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令和元年度 第 1回佐賀地方労働審議会 
１ 日 時  令和元年１１月２８日（木）  １０時００分～ 
２ 場 所  佐賀第２合同庁舎 ５階 共用大会議室１ 
３ 出席者  公益代表：板橋委員、江崎委員、澤野委員、橋本委員、早川委員、福島委員 

労働者代表：井手委員、石橋委員、田中（朋）委員、原委員、俣野委員 
使用者代表：江島委員、坂井委員、田村委員、平野委員、松永委員 

       事務局：菊池労働局長、富永総務部長、新納雇用環境・均等室長 
           高橋労働基準部長、松村職業安定部長 
４ 議 題  令和元年度佐賀労働局重点施策の主な取組状況について 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官 
 それでは皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、只今から令和元年度第１

回佐賀地方労働審議会を開催いたします。私、議事進行まで司会を務めさせていただきます

雇用環境・均等室の白武と申します。よろしくお願いいたします。まず資料の確認ですが、

事前にお配りしておりました２種類の資料、まず「令和元年度佐賀労働局重点施策の主な取

り組み状況」、それと「平成３１年度佐賀労働行政のあらまし」とあります。この２つにつ

いては事前に配布しておりましたが、今日ご持参でないという方は今からお持ちします。そ

れと席上「令和元年度第１回佐賀地方労働審議会」という資料があると思います。ない方は

いらっしゃらないでしょうか。１点修正がございます。この席上の資料ですけれどもめくっ

ていただいて、上の方から式次第、席次表、あと委員名簿が付いてあろうかと思います。委

員名簿の中で１点修正をお願いしたいと思います。１番上、板橋委員の役職名ですけれども、

佐賀大学文化教育学部教授ということで記載がございますけれども、正確には教育学部とい

うことでお聞きしておりますので恐れ入りますが修正をお願いいたします。それとこの審議

会の方は議事録を作成することにしております。お席の上にマイクがあろうかと思います。

これはすでに録音状態になっておりますので、触らないようにお願いしたいと思います。こ

の審議会は佐賀地方労働審議会運営規程第５条の規定により議事を公開することにしており

ますので、ご了承の方をよろしくお願いいたします。本日は委員の改選後、初めての審議会

ですので会長選任までの間、引き続き私の方で進行を務めさせていただきますのでよろしく

お願い申し上げます。まず新たにご就任いただきました委員の皆様をご紹介申し上げます。

先ほど見ていただいた委員名簿の方をご参照していただければと思います。まず公益代表の

江崎委員です。 
 
○公益代表 江崎委員 
 江崎と申します、よろしくお願いいたします。 
 



2 
 

○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官 
 労働者代表の俣野委員です。 
 
○労働者代表 俣野委員 
 よろしくお願いします。 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官  
 使用者代表の田村委員です。 
 
○使用者代表 田村委員  
 よろしくお願いします。 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官  
 同じく平野委員です。 
 
○使用者代表 平野委員  
 平野でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官  
 同じく松永委員です。 
 
○使用者代表 松永委員  
 松永です、よろしくお願いいたします。 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官  
 なお引き続き、ご就任いただきました委員の皆さまにつきましては時間のご都合もござい

ますので、お手元の委員名簿をもって紹介に代えさせていただきたいと思います。就任いた

だきました委員の皆さまには局長よりお一人お一人に辞令をお渡しすべきところではござい

ますが、すでにお手元に配布させていただいておりますので、お確かめいただきますように

お願いいたします。次に本審議会の定数の報告をさせていただきます。審議会の成立につき

ましては地方労働審議会令第８条により審議会は委員の２／３以上または公益代表委員、労

働者代表委員、および使用者代表委員の各々１／３以上が出席しなければ、会議を開き議決

することができないと規定されております。本日は使用者代表の橋口委員と労働者代表の田

中委員がご欠席で、今現在、委員１８名のうち１６名のご出席をいただいておりますので、

当審議会が有効に成立していることをご報告いたします。続きましては議題の２、会長の選

任に移らせていただきます。会長の選任につきましては地方労働審議会令第５条により公益
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を代表する委員のうちから委員が選挙するとされておりますが、いかがいたしましょうか。 
 
○公益代表 澤野委員  
 いいですか。 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官  
 はい。 
 
○公益代表 澤野委員  
 これまで会長代理をしていただきました、早川さん、労働問題にも精通していらっしゃる

ということですので会長にご推薦したいと思いますけれどもいかがでしょうか。 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官  
 皆さま、いかがでしょうか。 
 
○参加委員  
 異議なし。 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官  
 ありがとうございます。皆さまのご賛同がありましたので、会長には早川委員の方にお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは以降の議事進行については早川

会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。 
 
○早川会長  
 先ほど、会長に選任されました早川でございます。大変不慣れでございますが、本委員会

の議事、円滑な議事進行に努めてまいりたいと存じます。つきましては委員の皆さま方のご

協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは議事を進行します。まず会長代理の指

名です。会長代理につきましては地方労働審議会令第５条により会長に事故があるときは公

益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職を代理することになっ

ております。会長代理には澤野委員を指名させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 
 
○公益代表 澤野委員  
 よろしくお願いします。 
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○早川会長  
 次に部会委員の指名です。当審議会では佐賀地方労働審議会運営規定第９条に基づき、部

会として労働災害防止部会および家内労働部会を置いておりますが、各部会の委員について

は地方労働審議会令第６条で、部会に属すべき委員は会長が指名するとされておりますので、

部会ごとに私から委員の指名をさせていただきます。まず労働災害防止部会の委員を指名い

たします。まず公益代表から板橋委員・橋本委員、労働者代表から俣野委員・原委員、使用

者代表から田村委員および松永委員、以上６名の皆さまにお願いいたします。続きまして、

家内労働部会の委員の指名をいたします。公益代表から板橋委員・橋本委員、労働者代表か

ら原委員・田中朋美委員、使用者代表から江島委員および松永委員、以上６名の皆さまにお

願いいたします。皆さま、よろしくお願いいたします。それでは次第３の労働局長の挨拶に

移ります。菊池局長お願いいたします。 
 
○菊池労働局長  
 菊池でございます。委員の皆さま方には大変お忙しい中、地方労働審議会の委員をお引き

受けいただきまして誠にありがとうございます。また本日はお忙しい中、ご出席を賜りまし

て、厚く御礼を申し上げます。それから皆さま方にはそれぞれお立場から、私ども労働行政

の運営推進に多大なご理解・ご協力を賜っております。重ねて御礼を申し上げる次第でござ

います。ご案内のとおり、私ども労働局の現在の最大の課題は働き方改革の推進でございま

す。本年４月には大企業における時間外労働の上限規制、あるいは年休１０日以上付与され

ている方に対する最低５日間の年休の付与の義務化などが施行されておりますし、来年の４

月からはいわゆる同一労働・同一賃金がいよいよ施行され、「これが始まります。」と、一

言申し上げれば、「なるほど分かりました。」という単純なものではなくて、「じゃあどう

したらいいでしょうか。」と、企業によって、その企業の個々の状況に応じて、対策という

か対応策が、必要になってまいります。周到な準備が必要なところでございますので、これ

も一生懸命、周知であるとか相談体制の強化であるとかに努めているところでございます。

あるいは、今のは法律改正事項でございますけれども、働き方改革はそれにとどまるもので

はなくて、高齢者、障害者あるいは介護および育児などを担う方々、あるいは病気の治療中

の方々でも仕事が続けていただけるような環境整備などなど幅広い施策を推進する、誰もが

能力等を発揮いただいて、それによって企業の人材確保の方に繋げて、企業の維持発展にも

繋がっていくと、こういう状況、社会をぜひ進めていきたいとこんなふうに思っているとこ

ろでございます。人口減少あるいは生産年齢人口減少といいますか、進んでおりまして、た

だでさえ人手不足といわれている中でございますけれども、非常に企業の皆さま方にとって

は人材確保が難しい昨今でございます。そうした中で、まさに働き方改革を進めることは人

材確保にとって不可欠な取り組みだろうというふうに思っております。そういった取り組み

に、私共としてはぜひ支援を最大限させていただいて、企業が佐賀の企業がぜひ発展してい

ただけるような状況をつくっていきたいというふうに思っております。関連して申し上げま
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すと、毎年今頃、来年の春の高校生の就職活動が今、盛んに行われており、ちょっとピーク

