雇用率達成企業割合も 63.2％と

全国の 10 位から 5位にジャンプアップしております。これにつきましては、ほんとうに奈良県

の誇るべき栄誉な記録でございまして、一度だけだとまぐれということもあるかもしれないです

けれども、2 年連続というのは、やはり紛れもなく障害者雇用についての先進県といっても過言

ではないと考えております。県庁で奈良県さんと合同記者会見を行った際にも記者から、奈良県

で他に全国一位になるものありましたっけと始まりまして、少しその言い方はどうなのかなと思

いましたけれども、それぐらい誇らしいことであることは間違いありません。 

 また、今年の国文祭。去年は、奈良でありましたけれども、今年の国文祭、障文祭の開催地で

あります大分県の知事などは、他県もそうなんですけど、障害者雇用の全国一位を目指しており

まして、同じく発表の際、大分県知事が、奈良県に負けて大変残念というコメントを出した記事

もございまして、知らず知らずの間に我々、奈良県は障害者雇用について、他県から目標とされ

る立場となっています。ただ、私どもハローワークや関係機関は、当然一位を取るために努力し
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ているわけではございませんで、目的は当然、障害をお持ちの方の一人でも多くの就職実現とそ

の定着、それから、障害のあるなしに関わらず共に働き暮らしていく、共生社会の実現にあると

考えています。 

そもそもこの偉業を成し遂げた背景には、奈良県企業の障害者雇用に関する理解の深まり、深

化、それから、障害者の就職意欲の高まり、これが他県に秀でてあると考えております。更に障

害者雇用が進んでいる企業さんを直接ご訪問してお話を伺いますと、そんな途方もなく特別な雇

用管理や配慮が必ずしも必要なわけではなくて、一番大事なことは、普段の仕事の中での声掛け

であるとか、気付き、それから、お互い認め合うということ、職場の中の相互理解の醸成にある

と感じます。これは、おそらく女性や若者、高齢者、はたまた外国人の雇用管理にも通じるもの

かと思います。障害者雇用が進んでいる企業は雇用管理も進んでいると本当に思いますし、障害

者雇用率が全国一位の奈良県は全国に誇れる働きやすい職場なのかもしれません。これは、もっ

ともっとアピールしていっても良い点ではないかなと思っております。 

 なお、来年 4 月から先ほど局長からお話がありましたが、障害者雇用率が引き上げられます。

ちょっと資料がとびまして、こちらのもともとの資料のインデックスが付いているほうの安定部、

№1はいつもの雇用失業情勢の資料で、障害者法定雇用率引上げにかかる周知の強化についてと

いう資料№2です。こちらの障害者雇用率の引き上げにつきましては、かなり前から、一年以上

前からこの改正については周知してまいりましたが、2 月・3 月は大臣指示により精神障害者の

雇用促進キャンペーンと称しまして、さらに周知強化を図っております。その中で特にこのプレ

ス資料の一番下のほうにあります、精神障害者の短時間労働者における算定特例で、これどうい

ったものかと申しますと、精神障害者の方、まず、短時間として雇用されることが非常に多いこ

とから、通常、短時間労働者、20 時間以上 30時間未満の方というのは、この調査上は 0.5 換算

になってしまうのですけども、特例的に精神障害者の方の短時間労働者に関しましては、1換算

とするというような措置を設けておりますので、ご承知いただければと思っております。 

更に、ちょっとグラフ的なものが出ている部分のそのすぐ下に、精神・発達障害者しごとサポ

ーターの養成というのが右側のほうにございまして、精神障害者の雇用促進には職場での理解が

欠かせないことから、職場で見守っていただけるサポーターさんを広く養成していきたいと考え

ております。更にこの下のほうに、ご覧いただきますと事業所への出前講座もありますと書いて

おりまして、この出前講座は、一企業さんから行かせていただきたいと考えております。なかな

か勤務中に受講していただくのは大変だと思いますけれども、これから 4月・5月とかは、職場

のいろんな研修等もあると思いますので、ぜひ、ご検討いただければと、考えております。これ

も無料でございますので。 

また、横表の資料のほうに戻っていただきまして、15 ページ。働き方改革の柱の一つに治療

と職業生活の両立支援がありまして、15 ページの中ほどのほうに書いておりますのが長期療養

者ための就職支援の取組というのがございます。これは、ハローワーク大和高田に専門窓口を設

置しまして、県立医大病院さんへの出張相談を毎週実施しております。療養しながらお仕事探し

をされる方、また、まだ働くまでは回復していないものの、プレ相談としてお仕事への、それか

ら社会参加への意欲を継続したい、こういった方々も政府が目指す全員参加型社会の一員でござ

いますので、まだ、新しい取組でございますが、対象者の拡大などいろいろ検討しながら、引き

続き来年度も実施してまいりたいと考えております。 

16 ページのほうにまいりまして、重層的なセーフティーネットの構築としまして、具体的に
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は自治体と連携しました生活保護受給者等への就労支援でございます。各自治体福祉事務所への

