
第３８回 奈良地方労働審議会 

議  事  録 
１． 開催日時 
          平成３０年１１月１２日（月）１４時から１６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 
 深水 麻里  委員 
  

       労働者代表 
             山原 一志  委員 
             霜永 勝一  委員 
             山本 伸行  委員 
             阪田 聖司  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 
             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３０年度の奈良労働局の行政運営の進捗状況 
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【奈良労働局総務課 矢倉氏】 

皆さんご苦労様です。若干、定刻には早いのですけども、本日出席を予定されている方が皆さ

んお集まりになりましたので、これから「第 38 回奈良地方労働審議会」を開催したいと思いま

す。開催に先立ちまして、まず資料の確認をさせていただきたいと思います。委員の皆様方には

事前に資料をお送りさせていただいたのですけども、それをご確認いただけますでしょうか。資

料としましては、まず座席表、委員名簿、事務局名簿、奈良地方労働審議会運営規程、それから

地方労働審議会令になっております。それから議題関係の資料といたしまして、まず総務部関係

が資料№1、雇用環境・均等室関係が資料№1 から№13、労働基準部関係が資料№1 から№9、そ

して職業安定部関係が資料№1 からとなってございます。そして、参考資料といたしまして、資

料№1「平成 30年度 奈良労働局行政運営方針」、資料№2「平成 30 年度 労働行政のポイント」

以上でございます。それと机上配布としまして、1 枚ものですが「働き方改革関連法周知スケジ

ュール」これが本日お配りしている資料になります。皆様よろしいでしょうか。 

そうしましたら時間になりましたので、ただ今から「第 38 回奈良地方労働審議会」を開催さ

せていただきます。委員の皆様方にはお忙しい中、本審議会にご出席をいただき、ありがとうご

ざいます。私は司会を担当させていただきます、奈良労働局総務課の矢倉でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。ここで一点、委員の皆様方にご報告がございます。平成 29 年度末

をもちまして、公益委員をされておりました、岸田委員が平成 29年度末でご退任をされました。

そしてその後任としまして、深水委員がご就任されたことをご報告いたします。深水委員どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

【公益代表委員 深水委員】 

 お願いします。 

 

【奈良労働局総務課 矢倉氏】 

 本定足数を確認する前に、本日欠席をされている委員の皆さんもご報告いたします。まず、公

益代表の村上委員、高橋委員、それから労働者代表の大島委員、吉村委員、それから使用者代表

の中辻委員の 5名になってございます。それと労働者側代表委員の山本様でございますが、連絡

がございまして、約 20 分ほど遅れるということでございますが、出席をされるということでご

ざいます。まず、定足数ですけれども、地方労働審議会令第 8 条第１項によりまして、定数の確

認をしましたところ、本日は 13 名のご出席をいただいております。公・労・使それぞれ 6 人の

うち、各三分の一以上の委員の方が出席となりますので、審議会令に定める定足を満たしており、

開催が成立していることをご報告申し上げます。それから、本日審議会の傍聴をされる方は 3 名

になっております。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

を申し上げます。よろしくお願いいたします。 

 

【奈良労働局長 伊達局長】 

 お疲れ様でございます。本日は第 38 回となります、奈良地方審議会にご出席をいただきあり

がとうございます。委員の皆様には、日頃から労働行政の運営にご理解とご協力を賜っておりま

して、この場をお借りしてお礼を申し上げます。例年、審議会は年に 1 回の開催でございまし
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て、本日は平成 30 年度の上半期が中心となりますけど、その取り組みもご報告をさせていただ

くという予定にしております。この後、各担当から報告についての詳細を説明をさせていただき

ますので、その前に私から何点かご報告をさせていただきます。 

まず、今年度二つの大きな柱としまして、「働き方改革」の取り組み、それから女性・若者・

高齢者・障害者、こういった方の多様な働き方の支援、といった柱の取り組みを進めてまいりま

した。  

まず、その「働き方改革」の関係でございます。本年 6 月にちょうど関連法が成立いたしまし

て、来年の 4 月 1日から順次施行という予定でございまして、厚労省では運用面、特に政省令の

改正作業を行っている状況でございます。現場におきましては、この成立の対応で使用者団体・

労働団体を訪問して、この施行の周知のお願いをしてもらいたいというところでございます。そ

の他、関係機関と連携・協力しながら、この円滑な施行に向けた周知と、そういった取り組みを

今やっている状況でございます。そのような中で特に、奈良県の社会保険労務士会に委託事業と

してやっております、働き方改革推進支援センター事業。実はこれが 4月からスタートしており

まして、関係機関と連携をしながら、県内各地域の商工会議所等々と協力関係を取って、県下各

地域でセミナーなど実施をしている状況でございます。 

それから、例年 11 月は強化月間といったいくつかの取り組みを行っています。特にその 11 月

は労働保険の関係でありますと「適用促進強化月間」という取り組み、それから「人材開発促進

月間」、それから「過労死等防止啓発月間」という取り組みをしているのが 11 月ですけども、特

にその働き方にも関連しますけども、過労死防止月間の関係でございますが、これは全国的なキ

ャンペーン等を行っておりまして、労使団体への協力要請とか電話相談といったことを行って

おります。そういったことを通じまして、過重労働解消のための集中的な周知・啓発と、それか

ら実際に長時間労働が疑われる事業場への重点監督指導を実施している状況でございます。 

その一方で、その労働問題に関する相談でございますが、奈良県内には総合労働相談コーナー

や労働基準監督署が対応していますけども、労働問題に関する相談は、やはり近年高止まりで推

移していると。全国的な傾向と同様に奈良でも高止まりという状況です。その中で特に民事上の

個別労働紛争の関係でございますが、やはりマスコミ等の報道の若干の影響もあるところが伺

えられますけども、やはりパワハラ相談といった相談も含めいじめ・嫌がらせに関する相談が最

も多い状況でございます。そういったことも踏まえまして、4 月からハラスメント対応の相談窓

口、これは昨年まではある一定の期間だけ設置していますけども、この 4月からは常設をいたし

まして、総合労働相談コーナーでの助言・指導やあっせん制度、こういった制度を積極的に利用

していただけるような周知・啓発に努めている状況でございます。 

それから、労働災害の関係を少しご説明しますと、本年 9 月末時点での死亡災害・死傷災害と

もに、前年同期に比べて若干増加をしている状況にございます。そういう中で「第 13 次労働災

害防止計画」が初年度に 5 か年計画としてスタートをしておりますので、その計画期間によって

目標なども設定をしておりますので、その周知とともに県内の各企業に対する災害防止に向け

て取り組んでいるという状況でございます。 

それから、奈良県の最低賃金です。奈良の地方最低賃金審議会により審議を経まして、先月 10

月 4 日（木）から時間給 811 円に改定となったところです。改定されました最低賃金の周知と履

行確保に取り組んでいるという状況でございます。 
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最後ですけども、雇用の関係でございます。9 月の奈良県の有効求人倍率が 1.54 倍というこ

