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令和３年度「第１回佐賀地方労働審議会」議事録 

 

１ 日時 令和３年12月２日（木）14時 00分～15時 30分 

２ 場所 佐賀第２合同庁舎 ３階 共用大会議室２ 

３ 出席者 

   公益代表：板橋委員、江崎委員、澤野委員、高木委員、早川委員、福島委員 

   労働者代表：石隈委員、井手委員、城島委員、東島委員、松尾委員、宮崎委員 

   使用者代表：江島委員、田村委員、平野委員、福母委員、松尾委員 

   事務局：加藤労働局長、髙野総務部長、大田雇用環境・均等室長、 

       川辺労働基準部長、三宅職業安定部長 

４ 議題 

 （１）令和３年度佐賀労働局重点施策の主な取組状況 

 （２）佐賀県婦人既製服製造業最低工賃について 

 （３）佐賀地方労働審議会運営規程の一部改正について 

 

○事務局 雇用環境・均等室 貞木雇用環境改善・均等推進監理官 

 それでは、皆様お揃いとなりましたので、ただいまから令和３年度第１回佐賀地方労働審議

会を開会いたします。 

 私は、雇用環境・均等室の貞木と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、資料の確認です。クリップ留めの資料です。「会議次第配付資料」とあります、こちら

の方です。次にホッチキス留めの資料です。こちらは「机上配付資料」と書かれてあります。

それから１枚もので「家内労働法」と書かれている資料があります。それから冊子のかたちで

「労働行政のあらまし」という冊子もお配りしています。この他、皆様に「人事異動通知書」

の方を配付させていただいております。以上でございます。不足がある場合はお持ちしますの

でお知らせいただければと思います。 

次に、席上のマイクはスタンドから外さないでご使用いたければと思います。スイッチは切

らず、常時オンの状態でお願いたします。また、マイクの移動と消毒につきましては事務局の

方で行います。なお、感染防止対策といたしまして、当局側の出席者の一部は別室で待機をし

ております。そのため、オンラインで待機場所にこの審議会の模様を中継しておりますのでご

了承いただければと思います。 

それから本日は、委員の改選後、初めての審議会となりますので、会長選任までの間は引き

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いたします。 

労働者代表の東島美香委員でございます。 

 

○東島委員 

はい。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 貞木監理官 

同じく、松尾和寿委員です。 

 

○松尾和寿委員 

よろしくお願いします。 
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○事務局 貞木監理官 

使用者代表の福母祐二委員でございます。 

 

○福母委員 

よろしくお願いします。 

 

○事務局 貞木監理官 

同じく、松尾剛彦委員です。 

 

○松尾剛彦委員 

よろしくお願いします。 

 

○事務局 貞木監理官 

また、引き続きご就任いただきました委員の皆様におかれましては、時間の都合もございま

すので、お手元の委員名簿を以てご紹介に代えさせていただきます。なお、ご就任いただきま

した委員の皆様への辞令交付は、慣例によりお手元の配付に代えさせていただきますので、ご

了承をよろしくお願いいたします。 

 次に、本審議会の定足数のご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条において、「審議会は委員の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」と規定されております。本日は使用者代表委員の橋口委員が欠席でございますが、委

員18名のうち17名のご出席をいただいておりますので、本審議会が有効に成立していますこ

とをご報告いたします。 

それでは続いて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。はい、江島委員お願いします。 

 

○江島委員 

中央会の江島でございます。僭越ですけど私の方から推薦をさせていただきたいと思います。

早川委員を推薦したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○事務局 貞木監理官 

皆様いかがでしょうか、早川委員のご推薦がございましたがよろしいでしょうか。 

 

＜異議なし＞ 

 

○事務局 貞木監理官 

はい、ありがとうございます。それでは、皆様のご賛同によりまして、会長には早川委員が

選任されました。それでは、以降の議事進行は早川会長にお願いいたします。 

 

○早川会長 

 会長に選任されました早川でございます。委員の皆様におかれましては、円滑な議事の進行
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にご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、本審議会は、佐賀地方労働審議会運営規

程第５条により公開となりますので、ご了承お願いいたします。 

それでは、議事を進行いたします。 

まず、会長代理の指名です。会長代理については、地方労働審議会令第５条において、「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」と規定されております。会長代理には、前期にお願いしておりました澤野委員

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。 

 次に部会委員の指名です。地方労働審議会令第６条におきまして、「部会に属すべき委員は、

会長が指名する」と規定されております。佐賀地方労働審議会運営規程第９条で、部会として

「労働災害防止部会及び家内労働部会を置く」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。公益代表から板橋委員及び高木委員の

２名、労働者代表から松尾和寿委員及び宮崎委員の２名。使用者代表から田村委員及び福母委

員の２名、以上６名の皆様にお願いいたします。 

 続きまして、「家内労働部会」の委員を指名いたします。公益代表から板橋委員及び高木委員

の２名、労働者代表から石隈委員及び東島委員の２名、使用者代表から福母委員及び松尾剛彦

委員の２名、以上の６名の皆様にお願いいたします。 

それでは、次第２の佐賀労働局長のあいさつに移ります。加藤局長お願いします。 

 

○加藤労働局長 

本日は、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、ありがとうございます。 

また、労働行政の推進につきましては、各別のご理解とご協力を賜っておりますことにお礼

を申し上げます。 

 本日は、佐賀労働局重点施策の年度前半の取組状況について、ご報告・ご説明し、委員の皆

様からご意見を賜りたいと存じます。 

また、佐賀県婦人既製服製造業最低工賃について、報告をいただく予定としております。 

現在、佐賀労働局では、今年３月に各委員から意見をいただき作成した令和３年度佐賀労働

局行政運営方針に基づき、「雇用の維持・継続に向けた支援」、「働き方改革の推進」、「女性の活

躍・男性の育児休業の取得の推進」、「総合的なハラスメント対策の推進」などの施策に取り組

んでおります。 

 また、今年の夏には、新型コロナウイルス感染症の再拡大によって、佐賀県内にもまん延防

止等重点措置が発せられたことや、８月の大雨による企業活動の停滞に伴う、雇用・労働環境

への影響が懸念されましたので、特別相談窓口を設置するなど、状況に応じた対策を速やかに

講じ、事業主や労働者への支援に取り組みました。 

これらの取組を進める上で、労働局、労働基準監督署、ハローワークで情報共有を図り、そ

の時々の情報を踏まえて、施策の優先順位を考え、実施方法の工夫をしたこと、さらには、関

係機関との連携や経済団体や労働団体などの組織の協力を得ることによって、取組を進めるこ

とができていると考えております。 

 年度前半には大雨といった特殊要因もあり、依然として続く新型コロナウイルス感染症への

警戒感から一部業務運営にも影響がありましたが、県内の雇用・労働環境の改善に向けて、重

要な施策は、順調に進んでいる状況でございます。 

取組状況の詳細については、この後、総務部長から一括して説明し、ご質問等について担当

部室長からお答えさせていただきますので、皆様から忌憚のないご意見を賜りたいと存じます。 
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どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○早川会長 