巡回相談、8 月には児童扶養手当受給者、自治体への現況届にあわせて一人親全力サポートキャ

ンペーンとして、自治体への出張相談など実施してまいりました。この施策、自治体との連携が

極めて重要となっておりますので、各自治体さんのケースワーカーさんなどの意見を聞きながら、

来年度も進めてまいりたいと考えております。 

続きまして、18 ページ。ハロートレーニング。公的職業訓練を活用した就職支援に関しまし

ては、先般行われた奈良県の地域訓練協議会におきましても、関係者の皆さまから来年度の訓練

実施計画をご承認いただいたところですが、雇用情勢の改善により訓練受講者が減少傾向にある

中ではありますが、ハローワークでも説明会や窓口での積極的な周知、それから誘導を図りつつ、

県や機構、民間訓練施設等と連携しまして、地域のニーズに即した公共職業訓練の推進に努めて

まいります。 

19 ページ以降になります。地方自治体さんとの連携でございます。現在、各自治体さんと来

年度の協定実施方針について最終の調整を行っております。私ども、ハローワークが国の機関と

して、希少な存在となって全国津々浦々に配置されている意義は、地域の実情に沿った雇用対策

をきめ細かに展開するためだと考えております。私どももその国民の皆さまからの期待に応え、

責務を果たすためにそれぞれの地域の実情に詳しい各自治体さんとの連携を密に、意見をよく伺

いながら実行性のある就職支援、それから住民サービスの充実に取り組んでまいります。 

25 ページ目。「ハローワークの基本業務の推進」ということで、かねてから取り組んでおりま

すが、主要指標等の目標を設定しまして、ＰＤＣＡサイクルで継続的な業務改善、マッチング機

能の強化を図っております。これに関連しまして、最後のページ、見開きの部分に奈良局のハロ

ーワーク独自の取組、私どものテーマとしまして、イノベーションファイブという 5ヵ年計画を

先般策定しました。これは、奈良ハローワークの挑戦ということで、我々ハローワークを取り巻

く環境が大きく変化している中で、更なるサービス向上を職員一丸で、共に考え、行動する組織

へ革新、変革、進化を図り利用者の皆さま方に満足いただける奈良のハローワークを目指してい

こうという計画になっております。具体的には各業務の見える化でありますとか、職員一人ひと

りへの浸透、それに付随する取組をパッケージング化して中期計画をすることによりまして、職

員一人ひとりが自らの地歩、位置、仕事の意味合いを確認して、意欲や持っている能力を最大限

発揮出きるような仕組みづくりをこれによって進めてまいりたいと考えております。何より我々

も利用者の皆さま方のために不断の業務改善を図りまして、よりきめ細かな支援などへ変化して

いかなければならないと考えております。今後も職員一丸となって共に考えサービス向上に取り

組んでまいります。 

元に戻りまして 28 ページのほうなんですけれども、「非正規雇用労働者の正社員転換の推進」

でございます。こちらにつきまして、11 月には、正社員求人倍率の推移、一倍を越えまして、

非正規からの転換を促す各助成金の活用などを含めて、一定程度は正社員転換が図られていると

ころですが、就職氷河期世代の正社員転換でありますとか、やはり不本意に非正規雇用となって

いる方への支援はこれからも取り組んでいく必要があると考えております。 

30 ページ目。「人手不足分野における人材確保対策」でございます。ハローワークで受理する

新規求人の約 3割弱を占める、福祉分野、特に介護、看護、保育分野につきまして、ハローワー

ク奈良・高田の福祉人材コーナーというのが今年度ありまして、これを中心に各所でもかなり多

くの回数のミニ面接会や自治体と連携した職場体験ツアーなどを進めてまいりました。来年度は、
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先ほども局長からお話がありましたが、更に建設、運輸、警備などの人手不足分野も含めて従来

の福祉人材コーナーを改めまして、「あなたを待ってる仕事コーナー」とまだ、仮称ですけれど

拡充しまして、強力に人手不足分野の人材確保対策を進めてまいりたいと考えております。例え

ば、まだ、検討段階でありますけれども、あなたを待ってる仕事図鑑の作成・配布によって人手

不足分野のお仕事の魅力発信でありますとか、セミナー、体験会などの各種イベントなど、業界

団体のご協力もいただきながら、あらゆる手段を尽くして人材確保に少しでもつながる支援を繰

り出していきたいと考えております。 

最後になりますが、全国どこのハローワークでも頭を悩ましております課題が、これは、資料

はございませんけども、雇用情勢の改善や労働力人口の減少に伴う求職者数の減少というのがご

ざいます。従来よりもなお一層利用者の掘り起こし、あまり人に対して掘り起こしというのは適

切ではないですが、ハローワークの利用勧奨が最重要課題となっております。 

これも最後ですけども、インデックスがついております職業安定関係、先ほどの資料の№3の

ほうにチラシがついております。面接会の定期開催、いつも随時やっておりますので、こういっ

たチラシ、リーフレット、ポスターなどを、公共機関や人が集まる場所へ。それから、関係機関、

団体にもご協力をいただきながら広く周知いたしまして、少しでも多くの方が利用していただけ

るようにと、4月からは今、ちょっと出来たばかりの案ですけれども、ＪＲ奈良駅のデジタルサ

イネージを使いまして、例えば、こういった「私ナラではの仕事」という形にして、ここシカな

い仕事がありますのでハローワークへどうぞと。これは数十秒しかないので、とにかくインパク

トが出るようにと、何とかこういう形でハローワークを利用していただきたいなと、それからも

ちろんお越しいただいた利用者には、満足いただかなければいけませんので、来年度もサービス

の充実を図ってまいりたいと考えております。職業安定部からの説明は以上になります。ありが

とうございました。 

 

