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平成２９年度 第３回佐賀地方労働審議会 
 

   １ 日 時   平成３０年３月１９日（月） １４時００分～ 

   ２ 場 所   佐賀第２合同庁舎 ５階 共用大会議室２ 

   ３ 出席者   公益代表  板橋委員、澤野委員、橋本委員、早川委員 

福島委員、牟田委員   

           労働者代表 青栁委員、田中委員、新山委員、原口委員   

                 原委員 

           使用者代表 江島委員、坂井委員、濵本委員、福母委員 

           事務局   松森労働局長、大坪総務部長、原田雇用環境・均等室長 

                 城労働基準部長、稲田職業安定部長 

   ４ 議 題   平成30年度佐賀労働局労働行政運営方針（案）及び佐賀県陶磁器製造業

最低工賃について 

 

○司会 大田 

 定刻となりましたので、只今から平成 29 年度第３回佐賀地方労働審議会を開催いたします。

私は、事務局を勤めます雇用環境・均等室の大田と申します。 

それでは、本審議会の定足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「審議会が委員の３分の２以上、又は労働者代表委員、使用

者代表委員及び公益代表委員の各３分の１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。」ことと規定されております。 

本日は、労働者代表委員の塚本委員、使用者代表委員の東森委員、橋口委員の３名が欠席でご

ざいます。また、公益代表委員の板橋委員につきましては、御出席の報告をいただいておりまし

たが御出席が得られていません。現在、委員 18 名のうち、14 名の御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報告いたします。 

なお、本審議会資料は、委員の皆様に事前にお渡しをしております。「平成 30 年度佐賀労働局

労働行政運営方針（案）及び『佐賀県「陶磁器製造業に係る生地製造の業務」に係る委託状況実

態調査について』により説明いたしますので、御確認をお願いいたします。 

議事に入る前にお願いですが、マイクのスイッチはそのままで、切らないようにお願いします。

それでは、議事進行を牟田会長にお願いいたします。 

○牟田 会長 

 本日は佐賀労働局長からの招集請求によりまして、佐賀地方労働審議会を招集しましたところ、

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中を御出席いただきましてありがとうございます。 

なお、本審議会は佐賀地方労働審議会運営規則第５条によりまして、公開となっておりますの

で、御承知をお願いしたいと思います。 

それでは、議事に移ります。松森局長の御挨拶をお願いします。 

○松森 労働局長 

 本日は、年度末の大変お忙しい中、平成 29 年度佐賀地方労働審議会に御出席いただきまして、

誠にありがとうございます。また、委員の皆様方におかれましては、日頃より行政運営に多大な
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御理解と御協力を頂いておりますことを、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

本日の審議会は、「平成 30 年度の佐賀労働局行政運営方針（案）」について御審議賜りたく、

開催させていただく所存でございます。 

労働行政運営方針（案）については、地域のニーズに沿った効果的な行政を実施するために皆

様方から御意見を賜り、最終的に取りまとめていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

平成 30 年度の行政運営の重点施策ですが、詳細は担当部・室長から後ほど説明いたしますが、

今年度と同じく「働き方改革の着実な実行や人材投資の強化等を通じた労働環境の整備、生産性

向上に向けた対策の強化」と、「女性、若者、障害者、高齢者等の多様な働き手の参画に向けた

対策の強化」の柱で構成しております。これらの実現に向けた地域における現下の課題に対応し

た対策を強力に推進するために、労働局、労働基準監督署、ハローワークが一体となった取組は

もとより、関係機関との連携を一層強化し、総合労働機関としての機能を発揮して各施策に取り

組んでまいります。これから、各部・室長より行政運営方針（案）について説明させていただき

ますが、皆様から忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございます

が冒頭の挨拶とさせていただきます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

○牟田 会長 

 はい、ありがとうございました。本日の付議事項は、お手元に配付しております審議会次第の

とおりでございまして、「平成 30 年度佐賀労働局労働行政運営方針（案）」と「佐賀県陶磁器製

造業最低工賃」の２件を御審議いただきます。それでは、「平成 30 年度佐賀労働局労働行政運営

方針（案）」につきまして、議事に入りたいと思います。 

 まず、各部・室長から説明を受けたいと思います。なお議事にかかります御意見は質疑応答、

意見交換のところで一括してお願いしたいと思います。 

始めに雇用環境・均等室長から説明をお願いします。 

○原田 雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室の原田でございます。委員の皆様方には日頃より大変お世話になっており、

心より感謝申し上げます。 

私からは、平成 30 年度の行政運営方針（案）の全体的な構成と雇用環境・均等室における来

年度の重点対策について説明をさせていただきますのでよろしくお願いします。 

使用いたします資料ですが、お手元の資料№1、平成 30 年度佐賀労働局行政運営方針（案）を

御覧ください。まず表紙を開いていただきまして、目次の部分を御覧いただけますでしょうか。

昨年におきましても、着実な雇用情勢の改善に伴いまして、今年度、有効求人倍率等は高い値で

推移する一方で、少子高齢化の進展等、労働力人口の減少も進んでおり、近年企業における人手

不足というのが顕在化しておりますけれども、このような状況の中、佐賀労働局におきましては、

平成 30 年度も引き続き、目次にありますように、『佐賀の「しごと」と「ひと」が輝くために』

ということをテーマに、先ほど局長からも申し上げましたが、働き方改革等を通じた魅力ある職

場づくりと、それから全ての労働者への就労支援、この２本の柱に沿って労働局の各施策を展開

してまいります。目次の左側１番上のテーマが掲げられておりまして、その下第 1 として「労働

行政を取り巻く情勢と課題」、それから下の行に第２ということで、平成 30 年度の労働局の重点

対策となっておりますが、時間の関係で第 1 の情勢と課題についての説明は省略させていただき
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まして、第２の重点対策、局が重点的に取り組む事項について説明をいたします。 

