
令和 3 年度第２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 10月 18日 

                              14:00～15:10 

                        場所：オンライン会議 

 

新型コロナウイルス感染防止に配慮し、オンライン（Zoom）にて開催。 

 

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 

  佐賀労働局長より 
（抜粋） 

ご出席のみなさまにおかれましては、佐賀県在籍型出向等支援協議会の取り組みにご協

力いただき感謝申し上げます。 

昨年の今頃は、雇用調整助成金を活用して雇用の維持を図っていただいている企業が多

く見受けられたところ、雇用調整助成金の特例措置終了後の雇用維持を図る取り組みとし

て、佐賀県産業労働部、産業雇用安定センター、佐賀労働局の 3 者が協定を締結して、在

籍型出向による支援を進めてきたところです。 

      これまでの各種施策により佐賀県内においては、コロナの影響による大規模な人員整理

等は発生をしていない状況でありますが、今後も協議会のメンバーの協力を得て実行ある

実績を上げていく必要があります。 

     本日の会議においては、これまでの取組状況、在籍型出向の成立事案等の情報共有、今

後の取組方針等を協議していくことが主になります。 

     現在、新型コロナウイルスの感染拡大に対して雇用維持を図るため、在籍型出向の取組

を推進していますが、人材育成などの側面で在籍型出向の活用が図られるよう取組むこと

も今後の課題と考えています。 

    本日は、これまでの取組に関する説明が主になると思いますが、情報の共有を図って、み

なさまの強みを生かした取り組みを進めていただきますようお願いいたします。 

 

 

