
令和４年度佐賀県在籍型出向等支援協議会【議事概要】 
 

令和 4年 10月 26日(水)14:00～ 

Zoomによるオンライン会議 

１ 開 会  

   

２ 主催者あいさつ 

【佐賀労働局長】 

 局長の重河でございます。 

本日は、お忙しい中、本協議会にご出席いただきありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染拡大の第７波がようやく治まりつつありますが、感染者数は、

まだまだ高止まりしており、予断を許さない状況が続いております。 

そのため、前回と同様に、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から Web での

オンライン開催とさせていただきました。ご理解を賜りますようお願いします。 

 あらためまして、ご参集いただいた皆様には、平素より労働行政の推進に当たって格別

のご配意を賜っておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

本日の「令和 4年度佐賀県在籍型出向等支援協議会」においては、現在の雇用失業情勢

を把握するとともに、これまでの事業内容を共有し、今後の在籍型出向の取り組みについ

てご議論いただきたいと考えております。 

さて、佐賀県内の雇用情勢については、有効求人倍率が今年に入り急速に改善し、8月

で、1.33倍と高水準で推移しています。 

求職者の中には求職活動を繰り延べる動きが見られる反面、コロナ禍が長期化する中で、

休業による収入減でダブルワークを希望する労働者が見受けられる等、新規求職者数は増

加傾向にあります。 

企業の方は、ほぼすべての業種で、求人が増加し、人材不足分野を中心に、人材不足が

顕著になり、求人の充足が困難な状況となっています。しかし一方で、企業の中には、業

績が回復せずに休業を継続している企業や人員が過剰となっている企業も少なからず存

在し、人員整理や企業整備を余儀なくされる事例も見られるところです。 

経済活動の正常化を目指す中で、第７波の感染者数は過去最高を更新し、まだまだ新型

コロナへの警戒感は強く、引き続き感染防止対策を維持しながら、コロナとうまく付き合

っていく生活（withコロナ）が今後も続くものと思われます。 

人材不足が顕在化している一方で、求職者にとっても企業にとっても、先行きが不透明

な中、単に労働者を長期間休業させるのではなく、人材が不足する企業への一時的な在籍

型出向によって労働者のモチベーションを維持しつつ、雇用もともに維持することが重要

であり、また、労働者にとっても、一時的に他社で勤務することにより、安定した収入を

確保し、さらに新たな分野での能力開発の機会となり、人材育成という効果も得られます。

まさに、現状の雇用情勢のニーズを合致するものです。 

佐賀県におきましても、こういった短期出向の効果に着目した企業による出向が成立し

ており、出向に関する助成金である、産業雇用安定助成金の計画の届出も増加しています。

また、本年１０月には制度改正が行われ、この後、担当からくわしい説明がありますが助



成対象となる出向期間が延長されております。 

こうした環境の整備や社会的な認知度の高まりを踏まえ、在籍型出向は緊急避難的な雇

用維持の手段の一つとしてだけでなく、新たな働き方の一つとして考えていくことも今後

必要になってくるかもしれません。 

本日の協議会においては、ご参加いただいている関係機関・団体の皆様の間で、在籍型

出向の情報やノウハウの共有、在籍型出向の送出企業や受入企業の情報収集、両企業間の

マッチングの支援を連携して推進し、労働移動の一つの手段として定着を図っていきたい

と考えております。 

リモートでの会議となりますが、時間が許す限り情報共有を図り、多くの皆様のご意見を

賜りたいと思いますのでどうかよろしくお願いいたします。 

 