は少し過ぎたところですけれども、例年、県内の高校生の方々の就職希望者のうち、県内を

希望する、県外を希望する、いろいろありますけれども、県内を希望する方々というのが６

割を切っている、４割以上は県外に出かけていかれるというのが続いておりまして、私共も、

あるいは県なども、もっとこの県内に人材が残っていただけないかということでいろいろ対

策を進めているところでございます。来年の卒業予定者に関しましてはいろいろと施策を講

じてきた成果だけではないかもしれませんけれども、現在のところ、まだ就職活動中であり

ますけれども、県内に残っていただくというか、県内を希望されている方の割合というのが

今のところ６２％ぐらいで推移をしておりまして、パーセンテージにすると３％か４％ぐら

いの違いなのですけれども、変化としてはかなり大きなものがあるのではないかというふう

に思っております。まだまだ十分ではないかもしれませんけれども、こうしたことも通じて、

企業運営を図っていただく経営者の方々の利益にも繋がるような行政を引き続き進めてまい

りたいというふうに思っております。そうした運営を進めている過程で、今回は令和元年度

の上半期は終了したということで、中間報告をさせていただくことを主眼として、併せて、

直近の新たな情報提供などもさせていただければというふうに思っております。本日は限ら

れた時間ではございますけれども、ぜひ忌憚のないご意見を賜りまして、いろいろとご指導

賜りますようにお願いを申し上げまして、簡単でございますけれども、冒頭挨拶とさせてい

ただきます。本日はよろしくお願いいたします。 
 
○早川会長  
 菊池局長、ありがとうございました。それでは次第４の令和元年度佐賀労働局重点施策の

主な取り組み状況についてご審議いただきます。まず事務局から説明を受けたいと思います。

最初に総務部長から全体についてご説明いただき、その後、各部室長から補足等をいただき

ます。なお議事にかかるご意見等は質疑応答、意見交換のところで一括してお願いします。

では総務部長から説明をお願いいたします。 
 
○富永総務部長  
 はい佐賀労働局総務部長の富永と申します。このお手元の資料の「令和元年度佐賀労働局

重点施策の主な取り組み状況９月末現在」という資料に沿って全体の流れ、全体をご説明さ

せていただきたいというふうに思います。目次の上から順にご説明させていただきたいと思

いますけれども、時間の関係もありますのである程度ピックアップしながらご説明したいと

いうふうに思います。それから補足資料というか、クリップ止めでチラシとか資料等の束に

なったものがあると思うのですけれども、それも適宜ご紹介しながら説明をしたいというふ

うに思っております。 
ではこの「主な取り組み状況９月末現在」の資料を１枚おめくりいただきますと、まず働

き方改革の推進という１番項目がございます。そのうちの（１）働き方改革関連法の推進、
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それから（２）番の働き方改革に取り組む中小零細事業者等に対する支援等という項目につ

いてご説明させていただきます。この黄色の四角の中に上半期の実績、それから今後の取り

組み等について書いております。この働き方改革についてですけれども、平成３０年働き方

改革関連法が成立してから、今年度から順次施行されているという状況でございます。それ

で年５日間の年次有給休暇の確実な取得ですとか、大企業に対しては時間外労働の上限規制

の適用というのはすでに始まっておりますけれども、来年の４月からは「改正労働者派遣

法」、それから大企業に対しては「パートタイム・有期雇用労働法」の同一労働・同一賃金

であるとか、中小企業に対しての時間外労働の上限規制の適用というのが始まる予定となっ

ております。働き方改革関連法につきましては事業主等にとっては理解がなかなか難しいと

いう面もございまして、県内事業主に対して、周知の必要があるということを考えておりま

す。特に中小企業それから小規模事業者に対しては周知に加えて、支援も必要であるという

ことを踏まえて、この制度、助成金の周知説明、相談窓口の設置等の取り組み実績というの

をこの黄色の枠の中にまとめております。それから３ページに課題および今後の取り組みと

いうのが記載しておりますけれども、この課題と今後の取り組みに書いておりますとおり、

中小企業等が働き方改革関連法にかかわる取り組み、それから改正内容や具体的に利用でき

る支援策などを周知して、積極的にこれらの活用を図るため説明会等の開催等を計画してお

ります。それからさらに企業ごとの状況を踏まえながら、社内規定、制度の整備などの支援

を行うと、働き方改革推進支援センターが実施している無料の専門家派遣の利用というのを

促進するために、補足資料を見ていただきますと１番上に「専門家があなたの会社に訪問し

て無料でアドバイス」というチラシを付けております。このチラシを新たに作成いたしまし

て、働き方改革センター、それから労働局監督署、安定所の他、関係機関を通じて配布し、

それでこの制度の周知を促進しているということをやっております。それから来年４月から

中小企業等に対して適用が開始される時間外労働の上限規制の調査結果というものが出てお

ります。全国の中小企業を対象に働き方改革関連法への認知度、それから準備状況について

調査したものでございますけれども、調査した期間は今年の３月、４月と少し前でございま

すけれども、その結果は２割の事業主が上限規制を知らない、それから１割の事業主は知っ

ているけれども対応をどうすべきか分からない、対応が必要かどうか分からないという回答

が見られている。それから上限規制の対応にあたっての課題としては半数の事業主が特定の

時期、特定の従業員への業務集中、人手不足、３割の事業主が短納期等のしわ寄せという回

答が来ているということになっております。これらを解決するといいますか、対応する施策

として労働局それから佐賀の働き方改革推進センターにおいて集中的施策パッケージという

のを実施しているところでございます。まず、まだ知られていないこと、まだ知らない人に

狙いを定めた周知と、まだ間に合う助成金もっと使える助成金の周知、働き方改革に取り組

みやすい商取引環境の整備という３つにまとめておりますけれども、この補足資料を先程の

チラシをもう１つめくっていただきますと時間外労働の上限規制お悩み解決ハンドブックと

いうのを資料として付けております。こういったものを中小企業の事業主の皆さまへ配布し
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てこの制度の周知を図るということをやるということもやっております。それから事業主か

らの先ほどの調査の回答に短納期のしわ寄せが問題になっているということがあることから、

中小企業の働き方改革の取り組みにあたってはしわ寄せを防止することが重要ということで

ございまして、今年の６月に関係省庁が連携してしわ寄せ防止総合対策を取りまとめている

ところでございます。１１月、今月ですけれども、しわ寄せ防止キャンペーン月間というの

を設定しております。「お悩み解決ハンドブック」の次の補足資料としまして「１１月はし

わ寄せ防止キャンペーン月間です」というチラシを付けております。こういった資料を作成

して元請といいますか、大企業に対して要請を行っているところでございます。それから中

小企業庁からもその次の、めくっていただいて次のチラシで「働き方改革を阻害する不当な

行為をしないように気を付けましょう」というチラシ、それから「下請け振興法の振興基準」

というチラシ等を配布して周知を行っていると、それから労働局においてもさらにその次の

チラシ、緑のチラシを付けておりますけれども「ダメ短納期発注」というタイトルで長時間

労働に繋がる取引慣行の見直しをこういった資料を配布して促しているところでございます。

以上が１ページから３ページまでのこの働き方改革の（１）、（２）についての現状といい

ますか、ご説明となります。 
それから４ページに働き方改革の中で長時間労働の是正、それから過重労働の防止という

のを記載しております。この長時間労働の是正、過重労働の防止の取り組みのポイントが大

きく２つございまして、１点目は３６協定に関してでございます。長時間労働の是正のため

にはまず基本である３６協定を適正に締結していただく必要があります。そのため各監督署

の窓口において届け出時の指導を徹底し、それから３６協定をそもそも知らないといった事

業所に対しては委託事業で法令の周知を実施しているところでございます。それから２点目

には監督指導についてでございます。今月は例年でございますけれども、「過重労働解消キ

ャンペーン月間」、「過労死等防止対策推進月間」というふうに設定しておりまして、長時

間労働が疑われる事業場に対する重点的な監督指導等の各種取り組みを実施しているところ

でございます。また昨年度平成３０年度に実施した長時間労働が疑われる事業所に対する監

督指導結果についても取りまとめの上、公表しております。その結果は４ページの下の方の

白い枠の中にもありますけれども、２２８事業場に監督指導を行いまして、そのうち１３３

事業場約６割で違法な時間外労働が確認されているところでございます。いずれも是正に向

けて取り組みをいただきましたけれども、来年４月からは中小企業にも時間外労働の上限規

制が適用されるというところでございまして、今後については命にかかわるような長時間労

働については引き続き監督指導を徹底していくとともに上限規制に各事業場がきっちりと対

応できるよう必要な支援というのも合わせて実施していくことが重要であるというふうに考

えております。 
その次に取り組み状況の資料の６ページにございますが、公正な待遇の確保という項目で

ございます。この部分につきましてはまず「パートタイム・有期雇用労働法」、「改正労働

者派遣法」につきましては、来年４月の施行に向けて６ページの黄色の枠の中にありますと
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おり、説明会などでの周知、それから特別相談窓口の設置等に取り組んでいたところでござ