とで、平成の最高値を更新という状況でございまして、また、奈良県が働く場所となります就業

地別の有効求人倍率は 1.75 倍と、統計を取り始めて最高値ということでございまして、この就

業地別につきましては、近畿ブロック内では一番高い率となっております。県内企業の採用意欲

が非常に高い状況を推移している一方で、製造業、非製造業、それから産業別や企業規模を問わ

ず、多くの産業において人手不足が懸念されている状況でございまして、やはり人材確保といっ

た点が、働き方改革を進める上でも大きな課題という状況になっております。その中で地方自治

体であります、奈良県、天理市、王寺町等とそういったところとの連携によります就職面接会や

セミナーの実施・出張相談など、こういったものも更なる連携によって取り組みを進めている状

況でありますし、特に人材確保対策コーナーという、人手不足の支援対象分野について、今その

コーナーで対応しておりますけども、奈良県では、ハローワーク奈良と大和高田にコーナーを設

置しております。そういったコーナーを、実はこの 8 月に支援対象となる業界の魅力体験と職業

訓練の関心を高めてもらうことで、各業界団体協力のもとで「しごとフェスタ 2018」というも

のをポリテクセンター奈良で開催をしたところでございます。このフェスタの開催を契機とい

たしまして、業界団体とハローワークとの連携による面接会や体験会というものを今後、検討し

ている状況でございます。 

以上、主な取り組みについてご説明させていただきました。今後、年度の後半に向けた行政運

営にあたりまして、引き続き、行政を取り巻く状況や、その動向を見据えた上で、地域の実情に

沿った施策を効果的に実施してまいりたいと考えてございます。委員の先生方には、それぞれの

お立場から忌憚のない意見を頂戴いただきますことをお願いいたしまして、簡単ではございま

すがご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

【奈良労働局総務課 矢倉氏】 

 ありがとうございました。それでは続きまして、熊谷会長からご挨拶をいただきまして、その

後の進行につきましてお願いをしたいと思います。熊谷会長よろしくお願いいたします。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 本日はお忙しいところ委員の皆様お集まりいただきまして、ありがとうございました。委員の

皆様のご協力をもちまして議事進行をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

します。ここからは着席で進めさせていただきます。早速、議事に入りますけれども、議事録の

署名は労働者側から山原委員、使用者側から谷口委員にお願いしたいと思います。また、審議会

の議事録につきましては、奈良労働局ホームページにおいて公開とさせていただきますので、あ

らかじめご了承下さい。 

それでは、議事に入ります。議題の「平成 30 年度奈良労働局の行政運営の進捗状況」につき

まして、事務局から説明していただきます。なお、ご意見・ご質問は全ての事務局からの説明が

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お願いいたします。ではお願いしま

す。始めに総務部関係ですね。安東総務部長より説明をお願いいたします。 

 

【安東総務部長】 
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 ただ今ご紹介いただきました、総務部長の安東と申します。よろしくお願いいたします。今年

度から奈良総務部長として働かせていただいております。委員の皆様には、今後ともよろしくお

願い申し上げます。 

それでは、総務部関係の説明でございますけども、総務部の行政運営方針といたしましては、

労働保険適用徴収の関係に限定をされておりますので、お配りさせていただいている参考資料

の資料 2でございますが、一番最後に添付されている「労働行政のポイント」という冊子の一番

最後に、行政運営の関係のポイントが整理されておりますので、13 ページになりますがそれに

沿って簡単にご説明をさせていただきます。 

本年度の労働保険適用徴収業務の重点施策といたしまして、「労働保険の未手続事業一掃対策

の促進」と「労働保険料の適正徴収」の 2 点になってございます。 

まず、一点目の未手続事業の一掃対策につきましては、労働保険に加入されていない事業場に

対して加入勧奨を行って新規に加入させるという取り組みでございます。この取り組みにつき

ましては、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平性といった観点から極めて重要でござい

まして、労働者を雇用する全ての事業主にとって労働保険への加入と、そして公正な負担が求め

られているところでございます。 

現在、労働保険適用促進 3 カ年計画を策定しておりまして、計画的に実施をしているところで

ございますけども、例年、本省や各行政機関から得られた情報を基に戸別訪問だとかそういった

加入勧奨あるいは手続指導というものを行っているところでございます。奈良県における未手

続事業として把握してございますのは、昨年度末現在ではございますが、約 1000 件の事業場が

ございまして、そのうち、今年度の新規の加入件数は、9 月末現在で 104 件と、それ以外に労働

保険事務組合連合会に委託しておりますけども、その件数といたしましては 78 件でございます。

今年度の達成目標は 490 件ですので約 4割達成をしているところでございますが、未だ商業・サ

ービス業等の小規模零細事業を中心に未手続事業が多く存在してございますので、引き続き、未

手続事業の的確な把握と加入勧奨を行ってまいるところでございます。 

 2 点目でございますが、労働保険料の適正徴収でございます。これにつきましても労働保険に

加入をしているものの、適正な申告がなされず滞納を繰り返している事業場に対して、滞納整理

だとか納付督励こういった徴収業務を行う取り組みでございます。本来であれば徴収決定額に

対しまして 100%の納付しなければならないところでございますが、奈良県の場合は 97.92%の収

納率でございます。全国平均が 98.66%でございますので、0.74 ポイント下回っている状況にご

ざいます。これにつきましては、総務部資料 1に都道府県別の収納率の一覧がございますので参

考にご覧いただければと思います。当奈良労働局といたしましての目標は、前年度以上の収納率

を達成させることでございまして、そのためには差し押さえ等の強制措置を昨年度以上に増や

すことになりますが、特に、高額滞納事業主、あるいは複数年度にわたって滞納を繰り返してい

る事業主に対しまして、重点的に実施していくことにしております。 

また運営方針には、電子申請及び口座振替納付の利用勧奨についても重点課題としていると

ころでございます。電子申請の利用促進につきましては、規制改革推進会議において、昨年度取

りまとめられた答申の中で、行政手続簡素化の 3原則がございまして、一つに「行政手続きの電

子化」、二つ目に「同じ情報は一度だけの原則」、三つ目に「書式・様式の統一」というこの 3 原

則に基づきまして、事業主の行政コストを 3 年間で 20%削減することが求められているところで
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ございます。その一環といたしまして、電子申請利用率の向上が求められているところでござい

まして、その一例といたしまして、推奨しております年度更新申告書の電子申請の利用状況につ

きまして申し上げれば、本年度は 954 件でございまして、利用率で申し上げると 6.14%となって

ございます。年々、確実に増えているものの低レベルの水準でございまして、更なる電子申請の

利用勧奨に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。口座振替納付の利用につ

きましても、納期限の確実な納付のみならず、事業主の利便性、あるいは収納事務の負担軽減に

寄与すると考えております。  

現在、個別事業場における利用率と言いますと 10.13%で、こちらも低水準ではあるのですが、

着実に増えている状況にございます。更なる利用拡大を目指して、事業主あるいは事務組合に周

知を図ってまいるところでございます。簡単ではございますが、総務部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。続きまして、雇用環境・均等行政について小原雇用環境・均等室長

より説明をお願いいたします。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

 雇用環境・均等室長の小原でございます。雇用環境・均等室では、働き方改革の推進であると

か女性の活躍推進など、労働法制の周知や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、当室所管の業務の進捗状況

