
令和 3 年度第１回佐賀県在籍型出向等支援協議会議事概要 

 

日時:令和 3年 6月 3日 

                              10:00～11:30 

                        場所：オンライン会議 

 

当初、参集方式による開催を予定していたが、新型コロナの感染拡大を受けて、

オンライン（Zoom）へ変更して開催した。 

 

１ 開会 

  司会進行：職業安定課長 

資料確認、出席者紹介、オンライン開催に当たっての留意点等を説明。 

 

２ 主催者あいさつ 

  【佐賀労働局長】 
（抜粋） 

本日は、お忙しい中ご参加あいただきありがとうございます。 
   新型コロナウイルスの感染防止に配慮し、今回オンライン開催とさせていただきました。 

   本日の協議会は、在籍型出向等により、労働者の雇用維持を図るため、佐賀県内の関係機

関等が連携・協力して出向の情報やノウハウの共有、出向企業の開拓を推進することを目的

としています。 

   佐賀県内の雇用情勢は、昨年 6月より徐々に持ち直しの動きを見せ、本年４月の有効求人

倍率は 1.16 倍となっています。新型コロナの影響で雇用の維持に懸命に取り組んでいる企

業がある一方、企業活動の回復が顕著で、コロナ前を上回る状況となっている企業もあり、

2極化しております。 

   休業が長期化する状況下においては、一時的な在籍出向によって労働者のモチベーショ

ンを維持しつつ雇用も維持することが重要であります。また、新たな能力開発、人材育成の

機会にもなります。 

   今後、雇用調整助成金の特例措置等が段階的に縮小されることも想定され、雇用維持の手

段の一つとして在籍型出向の重要性は高まってきています。 

   当県では、まだなじみが薄い取組ですが、新たな雇用維持の方策として今後定着していく

ことを期待します。 
 

３ 議題 

（１）佐賀県在籍型出向等支援協議会設置要綱（案）について 

職業安定部長から「佐賀県在籍型出向等支援協議会 設置要綱（案）」（資

料１）に沿って説明。 
（要約） 

新型コロナ感染症に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくさ

れる企業が増加する中で、一時的に雇用過剰となった企業と人手不足が生じている企業

との間で、在籍出向により労働者の雇用を維持するため、協議会を設置し、関係機関の

連携、情報共有、企業開拓を推進していく。 

（以下構成員、協議事項、開催頻度、事務局等に関することについて説明。） 
 

説明後、質問・意見を求める。 

  質問、意見なしのため採択を実施。 



  全員賛同で設置要綱を採択。 

 

 （２）現下の雇用失業情勢について 

    職業安定部長から「現下の雇用失業情勢について」（資料２）により説

明。 
   （要約） 

県内の失業率について、雇用調整助成金等の各種施策等の実施によりリーマンショッ

ク時と違い低めで推移している。 

    3月の有効求人倍率について、有効求職者は、希望求人が見つからず求職活動が長期化

しており増加の傾向がみられるものの、求人の増加等により上昇している。 

    求人の増加にもかかわらず、職種間ではミスマッチが発生している状況である。 

    解雇者数、自己都合離職者数の減少により、雇用保険受給資格決定件数も減少がみられ、

離職者数は落ち着いている。 

    当局において、雇用調整助成金申請事業所に対するアンケートを実施しており、その結

果、４割以上が雇用維持を継続できるのは、雇用調整助成金の特例措置の延長期間までと

回答している。 

    さらに、特例措置が終了したのちは雇用維持が困難と２割以上の事業所が回答してお

り、新たな雇用維持の支援策への切り替えを進めていく必要性がある。 

    このような状況のなか、在籍型出向を対象とする新たな助成金制度が創設された。 

    また、全国および都道府県協議会を立ち上げ、情報連携や理解促進を進めていくことが

示された。 

    併せて、出向に関する情報収集と産業雇用安定センターを中心としたマッチング支援

の充実・強化を進めていくこととしている。 

    日本・東京商工会議所による調査によると、在籍型出向を行う際に利用した仲介機能と

して、産業雇用安定センターが 28.8％上がっており、一定の役割を果たしていること、

出向の対象となる人材の選定が課題として多く挙げられており、出向者へのきめ細かな

支援が必要である。 

    その他、京都府、福井県の好事例の紹介。佐賀局における在籍型出向支援の取り組み状

況について説明。 

  