います。今後とも円滑な法施行に向けて周知を行っていく予定でございます。それから「パ

ートタイム・有期雇用労働法」につきましては中小企業等への適用が１年猶予されておりま

して、この適用につきましては令和３年の４月ということになります。１年猶予されてはお

りますけれども、社内制度等の見直しにつきましては一定時間を要することから正社員とパ

ートタイム労働者、有期雇用労働者の処遇の状況を確認するための手順書というのを作って

おります。「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取り組み手順書」という資料を付

けておりますけれども、こういった手順書の資料の活用やそれから個別に企業の取り組みを

支援する働き方改革推進センターの利用を促して、中小企業につきましても、事業主の皆さ

んに向けて周知といいますか、支援を行うこととしております。それから「改正労働者派遣

法」につきましては来年の４月から施行ということでございまして、具体的に取り組みが必

要となる派遣元事業所については出張相談等、個別対応も含めてきめ細かく対応していくこ

とにしているところでございます。 
それからこの取り組み状況の資料の７ページに、下の方に女性の活躍推進という項目を作

っております。（１）の女性の活躍推進法に基づく取り組みについてでございますけれども、

この法律「女性活躍推進法」につきましては本年度改正されまして６月５日に公布されてい

るところでございます。この改正の概要につきましては、先ほどの補足資料の手順書の次に

「女性活躍推進法が改正されました」というチラシを付けておりますけれども、これを使い

まして周知を図っているところでございます。まだ政令・省令確定していないという状況で

ございますけれども、この資料に加えまして、政令・省令、固まって細かいところまで確定

しましたら、その円滑な施行に向けてさらに周知を図っていくということを予定しておりま

す。それから女性活躍推進にかかわる状況が優良な企業として、この法律に基づいて認定制

度が設けられております。資料の８ページの上にある「えるぼし認定」の状況というのがご

ざいますけれども、この「えるぼし」につきましてはそこにありますとおり、佐賀県内では

３社が認定を受けているところでございます。女性の活躍推進が図られている企業として、

対外的にアピールできるということから引き続きましてこの認定の取得の勧奨というのを企

業に対して行っていく予定でございます。 
それからこの８ページの下半分、雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保

対策の推進のところでございますけれども、男女の雇用機会均等につきましては引き続いて、

県内の事業所に対して雇用管理の実態把握を進めて、「雇用機会均等法」に反する場合は指

導し是正を求めていくと、相談等についても適切に対応を行っていくということにしており

ます。 
それからさらに１枚めくりまして９ページの女性のライフステージに対応した活躍支援と

いうところでございますけれども、これについてはその黄色の枠に書いてはございますけれ

ども、ハローワーク佐賀・ハローワーク鳥栖にマザーズコーナーというのを設置しておりま

して、子育て中の女性求職者に対して職業相談を実施すると、このマザーズコーナー、女性
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の求人・女性向けの求人、それから小さいお子さんを連れてきた場合に遊ばせておけるコー

ナーも設置して職業相談を円滑にできるようにしているところでございます。 
それから９ページの下の方に高齢者・障害者・若者の活躍促進という部分がございます。

まず１番の高齢者の活躍促進の部分についてでございます。高齢者につきましては「高年齢

者雇用安定法」によりまして、企業に義務付けられている６５歳までの高齢者雇用確保措置

について、今年の６月現在の未実施企業は県内２社でございましたけれども、ハローワーク

と高齢・障害・求職者雇用支援機構が連携した取り組みを行いまして、２社のうち１社は現

在すでに実施済みであり、１社が就業規則改定を進めているところでございます。それから

５５歳以上の高齢者の就職支援を行う生涯現役窓口につきましても、これまでのハローワー

ク佐賀に加えて、今年度からハローワーク鳥栖にも設置しましてきめ細かな職業相談を実施

しているところでございます。 
それから１０ページの下の方にある障害者の活躍促進についてでございます。この「障害

者雇用促進法」に基づいて、企業に義務付けられている障害者雇用率につきましては、昨年

６月１日現在の未達成企業は県内２０３社ございましたけれども、各ハローワークが中心と

なりまして、個別指導を行った結果、９月末現在で２５社が法定雇用率を達成しているとこ

ろでございます。障害者の内訳を見ますと精神障害者の就職件数が大きく増加しているとい

う状況がございますけれども、そういった現状を踏まえて企業の一般の従業員を対象に精神

障害であるとか、発達障害について正しく理解していただくための「精神・発達障害仕事サ

ポーター養成講座」というのを各地域でハローワークから専門家を派遣して実施していると

ころでございます。 
それから１１ページの若者の活躍促進についてでございます。１１ページの下の方からで

ございますけれども、「若者雇用促進法」に基づきまして働きやすさを可視化した職場情報

の提供、「ユースエール認定」企業の拡大に取り組むとともに、佐賀新卒応援ハローワーク、

各ハローワークに学卒ジョブサポーターを配置しまして、高校・大学等への定期的な巡回相

談であるとか、企業説明会等を通じまして、学生等へ就職支援を実施しているところでござ

います。１２ページの上の方に表がありますけれども、来春卒業予定の新規高卒者の９月末

時点での県内就職希望率は就職希望者数が２，５２４人のうち県内が１，５５０人と６１．

４％となっておりまして、昨年同時期は５７．８％だったのですけれど、比較して約３．６

ポイント１００人増加しているという状況でございます。 
それから１３ページを見ていただきますと職業生活と家庭生活の両立支援というところが

ございます。このところ「育児・介護休業法」の確実な履行、それから次世代育成支援対策

の推進というものでございますけれども、「育児・介護休業法」にかかる行政指導の状況に

つきましては今後とも引き続き、履行確保をしつつ、男性の育児休業取得促進のために助成

金制度の周知を図ること、それから子育てサポーターとして対外的にアピールできる「くる

みん認定」なども引き続き取得に向けた事業所への支援というのを行っていきたいというふ

うに考えております。 
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それから１４ページに治療と仕事の両立支援という項目がございます。この治療と仕事の

両立支援の推進につきましては働き方改革の１つとして重要課題でございますけれども、関

係機関との連携を重視した取り組みというのを行ってございます。平成２９年度からスター

トしました「佐賀県地域両立支援推進チーム会議」というのがございますけれども、今年度

から難病相談支援センター、それから薬剤師会にも加わっていただきまして８月には関係機

関の責任者だけではなく支援担当者も集まって、研修を兼ねた会議を実施したところでござ

います。この会議でも両立支援に有効なサービスが必要な方に提供できるように産業保健総

合支援センター、それから労働局が代表的な窓口になっているという状況でございます。こ

の地域両立支援推進チームの連携の例としましては、各機関が啓発資料それから講習会の機

会を共有しておりまして、必要な情報提供を行っておりまして、１２月には「肝炎医療コー

ディネーター養成研修会」を県の肝疾患支援センターと連携して行う予定です。それから県

の健康増進課と連携しまして、県の事業であるがん検診向上サポーター企業８００社ござい

ますけれども、その月１回の情報提供、がんポータルサイトによる情報提供を行います。が

ん診療連携拠点の病院、がん相談支援センターへの産業保健総合支援センター及びハローワ

ークの出張相談の活動が定着してきております。１２月、来月に「両立支援セミナー」を開

催しますけれども、それにあたっても各機関に周知、いろいろな催しものも出演及び共催者

として協力をいただき連携強化を図っているところでございます。 
それから１７ページを見ていただきますとハラスメント対策というのを載せております。

１７ページの上に総合労働相談コーナーへの相談件数の推移というグラフを載せております

けれども、まずこのグラフの下に 注釈的なものが書いてございますけれども、このパワハラ

を含むいじめ・いやがらせに関する相談というものがありますが、３３８件と書いておりま

すけれども、これちょっと誤記がありまして正しくは３６８件となっております。資料の訂

正が間に合わず申し訳ありませんでした。このグラフにあります総合労働相談コーナーが受

けた相談件数は棒グラフを見ていただきますと分かるように、ハラスメントに係る相談は増

加しているところでございます。引き続き相談内容に応じて適切に対応していくこと、それ

から来月１２月の「ハラスメント撲滅月間」を中心にハラスメントの防止に対する啓発など

のキャンペーンを実施するという予定でございます。先ほどご説明しました「女性活躍推進

法」と同時に「労働施策総合推進法」が改正されて６月５日同日に公布されているところで

ございます。補足資料の１番最後に付けておりますオレンジ色のタイトルの「パワーハラス

メント対策が事業主の義務となります」というこのチラシを配布するということで周知をし

ているところでございます。これも先ほどご説明しましたとおり政令・省令まだ確定してお

りませんので、それが決まって細かいところが確定しましたらまた改めて周知する予定でご

ざいます。 
１８ページに労働条件の確保改善という項目があります。この労働条件の確保改善につき

ましては（１）の部分につきましては今年１月から９月までの監督指導の状況を表にしてお

ります。これを見ていただきますと司法それから申告等の受動的な業務が前年同期よりも落
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ち着いているということでございますので、より多く去年よりも監督指導等を実施できてい