【熊谷会長】   
 ありがとうございました。ここからは、事務局から説明があった平成 30 年度奈良労働局行政

運営方針案について委員からご意見・質問等を賜りたいと思います。なお、議事録の作成上挙手

の上お名前をおっしゃってからご発言お願いいたします。 

 

【事務局：寺西雇用環境・均等室長】   
 恐れいります。先に説明しておけば良かったのですが、今回の行政運営方針(案)と労働行政の

ポイントにつきまして、若干補足をさせていただきます。こちらの(案)につきましては、本日、

これからご意見をいただきますので、項目の題名であるとか、字句、レイアウトについては、完

全版が出来上がるまで補正をさせていただく場合もあるということをご承知いただきたいとい

うことです。 

 

【熊谷会長】   
 それでは、委員の皆さんから、ご意見・質問等を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【大島委員】   
 意見を 5点ほど述べさせていただきたいと思っております。まず 1点目でございますが、雇用
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均等の関係でございます。今年度 4 月から無期転換が行われるということになっておりますが、

今、先ほどの説明では、そういったことの周知徹底をしていきたい、或いは、あらゆる手段を取

りながら何とかしていきたいと説明があったわけでありますが、恐らく今、労働相談等できてお

りますのは、すでに雇い止めという形で進んでおるということでございます。そういった中では、

実際的に無期転換にしようが今までの有期雇用の部分がどうであったか、という部分からすると、

働き方はあまり変わらない、雇用の期間が変わるだけである。というなかにおいて、間違った理

解をされている方々もいらっしゃるということがございます。是非、周知徹底ということをして

いただきたいということを併せまして、今回そういった形で間違った中での雇い止めが行われた

場合につきましては、何らかの形の救済といったことを考えていただければ、恐らく地方労働委

員会とか、そういうところにいく個別労働相談が減るんじゃないかなと思っておりますので、ま

ず、その辺ついての救済というものがどうできるのか、というところを是非お考えいただきたい

と思っております。 

 2 点目でございますが、こちらも雇用均等室のほうでございまして、女性の活躍につきまして

のデータベースをやっておりますよという形で、今 39 社が取り組まれていますというお話がご

ざいました。恐らくこういった取組は、大変重要なことでありまして、是非、そういったところ

でより見やすい、或いは、情報が取りやすいことをやっていただきたいと思っていますが、そう

いうことをやっているというデータベースがあることすら、知らない方々もたくさんいるんじゃ

ないかと思っております。そういった中では、奈良県民の部分で出されていると思うんですけれ

ども、出来ればタウン誌とか、そういった目につきやすいところで、きちっと周知徹底というも

のを図っていただきながら、皆がこういったものがあってよかったねと言えるように是非、進め

ていただきたいなと思っております。 

 3 点目でございますが、これは、基準部のほうでございまして、長時間労働の是正についての

取組みをしていくというお話がございました。恐らく長時間労働を是正していくことは、大変重

要なことだと思っておりますが、その前に、入口のところがやはり上手くできていないんじゃな

いかと思っております。ご説明ありましたように過半数代表をどのように実施していくかいうと

ころでございます。恐らく、多くの企業で挙手、或いは投票で過半数代表者を選んでいるという

事はないんじゃないかと思っております。労働組合があるところにつきましては、過半数代表の

労働組合があれば、それはそれで過半数代表としての 36 協定の締結当事者になり得るわけであ

りますが、そうでない場合につきましては、きちっとした挙手ができているかどうか。そういっ

たことがないと 36 協定自体が無効なんだというところです。もう少し前面に出していただくよ

うな形でぴちっと長時間労働、36 協定、時間外ができるその前提をどう作るかというところを

やっていかないと、長時間労働の是正をしていったとしても、その前提が間違っておればなかな

か難しい問題じゃないかと思っております。 

 4 点目でございますが、こちらも基準部でございまして、職場環境の整理をしているという中

で、ストレスチェックのお話があったかと思います。今、日本の労働組合組織率は、17.1％とい

われております。多くの企業では、労働組合がない中で労働者がきちっと経営者と職場環境をど

うしていくんだという話ができるかどうかという分におきましては、単にストレスチェックとい

うことで、そういったストレスの問題だけじゃなしに、このストレスチェックは恐らく職場の整

備、環境をどのようにしていくかというところにつながってくる重要な武器になっておると思い

ますので、是非、そういう点においては、ストレスチェックを多くの企業できちっと実施してい
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く、そうしたことによって職場の環境を整備していくという答えの取組を是非、お願いしていき