（３）在籍出向について 

    産業雇用安定センター佐賀事務所長から「出向の概要」（資料３）によ

り説明。 
   （要約） 

労働者が出向元との関係を保ちながら、出向先と新たな雇用契約に基づき一定期間継 

続的に勤務する形態で出向元との雇用契約関係が維持されるものを在籍型出向、解消さ

れるものを移籍型出向という。 

    出向元は従業員を解雇せずに雇用が維持され、労務費を抑制することができる。出向先

は良質な人材が確保され、求人にかかる費用が軽減できる等のメリットがある。 

    また、出向者も出向先で新しい技術、企業風土を吸収し、出向元に戻ってから生かすこ

とができる。 

   （実際の出向にかかわった方々からの声を紹介。） 

    出向を命じる法的な根拠は、いろいろあるが、労働者の立場に立って寄り添う姿勢が大

事である。 

出向社員の賃金の支払い形態は、複数あるが、当事者間で任意に決定し、就業規則、出 

向契約等に定めることとなる。 

    また、賃金の支払い形態に基づき、社会・労働保険の加入、保険料の支払い元が決まる。

（一般的な例を紹介） 



    出向においては、本人の同意が必要で、出向の命令がその必要性、対象労働者の選定に 

照らして、その権利を濫用したものと認められる場合は、その出向は無効となる。 

    就業規則の出向労働者への適用については、一般的な考え方として、始業・就業時刻、 

その他就業時間等の就業管理及び服務規律、職場秩序維持に関するものは、指揮命令権

を有する出向先の就業規則が適用される。 

    出向開始前には、出向先での労働条件について、書面の交付により明示することが必要

である。 

 

 （４）失業なき労働移動のための連携協定について 

    佐賀県産業労働部長から「失業なき労働移動支援のための連携協定に

ついて」（資料４）により説明。 
       (要約) 