３ 議 題 

（１） 現下の雇用失業情勢について 

【佐賀労働局】 

佐賀労働局職業安定部長の三宅でございます。 

まずは目次ですが、今回は完全失業率の推移、求人・求職の推移、新規求人数の動向、

新規求人数の動向、求人・求職のミスマッチ、雇用調整助成金の実績等についてお話しさ

せて頂きます。 

最初に佐賀県内の完全失業率の推移ですが、従前からこの会議で取り上げておりますの

で過去の分は申し上げませんが、失業率も緊急事態宣言が 2020 年 4 月 16 日に全国拡大

したあたりで大きく増加するのではないかという懸念はありましたが、ここから雇用調整

助成金の支給や、類似の事業主向けの支援が政府全体で行われたため、完全失業率も比較

的低い水準で抑えられました。本年 7 月以降の最新分がまだ出ていませんが、4 月～6 月

期については 1.8％と、緊急事態宣言とほぼ同期したような形で上がったり下がったりと

いう状況がみられます。全国で見ても大きく上昇していませんので、政府の「失業者を出

さない」あるいは「企業倒産を出さない」という支援方針が非常にうまくいったと言うこ

とだと思います。 

今そのフェーズが少しずつ変わりつつあって、あまりに長期に渡って（私見ではなく世

間的な感覚でございますが）雇用の維持を支援していった結果、本来であれば労働移動の

方に向けられるべき人員が滞留したのではないかという批判も報道等では見受けられま

す。ただ、失業はやはり社会的な不安、消費の冷え込みにも大きく繋がるものであります

ので、低く抑えられるに越したことは無いと考えておりまして、非常に良い傾向だと思っ

ております。 

続きまして佐賀県の求人・求職の推移でございます。先ほど局長の方からもお話しがあ

りましたが今年に入って 2月に 1.3倍代を超えて、8月の時点で 7か月連続の 1.3倍台を

維持しており、1.33 倍となっております。これは、求職者 1 人に対して 1.3 倍以上の求

人があるという状況でございます。少しだけ過去に遡って見てみると 5 月と 7 月に 1.38

倍という倍率を記録しているのですが、これは統計開始以来過去最高の水準であるという

状況です。それだけ企業活動の再開に伴う人材不足が顕著になってきている状況だと考え

ております。付け加えると、8月に飲食店と小売店の破産が有り、離職者が増加したとい



うことがあり、少し下がって 1.33 倍となっております。今のフェーズで言うとコロナと

言うよりむしろ物価高やウクライナ情勢の影響によるエネルギー高などがあり、経営に影

響が出て企業の破産に繋がっているという傾向がございます。 

今後のことでいえば、いわゆるゼロゼロ融資の返済が出来ないところが出てくる可能性

について報道等でもよく言われているところです。こういう所で破産する企業や離職者の

動向に注意していく必要があると考えています。 

 続きまして産業別の新規求人数についてですが、赤い枠で囲ったところが非常に高い数

値として前年同月と比較したときに求人が回復している業種です。 

まず、食品製造業ですが、8月は行楽シーズンであり、繁忙期のために短期求人などが

たくさん出たことも有り、51.5％の増加となっています。 

次に、電子機械器具製造業ですがこれは半導体関連の事業所で、伊万里の方に工場を建

設されている大きい事業所から多く求人が出ていまして、前年同月比で見ると 100％とい

うことで大きく増加しています。 

一方、輸送機械器具製造業につきましては、これは自動車関連の産業ですが半導体部品

の供給不足等のサプライチェーンの影響により、製造過程が遅延し、残念ながら減少して

います。これは、企業ごとに部品をどれくらい確保できるかと言うことで若干変わってき

ますが 8月の時点では求人が大きく減少してるような状態でした。 

次に、宿泊、飲食サービス業ですがこれはコロナ禍で一番影響を受けた産業ですが、行

動制限のない 8 月の行楽シーズン、そして、「県民割」という支援策もあったため大きく

回復しています。コロナ禍に離職した人の欠員の補充だとか、繁忙期に向けての求人の確

保がありました。ご存じの通り 10 月 11日からは水際対策が緩和され、インバウンド等海

外からの観光客の増加や、あるいは全国割による旅行者の増加も見通せる状況になってお

り、今後この宿泊・飲食サービス業に関しては明るい状況が見込めるものと考えます。 

同じように運輸業、郵便業に関しても、観光バスや観光タクシーなど観光業が戻ってく

ると回復していくものと思います。 

また、卸売業・小売業に関しては衣服が売れないと言うことはありましたが人流の回復

で衣料の売れ行きが好調だったり、食料品販売の分野、スーパー等は好調でございますの

で、こちらの産業についても今後回復していくのではないかと思われます。今回の 8月の

時期については、更新の時期がずれて前年同月よりも下がったものと考えています。 

続いて佐賀県の求人・求職のミスマッチにつきまして見てみます。求人が出ていても、

それを求職者が希望しないということであれば、なかなか求人が充足していかないという

ことですが、全般的にミスマッチや人手不足が発生しています。例えば保安の職業や建設・

採掘の職業は、求人は非常に多いが求職者が少なく、倍率が 5 倍を超えている状況です。

反対に事務的な職業につきましては、求人より求職者が多いので 0.39 倍という非常に低

い倍率となっています。生産工程の職業については、これまでは比較的均衡を保ってきた

ところですが、現在は、1.49倍と非常に高い倍率となっています。 

 続いて最後のページですが、雇用調整助成金の申請件数の推移でございます。これも随

時使用してきた資料ですが、最近の傾向で申し上げますと、今年の 1／27～3／6まで、ま

ん延防止等重点措置が出されましたので、このまん防が出たタイミングにおきましては、

申請件数を示す縦の棒グラフが 820 件と前月の 514 件から大幅に増加しています。雇用



調整助成金は休業してから申請するためタイムラグがありますが、1／27～2 月にかけて

行われた休業が 3月に申請されて、増加してきたのではないかと考えています。   

その後 4 月～7 月にかけて、だいぶ少なくはなりましたが、8 月はまん延防止等重点措

置は出ていないものの、感染者数が非常に高くなったことも有り、おそらく自主的な休業

等もあって 583 件と多少伸びたところです。また 9 月は 550 件と言うことで低減してお

りますので、コロナの感染者数の増減と共に雇用調整助成金の申請件数が推移していると

いうことが見て取れるかと思います。 

今後のことは担当から後ほど説明させて頂きますが、特例措置がいつまで続くのか今は

不透明ですが、今のコロナ対策の観点から申し上げると雇用調整助成金も縮小していく傾

向にあるのではないかと考えています。 

最後に参考資料ですが、産業雇用安定センターにおける全国の在籍型出向の成立状況に

ついての資料が出ております。参考にご覧頂ければと思います。 

以上で説明を終わります。 

 

（２） 関係機関の取り組み状況について 

【佐賀労働局】 

 在籍型出向の支援というものを佐賀労働局、産業雇用安定センター佐賀事務所と佐賀県

と連携協定を結んで丸 2 年になりますが、どのような取組が行われてきたか最新の実績

を持ちまして、改めてご説明したいと思います。 

 三者協定の中で毎月の頻度で在籍型出向の認知を広めていくという目的のもとで毎月

支援セミナーを実施しています。これまではハローワークの会場などで事業主を集めて行

ってきましたが、今年度からは対象者を社労士や事業主団体などにも広げてアプローチを

していく取組を行いました。さらに、オンラインを交えての開催も含め、のべ 11 回 100

名の参加という実績となっています。 

それから、広報の充実ですが、当局の HP には在籍型出向の取組に関する特設サイトを

設け、支援内容や協議会の資料やセミナーの状況を掲載すると共に、この後企業説明会の

開催について説明させて頂きますが、企業説明会の動画等もそこに公開していますので一

度ご覧頂ければと思います。このホームページの取り組みに関しては「見てください」と

いう受け身な広報のやり方になるため、積極的かつ能動的な情報発信が何か出来ないかと

言うことで令和 4年の 2月に Twitterアカウントを開設し、様々な制度、助成金や雇用失

業情勢なども含めいろいろな情報を発信してきています。徐々に見て頂ける頻度も高くな

ってきていて、閲覧数を示すインプレッション数が、8月は平均 1,000インプレッション

ということになっています。次に企業説明会の開催についてですが令和 4年の 2月と 8月

にいずれもオンラインで開催しました。受け入れ可能な企業 5 社にオンラインで集まっ

て頂き自社について PR していただく形でございます。8 月については、佐賀労働局と長

崎労働局共催で開催し、長崎県側の企業にも出演頂いたところです。重ねて申し上げます

が、当局の HP に企業説明会時の動画が掲載されていますので、ぜひ一度ご視聴頂けたら

と思います。 

 次に産業雇用安定センターへの情報提供についてですが、雇用調整助成金の申請事業主

に対して「在籍型出向に興味があるか」や「助成金に興味あるか」等の内容の意向アンケ



ートを行ってきたところでして、一巡したので一時期中止しておりましたが、時間がたっ

て意向が変わっている可能性もあるため今年度より第 3 版ということで改めて再度実施

をいたしました。このアンケートの結果や、当局が独自に行った事業所訪問の結果を在籍

型出向をマッチングしていただける産業雇用安定センターに情報提供をするという取組

で、これまで、614件情報を提供しているということでございます。ただ全ての事業所が

「在籍型出向に興味がある」あるいは「説明に来て欲しい」ということではなく、アンケ

ートを実施して回答があって、その情報の提供を行ったのが 614件ということです。 

 次に事業所へのアプローチですが、雇用調整助成金の申請事業主が分かるため、そうい

う所は休業しているので人員過剰と判断できますし、ハローワークへ求人が出ているとこ

ろは、人手が足りない企業と判断ができましので、出向につなげられないかということで、

アプローチを行った累計が 155件となっています。 

 併せて、産業雇用安定助成金の活用を図っており、今は人手が不足しているということ

で送り出し企業からの相談がなかなか無い状況ですが「労働移動支援相談窓口」というも

のを協定締結の当初から開設しており、産業雇用安定センターにつないで予約した事業所

さんとワンストップで相談して頂けるような体制を作り、その上で産業雇用安定助成金の

制度の内容について相談をお受けしております。 

さらに佐賀労働局に個別の電話相談窓口としてホットラインを設けて、産業雇用安定助

成金についてダイレクトに相談が出来る体制も整えております。 

 このような取り組みにより、産業雇用安定助成金と在籍型出向に対する支援を行って参

りました。報告は以上でございます。 

 