たいと思っております。 

 5 点目ございます。最後でありますが、安定部でありまして、いろいろな取組をされていると

いうことがわかりましたし、いろんなところで出張相談所等々設けておるということも大変評価

できると思っておるわけでありますが、恐らく、この資料を見る限りにおいては、平日しかも午

前 2時間、午後 3時間という形でとぎれとぎれになっておる分、或いは、休日、土日にないとい

うことがあるんじゃないかと思っております。恐らく、相談する側にしては、ご主人或いはその

配偶者が仕事の休みの日に子どもを見てもらいながら、そういうところに出かけよう思っていっ

ても、土日にはやっていない。或いは、12 時を越えてしまうとお昼休憩ということで開いてい

ないという部分。こういった部分では、なかなか相談しようにもその窓口が閉まっているという

こともございますので、できれば大変忙しいとは思いますが、交代制を取ったり、時間調整をし

ていきながら、土日或いは夜間又は、昼休憩の活用というところを是非お願いできればよりこの

取組も発展するんじゃないかと思っておりますので、その辺についても是非ご検討いただきたい

と思っています。以上です。 

 

【熊谷会長】    
 事務局からお願いします。 

 

【事務局：寺西雇用環境・均等室長】   
 雇用環境均等室から項目 1・2につきまして、お答えさせていただきます。無期転換ルールの

関係ですが、確かに委員のおっしゃいますように、無期転換ルールが本格的に申し込み権が発生

するのは 4月からとなります。この時期から当然、無期転換の申し込みをしたら事業主の方とし

ては、これは認める、認めないではなくて、法律上これは認められるものだということであると

か、これが例えば、無期転換に有期から無期に変わる場合は正社員に転換することではなくて、

雇用の期間が無期になるということであって、労働条件というのは基本的には、従前の有期労働

契約によるものだと、そういった諸々のルールといったものがありますが、こういったものが必

ずしも全体的に県内の事業主さん、或いは労働者さんが知っているかと言われるとなかなかそう

いった状況でないということも分かっております。私ども行政としましても、あらゆる機会を通

じて周知・啓発に努めているというような状況でございます。例えば、事業主を訪問した場合に

つきましては、無期転換ルールのことについて話をしたり、これまで行ってきました説明会等の

場でもできる限り無期転換の関係のものを盛り込むような形で周知してきているというような

状況でございます。今後とも、労働行政が行う説明会であるとか、それ以外にも関係団体等が行

う説明の機会とか、或いは、その関係団体等の機関紙等、掲載へのお願いであるとか、あらゆる

機会を通じて周知に取り組んでいきたいと考えております。また、残念ながら雇い止めがあった

りとか、或いは、法の趣旨に沿わないことが行われたというような、そういう相談等があった場

合につきましては、労働局、それから労働基準監督署にも設置しております、総合労働相談コー

ナーで、まずは、状況をお聞きして相談を受けさせていただきまして、場合によっては他の行政

機関や法テラスとか、そういったところをご案内する場合もあろうかと考えておりますので、こ

の点についても周知をしていきたいと考えております。 

 2 点目の女性の活躍推進にかかるデータベースのことでございます。委員のご指摘のとおり非
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常に有意義といいますか、有用なデータベースだと考えております。奈良でも、全国でも当然の

ことでございますけども、女性の活躍推進というのは、非常に大きな課題であり、期待であると

考えておりまして、データベースに更なる企業の登録を図っていきたいと考えておりまして、こ

ちらにつきましても企業等に訪問する際であるとか、或いは、そういう説明会の機会とかで周知

を図っているところでございますが、なにぶん 39 社というのが多いか、少ないかというと、こ

れにつきましては、こちらの方では判断は差し控えさせていただきますが、これにつきましても

具体的に何らかの手立てを取っていきたいと考えております。ただ、タウン誌等につきましては、

予算の関係もございますが、出来る限り情報発信をしていきたいと考えております。よろしくお

願いいたします。 

 

【事務局：青木労働基準部長】   
 それでは、3 点目と 4 点目のご質問について、答えさせていただきたいと思います。まず、3

点目の長時間労働の是正、36 協定の関係でございますけれども、私ども労働局、そして、管内 4

つの労働基準監督署では、引き続いてこの長時間労働是正、36 協定の締結などについて、事業

所に指導してまいりたいと考えております。そして、今度の 4月からでございますけれども、今

年 1月にも新聞などで報道がなされているところでございますが、全国すべての労働基準監督署

に特別チームを編成することとなっております。これは違法な長時間労働の監督ですとか、労働

法制の啓発、当然この 36 協定の締結なども含むわけでございますけれども、この特別チームを

各労働基準監督署に配置いたします。このチーム中には 2つの班がございまして、まず、1つが

監督指導の班でございますけれども、こちらは引き続いて監督指導を行うというものですけれど

も、もう一つが指導班と申します。ＰＲ、法制度の周知などを行うものでございます。これらに

ついては、各監督署におります労働基準監督官の他、36 協定点検指導員といった非常勤職員、

主に社労士の資格を持った方でございますけれども、こういった方を事業所のほうに訪問して先

ほどご紹介いたしましたリーフレットなどをもとに指導していくということで、丁寧に対応して

まいりたいと考えております。 

それからもう一つの 4点目でございますけれども、職場環境の関係でストレスチェックについ

てご発言いただいたところでございます。ストレスチェックの実施状況についてでございますが、

平成 27年 11 月に制度が施行されまして、昨年の 6月にストレスチェック制度の実施状況につい

て厚生労働省が発表をいたしております。実施率につきましては、全国では 82.9％でございま

すが、奈良におきましては、それを上回ります 84.6％で実施をいただいているというところで

ございます。また、この実施に関しましては、私ども、奈良労働局の他、産業保健推進センター、

それから、独立行政法人労働者健康安全機構などでご相談などに対応しておりますほか、助成金

などの制度も扱っておりますので、これについて引き続いて県内の事業所に周知してまいりたい

と考えております。引き続いて労働基準行政にご協力をお願いしたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