加藤局長、ありがとうございました。 

 それでは、次第３－１、議題１、「令和３年度佐賀労働局重点施策の主な取組状況」について

ご審議いただきます。 

 まず、事務局からご説明を受けたいと思います。なお、ご意見・ご質問等は、質疑応答、意

見交換の時間を設けますので、後ほど一括してお願いします。 

 それでは、高野総務部長、説明をお願いします。 

 

○髙野総務部長 

 総務部長の髙野でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 私の方から、労働局の重点施策の取組状況につきまして、資料１を基にご説明させていただ

きたいと思います。 

 座って説明させていただきます。 

まず、資料１ですが、資料目次にありますとおり 13 項目の施策が書いてあります。私の方か

ら、労働行政を取り巻く情勢を踏まえ、３つの観点に分けて説明させていただきます。 

一つ目が目次１にあります雇用の維持・継続に関して、二つ目の観点が雇用機会の確保とい

うことで、目次では２から５の項目でございます。三つ目は労働環境の整備ということで、目

次では６から13の項目ということで、以上３点に分けて説明させていただきます。 

 まず、雇用の維持・継続に関して、資料の１ページ目をご覧いただけますでしょうか。こち

らの施策につきましては、昨年度から続くコロナの感染対応として行っているものでございま

す。労働行政としては、コロナ禍で事業の継続・雇用維持に懸命に取り組んでいる企業の皆様

への支援というのは重要な柱と考えておりまして、各種施策を設けているところでございます。 

そのうちの一つが、１ページ目１つ目の丸にあります雇用調整助成金というところで、こちら

の制度は、主に休業によって、労働者の雇用維持を図る企業を支援する制度となっております。  

この雇用調整助成金は元々あった制度でございますが、コロナ禍を踏まえまして、支給日額の

上限ですとか、助成率の引き上げを行う特例設置を実施しているところでございます。その支

給決定の状況でございますが、下の括弧のところ、雇用調整助成金等の申請状況ということで、

雇用調整助成金と、緊急雇用安定助成金とありますが、対象者が雇用保険の被保険者であるか

否かによって名称が変わっているのですが、制度の趣旨は同じで、支給決定件数は両方合わせ

ますと18,742件という状況になっております。 

今後の課題といたしまして、この特例措置は令和４年３月末まで続けるということは決定し

ているところでございます。支援特例措置の内容は、１月以降につきましては日額の上限の変

更ですとか、助成内容が変更されることになりますので、今後はその周知徹底を行っていきた

いと思っております。 

 続いて、２つ目の丸、産業雇用安定助成金です。こちらについては在籍出向によって、労働

者の雇用維持を図る企業を支援するというものです。コロナによって影響を大きく受けるとこ

ろは、一時的に事業縮小等によって人に余剰感が出るところもあれば、一方で影響は相対的に

は少なくて、逆に人手不足に陥っている企業というのもありますので、双方の企業のニーズを、

在籍出向ということで埋め合わせて、必要な労働移動を図るというものでございます。 

こちらの助成金の特徴といたしましては、出向元と出向先、両方に対して出向にかかる経費

を助成するといった特徴がございます。この助成金の申請状況ですが、令和３年９月末までの
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状況で、８月、９月の合計３件となっております。 

専用ダイヤルも設けておりまして、その下のなお書きのところにありますが、延べ60件の相

談をいただいているところでございます。 

 今後の取組といたしましては、この助成金の更なる活用の促進を目指して、出向を活用する

可能性が高い企業へのアプローチ等、そういったところを取り組んでいきたいと思っています。 

 ３つ目の丸以降なのですけれども、在籍出向に絡む施策となっております。 

 雇用維持へのアプローチといたしましては、先ほど言いましたように雇用調整助成金の支援

対象になる休業に対するものと、産業雇用安定助成金の支援に代表されるような、在籍出向と

２つのアプローチがあるわけでございますが、労働者のモチベーションという観点でいえば、

休業中の企業に在籍して仕事がないままの状況にいるよりは、仕事のある会社の方に、一時的

に在籍出向した方が、労働者のモチベーションも高まるということで、在籍出向を促す取組を

いくつか行っているところでございます。 

その１つが資料の１ページの一番最後の丸で、佐賀県在籍型出向等支援協議会の開催となっ

ております。こちらの内容につきましては、関係機関で在籍出向に関する情報ですとか、ノウ

ハウの共有を図るために設置したものでございまして、これまでに２回開催しているところで

ございます。 

 その他は、２ページ目の最初の丸にありますように、セミナーの開催ですとか、２ページ目

の２つ目の丸にありますように、労働局ホームページに特設サイトを設けたり、３つ目の丸に

ありますように、相談窓口の開設ですとか、あと下から２つ目の丸で、在籍型出向のマッチン

グの推進、こちらにつきましては佐賀県と産業雇用安定センターと労働局との３者で協定を結

んで、関係機関の強みを活かして、出向のマッチングを行う取組を行っているところでござい

ます。 

 そういった一連の取組によって、１件成功例が発生しまして、３ページ目に書いてあります。 

事例の概要という括弧書きのところが冒頭にあるかと思いますが、１件出向の成功例が出たと

いうところでございます。出向元としては運輸・郵便業、出向先としては医療業。この両業種

の企業間で出向のマッチングが成立したというところでございます。 

 今後の課題ですけれども、同じ３ページ目の一番最後の丸のところに書いてありますが、出

向に至っては、企業間の条件が合致するというのが前提条件にはなるのですけれども、さらに

出向労働者の同意というのも必要になってくるわけでございまして、これが全て揃うというの

はなかなかできず、まだ１件の成功にとどまっている状況ですので、今後、セミナー開催です

とか、助成金等の周知によって出向への理解を促して、活用に結び付けていきたいと、あと出

向に結び付きそうな企業情報の収集です、そういった取組によって出向の取組を促進していき

たいと思っております。 

 以上が１つ目の柱の雇用の維持・継続に関してでございます。 

 続いて、雇用機会の確保という観点で説明したいと思います。４ページ目以降になります。

雇用機会の確保の観点ですが、３つ目の観点、労働環境の整備と同じように、こちらについて

はウィズ・コロナだけでなくて、ホストコロナも視野に入れた取組となっております。  

 背景といたしまして、日本が抱える構造的な課題といたしましては、少子高齢化による生産

年齢人口の減少がございまして、佐賀県も例外ではなくて、2010 年から 2020 年の人口の動向

でいうと、約4万1,000人、人口全体では減っていると、一方15歳から64歳の生産年齢人口

でいうと、約6万7,000人減少しており、人口全体の人口減少よりも生産年齢人口の減少が進

んでいるということですので、労働力の確保というのが課題になるということで、今後も労働

力を確保するっためには、意欲・能力あれば誰でも活躍できるように、雇用の機会の確保が大
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事になりますし、もう1つ労働環境の整備を進めていくことも大事になってくるということで