【佐賀県産業労働部】 

産業人材課長の藤﨑でございます。それでは佐賀県の取り組みについて説明をさせてい

ただきます。先ほど三宅部長からのご説明にもありましたとおり内容が重複するところが

ありますので、その部分は省いて説明をさせていただきます。 

県と労働局と産業雇用安定センターで令和２年 11月から連携協定を結んでおり、現在、

毎月 1 回程度、社会保険労務士の方もいれて情報交換をしながら労働移動が進むような

取り組みを行っております。 

マッチング説明会や労働移動支援セミナーについてもこのあと説明があると思います

ので省かせていただきますが、県で行っています地域活性化雇用創造プロジェクト事業に

おいて企業訪問をし、企業の方からいろいろなニーズ等を聞いており、人材不足等の問題

等も踏まえ、先に繋がることが出来ないかというようなこと、また、いろいろな手続きの

支援等も専門家の方の力を借りながら進めているところです。 

皆様ご承知のとおりこの連携協定で３件の在籍型出向が成立しております。その 3 件

は、他県に比べたら少ない数字かも知れませんが、1件目の事例としましては航空運輸事

業から医療法人という他業種への労働移動が成立しており、2件目の事例は船舶塗装業間

での出向、3件目の事例は訪問マッサージ事業所からデイサービス事業所とグループ事業

所間の移動と、三者三様となっており、これを横展開していく中で非常に参考となるよう

な事例が成立していると考えています。 

この３事例は、事業者の皆様が、自社の事業の中でどういう人材を必要としているのか、



どういうことが出来るのか等を検討する際の事例として参考にしやすいのかなと思って

います。 

このような事例を広く周知していきながら取り組んで行けたら良いかなと思っていま

す。当然、労働移動というのは簡単なことではなく、期間の問題や条件の問題、人の問題

等、ありとあらゆる課題があります。それを一つずつ解決していかないといけないので、

そのようなことに丁寧に取り組みながら支援をして行けたらいいかなと思い、引き続き労

働局、産業雇用安定センターと共に連携しながら取り組みを進めて行きたいと考えており

ます。 

 