     県は、新型コロナウイルスの影響が長引く恐れがあるため、企業内での雇用維持の先 

を見据え、失業なき労働移動支援に取り組むこととし、従来から連携を図ってきた佐賀労 

働局へ声掛けを行い、産業雇用安定センター佐賀事務所を含めた 3者で昨年 11月に連携 

協定を締結した。 

佐賀労働局とは、これまで雇用対策等で連携を行っており、雇用調整助成金の申請制度 

等の説明支援を行ってきた経緯がある。 

また、産雇センターで支援している在籍型出向について、あまり世間一般には知られて

いない制度であり、広く周知されるべきと考えていた。 

先ほど、労働局や産雇センターから説明があったように、労働移動支援窓口の開設、セ 

ミナーの開催、定期的な対策会議の開催等、３者協定により、緊密な連携のもと情報を共 

有し、在籍型出向のマッチング支援を実施している。 

佐賀県においては、出向はまだなじみがない形態であるが、ご存じのように、佐賀県は 

今般、ANAグループから 9名の社員の出向を受け入れており、出向されたみなさんは県庁 

内でクリエイティブな部署で攻めの業務にかかわってもらっている。当部にも 1名が配 

属され、コスメ関係のイベント開催等を担うなど、活躍してもらっている。 

また、佐賀県庁は民間企業で働いていた方を積極的に採用しており、その割合は 12％ 

で日本一である。 

多様性・ダイバーシティの考えによりこれまでの県庁職員にはない新しい発想、仕事の 

やり方を取り入れている。 

このように出向におけるメリットは十分理解できており、今後民間企業間へも身近な 

こととして展開を図っていければと考える。  
 

（５）行政機関による出向支援の取組みについて 

   ①九州経済産業局から「九州経済産業局の取組」（資料５）により説明。 
   （要約） 

コロナ禍においても少子高齢化による生産年齢人口減少という構造的問題により、中 

小企業の人材確保・活用は課題となっており、当局においては、地域中小企業・小規模事 

業者の経営課題解決人材の確保・活用支援事業を実施している。 
     令和３年度は①中核人材（付加価値創造、生産性向上人材）確保・活用支援事業 ②即 

戦力人材（多様な人材）確保・活用支援事業 ③就職氷河期世代活躍支援事業 ④外国人 

材確保支援事業の４本を柱とした事業実施を計画しており、それぞれにおいて各企業に 

おいてどのような人材が必要か、ワークショップなどを行い、求人像を明確にしていただ 

き、その後にマッチングを行うことを計画している。 

    人材確保等促進税制について。ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた人材採用を後押

しするため、新規雇用者給与等支給額が前年度より２％以上増加している場合、控除対象

新規雇用者給与等支給額の 15％を税額控除できる制度に改正。 

    地域内外の取引実績や雇用・売上高を勘案し、地域経済への影響力が大きく、成長が 

  



見込まれる企業を「地域未来牽引企業」として選定し、地域の特性や強みを活用して地域

経済を牽引していく事業に取り組む地域の企業を後押ししている。 

     佐賀県においては、60社が選定されており、個別リストが、経済産業省 地域未来牽 

引企業ホームページに掲載されている。管内の地域未来牽引企業へ在籍型出向等支援制 

度をお知らせしたいと考えている。     
 

②九州運輸局から「新型コロナウイルス感染症による九州の公共交通事 

業者・観光事業者への影響」（資料６）により説明。 
   （要約） 

    各交通事業ともにコロナ発生前の平成 31年 4月との比較では、3月同様、厳しい数字 

となっている。特に、高速バス（60％収入減）、貸切バス（66％収入減）及び旅客船（52％ 

収入減）といった観光需要の利用割合の大きいモードについては、著しい落ち込みがみら 

れる。 

    4月の九州のバス・タクシー事業の輸送人員は、前年比で一般路線バス 72％、高速バス 

60％、貸切バス 45％、タクシー64％であり、先月から一般路線バス、貸切バスは減少し 

たが、高速バスは回復した。 

    4月の九州の鉄軌道・旅客船事業の状況は、輸送人員は対前年で地域鉄道 74％、主要離 

島航路 49％、長距離フェリー36％、観光航路 41％で、先月と比較すると鉄軌道はほぼ横 

ばい、旅客船は減少しており特に主要離島航路が大きく減少している。 

     九州の宿泊施設の稼働指数は、3月が福岡県緊急事態宣言解除もあり、上昇したが、4 

月は新型コロナ感染拡大により再び稼働が低下し、3か月ぶりの低下となった。 

    九州運輸局では、ホームページによる情報発信を行なっており、「在籍型出向支援の活 

用」や「人材確保・育成対策応援サイト」のバナーを設け、厚生労働省や労働局へのリン 

クも張っている。ご活用願いたい。 

 

 （６）今後の連携体制の構築について 

    佐賀労働局職業安定部長から「佐賀県在籍型出向等支援協議会による 

連携体制（案）について」（資料７）により説明。 
   （要約） 

    出向の成立に向けた有機的な連携体制を構築するため、今後の本協議会による連携体 

制について提案する。 

    各構成機関・団体は積極的に傘下の企業・団体等へ在籍型出向について周知・広報を行 

い、出向制度の認知度を高める。 

その結果としての出向の受入や送出し情報を収集し、佐賀労働局へ情報提供する。（情

報提供についての同意を事前にとる必要があることに留意。）佐賀労働局においてとりま

とめた情報を産業雇用安定センターおよび佐賀県産業人材課へ共有する。産業雇用安定

センターは個別マッチングの支援を行う。佐賀県はマッチング支援のためのセミナーや

相談会等を開催する。佐賀労働局は、出向成立の支援として産業雇用安定助成金の活用を

推進する。 

出向成立に至った場合、事例を蓄積のうえ、横展開を行う。 

   このような一連の取組により、好循環の形成を図ることとしたい。 

    周知等には、「労働移動支援相談窓口」、「産業雇用安定助成金」、「産業雇用安定助成金ホ 

ットライン」のリーフレットをご活用いただきたい。 

    佐賀労働局への出向企業情報のご提供には、所定の様式をご活用いただくよう準備し 

ている。その様式欄に情報提供に関する同意の有無を記載する欄を設けているので、もれ

なく記載をお願いしたい。 

 