について順次ご説明させていただきます。 

資料ですが、総務部の説明でもありました「労働行政のポイント」と雇均室と書かれた資料№

1 から№13 までの資料に基づいて順次ご説明させていただきます。 

まず「働き方改革の推進」でございますが、参考資料 2「労働行政のポイント」と雇均室の「資

料 1」になります。ご承知のとおり、働き方改革の関連法が先の国会で可決・成立をいたしまし

て、来年の 4 月から順次施行されます。資料 1 のリーフレットでは、①時間外労働の上限規制の

導入、②年次有給休暇の確実な取得、③不合理な待遇差の禁止、の各ポイントについて記載をし

ております。このリーフレットや「資料 2雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」にある法律

の内容を少し詳しく説明をいたしましたパンフレットなどを用いまして、働き方改革に関する

周知・啓発、特に中小企業・小規模事業者に対する支援対策の周知につきまして、県内の各経済

団体であるとか労働組合、連合皆様のお力をお借りしながら進めている状況です。 

また、少し先になりますが、来年の 2 月には橿原と奈良で関連法の説明会を開催する予定をし

ております。「資料 3 働き方改革関連法 説明会」のリーフレットになりますが、こちらのリ

ーフレットを用いて参加を呼び掛けておりまして、労働局の HP に掲載したり、各事業所に直接

郵送して参加案内をしている状況でございます。 

周知・啓発につきましては、法律が成立する前から実施をしておりまして、今年の 4月から冒

頭局長からもお話しがございましたが「働き方改革推進支援センター」を開設いたしまして、電

話・来所による相談であるとか、事業所の都合に合わせた専門家の派遣、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。「資料 4 働
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き方改革 こんな「お悩み」お答えします！！」「資料 5 働き方改革セミナー出張相談会」に

なりますが、支援センターの案内や、セミナー・相談会のチラシでございます。 

この支援センターは、全国 47 都道府県の労働局それぞれ委託事業として実施しておりまして、

奈良県では社会保険労務士会が受託をして、事業の実施をお願いしているところでございます。

セミナーの開催につきましては、年間 36 回を予定しておりまして、県内各地でテーマを変えな

がら開催をしております。開催にあたりましては、地域の商工会議所、商工会とも連携をして参

加を呼びかけたり、また出張相談会も合わせて実施するなど、きめ細かな対応を心掛けておりま

す。 

このほか、労働局内に設置をしております「働き方改革推進本部」では、労働局長が経済団体

や労働組合、連合を訪問させていただきまして直接の協力依頼であるとか、県内企業を訪問して

経営トップに対しまして協力要請を実施する活動を行っております。「資料 6 奈良労働局「働

き方改革推進本部」だより」になりますが、今年 6 月から 8 月にかけて訪問をさせていただきま

した県内 4 企業についての、訪問時の様子や各企業の課題、取組、要望などを整理したものでご

ざいます。こちらも HPに掲載をさせていただいております。 

4 月以降、働き方改革に関する周知・啓発を実施しておりますが、それぞれの企業が抱える悩

み、課題は多種多様であり、それらの問題にどう取り組めばいいのか、何から始めていいのか分

からない、そういった声を聞くことも多くあります。そこで、県内の企業の取り組み事例を紹介

いたしました事例集を作成いたしました。こちらが事例集「資料 7 企業取組事例」になります。

この事例集では県内 9 社の取組事例を取りまとめさせていただきまして、各企業の課題、対策、

効果などを整理したものでございます。これから検討を始める企業の皆様にとりまして参考に

なればと考えております。こちらの事例集も HPに掲載をしておりますが、あと 1 社もう 1 事例

を追加させていただきまして計 10 社の事例を冊子にまとめたものを作成させていただいて、今

後、セミナーであるとか説明会等で配布をすることを考えております。  

以上、働き方改革に関連する周知・啓発の取り組みをご説明いたしましたが、今後も引き続き、

より一層の周知・啓発を図ることを予定しております。 

続きまして、「非正規雇用労働者の待遇改善と希望の持てる生活の実現」ということで「資料

№2 労働行政のポイント」の 1 枚おめくりいただきまして、2 頁の上のほうになります。こち

ら 2 頁にグラフがございますが、雇用形態別の雇用者数の推移が示されております。奈良県内の

非正規労働者比率が年々増加している状況で、平成 24 年度が 39.7%で、全国で 7 番目に高い数

値ということでございます。こちらの統計、就業構造基本調査ですが、平成 29 年度 7 月に最新

の調査結果が公表されておりまして、そちらの数字を申し上げますと正規労働者数が 31 万 5 千

人、若干減っておりまして、逆に非正規労働者の数が 22 万人で若干増えているということで、

結果、非正規率が 41.1%となってございまして、こちらの数値が全国で 3番目に高い率という状

況でございます。 

このように、非正規労働者数、非正規率が増加傾向にあるところでございますが、その一方で

不本意非正規雇用労働者数、正規の職員・従業員の仕事がないために非正規となっている方の割

合は低下傾向で推移している、という調査結果も別にございます。自分の都合に合わせて働きた

いという方、特に女性の方では「家事・育児・介護等と両立しやすい」とそういった理由から非

正規を選択する方も増加傾向にある、ということのようです。 
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働き方改革では、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現が

期待をされておりますが、今後も非正規労働者の動向、非正規を選択している理由についても注

視をしながら、「正社員として働きたい」という方の希望を実現して、その能力を十分に発揮で

きるような正社員転換・待遇改善の促進を図ることをしております。 

続きまして、「女性の活躍推進」ですが、こちらは「資料 8 「えるぼし」認定状況及び一般事

業主行動計画策定等届の届出状況」（女性活躍推進法）」を合わせてご覧いただければと思います。

女性労働者が活躍できる職場、出産・育児と仕事の両立がしやすい職場環境の改善を進めていく

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、認定の取得を促進すること、認定を取得することで企業の PR であるとか認知度

向上というメリットを含めまして、周知啓発することで認定申請の取組を推進するとともに、行

動計画策定の努力義務企業に対しましても、認定制度の周知であるとか計画策定の支援を行っ

ているところです。 

また、3月の当審議会でもご案内をいたしました「女性活躍推進企業データベース」でござい

ますが、登録企業数が現在 41 社、業種別の内訳につきましては、その下に記載しているとおり

でございます。また資料 8 の裏面ですが、こちらは次世代育成支援対策推進法「くるみん」の関

係でございます。「くるみん」の認定状況ですが、「資料 2 労働行政のポイント」の 4 頁の下の

ほうに記載がございます。 

行動計画の策定・届出促進や認定制度の周知に努めまして、認定制度が創設されて以降、これ

まで県内 20 社、延べ 27回の認定を行っておりまして、今年度は 3社を認定、そのうち 1 社がプ

ラチナくるみんの認定となっております。行動計画の届出状況等は表のとおりでございます。 

次に総合的ハラスメント対策の関係ですが、「資料 2 労働行政のポイント」は 3 頁になりま

す。個別労働関係紛争と合わせてのご説明させていただきますが、セクハラ、パワハラであると

か妊娠・出産・育児休業等を理由とするハラスメントなど職場のハラスメントにつきましては、

典型的な事案も少なからずありますが、いろいろ複雑に絡み合って複合的に発生する事案も多

く見られます。 

これらハラスメントの相談件数につきましては、「資料 2 労働行政のポイント」の 3 頁のと

ころにありますが、平成 29 年度末の数、こちらでは 1 月末の現在ですが、平成 29 年度末 3月末

までの件数を申し上げますと、パワハラ 537 件、セクハラが 80 件、マタハラが 304 件という状

況になってございます。特に平成 29 年に育児・介護休業法の改正があった影響もありまして、

同法関係の相談が前年度に比べて 40%以上増加したことで、マタハラに関連する相談件数が増加

したと考えております。このような状況を踏まえまして、「資料 11 ハラスメント対応相談窓口

を常設しています！」ですが、冒頭局長からもございましたハラスメントの相談窓口強化という

ことで、年間を通じて相談体制の強化を行っておりまして、ハラスメントを受けた労働者の方、

あるいは企業の担当者からの職場内のハラスメント対策に関する相談にもあたってございます。       

また、個別労働紛争の関係ですが、「資料 2 労働行政のポイント」3 ページの下のほうです

が、こちらの労働局または県内 4 カ所にございます監督署の総合労働相談コーナーに寄せられ

ました相談件数になります。平成 29 年度の件数を申し上げますと、全体の件数ですが平成 28 年

度の9,683件から平成29年度若干増えまして9,807件、うち民事上の個別労働紛争件数が1,881

件から 1,913 件、助言・指導の申し出件数が 79件から 72 件、あっせんの申請受理件数が 97 件
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から 92 件という状況になってございます。全体の相談件数は過去 10年間で最多ということと、

