
 
 

第４０回 奈良地方労働審議会 
議  事  録 

 
 
１． 開催日時   令和元年１１月１３日（水）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 
 東山 明子 
 深水 麻里 
 山﨑 靖子 
 吉田 容子 

       労働者代表 
             阪田 聖司 
             佐古 美希 
             霜永 勝一 
             藤井 明彦 
             水野 仁 
             山原 一志 
       使用者代表 
             池木 啓仁 
             乾  昌弘 
             尾崎 学 
             八木 保郎 

（２） 事務局 
       局       長  川村 徹宏 
       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 
        令和元年度の奈良労働局の行政運営の進捗状況 
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【事務局 村上監理官】 

本日の資料の確認をします。机上配布の資料は 3点、働き方改革の概要、雇均室の差替資料、

労働基準部作成資料です。その他、奈良地方労働審議会の資料は、表紙裏面が次第、配席図、委

員名簿、事務局名簿、奈良地方労働審議会運営規定と地方労働審議会令、インデックス付き資料

は総務部、雇用環境・均等室、労働基準部、職業安定部、参考資料です。資料の不足がありまし

たら、お渡ししますので挙手をお願いします。 

それでは定刻となりましたので、ただいまから第 40 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、審議会にご出席いただきまして、ありがとうございま

す。私は司会を担当します雇用環境・均等室の村上です。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

地方労働審議会令第 8条第 1項より定足数の確認をしたところ、本日は 15 名ご出席いただい

ています。また、公・労・使、それぞれ 6名のうち、各三分の一以上の委員の出席となり、審議

会令に定めた定足数を満たしており、開催の成立をご報告申し上げます。 

本日は委員改選後、初めての審議会です。本来は全員の委員の方のお名前をご紹介させていた

だくところではありますが、進行の都合上、今回、新たにご就任いただいた方のみご紹介をさせ

ていただきます。配布資料の名簿をご覧ください。奈良地方労働審議会委員名簿の新しく審議会

委員になる方は以下の通りです。 

公益代表の東山委員、山﨑委員。労働者代表の佐古委員、水野委員。使用者代表の乾委員、谷

原委員、中谷委員。なお、谷原委員、中谷委員は、本日欠席になっておりますのでご報告させて

いただきます。 

以上の 7名が今回新たに委員になっていただいた方です。労働局の出席者については、お手元

の事務局名簿、配席図の配布にて紹介に代えさせていただきます。 

なお、本日審議会の傍聴者の方は 4名です。 

それでは、本審議会の開催にあたりまして、労働局長の川村よりご挨拶申し上げます。 

 

【川村労働局長】 

 おはようございます。この 4月から労働局長に就任した川村です。よろしくお願い申し上げま

す。本日はお忙しい中、第 40 回奈良地方労働審議会にご出席いただきありがとうございます。

皆様方には日頃から私ども奈良労働局の行政運営について、格別のご協力を賜りまして厚くお

礼を申し上げます。 

この奈良地方労働審議会ですが、労働局が担う行政全般にわたり審議する場として、例年定期

的に年に 2回開催をしています。 

本日の審議会では、昨年度の末に審議した行政運営の重点施策について本年度上半期の取組

状況等のご報告をさせていただき、ご審議を賜りたいと存じます。詳細は担当部署から説明をし

ますが、私から概略を申し上げます。 

まず、「労働保険制度」は、労働者のセーフティネットの基盤で、様々な施策の財政的な基盤

となるものです。この労働保険料の確実な納付が最も重要な課題となり、特に 11 月は労働保険

適用促進強化月間と位置付けて、加入勧奨に取り組んでいるところです。 

2 番目に、「働き方改革の推進」では、働き方改革関連法改正、労働基準法改正、労働安全衛生
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法として、パートタイムや有期雇用労働法等を、この 4月から計画的に順次施行されています。 

行政として、この周知・啓発、そして、施行済み分は指導に努めているところですが、併せて、

「働き方改革推進センター」を昨年度から設置し、奈良県社会保険労務士会に委託し運営してい

ます。また、本年 5月には奈良県社会保険労務士会と「働き方改革に関する共同宣言」を行い、

更なる連携を深める取組を行っているところです。 

また、女性の活躍推進、仕事と育児、介護の両立支援等について、引き続き、その推進に努め

ています。また、労働局と監督署の県内 5 か所に開設している「総合労働相談コーナー」では、

4年連続相談件数が 9,000 件を超え、その中でも、いじめ、嫌がらせ等の相談が非常に多くなっ

ています。これはご承知の通り、パワハラ防止の法制化がなされており、今後、取り組みが進め

られていくところです。 

3 番目に、「健康で安心して働くことができる職場づくり」ということで労働基準関係では、

本年 4月に時間外労働の上限規制が大企業に適用され、年次有給休暇の取得義務、医師による治

療指導対象拡大等が施行されています。  

そして、来年 4 月からは、時間外労働の上限規制が中小企業に適用されることになっていま

す。私共、行政として、この法の施行に併せ様々な支援・啓発・指導を実施しています。 

また、労働災害については、平成 30 年は、前年に比べ労働災害が増えましたが、本年度に入

ってからも若干の増加傾向で進んでいます。引き続き労働災害防止の 5ケ年計画の「第 13 次労

働災害防止計画」に沿って、労働災害防止に努め、取り組んでいくところです。 

奈良県最低賃金については、労使の皆様のご審議を頂き、この 10 月 5 日から時間給が 837 円

に改定され、その周知と履行確保に努めているところです。 

地域の雇用の安定と活力向上、職業安定行政関係では、9月における雇用失業情勢は、奈良県

の求人倍率は「1.45 倍」です。就業地別の求人倍率は「1.67 倍」で、引き続き高水準で推移し、

企業における人手不足対策、人材確保対策が重要になっており、積極的な事業所訪問と、その情

報の発信・提供に基づき適切なマッチングに努めているところです。 

更に人材不足分野の業界の魅力を体験できる「ポリテクセンター奈良」において、「仕事フェ

スタ 2019」というイベントを開催しました。また、10 月には就職氷河期世代対策として、専門

窓口をハローワークの中に開設し、就職支援に努めているところです。 

このように様々な課題がありますが、挨拶にあたり 1枚もの両面資料を用いて説明します。 

働き方改革を始めとする労働の各ステージにおける最近の課題では、募集・採用後から高齢期

までの入口から出口に至る労働の各ステージにおいて、今どういう課題があるのか、整理してい

ます。募集・採用では、人材確保の問題、多様な人材の活躍促進という課題があります。そして、

今年の方針にはなかった「就職氷河期世代対策」が新たに重要な柱として打ち出されています。

「障がい者の法定雇用率」は現在 2.5％で、これは 3 年以内に更に 0.1 ポイント引き上げられる

状況です。 

採用後の関係では、賃金水準の引き上げへの対応、長時間労働の是正、過労死や労働災害の防

止、不合理な待遇差の解消、仕事と育児・介護・治療との両立支援、パワハラ・セクハラ防止対

策の強化については、「労働施策総合推進法の改正」という形で法制化がなされています。 

また、自律的なキャリア形成支援を基盤とし、人手不足の時代にどう能力を発揮していくかに
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ついても非常に重要な課題ですし、雇用の流動化への対応も重要になっていると思います。 

そして、資料一番下、高齢期の問題で、これまで 65 歳までの雇用確保措置ということで、枠

組みは整ってきましたが、本当の意味での高齢者の活躍や取り組みが求められていますし、更に

70 歳までの継続雇用・再就職支援・起業支援についても法制化が検討されています。こうした

課題はそれぞれ独立ではなく、それぞれ循環し合っているものであると考えています。そして、

裏側に取組のモデルを示していますが、これは今、働き方改革で様々な事例が収集されており、

その事例等から「ここがポイントではないだろうか」ということを図示してみたものです。 

資料左下「働き方改革の抜本的見直し」では、法の遵守、あるいは法の最低基準を上回る取り

組みをし、それが右側の「生産性の向上や人材の確保・定着」につながっていき、この２つが相

互作用関係にあり、左側の取組をすることによって生産性の向上が確保され、また、取組の過程

で抜本的な見直しをすることによって、それが副産物的に様々な効果をもたらす可能性があり

ます。それがいわゆるエンプロイメンタビリティの向上につながって人材の確保につながると

考えます。 

こうした相互作用を生み出すためには、資料上部にあるような経営戦略、人材マネジメントと

連携したビジョンの提示や労働時間の適切な実態把握、あるいは、業務への実態把握、現場に踏

まえた検討チームの編成といったようなことが事例から見てとれます。こういったことを我々

行政だけではこれは実現できないと思いますので、労使の皆様のご協力、そして、関係機関、関

係団体の皆様のご協力を賜りながら、本来「働き方改革」が意図している狙いを実現できるよう

に取り組んでまいりたいと考えています。 

本日は忌憚のないご意見を承りますようお願いを申し上げまして私の挨拶とさせていただき

ます。 

 

【事務局 村上監理官】 

 ありがとうございました。では、続きまして次第の 2「議題」に進みます。 

本来であれば、会長に議事の進行をお願いするところですが、本日は委員改選後初めての審議

会で、会長選出いただくまでの間、引き続き事務局で進行をさせていただきます。会長は、地方

審議会令第 5条第１項に規定に基づき、公益代表委員から選出することになっています。 

これまでは熊谷礼子氏に会長をお願いしていましたが、本年 10 月委員改選を実施したので、

新たに会長を選出する必要があり、委員の皆様のご推薦ご意見を賜りたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

