
第３９回 奈良地方労働審議会 

議  事  録 
１． 開催日時 
          平成３１年３月８日（金）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 
 高橋 裕子  委員 
 深水 麻里  委員 

労働者代表 
             山原 一志  委員 
             霜永 勝一  委員 
             藤井 明彦  委員 
             山本 伸行  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 
             中辻 良一  委員 
             池木 啓仁  委員 

（２） 事務局 
       局       長  伊達 浩二 
       総 務 部 長  安東 修一郎 
       雇用環境・均等室長  小原 洋二 
       労 働 基 準 部 長  青木 利彦 
       職 業 安 定 部 長  若山 丈 
 
４． 議 題 
     平成 31 年度の奈良労働局行政運営方針（案）について 
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【事務局】 

皆さん、おはようございます。 

本日出席を予定されておられます八木委員なのですが、車の渋滞で少し遅れるということで

連絡を受けております。本日出席予定の委員の皆様が全てお揃いになっておられます。定刻は 10

時ということで若干早いのですが、これから「第 39 回 奈良地方労働審議会」を開催させて頂

きたいと思います。委員の皆様におかれましては、お忙しい中本審議会にご出席を頂きありがと

うございます。私は本日の司会を担当させて頂きます、奈良労働局総務課の矢倉でございます。

よろしくお願い致します。  

議題に入ります前に、交代のありました委員のご紹介をさせて頂きたいと思います。労働者代

表の大島委員が退任されまして、その後任に藤井委員がご就任されました。藤井委員、よろしく

お願い致します。 

 

【労働者代表 藤井委員】 

おはようございます。去年の 11 月からこちらにまいりました藤井でございます。よろしくお

願い致します。 

 

【事務局】 

ありがとうございます。本日は、公益代表の村上委員、吉田委員、使用者代表の谷口委員が欠

席されておられます。地方審議会令第８条第１項によります定足数の確認を行いたいと思いま

すが、３名の委員がご欠席をされておりますので、本日は 15 名の委員が出席を頂いております。

公・労・使それぞれ 6人のうち、各 3 分の 1 以上の委員の出席となりますので、審議会令に定め

る定則を満たしており、本審議会の開催が有効に成立していますことをご報告申し上げます。 

なお、委員の皆様及び労働局の出席者につきましては、お手元の資料の中の出席者名簿、事務

局名簿によりまして、ご紹介に代えさせて頂きたいと思いますので、ご了承ください。また、本

日ですが、奈良県産業・雇用振興部・雇用政策課主幹の城家（じょういえ）様にオブザーバーと

して出席を頂いております。 

 

【奈良県産業・雇用振興部・雇用政策課主幹 城家氏】 

城家でございます。よろしくお願いします。 

 

 

【事務局】 

そして、本日の審議会の傍聴者の方は 3名となっております。それでは、本審議会の開催にあ

たり、奈良労働局長の伊達よりご挨拶を申し上げます。 

 

【奈良労働局 伊達局長】 

おはようございます。労働局の伊達でございます。本日は大変ご多用の中、第 39 回となりま

す奈良地方労働審議会にご出席を賜りありがとうございます。委員の皆様には、日頃から労働局

の行政運営につきまして格別のご理解とご協力を賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上げ

ます。 
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本日は、奈良労働局の平成 31 年度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

りたいと存じます。審議にあたりまして、この後各担当から取り組み内容につきましてご説明さ

せて頂きますが、その前に私から概括的に何点かお話をさせていただきます。 

まず、運営方針の最重点施策としまして、働き方改革による労働環境と生産性の向上、それか

ら、人材確保支援と多様な人材の活用と人材投資の強化と、この 2 つの柱を中心に構成をしてお

ります。これまでの労働局での取り組みと、現在の行政を取り巻く状況やその動向を踏まえつつ、

地域の実情に即した施策を総合的、また効果的、効率的に実施していくとのそういった観点から

本日の資料につきましては、まとめさせて頂きました。 

まず、働き方改革の関係でございます。この 4月から改革関連法が順次施行されるという状況

でございます。制度の周知と法の履行確保、この点につきまして監督署の相談・支援班、それか

ら、働き方改革推進支援センターの専門家が労務管理に関します個別指導、個別支援、セミナー

開催、こういったものを通じて、引き続き実施を致してまいります。特に中小企業・小規模事業

者の支援ですが、個別の企業訪問による相談支援は平成 31 年度に拡充ということを考えており

ます。また、人材確保のための雇用管理改善など職場環境の改善や事業の労働生産性の向上に関

します助成金の活用といったことで企業支援を行うということとしております。 

それから、今般の働き方改革関連法ですが、長時間労働をした労働者に対する医師による面接

指導の義務付けなど、産業医や産業保健機能を強化し、健康で働くことができる職場環境の整備

を図ることとしております。 

また、職場の安全に関しましては、県内の労働災害でございますが、近年増加傾向にございま

す。特に増加傾向の高い業種への重点指導を徹底するということとしております。 

次に人材確保支援と、多様な人材の活用の関係でございます。ハローワークでは専用の支援コ

ーナーを設置しマッチング支援を強化するということと、特に人材確保が困難な業種がござい

ますので、その業界の団体と連携・協力し、イベント開催を通じた求人充足支援に取り組んでい

くということとしております。 

女性の活躍の関係でございますが、企業の事業主行動計画の義務の拡大ですとか、ハラスメン

ト対策の強化、こういった関係の女性活躍推進法の改正案が、今通常国会にも提出というような

動きがございますが、労働局におきましては、マザーズハローワークによる支援や県との連携を

した取り組み、助成金等の活用、こういった支援により引き続き取り組んでいくということとし

ております。 

障害者の雇用関係でございますが、特に近年増加をしている精神・発達障害者の職場定着を支

援ということで、職場の同僚としてサポートして頂く方の養成を進め、安心して働き続けること

が出来る環境づくりに取り組んでまいります。 

また、企業の人材育成の関係でございますが、労働者の学び直し支援としまして、ｅラーニン

グを活用した訓練や長期の教育訓練休暇制度の導入といった取り組みを助成金の対象としたと

ころでございます。こういった助成金の活用によって、企業の労働生産性の向上に向けた取り組

みを支援するということとしております。 

それから、外国人材の受け入れの関係でございます。入管法の改正によりまして、この 4 月か

ら、新たな在留資格に基づく外国人材の受け入れが始まるという状況でございます。奈良県にお

きましても、人手不足を背景に、外国人労働者、また、外国人を雇用する企業は、いずれも増加

をしているという状況にございます。企業の適切な雇用管理や労働条件と安全衛生の確保がし
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っかりなせますように助言・指導を行うということと、問題事案につきましては、関係機関との

緊密な連携によって対応してまいりたいというふうに考えております。 

このほか、新規事業も含め、労働基準、職業安定、雇用環境均等、人材開発の行政分野につき

まして、それぞれの担当からご説明を申し上げます。委員の皆様には、それぞれのお立場から忌

憚のないご意見を頂戴しますことをお願い申し上げます。 

なお、議題に入る前に、本日ご審議頂く議題には、直接関係するものではないのかもしれませ

んが、連日、メディア等で報道されております、厚生労働省の統計調査に係る関係につきまして、

一言、申し上げます。 

お手元に厚生労働省が発表しました、雇用保険・労災保険の追加給付に係る資料を机上配布さ

せて頂いております。我々現場サイドでは、3月中にも現在受給中の方から順次、追加給付を行

うといったスケジュールとなっております。窓口等でも丁寧な対応に努めているという状況に

ございますが、国民、また、利用者の方の信頼回復に向けて全力を向けて取り組んでまいります。

委員の皆様には、ご心配もしくはご迷惑をおかけしている点があるのではないかというふうに

存じ上げますが、その点なにとぞご理解を賜りますことをこの場をお借りしてお願い申し上げ

ます。 

以上、会議にあたってのご挨拶とさせて頂きます。本日はよろしくお願い致します。 

 