 

【事務局：若山職業安定部長】   
 職業安定部のほうから出張相談の時間帯とか、平日、休日どうかというお話。大前提としまし

て、大変申し訳ないのですけれども、我々も体制の問題がございまして、職員の定員事情等があ

りますので、シフトをかなり複雑に組んでおります。ここからなかなか、土日それから、時間外
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に捻出するのがそもそも難しいというのもあるのですが、その前に子育て女性の方の動きといい

ましょうか、職業相談にこられるときの時間帯、私、もともとマザーズハローワーク事業を本省

で全国展開し担当しておりまして、全国を見て歩いたことがあるのですけれども、だいたい子育

て女性の方は求職活動の時間等に決まりがありまして、まず、朝すぐというのは、まず絶対あり

えなくて、10 時ぐらいになると、だいたいちょっと、だんだん数が増えてくるんです。ところ

が、11 時ちょっとぐらいになると今度は、すっと引いていかれる。多分、お昼の準備があるか

ら、お昼の準備で帰っていかれて、また、2 時ぐらいにすっと見えられて、そして、3 時ぐらい

に多分晩の準備があるから帰っていかれるというような非常に把握しやすいような時間帯にな

っておりまして、出張相談とかを行っておりますのも、だいたいこの先ほど申し上げた朝 10 時

ぐらいとか、昼 2時ぐらいとか、そういった時間を一応狙って開催はしているところです。働き

方改革とか、云々もありますし、今、職員、相談員は、三交代制とかのシフトになっておりまし

て、これがなかなか中での打ち合わせとかもできないような状況になっています。これで更に、

土日でありますとか、時間外でありますとかに繰り出すとなりますと、そこが更に抜けますので、

日中の混雑するハローワークの平日部分の時間帯が更に混雑するというようなこともありまし

て、この辺、非常に難しい問題ではあるんです。ただ、奈良所では開庁延長も行っておりますし、

土曜も隔週にはなりますけれども、開庁はしております。ただ、昨今の状況を見ておりますと求

職者の減少に伴って、土曜の利用、時間外の利用も減少傾向にあります。この辺は、周知のほう

をしっかり図っていって、利用のほうを勧奨して、土曜が開いているその場所のほうにとかにで

すね、それでなくても何らかの支援ができないかというのは、今後、私どもも考えてまいりたい

と思っております。 

 

【熊谷会長】    
 ありがとうございます。他にご意見ございませんでしょうか。はい。お願いします。 

 

【木村委員】    
 今、聞いておりましたら、新卒の大学卒、高卒の方の就職率が極めて高いということになって

おるんですけれども、一面入社してもすぐ辞められる方が相変わらず多いということになってい

ると思います。なぜ、割と早期に会社を辞めてしまうのかなと考えるんですけども、一つは、よ

くいわれるミスマッチという事があると、もう一つは、そもそも離職率が高い会社へ入ってしま

われるという二面があるのかなと思っています。 

一つ目のミスマッチについて思いますのは、業者さんもそうですけども、学生さんに会社の事

を知っていただく活動というのは、ものすごく活発に行われているんですけれども、実は、ミス

マッチには、もう一つ側面がありまして、その就職しようとされている方、学生さん自身のご自

分の事をよく検証するといいますか、分析するという側面も極めて大事なわけなんです。まだ、

大学生あたりはそれなりの経験もしていますし、今は、就活マニュアルみたいなものもあります

ので、割とそういうことをするんですけれども、高校卒業して、就職される方につきましては、

2番目にいいました会社の事はある程度よく研究されているんですけども、ご自身の事を分析す

るといいますか、理解するというところが少ないのじゃないかなと。極端には会社に入ってから

自分探しみたいなことになりまして、すぐに辞めてしまうみたいなことになっているのではない

かなと思います。業者さんのほうに非常にこういう就職支援とか、早期退職の防止のための活動
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をされているんですけれども、今申し上げましたように会社を知るための取組も大事なんですけ