る状況となっております。 
１８ページ下の（２）最低賃金の部分でございますけれども、地域別最低賃金につきまし

ては１０月４日に２８円アップの時間額７９０円で発効しております。地方公共団体等に対

して職員が訪問する等によって周知広報の協力を依頼しております。それから特定最低賃金

につきましては「佐賀県の最低賃金」という１枚目の資料、これは後ほどご紹介します基準

部の資料の中に入れております。この「佐賀県の最低賃金」という資料により周知を進めて

いるところでございます。 
ちょっと飛ばしまして２３ページに就職支援・人材確保支援・地域雇用対策という項目に

ついてでございます。まず２３ページのハローワークにおけるマッチング機能の強化、それ

から２４ページの人材不足分野等における人材確保等の総合的な推進についてですけれども、

言ってみればハローワーク本体の取り組みについてでございますが、雇用状況の改善に伴っ

て現在人手不足が進んでいるという状況でございます。これについてハローワークのマッチ

ング機能の強化、それから人材確保対策の推進が求められているというところでございます。

これらを踏まえまして増加している高年齢求職者への支援の充実、人材確保分野への就職支

援の強化を図ることとしております。 
それからちょっとめくっていただきまして３番、４番に佐賀県との雇用対策協定、地方自

治体との一体的実施事業の実施という項目でございます。こういったハローワーク本体では

なくて地方自治体との連携について、連携協定を締結している佐賀県、それから佐賀市・鳥

栖市・唐津市と一体的実施を行っているわけでございますけれども、課題解決に向けた共通

理解を深めるとともに引き続き各市取り組みを総合的・効果的に一体的に実施していく予定

でございます。佐賀県とは若者に対する就職支援を主に行っているところでございまして、

その他の各市とは主に生活保護受給者等に対する就職支援に取り組んでいるところでござい

ます。 
２９ページの外国人材受け入れの環境整備という項目でございます。この外国人材の受入

に関しましては人手不足の状況もございまして、県内の事業所の関心が非常に高まっている

ところでございます。このため本年度は６月に入管・県それから国際交流協会とも連携して

外国人労働者を雇用する事業者を対象としたセミナーを開催したところでございます。その

結果が報道されたこともございまして、その後も講習等の依頼が来ておりまして順次対応し

ております。セミナーは２９ページ上にありますとおり、８月にも実施しておりまして合計

で６月と８月合計で３００名を超える方に参加していただいたところでございます。外国人

からの相談状況につきましては９月末時点での職業相談状況、労働条件等に関する相談状況

というのをまとめております。これも引き続き窓口があることの周知に努めるとともに、相

談があった場合は的確に対応していきたいというふうに思っております。関係機関との情報

連携を密にしていきまして、雇用管理等必要な指導を行っていく予定でございます。 
最後に労働保険制度の運営というところがございます。３０ページになります。この雇用
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保険のところについてでございますけれども、各ハローワークで取り扱っております雇用保

険に対する電子申請につきまして事務処理を迅速におこなうこと、それから電子申請の利用

促進を図ることを目的としまして、この１０月１日から雇用保険電子申請事務センターとい

うのを設置してそこで一括して執り行っているところでございます。 
３２ページに毎月勤労統計の修正に伴う追加給付についてでございますけれども、現在受

給中の方につきまして順次追加給付を実施しているところでございまして、雇用調整助成金

につきましても順次支給を開始しているところでございます。ちょっと駆け足で聞き取りに

くかったと思いますけれども、申し訳ございませんでしたが以上でございます。 
 
○早川会長  
 それでは補足があるかどうか、次に雇用環境・均等室長お願いいたします。 
 
○新納雇用環境・均等室長  
 雇用環境・均等室長の新納です。ハラスメント対策の担当部署でございます。現在パブリ

ックコメント募集中の指針案につきましてご説明させていただきます。お手元資料、雇均室

と書いております青のインデックスの後ろに、指針案を２つ付けておりますのでそちらをご

覧下さい。２つのうちパワーハラスメントに係る指針の方、１３ページものの上に付けてお

ります「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用

管理を講ずべき措置等についての指針」、こちらをお手元にお置き下さい。こちら表紙につき

ましては概要を記しておりますのでめくっていただきまして、２ページからが文案になって

おります。２ページから１３ページまで主に４つに取りまとめております。まずは職場にお

けるパワーハラスメントの定義、用語の定義と具体的な例示のカテゴリーのところ、それと

事業主と労働者の責務の部分のところ、それと実際に事業主の方が講じていただかなければ

ならない措置をまとめた部分のところ、それと最後の４つ目といたしましては望ましい取り

組みとして事業主に求めているものというふうな構成でございます。それではまず２ページ

をご覧いただきますと、そちら中程、２職場におけるパワーハラスメントの内容のところに

パワーハラスメントの要素を明確にしているところでございます。こちらでは職場における

パワーハラスメントとは職場において行われる１つは優越的な関係を背景とした言動であっ

て、２つ目に業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって、３つ目といたしまして労働

者の就業環境が害されるもの、この３つの要素をすべて満たすものとしております。ここで

職場・労働者等の語句は出てはまいりますけれども、表現といたしましては職場におけるセ

クシャルハラスメントと同様となっているところでございます。また今回の改正においては

他のハラスメント、セクシャルハラスメントや育児・介護休業等によるハラスメント等の指

針も同様の改正を行う箇所がいくつかございます。見ていただきますと３ページ上の方に実

線で下線が引いてございますけれども、この尚書き部分のようにこの実線の下線の部分につ

きましてはセクシャルハラスメント・妊娠出産等に関するハラスメント・育児休業等に関す



13 
 

るハラスメントの指針においても同様の改正を、それと後ほど出てまいりますがこの下線の

部分が点線のものにつきましてはセクシャルハラスメントと妊娠出産等に関するハラスメン

トにつきまして同様の改正を行う予定になっておりますことにご留意いただければと思いま

す。このように３ページはこの３つ、先ほど申しました３つの要素の考え方・捉え方につい

ての記述がございます。（４）といたしましては優越的な関係を背景とした言動とは、という

ことで当該事業主の業務を遂行する際にいわゆる行為者に対して抵抗又は拒絶することがで

きない、蓋然性が高い関係を背景といたしまして行われるものといたしまして、職務上の地

位は必ずしも上位のものに限定されず同僚・部下からであっても該当する場合があるとそこ

の例示にも示しているところでございます。（５）といたしまして２番目の要件でございます

が、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動とは、ということで社会通念に照らしその言動

が明らかに事業主の業務上必要がない、又はその対応が相当でないものを指すのですけれど

も、この判断にあたりましては括弧書きにもありますように様々な要素を総合的に考慮する

ことが適当でありまして、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容

程度とそれに対する指導の対応等相対的な関係性が重要な要素となることとしても留意する

必要があるとされているところでございます。３つ目の要素といたしましては１番下の（６）

のところになりますけれども、労働者の就業環境が害されるとはその言動により労働者が身

体的・精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなった為、その労働者が

就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指しまして、同様の状況でその言動を

受けた場合に社会一般の労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるよ

うな言動であるかどうかを基準とすることが適当であるとしているところでございます。４

ページをご覧いただきますと、４ページからは職場におけるパワーハラスメントの代表的な

類型と典型的な例が挙げられておりまして、６ページには事業主と労働者それぞれの責務と

いうかたちで書かれている部分がございます。駆け足になりますが、実際に事業主の方にお

取り組みいただく措置といたしましては７ページの大きく４と書いてあるこの部分が該当す

るところとなっております。こちら７ページから１０ページにかけての部分でございますけ

れども、枠組みといたしましては現在すでに制定されております職場におけるセクシャルハ

ラスメント対策などと同様の枠組みになっておりまして、事業主の方針の明確およびその周

知・啓発、相談への対応、事故の適切な対応などなどということでまとめられているところ

でございます。最後の括りになりますが１１ページをご覧いただきますと、５といたしまし

て事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し行うことが望

ましい取り組みの内容ということで１１ページ、１２ページには事業主が自らの雇用する労

働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取り組みの内容。こちらはフリーター

の方やそれとか就活生などへの対応などもございまして望ましいものを取りまとめ、７につ

きましては事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等から

の著しいハラスメントに関し行うことが望ましい取り組みの内容も取りまとめられていると

ころでございます。もう１つ配布しております指針案、これは３ページ物でございますけれ
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ども、こちらはセクシャルハラスメント等の指針につきましても改正部分がございましたの