【産業雇用安定センター佐賀事務所】 

先ほど佐賀県と労働局の方からご説明があったように、アンケート先企業等への訪問を

行っております。だいたい 166件くらい訪問しています。 

今年度からは、現在行っているセミナーを業界団体に対して開催していこうということ

で取り組んでいます。 

今までハローワークで開催していたセミナーは約 90 分の時間をかけ丁寧に、興味をも

って集まられた方に説明する体形をとっていました。ところがなかなか数が広がらないと

いうこともありまして、業界団体の方々にお時間をいただいて、テーマを｢在籍型出向の

概略と助成金の有効活用｣に絞って、短時間内で多くの企業様に伝えられるよう開催して

います。 

（資料 P2 の）資料にありますように、例えば有田焼卸団地協同組合役員の皆様にお集

まりいただいて労働局と当センターが助成金と在籍型出向について約 20 分程度でお話を

して質疑を受けました。また、嬉野市の商工会の役員の皆様方の会議の中で 10 分程度の

中で幅広く知っていただきました。あと佐賀県の陶磁器工業協同組合の役員の皆様方に同

じく 20 分程度説明をさせていただく等、開催して参りました。さらに、有田焼卸団地組

合の役員の方から、会員全員へのセミナーの開催依頼がございましたので、30 分程度で

すけど約 18 名の皆様方にご説明させていただいています。また、佐賀県陶土工業協同組

合の役員会の皆様に対し、セミナーを開催しました。今度、佐賀県工業連合会でも(セミ

ナーを)開催させていただく予定で取り組んでおります。 

これまでセミナーを開催した中で、よくある質問というのがあります。やはり皆様方、

出向というのは難しいと考えていらっしゃる方が多いようです。実は出向というのはそれ

ほど難しいものではありません。解りやすくいうと、日頃より関係のある同業者同士で困

っているから助け合おうという出向でも構いませんし、取引先の間で出向を行うとか信頼

関係の強い企業様同士で出向を行うとか等、身近に考えていただければいいかと思ってい

ます。 

そしてメリットとして、出向して初めてお互いのニーズが分かったということがありま

すし、それによって新しいビジネスの展開に繋がるということもあります。いちばん大事

なのは、出向に行かれる方の気持ちを十分理解し納得（同意）されている事です。納得し

て出向に行かれ新たな取り組みを経験された方が戻ってこられたとき、その方が成長を感

じ、自分の会社に寄与していく、このようなメリットもあり、人材育成にもつながります。 

このような説明をさせていただきますと、「あ！なるほどね、じゃあちょっと気軽に仲



のいい人に相談してみようかな。」と考えていただけることに繋がります。 

あと問われるのは期間のことです。期間も、「いつコロナが戻るかわからないから難し

いよね。」とか言われます。例えば 1 ヶ月とかで契約をしていただいて、状況を見てまた

延長するとか、そのような考え方で構いません。「自分の所(出向元)の仕事もしてもらわ

ないと、丸々人の所（出向先）の仕事ばかりしてもらってもちょっと難しいよね。」とい

われるところは 1 週間の中の 4 日を出向に出るだとか、1 ヶ月の中で 15 日程度は出向先

で仕事して、残りの日は自分の所で仕事するとか、いろいろ自社のニーズ合わせて対応い

ただければいいかと思います。 

また、「ノウハウの流出が心配だ。」というのもよく言われます。このようなケースでは

業務内容の中でノウハウの流出が無い内容でご検討いただければいいと思います。最終的

にお互いの工場を見たりとか、見学したりしながら決めていくという形にさせていただい

ています。 

このように出向というのはそれほど難しいものではなくて、お互いの社長さん同士がし

っかりとお話し合いしながら決めていただければと思います。繰り返しになりますが、大

切にして欲しいのは出向に出られる方が納得して、同意されている事です。それらの内容

を出向契約書や同意書に反映して作成して頂きたい思います。また、人手不足を出向（人

材育成）でカバーする事もひとつの選択肢としてみてはいかがでしょうか。 

いちばん最後の質問ですが、セミナーで質問を受けますとほとんどの企業様が人が欲し

い、あるいは、出向で困っている企業の方を受入ますというところがほとんどです。 

送出したいという企業様はなかなか出てこない状況でして、さきほど雇調金の話にもあ

ったと思いますが企業の方が、雇調金等を効果的に活用されてしっかりと雇用を守ってい

るということが考えられます。 

ただ、いずれ雇調金も延長が無くなる時期が来ると予想されます。そういうときのため

にも雇用を守るひとつの手段として、「在籍型出向と助成金の活用」をテーマとして啓発

活動をやっていきたいと思っています。 

そこで皆さん方へのお願いでもあるのですが、先ほど申し上げましたように団体に対す

るセミナーを募集しております。もし、団体で集まる機会があれば、約 30 分以内ででき

るようなプログラムにしていますので、是非ご連絡いただければ「在籍型出向の概略と助

成金」についてご紹介をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

  

【九州経済産業局】  

九州経済産業局の烏山です。私どもからは人材確保・活用支援等に向けた取組について 

2つほど説明をさせて頂きます。１つめは今の産業人材を取り巻く課題と政策動向の話を

少しさせて頂いて、経産局の取組の中で人材確保・活用支援の取組についてピックアップ

してご説明させて頂きます。 

 在籍型出向も含め、企業の方にプレゼンをする中で企業からの声をいろいろ拾ってござ

います。その中で地域未来牽引企業という有力企業がありますけれども、この中でも経営

課題の中で人材確保・育成・後継者が最重要課題だという声が聞こえています。他方、こ

のような有力な企業であったとしても約 4 割が選任の人事・採用担当者が居ないなど人



事機能が弱いというのが地域企業の現状ということで、人手を割く余裕がないことから人

材育成は主に従業員任せというような状況になってございます。 

 （その次のページですが）いわゆる中核人材と言われる専門の技術職などの管理職・技

術職も東京圏、首都圏に集中しているということで、これをいかに地方に持って行くのか

というような取組、負荷平準化というところも持って行く必要があるのではないかという

ところです。 

次のページで、そういった中で政府の方で 2 つほど会議を回していました。１つは総理

直轄の内閣官房の「教育未来創造会議」、もう一つは我々の「未来人材会議」という２つ

がほぼ同時に回っていたのですが２つともほぼ同じことを書いていまして、地域の産学官

が面的連携するということで、教育未来会議の方は少し踏み込んで「地域の人事部」とい

う言葉が出てきますが、こちらの機能を構築・強化するというような第一次提言がなされ

たということです。 

 「地域の人事部」についてはネットワークを構築してあらゆるステークホルダーの皆さ

んが連携をしながら DX や経営人材の定着を促して地域の活性化を図っていこうという取

組でございます。 

次のページで、今年度は少し若者人材を九州の方に誘引しようという動きの中に補助金

を投入して人材マッチングや人材育成、キャリア支援といったものに対しての補助を行い

ました。次のページがその採択結果で、今回九州については 3件採択を行ったところが直

近の動きでございます。 

未来人材ビジョンの今後の展開としてこれから向かうべき２つの方向性の１つは「旧来

の日本型雇用システムからの転換」ということで企業の方へ人を大切にする企業経営や人

的資本経営に取り組むための「場の創設」であったり、インターンシップを積極的に活用

する仕組みへの転換と一括採用の相対化、あとは「労働移動が円滑に行われる社会」と言

うことで“ジョブ型雇用”の導入を検討する企業へのガイドラインの作成であったり学び

直しであったり、ここに「地域の人事部」という言葉が出てきます。 

それから次のページで、好きなことに夢中になれる教育への転換ということで、若いう

ちから学校関係と連携しながら中学・高校・大学・高専と企業との連携によって例えば、

共同講座の設置や学科の設置促進等、最近では企業が学校を作る等の支援をしているとい

うのが最近の動きでございます。 

 次のページから当局の方の取組のご紹介をさせて頂きます。 

我々は昨年から人材戦略パッケージプログラムというものを実施しています。中小企業

経営者のマインドセットを図るということで、よくあるのが､目の前の課題を解決するた

めの対症療法的な人材確保ではなく 2030年、2050年からのバックキャスティングをして

今どういう人材が必要かというところを企業のミッション、ビジョン、バリュー、といっ

たところからひき直して、どういう人材が必要なのかなど粘り強く勉強会、ワークショッ

プ、マッチング事業を行っています。こういった勉強会の中にも在籍型出向であったり、

副業・兼業であったりそういったいろんな方策があるということについて普及啓発を図っ

ているところです。 

 次のページですが今のイベントの状況でして、ちょうど今この秋にいろんなものを動か

してございまして、１つは上の方の枠の課題解決の人材確保、下の方は労働局さんと連携



しながら氷河期人材のスキルアップやマッチングを行っているところです。今度 10月 30

日に佐賀の方でもオンライン形式のマッチング会を開催する予定でございます。 

次のページですが、普及啓発を図っていくのに企業から「難しい」「いっぱい制度があ

る」という声をよく聞くので、我々の中のバーチャル広報職員で「九州あおい」という動

画サイトを作って YouTube 配信等でわかりやすく人材戦略について広報を図っています。 

 今後も皆様方と引き続き連携をしながら在籍型出向支援の啓発等を企業へ図っていき

たいと考えてございます。 

九州経済産業局からは以上です。 

 