す。まず２つめの観点となります雇用機会の確保について説明させていただきたいと思います。 

 その一つが資料４ページ目の１つ目の丸、ハローワークシステムの刷新というところでござ

います。こちらは、雇用機会の確保のための環境整備といった観点になります。厚生労働省で

は、ハローワークの求人情報サイト、名称ではハローワークインターネットサービスといって

いますが、厚生労働省のホームページですとか、労働局のホームページでもご覧いただけるも

のを設けていますが、その機能の拡充を今年の９月21日に行っているところでございます。 

 具体的には、最初のポツのところに求職者向けに①、②、③とあって、もう１つ求人者向け

に①、②、③と書いてあるのがご覧いただけるかと思います。内容といたしましては、求職者、

求人者に対しては、求職者向けの②、③、求人者向けの①、②というのは同じ内容でして、ハ

ローワーク経由での職業紹介、ハローワークを経由しない直接応募というのはオンラインでで

きるというかたちになっております。 

 これまでもハローワークの求人の閲覧はできていたのですけれども、それより先の、職業紹

介ですとか、直接応募というのが出来るようになったというところでございます。 

それ以外の機能拡充といたしましては、求職者向けといたしましては①です。変更前はハロ

ーワークへの求職登録というのは、ハローワークへの来所が必要だったのですが、機能拡充に

よって、オンラインのみで求職登録が可能になったというところでございます。 

求人者向けにつきましては、求人者向けの③のところです。求職者の応募書類の受理ですと

か、採否結果の通知ができるようになりました。これまではハローワーク紹介者と求人者との

間でメッセージ機能を使ったやりとりというのはできたのですけど、今回、更に求職者の応募

書類の受理ですとか、採否結果の通知というのもシステム上でできるようになったというとこ

ろでございます。 

今後の課題といたしましては、こういったサービスを利用するには、ハローワークインター

ネットサービスでアカウントを作成していただく必要があるところ、その登録状況は、真ん中

にある括弧のところ、マイページ登録状況というのがありますが、今年の9月末時点で求職者

向けのマイページは登録率が 32.5％、求人者向けのマイページの方ですと 44.7％という状況

になっているところでございます。 

今回のこの機能拡充等の効果を最大限に発揮していくためには、登録者数の増加というのは

どうしても必要になってきますので、今後局のホームページですとか、窓口で、登録勧奨を進

めていったり、あとは、オンライン化を進めていくのですけれども、対人サービスの重要性は

引き続き変わりはないので、オンラインを進めていく一方で、対人サービスの向上ということ

で、例えば、担当者制による求職者向け、求人者向けサービスの充実ですとか、あとは職場で

の研修による職員の能力向上といったものが、今後の課題、取組になってくるであろうと考え

ております。 

続いて、雇用機会の確保といたしまして、資料の７ページ目です。雇用機会の確保の対象と

して重要な非正規労働者の雇用機会の確保です。７ページの（3）の最初の丸のところです。今

回のコロナによって、非正規雇用への影響が相対的に大きいということで、非正規雇用労働者

の、再就職や転職に結び付けやすくするように職業訓練の環境整備を図っているというところ

でございます。 

具体的な、取組の実績は３行目あたりに出てきますけれども、求職者支援訓練の推進を行っ

ているところでございます。具体的にはすべてのハローワークに窓口を設置したり、下の表に

訓練コースの数値が記載されていますが、括弧内の前の年の数字や、括弧外の今年度の数字を

比較していただくと分かるように、訓練コースを増やしています。あとはこの資料には書いて
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いないのですが、求職者支援訓練の制度の要件の緩和を行っています。求職者支援訓練は、月