（意見なし） 

特に意見がないようでしたら、事務局としては長年会長を務めていただいている熊谷委員に

引き続き会長をお引き受けいただければと提案させていただきますが、委員の皆様、いかがでし

ょうか。 

（一同 異議なし） 

では、意義がないようですので熊谷委員に会長のご就任いただくこととし、以後の議事の進行

につきましては熊谷会長にお願いいたします。それでは、熊谷会長よろしくお願いいたします。 
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【熊谷会長】 

 ただ今、会長に選出していただきました熊谷でございます。微力ながら皆さまのお力をお借り

しまして、議事進行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。 

それでは、会議次第に基づき審議に入りますが、その前に現在当審議会において会長代理が不

在となっていますので、今回新たに指名することとなっています。審議会令第 5 条第 3 項の規定

により、会長が指名します。つきましては、事前にご本人に承諾をもらっています深水委員に会

長代理をお願いしたいと思います。各委員の皆様いかがでしょうか。 

（一同 異議なし） 

それでは、よろしくお願いいたします。 

 それから、審議会の議事録の署名について、会長の他に 2 名の委員に議事録にご署名いただく

ことになっています。労・使各 1名ずつ、出席委員の中からお願いします。それでは本日の審議

会の署名委員は、労働者代表を藤井委員、使用者代表を池木委員にお願いします。 

 なお、審議会の議事録については審議会運営規定第 6条により、原則として公開することにな

っておりますので、後日奈良労働局ホームページにおいて公開します。予めご了承ください。 

 続きまして、審議会の各部会の委員の指名です。本審議会において「労働災害防止部会」と「家

内労働部会」を設置することになっています。部会に所属する委員については、審議会令第 6条

第 2項の規定において、会長が指名することとなっており、委員の指名を行いますが、新しい委

員の方もおられますので、その前に「労働災害防止部会」と「家内労働部会」について、事務局

より説明をいただき委員の指名に関して提案してください。よろしくお願いいたします。 

 

【事務局 村上監理官】 

 地方労働審議委員名簿にそれぞれの案がありますが、本審議会の下に「労働災害防止部会」と

「家内労働部会」を設置することになっています。各部会は奈良地方労働審議会運営規則第 9条

により、設置されています。「労働災害防止部会」は労働災害の防止に関する事項を審議する部

会、「家内労働部会」は家内労働全般について審議する部会です。事務局の案をご覧ください。

事務局からは各部会の委員について、委員名簿の案の通り、提案をさせていただきます。 

 

【熊谷会長】 

 ただいま、事務局の方から委員提案がありましたが、それについて何かご意見ご質問がありま

したらお受けします。 

（質問なし） 

では、ご意見ご質問がないので事務局から説明のあった案で部会に属する委員の指名をさせ

ていただきます。労働災害防止部会の委員、家内労働最低工賃専門部会の委員の事務局案の任命

の通りとすることで、皆さんご協力いただきたいと思います。いかがでしょうか。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、議事に入ります。議題「令和元年度の行政運営の取組状況」について、事務局から

ご説明いただきます。なお、ご意見ご質問は事務局からの説明がすべて終わってから一括してお

受けしたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。 
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 初めに総務部関係について、安東総務部長より説明をお願いします。 

 

【安東総務部長】 

 奈良労働局総務部長の安東です。日頃から委員の皆様方には労働行政にご協力いただきまし

てありがとうございます。まず、総務部からは今年度の運営方針についてご説明をさせていただ

きます。 

 総務部に関する行政運営につきましては、「労働保険適用徴収業務」がメインとなります。行

政運営方針をコンパクトにまとめたもので説明します。、参考資料№2 の冊子「労働行政のポイ

ント」13ページになります。 

本年度の労働保険適用徴収業務の重点施策は、「労働保険の未手続事業一掃対策」と「労働保

険料の適正徴収」の 2点です。 

まず、1点目「未手続事業の一掃対策」については、目的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な施策であり、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、公正な負担が求められています。奈良県においても商業、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おり、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りたいと考えています。 

2 点目「労働保険料の適正徴収」については、労働保険に加入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や納付督励等の徴収業務を行っていま

す。 

総務部関係資料№1 に収納状況が都道府県別にありますが、本来であれば、徴収決定額に対し

て、100％の納付をしなければならないですが、奈良県の場合は昨年度の実績は「98.11％」の納

付率でした。全国平均が「98.85％」で、0.74 ポイント下回っているという状況です。当局の目

標は、前年度以上の収納率を達成することであり、そのためには差し押さえ等の強制処置を徹底

することですが、特に滞納事業場、あるいは複数年度に渡って滞納を繰り返している事業主に対

し、重点的に実施していきます。 

また、運営方針のポイントにも記載している通り、電子申請、あるいは口座振替納付の利用勧

奨についても重点課題として、取り組んでいます。 

電子申請の利用促進については、現在政府全体で行政手続きコストを削減するため取り組ん

でおり、その一環として、2020 年 4 月から、特定の法人については電子申請の義務化をして、

社会保険・労働保険に関する一部の手続きを必ず電子申請で行うことになります。特定の法人の

範囲は、事業年度開始日において、資本金、または出資金の額が 1億円を超える法人等になりま

す。 

電子申請の実績は、奈良労働局における今年度の年度更新、利用状況についてご報告させてい

ただきますが、本年は 1,255 件の電子申請の件数があり、利用率 7.99％、約 8％となっており、

昨年度と比較して、301 件、1.85 ポイント増えている状況です。利用率は年々増加しています

が、更なる電子申請の利用勧奨に努めてまいりたいと考えています。 

また、口座振替納付の利用についても、納期限への確実な納付だけでなく、事業主の利便性や

事務の負担軽減に寄与するものと考えています。 
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個別事業場における利用率は、9 月末現在で 10.58％で、徐々に増えている状況ですが、更な

る利用拡大を目指し、事業主、あるいは、事務組合に周知を図ってまいります。 

簡単ではございますが、総務部の説明は以上です。 

 

【熊谷会長】 

 ありがとうございます。 

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・均等室の小原です。 

早速でございますが、令和元年度の当室の取組状況につきまして資料１から４までご用意し

ております。大きく４つの項目につきまして順次ご説明させていただきます。雇均室の資料と併

せまして先ほど説明のありました参考資料、労働行政のポイント「PR 版」もご参照いただけれ

ばと思います。 

まず始めに、資料１「働き方改革の推進」です。ご承知の通り今年 4月から働き方改革関連法

が順次施行されているところですが、働き方改革の目指すべき社会を実現していくためには、働

き方改革関連法の趣旨や内容等を十分ご理解いただいた上で各企業が抱える様々な課題に取り

組んでいただく必要がございます。 

ただ、働き方改革の取組は企業にも少なからず負担を伴うということも多くありまして、特に

中小企業・小規模事業者にとりましては人的、時間的に余裕がなく、また「趣旨は理解するが、

何をすれば良いのか、どう取り組めば良いのか分からない」といった声も聞かれるところです。

このような中小企業・小規模事業者の方々からの相談であるとか、問題解決のための支援メニュ

ーを紹介したり、それぞれの企業に寄り添い、働き方改革の取組を進めるため、「働き方改革推

進支援センター」を開設しています。 

資料１のリーフレットをご覧下さい。昨年に引き続きまして、奈良県社会保険労務士会に委託

をいたしまして電話やメール、窓口での相談対応、また、セミナー・相談会の開催、ご要望に応

じて専門家が直接事業所を訪問し個別の課題に取り組むなど丁寧な支援対策を実施しています。 

リーフレットの次の資料ですが、奈良労働局ホームページに掲載をしております「働き方改革

推進本部だより」です。冒頭局長からもお話ありましたが、今年の５月に奈良県の社会保険労務

士会と共同宣言の調印式を行ったときの記事でございます。 

働き方改革を進める上で、県内各企業がそれぞれの課題に取り組み、解決するためには人事・

労務管理の専門家といたしまして中小企業・小規模事業者等と密接な関わりを持つ奈良県社会

保険労務士会と奈良労働局が連携・協力し、取り組むことにより、各企業の働き方改革、生産性

向上等の取組が円滑に進むことを期待しております。当日の様子はテレビ、新聞でも報道されて

おりますので、関連記事を適宜ご参照いただければと思います。 

その次の資料になりますが、奈良県の企業における「働き方改革」の取組状況を整理したもの

です。昨年度末、法律が施行される直前の今年の２月と、法律の施行後の７月に労働局主催で説
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明会を開催しまして、そのときの参加者からのアンケートをまとめた結果です。 