で、そちらの案となっております。最後に施行される日でございますけれども、こちらも政

令で定める日とされているところでございます。一応こちらの政令の方では予定といたしま

して施行は令和２年６月１日という予定でございます。また中小企業で措置義務、ハラスメ

ントの措置義務が努力義務として一定猶予される期間がございますけれども、そちらの方は

令和４年４月１日からは義務、それまでは努力義務というかたちの予定であるということで

今のところ進んでいるところでございます。雑多な説明となりましたが私からは以上でござ

います。 
 
○早川会長  
 ありがとうございます。次に補足がありましたらどうぞ労働基準部長お願いいたします。 
 
○高橋労働基準部長  
 労働基準部長の高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私から基準部関係

の課題を、３項目ご説明させていただきます。資料でございますがこちらのお手元の労働基

準部資料、基準部と青のインデックスで書いてある資料を中心に、あと若干取り組み、先ほ

ど総務部長がご説明に使われました「取り組み状況」、あとこちらにカラーの「佐賀労働行政

のあらまし」、を使ってご説明させていただきます。お手元にご準備いただければと思います。 
まず１点目でございますが労働基準部資料の方をおめくりいただきまして、佐賀県最低賃

金でございます。こちら先ほど総務部長から地域別最低賃金及び特定最賃の、時間額等のお

話がございましたが、こちら周知広報をとにかく徹底する。県内全域に知っていただくとい

うことで、広報関係に力を入れております。特に市町に対しましては広報紙に１００％掲載

していただく、それを目標と掲げておりまして取り組んでおります。現時点では今１７市町

掲載いただいておりますところでございますが、こちらを１００％目指して今後も市町の方

にお願いしていきたいと考えております。また下半期の取り組みでございますが、特定最賃

の方が１０月に全て３業種答申が出まして、審議日時とか回数等により、効力発生日それぞ

れバラバラでございます。特定最賃についても周知広報を進めていきますとともに、最低賃

金の履行確保に係る監督指導も適切に実施していくこととしております。 
続きまして２点目でございますが、転倒・腰痛災害防止対策でございます。まず労働災害

発生状況でございますが、お手元の取り組み状況の資料の２１ページに死亡・重篤災害防止

対策、取組実績ということで労働災害発生状況の９月末速報値をまとめさせていただいてお

ります。死亡災害につきましては昨年同期比で５件減少いたしまして１名でございます。ま

た休業４日以上の死傷者数でございますが、前年同期比で６２名減少の８４７名という状況

となっております。ただ、労働災害発生状況でございますが、平成３０年度は合計で死傷者

数が１，２７０名でございまして、こちら１０年前に比べますと３割増加。また、平成４年

の１，３１３名以来最多という状況になっております。労働災害の代表的な要因といたしま
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しては、大きく２つございます。資料代わりまして恐縮ですがお手元の「佐賀労働行政のあ

らまし」の１０ページをご覧いただければと思います。「あらまし」の１０ページの中段に、

佐賀労働局における年齢別・事故の型別の労働発生状況のグラフを載せさせていただいてお

ります。１つ目の要因といたしまして高年齢の就業者数が増加していることに伴い高年齢労

働者の労働災害が増加しております。こちらの「あらまし」の資料の左側の部分の年齢別の

件数の推移でございますが、このオレンジ色の線６０歳以上が伸びている状況でございます。

２つ目の要因といたしまして第３次産業において労働災害が増加しております。こうした要

因での増加の結果、資料１０ページの右側になりますが労働災害事故の型別割合円グラフで

ございますが、全体に占める転倒、腰痛（動作の反動、無理な動作）等、こちらの災害の割

合が高くなっているところでございます。こうした要因等、状況等を踏まえまして、資料ま

た変わりまして労働基準部資料でございますが、佐賀労働局では独自に今年の７月から、「転

倒・腰痛防止令和プロジェクト SAGA」を立ち上げて、取り組みを進めております。この資料

は佐賀労働局のホームページのトップページでございますが、こちらに専用のバーナーを設

けまして「たった３秒これだけ体操」等の転倒、腰痛防止に資する様々な情報を紹介してお

ります。会場にも２箇所に「これだけ体操」のポスターもそれぞれ使用者委員様側の席の後

ろ、労働者委員様側の後ろに掲示しております。こちらの体操、たった３秒ということで手

軽にできます。例えばこの審議会会場でも実際簡単にできる体操でございます。このポスタ

ー、チラシの真ん中に体操しているのが当局の満田健康安全課長でございます。もし、どん

な体操なんだろう、実際見てみたいという要望等ございましたら、この後の質疑応答・意見

交換で是非ご覧いただければと思います。また次の資料でございますが、県内企業を対象に

「転倒・腰痛防止サポーター企業を募集します」ということで、こちら今募集を行っており

ます。サポーター企業は、現時点で３４企業から登録していただいておりますが、今後、サ

ポーター企業の取り組み事例も情報が集積できましたらまたこのホームページで公表してい

きたいと考えております。最後になりますが３点目でございます。労働基準部資料の「佐賀

両立支援セミナー開催のご案内」でございます。先ほど総務部長から治療と仕事の両立につ

きましてご説明させていただきまして、１２月１１日水曜日に１３時半からホテルグランデ

はがくれで、セミナーを開催させていただきます。チラシの２面に、それぞれプログラム内

容が記載されておりますが、治療と仕事の両立への具体的な進め方とか留意すべきポイント

と、もたらす効果等分かりやすくご紹介させていただきます。また、基調講演１３時５０分

から１４時３０分。これは江口先生でございますが、先生は厚生労働省のガイドライン作成

にあたりまして作成委員として、携わっていただいた先生でございますので研究者の立場か

らいろいろなお話をしていただけると思います。また事例発表につきましては、従業員の方

が仕事を辞めずに病気の治療に専念することができた県内の事業所から、実例を発表してい

ただくプログラムとなっております。現在セミナー参加者募集中でございますのでご都合が

よろしければ是非ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。私からは以上でござ

います。 
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○早川会長  
 はい、ありがとうございます。次に職業安定部長お願いいたします。 
 
○松村職業安定部長  
 職業安定部長の松村と申します。よろしくお願いいたします。私からはハローワークに関

するトピックについて１点だけご説明させていただければと考えております。お手元の安定

部というインデックスが貼ってある資料をご用意いただければと存じます。表紙をおめくり

いただいて１ページ目になりますがタイトルに「ハローワークのサービスが充実します」と

いう記載がございます。端的に申し上げますと、ハローワークの IT 化を進めていこうという

内容になっております。企業ですとか労働者の方々に、「求人をどこに出しますか。」とか、

「仕事を探すときにはどこに行きますか。」というようなアンケート調査を実施すると、民間

の就職支援会社も数多くある中で１番多いのはハローワークというふうな答えが返ってくる

という結果があるそうです。ハローワークが地域の労働力需給調整機能を果たしているとい

うことが分かる一方で、ハローワークを利用しないと答えた方にその理由を尋ねると、年齢

が若くなればなるほど「ハローワークにわざわざ行くのが不便である。」という回答が増えて

いくという調査結果も出ているところでございます。今は、求人の申し込みも求職の申し込

みも、職業紹介を受けたい時もハローワークに行く必要があります。この運営方法というの

は、その場面、場面で、個々に寄り添った丁寧な支援をさせていただきたいという考えから

きているところでございますが、IT 化が進む現在において地域の労働力需給調整機能を今後

も我々ハローワークが担っていくためには、きめ細かなサービスを望む方には今までどおり、

今まで以上のサービスを提供し、一方で手軽さを望む方に対しては、より利便性のあるサー

ビスを提供していくことが重要になってくると思います。あるいは人手不足対策といった観

点からもより多くの求職者の方に求人情報を見てもらうと、求人を知ってもらうということ

も重要になってくるかと思っております。そこで令和３年度末までの約２年強をかけて、順

次ハローワークの IT 化を進めていこうという計画になっているところでございます。最終的

なゴールは、求人の申し込みも求職の申し込みも求人への応募も全てハローワークに行かず

にインターネット上で全て出来るようになるというのが２年後のゴールでございますが、そ

の第１弾として来年の１月から一部ではございますが、ハローワークのインターネットサー

ビスを変更するということを予定しているところです。主な変更点としましては、変更その

３というところに記載されておりますが、今まではネット上でも求人情報というのは見るこ

とができたのですけれども、概要といいますか一部項目のみしか見ることができなくて「詳

細な内容を見たい場合は、ハローワークに来て下さい。」というようなハローワーク誘導型の

運用であったのが、ハローワークに来た時と同じ情報量が、ネット上でオープンになるとい

うことでございます。またその右に書いてございますが、求職者マイページであるとか求人

者マイページという記載がございますが、求職者マイページを開設していただくと、お気に

入りの求人であるとか、検索条件とかを自分でためておけるというような機能ができ仕事探
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しがよりスムーズになります。一方で求人企業の側の方からいくと求人者マイページという