資料は、飛びながらになって恐縮でございますが、まずは 13 ページを御覧ください。13 ペー

ジからが重点対策ということになりますけれども、1 本目の柱、「働き方改革の着実な実行や人

材投資の強化等を通じた労働環境の整備」ということですが、局内各部・室の施策が色々と組み

込まれております。 

私からは、雇用環境・均等室の重点について説明をさせていただきます。最初に働き方改革に

関してでございますが、働き方改革を推進していくためには、関連情報を広く発信していく必要

がございますので、関係機関を始め、労使団体、金融機関等とも連携しつつ進めてまいります。

その一環といたしまして、県内の使用者団体、労働者団体及び行政機関から構成される「佐賀県

魅力ある職場づくり推進会議」を平成 27 年度より開催しておりますが、今年度は働き方改革や

生産性の向上に向けた取組等をテーマに御協議いただきまして、局においては県内企業の働き方

改革、取組事例集等を作成することとなったところです。引き続き、平成 30 年度におきまして

も、この会議開催を通じまして生産性の向上や魅力ある職場づくりの必要性等、気運の醸成を図

ると共に、県内企業の取組の促進に繋げてまいりたいと思います。また、御承知のように、現在、

働き方改革関連法案が国会提出に向け準備中でございますが、国会審議等において法案の動向に

ついては、はっきりしない状況もございますけれども、法案が成立致しました場合は中小企業や

小規模事業者の皆様にも的確に御対応をいただくこととなりますので、同時に支援策を進めてい

く必要がございます。その 1 つといたしまして委託事業により「働き方改革推進支援センター」

を設置し、長時間労働の是正や非正規労働者の処遇改善、人材不足対策や最低賃金引き上げ支援

等ワンストップで対応して、働き方改革全般に渡る相談拠点として、中小企業等の取組を支援し

ていくこととしています。更に、働き方改革を進めていくためには、生産性を向上させて企業収

益を確保して賃金に回すというような好循環を作り上げていくということが欠かせないというこ

となのですが、これは特に中小企業等にとりましては、ハードルが高い面もございますことから、

労働局と地域の金融機関とが連携致しまして地域企業の経営支援を行うに当たって、労働関係助

成金を始めとする労働施策を効果的に活用していくことができれば、地域企業の労働生産性の加

速化等に繋げていくことができるのではないかということで、３月 23 日、今週でございますけ

れども、労働局と県内の主要な金融機関とで包括連携協定を締結いたしまして、今後は金融機関

とも相互に連携しながら取組を進めていくこととしております。その他にも、県内においては年

間総実労働時間が全国平均を上回っているとか、その要因の 1 つでもある年次有給休暇の取得率

が大体 45%前後で推移を続けておりまして、政府目標の 70%というのを大きく下回っているよう

な状況もございます。ワークライフバランスの実現に向けましても、年次有給休暇や連続休暇の

取得促進であるとか、労働時間の見直しについて、折々に県内の関係団体への協力の要請や県と

連携しての周知、啓発、それから局幹部による主要企業トップ層への働きかけや専門スタッフに

よる個別企業へのコンサルティング等も行ってまいります。 

続きまして、資料は 13 ページ中程からの（1）「非正規雇用労働者の処遇改善」についてでご

ざいますが、資料は 14 ページの「パートタイム労働者の均等・均衛待遇の確保等対策の推進」

という部分になります。パートタイム労働者につきましては、個別企業訪問による指導や集団指

導等を通じまして現行のパートタイム労働法の履行確保に努めているところでございます。働き

方改革関連法案の中で同一労働同一賃金の実現に向けまして、パートタイム労働法と労働契約法
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を改正し、パート・有期雇用労働法とするとともに労働者派遣法を改正し、企業内における正規

と非正規の不合理な待遇の差を解消することなどが盛り込まれておりますので、法案成立後は、

もちろん改正内容の周知を図っていくこととなりますが、今回の改正は現行のパートタイム労働

法等の延長線上でのルールの強化というものが中心となっておりますので、それまでの間におき

ましても、各企業において正規と非正規の間に待遇差がある場合は、何故そのような差が生じて

いるのか等をお考えいただく等、まずはその現行法のパートタイム労働法における均等・均衡待

遇の趣旨や内容についての理解促進に一層努めてまいりたいと思います。また、併せてキャリア

アップ助成金等の支援策や先ほどの働き方改革推進支援センターについても周知を図りその活用

を促す等、関係者の方へのきめ細かな対応を心がけていきたいと思っています。それから、非正

規雇用労働者の処遇改善に関しまして、もう 1 点、資料は 14 ページの下から 2 行目となります

が、「無期転換ルール」についてです。労働契約法の改正によって、平成 25 年４月１日以降に開

始した「有期労働契約」については、契約が更新されて通算で５年を超えた場合は、平成 30 年

４月以降、労働者の申し込みによって期間の定めのない無期契約へと転換されることとなります

が、４月以降に、この労働者からの転換の申し込みというのが一斉に発生することが見込まれて

おります。今年度は、この「無期転換ルール」について労使双方の関係者の方への集中的な周知

に努めてきたところですけれども、先月からはナビダイヤルと言って、全国統一の緊急相談ダイ

ヤル等も新たに設置されたところです。制度の認知度は県内でも徐々に高まってきたかと思いま

すが、局への問合わせや相談等も増えておりまして、昨年９月以降、80 件程受けております。

実際に４月以降にルールが動き出した後も雇い止めに関する御相談や、それから定年退職後の

「特例認定申請」等、しばらくは多い事が予想されますので、平成 30 年度におきましても「無

期転換ルール」の導入が適切に進められるよう制度の周知に努めるとともに、「無期転換ルー

ル」を避けるための雇い止め等は許されないことについて啓発指導も努めていきたいと思ってい

ます。 

続きまして資料は飛びますが、34 ページを御覧ください。34 ページ上から 3 行目（８）「総合

的ハラスメント対策の一体的実施」という部分ですけれども、いわゆるマタニティハラスメント

やパワーハラスメント、それから職場のセクシュアルハラスメントについては、雇用環境・均等

室において一括して対応させていただいているところですが、ここで少し労働局とそれから各監

督署に設置されております総合労働相談コーナーにおける状況を少し御紹介させていただきます

と、今年度は先月２月末までに、大体 8,300 件程の労働相談というのが寄せられておりまして、

その内の民事上の個別労働紛争に係る御相談というものが、約 1,770 件ございました。その主な

内容といたしましては、職場のいじめ、嫌がらせの御相談が 440 件でトップを占めておりまして、

それに続いて自己都合退職であるとか、労働条件についての御相談が多いというような状況に

なっております。ここ数年同じような傾向が続いているような状況です。また、均等法や育児介

護休業法に関する御相談は、約 700 件ございまして、その内、いわゆるマタニティハラスメント

に関する御相談は約 130 件、セクシュアルハラスメントについては約 60 件というような状況で

した。昨年の 1 月 1 日からマタニティハラスメントについては、防止措置というのが事業主の皆

様に義務化されたところですが、これらの職場のハラスメントは複合的に生じるケースもござい

ますので、企業に対しましては「セクハラ」、「マタハラ」と併せまして「パワハラ」についても、

未然防止の措置を講じるよう引き続き促してまいりますととともに、御相談や紛争解決の援助申
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請等に対しましては、その解決に努めたいと思っております。 