労働時間の上限規制と、裏面には年次有給休暇の取得義務、正規・非正規の不合理な待遇差の

解消の各項目について取組状況を表したグラフになります。項目や企業規模によりまして施行

日が異なりますが、参加企業のほとんどが中小企業ということもありまして、来年４月から適用

される上限規制では、これから取り組むという企業が多くなっている状況です。 

一方、企業規模には関係なく今年の４月から施行されている年休取得では、９割以上の企業で

取り組みが行われている状況がうかがえます。 

また、いわゆる同一労働同一賃金の不合理な待遇差の解消につきましては、大企業が来年４月、

中小企業がもう１年先ということもありまして、今年７月時点であっても多くの企業がこれか

ら取り組む、準備を進めていこう、という状況です。 

その次の資料ですが、推進支援センターの活動状況とあわせて、今後の予定などを整理したも

のですが、訂正・差替をさせていただいている資料になります。訂正箇所の確認だけさせていた

だきますが、今年度上半期の活動状況、上の表の左側の方になります。相談件数が 258 件という

ことと、専門家向け申込件数という実績のところですが、商工団体等が 153 件、個別企業が 171

件ということで、それぞれ進捗率の方も訂正をさせていただいております。昨年度と事業内容や

成果目標が異なるというところでありますが、支援センターの認知度であるとか利用・活用が進

んでいるという状況がうかがえると考えています。今後もより一層支援センターをご利用いた

だきまして、企業に寄り添った相談支援を行ってまいりたいと考えています。 

一方、現段階における課題でございますが、先ほども少し触れましたが、特に中小企業・小規

模事業者は、人的・時間的な余裕がなく、対応が後手に回っている状況であるとか、そもそも上

限規制を知らない、何をしたら良いのか分からない、ということで、これは全国の調査でありま

すが、日本・東京商工会議所が６月に公表した調査結果によるものです。 

また、次の資料は 10 月 31 日に官邸のワーキング・グループで配付されたものです。全国の支

援センターに寄せられた相談事例が整理されておりまして、この中でもどのような対策を行え

ば良いのか、どう対応したら良いか、といった相談事例も示されています。 

このような課題、実態を踏まえまして、時間外労働上限規制の対応が遅れている中小企業・小

規模零細事業者に対する支援といたしまして、今後、集中的施策パッケージを展開していく予定

でございます。内容につきましては、後ほど基準部からの説明がございますが、各団体の協力を

いただきながら局内はもとより関係機関とも連携して取り組んでまいるということです。 

また、先ほど課題の３ポツ目でありますが、大企業が働き方改革を進める過程で取引先の下請

け企業に対する短納期発注等しわ寄せが懸念されております。官邸のワーキンググループ資料

１でございますが、４枚目、５枚目にも企業の生の声が記載をされております。 

官邸資料の６枚目以降には補足２として、しわ寄せ防止に向けた取組が記載をされておりま

すが、奈良労働局でもリーフレットなど活用いたしまして関係団体の協力を得ながら周知・啓発

ということで行っております。また、県内の大企業を訪問した際には直接要請するなどしわ寄せ

防止対策に取り組んでおります。 

官邸ワーキンググループの資料の後にリーフレットが２枚ございます。１枚目につきまして

は３月の当審議会でも配付したものでございますが、窓口や説明会などあらゆる機会を通じた
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周知・啓発を行っているところで、また、２枚目のリーフレットでございますが、こちらは新た

に 11 月をしわ寄せ防止キャンペーン月間と位置付けまして、ポスター・リーフレットの周知・

啓発に加えまして、全国一斉に大企業への訪問・要請であるとかインターネットを活用した広報

を実施しております。 

その次の資料になりますが、年休の取得促進というリーフレットで、時間単位の年休制度を紹

介する内容でございます。 

年休の取得促進につきましては、毎年ゴールデンウイークや夏休み期間といった時季を捉え

て、「仕事休もっ化計画」というキャンペーンを展開しておりまして、年休の取得率でございま

すが、全国の状況はで平成 30 年調査で 52.4%ということで前年に比べて若干 1.3 ポイント上昇

しているというような状況でございますが、政府目標が 70%ということで大きな乖離がある状況

です。 

一方、奈良県の取得率でございます。平成 30年調査はまだ集計中ということですが、平成 29

年が 36.1%ということで全国に比べても 15%ほど低い率となっております。中小企業の割合が高

いということも原因の一つであると考えております。 

続きまして、二つ目の項目になりますが、非正規雇用労働者の待遇改善ということで、PR 版

では２ページ目になります。 

正社員転換・待遇改善の促進でございますが、PR 版 2 ページ目のグラフに正規・非正規労働

者数の推移を示してございます。奈良県内の非正規労働者比率が年々増加しているという状況

で、平成 24年度は 39.7%、平成 29年度で 41.1%でございまして、これは全国で 3番目に高い率

ということになっております。 

働き方改革では、労働者がそれぞれの事情に応じた多用な働き方を選択できる社会の実現が

期待されておりますが、望む・望まないにかかわらず正社員と短時間労働者の間に不合理な待遇

差があってはならないということで、いわゆる同一労働・同一賃金が課題となってきます。 

資料２でございますが、パートタイム・有期雇用労働に関するリーフレットとパンフレット、

こちらは取組手順書でございますが、適宜ご覧いただければと思います。 

同一労働同一賃金の実現に向けたパートタイム・有期雇用労働法の改正では、正規・非正規労

働者の待遇を確認し、不合理な待遇差がある場合には就業規則や賃金規定の見直しが必要とな

ってきますが、大企業は来年 4 月の施行まで残り５か月足らずとあまり時間がない状況でござ

います。今回の改正法は、不合理な待遇差をなくすことが目的とされております。事業主が取組

の必要性であるとか手順を十分理解した上で、自主的に取組を進めていただくことが課題とな

ります。 

奈良労働局では今年の 4月から県内の大企業約 80 社を順次訪問いたしまして、取組手順書に

基づき、企業の担当者と共に企業それぞれの課題を把握・整理し、取組を進めていただくよう促

しております。具体的には基本給やボーナスなど正社員とパート・短時間労働者との間に待遇の

違いがあるのか、その待遇差が責任の程度や役割の違いに応じた合理的なものか、説明を求めら

れた場合には不合理でないことをきちんと説明できるかといった内容を企業の担当者と一緒に

なって点検をしております。 

中小企業の適用はもう１年先ということで、令和３年４月からでございますが、賃金規定、賞
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与や各種手当の検討など範囲が広く、また、解決策が難しい部分もございますので、今後困難が

予想されるという状況です。 

このため、奈良労働局では県内の中小企業・小規模事業者に対するご支援を最重点施策と位置

付けまして、周知・啓発とあわせて支援ツールの活用、相談窓口の拡充などの取組を実施してお

ります。 

なお、不合理な待遇差の禁止は派遣労働者にも適用されるということで、昨年度の審議会でも

ご質問がありました労使協定方式を採用した場合の平均的な賃金でありますが、就業場所の地

域差を考慮した上で派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事し、また、同程度の能力及び

経験を有する方と比べるということが基本になります。なお、労使協定方式と均等・均衡方式の

賃金額に相当な差がある場合であっても直ちに指導の対象となるわけではございません。 

続きまして、PR版の３ページに記載がございます、総合的ハラスメント対策の関係です。 

新聞やテレビでもハラスメントに関する報道が多くなりまして、社会的な関心であるとか認

知度も高まっている状況です。 

雇均室の資料 NO.3 でございますが、パワハラ対策の法制化ということで、企業にパワハラ防

止を義務付ける法律が成立しまして、大企業は早ければ来年の 4月、遅くとも 6 月までには施行

され、中小企業はその２年後に適用されます。法律が施行されますと企業は相談窓口の設置であ

るとか雇用管理上のハラスメント防止措置を講じる必要があります。 

では、どのような行為がパワハラになるかと言いますと、リーフレットにも三つの要素が示さ

れておりますが、この三つの要素をすべて満たす場合に職場のパワハラということになります。 

ただ、具体的なパワハラの線引きが難しくなってございまして、先日の厚生労働省の審議会で

指針の素案が示されましたが、波紋が広がっているというような報道もございました。 

今後、どのような案が提示され、取りまとめられるのか分かりませんけれども、いずれにいた

しましても、年内をめどにパワハラの定義であるとか講ずるべき措置、具体的な内容が示される

予定です。 

奈良労働局では年明け以降となりますが、指針の内容を踏まえまして、県内企業を対象とした

説明会を中南和と北和で開催する予定でございます。 

周知・広報とあわせまして、法律・指針の内容をご理解いただき、各企業において働きやすい

職場環境の整備に取り組んでいただきたいと考えております。 

パワハラのリーフレットの次ですけれども、労働相談、紛争解決制度の施行状況について今年

度上半期までの状況をまとめた資料が 1枚、その次の資料は平成 30年度の件数を 6月に公表し

たものでございます。PR 版では 3ページの下段のほうになります。 

個別労働紛争の件数でございますが、数字につきましてはご覧の資料のとおりでございます。

昨年に引き続きまして個別労働紛争の内訳といたしましては、いじめ、嫌がらせに関する相談が

最多でございます。 

奈良労働局では職場のハラスメントの未然防止を図るということで、周知啓発に取り組むと

ともに、あらゆる労働問題のワンストップ相談窓口といたしまして、総合労働相談コーナーを中

心として、労働局または各監督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

るとともに、助言指導またはあっせん制度の運用を的確に行うなど、引き続きハラスメントや個
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別労働紛争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。 

続きまして、最後の項目、PR 版４ページになりますけれども、均等法等の施行状況と女性の

活躍推進でございます。 

PR 版には平成 26 年度以降の均等三法に関する相談件数がグラフで示されておりますが、雇均

室の資料 NO.4 が平成 30 年度の年間分と今年度上半期までの均等法(男女雇用機会均等法)、育

介法(育児・介護休業法)、パート法(パートタイム労働法)の施行状況ということです。 

１億総活躍社会の実現には女性の職業生活における活躍を推進することと、働きやすい職場

環境を整備することが重要となります。セクハラをはじめとするハラスメント対策につきまし

ては、相談があった場合に迅速かつ適切に対応することと、また、企業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ことにしております。 

その次の資料はくるみん・えるぼしの認定状況ということで適宜ご参照いただければと思い

ます。 

最後の資料になりますけれども、女性活躍推進法の改正内容です。 

施行日は未定ではございますが、行動計画の策定義務の対象拡大であるとか、情報公表の項目

が多くなるなど、それぞれ対応が必要となってきます。 

奈良労働局では改正法の内容、取り組むべき課題など県内企業に対する周知広報、また、年明

けに予定しておりますパワハラの説明会などを活用いたしまして、事業主や労務担当者の方々

に準備を進めていただくよう相談支援に取り組むこととしております。 

少し長くなりましたが、雇用環境・均等室からの説明は以上です。 

 