個別労働紛争の内訳では「いじめ・嫌がらせ」が最多となっているという状況でございます。平

成 30 年度の途中経過でございますが、平成 30年度は「資料 13 平成 30 年度上期（4月～9月）

労働相談・個別労働紛争解決制度施行状況」に記載していますので、合わせてご覧いただければ

と思います。 

奈良労働局では、労働局また各署の相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努

めますとともに、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

個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいきたいと考えております。 

続きまして、男女雇用機会均等法など履行確保の関係ですが、「資料№2 労働行政のポイント」

は 1 枚おめくりいただきまして、4 頁になります。それぞれ「資料№12 男女雇用機会均等法等

施行状況（平成 30 年度は 4 月～9 月）」に一覧で件数を記載させていただいていますので、合わ

せてご覧いただければと思います。件数についての説明は省略させていただきますが、先ほどハ

ラスメントの相談件数でも触れましたように、平成 29 年の育児・介護休業法の改正を反映して

いると考えております。 

平成 30 年度の取り組みといたしましては、ハラスメント対策、育児・介護休業法の規定整備

を重点とした是正指導を事業所訪問等により実施すること、また、「資料 11 ハラスメント対応

相談窓口を常設しています！」にありました相談窓口の常設、加えましてハラスメント対策、育

児休業制度等の定着等を事業主、労務担当者を対象とした「ハラスメント対策セミナー」を 11

月と 12 月に実施する予定としております。 

このほか「労働法制の普及等に関する取組」ですが、「資料№9 若者向け「労働法の出前講座」

「労働相談会」を開催」、「資料№10 労働法を知っていますか？ 」をご覧いただければと思い

ます。これから社会に出て働く学生、若者が、労働法制の基礎知識を身に付けることにより、法

律を知らないために被る不利益であるとかトラブルを未然に防止するとともに、若者の「働くこ

と」に対する意識を少しずつ養い、育てる取り組みを行っております。 

引き続き、地域の大学等と連携させていただきまして、労働法制の普及等に関する「出前講座」

の実施であるとか、出張相談を通じまして普及を進めることと、学生アルバイトの労働条件確保

に向けてあらゆる機会を活用して、出張相談も合わせて行ってまいるということでございます。 

 以上、色々申し上げましたが、何と言っても今年度、また来年度もおそらく「働き方改革」の

周知・啓発が最重点課題と考えておりますので、本日ご出席の委員の皆様方にも協力、お願いす

ることもあろうかと思いますので、引き続き、ご支援ご協力をお願いいたしたいと思います。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。続きまして、労働基準行政について、青木労働基準部長から説明を

お願いします。 

 

【青木労働基準部長】 

 労働基準部長の青木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私からは労働基準部が
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行っております、監督・賃金・労働安全衛生・労災補償の 4 つの分野について說明させていただ

きます。着席して説明させていただきます。使います資料は青いインデックス「基準部」と書か

れております、こちらの資料で説明をさせていただきます。 

始めに監督の関係でございます。『資料№1 労働時間法制の見直しについて』でございますが、 

本年 7 月に公布されました、いわゆる「働き方改革関連法」において、労働基準法、労働安全衛

生法、労働時間設定改善法など 8 本の法律について改正が行われたところでございます。この

「資料 1」では「労働時間に関する主要な改正事項」を掲載しております。ご覧いただいている

1 ページの一番下のほうに「施行期日」を書いておりますが、来年 4 月 1日となっておりまして、

一方、中小企業につきましては、労働時間の上限規制は再来年 4月、割増賃金率の引き上げにつ

いては 2023 年 4月(平成 35 年)から施行されます。 

一枚おめくりいただきまして、2 ページ目でございます。①「残業時間の上限規制」につきま

しては、これまで「青天井」ともいわれておりました残業の範囲が初めて「原則月 45 時間、年

360 時間」という上限を設けることとなります。今後は、この残業時間の上限規制について、罰

則をもって履行を確保することとなります。この上限規制の施行日ですが来年 4 月 1 日となっ

ておりますが、中小企業には経過措置といたしまして 1 年猶予がございまして、その翌年の 2020

年(平成 32)年 4月 1 日から適用となります。なお、上限規制には 3ページにございますとおり、

適用を猶予または除外する事業・業務がございます。自転車運転の業務、建設事業、医師につい

ては 2024 年(平成 36 年)4 月 1 日からの適用となりまして、新技術・新商品等の研究開発業務に

つきましては、時間外労働の上限規制は適用しないこととなっております。猶予の対象事業・業

務に係る適用後の上限時間につきましては今後、厚生労働省の審議会等で検討し結論を得るこ

ととしているものがございます。 

次に 4 ページでございます。②終業から勤務開始までの一定の休息時間を確保する「勤務間イ

ンターバル」制度について、労働時間設定改善法の中で、今回初めて努力義務として明記された

ところでございます。その下の③「年 5 日の年次有給休暇取得」の企業への義務付けについてで

ございます。現行の制度では、労働者が自ら申し出た場合に年次有給休暇を取得できることとな

っております。しかし、職場によっては「取得の申し出がしにくい」状況もございまして、全国

統計では年休取得率が長い間、5割を下回る状況が続いております。これを踏まえまして、使用

者が労働者の希望を聴き、その希望を踏まえて「年に 5 日は使用者が時季を指定し年休を取得さ

せなければならない」こととなります。施行日につきましては、大企業・中小企業、業種を問わ

ず、来年 4 月 1日からとなります。 

次の 5 ページ④「月 60時間を超える残業は、割増賃金率を引き上げます」の項目についてで

す。大企業につきましては、「1 日 8 時間、1 週 40 時間を超える時間外労働」に対して 25%、さ

らに 1 か月 60 時間を超える時間外労働については 50%の割増賃金を支払うこととなっておりま

すが、中小企業につきましても、2023 年(平成 35年)4 月 1日から、月 60時間を超える時間外労

働に対する割増賃金が「50%」と大企業と同様になります。 

その下の⑤「労働時間の客観的な把握」についてございます。現行の制度では、労働時間の把

握の対象については、通達「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」がございますが、こちらで示しておりますけれども、裁量労働制の適用者や管理監督
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者は対象外となっておりました。今回の改正では、裁量労働制の適用者や管理監督者も含めて、