10万円の生活支援のための給付金をもらいながら、無料で訓練を行える制度ですが、今回、給

付金の要件を緩和したり、訓練の期間や時間を短縮したりして、働きながらでも訓練を受けら

れるような仕組みにしているところでございます。 

今後の課題といたしましては、８ページの最初の括弧のところに書いてあるように、来年度

の訓練計画作成ということが課題になってきます。この計画作成は訓練協議会というところで

作成しているところでございますが、先日11月 25日に開いた協議会で方針案が了承されたと

ころでございます。 

この求職者支援訓練の関係でいえば、把握したニーズを踏まえまして実践的なコースの割合

を高めたり、また、そのニーズの高い地域での訓練コースを設置したりといったところで方針

は了承されたところでございます。 

この他、雇用機会を確保する主な対象としては障害者・高齢者がありますので、資料といた

しましては11ページ目の３番の（1）障害者の就労支援をご覧ください。 

障害者は、法定雇用率で企業ごとに一定割合の障害者の雇用というのを義務付けているとこ

ろですが、その雇用状況というのは毎年６月１日の状況を把握しているところでございまして、

この資料には書いていませんが、直近の令和２年６月１日の状況でいくと、その法定雇用率を

達成している企業の割合は68.9％ということで、全国１位の状況になっているところでござい

ます。法定雇用率の達成企業は高いのですけど、未だに達成してない企業もありますので、未

達成企業に対しては指導も行っていくとともに、この法定雇用率が今年３月に 0.1％引き上げ

られましたので、直近で把握している状況は昨年の６月１日の状況ではございますが、法定雇

用率引き上げによって、新たに未達成になった企業も考えられますので、そういった企業に対

しましても、指導や支援等を行っていきたいと考えております。 

続いて、高齢者の方で、資料の12ページ目をご覧いただけますでしょうか。高齢者につきま

しては、70歳までの就業機会の確保というのが、今年の４月から努力義務化になったところで

ございます。その状況ですが、下の表は66歳以上でとくくってあるのですけれども、高齢者の

雇用状況も障害者と同じように毎年６月１日の状況を把握しているところでございます。 

70歳までの就業確保については、法改正前の令和２年６月１日の状況になりますが、この資

料では出て来ないのですが30.1％という状況になっております。今年４月から努力義務化され

ましたので、70歳までの就業機会の確保のために、引き続き関係機関と連携して、支援を実施

していきたいと考えております。 

その他の雇用機会の確保の主な対象といたしましては、就職氷河期世代がございます。次の

資料の13ページ目をご覧いただけますでしょうか。下の４番目です、就職氷河期世代活躍支援

というところでございます。 

就職氷河期世代については、フリーターですとか、ニートですとか、引きこもり等、様々な

課題がございますので、それぞれの課題に対応した取組を円滑に進めるために、最初の丸に書

いてありますように、関係機関を交えたプラットホームというものを設置して、取組の３か年

計画を作成して進捗管理を行っているところでございます。その取組状況なのですけど、最初

のポツのところ、労働局といたしましては正社員就職を目指して、取組を行っておりまして９

月末の状況では 626 件と、昨年と比べて 38.2％増えてはいるのですけれども、３か年計画で、

令和４年度末までに正規社員就職2,400件という目標を立てていますので、引き続き目標達成

に向けて、ハローワークを知らない方の誘導を強化するためにホームページの充実とか、支援

メニューの周知をしていきたいと考えております。 

以上が雇用機会の確保といった観点での説明とさせていただきます。 
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最後の観点で、労働環境の整備というところでご説明させていただきたいと思います。資料

の18ページ目をご覧いただけますでしょうか。労働環境の整備については、先程雇用機会の確

保の観点の説明で触れたように、意欲と能力を最大限に発揮するように多様な働き方の定着と

いった面での環境整備というのもあるのですが、もう一方でコロナ対応の側面といいますか、

コロナ禍の新たな日常への対応といった側面でも労働環境の整備を進めておりまして、例えば

相談窓口の設置を行っています。18ページの最初の丸の特別労働相談窓口、これは昨年２月か

らもともと設置しているところでございまして、こちらについてはコロナ対応全般についての

窓口ではあるのですが、もう一つ、同じページの２つ目の丸で、職場の感染防止についての相

談コーナーを今年の２月に設けているところでございます。こちらのコーナーの方で、感染防

止に向けた積極的な働きかけを行っておりまして、資料19ページ目の、最初の四角の部分に取

組状況を書いておりますけれども、各種報告ですとか、届出の際に利用者が労働局に訪れる機

会をとらえてリーフレットを配布したり、あとは事業場訪問の機会を利用してリーフレットを

活用したりして、周知啓発を図っているところでございます。 

その課題と今後の取組ですが、同じページの真ん中の表をご覧ください。コロナに感染した

人の労災の受給状況になりますが、職場でコロナに感染した場合は労災給付の対象になるので、

そういった状態を把握した場合には、労働局の方から労災の請求を勧奨していくのですが、こ

ちらの表をご覧いただければわかりますように令和２年度９件であったのが、令和３年度10月

末現在 35 件と増えていますので、感染防止の働きかけも徹底していきたいと考えているとこ

ろでございます。 

その他の、コロナ禍の新たな日常への対応といたしましては、同じページのテレワークの推

進がございます。８番（1）がテレワークに関するところですが、テレワークの普及は、もとも

と働き方改革の推進の一環として推奨はしていたのですが、コロナ禍での新たな日常にも対応

できるということで、テレワーク普及促進に努めているところでございます。テレワークにつ

いては、厚生労働省の方で労務管理上の注意点をまとめたテレワークガイドラインを作成して

いますので、その周知だとか、テレワークの環境整備に向けた助成金というのも設けています

ので、そういった支給をやってテレワーク普及促進の方にも努めていきたいと考えております。

以上がコロナ対応に関する観点からの労働環境の整備というところでございます。 

続いて、労働環境の整備の関連で、来年４月１日に施行する法律について説明させていただ

きたいと思います。 

机上配付資料というホッチキス留めの資料の中の資料１、２、３について、来年４月１日に

施行される法律３つございます。まず、資料１の改正女性活躍推進法、最初から６枚目あたり

に出てくる資料、リーフレットをご覧いただければと思います。 

この女性活躍推進法なのですけれども、法律の建てつけといたしましては、企業内の女性活

躍に向けた計画を作成していただいて、それを労働局に届けていただいたり、その内容を公表

していただくということが義務化になっているのですが、義務化の対象というのは、現在では

301 人以上の大企業であるところ、来年４月１日にはそれが 101 人以上の中小企業にも拡大さ

れるというところでございます。 

それに向けて、周知徹底を進めておりますが、９月末現在で、労働局への届け出状況が大企

業でいえば 100％届け出いただいているのですが、101 人以上 300 人以下の中小企業について

は９月末現在では18.1％という状況になっておりますので、これを引き上げるために、周知啓

発のための説明会を開催したり、また周知文書の送付、電話での届出勧奨、あと、事業所訪問

の機会を活用して届出勧奨をしていきたいと考えております。それが1つ目の法改正です。   

２つ目の法改正が資料２ということで、次のページです、「育児・介護休業法改正ポイントの
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ご案内」というリーフレットをご覧いただければと思います。こちらの改正は、タイトルのと