 【九州運輸局】    

 九州運輸局交通政策部の末吉と申します。私の方からは九州管内における公共交通事業

と観光事業、特に宿泊業への新型コロナによる影響について説明をさせて頂きたいと思い

ます。 

 表紙をめくって P1 ですが、こちらは公共交通事業の直近のデータをお示ししておりま

す。本年 8月の状況と令和元年の同月の対比をお示ししておりますが、まず輸送人員につ

きましては令和元年の同月と比べまして概ね 3 割以上の減少ということになっておりま

す。それから運送収入につきましても特に高速バスや貸切バスが 5 割近い減少が未だに

続いており、他のモードについても 2～3 割の減少ということになっています。なお、運

送収入の一番端の長距離フェリーが 100％になっておりますが、これは単純に輸送人員が

上がったということではなく、コロナとは別の要因になりますが、最近の物価高、特に燃

料油高騰の関係でバンカーサーチャージ(燃料油調整金)を適用した関係で運送収入が上

がっているということになっています。 

 P2から P3についてですが、令和 2年から 4年の輸送人員と運送収入の各モードの状況

を元年と比較させて頂いております。未だにコロナ前までには戻っていないことがお分か

り頂けるかと思います。コチラの資料につきましてはまた後ほどご覧頂ければと思います。 

 続いて P4 ですが、こちらは観光関係の資料となります。本年 9 月の九州の宿泊施設の

稼働状況について説明をさせて頂いております。この稼働指数につきましては、稼働状況

が良い場合は上昇して、悪い場合は 0に近づく指標となっております。九州の 9月は 59.6

と 3 か月連続で上昇しておりまして前年同月と比較して＋39.2 ポイントの大幅な上昇と

いうことになっております。通常 9 月は 7～8 月の夏休み期間に比べて宿泊需要は大変落

ち込む状況ですが、新型コロナウイルス感染症の第 7 派の影響が落ち着きを見せていた

ため、県民割などの観光需要喚起策あるいは西九州新幹線の 9 月 23 日開業等の効果を受

けてコロナ禍前の令和元年 9月の水準 46.1 を上回ったという状況です。 

また右上の表ですが、こちらは九州各県の指標で、佐賀県は 71.7 ということになって

いますがこれは、九州内で最も高い水準となってございます。 

 本日は佐賀運輸支局の方からも担当が出席させて頂いております。県内の運輸業界にお

ける在籍型出向の状況について説明をさせて頂きます。 

 佐賀運輸支局の牟田と申します。私どもは九州運輸局の佐賀の出先機関と言うことで主

にバス、タクシー、トラックといった自動車運送事業を所管しております。本日は佐賀県

内の自動車運送事業における在籍型出向の状況と言うことで最近の状況を業界団体や事



業者の方にヒアリングをしましたのでご紹介したいと思います。 

 資料の上の方をご覧ください。全体の傾向としましてバス、タクシー、トラックどの業

界におきましてもドライバー不足や高齢化に非常に悩んでいると言うことですが、ご承知

の通り大型バスや大型トラックについては、大型免許や 2 種免許の資格要件や指導教育

が必要ということもあって、多くの事業所は他の業態から在籍型出向で不足するドライバ

ーを確保するのは難しいのではないかという反応です。 

ただ一方で貸切バス事業者やトラック事業者の中でもエネルギー関係を運んでいると

言ったオン・オフシーズンがある業態ではオフシーズンで需要を見いだせるといった声も

ございました。 

少し具体的にご紹介しますと、バスとタクシーの業界団体である一般社団法人佐賀県バ

ス・タクシー協会でございますが、在籍型出向の制度、労働局の取組についてはすでに十

分承知していて会員にも周知しているが、なかなか積極的な活用は見られない状況という

ことでございました。 

つぎに県内の貸切バス事業者 A 社ですが、こちらは実際にこのコロナ禍において在籍

型出向の活用を検討したことがあるとのことでしたが、出向する乗務員自身が他の業界へ

の出向に対して尻込みされ、断念されたということでございました。受け入れ先の企業の

詳しい情報があれば乗務員さんももう少し安心して応じてくれたかもしれないというよ

うなコメントもございました。 

次にタクシー事業者の B 社ですが、こちらも慢性的にコロナ禍以前からドライバー不

足と言うことですが、先ほども申しましたように 2 種免許の保有が必要であることの他、

タクシー業界独特の歩合制という給与体系が他の業界と異なる部分があると言うことで

そのギャップであったり、タクシードライバーの高齢化が進んでおり高齢の方は特に職場

が変わることによる環境の変化を避けたり、嫌われる方も多いということなのでタクシー

業界の中では、活用のハードルは高いのではないかという話でありました。 

最後にトラック事業所の C 社ですが、こちらは石油やガス運搬を主に扱っている会社

でございまして、繁忙期が冬場ということでございました。逆に夏場はドライバーさんが

余っているとのことで、夏場の人材の余剰をどうするか兼ねてから頭を悩ませていたとい

うことでしたので、この話をしたところ活用の余地があると言うことで検討してみますと

前向きなご回答を頂いたところです。 

バス、タクシー、トラックの状況は以上ということになるのですが、お話ししましたと

おりまだまだ制度の浸透も進んでいないと言うことと、資格要件や給与体系が独特という

ところもあってハードルは高いですが、引き続き機会を捉えて業界団体、事業所へ在籍型

出向支援の話をしていきたいと思っています。 

佐賀運輸支局の説明は以上です。 

 