のを開設していただくとインターネット上でこちらは１月６日、来年すぐからインターネッ

ト上で求人申し込みが出来るといった機能など利便性が高まる機能が追加されるところでご

ざいます。詳細についてはこの２ページ目、３ページ目に書いてございまして、ここでご説

明は割愛させていただきますがこのような形でこの２年強をかけて、ハローワークが IT 化し

ていくんだな、変わっていくんだなというところを、本日はご承知おきいただければという

ふうに考えてございます。以上簡単ではございますが職業安定部からの説明を終わります。 
 
○早川会長  
 はい、ありがとうございました。それでは質疑応答・意見交換に移りたいと思います。こ

れまでの説明等につきまして、どなたからでも結構ですのでご質問・ご意見等がございまし

たら発言をお願いいたします。はい、どうぞ。 
 
○労働者代表 石橋委員  
 簡単な質問とそれから意見と両方とですね。女性の名称の「えるぼし」。語源がどこからき

たのかの質問と、佐賀だとアバンセとかのマークだとか、あるいはよその県でしたらレガリ

テというイコールとかそういうのがあるのですけれども、「えるぼし」とは何からきているの

かなという風に思って、理解した方が浸透するのではないかなと。外国語であったとしても

ですね。ということで教えていただければなというふうに思います。それともう１点目は、

ハローワークのマザーズコーナーというところを、できればペアレントコーナーというふう

に変えていただく方がいいのではないかというふうに思います。私の個人的な体験ですけれ

ども、昔はおむつの交換ですと女子トイレしかなくて、私は強い決意をもって、女の子だっ

たので、あと女子トイレでおむつ交換したりして。特に不審者扱いされることはなかったの

ですけれども、今は男子トイレの方もございますのでそういったことを考えるとペアレント

にした方がいいのではないかという意見でございます。 
 
○早川会長  
 ありがとうございます。 
 
○労働者代表 石橋委員  
 あとそれともう１つなんですけれども、療養中と職業という問題でございますけれども、

これもまずがんということで大きな話題になっていますけれども、やはり数からいくとなん

といっても１番多いのはうつ病・精神疾患というふうに思います。これは一朝一夕にはいか

ないと思うのですけれども、そこら辺まで今後視野に入るのかなということを、少し伺いた

いなと思っています。以上です。 
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○早川会長  
 質問は３つございましたがそれぞれの部局の方からお願いしましょうか。では雇用環境・

均等室室長からお願いします。 
 
○新納雇用環境・均等室長  
 雇用環境・均等室でございます。「えるぼし」のことなんですけれども、このマークでござ

います。ご覧いただきましても星で段階を表しておりまして、L というのはいくつか単語、

英単語の方からきています。Lady の L、Labor の労働者の L、その他にも輝くとかなにか、あ

まり使わない単語だったのですけれどもその頭文字が L であったそうなので、複合的に L と

いうのを付けまして、あとはお星様で段階を示すので「えるぼし」となったと聞き及んでお

ります。以上です。 
 
○早川会長  
 では、次、職業安定部の方からお願いします。 
 
○松村職業安定部長  
 先ほどのハローワークのマザーズコーナーの話でございますが、おっしゃっている趣旨は

重々承知しておりまして、何も子育てしているのは母親だけではないということを重々承知

しておりますが、このマザーズコーナーという名前が全国で統一して使用しているものです

から、そういったご要望といいますか時代に合わせた名前にすべきではないかという頂戴し

たご意見は厚生労働省本省の方にも伝えてまいりたいというふうに考えております。 
 
○早川会長  
 両立支援に関係につきまして、労働基準部長よりなにかありますでしょうか。 
 
○高橋労働基準部長  
ご質問いただきまして、ありがとうございます。うつ病とかメンタルヘルスにつきまして

は、仕事の両立支援とは別にメンタルヘルス対策、こちらの方で早期就職支援とかいろいろ

取り組みを行っているところでございます。 
 
○早川会長  
 では、その他のご意見・ご発言ありましたらお願いします。いかがでしょうか。はい、お

願いいたします。 
 
○公益代表 福島委員  
 ハラスメント対策の件で要望なのですけれども、セクハラについて職場の概念についてあ
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まり理解されていないケースをよく見ますので、今回、パブコメを募集されているのですか

ね、改正の内容として性的な言動については上司・同僚に限らず、取引先等の、他の事業主

または労働者、顧客、患者、またその家族がこういうふうに制度等もなり得るということで、

このあたりの職場におけるセクハラというのがどういうものかということについて、きっち

り職場が理解して、事業主が計画といいますか、していただきたいなと思います。あとはわ

かっていてもやっているところもあるので、社員さんについてはそこを確実にわかるように

指導していただきたいなと思います。セクハラの場合でいうと、パワハラもいけないのです

けれども、やはり傍で見ていても、若い女性に限らず男性でもそういう職場だと若い入った

ばかりの社員さんをせっかく雇ったのに辞めていっているというのをよく見るので、やはり

今後事業を継続していく観点でもやはりハラスメント対策をきちんととっていかないといけ

ないので、ただ、その場合やはりその企業のあり方というか業務の内容についてもかなり見

直さないといけないという部分も出てくると思うので、なので簡単にはいかないという部分

があると思うのですけれども、そこは企業の今後の継続のためにも従業員のためにもハラス

メント対策はきちんとやるべきだということを是非、周知徹底していただきたいと思います。

また、行政に従わない所は確実に出てくるので、最終的には処分的なものもあるのだという

ことをやはり見せておかないと、言われたことにただ「はい、はい。」と言っただけでは効果

がやはり薄いのでそこは是非やっていただきたいなと思います。以上です。 
 
○早川会長  
 はい、ありがとうございます。福島委員からはハラスメントについての啓発と、処分実績

の公表等の形での実行性を高めるご意見かと思います。では今の福島委員のご発言に対する

ご回答は。 
 
○新納雇用環境・均等室長  
 ご意見いただきありがとうございます。今ございました、この指針案でも今度改正すると

いう部分もございますので、今も周知とか指導の際には、誰が行為者であったとしても職場

であればとかそのあたりも周知し、あるいは雇用管理の実態把握の時にも取り組みなど把握

しておりますが、今後益々そのあたり厳正に適切な対応をしていくようにやっていきたいと

思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
○早川会長   
 ありがとうございました。ではよろしいですか。では、その他ご意見はありますでしょう

か。はい、どうぞ。 
 
○労働者代表 石橋委員  
 これはちょっとコメント的なものですけれども、先ほどの資料７ページには、他の労働者
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に対する言動は必要な注意を払うとともに事業主の講ずる措置とあるのですけれども、労働

者にも求められるということは、労働者側委員としてはしっかりと肝に銘じたいなというふ

うに思います。やはりハラスメントというきついことを受けた多くの労働者はやはり自分に

何らかの原因があって注意を受けたという意識があるので、なかなか言い返せないというと

ことがありますので、やはりそこは労働組合、同僚がしっかりそういった言動について上司

に対しても、労働組合としてはそういったことをきちんと組織として支えるということを今

後しっかりやっていきたいなということを感じたことで、そういった役割をこの厚生労働省

の指針の中に、他の労働者という形でありますけれども、私達の役割をきちっと取り上げて

いただいたということは非常によかったのかなというふうに思っているところでございます。

ありがとうございました。 
 
○早川会長  
 いかがでしょうか。ご意見ありますか。 
 
○公益代表 福島委員  
ご意見お伺いしましたので、ありがとうございます。 

 
○早川会長  
いかがでしょう、出揃いましたでしょうか。ありがとうございます。どうぞ。 

 
○使用者代表 田村委員  
 今日いただいた１３ページの資料の、レジュメの定義なのですけれども、職場の定義なの

ですけれども、かなり限定されているように思いました。世の中もっと広く見てますよ、職

場を、というのは私の認識からは、判例では宴席とか宴会の場所とか延長線上でも職場の環

境にあるときは認められていたと思うのですけれども、ここは何でこうなっているのかなと

不思議に思いまして。 
 
○早川会長  
 どうぞ。 
 
○新納雇用環境・均等室長  
 ２ページのところにあるこの職場でございますが、表現としては事業主が雇用する労働者

が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業する場所以外の場所であっても当該労

働者が業務を遂行する場所が職場ですと。今、従来からあるこのセクシャルハラスメントと

こちらの方ではそれを少し詳しく書いておりまして、表現としては同じような表現がまずあ

るのですが、そのあとに勤務時間外の宴会・懇親の場であっても、事実上職務の延長と考え
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られるものは職場に該当しますが、その判断にあたっては職務との関連性、参加が強制的か