ころにも書いてあるとおり、来年４月１日から３段階で施行されるかたちになっております。 

メインとなるのが、次のページの来年10月１日施行の「産後パパ育休」の創設というのがメ

インになるのですけれども、来年４月１日についてはその準備です。産後パパ育休ですとか、

育児休業制度に関する研修とか、相談窓口の設置をしていただいて、新たに仕組みを設けてい

ただく産後パパ育休や育休制度の対象者が出た場合には個別に制度の周知をしていただいたり、

利用の意向を確認していただくというのが来年４月１日の施行の内容となります。 

２段階目の施行が次のページの 10 月１日施行の産後パパ育休の創設、育児休業の分割の取

得となり、最後の３段階目の施行が、２枚あとのところに記載がございますが、育児休暇取得

状況の公表の義務化ということで、1,000 人を超える企業が義務化の対象になるというところ

です。法改正のメインとなる産後パパ育休なのですけれども、その内容は資料の７枚目の令和

４年 10 月１日施行の表に記載がございます。産後パパ育休の項目の対象期間取得可能日数の

欄に書いてあるように、子の出生後８週間以内に４週間まで取得可能とする育休制度を新たに

設けていただくことになります。もともと原則お子様が１歳になるまでに休業できる育休とい

うのはあったのですけれども、今回の法改正によって産後パパ育休という制度新たにを設ける

ことによって、ニーズに応じた柔軟な休暇取得が可能になりました。さらに、もともとある育

休制度は分割取得が原則禁止になっておりますが、令和４年10月１日の施行によって、産後パ

パ育休と、もともとある育休制度、それぞれが分割取得が可能になりますので、より柔軟な育

休の取得が可能になるような制度になるというところでございます。 

こうした改正内容について、今後の周知啓発に向けて説明会を開催したり、労働局の職員が

事業所訪問する機会を活用して、個別の周知も行って円滑な施行に努めてまいりたいと思って

おります。 

最後の３つ目の改正については、最後のページをご覧ください。パワハラ関係です。労働施

策総合推進法の改正によって、パワハラ防止の義務化というのは昨年６月に施行されたところ

でございますけれども、対象範囲が大企業だったところ、来年４月から中小企業にも対象範囲

が拡充されるということで、こちらも円滑な施行に向けて労働局の方で他の法改正とともに説

明会等を開催して、周知啓発を行っていきたいと考えているところでございます。 

以上、来年４月１日施行の３つの法改正について説明させていただきました。 

続いて、資料１の方に戻っていただきたいと思います。従来からの取組の一つ、魅力ある職

場作りといたしまして、働き方改革関連法の推進があります。 

資料１の20ページ目以降から、働き方改革関連法の記載がございますが、柱が３つあるので

すけれども、1つが（2）の丸の時間外労働の上限規制、２つ目が資料22ページ目の（4）の最

初の丸、年次有給休暇の取得促進です。最後は同一労働と同一賃金ということで、資料１の24

ページ目の「（5）雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」に記載がございます。時間外労働

の上限規制、年休取得促進、同一労働同一賃金の３本柱の取組は周知啓発ですとか実効性の確

保が課題になりますが、こちらにつきましては36協定の届出ですとか、計画的な事業場訪問を

労働局で行っていますので、そこで実態把握して、不適切な内容がありましたら、必要な指導

を行ったり、周知啓発の方を進めてまいりたいと思っております。 

あと、労働環境の整備といたしましては、最低賃金制度があります。資料25ページ目（2）

をご覧いただければと思います。最低賃金につきましては、地域別、産業別があり、毎年審議

いただいているところでございます。地域別について、中央の目安値を示されて、それを踏ま

えて各都道府県で議論をするのですが、今年度は過去最大となる 28 円という目安額が提示さ

れたところでございます。佐賀地方最低賃金審議会の方で目安額を基に真摯なご議論をいただ
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いた結果、その目安額 28円を 1円上回る 29 円を引き上げて、821 円で無事答申を迎えたとい

うところでございます。こちらは10月６日に発効ということで、金額については（2）の最初

の括弧の2行目あたりに金額が書いてあります。 

もう一つ産業別の最低賃金がありまして、資料には記載していませんが、こちらも無事答申

を終えまして、３業種あるのですが、一般機械器具製造業が896円、電気機械器具製造業が867

円、陶磁器・同関連製品製造業が822円で無事答申を受けまして、こちらは12月以降に順次発

効していくというスケジュールになっております。 

その他の労働環境の整備として、最後に安全衛生関係について触れたいと思いますので、資

料26ページ目をご覧いただければと思います。安全衛生関係では、労災事故を減らす５か年計

画を決めておりまして、その内容は同じページの左上の棒グラフと折れ線グラフがある表の中

に二重線の囲みの欄に書いてあります。５か年計画で労災事故を減らす取組といたしまして、

前の計画より５％事故を減らすという計画で、各取組を行っているところでございます。その

労災事故の状況につきましては棒グラフと折れ線グラフがあるところの折れ線グラフを見てい

ただきますとわかるように、平成 25 年から 29 年までが前の５か年計画の状況で、平成 30 年

以降が今の計画で進めているところでございます。そのグラフの傾きを見れば分かりますよう

に少し増加傾向にあるという状況でございます。内容を見ますと、労災事故といたしましては、

転倒とか腰痛が大半を占めますので、それの対策といたしまして資料の27ページ目の（2）の

上の行、「転倒・腰痛防止令和プロジェクト SAGA」という佐賀独自の取組を行なったり、また

労災事故の年齢別の内訳を見ますと、60歳以上の割合が高いということもありますので、それ

に対する対策といたしましては、同じページの（2）のところですが、エイジフレンドリーガイ

ドラインという厚労省で作った指針がありまして、それを基に対策を進めていくといった状況

になっております。以上が労働環境の整備の観点からの説明ということで、急ぎ説明させてい

ただいたところでございます。 

最後に、今私の方から説明させていただいた労働行政の各種施策の財政基盤というのは労働

保険料によってまかなっているところでございまして、その労働保険料の収納状況につきまし

て、資料１の30ページ目の（3）の①の下の二重丸のところです。令和２年度の労働保険料の

収納率なのですが 99.38％で、こちらは全国１位の収納率という状況になっています。全国１

位の収納率となった背景には企業の皆様ですとか、労働者の皆様の理解もあった上での収納率

だと思いますので、労働行政といたしましては、引き続き企業の皆様ですとか、労働者の皆様

の理解をいただきながら、引き続き雇用維持ですとか、雇用機会の確保、労働環境の整備の方

に努めていきたいと思っていますので、引き続きご理解ご協力の程よろしくお願いしたいと思

います。 

私からの説明は以上でございますが、補足の説明といたしまして今年８月の大雨災害に対す

る支援の状況について、雇用環境・均等室長の方から説明させていただきたいと思います。 

 

○大田雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室の大田です。平素から大変お世話になっております。 

私の方から令和3年8月大雨災害に係る支援の取組について、ご説明させていただきます。座

って説明させていただきます。 

 資料は、机上配付資料の１枚めくったところをご覧ください。８月12日から３日間にわたっ

て降り続いた大雨は武雄市、大町町を中心に大きな被害をもたらしました。佐賀労働局では８

月 14 日に災害対策本部を設置し、以後、毎週 1 回会議を開催し組織全体で情報を共有し対策

を検討して取り組んでまいりました。 



11 
 

支援の取組についていくつかご紹介いたしますと、大雨により被害を受けた方々への支援の

一環として、休業や解雇を始めとする様々な労働相談に対応する特別労働相談窓口を9月30日

まで設置いたしまして、期間中116件の相談を受けました。相談には、雨で離職関係の手続き

書類が逸失した雇用保険に関する相談や、店舗の片付けで営業できず自宅待機労働者への休業

手当に関する相談などがありまして、丁寧に助言・対応いたしてまいりました。 

労働保険徴収室では、労働保険料の納付猶予に関し、県下全事務組合に対して周知依頼の文

書を送付いたしました。 

労働基準部では、災害復旧工事における労働災害防止対策について、労働災害防止団体や県、

市、町など工事発注機関に要請をいたしました。また、災害復旧工事に従事するボランティア

の方々の粉じん障害防止の観点から、ボランティア団体を通して防じんマスクを配布する取り

組みを実施いたしました。 

職業安定部では、雇用保険の災害特例、認定日の変更や復職を前提とした一時離職者への雇

用保険の給付等について、労働局独自の周知用リーフレットを作成し、各ハローワークにおい

て配布して、県庁にも配布を依頼いたしました。 

大雨災害に係る取組について、以上、簡単でありますがご報告といたします。 

 