【熊谷会長】 

 はい、ありがとうございました。では、続きまして労働基準行政について青木労働基準部長か

らご説明お願いいたします。 

 

【青木労働基準部長】 

 労働基準部長の青木です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料の説明に入る前に冒頭ありました部会委員指名で、「労働災害防止部会」、「家内労働部会」

に選任された委員の皆様に少し説明をさせていただきます。 

 まず「労働災害防止部会」ですが、審議会運営規定第 9 条で設置することとされていますが、

労働災害防止部会委員の皆様は、本審委員の中から選出されておりますことから、何か必要があ

りましたら本審の場でご審議いただくこととしており、現在のところ「労働災害防止部会」を個

別に開催する予定はありません。 

 また、もう一つの「家内労働部会」については、家内労働全般について扱っており、3年に 1

度行っています「家内労働実態調査」は来年度が対象の年度となり、このとりまとめは事務局が

行いまして、来年の冬頃になりますが部会を開催してご説明をさせていただきたいと考えてい

ます。また、「家内労働部会」委員の皆様の中には、本審委員のほか、臨時委員として本審以外

の委員の方にもご就任いただくこととしています。およそ 1 年以上先にはなりますが、「家内労

働部会」の委員にご就任いただきました委員の皆様には、部会開催の日程調整を別途、させてい
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ただきます。その節はお手数をおかけいたしますが、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、私からは労働基準部が行っています監督、労働安全衛生、最低賃金、労災補償の 4

つの分野について労働基準部の資料に沿って説明をさせていただきます。 

それでは、監督の関係から申し上げます。資料 NO.1「中小企業への時間外労働の上限規制の

円滑な適用に向けた集中的施策パッケージ」です。 

 中小企業に対する労働時間の上限規制の適用が来年 4 月に迫る中、制度周知の取組の総仕上

げを行う時期に近付いています。今ご覧いただいている資料 NO.1 が施策パッケージの概要です。 

 施策は大きく 3 つあり、施策 1、オレンジ色の部分で、「まだ知られていないこと、まだ届い

ていない人に狙いを定めた周知」と題して、現場の生の声を基に悩みから解決策を示す逆引きパ

ンフレットを作成する等「効果的な周知」に資する資料を作成、活用していくというものです。 

 その次、施策 2、紫色の部分で、｢まだ間に合う、もっと使える助成金へ｣として時間外労働等

改善助成金の上限設定コース、団体支援コースについて締切を延長する等、利便性の向上を図っ

たところです。施策 3、緑色の部分では、「働き方改革に取り組みやすい商取引環境の整備」と

して、11 月の「しわ寄せ防止キャンペーン月間」で経営者団体等へ労働局幹部から周知活動を

実施してまいります。 

この資料についての説明は以上ですが、この後に続く資料 NO.2～6 までについては、只今申し

上げた「集中的施策パッケージ」の具体策になりますのでご紹介をさせていただきます。 

資料 NO.2、19 ページまで続いておりますタイトルが「時間外労働の上限規制“お悩み解決”

ハンドブック」は、中小企業の生の声を基に悩みから解決策を示す逆引きパンフレットというこ

とで作成をしています。これまでの周知活動や支援業務の際に質問の多かった点から解決策を

導くというコンセプトで厚生労働省が作成した資料です。実際に企業が対応する際の実例を取

り入れ、分かりやすい構成となるよう工夫した資料となっています。 

 次に資料 NO.3、20 ページのところ、21 ページから 31 ページまでとなりますが「働き方改革

支援ハンドブック」となります。人手不足、生産性向上と業務効率化、魅力ある職場作りと社員

育成の悩みごとに相談・支援機関をまとめたハンドブックです。随時内容は更新されており、配

布資料は本年 9月の改訂版です。 

 続きまして資料 NO.4、33～44 ページまで続きますが「働き方改革のヒント」という資料です。

厚生労働省に要望が多く寄せられた働き方改革の好事例集を充実させたもので、今般、新たに作

成をしたものです。有給休暇取得への対応、長時間労働是正への対応、同一労働・同一賃金への

対応等について実例を用いて詳しく解説をしています。 

 次に資料 NO.5「労働時間の考え方：研修・教育訓練等の取扱い」です。監督署への問合せが多

い、「研修・教育訓練について労働時間に該当するか否か」等の質問について、実際の相談事例

をもとに解説したリーフレットです。裏面には、仮眠、待機時間、労働時間の前後の時間、直行・

直帰・出張等の取扱いについて解説をしています。 

 労働時間の適正な管理がより一層求められる現在、各事業主の皆様にはこういったリーフレ

ットなどご活用いただき適正な管理に役立てていただきたいと思っています。 

 その次は資料 NO.6「しわ寄せ防止総合対策の概要」です。大企業が自社の働き方改革に対応

することに伴い中小企業へのしわ寄せ防止の取組について、大企業においては、本年 4 月から
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「時間外労働の上限規制」が適用されていますが、大企業、親事業者が自社の時間外労働を減ら

すため、下請け事業者等に対して短納期発注や急な仕様変更、人員派遣要請等を適正なコスト負

担を伴わない形で行うといった「しわ寄せ」が生じているとの声もあることから、厚生労働省で

はこうした「しわ寄せ」が生じないよう地方経済産業局、中小企業庁や公正取引委員会と連携し

ながら業界団体や企業に働きかけるなど取引環境の適正化に取り組んでいます。 

 以上、資料 1番からここまでが 4 月に定まりました「中小企業への時間外労働の上限規制の円

滑な適用に向けた集中的施策パッケージ」についての説明でした。 

 続きまして資料 NO.7 は、今年度から施行されています「年次有給休暇の時季指定義務」につ

いての奈良労働局独自のリーフレットです。有給休暇の年 5 日以上の確実な取得が義務となり

ましたが、その取得期限が最も早いケースで今年度末に迫っていることから、その半年前に当た

る今年 9月にこのリーフレットを作成して現在確実な対応を呼びかけているところです。 

 次に、資料 8はセミナー開催のご案内、資料 9は無料訪問支援のご案内です。長時間労働の是

正に向けてさらなる取組の強化を図る必要のあることから、全国の各労働局では委託事業とし

て「36 協定届」を労働基準監督署に届け出ていない事業場を対象に、セミナーと無料訪問支援

の事業を実施しています。この事業は昨年度から実施しており、委託業者が行うこととしては、

自主点検表の送付と回収、それをもとにした集団的または個別的な相談支援の実施が主な流れ

となり、資料 8番は「集団的な指導」ということでセミナー開催のリーフレット、裏面には県内

での開催スケジュールが掲載されています。 

 そして、資料 9が個別訪問による支援で、この事業では委託業者である民間業者を活用しなが

ら指導が必要と思われる事業場の洗い出しを行い、セミナーへの参加勧奨や訪問支援の利用勧

奨を実施し、訪問支援では同意を得られた場合に労務関係書類等の確認及び相談指導を実施し

ます。 

 以上ここまでが監督関係のご説明でしたが、「働き方改革」の目的とは、「長時間労働の是正」

だけではなく、「多様な人材が活躍できる働き方の実現」であり、それを目指す上で長時間労働

の是正はあくまで通過点に過ぎません。本日机上配付させていただきました労働基準部参考資

料ですが、今年度は労働局主催の改正法説明会などの機会を捉え、私から働き方改革の趣旨につ

いて 1時間程度講演を行い、参加される企業の皆様に「働き方改革」の本質的な部分への理解を

深めていただくよう努めているところです。 

 本日配布した資料は、10 月 4 日に奈良県商工会連合会が主催し、各市町村の商工会の経営指

導員を対象とした研修会があり、その際に説明した内容となっていますので、後ほどご参照くだ

さい。 

 資料 NO.10「業種別労働災害発生状況」として、本年 1月～9月までの統計です。 

 9 月末現在の労働災害による死亡者数、網掛けの列では、すでに 6 名の方が亡くなっており、

休業 4 日以上の死傷者数では昨年比 24 名増加し、875 名の方々が仕事中に怪我をされている状

況です。裏面は、昨年 1 年間 1 月～12 月までの、平成 30 年の労働災害発生状況の確定版です。

平成 30 年は、死亡者数及び死傷者数とも大幅に増加し、死亡者数は平成 29 年の 7 名に比べま

すと 3名増加の 10 名の方が亡くなっており、また、休業 4日以上の死傷者数では 136 名増加し、

1,387 名の方々が仕事中に怪我をされています。 
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 今年度は労働災害防止の 5 ヶ年計画である「第 13 次労働災害防止計画」の 2 年目です。奈良

労働局では、2017 年と比較して 2022 年までの間に死亡災害を 15%以上減少、死傷災害を 10%以

上減少としております。 

 そのため、「一人の被災者も出さない」という基本理念の下、より強力に労働災害防止対策を

推進しているところです。具体的には、労働災害を繰り返し発生させている事業場に対する指導

強化は勿論のこと、資料 NO.11 の近年増加傾向にある高年齢労働者に対する対策として「エイジ

アクション 100」を活用した職場改善の取組や、資料は用意しておりませんが、転倒災害防止に

対する対策として「STOP!転倒災害防止プロジェクト」の推進、業種別の取組として、製造業で

は機械への「挟まれ・巻き込まれ災害」の防止、建設業ではフルハーネス型を原則とする「墜落

制止用器具」の使用による墜落災害の防止、陸上貨物運送事業では荷役作業時の安全対策と交通

事故の防止、これらをそれぞれ重点として取り組んでいるところです。 

 次の資料 No.12 は、奈良労働局の独自の取組として、「出前セミナー」を実施しています。本

年 4 月から働き方改革関連法の 1 つである労働安全衛生法が改正され、労働時間の状況の把握

や長時間労働者に対する面接指導が強化されており、過重労働防止対策、メンタルヘルス対策、

治療と仕事の両立支援などの施策を、業界団体・企業団体などからご依頼があれば、局から職員

が訪問して分かりやすく説明をしていますので、こちらもご利用いただきたいと思います。 

ここからは最低賃金関係の説明です。奈良県最低賃金については、この地方労働審議会と同様

に、公・労・使の 3者構成による奈良地方最低賃金審議会を設置しており、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います。 