続きまして、資料は 36 ページ真ん中より下となりますけれども、２ということで「女性、若

者、障害者、高齢者等の多様な働き手の参画に向けた対策の強化」ということですが、ここから

は２本目の柱の内容に入ってまいります。雇用環境・均等室の関係は、（１）の「女性の活躍推

進」の部分となりますが、人口が減っていく中でその半分を占めます女性の活躍というのは大変

重要な課題でございますが、ここまで述べてまいりました働き方改革におきましても、当然に女

性の問題も含め一体的に進めていくことになります。併せまして、引き続き均等法や育児介護休

業法の履行確保を図って、両立しやすい職場づくりを進めて女性の活躍を後押ししていくことに

なりますけれども、女性の活躍推進に取り組むことでより多くの人材を確保することができれば、

人材不足対策にも繋がってまいります事から特に中小企業への働きかけなどを次年度は積極的に

行っていくこととしております。 

以上、簡単ですが、雇用環境・均等室における重点対策についてでございました。 

○牟田 会長 

 はい、ありがとうございます。次に労働基準部長、説明をお願いします。 

○城 労働基準部長 

 労働基準部長の城でございます。私からは、平成 30 年度における労働基準行政の重点施策に

ついて、３点に絞って御説明させていただきたいと思います。 

15 ページをお開きください。まず１点目でございますが、「働き過ぎ防止に向けた取組の推

進」というものがございます。「長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止に係る監督

指導等」と下の方に見出しが書かれておりますが、現在の働き方改革等が進められておりますけ

れども、これに関しても中心的な部分というふうに言えるのではないかと思います。依然として、

違法な長時間の時間外労働が認められることから長時間労働の削減が喫緊の課題となっていると

ころでございます。資料はございませんが、昨年 11 月に過重労働キャンペーン月間ということ

でその期間中に重点的に監督指導を 130 の事業所に実施しました。その内、違法な時間外労働を

行っている所が 28 事業所で認められたところでございます。1 ヶ月当り 80 時間を超える違法な

時間外労働というものが 12 事業所ございました。その 12 の内 100 時間超えというのは６事業所

認められたところでございます。このようなことから来年度もこの長時間労働に対してはどのよ

うに行っていくのかということは非常に重要な課題となっております。これに関してましてどの

ように対策を進めていくかというのが 15 ページ、16 ページに書かせていただいたところでござ

います。何点かかいつまんで申し上げますと、まずその長時間労働抑制のために、1 つは「36 協

定」を届けていただきます。「36 協定」を届けられた時に監督署の窓口において指導を徹底して

いくこと、具体的に申し上げれば、協定の当事者が適正なのかどうなのか、或いは限度基準告示

に違反していないかどうか、こういったところを確認させていただくというふうにしております。

また、各種情報等から 1 ヶ月 80 時間超えて時間外労働をさせていると考えられるような事業所

が過労死等に係る労災請求が行われた事業所に対して監督指導を徹底していくということ、それ

から制度的な是正指導と一定条件を満たす場合の企業名公表を実施する、更には、「36 協定」自

体をまだ締結していない、或いは届けてない、こういうような事業所が沢山あるかと思いますの

でそういったことがないように「36 協定」の周知徹底と「36 協定」を届けていない事業所に対

しても監督指導を行っていくこと、これを来年度の柱として行っていこうというふうに考えてい
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るところでございます。 

それから２点目につきましては、行政運営方針の 22 ページに書かせていただいております、

「労働者の安全と健康の確保のための対策の推進」ということでございます。それから机上配付

の資料を一緒に御覧いただければ思います。労働基準部の資料でございますけれども、1 枚め

くっていただいたところに、労働災害の発生状況を取りまとめさせていただいております。

ちょっと見にくい表でございますけれども、これが休業 4 日以上の労働災害は、これはまだ速報

値にはなってございますが、グラフのところの一番最後を見ていただきますと、休業４日以上の

合計で 1,101 件、これが昨年の状況です。それで死亡者が８人ということです。その右側の水色

のところが前年度計でございますのでここと比較しますと、休業４日以上の災害は、昨年と比べ

ると 2.4%増加と死亡が９人から８人に 1 人減少ということでございます。休業４日以上の災害

については、２年連続の増加、死亡災害については７年ぶりに減少という結果でございました。

ただ、昨年目標としましては、死傷災害を 1,000 件未満に抑える、そして死亡については５人未

満に抑えるという目標を設定していたのですけれども、残念ながら達成できなかったということ

でございます。ですから、来年度については、これらの課題をクリアするというのが必要になっ

てくるというふうに考えております。それから、この表の一番上を見ていただきますと、食料品

製造業の所に 16.9%と書いておりますけれども、昨年と比べまして 16.9%増加しているというこ

とです。実は一昨年は 53%程増加しておりまして、ここ２年非常に食料品製造業が増加している

という状況になっております。どういう災害が発生しているのかというと、滑ったり転んだりし

た転倒災害、その他、機械への巻き込まれということです。ただし、死亡事故は発生していない

と２年間こういうような状況でございます。それから、下の段になりますけれども、13 の保

険・衛生業の所、その上に社会福祉施設とございますけれども、これは対前年同期比で 40.3%増

加ということです。介護施設等の社会福祉施設は今後もどんどんできてくる訳でございますので、

来年度以降もさらに労働災害としては増加すると思われます。従いまして、来年度もこういった

社会福祉施設に対してどのように行っていくかということが重要になってくると考えております。

顕著な増加はこの２つでございますが、この他、建設業、それから運輸交通業、建設業は 7.9%

増加、運輸交通業は 7.3%増加になってございますが、これは、対前年、前年に関わらず非常に

災害が多い災害多発業者でございますので、これについても変わらない労働災害防止対策を行っ

ていくというふうに考えております。それから、手持ち資料を２枚めくっていただきますと、

「交通死亡労働災害撲滅に向けた緊急要請について」というペーパーが出てまいります。これは、

昨年の 12 月 19 日に、下の要請文に書いてございますように、「全死亡者８名中５名が交通死亡

労働災害となっております。」というように書いてございますように、労働災害による死者の中

では交通労働災害による死亡者の割合が非常に高いということが現実になっております。従いま

して、昨年年末でございましたけれども、この状況を各業界団体の中で交通労働災害防止に向け

た取組を徹底していただくようにこのような緊急要請をさせていただきました。引き続き、交通

労働災害の撲滅に向けた対応を図っていくつもりではございますけれども、交通労働災害防止の

ためのガイドラインというものがございますので、こういったものの啓発、指導を行ってまいり

たいというふうに考えております。 

最後３点目でございますけれども、資料の方は 35 ページ、それから机上配付させていただい

ております資料については、一番最後のページでございますけれども最低賃金制度の適切な運営
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ということでございます。ここ数年、御存知のとおり最低賃金の大幅な引き上げがなされており

