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平成２９年度 

第２回山形地方労働審議会 

<議事録> 
平成３０年３月８日 

                 午前１０時００分～１２時００分 

山形労働局 大会議室 

 

○司 会（小友監理官） 

 定刻となりましたので、ただいまから平成29年度第２回山形地方労働審議会

を開会いたします。 

 委員の皆様にはお忙しい中、本審議会にご出席賜り誠にありがとうございま

す。議事に入りますまで進行を務めさせていただきます、雇用環境・均等室の

小友と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本審議会は、山形地方労働審議会運営規程第５条に基づきまして公開として

おりますが傍聴の募集を行いましたところ、希望者はございませんでした。そ

れから報道機関につきましては１社からご希望があり、お見えいただいており

ますことをお知らせいたします。なおカメラ等の機材を用いた撮影につきまし

ては、頭撮りのみとさせていただいております。 

 それでは本審議会の開会にあたりまして、山形労働局長の庭山からご挨拶申

し上げます。庭山局長、お願いいたします。 

 

 〔局長挨拶〕 

○庭山山形労働局長 

 改めましておはようございます。労働局長の庭山でございます。委員の皆様

方には、日ごろから労働行政の推進に格別のご理解とご協力を賜っております。

厚く御礼申し上げます。 

 また、本日は大変ご多忙の中、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

 本日の審議会におきましては平成30年度の行政運営方針につきましてご説明

申し上げ、ご審議をいただくこととしております。今年度の行政運営につきま

しては「働き方改革」の推進、それから生産性向上の取組み、さらには女性・

若者等の多様な働き方の参画、それらの課題に向けまして各種の重点施策を講

じてまいりました。その進捗状況につきましては昨年11月に開催いたしました

本審議会においてご説明をした通りでございます。 

 一方、県内の雇用情勢を見てまいりますと、有効求人倍率が今年度に入りま
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して 1.5倍台から 1.6倍台へと高水準で推移し、30年１月には1.73倍を記録し

ております。また正社員の有効求人倍率が、同じく30年１月で1.12倍とこれも

過去最高を記録するという状況でございます。現在の雇用情勢は着実に改善が

進んでいる状況でございますが、一方では人手不足の分野が拡大するなど深刻

化をし、人材確保対策が重要な課題となっております。 

 このような中、来年度におきましては、今年度に引き続きまして働き方改革

の推進などを通じました労働環境の整備と生産性の向上、また女性・高齢者・

障害者等の多様な働き手の参画を課題として各分野の対策を進めてまいります。 

 また、30年度の行政運営方針につきましては、新たに重点施策のうち３点、

１つには働き方改革などを通じた労働環境の整備と生産性の向上、２つには人

材不足分野における人材確保対策の推進、３点目には来年度に初年度を迎えま

す第13次の労働災害防止計画に基づく労働災害の防止と健康確保対策の推進。

繰り返し申し上げますと、働き方改革と生産性の向上、２つ目には人材不足分

野への対策、３つ目には労働災害防止と健康確保対策。この３点を最重点施策

として位置づけ、取り組むこととしております。 

 後ほど各担当よりご説明申し上げますが、労働局が総合的な労働行政機関と

して、その機能を十分に発揮しながら、効果的・効率的に行政を推進してまい

りたいと思っております。本日はそのための皆様方の忌憚のないご意見を伺い、

今後の行政運営に反映させていただきたいと考えております。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

○司 会 

 次に、本日の委員の出席状況ですが、欠席されております委員は公益代表の

澤邉委員、労働者代表の角谷委員、使用者代表の武田委員がご都合によりご欠

席されております。委員18名のうち15名の委員の方のご出席をいただいており

ます。 

 従いまして、地方労働審議会令第８条により、委員定数の３分の２、また公

益代表委員、労働者代表委員、使用者代表委員の各３分の１以上の出席要件を

満たしておりますので、本審議会は有効に成立していることをご報告させてい

ただきます。 

 次に会議資料の確認をさせていただきます。事前にお配りしておりますのは

配布資料一覧にあります No.21までの資料になりますが、そのほかに本日机上

に配布させていただきました資料がございます。１つは次第でございます。そ

れから座席表がございます。それから行政運営方針の（案）ということで、Ａ
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４判横長のものがございます。それと山形労働局第13次労働災害防止計画案の