労働者の労働時間の状況を把握することを事業者に義務付けております。 

1 枚おめくりいただきまして、6ページでございます。⑥「フレックスタイム制を拡充します」

というところでございますが、こちらにつきましては、現在、清算期間「1 か月単位」となって

おりましたけれども、改正後は「3 か月」を単位として清算することになるものでございます。 

次に 7 ページから 8 ページでございますが、⑦「高度プロフェッショナル制度の創設」でござ

います。一定の高度専門職の方々について、本人が同意した場合に、法律に定める企業内の手続

きを経ることによって、労働時間の規制から外れるという制度が創設されるものでございます。

ここでいう労働時間の規制とは、時間外労働・休日労働の規制や、時間外・休日及び深夜の割増

料金といったものです。制度を導入するための企業内手続きは、事業場の労使委員会で労働者側

代表委員の過半数の賛成が必要になるなど、手続き内容や、対象者の限定、健康確保措置など厳

格な適用を求めております。今後省令で対象者の要件が明確となってまいりますが、労働局とし

ましては適正な運用を図ってまいりたいと思います。これらの新制度の施行日は、「残業時間の

上限規制」に関しまして、中小企業は再来年の 2020(平成 32年)4 月 1 日となりますが、それ以

外の改正事項につきましては、大企業、中小企業問わず基本的には来年の 2019 年(平成 31 年)4

月 1 日からとなっております。奈良労働局としましては、労働局、労働基準監督署をあげて周

知・啓発に努めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

続いて 13 ページ「資料№2 36 協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事

項に関する指針」でございます。こちらにつきましては、先ほど説明いたしました「労働時間法

制の見直し」に伴い、36協定に関しまして大幅な様式の改正が行われております。「罰則付きの

上限規制の遵守」を労使で協定する様式となっております。差し当たり、事業主の方々が知りた

い情報は「36 協定の新様式・締結方法」についてであると思われますので、これについても幅

広に、丁寧な説明に努めてまいりたいと考えております。 

次に 21 ページ資料№3 労働基準監督署の監督部署に設置する「労働時間改善指導・援助チー

ムの体制について」でございます。今年度から働き方改革関連法の円滑な施行に備えるため、特

に中小事業場に対して「労働時間に関する法制度の周知徹底」を重点的に取り組んでおります。

具体的には、全ての労働基準監督署に、「労働時間相談・支援班」及び「調査・指導班」の 2 班

による「労働時間改善指導・援助チーム」を編成しております。また、労働基準監督署の窓口に

は「労働時間相談・支援コーナー」を設置し、事業場からの相談に対し、具体的な取り組みに繋

がるよう解決策を提案しております。中小事業場の多様なニーズに応えるため、労働局の各課室

との連携、委託事業でもある「働き方改革推進支援センター」も活用しつつ、効果的な周知・啓

発を図ってまいります。 

次に 25 ページ、資料№4「過労死等防止対策推進シンポジウム」についてでございます。この

シンポジウムでございますが「過労死等防止啓発月間」である 11 月の取り組みの一環といたし

まして、過労死等防止対策の重要性について、国民一人一人に、広く関心と理解を深めるため開

催するものでございまして、4 年前の過労死防止対策推進法が施行されて以来、毎年開催をされ

ております。奈良県でのシンポジウムは、今週末 16 日(金)にホテルリガーレ春日野で開催され

ますので、是非、ご関心のある方はご参加いただきますようお願い申し上げます。 

続きまして、27 ページ 資料№5「奈良県最低賃金」についてでございます。最低賃金につき
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ましては、この「地方労働審議会」と同様に、公労使の三者構成による「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を考慮し、最低賃金の決定を行っております。

本年も 8 月に改正決定を行いまして、去る 10 月 4 日（木）から 811 円となったところでござい

ます。引き上げ額は「中央最低賃金審議会」が示した目安額（C ランク）と同額の 25 円となっ

ておりまして、引き上げ率にしますと 3.18%の増となります。 

労働局におきましては、この改正金額を広く県内に周知・広報を行うため、労働基準監督署や

ハローワークのほか、各行政機関、経済団体、労働組合、学校、公共交通機関などに対して、周

知用のリーフレット及びポスターを配布して、周知への協力依頼を行っているほか、1 枚おめく

りいただきまして、29 ページの写真にございますように、先月 10 月の 1か月間、JR奈良駅 2 階

のコンコースに設置されたデジタルサイネージを活用いたしまして、最低賃金の改正について

広報を行ったところでございます。今後もあらゆる機会を捉えて、最低賃金の周知・広報を実施

し、確実に履行が確保されるよう努めてまいります。 

続いて安全衛生の関係でございますが、31 ページ資料№6「第 13 次労働災害防止計画」の奈

良局版のパンフレットとなっております。今年度は、労働災害防止の 5 か年計画である「第 13

次労働災害防止計画」の初年度ということになります。32 ページの中ほどでございますが、計

画の全体目標といたしまして、奈良労働局では、 (この計画の前年である)2017 年と比較して

2022 年(計画の最終年)までに、死亡災害を 15%以上減少、死傷災害を 10%以上減少、を目標に、

労働災害防止のため、各種施策の推進を図ってまいります。具体的には、35 ページの「重点業

種・重点対象等の取り組み事項」と書かれておりますけれども、特に労働災害が増加している業

種でございます、小売業、社会福祉施設、飲食店などの第三次産業に対しまして、次の 36 ペー

ジの一番上の項目でございますが「働く人に、安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」を実施

しまして、本社・本部への指導を通じて、企業全体での安全衛生の取り組みを水平展開させてい

るところでございます。また、上から 3 つめの項目でございますが、すべての業種に共通する労

働災害でございます。転倒災害の防止について「STOP！転倒災害プロジェクト」を推進して、職

場内の環境改善に取り組んでおります。 

次に 39 ページ、資料№7「職場におけるメンタルヘルス対策」をまとめた資料でございます。

奈良労働局におきましては、平成 18 年に策定された「労働者の心の健康の保持増進のための指

針」を推進するとともに、平成 27 年に施行された「ストレスチェック制度」の確実な実施の徹

底を図っているところでございます。また、独立行政法人 労働者健康安全機構 奈良産業保健

総合支援センターとの連携を通じて周知を図って、その活用を推進しているところでございま

す。 

次に 41 ページ資料№8「治療と仕事の両立支援」に係るリーフレットでございます。「治療と

仕事の両立支援」に係る取組に関しましては、昨年立ち上げました、「奈良県地域両立支援推進

チーム」の活動を通じて、県内の事業者及び労働者に対し、両立支援のガイドラインを周知する

とともに、推進チームのメンバーでもある奈良産業保健総合支援センターと連携いたしまして、

県内の 50 人以上の全事業場に対する実態調査や、両立支援ガイドラインに係るセミナーを複数

回実施しているところでございます。 

最後に、労災補償関係でございます。45ページ、資料№9でございます。昨年度までの労災補

償状況ということでお付けしております。この表のうち、過重労働に関するものといたしまして、
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上から二つ目に「脳・心臓疾患等に係る労災補償状況」、三つ目に「精神障害等の労災補償状況」

について、それぞれ請求件数、支給決定件数を掲載しております。労災の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、懇切丁寧な対応に努めてまいります。以上、労働基準部では、「働く人の

健康と、安全・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、各施策を効

果的に実施してまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上でござい

ます。 

 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 はい、ありがとうございました。最後に、職業安定行政について、若山職業安定部長から説明

をお願いします。 

 