ます。このような事からその中小企業の経営に対して圧迫を招いている、それによる最低賃金の

遵守というものが懸念されている状況にあります。従いまして、来年度につきましては、ここに

書いてありますが、地域別の最低賃金は 737 円、特定最低賃金につきましては御覧のとおりでご

ざいますので、この金額を遵守していただけるようその金額の周知徹底を図ってまいりたいとい

うふうに思っておりますとともに、このお手持ち資料の後ろ側に業務改善助成金というものがご

ざいますが、これは拡充されましたので、こういった各種助成金等の事業主支援策についても同

様に周知を図って、これらが活用されるよう事業主の方々に周知を図ってまいりたいというふう

に思っております。それとともに、適切な監督指導を行ってまいりたいというふうに思っており

ます。以上が、労働基準行政の重点施策ということでございます。来年度もどうぞよろしくお願

いいたします。 

○牟田 会長 

 ありがとうございました。続きまして、職業安定部長、御説明をお願いします。 

○稲田 職業安定部長 

 職業安定部長の稲田と申します。委員の皆様方には、いつも大変お世話になっておりまして、

この場をお借りし感謝申し上げます。 

私の方からは、資料 NO.1 の「労働行政運営方針」の内、職業安定部関係について説明させて

いただきます。 

まず、第１の「労働行政を取り巻く情勢と課題」ですけれども、私共の方は職業安定行政の情

勢と課題になります。こちらにつきましては、時間の都合もございますため、簡単に説明させて

いただこうと思っております。 

その前に、現在の雇用、失業の情勢について、簡単に触れさせていただきます。まず、机上配

付資料の「一般職業紹介状況」を御覧いただいてよろしいでしょうか。直近のものが平成 30 年

の１月分になります。県内のまず有効求人倍率、こちらは季節調整値ですけれども、こちらは有

効求職者が前月比 2.9%減少の 1 万 4,838 人、有効求人数が前月比で 0.8%減少の 1 万 9,205 人と

なったことによりまして、前月から 0.02 ポイント上昇の 1.29 倍となりました。1.29 倍という

この数字につきましては、統計を開始した昭和 38 年以来の過去最高の数値であるとともに、

10 ヶ月連続で 1.2 倍を超えているような数値で推移しておりまして、最近の雇用情勢は着実に

改善しているということが言えます。なお最近の特徴といたしましては、求職者自体は減少傾向

にあるのですけれども、在職中の求職者というものが増加傾向で推移しておりまして、現在の仕

事よりもより良い勤務条件等を求めて求職活動を行っているという労働者が目立ってきているの

が見て取れます。続きまして、正社員有効求人倍率、こちらの方が原数値ですけれども、前年同

月よりも 0.18 ポイント上昇の 0.94 倍となっておりまして、こちらは全国が 1.14 倍ですので、

これに比べれば、まだ若干低いですけれども、この 0.94 倍という数値については、統計を開始

した平成 17 年以来過去最高の数値となっております。続いて、２つ目の資料が新規高卒者の求

人・求職・内定状況になります。こちらの方を御覧ください。こちらの平成 30 年１月末現在で

すけれども、受理した求人数は前年同月比 17.6%の大幅増の 4,343 人、一方求職希望者数は、前

年同月比 1.5%減の 2,485 人となったことによりまして、求人倍率は 1.75 倍となっております。

これは平成９年以降では過去最高の数値となっております。また、求職内定率につきましては
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96.1% ということで過去最高の数値となる等、昨年度以上に改善が進んでいるというような状況

でございます。なお、参考までに就職内定者数に占める県内就職者の割合を見てみますと前年度

比 0.3%増の 58.7%ということになっております。このように、雇用情勢については改善が進んで

いる一方、全国的な少子高齢化の進展に加えまして佐賀県においては、新規高卒就職者の内、約

４割が県外に就職するといったような状況で若者を中心とした労働力の県外流出等もありまして、

企業等から見れば人材確保難が顕在化しつつあるということからこれら労働力不足という問題に

対応していくためには、高齢者や女性等、多様な働き手の参画による一億総活躍社会の実現とい

うのが不可欠となっているところです。特に人材不足が顕著となっている分野の人材確保を図る

ためには、雇用管理改善を通じて職場の魅力を高め、ハローワーク等がマッチング機能を強化し、

そこに上手く人を誘導する、また、能力開発支援により個々の能力を高めていただくといったこ

とにより、労働生産性の向上、魅力ある職場づくりを通じた総合的な人材確保対策が求められて

いるところです。また、佐賀県内におきます雇用、労働の実態や地域ニーズを踏まえつつ、地方

自治体の産業施策等と密に連携し、国と地方自治体がそれぞれの強みを発揮した上で一体となっ

た雇用施策を展開していくということが重要となってきております。このような佐賀県内の労働

行政におけます課題や問題を踏まえ、佐賀労働局では平成 30 年度におきまして、こちらの「地

方労働行政運営方針」の第２の重点改革にございますような取組を重点的に推進するとしたとこ

ろでございまして、これらの取組を通じて課題の解決や改善を実現していきたいと考えていると

ころですが、本日は重点改革の中でも、特に重点的な取組や新規取組というのを中心に説明させ

ていただきます。 

まず、資料の 13 ページを御覧ください。こちらの 1 の（１）「非正規雇用労働者の正社員転換

及び同一労働同一賃金など処遇改善の推進」になります。佐賀労働局では非正規雇用労働者の正

社員転換や待遇改善を促進するために平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間に取り組むべき

施策というものを取りまとめた「佐賀県正社員転換・待遇改善実現プラン」というものを策定し

たところでございまして、来年度はこの計画の３年目となっております。この実現プランの取組

といたしましては、この（ア）にございますようなハローワークを中心とした正社員求人の確保

や正社員を希望する求職者に対する重点的な支援、また（イ）にございますような企業内での正

社員転換や人材育成、処遇改善等を通じて非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組む事業主

に対してキャリアアップ助成金と言った助成金の支給による支援というのを実施することとして

おります。 

続いて 28 ページの（6）人材確保対策、地方創生の推進のアの職業能力開発等の部分になりま

す。人材不足が顕在化してくる中におきまして、これらに対応していくためには企業における生

産性を向上させていくということが重要であり、そのためには企業の中核を担う者の育成、女性

や高齢者の就労を後押ししていく必要がございます。このため、佐賀県や能力センター佐賀とと

もに密に連携を取りながら地域ニーズに沿った職業訓練の機会というものを提供すべきこととし

ております。具体的には 29 ページの方にあります、これまで能力開発の機会に恵まれなかった

非正規雇用労働者を対象として、国家資格の取得等を目指す「長期高度人材育成コース」の新

設・拡充、これは平成 29 年度から行っておりますが、平成 29 年度は介護福祉士と保育士の２

コースを実施していたところですけれども、平成 30 年度については、これを踏まえまして栄養

士と美容師の資格取得を目指すコースを追加することとしております。また、出産・育児等で一
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旦仕事を離れていた者が仕事の復帰を目指すに当たって、育児と職業訓練が両立しやすいよう託

児サービス付きの職業訓練コースの設定や短時間の訓練コースを設定することとしております。

更に、30 ページの（ウ）にございますような在宅者を対象としたレディーメイド・オーダーメ

イド等の訓練や生産性向上に必要な知識やスキルを習得させるための訓練、また、人材開発支援

助成金を活用した企業内の人材育成というものを使用することとしております。同じページのイ

の（イ）の「マッチング支援の強化」になります。こちらにつきましては、平成 30 年度の新規

事業でございまして、特に力を入れて取り組むこととしております。内容といたしましては、ハ

ローワーク佐賀の方に「人材確保対策コーナー」というものを新たに設置しまして、専門の相談

員を配置した上で、福祉、建設、警備、運輸といった人材不足が顕著となっている分野を中心に

専門的な相談等を通じたマッチング支援というのを展開するものになります。これらの展開に当

たりましては、地方自治体や関係機関との連携した就職面接会の開催、資格を有する求職者情報

の共有や復職講習への参加勧奨、後は業界団体との連携による求人者向け求職者向けのセミナー

の開催や職場見学と就職面接会を同時に行いますツアー型面接会といったことも開催することと

しております。それ以外にも、32 ページの（7）のアの（ア）にございます求人充足サービスの

強化を図ることとしておりまして、求人者担当制による求人充足にいたるまでの一貫した支援や

ハローワークのフロア内において企業自らも求職者に直接 PR していただく機会というものも提

供することとしております。 

続きまして、31 ページのエ「佐賀県との雇用対策協定締結を通じた地方創生の推進」になり

ます。ここの表題の方に雇用対策協定締結となっているのですが、締結自体は昨年度締結してお

りますのでこちらは後ほど削除させていただきます。こちらの方につきましては、昨年３月に佐

賀県知事と佐賀労働局長との間で雇用パートーナー協定というのを締結しておりまして、この協

定に基づき佐賀県と佐賀労働局が地域課題に対する共通認識を持った上でそれぞれの強みを発揮

し、一体となって雇用対策を講じていこうとするものでございまして、毎年度事業計画を定める

こととしております。来年度の事業計画の内容につきましては、机上配付資料のポンチ絵になり

ます。こちらの方の下の方を見ていただければと思うのですが、来年度に連携協力して推進する

取組といたしましては、左側の取組の柱にございますとおり、1 つ目として多様な人材に対する

就職支援、２つ目として佐賀を支える産業の人材の確保・育成、３つ目として働き方改革という

この３つの大きな柱として重点的に取り組むこととしております。 

最後になりますが 42 ページを御覧ください。42 ページの方の（４）障害者等の活躍推進につ

いてになります。こちらにつきましてはもう１つの机上配付資料の方も併せて御覧いただければ

と思うのですが、まず佐賀県における民間企業の障害者実雇用率につきましては、平成 29 年度

６月１日現在 2.54%ということで過去最高となっており、また、法定雇用率達成企業割合という

ものは、72.6%ということで 7 年連続全国トップとなっております。このように、障害者雇用に

対する企業理解というのは進んでいると見ております。このような状況の中、精神障害者につき

ましては、近年就労の意欲の高まりや精神障害者に対する企業の理解も進展してきていること等

を踏まえまして、平成 25 年度に障害者雇用促進法を改正し、来月からは精神障害者についても、

雇用義務の対象に加えることとなりました。これに伴い法定雇用率の算定に精神障害者を加える

こととし、現行民間企業では 2.0%、国・地方公共団体等で 2.3%だったものを、4 月 1 日からは、

それぞれ 0.2%ずつ引き上げられることとなりまして、その結果、民間企業では 2.2%、国・地方
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公共団体等では 2.5%となります。このため、厚生労働本省や労働局・ハローワークではこれら