（３） 出向受入企業からの説明 

【8/5開催の企業説明会における動画配信 祐愛会織田病院】 

社会医療法人祐愛会織田病院の牛島と申します。よろしくお願いします。 

当院は佐賀県鹿島市にございます。今回は長崎の方も聞いていらっしゃると言うことで

すが、鹿島市は、長崎県の大村市にも隣接していまして、当院の職員も長崎県大村市や佐



世保市から通勤している職員もおりますので、比較的近い地域なのではないかと思ってい

ます。 

私からはサービス観光業より、当院が昨年実際に接客業の出向者を受け入れましたので

その報告も兼ねてご説明します。 

まず我々祐愛会の法人の概要について、かんたんにご説明します。 

保健・医療・介護の 3つを一体的に提供することを目標としています。まず医療の部分

は織田病院、保健の分野は健康管理センターといって人間ドックや健康診断、予防接種を

担当している部署があります。また、介護分野は多くの施設を併設していまして、介護老

人保健施設、グループホーム、デイサービス、訪問看護などの施設が存在します。 

次に我々が所属する織田病院の概要について説明します。 

織田病院の診療科は、内科、外科、胸部外科、血管外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、皮

膚科、形成外科、放射線診断科、麻酔科、リハビリテーション科となっています。1日の

平均外来患者数は 304 名となっていまして、今の時期はコロナが非常に増えていまして、

当院は発熱外来もありますので、連日多くの発熱の方が受診されている状況です。また入

院病棟の病床数は、117床でコロナ病床もありますので、日々発熱やコロナの対応に追わ

れている状況です。織田病院と介護施設を含めた全体の職員数は 557名、男女比は男性 1

に対し女性 3 と女性の多い職場となっております。また法人内には外国人の職員も多数

在籍しておりまして、現時点で 20名の外国人職員が居ます。国籍としてはインドネシア、

フィリピン、ミャンマー、ベトナム、ネパールと多国籍です。 

では、当院で実際に出向を受け入れた状況についてご説明いたします。2021年 10月～

2022 年 3 月までの半年間、県内のサービス観光業より接客業スタッフ 2 名の出向者を受

け入れました。以下、この 2名のことを出向者と省略させてください。接客業と言うこと

で接遇のプロでございましたので、祐愛会の接遇向上を目的とし、この出向者 2名をホス

ピタリティインストラクターとして医事課所属としました。 

今回受け入れた出向者の半年間の流れです。 

2021 年 10 月 1 日から 10 日間まずは配属先の医事課にて勤務態勢に慣れて頂き、病院

全体、医事課の業務の大まかな部分を見てもらう期間としました。次に病院内、法人内に

はたくさんの部署がありますので、そこでいろいろな職種で働いておりますので 10月 11

日からの 3週間で院内の各部署に、2～3日ごとのローテーションで入ってもらいました。   

これにより、どのような職種が居るのか、またそれぞれがどのような業務を行っているの

かを知ってもらい、実際に現場を体感して頂くことができました。病院の職員も出向者と

の接点が出来、お互いにこれ以降の業務が行いやすくなる環境が整いました。各部署のロ

ーテーション終了後、医事課に戻り、本格的に事務業務に入ってもらいました。出向 3か

月目の 1 月からは、接遇指導をメインに医事科職員 12 名の接遇チェックからフィードバ

ックの流れを数回繰り返して頂き、医事科職員の接遇指導さらには、外からの目線で見て

頂くことで改善点にも気づいてもらって、医事課の業務改善にも取り組んでくれました。   

それと平行して医事科職員だけでなく織田病院の全職員に対し半年間で合計 9 回 Zoom を

使用して接遇指導を行って頂きました。 

 ここからは実際に出向者と一緒に働いて、半年間かけて接遇指導を受けた医事課職員代

表者 6名ほどの意見をお伝えしたいと思います。 



まずは入職 2 年目の女性職員からは、「患者様と対応するときの姿勢や笑顔で対応する

ことを学んだ後、カウンターの外から出向者を見てみると、患者様からはとても良い印象

になっていることが分かった。出向者の影響を受け、患者様と対応する際は、姿勢を良く

し、笑顔で対応したい。また、電話対応に関して「「○○の方へお繋ぎします」ではなく

「○○へお繋ぎします」とお伝えするのが良いお伝えの仕方だと教えて頂き、電話対応を

する際は、相手に分かるようにお伝えすると言うことを学んだ。」 

入職 3 年目の女性スタッフは、「電話と患者様対応時に相手の名前を復唱することで、

きちんと相手の要件を理解しているという安心感や信頼感を与えられると言うことを学

んだ。出向者から電話や患者様対応時に改善が必要な点、良い点を教えて頂いたので、そ

れを今でも実践しています。半年間という短い期間で、どの部署のスタッフからも好印象

を持たれる出向者の二人はすごいと思った。同僚・後輩から見た自分が今回の出向者の二

人のような存在になればと感じた。」 

入職 4 年目の男性職員からは「最初はどういうことになるのか全くイメージが湧かな

かったが、接遇について丁寧に教えて頂いた。また、実際に出向者の患者様対応を見るこ

とで接遇について学ぶことが出来た。普段から丁寧に対応しているつもりだったが、話す

スピードやトーンを、より意識するようになった。」 

入職 6 年目の女性スタッフからは「出向者とは全然違う職業と思っていたけれど、接

客・接遇に関し、共通点が多く良い体験となった。自分の仕事に対する取組み方、患者様

やご家族様からどう見えているのかを考える時間が増えることで、今後より心遣いが出来

る医療スタッフになれると強く思った。出向者が、どんなに忙しくても、それを患者様へ

感じさせないように対応されている姿を見て学びになった。患者様だけでなく、他のスタ

ッフへの対応も見直さなければならないと思った。」 

入職 7 年目の女性スタッフは、「患者様の対応の様子を 1 人ずつ動画に撮り、細かくチ

ェックして頂いた。客観的に自分の対応を見られたことで気づく部分が有り、改善点が分

かった。アドバイスを頂いてから「お待たせいたしました」などの一言を加えて丁寧に対

応するよう心がけています。」 

入職 22 年目の女性スタッフは「患者様やスタッフから、常に声をかけやすい雰囲気を

作ることを意識するようになった。常に笑顔でいることの大切さを学んだ。忙しいときは、

自然と表情も険しくなってしまうが、そんなときこそ一息ついて笑顔を心がけるようにな

った。」等の感想がありました。 

長くなりましたが、ここまでの 6名の感想を見ても、身についたことや、今でも実践し

ていることなど、具体的なことが多く記載されているのが私としてもすごく印象的でした。

いかに出向者の影響が大きかったかが分かるかと思います。 

最後になりますが、今回の出向者は、ホスピタリティインストラクターとして病院職員

の接遇の向上に尽力して頂きました。サービス観光業と医療ということで異業種ではあり

ましたが、医療スタッフの方が出向者から学ぶことも多く、大きな影響を受けました。 

また、出向者の 2人も「当院での半年間は大きな学びとなり成長させて頂いた貴重な経

験でした。このつながりを有効に活用したい。」と言っておりました。今後も当院では可

能な限り、様々な分野の出向を積極的に受け入れたいと考えております。今後の受入につ

いては業種に応じて配置部署なども検討したいと考えております。 



出向により当院で経験したこと、例えば高齢者の対応やこの時期でしたらコロナの感染

対策など、企業に持ち帰って活かしてもらえるような出向プログラムを提供したいと思っ

ておりますので、宜しくお願いいたします。 

以上です。 

 