   反対意見なく参加機関全員一致で連携体制の構築、情報の共有、労働局 



への出向情報の集約が了承された。 

 

（７）意見交換 

〈九州運輸局交通政策部 古賀次長〉 

 質問というかお願いでございますが、人材確保や人材育成対策用のサイト 

を設けておりまして、先ほどの在籍出向の関係の情報も載せたいと考えてお 

りますので、もし労働局様がそういった情報をネット上にあげる場合にはご 

一報いただけますと、そこにリンクをさせていただきたいと考えております 

ので、ご協力をお願いしてもよろしいでしょうか？ 

 

→【三宅安定部長】 

承知いたしました。労働局の方でも在籍出向にかかるページを用意してご 

ざいますし、情報が更新されましたら運輸局様の方にお伝えさせていただき

たいと思います。 

 

〈日本労働組合総連合会・佐賀県連合会 俣野副会長〉 

2点ほどございます。まず 1点目は印象めいたことで恐縮ですけれども、佐 

賀でこの在籍型出向のことを考えようとしたときに、当然近隣の県、とりわけ

福岡県との連携が欠かせないと思います。佐賀県内だけで完結できるわけで

はないというように思っていますので、労働側も含めてですが今後近隣の県、

長崎なり福岡なり。とりわけ福岡ということになろうかと思いますが、その連

携というものをみんなが意識して取り組む必要があるのだろうというように

思っております。 

2 点目ですけれども、先ほど増永所長のお話の中にもありましたがこの間、 

は私の産別の企業も含めて所長と一緒に回っているのですが、幸いこれまで

佐賀の多くの企業では先ほどお話しがあったように「出向」ということがあま

り必要性がなかったというのが背景にあって、就業規則には出向規定のこと

がしっかりと明記されていないという企業が多いことにはちょっと驚きます。

やはりそういったものをしっかりと就業規則なり労働契約に明記しておいて

いただく。あるいは出向規則についても最後はしっかりと明文化しておいて

いただくというのが大事だと思いますので我々も労働側も含めて組合を通し

て指導しますがぜひ行政の皆さんそして経済団体の皆さんからもご指導いた

だければありがたいなと思っております。以上 2点でございます。 

 

→【加藤労働局長】 

今いただいたご意見ですが、県境にお住まいの方については生活圏が他県 

にもまたがっておりますので、そういう場合はやはり働く方のお気持ちを優

先すると他県の企業との連携も必要になってくると思います。2つ目はやはり

就業規則に出向規定が定められていないがために、いざというときにすぐに

出向に取り組むことができないという課題があります。その点につきまして

は今後の取り組みの中でいざというときのために準備を進めていただく、準

備に取り組んでいただくということも一つの取り組みになると思っておりま



すので、また皆さまとご相談しつつ、その点を意識して進めていきたいと考え

ております。 

 

〈佐賀県産業労働部 寺島部長〉 

せっかくの機会でございますので、経営者協会の福母専務理事と中央会の 

江島専務理事に現状等についてお聞かせいただきたい。先ほどからお話に出

ておりますように「出向」というのが特に県内の企業にとってはなじみがない

制度であるということと、一部人気テレビドラマの影響などもあったりして

ネガティブなイメージを抱いておられる方も多いのだろうなというのもあっ

て、非常に有効で必要な対策だとは思うがハードルが高いのだろうなと思っ

ていまして、今それぞれ経営者協会さん、中央会さんの中で「出向」というも

のに対して何かお話し合いがなされているかとか、実際そういった相談めい

たことが出ているのかといった現状をお聞かせいただければと思います。 

 