任意かといったことを考慮して個別に行う必要がありますということなので、事務室だけで

はありません。職場というのはということなのでケースによってはいろんなところ、その宴

会であっても入る場合があるので、そうだと判断されているのがどういうふうな質の宴会で

あったかとかいろいろあるかと思います。例示として挙げてあるのは例えば出張先とか取材

先、顧客の自宅に行って営業などする場合もありますので、あとは取引先の事務所、それと

先ほどもお話しに出たような参加がほぼ強制的であるような懇親会・宴会とかそこはケース

バイケースという形になろうかと思います。 
 
○早川会長  
 今の説明でいかがでしょうか。大丈夫ですか。 
 
○使用者代表 田村委員  
ご説明いただいたら非常にいいとは思うのですけれども、ここでこれだけに限定して書い

てあると、時代的に違和感を感じますという意見を言いました。 
 
○早川会長  
 一応、そういうご意見ということでお預かりいたします。解釈にあたってはケースバイケ

ースの柔軟な解釈をしていくということでした。では、ご意見特に出揃っておりますでしょ

うか、よろしいですか。ありますか。 
 
○労働者代表 原委員  
 労働の原ですけれども、現状の共有というところで少しお話をさせていただきたいのです

けれども、この冊子２ページでも重点的な周知を業種ごとにやりましたよというとことであ

りますけれども、ひとつはうちの加盟をされている職場の状況からいって、やはり気にする

のは医療と介護の関係、おそらくこれから１０日以上の有休を持っている方の５日消化の義

務化がきちんと早い人で４月までに実施ができるのか、その点検作業をやりながら本当に５

日消化に結びつくのかというのが、各事業では整備をしていかなければならない段階になっ

てくると思うのですけれども。状況的にいって介護の職場でいうと計画的に年休を利用して

いるけれども、突発的な職員さんの家庭的な事情であったり、身体的な健康具合によって、

立てていた休みを出勤してもらうというような形で、今はその代休すらとれないというよう

な現状になっていますのでおそらく１番早く、ひょっとしたら３月末の人の義務化対象の方

については、３月末までに５日消化してもらわなければならない方は月に３日ぐらいぽんぽ

んぽんと休みを入れて、その他の方がカバーをする。そしてその次の４月には４月までに取

らなければならない方を休ませて他の方にしわ寄せがくる。それからどこの事業所もうちの

連合加盟の労働組合に加入している労働者ではなくて、医療と介護のところはそういう状況
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になっているのではないかなというような思いがしています。そういうところはなかなか人

材不足が解消しない部分で県も労働局も力を入れて履行確保に努めてもらっているところで

ございますけれども、そういう認識を共有したいのが１点と、上の方では教員さん、支援学

校についても重点的な周知をやりましたよという話がありますけれども、労働局ですので公

務の職場に立ち入れない事情がありますけれども、出先関係でいうと労働基準法と一緒のと

ころもあるとは思うのですけれども、特に県の職員さんで佐賀における自然災害のなかで、

突発的とはいいながらもものすごい作業量が一時的に出てきている、去年から今年にかかっ

て出てきていると思うのですよね。それとこれはやはり連合の方にも２・３日前、今週の内

に朝早くから出られて、日が変わるまではいかないけれどもそういう労働をご主人さんが強

いられているというような、もう倒れるのではないかという心配をするというような電話も

あっているところでございますけれども、公務でも、労働基準法に基づきながらやらなけれ

ばならないところにしても、その認識が若干公務のところが弱いと思いますので、是非しっ

かりそういうところにまで過労死ラインも含めて労働局の方からしっかり周知をお願いでき

ないかなということを少しお願い申し上げます。 
 
○早川会長  
 ご意見ありがとうございます。今のご意見に関して回答ありますか。医療・介護現場での

年休取得について、使用者側の義務が強化されて年休取得が進む一方で、同僚の休暇取得を

カバーする労働者の労働過重問題の発生やら、あるいは公務労働に関わるものもあるけれど

も教員の長時間労働の是正等指導ということですが、いかがでしょうか。 
 
○菊池労働局長  
 状況をお知らせいただきましてありがとうございました。確かに今医療・介護がひとつの

典型例かもしれませんけれども、先ほど大企業と取引先とのしわ寄せ防止もご紹介しました

けれども、ご指摘のように年休取得については人手不足の事業者にあっては、労働者相互の

しわ寄せみたいなことも起こりかねないということは懸念しておりまして、であればこそ早

い段階からの周知をして、とにかくできるだけ計画的に取っていただけるように私どもとし

ては取り組んでいるつもりですけれども、まだまだ至らずというところはあるのかと思いま

すので、今とにかく先になればなるほど取りにくくなるわけですから、早いところは今年度

末、あと４ヶ月ぐらいの間に年休取得の処理が必要になってまいりますので、押し詰まれば

押し詰まるほど無理がきかないということですので、なお一層の周知といいますか、私たち

も努めてまいりたいと思いますし、是非皆様方のそういうお立場でご支援を賜ればありがた

いなというふうに思っております。豪雨災害など自然災害が発生した場合の地方自治体の

方々の問題、ここ何年かいろんな災害が全国で多発していて、そのたびに広く報道もされて

いて、何と申しましょうか、我々も東日本大震災の時には現地に派遣をされる際に、バスに

乗せられて泊まるとこがあるかどうかは行ってみないとわかりません、みたいな状況もあっ
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たりしたのですが、公務だからそういうところは忍ばなければならないということでは決し

てないとは思うのですが、これもまたご指摘にあったように私ども直接的に申し上げられる

話ではないところもありますけれども、趣旨としては同じであることをご理解いただきなが

らあらゆる立場の方々が同じように長時間労働の防止といいますか、健康障害が出ないよう

な取り組み、あり方を求めてということは必要だなと思いますので、機会を捉えていろいろ

と関係の皆様方にはご理解がいただけるように私どもも取り組んでまいりたいというふうに

思います。よろしくお願いいたします。 
 
○早川会長  
では、他に何かありますか。江島委員どうぞ。 

 
○使用者代表 江島委員  
 １点だけ要望で、いろんな佐賀労働局の方から広報資料をいただいて、会議の際に配布を

している、日常的に配布をしていますけど、情報量が非常に多い広報資料、最後まで読まな

いと全体が分からないような広報資料が非常に多いのですけれども、県内の企業さんは全体

を読み込むような時間というのはなかなか割けないというのが実態だというふうに思います。

例えば「もう時間外は来年から中小企業始まります。」あるいは「５日の有給休暇はもう始ま

っていますよ。」と、あと「同一賃金・同一労働は再来年ですよ。」と、そういうのを一覧で

きればそれだけでいいのですよ。「やらないと罰則ありますよ。」と、非常に俗っぽいのです

けれども、今の中小企業のみなさんというのは、１番最初にどう釘を刺すかだけなのですよ。

「やらないと罰則を受けますよ。」と、そもそも論をいくら頭からやっても聞かない。「あ、

これ違反したら罰則があるんだ。」と、思うところから少しずつ掘り下げていくような、そう

いった広報資料をいただくといいと思っています。冊子のようなものがきたら、「これ多分読

まないで捨てるよね。」というのがたくさんあって、非常に気の毒でせっかく行政の方で作ら

れた資料ですけれども、全国から来るものはみんなそうです。工夫が何もなされていなくて、

文字が小さいし、来る人は皆、老眼鏡かけているような経営者の方ですから、やはり１番最

初にインパクトのあるような資料を独自に作られていかれた方がいいと思います。いただく

ものは私たちも何も拒むことなく配布していきますけれども、そこらへん工夫されるともっ

とより周知ができるのかなと思います。見続けることが大事だと思うのは思うのですけれど

も、やはりそういった、目に、視覚に訴えるときにはインパクトのあるようなものを作って

いただいて、私どもの方に提供いただければと、本も厚いと見ないですよね。申し訳ないで

すけれども、実態です。１点だけ要望でした。 
 
○早川会長  
 ありがとうございました。今の江島委員からのご意見、「働き方改革関連法これだけパンフ

レット」のようなものを作られるご予定がおありかどうか。 
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○菊池労働局長  
 ありがとうございます。本当におっしゃるとおりだと思います。私どもとしても努力はし