（４） 雇用調整助成金の特例措置の延長と産業雇用安定助成金の改正について  

【佐賀労働局】 

まず、雇用調整助成金の特例措置の延長について説明します。 

令和２年から始まった雇用調整助成金の特例措置について、これまでのその時点のコロ

ナの感染状況や雇用情勢を見極めつつ、特例措置が延長されてきており、現状においては、

リーフレットのとおり令和 4年 11月 30日までの延長となっています。 

 その特例措置の内容としては、表の通りとなっていますが、3月から 9月末までの分と

10 月、11 月までの措置とどこが大きく変わっているかというと、助成率に関しては、特

段変更はないのですが、助成金額の上限額が縮小されています。特に業況特例（生産指標

が大きく３０％以上減少した事業主）の欄に記載されているとおり、助成金額の上限が 9

月までは、15,000円だったのが、10、11月は、12,000円に縮小されています。 

冒頭、職業安定部長の説明にもありましたが、雇用調整助成金の支給状況を見ますと、

ここ最近でいえば 3 月をピークにコロナの終息傾向、あるいは経済活動の回復に伴い、

徐々に減少して来ております。今月もまだ終わっていませんが、600件程度になるものと

思われ、減少傾向にあるといった状況でございます。 

そういった状況の中、12月以降の特例措置がどうなるかという点ですが、10月 12、13

日のマスコミ報道によりますと、12 月以降は特例措置は縮小という報道がなされていま

す。縮小の内容としましては、先ほどの特例措置の上限額を 12,000 円から 9,000 円に下

るという案を軸として検討されている、加えて、来年２月以降については、この特例措置

自体を廃止するという方向で調整されているというような報道内容でした。 

これに関し、厚生労働省は１２月以降の取扱については、感染状況や雇用情勢等により

検討することとしており、１０月末までには公表する予定、具体的な内容は調整中として

おりますので、正式な決定事項、内容につきましては、10 月末、11 月初頭にプレスリリ

ースされるのではないかと思われますので、それを見ないと確定的なことは申し上げられ

ないという状況でございます。 

次に産業雇用安定助成金についての説明となりますが、ご存じのようにこの助成金は、

コロナ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も

のでございます。 

この度、10 月 1 日に一部制度改正がありました。ただ、この助成金の基本的な部分で

あるコロナによる事業活動の縮小要件や雇用調整を目的とした出向が対象となるという

基本的な部分に変更ありません。ただ、経済活動再開により人手不足が見られる一方で、

コロナの長期化により一部の産業では企業活動の回復に遅れが見られているため、人材を

有効に活用するためにも助成金制度を拡充して円滑な労働移動を一層促進するという目

的での改正となっております。 



改正内容について説明します。リーフレットをご覧ください。 

 まず、一点目の支給期間の延長です。これまで、出向労働者１人あたりの支給期間は最

長１年 365日でしたが、これを拡充して、最長 2年 730日に延長されました。ただ、延長

届の提出等が必要となります。 

2点目ですが、支給対象者労働者数の上限が撤廃されました。 

これまで、出向元・出向先ともに１年度間の上限が 500人と設定されていましたが、 

これが、出向元に限り上限が撤廃されたというものです。 

3点目は、助成メニューの新設という位置づけのものになります。 

内容としては、出向労働者が出向元に復帰後、出向先で得たスキル・経験をブラッシュ

アップさせる OFFJT 訓練を行った際にかかった訓練経費と訓練期間中の賃金の一部を助

成するという制度が新設されています。 

例えば、情報通信業に出向して IT スキルを身に着けた労働者が、復帰後さらに高度な

訓練を受けて、IT人材として社内の DX化に貢献するといったような事例が考えられます。 

以上３点が、１０月１日の改正点でございます。 

 次のページからですが、産業雇用安定助成金の全体的な紹介リーフレットとなっていま

す。そのあとの資料は、在籍型出向の事例、開始するまでのステップ、産業雇用安定セン

ターのマッチング支援の流れなどがまとめられたリーフレットを添付しておりますので、

ご参考いただくようお願いします。 

最後に、佐賀労働局において、これまで受理した産業雇用安定助成金の出向計画届の状

況です。 

資料の一番上の囲み内にケースごとにまとめております。 

一番上の〇が、出向元・出向先とも県内事業所のケースで 6件の 11人となっています。 

二番目の〇が、出向元が県内で、出向先が県外のケースで 4件の 8人となっています。 

一番下の〇が、出向元が県外で、出向先が県内のケースで 4件の 9人となっています。 

資料の下の方には、企業規模別、業種別の数値を入れておりますが、計画届等の提出は

出向元が出向先分をあわせて管轄の労働局に提出することになっていることから、この数

値というのは、当局に提出があった上２つのケース 10件 19人の内訳となっています。な

お、表の中の（ ）書きは協定 3者（佐賀県、産雇センター、佐賀労働局）の働きかけに

より在籍型出向、計画届等提出に至った数です。 

以上で、雇用調整助成金及び産業雇用安定助成金の説明を終わります。 

 