改正内容の周知に努めてきておりまして、２月、３月に続いては、精神障害者雇用促進キャン

ペーンと名を打ちまして、地域の経済団体等を訪問しての要請等を行ってきたところです。佐賀

労働局におきましても、先週 15 日に経済４団体を訪問した上で精神障害者を始めとした障害者

の積極的な雇用を要請させていただいたところです。引き続き、ハローワークにおいても事業主

と接触するあらゆる機会を捉えて雇用率の引き上げ等の周知を図るとともに、障害者の積極的な

雇用を勧奨していくこととしております。これら以外にも例えば高齢者については、ハローワー

ク佐賀に設置しております生涯現役支援窓口を中心といたしまして、また、若年者・若者につき

ましては、県のジョブカフェとヤングハローワークを併設設置しております「ゆめタネ」を中心

として、更に生活困窮者等に対しては地方自治体の施設内に設置しております一体的実施施設と

いうものを中心といたしまして、今年度に引き続き求職者担当制やチーム支援等による求職者の

属性、状況に応じたきめ細かな支援を展開していくこととしております。 

私の方からは以上となります。 

○牟田 会長 

はい、ありがとうございました。次に総務部長、御説明お願いします。 

○大坪 総務部長 

 総務部長の大坪です。お世話になっております。私の方からは、財政基盤ともなります労働保

険の関係につきまして、少しばかり触れさせていただきます。資料は、№１の 20 ページになり

ます。上の方に、エの「労働保険制度の適正な運営」ということで、まず（ア）のこれは主に労

働保険の未加入事業所を対象とした未手続事業一層対策、それからその下にあります（イ）のこ

れは主に労働保険料等の収納率の向上を目的とした適正徴収、この２つの大きな柱としておりま

す。これらにつきましては、特に変更点等はありませんけれども、（ア）につきましては、関係

機関と連携した幅広い周知と個別での勧奨、それから（イ）につきましては、あらゆる手段によ

る積極的なアプローチ、これらを主体としまして、業務を推進してまいりたいというふうに考え

ております。以上です。 

○牟田 会長 

 はい、これから質疑応答、意見交換に移りたいと思いますが、どなたでも結構ですので、御質

問、御意見がありましたらお願いしたいと思います。どうぞ、お願いします。 

○江島 委員 

 27 ページ、「原子力発電所に対する総合的な対策」というところで、立場的には指導を受ける

立場という事にはなるのですが、ニュートラルなところで話をさせてもらうと、この解体作業が

非汚染設備の方から開始されているということで、次の段階では放射線障害の防止を始めとする

総合的な安全衛生管理をしていくと、こういった中で従来の労働災害に対する指導や基準なりマ

ニュアルといったものが蓄積されているのかなというふうに思うのですが、この放射線障害とい

うものについては、解体そのものは佐賀が一番早いんですかね。そういった中でどういった指導

をしていくのかということがちょっとよく分からない部分があったので、もし本格的に放射線汚

染されたようなそういったものを作業していくといった段階でどういった具体的な指導をしてい

こうとされているのかという事と、その時に専門的な立場の人も一緒に連れていかれるのか具体

的にどういうふうに指導されるのかなというのがちょっと心配になってきて、こういう後々障害
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が発生するような、そういう性格のものであるのかなと実は思っていて、今ではなくて、先に発

症する場合があるのでそういうものを見越してどういったマニュアルみたいなものを作ってい

らっしゃるのであれば教えていただき適切に指導していただきたいというのがこの質問の主旨で

す。 

○牟田 会長 

 大きな問題でまだ先の問題かもしれないのですけれども、御質問に今日御回答できますか。 

○城 労働基準部長 

 回答というにはおこがましいかもしれないのですけれども。まず、放射線に被曝をしないよう

な対策というのが１番、それから被曝放射線量許容量というものが決められておりますので放射

線量管理、こういったものが基本になろうかというふうに考えております。マニュアルというも

のは現時点ではないのかなというふうに思います。現在は、非汚染設備の解体ですので放射線の

部分にはかかわってきませんけれども、実際にかかわってくるようになれば具体的な対応を行っ

ていかなければいけないのかなというふうに思っております。それで回答になるのか、どうかわ

かりませんけれども。 

○江島 委員 

 ここに平成 30 年度に適切に指導を行うと書いてあるという事は、何か平成 30 年度に行われる

のではないですかね。その時には非常に特殊な労働災害になる恐れがあるので、そういう専門的

なもの、知識を持ってらっしゃる方を同行しながら指導されるのかなというふうなことですよね。 

○城 労働基準部長 

 現在、そういう事は考えておりません。今は、原発の中ではありますけれども建築物の解体工

事というふうにお考えいただければよろしいのかなと思います。その解体が適切になされている

のかどうかというのを私どもの監督指導の際にきちんと行っていくということであります。 

○江島 委員 

 そういうものであれば、従来の建築解体と同じだからあえてどうしてここに事案を書くのです

かねと言いたくなってくるのですが。 

○平川 健康安全課長 

 健康安全課長の平川と申します。これにつきましては、玄海原子力発電所は、福島第一原子力

発電所の事故後、定期検査に入って以来、稼働停止していました。そして、再稼働のための新規

制基準に則った工事が行われ、工事の安全対策とともに放射線障害防止対策が重点でございまし

た。再稼働のための工事は終わりましたが、１号機の廃止措置開始に伴う解体工事が始まりまし

た。今、手元に資料は持っていませんが、汚染設備の解体工事が行われるのは数年先ですので、

平成 30 年度は、再稼働に伴う放射線障害の防止とともに、非汚染部分の設備の解体撤去工事に

対する安全対策も指導していく必要があるという意味で書いてございます。 

○江島 委員 

 わかりました。 

 九電と、また話をされて、時期が来たら適切に進めてください。 

○牟田 会長 

 御質問の趣旨に従って、また御回答をいずれお願いしたいと思います。他にあられますか。 

○福母 委員 
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 求人側の問題ですけれども、今日も資料の中にありました新規高卒者の就職について、県の中