骨子ということで、Ａ４判３枚ものの資料がございます。ご確認いただければ

と思います。もし不足がございましたら事務局の方にお申し出いただければと

思います。よろしいでしょうか。 

 それでは議事に入らせていただきます。 

 本日は平成30年度の山形労働行政運営方針（案）等につきましてご審議いた

だくことにしておりますが、審議の終了予定時刻につきましては12時を目途と

考えておりますので、円滑な進行につきまして、ご協力をよろしくお願いいた

します。 

 それでは、これより議事に入らせていただきます。本審議会の議長は山形地

方労働審議会運営規程第４条によりまして、会長が行うことになっております

ので、これからの進行につきましては髙橋会長にお願いしたいと思います。 

 なお審議に際しましては、議事録を作成する関係上、録音をさせていただき

ますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 それでは髙橋会長、よろしくお願いいたします。 

 

○髙橋会長 

 皆様、おはようございます。会長の髙橋でございます。これから議事に入り

ますが、その前に一言ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 本日は委員の皆様におかれましては、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。 

 昨年11月の第１回の会議では、平成29年度の行政運営方針に係る進捗状況に

ついて労働局からご報告をいただき、審議を行いましたが、本年度２回目とな

ります本会議では、先ほど局長からもお話がありましたように、平成30年度の

山形労働局の行政運営方針（案）が議題となっております。 

 ところで今日、３月８日は何の日かご存じでしょうか。国際婦人デーという

日で、女性の権利を高めて行こうという趣旨で国連が設定した会議でございま

す。また、そういう日であることが要因かどうか分かりませんが、新聞の投稿

欄には女性の働き方に関する投稿が今回たくさん掲載されておりまして、ワー

ク・ライフ・バランスとか、働き方ではないですけれども、夫婦別姓の問題と

か、女性の管理職の登用の問題とか、いろいろありまして、中で最近こういう

言葉があるんだなというバリキャラ、ユルキャラ。聞いたことはありますか。

ばりばりキャリアとして働く。ゆったり、ゆっくり、のんびり適当に働くとい

うか、専業主婦という、こういうカテゴリーの中でどれを選ぶんだという、若
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い方の投書だったんですけれども、その働き方というのが最初の段階からどれ

か選択するということではなくて、恐らくこのライフステージに応じていろい

ろ柔軟に働けるような労働環境があると、もっと働きやすいのかなと思いまし

たし、そういう選択を最初に迫られなければならない若い人たちというのも、

非常にこういった厳しい状況に置かれているのではないかと思った次第です。 

 山形県では少子高齢化、それから人口流出ということで、人口減少が非常に

進んでいて、労働力不足というのが非常に深刻になっております。少子高齢化

はなかなか避けられないですけれども、少なくとも人口流出はなんとか食い止

めたいというふうに思っているわけですけれども、そのためにはやはり長時間

労働問題への対応とか、非正規雇用から正社員への転換など、働き方改革によ

る労働環境の整備、また若者の県内企業への就職を促進して定着させて行くと

いった施策が、県民の安定した生活と地域経済の活性化のために重要であると

考えております。 

 労働局には総合労働行政機関として、これらの問題に対してぜひ実効性のあ

る対策を進めていただければと期待するところでございます。 

 本日は県民の皆様のご意見を労働行政に反映させ、より良い行政運営を進め

ていただくために、各委員の方々から積極的なご意見を賜りたいと思っており

ます。どうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 では、これより議事に入りたいと思います。すみませんが座って進めさせて