３ 議題 

（１）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 1）により説

明。 
   （要約） 

前回の説明同様、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。 

    佐賀県の求人・求職の推移について、7月の有効求人倍率は、1.26倍となり、8月も大

雨等の影響や感染者数の増加もあったが、1.25倍と 1.2倍台を維持している。 

    新規求人については、製造業が大幅に増加している一方、運輸・郵便業が減少している。

旅客運送の減少や貨物運送の先月からの反動減が影響している。 

    宿泊業、飲食サービス業には明るい兆しが見えており、飲食サービス業は 6か月連続の

増加となった。 

今後は、東南アジアにおける感染拡大の影響で部品の供給が停滞していること、半導



体の需要不足等により自動車の生産調整に伴う関連する製造業への影響に注意してお

く必要がある。 

求人求職のミスマッチについては、傾向はこれまでと同じで、事務職は求人倍率が低

く、就職希望者は多いが、求人は少ない、保安、建設等は高い状況であり、求人は多い

が、人が集まらない。といった状況が続いている。 

雇用保険受給者を見てみると、令和 3年 4月以降受給資格決定件数が減少傾向だった

が、8 月増加に転じ、以降ゆるやかに増加。ワクチン接種が終わり転職に向けて動き出

した層がいるものと推測でき、自己都合退職者が増加したことが原因である。今後注視

が必要。 

     雇用調整助成金申請件数の推移であるが、昨年 4月以降、特例措置の運用により 9 月

まで大きく件数が増加したが、以降は減少したり伸びたりといった状況となっている。 

ただ、新規の申請件数をみると、昨年 6月に大きく増加して以降減少に転じ、昨年 10 

月以降は、落ち着いて推移しており、新たに雇調金を申請する企業は少なくなっており、

今までの申請企業が継続して申請している状況が見て取れる。 

     また、時短要請等の措置の後に若干申請件数が増加する傾向もみられる。 

産雇金の受理状況は、労働者ベースで規模別にみると、中小から中小への出向が一番

多く、次いで大企業から大企業、中小から大企業、大企業から中小といった順になって

いる。 

       業種別には、出向元が運輸・郵便業が最多、出向先は製造業が最多となっている。出

向成立の最多は製造業から製造業、異業種への出向割合は 65.3％となっている。 

在籍型出向に関するアンケートが実施されており、その結果、出向を実施した企業、

労働者から非常に高い評価を得ている。出向元企業は労働意欲の維持向上、能力開発を、

出向先企業は、自社従業員の業務負担軽減、即戦力の確保を、出向労働者は能力開発、

キャリアアップや雇用の維持を非常に高く評価している。 

     一方評価しない理由として、企業は出向までの負担、労働者は職場環境の変化による

精神的負担を挙げている。 

     在籍出向について、出向元の約半数、出向先の約 6割が引き続き利用したいと回答し

ており、非常に有効な手段であると考えられる。その理由として、助成金の支給をあげ

る企業が、出向元で 57％、出向先で 51％と助成金が出向のインセンティブとなっている

のがわかる。 

こういったツールを効果的に活用して、出向支援を進めていきたい。 

  

  

（２）関係機関の取り組み状況について 

   ①佐賀労働局職業安定部長から「在籍型出向等支援の取組ついて」（資

料 2-1）により説明 
   (要約) 

在籍型出向等支援の取組として、9月末現在の状況について説明する。 

佐賀労働局と佐賀県、産業雇用安定センターと連携して支援を行っており、その中で

支援セミナーを随時開催している。まず 7 月 30 日にハローワーク佐賀において社会保

険労務士会の協力も頂きセミナーを実施、10 事業所が参加した。また 9 月 30 日にはハ

ローワーク鳥栖において、佐賀県受託の地プロ事業との共催でセミナーを開催し、5 事

業所が参加した。これらのセミナーの参加企業にはアンケートを行っており、出向の意

向がある事業所については、産業雇用安定センター同行で、8事業所を訪問した。  

また、随時佐賀労働局のホームページについて充実を図っており、先日、九州運輸局

から申し出頂いた相互リンクや特設サイトを設けて出向支援の内容や本協議会、セミナ

ー等の各種情報を掲載する取組を行っている。 

従来から産業雇用安定センターに対しては、情報提供を行っているところ、今も少な

いながらも雇用調整助成金の新規事業主に対してはアンケート調査を行い、そこから得

られた情報やセミナーで得られた情報については、随時共有をしており、提供件数は 389



件となっている。 

次に、当局職員が、事業所への出向意向の確認及び産雇金制度等の説明のため、雇用

調整助成金の申請事業主やハローワークの求人事業主等 39事業所にアプローチをかけ、

24社を訪問している。 

次に、佐賀県内 6カ所のハローワークに予約制により産業雇用安定センターが出張し

てワンストップ相談を実施する労働移動支援相談窓口を延べ 30 日開設し、21 事業所が

参加した。 

また、産業雇用安定助成金について、本省に産業雇用安定助成金のコールセンターが

あるが、佐賀局は独自にホットラインを開設し、より個別の情報、個別の相談に応じる

体制を確保している。この電話による相談件数は開設した今年の 3 月から延べ 60 件に

上る。 

これまでの複合的な支援のなかで、産業雇用安定助成金の活用支援も行っており、3

企業、6人の計画届を受理している。 

資料に１点修正があり、県と産業雇用安定センターと労働局の 3者協定に基づく複合

的な支援による出向成立件数が、2 企業 3 人と記載しているが、1 企業 2 人へ訂正をお

願いする。 

 