○早川会長 

 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、ご意見・ご質問等ございましたら発言をお願いいたします。 

ご発言はありませんでしょうか。 

よろしいですか。 

 私の方から1つ質問させていただきます。若者の就職、特に新卒の応援につきまして、昨年

度からオンラインでの職業相談をなさっているということで、実施状況について先程ご報告が

ありましたけれども、周知等につきまして引き続きよろしくお願いいたします。 

特にご説明は要りません。要望でございました。ありがとうございました。 

 では、本日議題がたくさんありますので、次にまいりたいと思います。 

 それでは、次第３－２に進みます。議題２佐賀県婦人既製服製造業最低工賃についてです。 

佐賀県婦人既製服製造業最低工賃については、家内労働部会を開催し改正の必要性について

審議するということになっておりました。これまでの経由について事務局より説明をお願いし

ます。 

 

○川辺労働基準部長 

 労働基準部長の川辺でございます。私の方から、佐賀県婦人既製服製造業最低工賃の審議経

過についてご説明をさせていただきたいと思います。座って説明させていただきます。 

昨年度開催されました第２回の審議会におきまして、最低工賃の改正につきましては、家内

労働部会を開催して、そこで改正の必要性審議を行い、その審議結果を踏まえて、本審議会に

おいて結論を出していただく、ということになっておりました。 

 そこで、今年度５月31日に第１回家内労働部会を開催いたしました。６月17日に家内労働

者に委託を行っている企業に実地視察を行いました。それから９月 27 日に第２回家内労働部

会を開催いたしました。審議概要及び結果につきましては、おって家内労働部会長よりご報告

がございます。実地視察の方法につきましては、当初事務局の方では公・労・使の委員の皆様

方で視察していただくことを企画しておりました。しかしながら、新型コロナウイルスの拡大

の影響により人数を絞ってということになりまして部会長と事務局で実施をさせていただきま



12 
 

した。この点につきましては第1回の家内労働部会でご了承をいただいております。 

それから本日、資料として、家内労働部会での審議内容の要旨をまとめたものと審議で使用

された資料の抜粋を資料2としてお配りさせていただいておりますので、ご参照いただけたら

と思います。私からは以上でございます。 

 

○早川会長 

 それでは、家内労働部会における審議概要と結果について板橋部会長よりご報告いただきま

す。お願いします。 

 

○板橋委員 

 失礼いたします。家内労働部会の部会長 板橋でございます。 

佐賀地方労働審議会家内労働部会の審議概要とその結果について私から報告いたします。資

料は「家内労働部会の開催状況報告」をご参照ください。 

 まず、第１回家内労働部会では、事務局から令和２年度に実施した婦人既製服製造業に係る

まとめ業務に係る委託事業実態調査の結果について報告があり、その概要として１番目、佐賀

県内の婦人既製服製造業のまとめ業務で委託を行っているのは11社、家内労働者は84人です

が、その６割の家内労働者が２社に所属しているということ。 

 それから２番目として、家内労働者１人あたりの 1 月の工賃額は約 19,000 円であること、

１日５～６時間、月20日程度就業していることや、平均年齢が約62歳と高齢化していること、

他県の最低工賃の改正状況について説明がございました。 

 そして第１回の家内労働部会の議論を踏まえて、佐賀県内の委託業務の実態を把握するため、

委託大手２社のうちの１社に訪問しました。 

委託者と面接したほか、工場内で行っている婦人既製服のまとめ業務の様子などを確認して

まいりました。確認内容の詳細は資料別添２にありますが、写真等もございますけれども、概

要としましては３項目ございます。まず、１番目として、現在 20 名近くの家内労働者がいる

が、経験の長い方、高齢の方ばかりでなく、募集をすれば家庭の事情で家を出ることができな

い新規の方や若い方も応募されるとのこと。２番目として、工賃額について確認したところ、

委託者が佐賀県最低工賃を認識していなかったため、一部最低工賃を下回る工程がありました

が、全体としましては最低工賃を上回る金額が設定されており、また最低工賃以上の設定をす

ることは可能であるということ。それから３番目としまして、一般的な就業状況については、

１日２～３時間、工賃600円程度、１か月約25日の作業で、工賃としては15,000円程度であ

ること等について確認をしてまいりました。 

 なお、事前に部会の方で、家内労働者の方のお話を聞いてはどうかという話もあったのです

けれども、了解が得られなかったため、家内労働者に直接お話を聞くことはできませんでした。 

 続きまして、第２回の家内労働部会ですけれども、この視察内容、県内繊維産業の経済状況、

他県の婦人服関係最低工賃の改正状況などをもとに審議をさせていただきましたところ、反対

意見と賛成意見ございましたけれども、まず改正への反対のご意見としましては、九州の他県

と比較しても、最近改正のあった福岡を除き、佐賀県が最下位ではなく、差も開いていない。

しばらく様子をみてもいいのではないか。それからもう一つは、委託者、家内労働者ともにこ

の20年で大幅に減少している。最低工賃を上げた場合、大手２社以外は、委託を続けることが

できなくなるのではないか、という反対のご意見がございました。 

改正への賛成意見としましては、就業時間に対する工賃の額が安すぎるということ。そして、

佐賀県の最低工賃は平成 12 年以来改正されておらず、県最低賃金が上がってきた状況を考え
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ると工賃も改正すべきである。そして、今後高齢者が増えることで、介護等で家内労働者が増

加することも考えられる。佐賀県婦人既製服に係る最低工賃を改正した場合、最低工賃の適用

のない業態への波及効果も期待できる等の意見が出されました。 

改正については、全会一致の結論を得ることができなかったことによりまして、採決を行い

ました。その結果、最低工賃の改正について必要ありと考えられる委員が3名、必要なしと考

えられる委員が2名となり、最低工賃を改正するとの結論に達しました。 

以上、ご報告です。 

 