れども、特に高校生なんかにご自身を知るというようなことをまた、教えてあげるのも大事だと

思いますので、ひょっとするとこれは労働局さんというよりは、高校の教育と連携して取り組ま

ないといけないかもしれませんけれども、そういうことが大事じゃないのかな。 

 もう一つ、そもそも離職率が高い会社へ入ってしまうという面についてなんですけれども、こ

れもさっきご説明ありましたけれども、離職率が低い良い会社は、認定制度もありますし、こう

いう会社は、自らオープンにされるのはわかるんですけども、よろしくない会社というのは、わ

からない面でそういうのがぜんぜんオープンになっていないところもあって、就職される方にと

ったらここはどんなところなんだ、わからない。強制的にオープンにさせる方法があるのかどう

かちょっとわからないのですけども、出来れば離職率なんかも各社でわかるようにできないので

はないかなと思います。 

最後もう一点ですけども、いろいろ退職しましても昨今は、いっぺん会社に入って最後までそ

の会社におるというのが、必ずしも常識ではございませんので、さっきもありましたけども再就

職というか、その支援活動も是非、力を入れていただきたいと思います。以上でございます。 

 

【熊谷会長】    
 はい。ありがとうございます。事務局のほうからお願いします。 

 

【事務局：若山職業安定部長】   
 委員のほうからご指摘いただきました若者のミスマッチが生じている部分。その中で特に自分

を研究する側面ということで、横表の 11 ページでいきますと、奈良県さんと連携して実施して

いるジョブサマースクールとか、高校生職業就職ガイダンスなど、そういった取り組んでいるも

のがございますが、これは、どちらかというと確かに企業を知るとか、そういった面でありまし

て、学生さんご自身が自分を知るというような側面、こういった機会を通じて徐々に自分はどれ

に向いているかなと考えて欲しいということなんですけども、それ以外でなかなか教育サイドで

自分研究みたいなものを学校の教育過程で出来ているかどうか。これは非常に難しい問題でござ

いまして、やっぱり教育サイドとよくお話しますと、学校は勉強が基本なんだなと。あんまり就

職、就職と確かにただでさえ雇用情勢がいいような状況、就職率が高いような状況になっており

ますので、勉強しなくなってしまうおそれがあって、就職のための自分探しとか、自分の研究と

か、あまり学校にはそぐわない部分がございまして、それは教育という概念の問題もあるのかな

とは考えております。 

私どもとしましては、やはりジョブサマースクールとか、高校生の先ほどの就職ガイダンスと

かを通じまして、考えるきっかけになっていただきたいなというのが一番ではございます。また、

離職率に関しましては、どういった理由が本当にあるのかというのがありますので、何らかの把

握できる方法とかがないかというのも検討してまいりたいとは考えております。 

最後に、もう一つ、ご指摘いただきました離職率が高い会社の公表。これは、非常に難しい問

題が、やはり企業さんの経済活動の一部になってしまいますので、離職率が高いからといって悪

い企業というわけではないと。それでもやっぱり受けたいという方がいらっしゃるわけですし。

離職率の高さにもいろんな理由がきっとあるとは思うんですけども、この公表というのは少し難

しいのかなと考えております。良い面を褒めていく、離職率が低いと先ほども申し上げたような
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ユースエールとかの制度がございますので、是非、そちらのほうを活用していただければと思っ

ております。 

 最後に、ご指摘いただいたのが、就職したら必ずしもすべて終身雇用というような、昔のよう

なわけではないということ。これについても、離職された方について、特に若年の方で早期に離

職される方については、私どもハローワークほうで、今後も手厚い支援をしていきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 

【熊谷会長】    
 よろしいでしょうか。ありがとうございました。他にご意見等ございませんでしょうか。 

 

【山原委員】    
 私のほうからは、労働法制の普及等に関する取組について、是非、取組を積極的に進めていた

だきたいという思いで発言をさせていただきたいと思います。これから社会に出て働くというこ

とは、若者にとって考える機会となり、非常に大事だと思っておりますし、長く働いていくと思

いますが、働くということは、社会生活を送る上でも大変重要なことであるので、しっかりとし

た理解を持った上で仕事を選んでいくということが大事だなと思っております。ここの記載にも

ございますが、職業の意識ということに加えて、労働というそういう意義に対しての理解を高め

るということも非常に大事だと思いますし、そういった延長で労働法制についてしっかりと学生

の時代から意識を高めていくということが大事だなと思っております。ここの記載の中では、「大

学等と連携し」とありますが、出来れば、その高校でありますとか、中学でありますとか、そう

いったところも含めて労働に対する意識をしっかりとした意識を持つための取組が是非、広まっ

ていければ良いかなと思っております。労働局としての取組も記載されておりますし、私たち連

合としてもそういう全国的に見たときに、奈良県ではまだ実施には至っておりませんが、大学な

どに対してその出前講座というような取組も行っているところでありますので、是非、これから

働く若者・学生の皆さんのためにそういう力になれるような取組を進めていけたらなと思います。

以上です。 

 

【事務局：寺西雇用環境・均等室長】    
 ご意見ありがとうございます。確かにおっしゃられますように若者に対して労働法制、それか

ら働くことというものが、どういうことかということが、やはり若い時から普及していくことが、

今後、言い方悪いですけど、無用な労使間の問題を発生させないということにも繋がりますし、

ひょっとすると、自分の希望する会社に入れてより良い働く人生の恩恵を受けるんじゃないかな

と考えておりますけれども、今年度も、昨年度に引き続きまして、県内の大学や高等専門学校等

に労働法制の普及の講座をさせていただきました。来年度も、県内の大学に調整をさせていただ

きまして、今まで開催している、していないに関係なく、させていただこうと考えております。

また、その際にアルバイトで問題となっていることがあれば、聞きますといった出張相談をさせ

ていただこうということでございます。 

ちなみに今年度につきましては、学生さんからアンケートも取りましたところ、改めて働くと

いうことが、どういったことか、良く分かったであるとか、そういった法律があるのを知らなか

ったとか、非常に有意義だったとのご意見を多数頂戴していたところでございます。また、例え
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ば、講義をする職員の、これまでのアルバイトの経験を披露したりして、どういったところに注