②佐賀県産業労働部副部長から「佐賀県の取り組み状況について」（資

料 2-2）により説明 
（要約） 

県では現在佐賀労働局、産業雇用安定センターと役割分担のもと、相互に連携しなが

ら企業向けセミナーやハローワークでの相談会の開催などの取組を進めている。 

9 月からは、佐賀県地域活性化雇用創造プロジェクト（以後地プロという）事業を実

施している。今年 3月に国に選定された雇用対策事業で、労働移動と新規就労を促進す

るための 3つの事業、すなわち労働移動・就職支援、就労環境改善支援、雇用拡大支援

を行うこととしている。令和 5年度末までの 3カ年の事業としてこのプロジェクトをス

タートしている。現在は人手不足企業を中心に企業訪問を実施し、丁寧なヒアリングを

行い求人が充足していない要因を把握し、その企業に応じた、社労士などの専門家を派

遣している。 

また、求人に関するコンテンツの作成支援や関係機関との連携構築を行っている。 

10 月 8 日現在延べ 33 社の事業所を訪問しており、訪問をした企業のうち、在籍型出

向への関心があるとされた企業が 8社、そしてその 8社のうち就労環境改善をしたいと

して専門家、社労士による支援を要望された企業が 4社あり、そのうちの 2社には既に

社労士による訪問を実施した。残り 2社についても近日中に訪問予定である。 

例えば、社労士が訪問した中の 1 社では 20 代 30 代の人材がほしいとの要望がある

が、時間外労働が多い状況であったので、働き方改革関連法について説明を行うととも

に、年休の管理方法や現在の就業規則の見直しの提案を事業者に寄り添って、丁寧にア

ドバイスを行っている。 

その他、労働移動支援セミナーを順次開催しており、県内の企業を対象に出向の概要

や助成金関係、労働法令関係、地プロ支援メニューの説明を行っている。先ほど労働局

からも説明があったが、既に佐賀・鳥栖で開催をしたところであり、今後 11 月 4 日に

は唐津、12月 3日には武雄のハローワークを会場に開催予定である。 

県においては、なるべく多くの企業に在籍型出向のことを広く知ってもらうというこ

とが大事だろうと思っており、引き続き関係機関・団体等との連携を図りつつ、地プロ

の取組も含めさらなる周知・広報、普及・啓発に取り組んで参りたい。 

 

③産業雇用安定センター佐賀事務所所長から「産業雇用安定センター

の取り組み状況について」（資料 2-3）により説明 

（要約） 

 



資料１ページ目の具体的な取組み項目の①～④については、労働局の説明と重複して

いるので、説明は割愛する。それから⑤は産雇センターの日常業務の中で行っているこ

とで、企業訪問をするときに在籍型出向に関する広報活動を実施している。 

今後の活動方針としては、①～⑤の取組を継続してやっていきたいということと、今

現在まだ出向の継続案件があるので、情報提供のための収集を継続して行いつつ、マッ

チングの推進を図っていきたいと考えている。 

これまでの実績について説明すると、各ハローワークで相談窓口を設置して相談に対

応した件数について、窓口の設置回数が 30回、相談事業所数が 20社。うち出向が成立

したのが 1件で 2人となった。 

セミナーの開催については先ほどの説明にもあったが、2回開催をされており、15社

の参加があった。 

次に、労働局からの説明にもあったが、労働局から出向に関するアンケート結果や事

業所情報の提供を受けており、9 月までの累計で 389 件あった。ただし 1 社で複数回回

答されている企業が、20社あったので新規の件数としては 369件となる。 

提供された情報に基づいて事業所訪問を実施しているが、今はこういう状況であるた

め訪問する前に必ず電話でアポを取っており、電話だけで済んだ件数が 27件であった。

実際に訪問した件数は 79 件であり、現時点でアンケートに基づいて出向が成立したと

いう事例は発生していない。 

相談窓口あるいはアンケートの結果から実際に、具体的に出向に出したい、あるいは

出向を受け入れたいという相談があった件数はトータルで、まず出向に出したいという

相談が 9件、うち、成立が 1件で 2名、現在も継続対応中案件が 3件という状況である。   

ただ、アンケートや相談窓口からの情報に基づくもの以外でも出向の成立が発生をし

ており、産雇センターの事務所間、佐賀県と他の県の事務所と情報共有をして出向が成

立したという事案も含まれている。 

次に受入をしたいとする相談件数が 11 件、成立が 2 件 3 名となっている。現在も継

続対応中が 6件ある。これには、先ほど説明したように産雇センター間での成立が 1件

含まれている。 

 