（５） 今後の取組方針について 

【佐賀労働局】 

それでは、｢今後の活動方針案｣ということでご提示させていただきます。 

毎回、今後どういった活動をしていこうかというところをお示しさせていただいており

まして、今回も今後の活動についてお諮りしたいというふうに思います。 

まず、毎月やっておりますセミナーについては引き続き開催をしていきたいというふう

に考えています。対象者の選定を単一の事業主だけではなく、事業主団体ですとか、オン

ライン開催というのを引き続きやっていきたいと思っておりますし、Twitterを活用した

広報というものを、さらに進めていきたいというふうに考えております。それから、企業



説明会、これもオンラインというものを有効に活用して、他県を含めた広域のマッチング

が図れないものかと、特に、先ほど経済産業局様の方からもご説明ございましたけれども、

人材の都市部への偏在ということもありますので、やはり佐賀県に人を呼び込むという観

点からいたしますと福岡、それから先日 8 月にも開催いたしました長崎なども巻き込み

まして、なるべく広範囲、ただし広範囲といっても労働者の方のご負担というものもござ

いますのでまずは福岡、長崎といったような近県からということを考えております。 

さらに先程来からこの在籍型出向が、人材育成に資するのではないかということを所々

申し上げてきている次第でございます。もし続く意見交換に於いて、ご意見があれば是非

賜りたいのですが、産業雇用安定助成金自体は、先ほど白武の方からも説明があった通り

雇用調整、雇用の維持を目的とするという、目的自体はその通りなんですが、例えばＩＴ

企業が受け入れてくれて、そこでＩＴスキルを獲得していただいて自社に持ち帰っていた

だくなどという取り組みがもし可能であれば、県内のＤＸ化とかいうことにも資する取り

組みになるのではないか、というふうに考えておりまして、人材育成とかそれからあと求

人の充足ですね、こういったことにも繋げていけると非常に、更にいい取り組みになるの

ではないか、というふうに考えております。更に送り出し希望企業に対して、求人情報の

データを提供して希望の企業があれば、個別のマッチングを図るという取り組みを行って

いきたいと思います。そして受け入れ企業の情報は、データベースとして我々もう既にか

なりの企業さんから企業アンケートを取ったり、企業訪問をしたりしておりますので、そ

ういった情報をデータベース化して幅広く提供すると。先ほど産業雇用安定センターの方

からも話がありましたとおり、送り出し企業というものが非常に少ないという状況でござ

います。そのため、この送り出し企業の掘り起こしを図りたいというふうに考えています。   

そして出向の成立につきましては、佐賀県の藤﨑課長の方からもお話がありましたとお

り、横展開ができるような好事例が 3件ありますので、先ほどもちょっとハウリングして

しまいましたけども(織田病院の受入説明において)実際、出向がどれだけ自社の人材の育

成というか、接客業のノウハウをいれていくのに役に立ったかというようなお話もありま

したので、こういった取り組みを横展開することによって好循環が生み出せればというと

ころで考えております。 

もう少し詳しく見ていきますと、複合的支援の継続というところでございますが、まず

は、やはり在籍型出向、こういった取り組みがどういうものがあるのかということを知っ

ていただく周知広報というものが非常に重要だと思っております。でございますので、セ

ミナーの開催とか、Twitter の活用ということをこれまでも行ってきたわけですけども、

ここにございますとおり、共催でのセミナー開催、団体ですとか単一の事業主でないとこ

ろを工夫する、Twitterなどの SNS活用、そしてセミナー参加者へのアンケートの実施と

それから個別相談・個別訪問ということを実施していく。そして人材育成ということの活

用を促進していくと。そしてさらにマッチング支援でございますが、ここは是非、協議会

の構成員の皆様にもご協力をいただければと思いますが、幅広く企業情報を提供していた

だきたいと。特に送り出し企業の情報については不足しております。送り出したい、助成

金を活用したいというお声が、企業からございましたら是非、ご提供いただきたいと考え

ております。 

そして、先程来から申し上げております、企業説明会これもオンラインでの開催をした



いと思っておりますので、これにも参加を頂く事業所の方の推薦とか、そういったものを

是非いただけると非常にありがたいと思います。そして、雇用調整助成金を支給している

事業所ですとか、ハローワーク求人者への働きかけを行って、そして産業雇用安定助成金

が拡充されて、これまで 1年しか助成が出来なかった期間が、2年間ということでかなり

長期間に渡って、支援が出来るようになりましたので、そういった拡充についても活用を

して、マッチングに取り組んでいきたいということでございます。ちょっと飛ばしました

がデータベース化も図っていきたいというところでございます。そして、出向の成立に関

しましては、ここにございます(資料下部)就業規則、出向契約、出向協定等は、我々が直

接アドバイス出来るわけではございませんが、社労士会ですとかそれから産業雇用安定セ

ンターのご協力も頂きまして、こういったものに対するアドバイスを行っていき、それか

ら出向する労働者へのケア、それから我々の本分でございます助成金申請に係るアドバイ

ス、これも社労士会様と一緒に取り組ませていただければと思っておりますし、さらに、

先ほど産業雇用安定助成金の新規のメニューで、出向によって得たスキルを更にブラッシ

ュアップさせるような取り組みにも、支援をしていきたいというふうに考えておりまして、

そういった出向の成立が成った曉には、またそれを好事例として展開をしていくというこ

とを考えている次第でございます。是非、今後の活動方針案については後ほどご賛同いた

だけるかどうか確認をさせていただきますが是非ご賛同を賜ればと考えておりますので

よろしくお願いいたします。 

 

【司会】 

ただいまの説明に対し、ご意見、ご質問その他ございましたら「手を上げる」をクリッ

クしてお知らせください。 

（特に意見、質問なし） 

無いようでしたら、先ほどの説明による取組方針に基づき、今後取組を進めていきたい

と思いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

（６） 意見交換  

【佐賀労働局】 

私から九州経済産業局様に所感というか、お伺いできればと思うのですが、例えば先ほ

ど申し上げたような、非常に DX化が進んでいるような事業所さんの方に、社内の DX化を

進めたいなと思う企業が出向によって人材育成を図るといったようなニーズというのは

あったりするんですか？ 

漠然としているかも知れないですけど、人材育成という文脈だったり DX 化といった文

脈でこの在籍型出向が活用できないかなというのをちょっと考えているのですが。 

【九州経済産業局】 

DX を進めているような企業さんがあって、それで我々が思っているところで例えばデ

ジタルとトランスフォーメーションがあるわけですけれども、いわゆるデジタル人材みた

いなところについては結構、副業や兼業なども活用しながら模索しているというようなと

ころの企業はございまして、これは全国的にもあってます。それでなかなか周知が進んで

いないということもあって、先ほどご説明した地域ぐるみで、そういうような地域の特性



に応じたとか、地域の企業群とかですね。そういったところで仕事をつくっていってそこ

から受け入れていくであるとか、あと、ひとつの地域ではどうしても DX 人材をかかえき

れないというような方については、複数が、束ねて一人の方を受け入れていくと。そうい

うような仕組みを講じていくということで、なかなか一対一で在籍型出向に直接行くかど

うかというのは、我々もちょっと悩ましいところではあるのですが、まず、丁寧に説明し

ていく中において、ニーズは少なからずあるなと。で、今 DX の人材の所をなかなかお持

ちでないような企業さんが、どうやって人材を確保していくのかというところについては、

お悩みのところはあるということです。特に DX のところは非常に大きなところだと思っ

ていますので、そういった労働局さんの事業とも我々の事業と有機的に連携を図りながら

やっていくというのは、ひとつのフォーメーションとしてはあり得るかなと思ってござい

ます。以上でございます。 

【佐賀労働局】 

ありがとうございました。単に出向させただけだと、本来受け入れる事業所も人手が足

りないから、必要な人材が欲しいということで、送り出し側の自社の社員を育成して欲し

いというようなニーズと、合致しないのではないかということが、その人材育成をしたい、

それから人手が欲しいというところとのミスマッチが起こるような気がしていて、あまり

人材育成のお題目掲げても、結局マッチングがうまくいかなくて、なかなか受け入れられ

ないみたいな事があると、かけ声倒れになるのではないかという気がしていて、それで伺

った次第です。例えば、DXが進んでいる会社が、例えばデジタル人材をわざわざ受け入れ

て育成までしてくれるというのは、ちょっとあり得るのかなというのが本題だったのです

が、先ほどのご回答は、やり方次第というイメージでよろしいでしょうか。 

【九州経済産業局】 

おそらく目の前の、例えば課題とか DX 化を進めていこうというところについては、わ

ざわざ在籍型出向を受入れてというところまでは、あまりお考えにならないのかなという

ふうに思っていまして、将来、自分たちの企業がこうしたいとか、こういうふうな、まさ

に 2030年とか 2050年とか長いスパンにはなりますけど、やっぱりその中からちゃんと自

分たちの必要な人材というのをバックキャスティングすることによって、今こういう人材

が必要であれば、長いスパンの中で受け入れていくというようなことは、あるかも知れま

せんが、目の前の対処療法的な課題に対して、課題を解決していくために出向を受入れる

ということはせず、たぶん違う選択肢をとられるのではないかというふうに思います。 

【佐賀労働局】 

わかりました。ありがとうございます。 

 

４ その他 

 特になし 

 

 