意しなければならないのか、働くということはどういうことかということも、工夫しながら説明

をしたところでございます。こういったところも有意義な評価をいただいたところではないかと

考えておりまして、次年度以降もどうすれば学生さん達に対して受け入れらえるかといったとこ

ろを見ながら、有意義な講義をしていきたいと考えております。ただ、高校、中学につきまして

は、先ほど若山からもありましたけれども、教育の一環というところで、どれだけやっていける

かというところもあろうかなと思います。できるか、できないかというところもあるかもしれま

せんけれども、この点につきましてもご意見を踏まえて考えていきたいと思っております。以上

でございます。 

 

【熊谷会長】     
 ありがとうございました。他にご意見等ございませんでしょうか。 

 

【吉田委員】     
 ちょっと話はぜんぜん変わって申しわけないんですけれども、大学に勤めておりますので、最

近、留学生が、文科省の奨励もありまして、どんどん入ってきておりまして、日本に来るとたい

ていアルバイトをするんですけれども、外国人のアルバイトと奈良県内はあまり外国人の定住者

数、移住者数が少ないと思うのですけども、そのあたりがどのようになっていて、そうした対応

策というか、特に外国人の雇用については、いろいろと全国的にトラブル等もありますし、それ

から、学生を見ていますと、留学生はアルバイト先から要求されることがあるとなるべくそれに

応じるような形でどうしても働いてしまって、週 28 時間でしたっけ、勤務ということと、本当

に守られているのかどうか。一応、大学側でも指導はしておりますけれども、何となくその辺が

怪しくって、そのあたりをどう考えておられるのか。これから、外国人も増えていくと考えられ

ますので、全国的にはたぶん割合は、非常に少ないので、あまり視野に入れて重要な施策をしな

くても良いのかも知れませんけど、もうちょっとその辺をお聞きできればと思いまして。 
 
【事務局：伊達労働局長】   
 留学生の関係でありますが、奈良県内の細かい数字はちょっと手元になくて申しわけありませ

ん。留学生向けの雇用としましては、例えば、近畿では大阪局が中心になりまして、近畿圏の企

業さんに声をかけて、近畿ブロックの合同面接会を実は 6 月にやっております。そこで留学生

を含めて合同面接会をやって、その中には奈良県の企業さんも 10 社とはいきませんけども、数

社面接会等に参加いただいている、そういった取組も現在やっております。 
それから、雇用に関するトラブルですけども労働局それから、各署で相談コーナーというもの

がございますが、特に実績として留学生の方から、相談、指導の事案を今、電話等で簡単な相談

はあるかもしれませんけども、個別に対してトラブルが発生した事案をちょっと手元のデータ等

では、把握していないという状況でございます。 
 
【事務局：上野監督課長】    
 今、局長から雇用の観点から話がありましたけども、労働基準監督の観点から、もう一言私か

ら申し上げさせていただきたいと思います。 
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外国人労働者、あと、技能実習生というところにつきましては、数的には、多い県に比べて、