ているつもりなのですが、まだまだ見ていただく側の方からすると見にくいということだろ

うと思います。先ほどお示しいただいた最賃なんかは金額と日にちがわかればほぼ伝えたい

ことが全てなので、１枚くらいで十分お伝えしやすいのですが、どうしても来年４月の同一

労働・同一賃金などは、なかなか１枚紙でご理解いただこうとするのは難しくて、確かに２

０ページの冊子を作ればいいかというと、それは読んでいただけないだろうというのもあり

ますので、そういうところからすると私どもとしては説明会をできるだけセットをして、そ

こにお出でいただいて是非話を聞いていただけませんかと、こういうつもりでやっているの

ですが、それもなかなか行き渡るのは難しいところがあったり、なかなか私どもとしても歯

がゆいところがあるのですが、いろいろとご意見をいただきながら、それを踏まえてなるべ

く伝わりやすい周知、あるいはその紙の作り方に日々知恵を凝らしていきたいというふうに

思います。引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
 
○早川会長  
 ありがとうございます。 
 
○公益代表 板橋委員  
先ほど教員の話が出たのですけれども、佐賀大学教育学部の場合は附属学校で、公立の先

生方の意識と違う意識で働いていただかないといけないということも出てくるのですけども、

そのときに、今ひっかかっている何時間以上働いてはいけないとか、何かを削減してくださ

いとか、休まないといけませんという、そういう話ばかり出てくるので、では先生方はどう

いうベースで考えられるかというと、今ある労働についてそれを当てはめるのは結局無理で

すという話になるのですよね。そうではなくて、やはりこれに当てはめるには仕事を減らさ

ないといけない、何が最低限必要なのかということで、最近、全国の集まりでの話はやはり

厚生労働省の元審議官の話を伺ったときには、もともとどういう考え方なのかというと、「ラ

イフスタイルの変化を求めているのです。」という話になっていて、結局、仕事の中身につい

てしっかりと考えて欲しいと、それを実効性があるものにしていただくにはやはりそういう

ことも含めて仕事の整理とも含めた、相談といった時に、制度であるとかどういう取り方を

した方がいいということではなくて、仕事の整理のコンサルティング的なものを含めてやっ

ていただかないといけない。おそらく今ある仕事に当てはめるのは絶対無理がくるので、隠

れて仕事をするという話にどうしてもなるのかなと思います。どこまで大丈夫ですかとか、

ただうちの場合はとにかく労働基準監督署によく入られているということもあって、どこか

で隠れて仕事をしているということが起きかねない。でも話を聞いてみると削減できるとこ

ろをしないといけないのにご本人の意識としてできていないということとか、保護者からの

要望に応えるためにお金に換算すると相当な額になるようなことを頑張っている。もし、そ
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れで隠れてしているのであれば、保護者は「タダ働きしてください。」というようなことを言

っているということになります。でも保護者はそういう意識がなくて言っているわけですよ

ね、それも結局考え方が変わらないと教員の働き方も変わらないので、そういった部分をフ

ォローしていただけたらと思います。自助努力も必要なのですけれども、そういうコンサル

ティング的なものもやはり必要なのではないかなと要望としては挙げさせていただきたいと

思います。 
 
○早川会長   
 なるほど、働き方そのものを変えないと働き方改革関連法にしたがった法遵守がしにくい

という、そもそもの働き方をどうするかというとこになりますけれど、もしご意見等があり

ましたらご発言をお願いします。 
 
○菊池労働局長  
 おっしゃるとおり、今やっている仕事をそのまま同じようにやり続けながら労働時間を短

縮するというのは不可能ですので、仕事の仕方の見直しと言えば一言で終わってしまいます

けれども、当然必要なわけです。業態によっていろいろなやり方、アプローチがあると思い

ますので、当然私どもも公務員も今上限規制的なものが入りましたので、更になお一層無駄

な仕事はないか、みたいな見直しをさらに進めるとか、一部非常勤職員を少し増やせないか

みたいなこともありますし、非常勤職員というのも同一労働・同一賃金の問題で、使い方と

いうか雇い方というのも今までとは違うあり方が必要ですから、そういうことを考えつつな

のですが、いろいろなアプローチを組み合わせながらやっていかないと労働時間を短縮しま

しょう、年休をたくさん取りましょうといっても無理が来ますので、それはおっしゃるとお

りだと思います。１つには社会保険労務士会に委託をして相談支援センターというものを設

けておりまして、当然無料で私どもも相談においでいただければ相談に応じるのですけれど

も、特に役所は敷居が高いという方も少なくないので、社会保険労務士会に委託をして役所

と同じような相談が無料で民間、役所ではない場で受けられるような、そこで具体的な例え

ばうちはこういう状態なんだけれどもどのような対応のしかたがあるでしょうかねみたいな

ことは一定程度対応していくようにしておりますし、知恵が足りないかもしれませんけれど

もいろいろな支援策を用意させていただいているつもりですので、ひとつにはたとえばその

今の支援策などもご利用いただければというふうに思っているところでございます。 
 
○早川会長  
 社労士会への委託に基づいてコンサルティングを受けられるといったものでしょうか。 
 
○菊池労働局長  
 コンサルティング、何と言ったらいいかな。センターに行って相談することも可能なので
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すけれども、来てくださいといって、ではおじゃましますというのも可能にしてありますの

で。はい。 
 
○早川会長  
 ありがとうございます。よろしいでしょうか。出揃いました。では、最後、先ほど労働基

準部長から「腰痛これだけ体操」のご紹介をいただけるとのお話がありましたが、皆さん少

し長時間でだいぶ腰も痛くなってきたでしょうから、よろしければ３秒ということですので、

ご紹介お願いします。 
 
○労働基準部 満田健康安全課長  
 体操は３秒ですけれども、説明は３０秒ぐらい。ラジオ体操でも、腰をそらす体操がある

のですけれども、膝を曲げない、膝を伸ばすことが１番大切です。それと肩を開くことです、

こういう姿勢になるようにします。両手をお尻に付けて、その時に胸を開く、背中を狭める

これがすごく大切な姿勢だということですね。これで腰を前に突き出す。以上やられてみて、

毎日３回ずつくらいやって、「あいたたた。」と言うくらい。痛くても続ける、ただしびれが

足にかなり走るような人は、他の脊柱管狭窄症とかそういう人は注意してください。という

ことで述べさせていただいております。と同時に、腰痛は慢性にしないと、自分で治してい

くというのが今の基本ですよというようなことをお伝えしたいと思います。 
 
○早川会長  
 ありがとうございました。２人の課長さんが手作り感のある佐賀らしいいいポスターも作

っていただいて、是非、今日皆さんの職場で普及していただければと思います。では他にな

いようでしたら次第４につきましては以上とさせていただきます。事務局において各委員か

らのご意見を踏まえて行政運営にあたっていただければと存じます。 
 次に次第５のその他について、事務局より何かありますでしょうか。ありませんか。 
 それでは、これをもちまして本日の議事は終了とさせていただきます。本日は長時間のご

審議ありがとうございました。皆様方のご協力に感謝申し上げます。なお、本日の議事録に

つきましては、私と労働者側委員から俣野委員、使用者側の委員から松永委員に署名をお願

いします。それでは事務局に進行をお返しいたします。 
 
○事務局 雇用環境・均等室 白武監理官  
 早川会長、議事進行ありがとうございました。委員の皆様におきましても長時間のご審議

誠にありがとうございました。本日いただきました意見に関しましては、今後の行政運営の

方に十分生かしていきたいというふうに考えております。ありがとうございます。また、先

ほど早川会長からご発言がありました、議事録の署名につきましては、後日事務局の方から

ご連絡させていただくことを予定しておりますので、ご確認、署名の方をよろしくお願いい
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たします。 
それでは次回審議会についてですが、次回審議会については３月中旬を予定しております。

あらためて日程調査をさせていただきたいというふうに思っていますので、その際はよろし

くお願いいたします。 
 それでは、本日の審議会はこれをもちまして終了とさせていただきます。 
 本日は誠にありがとうございました。 
 
○参加委員  
ありがとうございました。 
 
 

会   長 
                          
 
労働者委員 
                          
 
使用者委員 
                          