【事務局】 

それでは、ここで配布資料の確認をさせて頂きたいと思います。本日の審議会の議題関連資料

と致しまして、事前に委員の皆様にお送りしたものでございますが、資料№1「平成 31 年度奈良

労働局行政運営方針(案)」、資料№2「平成 31 年度労働行政のポイント(案)」、資料№3「平成 31

年度奈良県雇用施策実施方針(案)」、なお、資料№1 につきましては、事前にお送りさせて頂き

ました案文に修正がございました。その部分につきましては、見え消しで修正をしたものを本日

お配りしておりますのでご承知おきください。特にページ数でいいますと 14 ページになるので

すが、(イ)過労死防止対策の推進の項、四行目のところに、事前にお送りしましたのは、過労死

防止対策推進シンポジウム等ということで、『等』でくくっておりましたが、修正後はこの『等』

をより明確に明記させて頂きました。参考資料としましては、総務部関係が、資料№4。それか

ら雇用環境・均等室関係が資料№5 から資料№7。それから労働基準部関係が、資料№8 から資料

№9、そして、職業安定部関係が資料№10 から資料№11となってございます。 

以上、資料の説明をさせて頂きましたが、委員の皆様、資料の抜け等はございませんでしょう

か。よろしいでしょうか。そうしましたら、熊谷会長に議事の進行をお願いしたいと思います。

会長よろしくお願い致します。 

 

 

【公益代表 熊谷会長】 

本日はご多用のところご出席頂きまして、誠にありがとうございます。ただいまから、「第 39

回奈良地方労働審議会」を開催致します。さっそく議事に入りますが、議事録の署名は、労働者

側から阪田委員、使用者側から池木委員にお願いしたいと思います。  

また、審議会の議事録については、奈良労働局ホームページにおいて公開させて頂きますので、

予めご了承ください。 
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【事務局】 

それでは、議題に入ります前に、事務局から一点ご提案がございます。先ほど大島委員の後任

として藤井委員がご就任されたことをお伝えしました。大島委員は、本審議会に設置されており

ます家内労働部会の委員をされていましたので、大島委員の後任でございます藤井委員に家内

労働部会の委員をお願いしてみてはいかがでしょうか。熊谷会長、ご審議をよろしくお願い致し

ます。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

ただいま、事務局から家内労働部会の委員に藤井委員にお願いしてはどうかとのご提案がご

ざいましたが、ご意見あればよろしくお願い致します。 

よろしいでしょうか。では、ご意見はないようですので、事務局からのご提案のとおり、藤井

委員に家内労働部会の委員をお願いしたいと思います。藤井委員、よろしくお願い致します。 

本日審議頂く資料については、事務局から各委員に事前送付をさせて頂いておりますが、内容

の修正などがあれば、事務局から説明をお願いします。なお、ご意見、ご質問は事務局からの説

明が全て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致します。 

それでは、議事に入ります。議題の「平成 31 年度奈良労働局行政運営方針」（案）につきまし

て、事務局からご説明お願い致します。はじめに、総務関係について、事務局よりご説明をお願

い致します。 

 

【安東総務部長】 

総務部長の安東と申します。委員の皆様方におかれましては、日頃から労働行政へのご理解・

ご協力を頂いておりますことに厚く御礼申し上げます。私からは、平成 31 年度の行政運営方針

案の総務関係について説明をさせて頂きます。座って説明をさせて頂きます。 

先ほどご紹介させて頂きました資料№1「奈良労働局行政運営方針（案）」でございますが、こ

の資料に沿ってご説明をさせて頂きたいと思います。 

総務関係でございますが、27 ページをご覧頂ければと思います。下のほうに大きな 3 番とし

て「労働保険制度の適正な運用」という項目がございます。ここから以下が総務関係になります

ので、よろしくお願い致します。  

労働保険制度といいますものは、雇用保険あるいは労災保険といった労働者のセーフティー

ネットであるとともに、現在、注目されている働き方改革、あるいは障害者・女性・高齢者の活

躍促進といった重要な施策を実行するための財政基盤となるものでございます。労働局と致し

ましては、この労働保険制度を適切に運用するために、毎年、課題としておりますのが、(1)の

「労働保険の未手続き事業一掃対策」でございます。依然として、商業、サービス業等の零細小

規模事業を中心に加入手続きを行っていない事業場が多く存在しております。 

その対策と致しまして、各行政機関との連携や通報制度等を活用致しまして、未手続き事業の

的確な把握と加入勧奨を行っております。この事業は、労働保険事務組合連合会への業務委託を

行っておりまして、加入勧奨等の業務について連携を図りながら進めていきたいと考えており

ます。 

さらに、28 ページにも記載しております(2)「労働保険料等の適正徴収等」につきましても、
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毎年重点課題としてございます。 

労働保険の加入はしているものの、複数年度にわたって滞納を繰り返している悪質な事業主

に対しまして、差押さえ等の強制措置を行うなど、実効ある滞納整備を実施しております。 

労働局と致しましては、適正な徴収業務を行っていくために収納率の向上を目指しておりま

して、まずは口座振替制度の利用促進、あるいは電話・文書等の納付督励に努めてまいりたいと

考えております。 

総務関係の資料として配布しております資料№4でございますが、ここに 1 月末現在ではござ

いますが、都道府県別の収納率一覧を添付しております。奈良県は 1 月末現在 75.81%というこ

とでございまして、全国平均の 73.67%を上回っているという状況にあります。最終的には、昨

年度全国平均の 98.66%を上回るということを目標にしております。 

続きまして、運営方針の資料に戻って頂きまして、30 ページ以降にそれ以外の総務関係につ

いて掲載しておりますが、行政運営を行う上で、注目している重要な取組みと致しましては、「行

政文書の適正な管理」あるいは「マイナンバー等の保有個人情報の厳正な管理」「綱紀の保持」

あるいは「行政サービスの向上」というものがございます。国民から信頼される行政を実現する

ために、これら利用者の立場に立った取組みというものを実施してまいります。以上が総務部か

らの説明になります。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

次に、雇用環境・均等行政について事務局より説明お願い致します。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

 雇用環境・均等室の小原でございます。雇用環境・均等室では、働き方改革、また、女性活躍

の推進など働きやすい職場環境の向上に取り組むとともに、パワハラやセクハラに遭った際の

相談窓口を設けております。 

それでは平成 31年度当室の雇用環境均等行政に関する重点施策につきまして、資料№2「労働

行政のポイント」PR 版に基づき順次ご説明させて頂きます。一点補足ですが、資料で後ろの方

に「地元企業の働き方改革の取組」という資料をお付けしております。前回 11 月には冊子がで

きていなかったのですが、資料でお付けしたものと同じ内容にはなってございます。中小企業を

対象としたいろいろな説明会、セミナー等で配布しているというようなものでございますので、

是非ご参照頂ければと思います。 

まず、「1 働き方改革の推進に取り組みます」ということでございますが、雇用環境・均等室

の最重点施策の中に、働き方改革の推進というのがございます。資料№2の PR 版と併せまして、

雇用環境・均等室の資料№5 をご覧頂ければと思います。いよいよ来月 4月から、働き方改革関

連法が順次施行されるという状況でございます。働き方改革につきましては、働く方のおかれる

個々の事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人一人がよりよい将来

の展望をもてるということを目指すというものでございます。働き方改革の目指す社会を実現

させるためには、働き方改革関連法の趣旨や内容等を十分に理解し実行するということが大切

と考えております。資料№5 ですが、1 月 31 日（木）に開催されました「奈良県働き方改革推進

協議会」に提出した資料でございます。知事をトップに県の幹部職員や企業、労働組合など労使

関係の代表者ら約 20 名が参加をしまして、働き方改革の実践例などを挙げて意見交換が行われ、
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翌日の奈良新聞には、1面トップで記事が掲載されたというような協議会でございます。 