奈良県はそう多くないというところもありますけれども、当然、その労働基準法関係につきまし

て、日本人、外国人関係なく守っていただかなければいけないというところもありますし、今、

委員からご指摘があったように、ともすればなかなか日本に馴れないというところに、つけこま

れるというところも場合によってはあるのかも知れませんので、その事業主の方に対して労働基

準関係法令を周知して、例えば、労働契約締結時の労働条件書面による明示、こういった基本と

なるものとか、割増賃金不払いというところにつきまして、重点項目として、奈良労働局として

も各監督署、そういった最低労働条件の履行確保というところを図ってまいりたいと考えている

ところでございます。 
また、技能実習生につきましては、事業所に対して重点的にそういった労働基準関係法令違反

の相談があれば、監督指導を実施して重大且つ悪質の事案が認められた場合には、事業所も含め

厳正に対処をしていくと共に、法務省の出入国管理機関や外国人技能実習機構と連携をして、相

互通報制度などの確実な運用を行ってまいりたいと考えているところでございます。 
 
【熊谷会長】     
 ありがとうございます。他にご意見等ございませんでしょうか。 

私から一点ちょっとお聞きしたかったですけれども、まず、障害者雇用が全国で一番というこ

とで、本当に素晴らしいと思う一方で、女性の就業率は最低であると。これはどうしてそうなる

のかなというところが素朴な疑問でして、もし、障害者雇用が全国でトップであるということで

あれば、企業側にその多様性を受け入れるような素地があるにもかかわらず、女性の就業率が低

いということなのかなと、女性の就業率が低いということの問題点というのは、整理すると女性

が働きたいのに働く場がないのか、女性に働いてほしいのに女性にあまり求職が少ないのか。と

いうのにもよってくると思うのです。ただ、どちらの場合にも、女性が求職しないのは、もしか

するとその子育て支援等がないので、そもそも求職しないということなのか。例えば、収入が安

定しているので、その必要がないと考えているのか、或いは、奈良県の女性は一旦その結婚や出

産で退職するケースが多いので非正規雇用とか、そういった自分が求める職場がないから行かな

いのかとか、その当たりの整理によってやるべきことも違うと思いますし、女性就業率が低いと

いうことの何が問題かというのも違ってくるんじゃないかなと思って、単にその就業率が低いこ

とでなく、何が問題でどう解決していくべきかという整理が必要なのかなと思ったということで

す。それから、もし子育て支援が足りない、ハローワークに行くときだけ子どもを預かってもら

っても、その後の方が重要ですので、子育て支援が足りないということであれば、たぶん労働局

を超えた提携が必要になるかなと思うんですけれども、その辺りの取組というのはされているの

か。では、ミスマッチがあるのであればもしかするとその企業ないし、いろんな商店であったり

とか、そういったものの誘致みたいなことも必要なのかも知れないですし、そうするとまた、労

働局を超えた提携なんかが必要になってくるのかなと思いまして、その辺り何かされているのか、

もしあれば教えていただきたいのですけれど。 

 

【事務局：寺西雇用環境・均等室長】   
 ご意見ありがとうございます。女性の就業率が低いその理由というのが明確に分析したものが

あるかとおっしゃられましたけれども、それにつきましては、明確なこれというものはございま
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せん。いろいろと要因というのは考えられます。確かにおっしゃられますように子育てをする環

境というのが、十分備わっていないというものがあるのかもしれませんし、そもそも自分が働き

たい場所の近くに就職口がないのかもしれませんし、それから、自分の働きたい業種の仕事がな

いということなのかもしれませんし、また、一方では、よくあります自宅で勤務する、昨今いわ

れていますテレワークであるとか、在宅ワーク、こういったものも奈良のほうではどれだけやっ

ているかというと恐らくは、それほど高くはないのではないかなという状況もございますし、ま

た、ひょっとするといろんな要因で就職のために県外へ通勤しているために、県内で働くという

方が少ないのかもしれません。ちょっとその辺の要因というのが定かではございません。ですが、

ひとくくりにしてとなりますと、県内でいかに働いていただくようにするかというところで、行

政としましても支援できるよう、先ほど申し上げました女性活躍推進データベースであるとか、

女性活躍推進の加速化助成金を企業の方に活用していただくとか、様々な取組みを今後共、行っ

ていきたいと考えているところでございます。 

 

【熊谷会長】   
 ありがとうございました。他にご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、なければ、行政運営方針につきましては、これでご了解を賜るということで、よろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございました。それでは、事務局には、只今、各委員から皆さまからいただきまし

たご意見を十分に踏まえて同方針に基づき効果的な行政運営を進めていただきますようによろ

しくお願い申し上げます。 

 最後に、次第 4の家内労働部会からの報告に移ります。家内労働部会部会長村上委員、報告を

お願いします。 

 

【村上委員】    
 委員の皆さま、資料の「家内労働部会関係」資料№1 の奈良県靴下製造業最低工賃の改正決定

について(報告)をご覧いただけますでしょうか。 
 奈良地方労働審議会家内労働部会での審議の結果についてご報告いたします。家内労働部会で

すが、2 月 21 日に開催いたしました。事務局から、全国と奈良県における家内労働の現状や、

今年度、奈良労働局賃金室で実施されました奈良県靴下製造業における家内労働の実態調査結果

とその他諸々の資料の説明がありました。その後、奈良県靴下製造業最低工賃の改正についての

審議に移り、まず、事務局から奈良県における靴下製造業の現状や委託者数、家内労働者数の推

移、そして、実態調査の結果などから最低工賃の改正の見送りが提案されました。この提案に対

しまして委託者側からは、靴下製造業の現状について説明があり、最低工賃を据え置きでご配慮

願いたい旨の意見が出ました。一方、家内労働者側からは、最低賃金が大幅に上がっている中、

業界の厳しい状況が分かるが、是非、最低工賃の引き上げをお願いしたい旨の意見が出されまし

た。こういった意見が出されましたが、審議を重ねた結果、今後も引き続き改正についての議論

を進めていくこととし、今回については、見送りが適当であるとの結論に至りました。以上のと

おりご報告いたします。 
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【熊谷会長】    
 村上委員ありがとうございました。また、家内労働部会委員に任命されております各側 2 名

の委員の皆さま、ご協力ありがとうございました。 
以上をもちまして、本日の地方労働審議会を終了いたします。それでは、進行を事務局にお返

しいたします。 
 
【事務局】    
 熊谷会長、長時間にわたる議事進行どうもありがとうございました。また、奈良労働局行政運

営方針について、ご審議を賜りありがとうございます。今後とも当局の行政運営に対しましてご

指導・ご協力を賜りますようお願い申し上げ、本日の審議会閉会させていただきます。どうもあ

りがとうございました。 
 
 
 
 