【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、この場をお借りして感謝申し上げます。 

それでは、職業安定行政につきまして、机上配布資料、青インデックス安定部の次の次につい

ております資料№2 横表の「平成 30 年度 奈良労働局職業安定行政の課題と取組」がございま

すので、これに沿ってご説明させていただきます。着席して進めさせていただきます。 

この資料のまず 2 ページ目になりますけれども、先ほど局長からもお話ししましたけれども、

直近 9 月の有効求人倍率は 1.54 倍、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

んでいるという基調判断でございます。また、県内の就業地別有効求人倍率は、1.75 倍とこれ

までの最高値をこれも更新しております。続きまして、3 ページの下のほうの「平成 30年度 奈

良労働局職業安定行政の課題と取組（概要）」でございますが、一番上段にハローワークの基本

業務の推進といたしまして、こういった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まして県内の就職を促進していくことや、下の各項目群に

もありますように若者・高齢者・子育て女性・障害者等の活躍促進、さらに支援対象分野の福祉・

建設・運輸・警備などの人材確保を自治体とも連携を図りながら取り組んでおります。具体的な

内容につきましては、4ページからになります。 

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 カ所、ハローワーク大

和高田・桜井・奈良の 3カ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

を実施しております。ここから以下、対策ごとにグラフが就職件数とか相談件数の数字が出てま

いりますが、集計時点の関係上各々8 月末までの実績となっておりますので、あくまでも現在の

数字は参考値という形でご参照いただければと思います。 

さて、「マザーズコーナーでの取組」、キッズコーナーなどを設置いたしまして、子ども連れで

安心した職業相談できる環境を整備しておりますが、5 ページのほうにございますように自治体

とも連携いたしまして、子育て支援施設での説明会・面接会、それから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。また、ここには記載が間に合いませんでしたが、ハローワ

ーク桜井にはマザーズコーナーに保育士さんを設置しておりまして、今年度 7 月から毎月 1 回
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ぽぽちゃん先生の子育て講座と題しまして、例えば離乳食の講座であるとか、保育所に子どもを

預けるための準備等のテーマでセミナーを実施しております。このセミナーのアンケート結果

などによりますと大変ご好評をいただいておりまして、例えばハローワークが身近に感じられ

て利用しやすくなったとか、これからは積極的にハローワークを利用したいという内容が多く、

また口コミでママ友にも声をかけてもらい少しずつ利用者も増加しております。こういった取

り組みを引き続き検討いたしまして、より多くの子育て女性等に周知しご利用いただき奈良県

の女性の就業率向上に少しでも寄与できればと考えております。ちなみに従前、その桜井所の当

該セミナールームは、少し冷たい床でお子さんを遊ばせざるをえなかったのですが、先般、少な

い予算から何とかウレタンマットの経費を拠出しまして、11 月 30 日の今月末にはそこで親子の

ふれあい体操講座の実施を予定しております。心も体もポカポカになったところで落ち着いて、

お母様方にはお仕事探しのご相談をしていただければと考えております。 

 次に 7ページ、「2 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施策を実施しております。まずは「ユースエールの認定制度」、

これは若者の雇用管理が特に優秀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、離職率も含めた認定基準がございまして、今年度は現在のところ県内から新たに

2 社認定させていただきました。下のほうに写真がついておりますけれども、1 社は建設業から

初めての認定となりましたし、右側のもう 1 社は育児休業の取得者の復帰率が 100%という特色

のある企業さんでありました。いずれも人材の確保に特に苦労されている業種ではございます

が、様々な努力を重ねて若者の雇用環境の改善・整備を進めておられます。引き続き、年度の後

半もこのユースエールの制度自体の周知を図ってまいりますが、基準等については当方の各ハ

ローワークで分かりやすく丁寧にご説明させていただきたいと思いますので、県内の企業の皆

様今後も、是非、取得に向けご検討いただければと考えております。 

9 ページになりますけども、「新規学卒者の就職内定率の推移」について記載しております。

高卒・大卒ともに内定率は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、学校と

も連携して生徒さんたち最後の一人まで、きめ細かく支援していきたいと考えております。 

また、さらに 11 ページ「ジョブサマースクール」の写真がございます。これは新規高卒予定

者に対する職業意識の啓発などを目的として、毎年 6 月に開催しております。県内企業の魅力発

見ブースでありますとか、県内企業に就職された先輩や県内企業の担当者の方とのパネルディ

スカッション、学生さんたちとの意見交換会もございます。その中の 1コマで印象的なシーンを

ご紹介したいと思いますが、このジョブサマースクールの中で、ある学生さんが挙手をして自分

は白髪が多くて気になっていると。面接に臨む際は染めたほうが良いのか、そのままが良いのか

というご質問がありました。これに対して企業の担当者の方は、別に白髪があるかどうかは全く

関係無いと。ただ、ご本人がそれを気にしていて染めたほうが自分に自信を持てるのであればそ

うしたほうが良いし、そうでもないならそのままでも良いのではないかとお答えしました。ごく

当たり前のようなやり取りなのですけれども、大卒の方に比べましても、高卒の方は社会経験も

浅く、そういった細かなことでも悩んでいる方が多いと思います。ほかにも学生時代頑張ったこ

とを面接で聞かれると思うのですけれども、自分はゲームぐらいしかやっていなかったけれど

も、どう言えば良いのかとか、ちなみにその担当者の方は、ゲーム好きはうちの会社にもたくさ

んいますので大歓迎ですとお答えしていましたが、採用面接の際にも限らずそういった若者の
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声に真摯に耳を傾ける姿勢や取り組みが、その後の定着率等にも関わってくる大切なことなの

かなと思いましたのでご紹介させていただきました。 

続きまして、12 ページは「3 高齢者の活躍促進」になります。グラフの真ん中の、希望者全

員が 65 歳以上まで働ける企業割合、それから、その右側は 70 歳以上まで働ける企業の割合とい

うのが、これは奈良県が青なのですけれども。平均の赤よりもだいぶ高い位置にございます。一

方すぐ下の 13 ページの課題に書いておりますように、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、これは一概に善悪があるものではございませんけれども、合わせて

奈良県内のハローワークの新規求職者はもうすでに 4 分の 1 が、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。企業の方も人材不足にあえいでいるわけですが、なかなか

高齢者の採用となると躊躇してしまうこともあろうかと思います。この辺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留意点やメリットなど、

それから高齢の求職者に対しては、頑なに離職前の職種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、向いているのかなどを特にハローワーク奈良・高田に設置してお

ります専門窓口を中心に、引き続きマッチングを図ってまいり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、昨年の奈良県内の障害者雇用率は 2.62%と 2 年連続で全国 1 位を達成し、法定雇用率達

成企業割合の 63.2%も全国 10 位から 5 位に上昇しました。今般、国の機関や自治体での算入誤

り等の問題で関係各機関には大変ご迷惑をおかけしましたが、障害者雇用が政府の最重要課題

の一つであることに変わりはございません。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無しに関わらず、共に働き暮らしていく共生社会の実現を目指しま

して、引き続き、事業主の皆様や関係者のご理解を得ながら着実に取り組みを進めていきたいと

考えております。 

続いて、働き方改革でも柱とされています、治療と職業生活の両立支援。15 ページの中ほど

に記載しております、「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、奈良県立医科大学附属病院さんへの出張相談を毎週実施しております。この取