に産業教育振興会というものがございます。これは県、学校、主に専門高校、実業高校と企業が

お金を出し合って作った団体でございまして、労働局の方は御存知だと思います。質問ですが、

今年度ちょっと早めにその企業と学校の面接というか、相談会というか、顔合わせの会を県内３

カ所でされたようでございまして、実は、私どもが産業教育振興会で懇談会というのが７月の上

旬にしてございます。企業からすると、同じような構成で地域性はあるのですが、似通っていま

して、採用したいというニーズが県内企業はあるのですが、高校生の数は限られているというよ

うなことで回数は多いのですが、２回も３回も行っているけれども、全然、県内企業に若い人や

高校生が紹介してもらえないというようなことで不満ばかり溜まるということになりがちなもの

ですから、県の学校教育課の産業教育係の中に窓口がありまして、来年度はどうするのでしょう

ねという話になって、できたら一緒にやったほうがいいのではないのというような話は、私は一

応副会長をさせてもらっているものですから、そんな感じでお話ししたのですが、それぞれの財

政的な問題とか、事業計画上の問題もあろうかと思うのですが、こういったことは国と県が一緒

になって取り組むなんていう資料も、今度、机上配付資料の中にもありますので、ぜひ連携して

やっていただくとよろしいかなと思って、そこらへんはちょっと御配慮いただければと思ってお

ります。 

○稲田 職業安定部長 

 それについては、なるべく早い時期に県と相談したうえで、御相談をさせていただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○牟田 会長 

 御意見、質問は。 

○板橋 委員 

 意見というか、質問ですけど、机上配付資料の中の労働災害発生状況のところで、御指摘はな

かったのですけど、教育研究で人数的に少ないのですけど、増減率は２００％、教育研究事案で

すね、ここはどういうふうな原因なりとかというのは分析みたいなものができているのでしょう

か。割合としては 200％というのが大きいと思うのですけども。 

○城 労働基準部長 

 大変申し訳ございません。200％といっても、災害自体が少ないものでそこまで細かくは分析

はしておりません。 

○板橋 委員 

 学校の先生とかということですか。 

○城 労働基準部長 

 塾かもしれませんし、ちょっとそこはやっていません。 

○板橋 委員 

 いわゆる労災というのは、ケガとかそういうことだけですか。業務内容的なこと、例えば学校

の先生であれば、中学校の先生が今話題になっていますけども、過労というか精神的なもので

あったりするものは入っていないのですか。 

○城 労働基準部長 

 これは災害性なものを入れておりますので、疾病は入っておりません。 
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○板橋 委員 

 もうひとつよろしいですか。またこれもあれなのですけれど、自分の職場の中で実際起こって

いることであれなのですけれども、無期転換ルールというのはどれくらいちゃんとしっかり効果

的に運用されているのかというのは非常に疑問です。うちでもやはり期限付きであったりとか、

非常勤ということで雇われている方というのは、結局その無期転換ルールで本人が申請したくて

も、うちはやらないからということで、「半年間休んでください」と言われて、雇用者側のほう

が強くてこのルール自体ちゃんときちっと運用できるような性格のものなのか、非常にちょっと

疑問に思うところなのですけれども。 

○原田 雇用環境・均等室長 

 無期転換ルールについては、今年の４月から申込権が発生するということですが、それまでの

間にクーリング期間をおいたり、「うちは５年で雇い止めが必要」というような話も聞くところ

でございますが、５年経過した場合に申し込めば、ともかく無期にしないといけない、労働条件

等は変えずに単純に今まで有期だったものを、ともかくその部分を無期にするというのが義務、

法律でそういうふうになっておりますので、そこはそういうふうにしてもらえないということで

あれば、早めに御相談をいただけると助かります。局としましても、昨年からいろいろ周知が足

りないとか、佐賀だけではなく、全国的に知らない人が多いとか、そういう話もたくさんあった

ので、集中的に周知広報には努めているのですけど、なかなか労働者へこの内容がきちんとどこ

まで伝わっているのかというのは不安な部分もございます。もし、そういうお話、情報などがあ

りましたら、是非、局まで直接御相談いただけると、ケースの中身によって、必要な対応を考え

ていきたいと思います。 

○牟田 会長 

 よろしいですか。澤野さんどうぞ。 

○澤野 委員 

 いいですか。すみません。１点だけちょっと質問というか、教えてほしいことがありまして、

長時間労働ですね先ほどの説明では違法な 28 事業所だったですかね。それと、80 時間を超える

のが 10 事業所、100 時間を超えるのが６事業所というような説明を受けたのですけれども、こ

れは会社名の公表とかに悪質の分はなるのですか。 

○城 労働基準部長 

 いいえ、これはなりません。 

○澤野 委員 

 そうすると、どういうふうな指導を行うようになるのですか。 

○城 労働基準部長 

 これについては長時間労働、まず、違法な時間内労働を行っているわけですね。違法というの

は何が違法かというと、ひとつは 36 協定を締結してない、もうひとつは 36 協定で定めた時間以

上に労働しているということです。80 時間以上を超える違法な時間内労働ということですから、

過労死を発生させる可能性があり得るということを踏まえた指導を行ってまいります。 

○澤野 委員 

 そうすると、そういうような指導を過労死が起こる可能性がありますよという通告するという

ことですか。 
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○城 労働基準部長 

 いえ、まずはやはり適正な 36 協定の締結というのが必要ですので、それを行ったうえで、長

時間労働を抑制させるような指導とかそういったものも必要になってまいりますので、そういっ

た指導も踏まえて、指導を。企業名公表というのはいくつかありまして、いきなり企業名を公表

するのではなく一定の指導を行ったうえで、その状況を踏まえて、その会社の規模とかそういう

ものもありますのでそういうものも踏まえまして企業名公表を行うかどうかというような話に

なっています。 

○澤野 委員 

 ということは最終的にはルールということですか。 

○城 労働基準部長 

 ここの企業さんちょっと私も全部知っているわけではありませんが、それはあり得ないという

ことではないと思います。 

○澤野 委員 

 基本的には電通がきっかけで働き方改革が始まったと思うのですけれども、その結果われわれ

この働き方改革始まっているのですけれども、根本的にどこがどう変わったかなというところが

法律部分で少しあまりに見えないので、それをすこし教えてほしいなと思って質問をさせても

らったのですけれども。もし、わかる範囲であれば。 

○城 労働基準部長 

 昨年の 2 月に「過労死ゼロ」の緊急対策というのが閣議で決定されまして、そのなかでガイド

ラインをつくって、きちっとガイドラインを遵守して長時間労働を抑制させていくというような

対策がとられました。それで、今般まだ国会に上程されておりませんけれども、働き方改革の関

連法案の中で上限規制をしていこうと、いくつかの柱の中の一本ですけれども、そういうことに

よって長時間労働を抑制させていくと、こういうような流れになっているのかなというふうには

考えております。 

○澤野 委員 

 なかなか強制できないということですね。 

○城 労働基準部長 

 法律に従ってなければ、それに対する指導というのを監督機関はできるのですが、法律の範囲

内であればなかなかそれは法違反とはいえませんので、監督機関としては厳しいのかなと。ただ、

長時間労働の抑制に向けた企業さんがどうしたらいいのかわからないようなところもありますの

で、こういうふうにしたらどうですかという御指導を申し上げることもできますし、そのへんは

労使、それから監督機関と一体になって、長時間労働の抑制の醸成をつくっていければなと行政

としては考えております。 

○牟田 会長 

 よろしいですか。御質問は。 

○福島 委員 

 女性の活躍ということで、9 ページとか、あといろんなところで書いてあるのですけれど、27

ページ「賃上げのための支援」とか 28 ページ「多様な人材確保の対策」ということで対策を考

えられているというところを拝見させていただいたのですけれど、これについての、私の意見と
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いうことで言わせていただきたいのですけれども。 