 本年は 10 月 5日から 837 円となりました。引き上げ額は「中央最低賃金審議会」が示した目

安額と同額の 26円となっており、引き上げ率としては 3．21％となります。労働局においては、

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他、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・パンフレ

ットを配布し、改正についての広報を行ったところです。今後もあらゆる機会を捉え、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。 

 また、最低賃金には、只今申し上げた都道府県ごとに定められる地域別最低賃金のほか、産業

別に定めている特定最低賃金があり、奈良県では一般機械器具製造業、電機機械器具製造業、自

動車小売業の 3 つがあります。こちらについても、「地方最低賃金審議会」から改正の答申をい

ただきましたので、官報公示の手続きを経て、本年 12 月 25 日の発効を予定しています。こちら

も引き続き同様に周知・広報を実施します。 

 最後に資料 No.14 は、平成 25 年度から昨年度までの労災補償状況を添付しています。 

 上から 4つほど表がありますが、この表のうち、過重労働防止対策に関するものとしては、上

から 2つ目「脳・心臓疾患等にかかる労災補償状況」、上から 3つ目「精神障害等の労災補償状

況」について、それぞれ請求件数、支給決定すなわち認定の件数を掲載いたしています。 

労災請求に関しては、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、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、各施策を実施してまいる所存ですので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【熊谷会長】 

 はい、ありがとうございました。 

 では最後に、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いたします。 

 

【若山職業安定部長】 

 職業安定部長の若山です。職業安定行政部分については、青色インデックス、職業安定部の中

の資料の 1 番です。「職業安定行政の課題と取組」に全て最近のトピックスなど網羅されていま

すので、こちらに沿ってご説明させていただきます。 

 1 ページ目は、奈良県の労働市場の概況です。直近 9月の有効求人倍率、左下の直近の雇用失

業情勢は、1.45 倍となり、奈良県を就業地とする有効求人倍率は、1.67 倍で、この数字は近畿

でトップの数字です。 

 ちなみに、この雇用失業情勢については毎月発表しており、また、資料 2にプレス資料もつい

ていますのでご参考いただければと思います。 

 こうした状況で、全国的にも奈良県も、米中関係や EU 離脱、消費税増税等の影響に注視して

いく必要がありますが、県内の雇用情勢は改善が進んでいる基調判断です。人手不足の状況が続

いており、3 ページ職業安定行政の課題で、一番上のハローワークの基本業務の推進としては、

求人者サービスの充実・充足支援を大きな柱に据え、その上で以下の項目にある県内就職の促進、

若者・高齢者・女性・障がい者などの活躍促進、人材開発、さらには福祉分野などの人材確保を

自治体とも連携しながら取り組んでいます。 

 具体的な内容は、4ページ目からです。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か所のハローワークに「マザーズコーナー」を設置しています。こういった支援はず

っと続けてはいますが、特に最近、子育て女性の方が利用しやすいように出張相談、アウトリー

チ型の支援の回数を増やしており、4ページでは、今年はミ・ナーラで 2回、5 ページ、香芝市

との連携では図書館で実施、葛城市との連携では子育て支援施設など、この他にも様々実施して

おり、今後も子育て女性の方のニーズや集まる場所、時間帯を見極めつつ支援を予定しています。 

 次に、7 ページ若者の活躍促進です。「ユースエール認定制度」があり、様々な努力を重ねて

若者の雇用環境の改善や整備を進めている中小企業を今まで 6 社認定しています。ここには書

いていませんが、今般、県内 7社目として奈良県瓦センターを認定いたしました。国宝を守る技

術ということで認定式を後日行います。こうした制度を踏まえ、県外就業率や若者の離職率など、

奈良県が抱える課題の解消の一助として、奈良県の中小企業の良さや若者の雇用管理に優れて

いる企業の紹介・魅力発進に努めてまいりたいと思っています。 

 また、11 ページではいわゆる「就職氷河期世代の方への支援」、資料 3記者発表資料、一枚も

のに、先般 10 月 1 日、ハローワーク奈良にて「正社員チャレンジコーナー」を全国で 3番目の

早さで設置いたしました。就職氷河期世代の方への支援は、骨太の方針等にも掲げられている政

府の対策となり、よりきめ細かな伴走型の支援を実施していきたいと考えています。 

 11 ページに「就職氷河期世代を応援したい」というリーフレット・ポスターがあります。求

人の提出をいただく際に「年齢不問」は大原則ですが、この就職氷河期世代の方に限っては、対
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象年齢や歓迎求人の表記が可能となっていますので、就職氷河期世代を応援する取り組みにつ

いて、企業の皆様方にも是非ご理解・ご検討をいただければと考えています。 

 次に 12ページ高齢者の活躍促進です。昨年の調査結果が出ており、希望者全員が 65 歳以上ま

で働ける企業の推移（下部）と、70 歳以上まで働ける企業の推移（赤色は全国）は、奈良県が全

国平均を上回っております。例えば、13 ページ「ペア方式での就職支援」を桜井所にて試行的

に実施をしており、高齢者の方の体力やライフサイクルにより、勤務時間や曜日が柔軟でないと

なかなか働きにくいという方も多く、そういった柔軟な求人を、まだまだ数は少ないですが、高

齢求職者の方の多様な働き方やニーズを踏まえて、この方式は雇用管理の複雑さを伴うことで

企業の方も大変だとは思いますが、そういった点も含めてご検討をいただければと考えていま

す。 

 14 ページ、奈良県内の障害者雇用率についてです。昨年度、上のほうになりますが、奈良県

は全国順位 2位になっており、高い順位を維持していますが、下のほうの「障害者法定雇用率達

成企業割合の推移」は、昨年度全国的にも下がりました。これは法改正で雇用率引き上げに伴い

全国・奈良県も低下し、まだまだ未達成の企業が多くありますので、未達成企業の解消に向けて、

引き続き助言・指導を行っていきたいと考えています。 

 また、次のページの治療と職業生活の両立支援は、これも政府の大きなテーマの 1つで、この

中で、15 ページ「長期療養者のための就職支援」については、ハローワーク大和高田に専門窓

口を設置し、県立医大病院への出張相談を毎週実施しています。前回の審議会でもお話をしまし

たが、中南和の話なので、北和地域でも同様の協定締結・支援の拡大ができないか、現在関係機

関と調整中です。 

 16 ページは、生活困窮者への就職支援、18 ページはハロートレーニング、公的職業訓練によ

る人材開発で、19 ページ以降は、各自治体と協定を結んだ就職支援で、奈良県や奈良市、天理

市、王寺町と協定を結んで支援を実施しています。 

 少し飛ばして 25 ページは、「ハローワークの基本業務の推進」として、例えば、先ほどの若者

の雇用対策では、奈良県企業の魅力発信という話をしましたが、県内のハローワークでは玄関の

エントランスに求人情報のオススメポイントやオススメ求人、見た目の問題ではありますが、求

職者の方の目を引くような掲示やポイントを絞ってアピールをする、また、ミニ面接会等、でき

る限り、求職者の目を引くように、掲示を改善・工夫しています。この掲示自体を写真に撮って

いく利用者の方も多く、少しでも奈良県の企業の求人に関心を持っていただくよう努力をして

います。 

 また、見た目だけではなくて、求人票の記載内容だけでは語り尽くせない奈良県企業の魅力を

伝えていくために、現在、ハローワークでは事業所訪問の頻度をかなり増やしています。事業所

もお忙しい中、本当に申し訳ないのですが、伺った内容、細かな仕事内容、職場の雰囲気、雇用

管理面での特徴、画像や動画情報といったものを取って来て、職業相談の過程で、丁寧に求職者

の方に提供し、1件でも多く、県内企業へのマッチングに努めていきたいと考えています。 

 さらに、事業所見学バスツアーのチラシにあるように、先般、ハローワーク大和郡山では、工

業団地等にもご協力をいただき、合同面接会に合わせて事業所見学会のバスツアーも実施いた

しました。求職者・求人者双方からの好評を得て、実際に現場をみてみる、働く場をみてみると
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いうのが何より理解を深めますので、引き続きこういった取組も進めていきたいと考えていま