働き方改革に関する周知・啓発につきましては、今年度、平成 30 年度におきましても重点施

策として取り組んでおりますが、資料№5の 3 枚目、こちらは先日新たに出来上がったばかりの

リーフレットでございます。厚生労働省では、このリーフレットの内容をテレビ CM や新聞広告、

インターネット広告など幅広く周知・広報を実施しておりまして、奈良労働局でも県内企業、特

に中小企業・小規模事業者に対しまして、本省の広報とも連動した効果的な周知、広報に取り組

むということとしております。また、周知、広報にあたりましては、特に下請け、孫請け事業者

の長時間労働につながる取引慣行、短納期発注であるとか発注内容の頻繁な変更ということが

行われないように、資料 5 の 4 枚目のリーフレットになりますが、こちらを活用致しまして事業

主の皆さまへの配慮をお願いするということも併せて、周知啓発するということを予定してお

ります。働き方改革の取組みを県内津々浦々に浸透させていくためには、特に中小・小規模事業

者に対する、きめ細かな支援が必要不可欠と考えております。このため、昨年の 4月から「働き

方改革推進支援センターの設置」を致しまして、電話・来所による相談や事業者の都合に合わせ

て専門家を派遣したり、また、セミナー・相談会を開催するなど中小企業・小規模事業者に対す

る支援事業を実施しております。この支援センター事業を来年度、平成 31 年度につきましては

更に拡充をするということを予定しておりまして、事業の概要につきましては、資料 5 の 6 枚目

をご覧頂ければと思います。予算規模で約 5 倍、15 億円から 76 億円と大幅に拡充することで、

これは厚生労働省の本省と全国 47 都道府県を合わせた予算額ということでございますが、大幅

に増額するということで、セミナーの参加や専門家派遣などの支援を受けられる事業者が今年

以上に、大幅に増加するということが期待をされております。支援センターの周知、利用勧奨に

つきましては、受託事業者とも連携して、今年度以上に取り組むことというふうに予定をしてお

ります。 

その次の資料につきましては、パート法に関するリーフレットでございます。PR 版では 2 ペ

ージの記載になります。同一労働、同一賃金の実現に向けたパートタイム労働法、労働契約法、

労働者派遣法の改正につきましては、昨年 12 月に省令、ガイドライン等が公布をされておりま

す。事業主は、自社の正規・非正規雇用労働者の待遇を確認し、不合理な待遇差がある場合は、

就業規則や賃金規定の見直し等の対応が必要となります。これらの見直しには一定の準備期間

が必要となりますが、大企業は、来年 4 月の施行、あと残り 1 年余りと時間がない状況でござい

ます。今回の改正法は、正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差をなくすということが

目的とされておりまして、法の趣旨、内容につきまして時間をかけて事業主にしっかりと説明を

し、事業主の取り組みの必要性や手順を十分理解して、自主的に取組みを進めて頂くことが必要

になってきます。法律の施行は来年 4 月、中小企業はもう一年先ということでございますが、少

し余裕を感じている事業者もおられるようですが、賃金規定、賞与や各種手当など検討を要する

範囲が広く、また、解決策が難しい部分も想定されますので、相当の準備期間が必要ということ

になってきます。このため奈良労働局では、県内各企業に対する周知・啓発など取り組みを既に

始めておりますが、来年度の重点施策といたしましては支援ツールの活用であるとか、相談窓口

の拡充など一層の取組を実施するということとしております。 

次に女性活躍の関係で PR 版には 3 ページ、4 ページに記載がございます。女性の活躍推進、

総合的ハラスメント対策の関係でございます。資料 6 になりますが、1枚目はえるぼし、くるみ

んの認定状況、2 枚目、3 枚目は、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働
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法それぞれの施行状況ですので適宜ご覧頂ければと思います。一億総活躍社会の実現のために

は、女性の職業生活における活躍を推進するとともに、働きやすい職場環境を整備するというこ

とが重要になると考えております。 

セクシャルハラスメントなどのハラスメント対策につきましては、社会的関心も高く、雇用環

境・均等室では相談に迅速に適切に対応するとともに、法違反が疑われる場合には、積極的な企

業指導を実施するということとしております。また厚生労働省の動向といたしましては、労働政

策審議会において、女性活躍推進法の施行後 3年の見直しであるとか、ハラスメント防止対策の

強化等に関する法律案要綱の諮問、答申が行われておりまして、今国会への提出ということを目

指しているという状況でございます。法律案要綱のポイントにつきましては、資料 6 の 4枚目に

なりますが、本省のプレスリリースの裏面をご参照頂ければと思います。法案には、女性活躍推

進法につきまして、行動計画策定等の義務の対象範囲の拡大であるとか、情報公表の強化、ハラ

スメント防止対策につきましては、職場のパワーハラスメント防止対策の措置義務の新設であ

るとか、労働者がセクハラ等に関しまして事業主に相談したこと等を理由とした不利益取り扱

いを禁止するということが盛り込まれるというような内容となっております。 

来年度、奈良労働局では、セクハラ、パワハラなど複合的に発生することも多い職場のハラス

メントの未然防止を図るよう周知啓発に取り組むとともに、労働局、または各署の相談コーナー

に寄せられる労働相談の適切な対応に努めるとともに、助言・指導及びあっせんの運用を的確に

行うなど、引き続きハラスメントや個別労働相談の未然防止と迅速な解決に向けて取り組むこ

ととしております。 

次に資料 7 の関係です。こちらは広報の関係ですが、こちら 1 枚目、今年のお正月 1 月 1日に

奈良新聞に掲載された特集記事ということでございます。働き方改革のほか、AKB のハロトレな

ど労働局の施策に関する様々な記事が掲載をされております。 

その次のページには、JR 奈良駅の 2 階コンコースにありますデジタルサイネージを活用した

労働局の取組を広報した一覧でございます。1 年を通じまして、それぞれの時期に合わせて広報、

PR を実施しておりまして、JR 奈良駅のほか、近鉄大和八木駅でも同様の広報を行っております。

労働局のホームページの活用であるとか、記者発表も含めまして、委員の皆様にも奈良労働局の

取組、施策が目につくよう、一層の広報活動を行うことを予定しておりますので、ご指摘、ご意

見などあればご教示いただければと思います。雇用環境・均等室からの説明は以上になります。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

ありがとうございました。次に労働基準行政について、事務局から説明お願い致します。 

 

【青木労働基準部長】 

労働基準部長の青木と申します。どうぞよろしくお願い致します。私からは労働基準部が行っ

ております、監督・労働安全衛生・賃金・労災補償の 4 つの施策について申し上げます。使いま

す資料でございますが、資料№2「労働行政のポイント」それから、資料№8 と資料№9 のパンフ

レットでございます。 

はじめに「働き方改革関連法」の関係で申し上げます。資料№2、労働行政のポイントの 1 ペ

ージでございますが、「(1)働き方改革の推進」を「働き方改革の施行時期に合わせ、改正法の周

知・啓発」とございますが、お手元に資料№8 と致しまして、「時間外労働の上限規制のわかり
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やすい解説」。続いて資料№9「年次有給休暇の確実な取得のわかりやすい解説」を用意しており

ます。 

厚生労働省では、昨年 7月の働き方改革関連法の公布後、様々な周知広報資料を作成してきた

ところでございますが、この 2 種類のパンフレットは、前回の審議会以降、昨年末に新たに作成

された物でございます。 

資料№8の「時間外労働の上限規制のわかりやすい解説」では、例えば 13 ページと 14 ページ

に新たな 36 協定の届け出の記載例ですとか、裏の 22 ページには、36 協定作成支援ツールのご

紹介。背表紙には相談窓口のご案内などを掲載致しております。 

また、資料№8・№9 に共通してでございますが、具体例として様々なケースとしての対応策

や、コラムなども多く掲載致しまして、より理解頂きやすいよう努めているところでございます。 

労働局・管内労働基準監督署を中心に、これらの資料を活用しまして、わかりやすい説明に努

めてまいりますので、よろしくお願い致します。 

再び資料№2「労働行政のポイント」のほうにお戻り頂きたいと思います。5 ページでござい

ますが、「2 働く人の健康と安心な職場を守ります」の項目でございます。(1)の下にございま

す〈企業本社への監督指導等の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。

労働基準監督署に配属されました労働基準監督官が「働き方改革関連法」に盛り込まれた改正労

働基準法・労働安全衛生法等の実効性を担保するため、各事業場の臨検監督などを通じまして、

違反の指摘や是正のための教示、指導を行ってまいります。また、奈良労働局では、管内の労働

基準監督署・労働局が把握した各種情報から「1か月の時間外労働時間数が、80 時間を超える疑

いのある事業場」や、「過労死等にかか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ともに、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、是正指導段階での企業名公表を引き続いて行ってまいります。 