り組みにおきましては、特に医療従事者の方のご理解が不可欠ですので、私どもの支援との信頼

関係を着実に構築しつつ、現在県内で 1カ所中南和地域のみの設置となっておりますところ、い

ずれは北和地域なども含めまして、支援拠点の拡充なども関係機関さんと調整しながら予算措

置の動向などにも注視しつつ検討してまいります。 

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

した生活保護受給者等への就労支援がございます。各自治体の福祉事務所への巡回相談であり

ますとか、特に 8 月には児童扶養手当受給者の自治体への現況届の提出に合わせまして、ひとり

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を実施するなど、対象者への就労によ

る自立支援を行っております。自治体との連携が極めて重要な施策となっておりますので、各自

治体のケースワーカーさんなどの意見も聞きながら取り組みを進めております。 

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

先般も奈良県の地域訓練協議会におきまして、関係者の皆様にご意見を伺ったところですが、雇

用情勢の改善により訓練受講者が減少傾向にある中、ハローワークでの説明会や窓口での積極
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的な周知・誘導を図りつつ県や機構、民間訓練施設等と連携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おります。 

19 ページ目以降、「7 地方自治体との連携」でございます。各自治体との協定に基づきまし

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

新たな取り組みとしましては、めくっていただいて 21 ページは奈良市さんとの連携ですが、平

成 25 年から市役所内の保護課に並置して常設しておりますが、資料に記載が間に合いませんで

したけれども、直近 9月から同じ市役所内の子ども育成課においても週 2回出張相談を行い、先

ほどの現況届の提出、8月の支援に加えまして児童扶養手当の受給初期の段階から支援を行うこ

ととしました。 

また 23 ページをめくっていただきまして、「天理市との連携」による、天理市しごとセンター

でございますが、平成 30 年度当初より求人申し込みの受理が可能となり、求人者に対するサー

ビスが向上いたしました。ひとえに求人受理と申しましても、求人内容の正確性であるとか、適

法性の確保に留意して相当な時間と労力がかかる作業でございまして、この点につきましては

予算措置による人員や体制の確保などを何とかやりくりいたしまして、地域住民のニーズに沿

うよう、またこちら常時ではなかったものが、学卒者や生活保護受給者等の相談も常時相談でき

るように改善いたしまして、実施しております。 

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、ハローワーク主要指標等の目

標を設定いたしまして、PDCA サイクルによる継続的な業務改善、それからマッチング機能の強

化を図っております。近年、求職者数が減少傾向にある中、こちらに書いてありますとおり、か

つてお客様が多すぎてできなかったマンツーマン支援の予約制であるとか、担当者制の導入。そ

してそのための職員等の資質の向上に取り組んでおりますし、また雇用保険受給者の方に対し

ましても、給付制限中の方でありますとか、緊要度が今までそう高くなかった方への意欲喚起で

ありますとか、来所勧奨などに取り組んでおります。 

また 26 ページは、「求人者に対する充足支援のさらなる強化」でございますが、充足支援とい

たしましては、事業所の魅力 PR シートによる情報提供や応募しやすい求人条件、求人票の記載

内容に係る助言・援助に合わせまして、ここには書いていないのですけれども、県内ハローワー

クでは毎日必ずどこかのハローワークで、事業所面接会や説明会を実施しておりますので、一件

でも多く早期に求人充足を図るべく取り組んでおります。 

28 ページ目、「9 非正規雇用労働者の正社員転換の推進」になっております。現在、本年 7月

から特に正社員求人倍率が 1 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

す助成金などの活用も含めまして、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、不本意に非正規雇用で就労されている方への支援など

につきましては、29 ページにもありますように、正社員就職面接会の定期開催や担当者制によ

る支援などを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。 

最後に 30ページ、「10 支援対象分野(福祉・建設・運輸・警備)の人材確保」となっておりま

す。ハローワークで受理する新規求人の約 3 割は福祉分野でございまして、その福祉分野を中心

にミニ面接会を定期的に開催するとともに、先ほど局長からもお話しがありましたが、本年度か

らは建設・運輸・警備などの分野も含めまして、従来の福祉人材コーナーを拡充し「あなたを待

ってる☆しごとコーナー」として、奈良所、高田所に設置いたしました。また 31 ページにござ
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いますとおり、本年 8 月には各業界団体との連携のもと、ポリテクセンター奈良の「親子ものづ

くり教室」に合わせまして、「あなたを待ってる！！しごとフェスタ 2018」を開催いたしました。

橿原のポリテクセンター奈良の駐車場や会議室を利用しまして、土曜開催ということで私も含

めて職員、後日、日焼けに大変悩まされるぐらいの快晴に恵まれる中で、593 人の方にご来場い

ただきました。本件、初公開となりました、東京から取り寄せた介護スーツでありますとか、各

業界の体験ブースは大変ご好評いただきまして、またハローワークブースではお子さんには「な

りたい仕事」の名刺作成でありますとか、ハロートレーニングのうちわの作成でありますとか、

それから保護者や大人の方には、お仕事探しのご相談なども実施いたしまして、少ない予算の中

ではありましたが業界団体の多大なご協力により、盛りだくさんの内容で実施することができ

ました。全国の労働局の中でも、ポリテクセンターとか各業界団体と週末にこういったイベント

を一度に実施できた局というのは、今のところ私も聞いておりませんので、これは奈良県内の関

係機関さんが緊密に連携できていることの証であって、他県にはないメリットだと考えており

ます。こういった利点を引き続き生かしまして、例えばちょうど先週、11 月 6 日に行われた新

規高等学校等卒業予定者の合同求人説明会におきましては、業界団体のご協力のもと、初めて福

祉・運輸・建設業界のブースを設置していただきました。生徒さんだけではなく、生徒さんの進

路指導をする学校の先生方も各業界を知る良い機会になったと聞いております。また、今後は各

ハローワークのコーナーと連携した業界のセミナーでありますとか、説明会なども検討してお

ります。引き続き、業界団体とも協力して、あらゆる手段を尽くして人材確保に少しでも繋がる

支援を繰り出し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。「平成 30 年度上半期の行政運営の状況について」、各部長、室長か

ら説明していただきました。これから皆さん方の質問、ご意見があればお聞きしたいと思います。

なお、ご発言は、挙手の上、お名前をおっしゃってからお願いいたします。ご質問、ご意見はで

きるだけ簡潔にしていただき、区切りをつけて事務局から回答をいただくこととしたいと思い

ます。はい、お願いします。 

 

【労働者側 山原委員】 

 山原ですけども、働き方改革関連法に関わりまして、労働局さんでいろいろな周知活動がされ

ています。その中で相談窓口が設置されていますけれども、その相談窓口への相談件数の状況と

いうのを分かれば教えていただきたいなと思います。それとそれに関わって企業側からの相談

もあると思いますし、労働者からの相談もあると思いますし、その点が分かればお聞かせいただ

きたいと思います。 

 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

こちらの委託事業で実施しております支援センターですが、社会保険労務士会に受託してい

ただいています。こちらは常駐型としてセンターで相談を受けるというのと、訪問して出張相談

という形がございます。まず、常駐型の相談件数でございますが、4 月から 10 月までの件数に
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なります。相談件数といたしましては計 59 件という状況でございます。4 月立ち上げ当初は件