す。 

 続いて、28 ページは、非正規雇用労働者の正社員転換です。正社員求人倍率自体、奈良県は

昨年の 7 月から 1 倍を超えて安定的に推移をしていますが、引き続き面接会では担当者制によ

る支援により、先ほどの就職氷河期世代の方に対する支援や、不本意に非正規雇用で就労をされ

ている方の正社員転換をさらに進めていきたいと考えています。 

 続いて、30、31 ページ支援対象分野の人材確保は、福祉・建設・運輸・警備が基本になりま

す。本年度も 8 月にポリテクセンター奈良の「親子ものづくり体験教室」と共催し、31 ページ

の「しごとフェスタ」を実施しました。今年は、その福祉・建設・運輸・警備にタクシー業界と

鉄筋業界を加え、また、この写真の下にあるように、ご当地ヒーローのナライガーにもご協力を

いただき、小雨の降る天気にもかかわらず、昨年を 100 名程度上回る、700 名弱の来場者となり

ました。 

 今後も、こういった奈良県で生まれ育って働く喜びを大人から子どもまでこぞって体感でき

るイベントに育てていきたいと考えています。 

 また、32 ページでは、そうしたフェスタで培った各業界との連携を活かして、運輸業界の特

にバス協会と運転体験会や「魅力発見セミナー」などを開催しています。 

 今後は、他の業界にも拡大を検討しており、奈良県企業の人材確保に少しでも寄与できるよう

努めてまいります。 

 最後に、資料 4「ハローワークのサービスが充実します！」です。ハローワークでは、来年 1

月からシステムの大幅な見直しを控えています。時間の都合上、ポイントだけお話しますと、昨

今、利用者の皆様方から民間の職業紹介機関に比べるとハローワークは来所して細かい手続き

があり、手間暇がかかって色々面倒等々のご指摘があり、そうした声や時代の変化に合わせて、

来年の 1月 6日より、利用者がオンラインで、求人者や求職者もオンラインで利用できるサービ

スの充実や求人票の掲載情報量を増やし、より適格なマッチングができるようにするなどをシ

ステム更改の主眼としています。資料にある変更点 1・2・3のような内容にしています。 

 また、こうしたオンラインでのサービスの充実、アクセス向上の一方、窓口にお越しいただい

た利用者の方へはよりきめ細かなサービス提供に今後とも努めていきたいと考えています。 

 職業安定部からの説明は以上です。 

 

【熊谷会長】 

 はい、ありがとうございました。令和元年度上半期の行政運営の状況について、各部室長から

ご説明をいただきました。これから皆様方からのご質問・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。 

 また、ご質問・ご意見はできるだけ簡潔にしていただき、区切りを付けて事務局から回答をい

ただくことといたします。いかがでしょうか。 

 

【公益代表 吉田委員】 

 奈良女子大学の吉田です。本日のご報告の中には、「外国人労働者」についてのご説明が入っ
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てなかったと思うのですが、この 4 月から国の方針の改正によって、全国的なレベルでみます

と、外国人労働者が国内に増えているとは思いますが、奈良県内の状況について、現在どのくら

いの企業で雇用をされているのか。その場合は、どのような仕事に就かれている場合が多いのか、

更にはどのような求職活動の支援を考えておられるのか、ということをお聞きしたいです。参考

資料 21 ページにある「外国人人材受け入れの環境整備等」に少し書かれてはいますが、この４

月以降の状況、あるいはその前の段階の状況からでも、お分かりのことがあれば教えていただけ

ればと思います。 

 

【若山職業安定部長】 

 外国人労働者の関係は、元々、奈良県の様々な対策、大体「全国の 1％程度」、外国人労働者の

方に関して、1％無い程の外国人労働者の方で、今具体的な数字がすぐには出ませんが、0.3％程

で、元々少ない数字です。 

また、「入管法」の改正があり、特定技能の方への変更や、今のところ、特に新規の部分はほ

とんど入って来ていません。変更の部分も私が聞いている限りでは数件しか変更がありません。

留学資格の方が、おそらく観光や食品、外食産業へ変更がありましたが、それも数件で、大阪や

他の府県に就職という形になっています。「入管法」の改正をして、上手く人手不足に寄与する

ようになり大きな変化があったという話は業界から聞いていません。国同士では、日本と他の東

南アジア、その他の国々との競争も当然あり、国内でも、東京や大阪といった大都市圏に比べる

と、やはり地方都市にはなかなか来てくれないというような形で、「入管法」の改正をしたがま

だ今のところ大きな動きがない状況です。 

もちろん中小企業の製造業の労働者として働く外国人労働者はおられます。職業紹介・相談の

中で通訳等を設けて対策をしている部分はありますが、外国人の方に限った支援は、奈良県や労

働局でもまだまだこれからです。昨年度末、奈良県との協定を結んだ際も、まずは「実態調査」

をして、外国人労働者の方がどういった希望があるのか、企業サイドもどういった要望があるの

か、という実態調査を奈良県が現在していますので、この調査を待って、具体的な県との連携策

や我々の特別な窓口を作るのがいいか、就職支援をどうした方がいいのか、を検討していく段階

が今の状況です。 

 

【公益代表 吉田委員】 

 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。他、いかがでしょうか。 

 

【労働者代表 山原委員】 

 連合奈良の山原です。「働き方改革」は 4月施行、それから来年、再来年と順次実施される部

分もあり、まだまだ周知不足があるのではないかと思っており、是非その点の取組の強化をお願

いしたいと思っています。伺いたいのは「36 協定の締結状況」についてでありまして、県内の
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現況、例えば昨年度と比べて今年度はどうだったのか、ということ。それと後、労働者側の委員

の選出方法などの状況についても分かれば教えていただきたいのですが、よろしくお願いしま

す。 

 

【喜瀬監督課長】 

 監督課長の喜瀬です。「36 協定の締結状況」については、手元に数値がなく、後日確認をして

個別に回答をしたいと思います。 

 ただ、36 協定に関しては、労働基準部長の青木から説明がありましたが、未届事業場をター

ゲットにした委託事業により、問題がある事業場に対して個別指導を行う、あるいは集団的な指

導を行うという手法を採っており、かつ、それにも入ってこないセミナー等に応じない事業場に

関しては、それぞれ労働基準監督署の監督指導対象とする仕組みにしておりますので、「未届事

業場を拾う対策」は取っているところです。36 協定締結の労働者代表などについては、全国的

にも届出の際の適正な手続きを踏まれているかという点が問題になっておりますので、「窓口指

導で確認する」ことを適宜、労働基準監督署の窓口において実施しています。 

 

【労働者代表 山原委員】 

 どれくらいの事業場において 36 協定が締結されているのか、数値が分かれば別途でも教えて

いただければなと思います。また、今年の 4月から「働き方改革関連法」がスタートをしていま

すので、その際にも「36 協定」は重要だなと思っておりまして、昨年度と比べてどのような動

きになっているのか、そこを知りたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

【熊谷会長】 

 他にないでしょうか。 

 

【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。先ほど、山原委員からもお話がありました周知の関係

です。まだまだ知らない、というような事業主の方もいらっしゃいまして、周知がまだ行き渡っ

ていない、というようなところもございますので、今後、雇用環境・均等室ではハラスメント対

策の関係で、来年早々に説明会を開催しようと考えておりますので、それにあわせて県内企業に

案内状を送付するときに、「働き方改革」のそれぞれ各法の内容も含めまして周知を進めていく

というふうに考えております。 

 もう１点「36 協定の届出状況」ということで、以前、県の協議会でも説明といいますか資料

を提出させていただいた件数がございます。 

 こちらは年度ではなく年の集計にはなるのですけれども、36 協定の届出件数というのがシス

テム上の件数がございますので、そちらのほうの件数を参考までに申し上げますと、2018 年で

36 協定の届出件数が 11,955 件ということでございます。昨年 2017 年が 11,543 件ということ

で、400 件弱ほど増えているという状況でございます。事業場によって年末に届けたり年度末に

届けたりということで若干時期が違うこともありまして、なかなかそこはズレが生じるという
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ところですが、単純に適用事業所数の割合で届出率を計算すると、これも参考の数値ではござい

ますが、2018 年で 47.3％、50％弱の届出率ということで、こちらは適用事業場数ベースなので

36 協定が届出の必要のない事業場というのもございますので、この辺がハッキリとした数字で

はございませんが、一応参考の割合ということでございます。 

 

【熊谷会長】 

 ありがとうございました。他、いかがでしょうか。 

 

【労働者代表 藤井委員】 

 UA ゼンセンの藤井でございます。よろしくお願いします。私の方から「8050 問題」について、

少し意見を述べさせていただきたいと思います。 

昨年３月に内閣府が「生活状況に関する調査報告書」というものを出していまして、それによ

りますと、いわゆる、引きこもりに陥っている結婚をしていなくて親の家に住んでいて、もちろ

んお仕事もしていなくて、そういう皆さんが全国に、これは推計値ですが、40 歳～64 歳の中で

61 万 3 千名いらっしゃるということでして、これは若年者を加えると全国で 100 万人を越える

引きこもりの状況になっているということです。新聞・テレビ等で皆さんご存知のように、80歳

の親の年金で生活しているというか、食い詰めて例えば暴力沙汰のことが起きて殺人事件にな

ったり、あるいは衰弱死される方とか、社会的にも非常に問題になっていると認識しています。 

そんな中、その皆さんのうちの 73．9％の方が「正社員として働いたことがある」という統計

結果が出ています。例えば、学生時代から引きこもりでそのまま中高年になって仕事をしていな

い人もいらっしゃるのですけれども、何かの形で 73．9％の方がどこかに就職をされて、それを

何らかの理由で離職されて、再就職に至っていない。と、こういうことになっている。果たして

それを地方労働審議会の場で発言するべきものかどうかという話になると、「仕事をしたい」と

おっしゃっていませんから、ハローワークにも行っていらっしゃらないので労働局で把握がで

きない、そういう存在の方ですし、もちろん企業に属していらっしゃいませんから使用者側の委

員の皆さんからしてみると自分ところの企業の従業員じゃないとなりますし、私ども労側から

しても、当然、労働組合のメンバーじゃないので関係ないと。 

 公益委員の皆さんには教育者の方がたくさんいらっしゃると思うのですけれども、教育の場

からはもうすでに抜け出していますので、自分たちの把握できることじゃない、となるのですが、

一旦、73．9％の方が就労をして、そのあと離職して再就職ができていないという中には、いろ

んな事情があると思いますし、全部の資料を細かく見れていないのですけれども、やはり一番大

きな理由というのはミスマッチ、仕事と自分のニーズのミスマッチが多いのではないかという

ふうに思います。そうなってきた場合、例えば教育者の皆さんの立場でものを申し上げると、キ

ャリア教育が果たして十分にできていたのかなということがあると思いますし、経営者の皆さ

ん方にしてみると、やはり自分のところの従業員の指導ですとか育成ですとか、あるいは、その

就労のキャリア支援というのがちゃんととできているのかなとか。労働組合は労働組合でもち

ろん自分たちの組合員を守るということがちゃんとできているのかなということですし、行政

の皆さんにもやはり何らかの形でどこかで関わりが出たように思います。そんなことで、この先、
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この問題を無視して行政の運営はできないと思いますし、実際に私が今 63 歳ですから、もう 17