次に下の項目ですが、〈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、過労死の防止に向け様々な取組みを行ってきたところでござ

いますが、法律の施行に合わせて策定されました「過労死等の防止のための対策に対する大綱」

が、施行から 3 年を目途に見直すこととされておりました関係で、昨年 7月 24 日に、見直し後

の「新大綱」が閣議決定をされております。具体的には「数値目標」が新たに設定されまして、

一例を申し上げますと、「勤務間インターバル制度」について、労働者数 30 人以上の企業のう

ち、勤務間インターバル制度を知らないという企業の割合が、平成 29 年の調査で 40,2%ありま

すことから、2020 年までに 20%未満にする。また、勤務間インターバル制度を導入している企業

の割合が、平成 29 年の調査では、1.4%にとどまっているということから、2020 年までに 10%以

上とする。といった目標も設定されたところでございます。 

労働局では、この新大綱に沿って、働き方改革関連法で努力義務となりました「勤務間インタ

ーバル制度」の周知に努めてまいりますとともに、引き続き、毎年 11 月を「過労死等防止啓発

月間」と致しまして、「全国一斉休日電話相談」「過労死等防止対策推進シンポジウム」「ベスト

プラクティ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し、過労死防止のため

の様々な周知・啓発のための取組みを行いまして、過重労働防止の期限を調整し、「過労死等ゼ

ロ」の社会を目指してまいります。 

次に 6 ページの(2)「労働者が安全で健康的に働くことができる職場づくり」についてでござ

います。グラフがございますが、「労働災害発生状況の推移」と致しまして、平成 30 年までの 10
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年間を、赤の折れ線グラフが「死亡者数」、緑の棒グラフが「休業 4 日以上の死傷者数」でお示

しをしております。平成 30 年の奈良県内の労働災害は、死亡者数・死傷者数ともに増加してい

るところであり、全国的にもこのような傾向となっております。平成 30年度は 5か年計画の「第

13 次労働災害防止計画」の初年度でございましたが、このままでは目標としております、計画

最終年の 5 か年間で死亡者数 15%、死傷者数で 10%以上減少することが難しい状況となっており

ます。平成 31 年度は「一人の被災者も出さない」という基本理念の下、第 13 次労働災害防止計

画の目標を確実に達成するため、より一層の労働災害防止対策を推進してまいります。 

次に〈死亡災害の撲滅を目指した対策の推進〉でございます。死亡災害など重篤な結果を招き

やすい「墜落災害」でございますが、これまで高所作業で使用されていた「安全帯」について、

名称を「墜落制止用器具」に改め、原則「フルハーネス型」とした政省令の改正が、この 2 月か

ら施行されたところでございます。平成 31 年度は、この周知を図りまして、「フルハーネス型」

墜落静止用器具を普及させることで、墜落災害の撲滅を図ってまいります。また、死亡災害が多

い業種であります、建設業・製造業・林業では、その業種の特性に応じた労働災害防止のための

施策を実施してまいります。 

次の〈労働災害の増加傾向又は労働災害が減少しない業種等の対策の推進〉についてでござい

ます。第三次産業、特に小売業・社会福祉施設・飲食店での労働災害が増加傾向となっておりま

す。内容は、「転倒災害」や「交通事故」、さらに社会福祉施設での「腰痛」などとなっており、

これらの労働災害を防止するため、引き続き、「STOP！転倒災害プロジェクト」、「働く人に安全

で安心な店舗・施設づくり推進運動」、を周知することにより、安全衛生水準の向上を図ってま

いります。また、第三次産業においても、高年齢労働者の災害が多発しておりますことから、「高

年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル」（エイジアクション 100）について普及を図ってま

いります。 

さらに、労働災害が増加している業種に、「陸上貨物運送事業」がございます。荷役作業中の

労働災害も多いことから、関係機関と連携して、事業者・荷主・配送先・元請事業者等に対し、

「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」等を周知致しまして、荷役作業

時の労働災害防止を中心に、安全意識の啓発を図ってまいります。  

次に 7 ページでございますが、〈労働者の健康確保対策の推進〉でございます。健康確保のた

めに規定されました、「管理職も含めたすべての労働者の労働時間の状況の把握」、「産業医・産

業保健機能の強化」を柱とする、「働き方改革関連法」の一つでもあります「改正労働安全衛生

法」について、引き続き周知してまいりますとともに、メンタルヘルス対策、化学物質によりま

す健康障害防止対策、石綿や熱中症等の職業性疾病の予防、受動喫煙対策の周知啓発を実施して

まいります。 

次の〈治療と仕事の両立支援〉でございますが、昨年 7 月に公布されました「労働施策総合推

進法」において、国が総合的に講じるべき施策の一つとして、この法律に明確に位置付けられた

ところでございます。がんや糖尿病・脳卒中などに罹患された労働者の方や、メンタルヘルス不

調を抱える労働者の方が、治療と仕事の両立を進める上で、事業場の対応が必要となる場面が増

えることが想定されますことから、引き続き、「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」の周知啓発を実施してまいります。 

次の「(3)一般労働条件の確保・改善対策」でございますが、こちらは、労働基準行政の「基

本中の基本」でありますが、賃金不払残業の防止や、自動車運転者、障害者、技能実習生等の労
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働条件確保のため、関係機関との連携対応、労働条件明示に関する周知啓発を行ってまいります。 

次に「(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

働審議会と同様に、公労使の 3 者構成によります「奈良地方最低賃金審議会」を設置致しまし

て、地域経済の動向や実情を考慮し、最低賃金制度の円滑な運営を図ってまいります。最低賃金

額につきましては、県内各自治体で発行されております広報紙をはじめ、様々なメディアを活用

し、関係労使団体の皆様のご協力も得ながら、あらゆる機会をとらえて周知・広報をすることに

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つきましては

監督指導を実施してまいります。  

次に 8 ページの「(5)家内労働対策の推進」でございます。厚生労働省では、「家内労働法」と

いう法律を所管しておりまして、家内労働者の「労働条件の向上」、「生活の安定」を図るため、

「家内労働手帳の交付の徹底」、「工賃支払いの確保」、「安全性の確保」などの施策を推進してい

るところでございます。表にございます「奈良県靴下製造業最低工賃」につきましては、当審議

会の「家内労働部会」で決定を致しております。家内労働部会は、「奈良県靴下製造業」の「家

内労働実態調査」の報告書の取りまとめに合わせて開催をしておりまして、次回の家内労働部会

の開催は、再来年 2021 年 2 月ごろを予定致しております。 

最後に「(6)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・けがなどの労災

保険給付の新規受給者数につきましては、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 29 年度は、「脳・心臓疾患」にかかる労災請求は 5 件、「精神障害」に

かかる労災請求も 5 件となっております。労災保険給付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ともに、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。以上が労働基準部でございます。どうぞよろしく

お願い致します。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

ありがとうございました。最後に職業安定行政について、事務局から説明お願い致します。 

 

【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・ご協力を賜りまして、この場をお借りして感謝申し上げます。それでは職

業安定行政部分につきまして、机上配布資料№11。こちらに行政運営方針の職業安定行政の内容、

最近のトピックスが網羅されていますので、こちらに沿ってご説明させて頂きます。着座して説

明させて頂きます。 

まず、めくって頂きまして 1 ページ目の下段のほうにありますが、「奈良県の労働市場の概況」

の中でも左下のほうで、県内の「直近の雇用失業情勢」についてでございますが、直近 1月の有

効求人倍率は、1.49 倍と、県内の雇用情勢は改善が進んでいるという基調判断でございます。1

番下にありますが、奈良県を就業地とする有効求人倍率は、1.67 倍と、近畿地区では 2 番目に

高い数字となっております。 

続きまして、めくって頂きまして 3 ページ目でございますけれども、「平成 30 年度 奈良労働

局職業安定行政の課題と取り組み（概要）」になりますが、1 番上段にありますように「ハロー

ワークの基本業務の推進」として人手不足の状況でありますので、求人者サービスの充実であり
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ますとか、求人充足サービスを強化しまして、県内就職を促進していくことや、下の各項目群に