 私の事務所が時給 1,100 円でパートを雇っているんですね。募集を出して、時給 800 円くらい

で働いてくれる人よりももっと高い能力の人を求めていたので、最初は時給 1,000 円で、それで

もちょっと物足りなかったので時給 1,100 円、もう少し上げてもいいかなと思うくらいでやって

いたのですけれども、ただ、それで応募して来てくれた女性はとても優秀で非常に嬉しかったの

で助かったんですよ。ただ、それで最初はいけるかなと思って始めてみたら、旦那様の扶養を超

えてしまうということがわかって、週５日間、１日５時間の労働で考えたのですけど、それだと

扶養を外れてしまうので、旦那さんが転勤族であったりされるので、いちいち社会保険を外れる

というのは、そこまではさせられないということで、週３とか２とかにして複数雇って回したり

とかしているのですね。結局、計算すると時給 800 円くらいではないとパートで週５で働いても

らえないのですよね。それだと、本当に女性の賃金は上がらないだろうなというのが私自身の感

想で、その社会保険は別に払ってもいいのですけど、その旦那さんの方が困る、旦那さんの会社

がすごくうるさいので、旦那さんが責められるんですよね。これはどうなっているの。だからい

ちいちうちも報告書とかいろいろ出すのですけれども、そこが鉄の壁みたいになって、なかなか

労働時間を増やせない、生産性も上がらない、女性の賃金も上がらないという感じなのですね。

国の政策として、「女の人は工場で時給 800 円くらいで労働しろ」というのを推進しているのか

なと。ちょっと会社の中で、事務所の中でスタッフと話したりしていたのですけれども、健康保

険、社会保険を外れてしまう人が段階的に負担が増えるような感じで、あんまりボコッとそこの

段差がありすぎると、どうしても皆さん扶養の範囲内となってしまうので、やはりちょっとそこ

はなんとか仕組みを変えてもらわないと女性の賃金は上がらないなというのが最近感じていると

ころです。 

母子家庭の方は週 5 で働けるのですけど、それでも子育てをしながらなので、やはり 1 日の労働

時間は最長６時間くらい、だいたい５時間くらいで帰ってもらっているのですよね。なので、女

性の働き方として、子育てしながら働くとどうしても１日の労働時間６時間くらいがありがたい

と、２、３人の子供さまがいらっしゃるとありがたいし、時給 1,000 円を超すと助かるというと

ころが能力がある人はそれなりに働きたいと思います。ある程度柔軟に働けるように仕組みをも

うちょっと変えないと、女性の賃金は頭打ちだろうなというのが、限界がこの辺にある、時給

800 円が本当に限界なのではないかなというのが感想です。なにかちょっと変えてほしいという

のが１つ。だた、ちょっとここで言ってもどうしようもないと思うのですけれども。制度として

変えないとこれは絶対上がらないなと思います。もうひとつ思ったのは、働き方改革で長時間労

働を是正しようということで、残業をやめた、残業をやめたら残業代を払わなくていいのでトー

タルの賃金は減った、生産性も実はいろいろ工夫をしたらあまり変わらないということで、それ

はよかったということがあったのです。それで労働者が、会社はちょっと基本給を上げたんです

よ、１万円位。でもやはりガクッと手取りは減ってしまったのです。５万とか６万とか減ってし

まって、それが不満で社員が辞めてしまったというようなこともあったりしてですね。ただそれ

も何でそんな風に男性の正社員の残業代をカットしたのに、結局生産性あんまり変わっていない。

最初は喜んでいたのですけれど、結局時給 800 円位の女性のパートの人達が殆ど会社の業務を回

していて、その人たちの女性のパートの労働で男性の人達のあんまり何にもしてない残業代も結

局払ってあげていると。だからまあ、ちょっと本当に女性ばかり安く使われているなというのが
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ちょっと私の最近の感覚で、それもやはり扶養の範囲内というのががっちりボトルネックになっ

ているのですね。それ以上、女性のその労働時間はともかく賃金が伸びない。多分、東京とかだ

と今平気で時給最低賃金も 1.000 円超えてしまうくらいなのです。もうやってられないと思うの

ですよ。そんな仕組みは早く変えたほうがいいなと、それで生産性の高いところにどんどん移っ

ていくと、そういうふうに向けていくべきではないかなと、女性の活躍というのを含めて思いま

した。そういう意見です。 

○牟田 会長 

 意見ということで、今後の運営に是非活かしてください。何か言いたい事があれば。 

○原田 雇用環境・均等室長 

 私個人的には先生の御意見に全く同感でございますが、局のほうでは配偶者手当の見直しにつ

いて、検討してくださいというような啓発はしているのですけれども、まだそこのところが強制

という段階では全くないというような状況であるということと、先ほどの残業代も含めてそれは

もう生活給になっているみたいな実態が実際にはあるかと思うのですけれども、先ほどちょっと

申し上げました、今、働き方改革の県内の企業の取組事例集をちょっとまとめている所ですけれ

ども、県内でも、残業代を減らした分だけそれを賞与で還元しましょうとか、そういった企業さ

んも、まだ数は少ないですけれども出てきている所なのでそういったことは、今後啓発していけ

ればなというふうに思います。以上です。 

○牟田 会長 

 今日は、もう一つあるのでこのあたりでよろしいでしょうか。 

それでは、「平成 30 年度の佐賀労働局労働行政運営方針の案」については審議を終了させてい

ただきます。休憩を本当はとっても良いのですが次の議案がそう時間がかからないと思いますの

で続けて入らせていただきます。 

 次は「佐賀県陶磁器製造業最低工賃」の議事に入ります。佐賀労働局長から平成 30 年２月 26

日に諮問がありました。「佐賀県陶磁器製造業最低工賃の廃止決定」について、審議を行いたい

と思います。 

 まずは「最低工賃」に係る制度について、労働基準部長から説明をお願いします。 

○城 労働基準部長 

 最低工賃に係る制度について御説明をさせていただきます。資料の方は、資料№２と、机上に

家内労働法の関係条文をお配りしておりますので、そちらの方を見ていただければと思います。

家内労働法でいいます工賃とは、家内労働法第２条５項１号にございますように、物品の製造又

は加工等の対償として委託者が家内労働者に支払うものなどを言います。最低工賃は、この法律

の規定により適用する家内労働者と適用業務を定めた上で工賃の最低額を定めたものをいうこと

でございます。家内労働法の第８条におきまして、都道府県労働局長は、一定の地域内において

一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件の改善を図るために必要があると認め

られるときは、地方労働審議会の調査審議を求めその意見を聞いて家内労働者並びにこれに委託

をする委託者に適用される最低工賃を決定することができる旨規定されている所でございます。

なお、委託者とは物品の製造加工等、もしくは販売またはこれらの請負を業とする者、その他厚

生労働省令に定める者であって、その業務の目的物たる物品を家内労働者に委託する者を言い、

家内労働者とは委託者から主として労働の対価を得るために、その業務の目的物たる物品の委託
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を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者