    ④九州経済産業局から「九州経済産業局の取組」（資料 2-4）により説

明。 
    （要約） 

当局の取り組みとしては、在籍型出向等支援に向けて研修会と広報を実施している。

九経局の職員が出張などで企業の方と会うときに在籍型出向について話せるように、局

職員向けの研修会を行った。説明は私が行い、内容は在籍型出向についての説明と制度

説明を望む企業の情報収集の依頼である。 

次に広報については、九経局の HP において広報している。まず、5 月 25 日に、先ほ

どお話した局内研修会と同じような内容を掲載している。 

また、福岡の在籍型出向等支援協議会では、産業雇用安定センター福岡事務所が主催

となり説明会を開催している。この説明会は福岡労働局と福岡県が共催、九州経済産業

局が後援となっている。5月 25日にこの説明会を HPにて PRしており、6月 10日、7月

29日、9月 29日と同じような形で説明会・相談会を PRしている。9月 29日に掲載した

説明会は、主催が福岡労働局、福岡県、産業雇用安定センター福岡事務所で、九経局が

後援となっている。 

さらに、経産局には 5 つの部があり、各部においてメルマガを運用しており、送付先

は計 1 万 2 千余りになる。HP の掲載内容を適宜このメルマガも活用して配信している。 

なお、参考までに、福岡の在籍型出向等支援協議会の産業雇用安定センター福岡事務

所にお聞きしたところによると、今年の 2月 8日～9月 30日までの集計で 130名の出向

が成立しているとのこと。 

 

⑤九州運輸局から「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他」（資料 2-5）により説明。 
   （要約） 

資料 1ページから 4ページについては、基本的にはコロナの影響による事業者の状況、

雇用環境についてまとめた資料である。特に 8月はオリパラ等もあり、一部の事業所で

は回復基調となっている。 

資料 4ページにおいて、宿泊事業の状況は、昨年秋ぐらいに Go Toトラベル等のキャ

ンペーンを行っており、かなり上向いていたが、3 年度においても、そういう取組があ

ると、事業回帰につながるものと思料する。今のところは、赤い折れ線グラフのような

状況で推移している。        

5ページからは、取組状況で、九州運輸局の HPのトップページの中で「新型コロナウ

イルス感染症対策情報」として、在籍型出向制度の活用というコーナーを設けている。   

ここから、厚生労働本省と各労働局にリンクを張っており、新しい情報を常にこの場

で閲覧できるように配慮している。 

6 ページは、九州管内の労働局から制度変更等の情報提供があった場合に、記載の各

事業者団体に情報提供を行っている。 

 

 

 （３）出向事例について 

    産業雇用安定センター佐賀事務所から「在籍型出向成立事例」（資料３）

により説明。 
       (要約) 