あります、若者・高齢者・女性・障害者等の活躍促進。さらに支援対象分野、福祉でありますと

か、建設・運輸・警備などの人材確保等を地方自治体さんとも連携しながら取り組んでおります。

具体的には 4 ページ目からになります。めくって頂きまして 4 ページ目。まずは子育て女性の方

が安心して職業相談を受けられるように、県内 3ヶ所のハローワークに「マザーズコーナー」を

設置して、就職支援を実施しております。ここから以下、対策ごとに就職件数でありますとか、

相談件数でありますとか、いろいろな事業の数字やグラフが出てきますが、各々12 月末までの

実績となっております。あくまで現在の数字は参考値という形でご参照頂ければと思います。 

さて、「マザーズコーナー」での取り組み。キッズコーナーなどを配置しまして、お子さん連

れでも安心して職業相談できる環境を整備しておりますが、また少し下に行って頂いて 5 ペー

ジ目にございますように、各自治体さんとも、子育て女性の支援に熱心なところはたくさんござ

いますので連携しまして、例えば葛城市さん、御所市さんが「道の駅かつらぎ」で合同開催され

ました、企業説明会へ出張相談を行ったり、生駒市さんと連携して託児所を併設しました「子連

れで就職面接会」というものを実施したり、香芝市さんと連携しました「マザーズセミナー」で

ありますとか、右隣のイオンモール大和郡山での出張相談など、子育て中の方でも利用しやすい

ように配慮した職業相談を実施しております。私もイオンモールでの出張相談に立ち会いまし

たが、にぎやかなお店が立ち並ぶ中では、意外と相談コーナーは地味で埋没してしまうようなと

ころがございます。傍から見ると何をやっているのかわからない状況もありましたので、ある程

度目立つように、ハローワークが出張相談をやっていますよというのがわかるように、ブースの

見た目などを改良いたしまして、また来年度、これに限りませんけれども子育て女性の皆さんの

ニーズや、集まる場所、時間帯というのを見極めつつ、自治体さんと連携したアウトリーチ型の

支援を展開していきたいと考えております。 

続きまして 7 ページになりますけれども、「2 若者の活躍促進」になります。「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各種施策を実施しております。 

その中でも「ユースエール認定制度」ですが、様々な努力を重ねられて、若者の雇用環境の改

善でありますとか、整備を進められております特に優良な中小企業さんを認定しております。真

ん中ぐらいにあります合同就職面接会のチラシ、そこでも認定企業の印を付けたり、実際のブー

スの配置場所でも入り口付近に優遇したりとか、そういったこともしているのですが、来年度か

ら県下のハローワーク数所に配置を予定しております、デジタルサイネージにも制度広報を兼

ねて、こういった企業さんの PR を実施するなど、特に奈良県下の中小企業さんの良さであると

か、若者の雇用管理に優れている企業さんのご紹介に努めて行きたいと考えております。 

なお、引き続きこの「ユースエール認定制度」自体の周知を図ってまいりますが、基準等につ

きましては当方、各ハローワークで丁寧にご説明致しますので、今後も県内の中小企業さんも、

是非、取得に向けてご検討頂ければと考えております。 

9 ページになりますが、下の方にグラフがございまして、新規学卒者就職内定率につきまして

は、報道等でもご承知のとおり、高卒・大卒ともに高水準となっております。とかくこれだけ高

水準ですと、そんな苦労している学生さんはこの時期いないのかなと感じられるかも知れませ

んけれども、やはり一部には、現時点でも内定を頂けていない学生さんもいらっしゃいますので、

そういったケースこそ、我々ハローワークの出番でございます。例え年度を超えることになりま

しても、学校さんと連携して生徒さんたち最後の 1 名まできめ細かく支援してまいります。 
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少し飛ばしまして 12 ページ。「3 高齢者の活躍促進」になります。前回の審議会では平成 30

年度の数字が間に合いませんでしたので、今回最新の数字を記載しておりますが、その傾向等に

変化はございません。その下のグラフにありますように、希望者全員が 65 歳以上まで働ける企

業の割合、それから 70 歳以上まで働ける企業の割合は、奈良県は平均よりだいぶ高い位置にあ

ります。一方その次のページ、13 ページの「課題」のところに書いておりますけれども、奈良県

の 60 歳以上の就業者割合は全国最下位となっておりまして、これは前回もお話しましたけれど

一概に善悪というものがある訳ではございませんけれども、併せて奈良県内のハローワークの

新規求職者の 1/4 がもうすでに 55 歳以上の高齢者となってきている状況からしますと、まだま

だ高齢者の方のお仕事探しに関しましては、ミスマッチが生じている側面があると考えており

ます。また、同じ 13 ページの一番上段に書いてありますように、ハローワーク奈良、大和高田

の生涯現役支援窓口での 65 歳以上の就職率は、80.0％（12 月末）です。 

求職者・求人者双方の高い意欲を反映して 80％の高水準にあります。また、来年度は既存の

この二所に加えまして、ハローワーク大和郡山にも新たに同窓口を設置しまして、マッチングを

強化していきたいと考えております。 

 14 ページは「4 障害者、難病・がん患者の活躍促進」になります。 

まずは障害者の雇用促進ですが、通常ですとこの時期、当該年の雇用率は年末ぐらいまでに発

表しておりますが、昨年の公的機関の対応等により本省での集計作業が大幅に遅れております。

ただ、1ページ下になりまして 15ページの上段のほうを見て頂きますと平成 30 年度の障害者就

職件数は、868 件（12月末）と着実に前年度を相当程度上回ると考えております。併せて申し上

げますと、実はこのハローワークが支援して就職しております、昨年ですとこの 1,025 件の就職

ですけれども、この約 4割程度は改正前の法定雇用率の算定外でございます 49 人未満規模への

就職になっております。雇用率ばかりが話題になりますが、実際は義務ではないけれどもご理解

頂いて雇用して頂いている小さな企業さんと我々ハローワーク、それから特別支援学校さんや

関係機関さんの地道な支援がその裏には存在しておりまして、私どもハローワークは未達成企

業の雇用指導は当然のことですけれども、大事なのは障害をお持ちの方の一人でも多くの就職

実現でありますとか、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

と考えております。支援に時間と労力がかかる側面もございますが、であるからこそ、公的機関

であるハローワークの存在意義をかけまして、障害者の活躍促進に取り組んでいきたいと考え

ております。ちなみに奈良県の高等養護学校さんと私どものハローワークが連携しました就職

率は 100%となっておりまして、これは全国でも希少な誇るべき実績となっておりますのを少し

ご紹介しておきます。 

 続きまして、働き方改革でも柱とされております、「長期療養者のための就職支援の取組」。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。前回での説明でも、今度は北和地域でも拠点をということで、本省に関係予算等を

要望してまいりましたが、残念ながら協定未締結の段階では少し難しいということでしたので、

引き続き関係機関と調整しながら北和地域にもぜひ拠点をということで、協定締結を含めまし

て検討していきたいと考えております。 

 16 ページ、これは「5 重層的なセーフティーネットの構築」としまして、具体的には自治体

さんと連携した生活保護受給者等への就労支援になります。各自治体福祉事務所への巡回相談

や、8 月にひとり親全力サポートキャンペーンなどを実施しておりまして、対象者の就労による
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自立支援を今後も図ってまいります。 