○川辺労働基準部長 

 今、板橋部会長から報告がございました中で、議論のイメージをつかんでいただくために、

家内労働部会の審議で使用された資料につきましても、ご意見出されたところ、ポイントとな

った内容を中心に若干事務局の方で補足説明をさせていただきたいと思います。 

資料につきましては、資料２の、２－２、ページでいうと 13 ページ以降になります。13 ペ

ージは、婦人既製服製造における平成12年から令和２年度における委託者数、家内労働者数、

１月あたりの委託者全体の総工賃額、それから１人あたりの１月あたりの工賃額をまとめたも

のでございます。 

部会では、委託者、家内労働者数ともにこの20年間で大幅に減少しているというご意見がご

ざいましたけれども、この表を見ますと、平成12年度では委託者数21事業場、家内労働者数

240 人であったものが、令和２年度においては委託者数 11 事業場、家内労働者数 84 人と減少

していることがわかります。 

 それから１か月の収入は約 19,000 円という報告がありましたけれども、令和２年度の 1 人

あたりの工賃額は、１か月あたり18,935円となっております。 

 続きまして、14ページは、各工程における工賃の分布表でございます。黄色の部分が、最低

工賃以下で委託されている工程です。例えば、身返し端まつりという工程がありますけれども、

この工程においては5から6のところに6という数字が入っております。これは、最低工賃以

下の5円以上6円未満で委託されていることを示しております。この表の見方の注意点といた

しまして、この6という数字、ほかの欄にも数字が掲載されていますけれども、この数字につ

きましては、工数を示すものでございまして、委託者数でありますとか、労働者数ではないと

いうことにご留意いただければと思います。 

 それから、青い部分がございますけれども、これは仮に各工程で最低工賃を30％引き上げた

場合、現状の段階でどの程度最低工賃未満になるかというものを参考としてお示ししたもので

ございます。この 30％という率につきましては、平成 12 年度から令和 2 年度の最低賃金の額

の引き上げ率が大体 32％でございまして、そのため１つの目安として 30％引き上げたらどう

なるかというところをここでお示しさせていただいたというものでございます。 

 続きまして、15 ページから 17 ページにつきましては、他県の婦人服の関係の最低工賃の引

上げ状況を示したものでございます。ここで、金額が記載されているのですけれども、この金

額は婦人服の各工程で設定されている最低工賃を足しあげたものでございまして、これは、ど

の工程で最低工賃を設定しているかというものは、各県でバラバラですので、金額は全く比較

にはなりません。この表の見方といたしましては、金額ではございませんで、各県で最新の改

定がいつされたかということと、最低賃金の引上げ率とどの程度連動しているかというものを

見ていただく表となっております。 

 例えば、青森県を見ていただきますと、最新改定は平成31年 4月 1日となっております。引

上げ率は9.74％であります。右の表は、最低賃金でございまして、最低賃金は、工賃が改訂さ



14 
 

れた当時に適用されていた最低賃金の額と引き上げ率を示したものであります。最低賃金の引

上げ率が9.64％となっておりますので、これは概ね最低工賃・最低賃金の引上げ率は連動して

いるというところでみてとれる、こういうかたちで表を見ていただくとういうものでございま

す。 

17 ページをご覧いただきますと、九州各県載っておりますけれども、佐賀県は 22 という番

号でございます。佐賀県の最低工賃は平成12年以来、改正がされていないというご意見がござ

いましたけれども、この表を見ていただきますと、平成12年 4月 23日以降、およそ21年間改

定が行われていないことがわかります。他の九州地区を見ますと、福岡県では平成27年に金額

の改定が行われております。他は長崎、大分、宮崎が平成13年、熊本が平成16年以降全く改

定が行われていない状況になっております。 

 それから、18ページを見ていただきますと、これは九州各県の金額比較のために作成した表

となります。厳密な意味での比較というのはなかなかできないのですけれども、おおよそ同じ

工程で、最低工賃の設定が、各県でどのようになっているかというものを比較できるようにし

た表でございます。左から番号、工程、規格とあって、次に佐賀とありますけれども、この欄

が現行の佐賀県の最低工賃でございまして、それから福岡県、長崎県と続いております。右か

ら4つ目の欄にも、佐賀という欄がありますけれども、これは、現行の最低工賃で、この欄は、

平均値とか、この辺のところの比較をわかりやすくするために最低工賃を再掲したものでござ

います。最近、改正になった福岡県を除いて、佐賀県の最低工賃は大きく差が開いていないと

いうご意見もございましたけれども、福岡県以外は改訂がされていないということもありまし

て、右から2番目の欄の福岡を除く平均値というところを見ていただきますと、佐賀県の最低

工賃は概ね平均に近い数値になっているという状況でございます。こういった資料であります

とか、視察の状況をもとに議論されまして、ただいま、部会長からご報告がありましたように

改正の必要性ありという結論に至ったものでございます。私からは以上でございます。 

 

○早川会長 

 川辺部長、ありがとうございました。それでは、労使の家内労働部会の委員で補足して説明

すべきことがありましたらお願いします。いかがでしょうか、部会の方。 

補足説明の必要はないようですので、ただいまの説明全体を通じて、ご意見・ご質問等がご

ざいましたら皆様からお願いします。 

特にご意見・ご質問はないようですね。 

 それでは、家内労働部会報告に基づき、最低工賃改正の必要性の審議を行います。審議に当

たって、労使それぞれ時間を取って協議した上で、もう一度ここに望むということがよろしい

ようであれば、控室も用意しております。いかがしましょうか。控室を希望される委員の方い

らっしゃいましたら挙手をお願いします。 

 

（挙手なし） 

 

○早川会長 

 はい、ありがとうございます。 

では、控室での協議は不要ということで、進めさせていただきます。 

 それでは、家内労働部会報告の佐賀県婦人既製服製造業に係る最低工賃を改正するというこ

とが適当であるとの結論について、これを了承する採決を行いたいと思います。 

佐賀県婦人既製服製造業に係る最低工賃の改正について、家内労働部会報告書のとおりとする



15 
 

ことについて、まず、賛成の方は挙手をお願いいたします。賛成13名ですね。 

次に、反対の方は挙手をお願いいたします。反対3名でございました。 

ありがとうございました。もう一度確認します。賛成13名、反対3名でした。 

 従いまして、佐賀県婦人既製服製造業に係る最低工賃につきましては、出席者の過半数の賛

成で、報告書の内容のとおり決することといたします。 

 それでは、佐賀県婦人既製服製造業に係る最低工賃の改正の必要性について、審議結果の報

告に入りますが、事務局、報告文の案を配付願います。 

 

 （報告書の案を配付） 

 

 では、配付終了しましたので、事務局の方、報告書の朗読をお願いいたします。 

 

○川辺労働基準部長 

 （案）、令和３年12月２日、佐賀労働局長加藤博之殿、佐賀地方労働審議会会長早川智津子、

佐賀県婦人既製服製造業に係る最低工賃の改正の必要性について、本審議会は、下記のとおり

報告する。記、別紙１のとおり。別紙１、令和３年９月27日、佐賀地方労働審議会会長早川智

津子殿、佐賀地方労働審議会家内労働部会部会長板橋江利也、佐賀県婦人既製服製造業に係る

最低工賃の改正決定に関する報告書、当専門部会は、令和３年９月27日、佐賀県婦人既製服製

造業に係る最低工賃の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、改正することが適当と認

めるとの結論に達したので報告する。 

 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。記、以下は省略させて

いただきます。 

 