を使用しないことを常態とするもの、これは第２条の２号に書いてございますけれども、こうい

うものを言います。ちなみに佐賀県におきましては、陶磁器製造業に係る生地の製造業の業務。

それから婦人規制服製造業に係るまとめの業務。この２種類が定められている所でございます。

以上でございます。 

○牟田 会長 

 続きまして、「佐賀県陶磁器製造業最低工賃の廃止決定」の諮問について御説明をお願いしま

す。 

○城 労働基準部長 

 今般、平成 30 年２月 26 日付で家内労働法第 10 条の規定に基づきまして陶磁器製造業に係る

生地製造業最低工賃の廃止決定について諮問させていただいたところでございます。資料№の２

を御覧ください。その主旨と致しましては、陶磁器製造業最低工賃の改訂の必要性を判断するた

めでございまして、県内の陶磁器製造業を営む 121 社に対しましてその委託状況調査を実施させ

ていただきました。この 121 社の内、18 社から 36 人が家内労働者に対して委託しているという

ような旨の回答がございましたので、内、県外在住者 14 人を除く 22 人に対して、面談によりそ

の委託の実態調査を行ったところでございます。家内労働法第２条２項に家内労働者の定義が書

かれてございます。家内労働者とはまず３つの要件がございます。家内労働者の要件としまして、

１つ目が主として労働の対償を得るためにということです。２番目の要件としては、物品につい

て委託を受けて物品の製造又は加工等に従事するということです。３つ目の要件として、同居の

親族以外の者を使用しないことを常態とする。これらの要件について、22 名の委託労働者とさ

れる方が該当するか調査を致しました。調査結果は１枚めくっていただき、最後のペーパーを見

ていただいたほうがわかりやすいと思いますが、全部で 36 人ですが、先ほど申しましたとおり

14 人が県外在住者ということで対象から外れております。先ほど私が申し上げましたその要件

を１つ１つ当てはめます。22 名の方は陶磁器製造業の対象業務が２つございます。１つは機械

ろくろを使った生地製造、もう１つは鋳込による生地製造。この２つの業務を行っている方が

22 名ありました。内、家内労働者である要件 1 が、主として労働の対償を得るためにやってい

るかどうかです。ここで主として労働の対償を得るというのはどういうことかと言いますと、家

内労働法関係条文の下の所を見ていただきますと、これは昭和 45 年の労働基準局長通達なので

すが、こう書いてございます。「主として労働の対償を得るために」とは、高価な機械設備を保

有する企業的なものは家内労働法の保護の対償から除かれる。従いまして、高価な機械を保有し

て、例えば大量生産とかこういうものをやっている方は家内労働者ではないということでござい

ます。これを調べたものがこの表にあります。保有している場合には×、保有していない場合に

は○を付けて区分をさせていただきました。それから２番目の要件にございます委託者から原材

料等を提供されて、それを加工して委託者に対して返しているかどうかというのを調べました。

そうしますと、ここの 22 名の方で全て委託者から提供されているというのがたった 1 人しかい

ませんでした。委託者から提供される原材料はもっと安いものがあるから自分で仕入れてそれを

委託先に納入をしているという方が多々おられます。なぜならそれはもっと儲けることができる

からです。そうなってくると家内労働者の定義から外れてくると、こういう事でございます。そ

れから３つ目の要件には誰と作業をしているのか、同居の親族以外の者とやっているのかどうか。
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自分１人か或いは同居の親族の方ということで○×を付けてみたのがこの表です。そうしますと、

家内労働者は県内にいないということが判明いたしました。家内労働者が 100 名未満に減少して、

将来に渡って増加する見込みがない場合など実行性を失ったと思われる最低工賃については廃止

を検討するというのが全国的な流れでございます。本件につきましては対象業務に係る委託者及

び家内労働者はおらず既に実行性を失っているものと判断されることから、今般諮問をさせてい

ただきました。なお、諮問直後から平成 30 年３月 13 日までの間、家内労働法の第 11 条１項に

基づいて、佐賀県陶磁器製造業最低工賃の廃止決定に係る関係労働者及び関係委託者の意見徴収

に関する公示を行いましたが、意見の申出がなかったことを申し添えます。御審議よろしくお願

いいたします。 

○牟田 会長 

 はい。ありがとうございます。ただいま御説明ありましたが、要件はいろいろあるのですが、

家内労働者が現実にはいないというこの表のとおりだと思います。皆さん御説明を聞いて諮問に

ついて御意見あられますでしょうか。 

特には無いようですので「佐賀県陶磁器製造業最低工賃の廃止決定」について、異存はないと

いうことで皆さんよろしいでしょうか。 

○各 委員 

 はい。 

○牟田 会長 

 それでは、異議なしとして「佐賀県陶磁器製造業最低工賃の廃止決定」につきましては妥当と

認めますという答申をしたいと思います。答申案を用意しておりますので、事務局から配付して

ください。 

○司会 大田  

 それでは、答申案を朗読いたします。 

 佐賀地労審第１号 平成 30 年４月 19 日 佐賀労働局長 松森 靖 殿 

 佐賀地方労働審議会 会長 牟田 清敬 

 本審議会は、平成 30 年２月 26 日付け、佐労発基 0226 第１号をもって諮問のあった標記につ

いて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおり結論に達したので答申する。 

（別紙） 

1 結論  

  佐賀県陶磁器製造業最低工賃を廃止決定の官報公示の前日限り廃止すること。 

2 適用する家内労働者 

  佐賀県内において、鋳込みによる生地製造又は機械ろくろによる生地製造の業務を行う家内

労働者。 

3 適用する委託者 

  佐賀県内において、鋳込みによる生地製造又は機械ろくろによる生地製造の業務を委託する

事業主。 

4 最低工賃額 

  鋳込みによる生地製造業、乾燥生地の重量 100 グラムにつき 15 円、機械ろくろによる生地製

造業、乾燥生地の重量 100 グラムにつき 24 円。（１個の乾燥生地の重量が 50 グラムに満たない
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もの又は 400 グラムを超えるもの及び製造工程が２以上にわたるものを除く。）    

ただし、100 グラムに満たない端数については１グラム単位で換算し、円未満を四捨五入す

る。（注）書きは、朗読を省略いたします。 

5 効力発生の日 

  法定どおり 

 以上です。 

○牟田 会長 

 はい。それでは、本審議会として、この内容で答申したいと思いますが、皆様よろしいでしょ

うか。 

○各 委員 

 はい。 

○牟田 会長 

 異議がないようですので、局長に答申いたします。 

 最後に、局長から御挨拶をお願いしたいと思います。 

○松森 労働局長 

 本日は、本年２月 26 日に諮問しました「佐賀県陶磁器製造業最低工賃の廃止決定」について、

「廃止とすること」との答申をいただきました。すみやかに、御審議、答申をいただきましたこ

とにお礼を申し上げます。答申をいただきました「佐賀県陶磁器製造業最低賃金の廃止決定」に

ついては、ただちに家内労働法第９条第１項に基づく「最低工賃の廃止決定に関する公示」を行

い、異議申し出がなければ、その後、官報掲載手続きを行いまして、順調にいけば４月中旬頃に

発効予定となります。 

 今後、平成 31 年度には、「婦人既製服製造業最低工賃の実態調査を行い、最低工賃制度の適正

な運営を図ってまいりたいと思います。 

本日は、御審議いただきましてありがとうございました。委員の皆様方には今後とも審議会の

円滑な運営に御協力と御理解をよろしくお願いいたしまして、私からの挨拶を終わらせていただ

きます。本日はありがとうございました。 

○牟田 会長 

 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、長時間の御審

議どうもありがとうございました。皆様方の御協力に感謝申し上げます。 

 なお、手続き的な事でございますが、本日の議事録の署名は、私と、労働者側委員から原委員、

使用者側委員から坂井委員にお願いしたいと思います。 

 議事録は、後日、事務局から持参しますのでどうかよろしくお願いします。 

本日はどうもお疲れ様でした。 
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