 18 ページの「6 ハロートレーニング（公的職業訓練）を活用しました就職支援」につきまし

ては、昨日奈良県の地域訓練協議会におきまして、来年度の奈良県下の訓練実施計画についてご

了解頂いたところですが、雇用情勢の改善によりまして訓練受講者が減少傾向にある中、ハロー

ワークでも説明会や窓口での積極的な周知・誘導を図りつつ、県や機構・民間訓練施設さんなど

と連携しまして、地域のニーズに則した公共職業訓練の推進に努めてまいります。 

 19 ページ目以降は各地方自治体さんとの連携でございます。各自治体等との協定に基づきま

して地域のニーズに沿った実行性のある就職支援、住民サービスの充実に取り組んでおります。

先般行われました奈良県さんとの雇用対策協議会におきまして、資料№3でお配りした「奈良県

の雇用施策実施方針（案）」を協議しております。この協定に基づきまして、雇用施策に関しま

す奈良県さんとの様々な取り組みを、私ども労働局と共同して実施しておりますが、19 ページ、

特に今回新たな共同の取り組みといたしましてこの資料の右側、外国人雇用に関することなど

を盛り込んでおります。 

まずは 1.留学生の県内就職の促進ですが、状況把握のための調査を行い、分析して課題を抽

出、設定しましてどういった支援が有効であるか、必要であるかというのを検討して行きたいと

考えております。 

 続きまして改正入管法が 4 月から施行されるのを受けまして、労働関係法令に係る周知など

対応への連携を盛り込んでおります。現在の奈良県の外国人労働者は、直近で 4,116 人。全国比

率で申し上げますと 0.3％となっておりますが、先日、奈良県さんで行われた説明会には 300 人

近くの企業さんが集まりまして、関心の高さが伺われたところでございます。改正法の施行の状

況に注視しつつ、奈良県さんや入管それから労働局内での連携も深めまして、外国人の雇用管理

改善を進め、留学生・外国人の方も安心して働ける奈良県を築いていきたいと考えております。

そういった意味で、今回の協定にこの新たな共同取組を、時間的にぎりぎりでしたが追加できた

ことは、小さいけれども大きな一歩かなと考えております。  

 また共同取組 3.『せんとくん』と我々労働局管下のハローワークのマスコットであります『ハ

ロくん』とのコラボ、こういったものも活用しまして、各種雇用施策の周知活動も行っていきた

いと考えております。 

25 ページ、「8 ハローワークの基本業務の推進」ということになりまして、主要指標等の目

標を設定しまして、当然のことではございますが、PDCA サイクルによる継続的な業務改善であ

りますとか、マッチング機能の強化を図っております。ちなみに、「ハローワークのマッチング

機能の強化」の中、「2 補助指標」というのがございまして、そこの満足度調査の満足度割合が

90％以上というのは達成しているのですけれども、この調査には自由記載欄がございまして、そ

の中のご意見を少しご紹介致しますと、求職者の方でありますと、何度も何度も通ったけれども、

いつも親身に相談してくれて本当にありがとうとか、プライバシーにもう少し配慮した個別ブ

ースにしてほしいとか、求人者の方はもっと一人でも多く紹介してほしいとか、事業所の魅力 PR

シートというのがございまして、これはひとつ戻って頂いて 26 ページのほうに絵が載っており

まして、この写真情報とか追加情報がいろいろ入ったような PR シートというのを作っておりま

す。こういった写真の撮影から掲載まで協力してやってもらって助かった、おかげで人が来たと

かというお話もありました。それから両者に共通するご意見としまして、求職者・求人者に共通

するご意見では、庁舎が狭くて、いろいろな支援の内容がごちゃごちゃして分かりにくいという
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ご意見等々もございました。全て目を通しまして、お褒めの言葉やお叱りの言葉など様々ですけ

れども、やはりそれだけ地域の皆様に直接サービスを提供している国の機関としての、ハローワ

ークへの期待は高いということを痛感しておりますので、先ほどらいの各種事業の実績などを

上げる努力ももちろんですけれども、こういった利用者の方々の期待に答えるために、また一人

でも多くの方にハローワークを利用して良かったと言って頂けるよう、頂いたご意見等につき

ましては、できるものから順次速やかに改善につなげて行きたいと考えております。 

続きまして 28 ページでございますが、「9 非正規雇用労働者の正社員転換の推進」でござい

ます。正社員求人倍率につきましては、昨年の 7月から一倍を超えて安定的に推移しておりまし

て、非正規からの転換を促す助成金の活用なども含め、一定程度は正社員転換が図られていると

ころですが、29 ページにあります「正社員就職面接会」、今年度現在 107 回開催しておりますが、

こういった面接会でありますとか担当者制による支援によりまして、就職氷河期世代でありま

すとか、不本意に非正規雇用で就労されている方々、そういった方々の正社員転換をさらに勧め

て行きたいと考えております。   

最後になりますけれど 30 ページ「10 支援対象分野（福祉・建設・運輸・警備）における人

材確保」でございますが、本年度から奈良、大和高田所に設置した「あなたを待ってる☆しごと

コーナー」。こちらで福祉関係と建設・運輸・警備のミニ面接会を定期的に開催しまして、求人

充足対策を強化しますとともに、31 ページにありますとおり、昨年 8 月には各業界団体さんと

の連携のもと、「あなたを待ってる！！しごとフェスタ 2018」というものを、ポリテクセンター

奈良の「親子ものづくり教室」に併せて開催致しました。また、そのときにできた業界団体さん

との連携であるとかパイプを、その場限りとせずに活用しまして、最後の 32 ページになります

けれども、「バス運転手 就職セミナー」というのをちょうど直近実施しておりまして、就職セミ

ナー・バス運転体験会も開催しております。今後は他の業界につきましても各ハローワークのコ

ーナーと連携しましたセミナー、それから説明会などを検討しておりますので、引き続き業界団

体様と協力して、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行き

たいと考えております。 

なお、来年度も橿原のポリテクセンター奈良で、このしごとフェスタをさらに規模や内容を

見直しまして、実施したいと考えております。この奈良県で働く喜びを大人から子どもさんまで、

それから女性から外国人の方も障害をお持ちの方もみんなで集って体感することができる、奈

良で生まれて学んで仕事して良かったなと、そう実感できるイベントにゆくゆくは育てていき

たいと考えております。  

職業安定部からの説明は以上でございます。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 ありがとうございました。それでは、事務局から説明がありました、「平成 31 年度奈良労働局

行政運営方針」（案）について、委員の皆様からご意見、ご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をお願いします。ご質問、ご意見は

できるだけ簡潔にお願い致します。また、質問については適宜、事務局から回答をお願いします。 

 ご意見等ありましたら、挙手のほうお願いします。 

 

【労働者代表 阪田委員】 
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 阪田でございます。ご丁寧に説明頂きましてありがとうございます。一点ご質問をさせて頂き

たいのですけど、資料№2 の 2-（2）「労働者が安全で健康に働くことができる職場づくり」とい

ことで、6ページにあるのですけれども、この中でご説明頂きました高齢者の労働者の災害が増

えているということで、今後も高齢になられても労働につかれる方の比率というのは、ますます

高くなってくるだろうなというふうに思っていますが、その中で、「エイジアクション 100 につ

いての普及を図ります」ということでご説明頂きましたけれども、簡単にエイジアクション 100

の主な内容と、普及に向けた現段階での活動というか、どういうことをされているかということ

についてお教え願えたらと思います。 

 

【青木労働基準部長】 

 それでは、労働基準部 青木から説明をさせて頂きます。エイジアクション 100 という、生涯

現役社会の実現につながる高年齢労働者の安全と健康を確保のための職場改善に向けて、厚生

労働省でパンフレットを作成し、中央労働災害防止協会では、この特設サイトなども作っている

のですけれども、このエイジアクション 100 の中には、高年齢労働者の安全と健康確保のための

チェックリストがあります。テーマが 9つほどありまして、それぞれにチェックリストがありま

して、このチェック項目が 100 項目あるというものでございます。全てが高齢の方に限ったもの

ではございませんので、全ての年代の方を対象にしている項目もあるのですけれども、高齢の方

に関連したチェック項目として、例えば「書面やディスプレイ（画面）、掲示物等の文字の大き

さや色合いは見えやすくなるように工夫しているか」ですとか、「手元や文字が見えやすくなる

ように職場の明るさを確保している」といったチェック項目などを加えまして、100 のチェック

項目を用意しているというものでございます。 

 エイジアクション 100 につきましては、昨年度策定されたものでございまして、来年度に高年

齢労働者の安全衛生対策として重要な事項をまとめたガイドラインを配布する予定となってお

ります。従いまして、実績とかその辺はまだ把握はしていない状況でございます。以上でござい

ます。ありがとうございます。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 よろしいでしょうか。では、ほかにご意見いかがでしょうか。 