年すると 8050 の 80 になるのですけれども、自分の子どもがそうならないとは言えないわけで

すよね。そんなことで、これはそれぞれの立場の皆さんが認識をして、ちゃんと取り組んでいか

ないといけないんじゃないかということを、私どもがお話しする立場じゃないかも知れません

が、新たな社会問題として、やはり認識していく必要があるというふうに、あえて申し上げてお

きたいと思います。事務局の答弁は求めていませんので、ありがとうございます。 

 

【川村労働局長】 

 答弁は求められていませんが、一言申し上げます。まさにおっしゃる通りで、先ほど「就職氷

河期の窓口を設置する」と申し上げましたが、この背景には、就職氷河期世代の方で正規を希望

していて非正規で働いている方 50 万人、無業者を含めると 35 歳～48 歳で 100 万人というデー

タがあります。この若年層の「ミスマッチ」の問題は、能力的なミスマッチと、先ほど企業情報

を収集・提供していると申しましたが、やはり情報不足によって適正なマッチングができないと

いうことがありますので、その辺りの改善が必要であろうと思っています。 

そして、就職、採用された後に中長期的なキャリア形成支援、これは法律でも現在義務として

おり、様々な支援機関が官・民合わせて自立的なキャリア形成を支援していかないと不適合を起

こし離職していくことになりますし、また、公正な評価を確立していないと優秀な人材が辞めて

しまうということがあると思います。また、そういうフリーターで先ほど引きこもりの話があり

ましたが、この方々の中には何らかの障がいを持っている方、発達障がいの方もいらっしゃる場

合もあり、我々としては総合的に対策を進めていく必要があると思っています。 

そして、パワハラ対策も含めた「働く環境の整備」が、今後の人材の定着、今引きこもりの方

の再出発のためにも非常に重要なことではないかと思っています。そうした施策を総合的に推

進し、ご指摘の点にも留意しながら進めてまいりたいと思います。 

 

【熊谷会長】 

 今の話、教育関係機関であります大学側といたしましても、その問題をすごく感じておりまし

て、今のところ、今いる学生を何とか就職させるというキャリア指導を一生懸命やっているとこ

ろですが、何とか就職させた学生が、ゼミの仲間から入ってきた連絡で「彼ら３年辞めたらしい

わ」という情報が教員のもとには個々には届いたりしています。ただ、なかなか大学として就職

後の実態といいますか、その後というのを把握できておらず、これをどうするか、という話は確

かに大学のキャリア関連でも出ております。こぼれてしまう人たちといいますか、どこからもち

ょっとこぼれてしまう人達、というのをいろんなところから支えていく必要があるのだなと感

じました。ありがとうございました。 

他、何かありますでしょうか。 

 

【労働者代表 阪田委員】 

 労働者代表の阪田です。ご説明いただいた中で「労働災害」のところで、少し気になったので

お聞かせ願いたいと思います。労働基準部の資料 60 ページになると思うのですが、平成 29 年か



21 
 

ら 30 年に随分と労働災害が増加しているという報告があって、この説明の流れの中では、高齢

労働者が非常に大きな要因であろう、というふうに考えられて、こういうことに取り組んでいま

すという説明をいただいたと思うのですが、かなり増えている要因の中に、これ以外に策を講ず

べき要因が、他になかったのかどうか。どういう要因が活動に関連して死亡者も増えているとい

うことなのですが、少し気になりまして、その辺の分析はどうなっているのか、お聞かせ願えれ

ばと思います、よろしくお願いします。 

 

【青木労働基準部長】 

 今、お話しのありました、高齢者の方の労働災害が増えている要因ですが、その他に例えば、

業種などで申しますと、社会福祉施設などの介護施設や第三次産業、特に飲食店等の「転倒災害」

等が増加しています。個々に詳しい状況の分析は難しいところがありますが、1 つには、「人手

不足による影響」もあると思っています。人手不足によって、あまり熟練してない高齢者の労働

者でも職場に就き、不注意で転んでしまった等の怪我等も増加しているのが 1 つの背景として

あり、「人手不足による未熟練者の労働災害」が増えてきているのではないかと考えています。

以上です。 

 

【労働者代表 霜永委員】 

私鉄の霜永と申します。今の労働災害の関係ですが、今の増えてきている中でもお年寄りの方

もいるということで、私たちの産業は、おそらく労働者不足で超過勤務が少しずつ増えてきてい

るのかなと思っています。36 協定もあるのですけれども、1 年前よりも人手不足の中で超過勤務

が増えているということで、今、上限規制などが進んでいる中で、奈良県の超過勤務は増えてい

るのか、増えていないのかというところを、あるのでしたら教えてもらいたいなと思います。ど

ういう流れになっているのか、おそらく国の中では、時間外労働というものを少しずつ減らして

いこうというのがワークライフバランスが進んでいる中では、生産人口、また、今言うように人

手不足の中で、そこで働いている者の超過勤務が増えているのかなというのが、因果関係はなか

なか難しいのですけれども、奈良県の状況をどのように把握されているのか、もし分かっておら

れるのでしたら教えていただきたいというのが質問です。 

 

【川村労働局長】 

 今、超過勤務が増えているか否かは手元に資料がありませんので、超過勤務が増えているとす

ると全国調査において奈良県版として拾えるかどうかということだと思いますので、また改め

て調べさせていただきます。「人手不足」の中において働き方改革という好循環を進めるとなる

と、それが上手くいかないとやはり 1 人でも超過勤務が減らずに逆に悪化が増えることに繋が

ります。そして、それが「働き方改革」どころか過労死のような「労働災害」に結びつくという

非常に深刻なことになりますので、その辺りは十分データを通じて改めて注目して進めてまい

りたいと思います。 

 

【労働者代表 阪田委員】 
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 先ほど、労働災害の件数についてお答えいただいたのですが、おっしゃっていただいた介護事

業は、容量そのものが、高年齢者が増えてきて世の中に大きくなっている状況です。その中で非

常に、その労働環境やその労働の過酷さみたいなものも最近言われてきているように思います。

ただ、その中で、特にその人材がなかなか集まらない理由を今の説明とリンクするものは何であ

ろうと思ったのですけれども、やはりこの部分の問題点。労働災害ということもそうなのかもし

れませんが、労働環境というところも視点に入れて、その講ずべき課題ではないかということに

も少し注目を当てていただけたらと思います。 

 

【青木労働基準部長】 

先ほど申し上げました介護施設での災害の件数が増えていることもあり、今年の夏に、労働局

として初めて業界団体に労働局長が要請書を手交したというようなこともあり、介護業界でも

災害の発生防止に取り組んでいただいていると思っています。引き続き、労働局としても注視し

てまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【熊谷会長】 

 ありがとうございます。他いかがでしょうか。 

 

【労働者代表 水野委員】 

 電力総連の水野と申します。雇用均等室の資料№1「奈良働き方改革推進支援センター」につ

いてお伺いをしたいと思います。特に今、中小企業・小規模事業者の方々に対して周知を含めて、

この支援センターの委託業務は社会保険労務士会の方が対応いただいているという話をお聞き

しましたが、この利用状況を 1 点聞きたいのと、我々労働組合としても働き方改革を進める上

で、職場には一定程度の数値目標みたいなものが先行して入ってくる場合がありまして、労働組

合としては、真の働き方改革を進めることによって、副産物として長時間労働が削減されるとい

うようなことで、先に「働き方改革だから時間外労働を減らせ」というのが間違ったマネジメン

トで、職場に行くと先ほどのしわ寄せみたいな話が労働者にいくことになると、サービス労働に

繋がったり、いろいろなことになってくるので、働き方改革を職場で実践する場合には、そうい

ったことに着目をして労働組合としてチェックをしています。 

この働き方改革推進支援センターでは、「働き方改革推進法」の説明だけで終わっているのか、

その後それをどのように推進していったらいいのか、というところまでのアドバイスや、もう一

歩踏み込んだ支援がなされているのか、お伺いしたいと思います。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

 雇用環境均等室の小原です。今、水野委員からご質問いただきました、支援センターの状況と

いうことで今回簡単な資料ですが、上半期の件数をお示しさせていただいております。10 月末

の件数が手元に速報でございますので若干件数は増えておるのですけれども、支援センターに

寄せられる相談件数ということでございますが、今年の 4月から 10 月までの 7 か月間ですけど

も、相談件数が全体で 294 件、300 件弱ということで、一番多いのは電話相談が多くて 183 件、
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あとメールも 1件だけなんですけど、来所で相談に来られる方が 46 件ということと、あと直接