○早川会長 

 では、以上の報告でよろしいでしょうか。 

意義がないようですので、案を削除していただき、これで佐賀労働局長へ報告いたします。 

 

○加藤労働局長 

 ただいま、早川会長より佐賀県婦人既製服製造業に係る最低工賃については、改正の必要あ

りとのご報告をいただきました。 

 そのため、最低工賃の改正にあたりまして、改めて、佐賀地方労働審議会に調査審議を求め

たいと思います。 

 

 （諮問文、最低工賃専門部会委員名簿を配付） 

 

○早川会長 

 では、事務局より諮問文の朗読をお願いいたします。 

 

○川辺労働基準部長 

 はい。令和３年12月２日、佐労発基1202第１号、佐賀地方労働審議会会長早川智津子殿、

佐賀労働局長加藤博之、佐賀県婦人既製服製造業に係る最低工賃の改正決定について（諮問）、

標記について、家内労働法第10条の規定に基づき、佐賀県婦人既製服製造業最低工賃（平成12

年佐賀労働基準局最低工賃公示第１号）の改正決定について、貴会の調査審議をお願いする。 
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○早川会長 

 はい、ありがとうございました。ただいま、労働局長から本審議会に対し、佐賀県婦人既製

服製造業に係る最低工賃の改正についての諮問がございました。 

 今後、家内労働法第 21 条第１項の規定に基づき、最低工賃改定に向けた調査審議を行うた

め、最低工賃専門部会を置くことといたします。 

 また、その部会の委員については、地方労働審議会令第７条第１項の規定により、最低工賃

専門部会の属する委員及び臨時委員は、会長が指名するとされております。お配りした名簿の

委員、臨時委員の方を最低工賃専門部会委員、臨時委員に私の方で指名したいと思います。 

 また、地方労働審議会令第７条第４項で準用する第６条第７項及び佐賀地方労働審議会運営

規程第10条第１項において、「部会長が委員である最低工賃専門部会が、その所掌事務につい

て議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする」とされております。最低工賃専

門部会長は、佐賀地方労働審議会委員であることから、最低工賃専門部会が議決したときは、

当該議決をもって審議会の議決とすることといたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○早川会長 

 はい、ありがとうございます。 

 異議がないようですので、最低工賃専門部会が議決をしたときは、当該議決をもって審議会

の議決とし、次回の本審議会において結果報告をいただくことといたします。 

事務局から最低工賃の改正審議に関し、今後の予定などについて説明していただきたいと思

います。 

 

○川辺労働基準部長 

 最低工賃を改正することが議決されましたので、早急に最低工賃専門部会の委員の皆様方の

日程を調整いたしまして、できれば年内に第１回の最低工賃専門部会を開催したいと考えてお

ります。第２回以降は、審議の状況に応じまして日程や回数を調整させていただきたいと思っ

ております。 

 ただいま、最低工賃の改正と併せまして運営規程の第 10 条第１項の適用が了承されました

ので、部会の議決がそのまま本審議会の議決となります。よって、部会で議決が得られ次第、

金額改正に向けた所定の手続きを行いまして、３月に予定されている第２回の本審議会におい

ては、部会長から結果をご報告いただくという運びになります。 

参考ですけれども、部会の議決が得られてから、発効までおおよそ２か月の期間が必要とな

ります。議論の進展によるので、いつ発効されることになるのかは何とも言えないのですけれ

ども、例えば１月28日に部会で議決が得られた場合には、発効日は４月１日となります。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した。それでは、次第３に進みます。議題３佐賀地方労働審議会運営規

程の一部改正についてです。事務局から説明、ご提案をお願いいたします。 

 

○大田雇用環境・均等室長 
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 雇用環境・均等室の大田です。私の方から説明させていただきます。資料３をご覧ください。 

改正の趣旨ですが、新型コロナウイルス感染症は最近では新規の感染者の発生が抑えられて

いる状況ではありますが、オミクロン株の出現など、完全に終息したわけではなく、今後、感

染の再拡大が懸念されております。 

 また、行政の課題としてテレワークなどオンラインを活用した働き方改革への取組みを進め

ている中で、この庁舎においてのオンラインによる会議実施の通信環境設備が整ったことから、

今後、感染が再拡大したときなど、本審議会をテレビ会議システムを利用したオンライン方式

との併用で開催することを想定したときに、次回以降の本審議会への対応として、運営規程に

定めておく必要があると判断いたしました。 

改正内容は、資料３の改正案のとおりであり、現行の第３条第１項を第３項に移し、新たに、

第１項として「委員は、会長が必要があると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声

の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。次項

において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。」を第１項として、続

いて第２項として「テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第８

条第１項第２項（同条第３項において準用する場合も含む。）に規定する会議への出席に含める

ものとする。」という項目を新たに規定するとともに、施行時期として、附則に「この規定は、

令和３年12月２日から施行する。」を追加することを提案いたします。以上です。 

 

○早川会長 

 ただいま、ご説明がありました運営規定の改正についてご意見・ご質問はございますか。い

かがでしょうか。 

特に質問はないようですね。 

 それでは、運営規程の改正について、採決を行います。会長を除く出席委員による採決を取

らせていただきます。 

運営規程の改正について、まず反対の方は挙手をお願いいたします。反対の方0でした。 

では、賛成の方、挙手をお願いします。はい、会長を除く16名全員が賛成です。 

 はい、ありがとうございました。採決の結果、出席委員の過半数の賛成により、提案のとお

り改正することといたします。 

 次に、次第４その他の事項ですが、事務局から何かありますか。 

 

○事務局 貞木監理官 

 特にございません。 

 

○早川会長 

 では、本日の附議事項の審議は終了いたします。 

これをもちまして、本日の議事を終了いたします。本日は長時間にわたり熱心にご審議いた

だきまして大変ありがとうございました。皆様方のご協力に感謝申しあげます。 

 なお、手続的なことでございますが、本日の議事録の署名は、私と労働者代表委員は井手委

員、使用者代表委員は江島委員にご署名お願いいたします。 

 それでは、事務局に進行をお返しいたします。 

 

○事務局 貞木監理官 

 事務局でございます。早川会長、議事進行ありがとうございました。 
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 また、委員の皆様におかれましては、長時間のご審議、誠にありがとうございました。本日

の貴重なご意見を今後の運営に十分に活かしてまいりたいと思います。 

次回の審議会でございますが、3 月中旬頃の開催を予定しております。改めて、日程調整の

ご依頼をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

 また、議事録の署名につきましては、後日事務局の方からお持ちいたしますので、確認の方

よろしくお願いいたします。 

本日の審議会は、これをもちまして閉会といたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

 

                 会   長 

                                          

 

                 労働者委員 

                                          

              

                 使用者委員 

                                          

 