→【佐賀県経営者協会 福母専務理事】 

昨年ですが、経営者協会では雇用調整のセミナーを開催しました。このセミ

ナーは雇用調整を行う際に労使紛争に発展しないために、従来の労働法制、判

決を踏まえた、紛争発生リスクを減らす雇用調整方策をご説明したのですが、

企業に求められる解雇回避努力の一方策として「出向」をご説明したところで

す。その際に、出向について数社の事例、これはずいぶん前の話になりますが、

佐賀県の西部地区にある会社から自動車メーカーに数十名を半年以上出向さ

せた事例で、出向から帰ってきた社員のスキルが上がって、大変良い機会とな

ったと出向元の経営者が感謝されていたという説明をしたところ、出席され

た複数の会社から出向を検討したいというご要望がございました。このため、

直ちに産業雇用安定センター等に連絡し実現に向けた取り組みの支援をした

ところです。一方で、県内企業はこれまで人員をかなり減らしてきていて、な

おかつコロナということで、先行きが読みにくいということで雇用調整助成

金の活用により雇用を維持しつつ、コロナが収束して景気が正常に戻った場

合に対応できるように準備をしている段階であろうと思います。元々人員を

減らしている中で、他社に何ヶ月間か出向させいる間に急に仕事が来たとき

に、取引先に非常にご迷惑をかけるのではという心配はあります。従って、出

向については現時点ではこうした企業の雇用の状況を踏まえていく中で実現

するには相当な努力が必要であると感じています。幸いなことにこういった

お集まりの皆さんで支援体制が組まれるということですので、企業の雇用維

持の一方策として実りあるものになるように経営者協会としても情報提供等

を含め支援をしていきたいと考えています。なお、就業規則等の問題もありま

すが、中小零細企業では出向自体なじみがないことも考えられますので、県の

寺島部長から意見が出されたように「事例」を数多く企業に伝えることで出向

という言葉自体のなじみの度合いを上げていくことで、出向に取り組む前向

きな姿勢に変わることも期待できますので、こうした点でも協力していきた

いと考えています。 

 



→【佐賀県中小企業団体中央会 江島専務理事】 

※マイクの調子が悪いため画面に文字を出していただき、山田課長が代読。 

「佐賀県内企業の雇用と慣行とは「採用」から「退職」が基本である。ただ、 

人口減の中では出向も有効な手段なのかと思われる。就業規則は厚生労働省 

モデル就業規則を利用している。当該モデルへの盛込みが必要なのではない 

でしょうか」 

 

→【佐賀県産業労働部 寺島部長】 

お二方ありがとうございます。 

出向はあくまでも手段でございますので、雇用の安定そして労働者の方の 

暮らしを守るというその目的のためにいろんな手段があるのだろうと思いま

すが、その中の一つとして、こういうものがあるんだということを幅広い手段

の中からそれぞれの企業で選択をお考えいただければなと思います。まずは

知っていただきたいということで、皆様方のお力をお借りしてやっていきた

いと思います。 

 

→【佐賀労働局職業安定部 三宅部長】 

就業規則ですが、先ほどの寺島部長の資料の中にある「出向早わかりガイド 

ブック」というものがあるのですが、この中にモデル的な就業規則の例を記載

してございますので、是非こちらをご覧いただければと思います。（ガイドブ

ックを画面に映して）これがガイドブックになるのですが、この中に就業規則

の例ということで、こちらは産業雇用安定センターさんからご提供いただい

た出向に関する規定の見本をガイドブックの中で整理させていただいていま

して、佐賀労働局のホームページにも掲載してございます。この他にも厚生労

働省が「在籍出向ガイドブック」というものを作成していまして、こういった

ものと併用しながら出向について周知を図り、また就業規則の規定等も広め

ていきたいと考えています。 

 

 

４ その他 

  特になし。 

 

 

〈閉会 事務局〉 

 本日の検討結果により、当該スキームで今後情報共有を図ってまいります。 

 本日の議事概要につきましては、事務局で作成を行いまして、作成後各構成 

機関の皆様方にご提供させていただくとともに佐賀労働局のホームページで

公表をしたいと思います。 

それではこれをもちまして、令和 3年度第１回佐賀県在籍型出向等支援協 

議会を終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

 