専門家が企業を訪問して相談を受ける場合、プッシュ型ということで直接訪問している訳なん

ですが、そちらが 64 件ということで、あわせて 294 件というのが 10 月までの状況です。２年目

のセンター事業ということでございますので、昨年に比べてかなり利用状況は増えているとい

うふうに考えております。水野委員のご指摘といいますか、懸念といいますか疑問にされている

ところ、ただそういった制度の説明だけ表面的な話しということではなく、センターでは他にも

説明会の開催であるとか、そういったところで真の働き方改革の目的というのもしっかりと伝

えているというところでございますし、今年から個別の訪問というのをかなり力を入れてやっ

ておりまして、表の下のほうにある専門家派遣事業ということで、そちらは社労士、社会保険労

務士が中心になるのですけども、専門家が企業のほうに個別に訪問いたしまして、それぞれの企

業にある課題、それぞれ事情が違うところもございますので、企業それぞれに寄り添った形での

相談支援ということで直接訪問して無料で５回まで対応、相談が可能というような事業でござ

いまして、そちらの利用件数も多くなっておりまして、今年の目標というのが個別企業が 200 件

訪問というのが目標ではあるのですけども、10 月末で個別のほうが 197 件ということで、ほぼ

目標の達成に近づいているのですけども、まだまだ個別企業の訪問というのは積極的に行って

いこうということと、訪問した際には踏み込んだ内容で相談を行っているというような状況で

ございます。 

 

【川村労働局長】 

 少し補足しますと、先ほど冒頭に説明資料で説明させていただきました、働き方改革支援セン

ター相談内容については、毎月目を通しておりますが、その個別の相談内容については非常に基

本的なところもあり、立ち入ったものもあります。そして、セミナーについてはそれぞれの専門

家の方が単に法律を守れということではなくて、その必要性から、どのようにしたらいいかを話

しておりますし、専門家派遣は先ほど申し上げたとおり、個別に寄り添って支援がされています。 

また、先程の労働基準部長の説明の内容もまさにその時間外労働の抑制が最終ゴールではあ

りません。ただ、中小企業への施行も時間が近づく中で、ある日突然、何時以降は残業禁止とい

う号令や目標がかかると管理職にしわ寄せがいくことになり、本来の働き方改革を実現しない

ということになります。そうでない事例が先ほどの「働き方改革のヒント」に多く集められてい

ます。ただ、その中であまりに事例がありすぎて、どれがポイントか分からないということもあ

ります。そういう意味で、「業務の見直しをして、それが労働時間の抑制に繋がり生産性の向上

に繋がっていく」という好循環が満たされている事例というものはどこがポイントなのだろう

か、抽象的にまとめてみたものです。社会保険労士会とも、現在様々な情報交換をしており、関

係機関の方とも、「今後何が必要なのか」を共有しながら取組を進めてまいりたいと考えていま

す。 

 

【熊谷会長】 

 ありがとうございました。他はいかがでしょうか。 
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【使用者代表 池木委員】 

奈良県中小企業団体中央会から推薦されています池木でございます。雇用環境・均等室の方に

お願いがてら少しお話をさせていただきたいと思います。 

「働き方改革」ということで、効率的に数値目標を決められている部分もございますし、その

大部分の中小企業にとりましては、今回の働き方改革導入についてはかなりのインパクトがあ

ると考えています。根本的に就業規則の見直しを行わなければならないということや、あるいは、

ひょっとして後継者難、あるいは人手不足といったこと、さらには廃業や、最悪倒産という状況

が生まれる可能性もございますし、やがて産業構造の再編にも繋がっていく、というふうに大き

く、今回は理解をしております。 

また、そういったことで我々製造業でございますけれども、やはり親企業や大企業からの注文

などを受けておりまして、その「働き方改革」というものを親企業が推進するにあたって、資料

等でも指摘しておられましたが、やはり「しわ寄せ発注」というものが起きてくるであろうと、

現にそういう打診もありました。そんな中で、大きく生産性を改善できなければ土曜日、あるい

は日曜日の休日出勤というものは必然的になってくる場合がございます。やはり納期というも

のは、ラインを止めることが非常に困難な訳ですから、どうしても社員、あるいはパートさん、

あるいは派遣の方にお願いするということになってきます。しかしながら、休日出勤には休日手

当を当然払いますけれども、その出来上がった製品・部品については同じ単価でしか買っていた

だけないのです。それを証明する、１日にそういう契約をする、ということは理論的には可能な

のですけれども、やはり上下関係や普段のお付き合い、次の仕事に繋がる、ということで無理を

する、中には無茶をして行かざるを得ないという状況も起きてまいります。そういうことで、資

料にもございましたが、大きな企業に対してそういったところを注視していただいて、監視とい

う、ちょっと言葉がきついのですが、そういう指導を十分にしていただきたい、というのが一つ

のお願いでございます。 

そしてまた人材不足、あるいは労働者不足という人手不足の中で、私たち奈良県プラスチック

成型事業協同組合は「外国人研修生」という制度の運営を通して人材を確保ししていくという部

分もございます。そうした中で、基本的には単純労働的な部分が大きくなるのですが、昼夜仕事

をしておりますので、平日については、やはり夜勤という形を取られているところが多くありま

す。そういった意味で、今後とも研修生を含め、新しい外国人の雇用という形も含めるとやはり

増えてくる、間違いなく増えてくるであろうと思っています。景気がそこそこ良ければ、という

ことですが、そういった中で外国人が増えてきて、特に今のところ我々のほうでは、ベトナム人

の方が多いのですが、言葉や習慣、文化への理解といった意味で、本当に企業内で「内なる国際

化」ということをやっぱり進めていかなければならないと思います。公的機関からのパンフレッ

トや資料といったものを強力に、各企業の中でもめない、言葉１つ、文化１つでもめないような

何か指針というものをもっと出していただければと思っております。そういった意味で、今後ど

のような展開をされていくのか、もしあれば聞かせていただきたいと思っております。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

雇用環境・均等室の小原です。先ほど説明の中でもしわ寄せの防止対策ということはございま
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したが、なかなか奈良労働局でもそういった相談を受ける窓口と言いますか、監督署とか雇用環

境・均等室もそうですけども、また中企庁、中小企業庁のほうと連携いたしまして、下請かけこ

みけ寺という所でいろいろ相談を受ける体制は整えておるのですけども、なかなかそういった

声が我々の方には上がってこないという実情がございまして、実際そういったしわ寄せがある、

そういった現場の声をいろいろ団体を通じて吸い上げていかないといけないところではあるの

ですけれども、相談件数というのが現時点ではまだ上がってきてない状況でございます。ただ、

一方で委員のご指摘の通りそういった実際のしわ寄せというのが懸念をされて、実際あるとい

うことは官邸のワーキンググループの資料の中でも具体的に書いている内容というのが、それ

は全国に限らず奈良県内でもそういったことがあるのだろうなというところで、なかなか想定

されるような大企業でしわ寄せというのが現実にどこまで顕在化しているかというのも具体的

なところがなかなか分からない部分はあるのですけれども、そういった中企庁、中小企業庁や経

産局とも連携しながらそういった体制は組んでおるというところでございます。なかなか具体

的な対応というのは今のところは難しいところあるのですけども、直接企業を訪問した際にそ

ういったしわ寄せをする側、される側それぞれ立場がございますので、そういった中でこういっ

た状況があれば教えて下さいと、そういう場でいろいろ対応を深めていくというようなことで

今準備をしていると、対策をしているというようなところでございます。 

 

【若山職業安定部長】 

 もう 1 点、外国人の方の雇用管理の面や研修生の問題についてです。先ほども話しましたが、

雇用管理、特に外国人の方だと言語の問題、文化の問題等あり、難しいところがあります。4月

1日に「外国人雇用管理指針」を見直し、一応パンフレット等は配布しているのですが、もう少

し具体的に何か取り組みの事例や支援のあり方等、そういった細かなものを加えてまた配布さ

れると思いますので、周知に努めてまいりたいと思います。また、外国人労働者の方は地域で偏

在していますので、相当多いところはモデルケース的にサービスセンターを作っているところ

もあるのですが、そういった多言語の通訳ができたり、生活支援もできるような取組を、国で行

うものは国で、奈良県とも連携してそういったことができないか等もまた年度末に向けて奈良

県と協定を結ぶ時に考えていきたい思います。また、外国人の方に対しても雇用管理がしっかり

できるよう、我々も指導・助言をしていきたいと考えております。 

 

【小原雇用環境・均等室長】 

 もう 1点だけ、もう少し補足させていただきます。先ほど、長時間労働でしわ寄せの問題、特

にこれから上限規制が始まるという中でしわ寄せの問題も増えてくることが懸念されますが、

やはりその上限規制ですけど、やっぱりその企業によりましては繁忙期、どうしても忙しい時期

がある業種であるとか、特にプラスチック成形の事業であると 24 時間稼働するような、ある意

味超勤、時間外労働が前提になっているような部分というのも企業によっては、業種によっては

あるというところで、そういったところはなかなか難しい面もあるというのは重々承知はして

おるところでございますし、またそういった取り組みが難しい企業であるとか、遅れている企業

というのも実際ございますので、そういった企業に対しまして、これから個別の支援ということ
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を順次進めていくということで集中的な施策パッケージの中にもありました、そういった個別

の企業の支援というのも丁寧に進めていくということで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】 

 ありがとうございました。そろそろお時間ですが、何かどうしてもこの場でというご質問・ご

意見等はございますか。よろしいでしょうか。 

それでは、本日の地方労働審議会におきまして、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうご

ざいました。また、奈良労働局におかれましては、本日の各委員の先生方の意見等を参考にして

今後の行政運営に活かしていただくようによろしくお願い申し上げます。 

以上をもちまして、第 40 回奈良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 村上監理官】 

 熊谷会長、長時間にわたる議事進行ありがとうございました。また、委員の皆様には奈良労働

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した。 

今後とも当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

まして、本日の審議会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

         

                                   以  上 