 

【労働者代表 藤井委員】 

 藤井と申します。よろしくお願いします。私のほうからは、介護の関係のことについて意見を

申し述べさせて頂きたいと思います。 

西暦 2000 年にゴールドプランということで、旧厚生省が中心となって介護保険制度がスター

ト致しました。私ども当時まだゼンセン同盟という団体だったのですけども、これから介護大変

必要だからということで、そこの労働者の皆さんを組織化・組合員にするということで、相当力

を入れてその業界に働く皆さんの組合員化を進めてまいりました。その現場からのお話を少し

させて頂きたいのです。 

一つは、訪問入浴というお仕事がございまして、入浴ができないお年寄りがいらっしゃるお家

にバスタブとか湯沸かし器等を持ち込んで、数名のスタッフで、そのお年寄りを入浴して差し上

げるという事業があるのですが、ほとんどの事業主が、フルタイムの人を雇っているといつ仕事
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が発生するか分からないものですから、だいたいが契約パートさん、「何月何日にこの時間に 2

時間勤務してください」、「この時間に何時間勤務してください」というようなスケジュールを作

って、お客様からの要望に対してスタッフを配置すると、そんなスタイルをとっています。 

そういうことで、その契約パートさんというのが活躍するわけですが、結構あるのが、ご高齢

の方がご利用者になっていますので、体調不良で突然キャンセルになるっていうのがあるそう

です。いろんな業界にキャンセルっていうのはあると思うのですが、この業界においては、お客

様からキャンセル料がなかなか取れないことになっています。一方で、契約パートで出勤を予定

されていた方については、これは事業主の都合の休業ということになりますので、休業補償の必

要が給料の 60％出てきます。これがいってみるとどっからも出てこないということで、結構経

営を圧迫している状態にあります。この問題が一つです。 

もう一つが、感染症ですとかの問題です。お年寄りの介護、実際に身体に触れたり、あるいは

同じ室内で一緒に長くいるとかということで、感染症になる従業員がいます。実際に身体に触れ

ると、例えば皮膚病、疥癬（かいせん）とかそういうものを患う場合がありますし、一番怖いの

は最近結核が割と増えていまして、結核などの感染症になると、当然その方はお仕事できません

し、お給料がもらえない。事業主の方からしてみると、スタッフが配置できない。こんな問題が

発生しています。医療機関などですと、患者さんの既往症を告知させる、告知義務っていうわけ

ではないでしょうけれども、「何かご病気ですか」というふうに当然聞くじゃないですか。介護

のところではなかなかそれが聞けないことになっていて、お客様に対して告知義務っていうの

も公的にないようなことになっています。それでこの問題は職場の安全衛生ということにおい

ては大変重大な問題ですし、ひいてはですね、ハローワークで求人を出されている部分でなかな

か人が来ない業種の一つではないかと思います。一方現場はですね、大変人手不足で個人個人が

すごい負担をしていて、だから定着も悪いとかということになっているようなのですが、そうい

う状況にある中で、一方で、私今年 63 歳になりますが、まもなく私も利用者になるはずでです

ね、やっぱりきちっとしたサービスを受けられるそんな体制も作って頂きたいですし、働く人を

きちっと守って頂けるそんな制度を作って頂きたいなと思います。 

2000 年からスタートして、そのとき厚生省と労働省と一緒になって今の厚生労働省になって

いると思うのですね。厚生省が勝手に作ったといったら変ですけども、厚生省サイドで作った介

護保険法の中で働く人たちが、その介護保険法の中で守られていない。こういう現状があります。

是非、省と省が一緒になって 19 年経つわけですから、整理をして頂くということで、当然この

お話は労働局で申し上げても介護保険をいじれる部局じゃないと思いますので、何かのときに

本省でお話されることがありましたら、審議会でこういう意見が出たということをお伝え頂け

ると結構でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

【青木労働基準部長】 

 はい、それでは労働基準部 青木でございます。二点あったかと思います。最初におしゃって

頂きました、訪問入浴サービスのキャンセルの関係でございますけれども、その点に関しまして

は、具体的には個別の判断が必要になろうかというふうに思いますけれども、一般論で申し上げ

させて頂ければ労働基準法第 26 条で、休業手当、おっしゃって頂いたように 100 分の 60 相当

支払うということになろうかと思います。ただ、利用者からのキャンセル、時間の変更などを理

由として労働者を休業させる場合には、ほかの利用者のお宅に伺っての勤務ですとか、代替業務
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などについて使用者で可能性を判断して、使用者で最善の努力を尽くしたということが認めら

れないような場合には、休業手当の支払いが必要と思います。ただ、冒頭申し上げましたように、

個々の事案で判断する必要などもあろうかと思いますので、所轄する労働基準監督署のほうに、

お気軽にご照会を頂ければと思っております。 

 それから二点目ですけれども、感染症の対策などにつきましては、私ども労働局ではこの感染

症対策については所管しておりません。ただ、おしゃって頂きましたように、介護の分野での感

染症の対策ですとかそういったことにつきましては厚生労働省の所管でありますので、私ども

から本省にも申しておきたいと思います。あとですね、介護の関係ですと、例えば県庁の介護保

険課さんですとか、同じ介護事業者さんなどで作られている業界団体などがあれば、もしかした

ら、その辺のノウハウがあるかも知れませんので、そちらもご確認頂ければと思っております。

ご意見ありがとうございます。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 よろしいでしょうか。ありがとうございました。ほかにご質問、ご意見等ございますでしょう

か。 

 

【使用者代表 木村委員】 

 木村でございます。二点、資料のグラフの解釈についてお伺いしたいのですけども、まず、資

料 2 の 3ページに「ハラスメントの相談件数」の推移グラフがありまして、見ていますと一番下

の「いわゆるマタハラ」というものが 30 年度の年度途中なのですけれども、大きく下がってい

ます。逆にパワハラは年度途中であるにもかかわらず、下がっていないということになっていま

す。これは、いわゆるマタハラというものは、だいぶ企業内で理解が進んで減ったと。ただ、パ

ワーハラスメントは、まだまだ企業内の理解が進んでいない結果で、こうなっているというふう

にも解釈するのか、あるいはパワハラは感覚では非常にあちこちの会社もうるさく言っている

ので、逆に理解が進んだために、かなり従業員さんが敏感になって、今までは取り上げなかった

ことまでご相談されているという結果なのか、ちょっとその感覚がお分かりになれば教えて頂

きたいと思います。 

 もう一点は、8 ページの「各種労災補償状況」の区分別の表が書かれているのですけど、これ

見ますと精神障害のところが、28 年度と 29年度で半分以下とものすごく減っています。これは

働き方改革で長時間労働が緩和された結果、こういう素晴らしい結果になったというふうに理

解していいのかどうかということを、教えて頂きたいです。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

 雇用環境・均等室の小原です。まず一点目、ハラスメント・パワハラの関係でございます。そ

の前に「いわゆるマタハラ」の関係でございますが、件数が大幅に少なくなっているという背景

としては、29 年度に育介法の法改正がございまして、その関係で件数が多くなり、その後、相

談件数が落ち着いてきたという状況で、件数が減っている、戻ったというのが背景としては一つ

ございます。 

一方で委員ご指摘のとおりパワハラの関係でございますが、こちらの件数のほうは増加傾向

になるということで、実感・体感といたしましては、やはり相談の内容や件数を見ましても、ハ
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ラスメントの中でもパワハラの関係が多くなっていると感じており、いろいろな報道の影響も