     今回成立した事例は、送出企業が運輸・郵便業の企業規模 94名の事業所で、出向者の

職種は、サービス業。受入企業は、医療業の事業規模 540名の事業所で、出向者の職種

としては受付事務。 

今回の送出企業の狙いは、第一に新型コロナ感染症拡大の影響を受けての雇用の維持。

第二に、社員の成長につながるスキルアップ。第３に地域への貢献もしくは出向先への

貢献。第４に企業間交流の強化であり、今後の働き方改革も含め、他企業の働き方の多

様性を学ぶこと等が目的となっている。 

受入企業は、日ごろから「人から信頼されるような人柄、言葉使い、態度、社会人と

してのマナー」等を常に目指しており、今回の出向受け入れにおいて、他企業のこうい

ったノウハウを習得する目的があった。一定期間の研修と OJTによる従業員のレベルの

向上を図り、他企業との交流の強化を、顧客の満足度の向上に結び付けていくことを目

指している。 

出向者は、そのような企業目的の中で、新たな業務の経験による能力の向上というも

のを目標とし、出向先での貢献とやりがいを目指している。ここが非常に重要で、出向

者に対する説明とか出向者のモチベーションの維持・向上、そして出向者の同意にも関

係してくるので、貢献とやりがいとスキル向上を目的とすることが大事なことになる。 

出向企業における共通点は、地域貢献とか人材育成、顧客満足度向上というものであ

り、出向の目的が明確である。今回コロナ感染でお互い大変な中にあるが、両者ともで

きることを前向きに挑戦して、一歩を踏み出す意識が強い企業である。 

今回の出向成立においては、産業雇用安定助成金の制度が非常に有効であり、この助

成金の活用を念頭に両者のマッチングを進めていった。 

出向成立の経緯について説明すると、まず 3月に受入企業の選択と提案を行った。受

け入れ企業については、日頃の訪問で、企業理念の中に人材育成を大切にする社風があ

る事を理解していた。出向の提案に賛同してもらえる具体的な案を持って訪問し、出向

の提案を行ったところ、実施の意向は得られたが、費用面が課題として浮かび上がった。

そこで、産業雇用安定助成金を紹介して、これを活用して出向の受入を目指すこととな

った。 

次に送出企業の探索を行った。新型コロナ感染拡大の影響を受けた運輸・郵便業を中

心に、受入企業のテーマに対応・適応でき、満足のいくような成果が出せる送出企業を



一つ一つ選定し、訪問による開拓を実施した。訪問の際は、具体的な出向のメリットに

ついての提案を行った。人材育成、従業員のキャリアアップ等提案する中で企業の理念

に合致し出向の送り出しを希望する企業が見つかった。 

受入企業と送出企業の顔合わせを行い、次に受け入れ企業の職場見学を実施した。 

日程調整、見学内容、業務内容、面談等をセンター主導で調整した。 

この職場見学を行うことが重要な点であり、実際に出向者が働く現場を見ることによ

り理解が深まり、出向者への説明において、疑問点や不安点を解消することができる。 

その後送出企業の本部の許可が下り、受入企業、送出企業、当センター参加のもと、

労働局から産業雇用安定助成金の詳細説明を受けた。 

書類作成においては、疑問点等丁寧に労働局から教示をうけ、スムースに申請準備が

整った。 

出向契約を 9月に締結し、10月から出向を開始している。 

10月 1日に辞令交付式とオリエンテーションを実施しており、出向元の企業が出向先

を訪れて本人に励ましの言葉をかけたり、オリエンテーションにも同行している。今後

出向の実施に伴い、出向者の状況を把握しておくため、出向元上司が出向先を定期的に

訪問する予定である。出向者と面談を実施しながら、今後改善すべき点等があればセン

ターや出向先も含めて改善を図っていくこととしており、両者及び出向者にとって有益

なものとなるようフォローアップを実施していく。 
 

 