数少なかったのですが、4 月 2 件、5 月 7 件という状況で少なかったのですが、8・9・10 月と少

しずつ件数が増えている状況で、だいぶ周知も広まってきて、これから更に増えていくかなと期

待をしております。あと、合わせて出張相談、企業を訪問して相談を受けるという活動もしてお

りまして、件数につきましては、4 月からの延べ件数になりますが、延べ訪問件数が計 175 件と

なっております。出張相談は一つの企業・事業所に対しまして 3回まで無料で相談・訪問して実

施できるということですので、延べの活動日数といたしましては 434 日ということで、半年、6

か月の間にそういった活動状況ということでございます。 

 

【労働者側 山原委員】 

 労働者側からの何か問い合わせみたいなのは。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

 それぞれ相談の実績といいますか情報はあるのですが、それを労働者側・使用者側で分けた形

では集計は取っておりませんので、1 枚 1 枚めくってみないと件数、内訳は分かりませんが、少

なからず労働者からの問い合わせ・相談も中にはあるということです。事業者・企業・労務担当

者の方がほとんどですが、労働者の方からは労働相談みたいな、問い合わせも中にはあるようで

すけども、そういった働き方改革の法律の内容を受けて、今後どうなるかという不安を感じてい

るというお話しも中にはあると聞いております。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 よろしいでしょうか。はい、お願いします。 

 

【労働者側 山原委員】 

 山原ですけども、特に 36 協定の関係についてですけども、現状のその締結状況を把握されて

いると思いますけども、やはり 4 月以降と言ったら厳格にそこの部分もしていかなければなら

ない、そのための周知活動も、この間実施されていると思うのですけども。実際の 36 協定の締

結状況からすれば、まだまだ浸透しきっていないところもあると思っていますので、そこをやっ

ぱりきちんと周知していかなければならないと思っていますので、その点の取り組みがあれば

聞かせていただきたいと思います。 

 

【青木労働基準部長】 

労働基準部の青木でございます。ご質問ありがとうございます。先ほどの基準部の説明の中で

基準部のインデックスの資料№3でございますが、今年度から労働基準監督署でこの援助チーム

を発足させているのですけれども、こちらの関係で訪問支援というものも行っております。管内

で労働基準監督署が 4署ございますが、8 月からこの訪問支援を始めさせていただいているので

すが、10 月末までの 3 か月間で 140 件の訪問支援によって 36 協定の締結などについて指導を行

っているところでございます。それから資料 1 枚戻りまして、資料№2 でございますが、36協定

の改正後の新様式が 15 ページからございまして、こちらは 36 協定のメインのシートになるの
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ですけれども、17 ページから 19ページが、特別条項の新しい様式となっております。こちらの

様式が 9 月 7 日省令改正によって公布となっておりまして、まだ 2 か月と少しということで、

パンフレットができ上がったばかりでございまして、こういったものを活用して周知に取り組

んでまいりたいと思います。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

 

【使用者側 木村委員】 

雇用均等室の関係の資料№2 の 3ページなのですけれども、派遣労働者について 3点教えてい

ただきたいのですけれども。派遣社員の不合理な待遇差をなくすために、派遣先労働者との均等

均衡方式と、一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することが、義務化され

ることになってございますけれども、これ後者の場合の賃金については下のほうの説明を見ま

すと同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額というのが書いてあって、これ厚生労

働省令で定めることになっていると思うのですが、これは定められるときに、この一般労働者の

平均的な賃金というのは会社の業種とか規模とか、あるいはその会社がある地域とかとの関係

はどうなっているのかをまず一つ教えていただきたいのと。もう一つは、その二つの方式ですよ

ね。均等均衡方式と労使協定による待遇なのですけれども、この二つで賃金に相当な差があると

いうことが分かった場合、これ行政側として何らかの指導をされることがあるのかというのが 2

点目と、あと最後同じようなお話しで定年後の再雇用の話しが最近よくありまして、個別の訴訟

で定年後の再雇用者の賃金何%ぐらいの削減になったら、合理的かとか不合理かというのがある

のですけど、この点については労働行政として、定年後の再雇用者の賃金等について何らかの基

準を今後定められるみたいなお考えはあるかどうかということをお聞きしたいと思っておりま

す。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

 雇用環境・均等室です。今 3 点ほど派遣の関係でご質問をいただいております。いずれも今、

厚生労働本省でそういった省令・指針等を検討している状況ではございます。先ほどご質問にあ

りました裁判、訴訟等の関係につきましても今年の６月にも大きな判決があったところでござ

いますが、そういった司法判断も適宜確認しながらということになろうかと思います。また、同

一の派遣労働者の間での待遇格差ということでございますが、こちらの方もなかなか一律に省

令、政省令なり指針で、指針である程度の目安というのはお示しはできるかとは思うのですが、

なかなかその線引きが難しいというところは、特に現場のそういった悩みは重々承知している

ところでございます。そういった中で、いろいろそういった裁判の判決等を踏まえて、今後、厚

労省での審議会、委員会等で、いろいろご意見を伺いながら整理をしていくというところではあ

ろうかと考えておりますが、なかなか我々も現時点では具体的な話しが、本省からは示されてな

いような状況ではございまして、我々としても厚生労働本省の審議会の検討状況を注視しなが

ら、皆さんにお伝えしていくという状況でありまして、なかなか具体的なお話しができないとい

う状況で申し訳ございませんが、今はそういった状況ということになろうかと思います。賃金格
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差、均衡待遇というのは先ほど申し上げたように線引きが難しいところで、それぞれ個別の判断

がどうしても必要になるところで、そこは司法判断を積み重ねていきながら判断して行かざる

を得ないのかなというところで、実際の施行に向けて少しずつ検討を積み重ねていく状況でご

ざいまして、具体的な回答ができなくて恐縮ですが、現在そういった状況でご理解いただければ

と思います。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 ほか、いかがでしょうか。ございますか、よろしいですか。総務局部よろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございました。以上、質疑応答、まだ少し時間ございますけれども、他なけれ

ばと思いますが。 

 

 

【奈良労働局長 伊達局長】 

 働き方改革の実は 4 月 1 日が非常にタイトなスケジュールの中で我々は周知をしている中で、

今担当からも話しございました、政省令をさみだれ的に中央のほうの議論を踏まえて、運用面の

指示が増えてきていますので、そういった面でも 12 月年末を迎えて予算編成は、年内にはとい

ったそういったスケジュールの中で、年明けも非常にタイトな中で法周知をしていく状況でご

ざいます。そういった点はさみだれになりつつも速やかに周知に向けての対応をしていくとい

うことでございますので、特に個別にいろいろな何か問題等ございましたら、それがタイミング

で労働局なり監督署に伝えていただければ、そういった声も中央のほうに挙げるようなルート

も実は設けていますので、是非、その点引き続き、よろしくお願いいたします。 

 

【公益代表 熊谷会長】 

 ありがとうございます。では、委員の皆様、これで質問等よろしいでしょうか。では本日の中

央労働審議会におきまして、貴重なご意見いただきましてありがとうございました。奈良労働局

におかれましては、今日の審議会で各委員の先生方の意見等を参考とさせていただきまして、今

後の行政運営に反映していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。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。 

 

【奈良労働局総務課 矢倉氏】 

 熊谷会長、本当に長時間にわたるご審議進行、どうもありがとうございました。また、本日は

奈良労働局の行政運営について熱心なご審議を賜りありがとうございます。今後も奈良労働局

の行政運営に対しまして、ご指導・ご協力をいただきますようお願いを申し上げ、本日の審議会

を閉会とさせていただきます。どうも皆さんありがとうございました。 

 

 

 

 