あって、従業員・労働者の方がそういった意識がだいぶ高まっているということもございますし、

そういった職場内のハラスメントがまだまだ多くの職場で潜在的にあるという状況で、今後も

増加傾向にあると考えています。そういった背景もございまして、ハラスメント対策ということ

で、ガイドラインや法律に対応させて頂いて、防止対策も含めて周知啓発に取り組んでいくとい

うことではございますが、件数としてはまだしばらくは増えるのかなというふうな現場の感覚

というところでございます。 

 

【青木労働基準部長】 

 労働基準部の青木でございます。二点目のご質問、労災補償の関係のお尋ねでございますけれ

ども、精神障害の請求件数につきましては、28 年度から 29 年度にかけて 13 件から 5 件となっ

ているところではございますけれども、奈良の規模が小規模の局でございまして、結構年によっ

てだいぶ上下をいたしますので、現段階においては働き方改革の効果があったかということは、

まだ申し上げられない状況かと思います。引き続いて推移は見守って行きたいというふうに考

えております。以上でございます。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 ありがとうございました。ほかにご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

【労働者代表 山原委員】 

 すいません、山原です。この 4 月からの改正労働基準法等新たに施行がされますが、やはりま

だ周知というか、社会的な認知というか、そういった点について、まだ浸透しきれていないなと

いうのが実感しているところであります。この間、様々な取組みによりまして周知活動というの

は、一定なされてきているところではありますが、引き続いて周知活動の徹底をお願いしたいな

というふうに思います。 

 実際、施行がされましたら法改正されるわけですから、いろんな制度が変わってくる。監督体

制についても拡充はされるというふうに伺っておりますが、この点についても、特に県内に中小

企業というのはたくさんございますし、そういったところにこそ浸透しきれていないというよ

うな状況もございますので、そういう対策も是非お願いしたいなというふうに思います。 

それから、働き方改革推進支援センターの中で、派遣型専門家という方々が配置され、実際事

業所に配置されていくというような形になるというふうに思いますが、この方々はそのセンタ

ーに相談がきて初めてそこに派遣していくという、そういう形になるのですね。おそらく、相談

してくる事業所というのは一定の認識を持たれたところだというふうに思いますが、むしろ相

談に来られない中小企業のところというか、事業所というのか、そういったところに対する指導

体制というのも、さっきの監督機能も含めて是非充実できたらなというふうに思っています。 

 それからもう一つは、資料№2の中で死亡災害の撲滅というようなこともございました。平成

30 年は、死亡された方が 10 人というような報告もございましたが、おそらく高所作業時におい

て亡くなった方々もこの中に、比較的多く含まれているのかなと思います。実際、高所作業時に

おいて、安全対策も含めたいろんな作業道具といいますか、安全対策の作業道具、そういったも

のを使用されていると思いますが、新たにフルハーネス型とした政省令の改正の周知というふ
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うになっておりますが、順次改善できていけるのかというところに、悩まれる事業者の方々がい

らっしゃるのではないかというふうなことも感じています。やはり安全作業というのは、第一だ

というふうに思いますし、この事なくして労働はないというふうな思いも持っているところで

あります。なかなか新しい器具に交換できないというような事情もあるかと思いますが、そうい

ったことがあってはならないというふうに思いますし、その支援体制の検討も労働局さんのほ

うで何かありましたら、教えて頂きたいなというふうに思います。以上です。 

 

【青木労働基準部長】 

 はい、労働基準部の青木からお答え致します。最初の働き方改革関連法の周知の関係でござい

ますけれども、委員からおっしゃって頂いた働き方改革推進支援センターはもちろんのこと、管

内にございます労働基準監督署、それから私ども労働局のほうでその周知活動を行っていると

ころでございます。監督署の中には、監督部門に労働時間改善指導援助チーム、通称「支援班」

というふうな言い方をしておりますけれども、これを設置致しまして、昨年度から業種など絞っ

た集団指導ですとか、あるいは各監督署の管内で説明会などを実施しているところでございま

す。12 月までの実績でございますけれども、集団指導と説明会を 4 つの監督署で、合計 61 回。

ご参加いただいた事業所の数と致しましては 1,507 社ということで実績が出ているところでご

ざいます。 

 また、引き続き法の施行が 4 月になりますけれども、管内の多くは中小企業ということで来年

の 4 月から施行になるというところが多くございますので、引き続きこういった周知活動を進

めていきたいというふうに考えております。 

 それからあと労働災害の関係でもお話しを頂いたところでございますが、原則として今後フ

ルハーネス型の墜落防止器具に変わっていくわけですけれども、例えばお手元にございますけ

れども、安全衛生の教育促進運動とかこういったものも実施しているところでございます。こう

いった活動で労働災害防止団体などの協力も得ながら、各事業者の方に周知を図っているとこ

ろでございます。 

 それから制度の改正などにつきましては、こういった安全帯が墜落制止用器具に変わります

ということで、図などを用いて分かりやすく説明をしているところでございます。これも新年度

に入っても引き続いて、原則フルハーネス型に変わっているというようなことも周知して、コス

トが掛かるかもしれませんけれども、特にこの人手不足の中、「コスト」ではなく「投資」とい

うふうにお考え頂いて、この器具の普及に努めていきたいというふうに考えておりますのでよ

ろしくお願い致します。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

 雇用環境・均等室の小原です。働き方改革の周知の関係で説明をさせて頂きます。委員のご指

摘のとおり、やはりまだ中小、小規模事業者になかなか行き渡らない現状というのはアンケート

の結果からもそういう状況が見られており、我々も認識をしているところです。一方で先日 2 月

から 3 月にかけまして労働局で説明会、県内で橿原と奈良 2 回それぞれ開会した説明会では、県

内約 1,500 の事業者に対して案内をさせて頂いて、応募多数でお断りをするというような状況

で、3 回の会場を合わせまして 400 社以上の参加を頂きました。そういった中で、かなり問題意

識といいますか準備をしなければという意識は、かなり広がっているのかなという感覚も一方
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で持っておりまして、また引き続き来年度拡充する委託事業も含めまして、説明会やセミナーを

開催するという取組を引き続き実施していきたいと思います。 

また、委員からご指摘がありました、センターの派遣型の訪問支援でございますが、こちら資

料№5 にお付けさせて頂きました、支援センターの来年度の新しい事業のスキーム図を見て頂き

ますと、派遣型の事業を本省で一括して実施することになっておりますが、各都道府県の支援セ

ンターにおきまして、この緑の枠のところで右側にプッシュ型開拓というのがございます。こち

らは窓口電話で相談に来た事業者以外にも、こちらから直接事業所を訪問いたしまして、利用を

促進して開拓をするという積極的なアプローチをしていくということで、こういった説明会に

申し込みがないような事業所であるとか、まだまだ行き渡っていないような零細事業所に対し

ましても、直接訪問して利用勧奨するというような新たな取組を来年度開始をするということ

でございますので、そういったところも併せまして、さらに中小零細事業を含めまして、幅広く

周知を行い働き方改革の取り組みを進めて頂くよう支援をしていくことを予定しておりますの

で、ご案内させていただきます。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 ほかにご意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

なければ行政運営方針につきましては了承ということでよろしいでしょうか。ありがとうご

ざいます。 

 それでは、事務局にはただ今、各委員の皆様から頂きましたご意見を十分に踏まえて、行政運

営方針に基づいた効果的な行政運営を進めて頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。以上

を持ちまして本日の地方労働審議会を終了致します。それでは進行を事務局にお返し致します。 

 

【事務局】 

 熊谷会長、長時間にわたり議事の進行、ありがとうございました。また、委員の皆様におかれ

ましては本日の議事に関しまして貴重なご意見、また熱心なご議論を賜りましてありがとうご

ざいます。今後とも当局の行政運営に対しまして、ご指導・ご協力頂きますようお願いを申し上

げまして、本日の審議会を閉会とさせて頂きます。委員の皆様どうもありがとうございました。 

 

 