（４）産業雇用安定助成金の改正等について 

   佐賀労働局職業対策課長から「産業雇用安定助成金について」（資料４）

により説明。 
   （要約） 

産業雇用安定助成金は、本年 2月に新設され、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇

用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成を行う制度である。 

労働者の雇用を維持するための助成金としては、雇用調整助成金が広く活用されてい

る。雇用調整助成金は、休業や教育訓練に併せ出向も対象とする制度であるが、助成対

象が出向元事業主に対する賃金等の補填額・負担額に限られている。これに対し新設さ 

れた産業雇用安定助成金は、出向元事業主及び出向先事業主双方に対して、それぞれが

負担する賃金のほか、出向中の労働者の労務管理や人事管理に要する費用等に助成する。 

本助成金のメリットの一つとして、出向初期経費に対する助成があり、就業規則や出

向協定書の整備費、出向前の教育訓練費、出向者を受け入れるための機器や備品の整備

費などに対して助成をするもので、出向期間や要した金額にかかわりなく、一定額（10

万円 場合によっては 15万円）が支給される。本助成金の詳細については、産業雇用安

定助成金ガイドブックに掲載しており、厚生労働省 HPまたは佐賀労働局 HPからダウン

ロードして確認してほしい。不明な点があれば、佐賀労働局職業対策課助成金室に本助

成金のホットラインを設置しており、ご活用願いたい。 

続いて制度の改正内容について説明する。これまでに本助成金の対象とならなかった

「資本的・経済的・組織的関連性などからみて、独立性が認められない事業主間で実施

される出向」においても、令和 3 年 8 月 1 日以降に、新たに開始される出向であれば、

助成対象となる。 

なお、親会社と子会社間の出向や子会社間での出向は、資本金の出資状況、取締役会

の構成員などにより、独立性が認められる場合と認められない場合があり、詳細につい

ては、さきほどのホットラインへ問い合わせてほしい。 

また、独立性が認められない事業主間の出向については、通常の配置転換の一環とし

て行われる出向と区分して行われる出向である必要がある。 

さらに、独立性が認められない事業主間の出向の場合の助成率は、リーフレットのと 

おり本来の助成率より低く設定されていること。さきほどメリットとして説明した、出   



向初期経費に対する助成はこの場合対象とならないことについてもご留意願いたい。 

なお、上限額については、独立性がある出向の場合と同様となる。 

今回の制度改正についても、詳細については、ホットラインに問い合わせてほしい。 

本日ご参加の皆様、特に事業主団体におかれては、傘下企業において、制度改正の活用 

の可能性があれば、ぜひご周知いただくようお願いする。 

最後に、佐賀県における産業雇用安定助成金計画届の受理状況について説明する。 

9月 30日までに受理した計画届は、3件で出向者は 6人。企業規模別では、中小企業か

ら大企業への出向者が 2人、中小企業から中小企業への出向者が 4人となっている。 

業種別では、運輸業から運輸業への出向者が１人、運輸業から医療・福祉業への出向者

が 2人、他に分類できないサービス業から学術研究・専門・技術サービス業への出向者が

3人となっている。 

本資料は、計画届を受理した都度更新する。 

 

 （５）今後の活動方針について 

    佐賀労働局職業安定部長から「今後の活動方針について」（資料 5）に

より説明。 
   （要約） 

   雇用調整助成金の新規申請が減少しており、アンケート調査が一巡してきたため、今 

後の活動方針としては、佐賀県が実施している地域活性化雇用創造プロジェクト（以下 

地プロ事業という）との連携がポイントとなってくる。 

     ひとつは、中小企業において、就業規則への出向規定の未整備が見受けられるため、地 

プロ事業と共同で実施するセミナーにおいて、社会保険労務士会と連携して、どういった 

規定をしたらいいのか、具体的に事例を示しながら説明を行うこととしている。 

    ふたつ目は、労働移動支援セミナーに参加される企業は、比較的出向に関心がある企業 

が多いため、そこからキャッチアップをして、具体的に出向につなげていく取り組みを実

施する。 

本協議会の構成員の皆様におかれては、産業雇用安定助成金をはじめ、様々な情報提供

を傘下企業に対し実施いただいていると思料されるが、今後もセミナーを開催していくと

いうことをご承知おきいただき、こちらからセミナーの開催情報を提供した折には、ぜひ、

関係企業・団体へ周知をいただくことで、参加者の増加を図りたいと考えている。 

 また、このような周知・広報が行われていくと、マッチング支援も自ずと増えていくも

のと思われる。 

先ほど職業対策課長から説明したように産業雇用安定助成金のグループ企業への適用

が 8月 1日から実施されているので、企業が、グループ企業への出向にも助成金がでるこ

とを知れば、ぜひ、在籍型出向を活用したいということにもなり、マッチング支援に繋が

って成立事案も増加していく。 

今後も先ほどの産雇センターからの説明にあったフォローアップ支援を含めた複合的

な支援を行っていき、在籍型出向による雇用の維持が図られるよう取り組んでいきたい。 

       

（６）意見交換 

    特に意見なし 

 

４ その他 

事務局からの連絡 
   本日の議事概要につきましては、事務局で作成をいたします。作成後各構成機関へ提供さ

せていただくとともに、佐賀労働局ホームページで公表をいたします。 

 

 

〈閉会 事務局〉 



 それではこれをもちまして、令和 3 年度第 2 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。 
 

 