いただきます。 

 では、最初に本日の議事録署名委員を指名させていただきたいと思います。

労働者側代表の柏木実委員、使用者側代表委員の丹哲人委員のお２人にお願い

いたします。よろしくお願いいたします。 

 

 〔議 事〕 

○髙橋会長 

 それでは議事に入らせていただきます。最初に平成30年度山形労働局行政運

営方針案について説明をいただきますが、説明は一括して行っていただき、質

問・意見等は後ほどお受けしたいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 また、議事の (2)報告事項として挙がっております山形労働局第13次労働災

害防止計画案については、議題 (1)山形労働局行政運営方針案にも関連します

ので、その報告の中でも説明がなされます。予めご了承ください。 

 なお、同計画案につきましては (2)の報告事項ということで、改めて報告の
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予定としております。 

 それでは労働局の方からご説明をお願いいたします。 

 

 〔労働局説明〕 

○佐々木総務部長 

 総務部長の佐々木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 委員の皆様方におかれましては、日ごろより山形労働局の業務運営に対しま

して、格別のご理解、ご協力を賜り、改めて御礼を申し上げます。 

 私からは、平成30年度行政運営方針案における最重点施策及び総務部関係に

ついてご説明いたしたいと思います。 

 パワーポイントで作成しました資料でご説明したいと思いますが、表紙に紫

色の文字で平成30年度山形労働局行政運営方針（案）と書かれた横長の資料に

なります。 

 まず、先ほどの局長挨拶でも触れておりました最重点施策についてご説明い

たします。この資料の１頁、２頁になります。30年度の行政運営方針におきま

しては、はじめにというタイトルで、冒頭に「山形労働局の最重点施策」とい

う項目を設けております。その内容でございますが、山形労働局の重点施策の

中から最重点施策として位置づけたものを、３つのテーマにまとめております。 

 １点目は少子高齢化、人口減少の中で、女性や高齢者等を含めた労働参加率

の向上と労働生産性の向上という、国の重要課題である働き方改革の推進。２

点目は、現下の雇用情勢からも明確であります人材不足対策の推進。３点目は

30年度が初年度となります第13次労働災害防止計画、13次防の推進であります。 

 この最重点施策の性格でございますが、最重点ということで何か大きい空論

を持ち上げているものではなく、また最初から最重点ありというものでもあり

ません。あくまで重点施策の中から労働行政に当然に求められるものを分かり

やすく整理したものであります。また、業務の重点化の目安にもなるものと考

えております。ちなみに行政運営方針本文には、最重点施策として位置づけた

重点施策の該当箇所に◎の印をしております。 

 それでは、この資料の１頁をご覧ください。最重点施策のⅠとして、長時間

労働の抑制、非正規労働者の処遇改善、女性の活躍推進、最低賃金の引き上げ

に向けた生産性向上等への支援などの、「働き方改革などを通じた労働環境の

整備と生産性の向上」であります。 

 次に資料の２頁をご覧ください。最重点施策のⅡとしてハローワークのマッ

チングの機能強化、人材不足分野における人材確保、雇用管理改善・職業能力
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開発の向上への支援などの、「人材不足分野等における人材確保対策の推進」

であります。 

 Ⅲとしまして、重篤な災害を防止するための重点業種に対する取組みや健康

確保対策の推進などの、「第13次労働者災害防止計画に基づく労働災害の防止

と健康確保対策の推進」であります。30年度は、これらにつきまして最重点施

策として位置づけ、取り組むこととしております。 

 次に総務部関係についてご説明したいと思います。この資料の３頁をご覧く

ださい。労働行政展開に当たっての基本的対応についてであります。国民の信

頼を得てこそ初めて業務が円滑に運営されることから、30年度におきましても

保有個人情報の厳正な管理、情報公開制度と個人情報保護制度に基づく開示請

求等への適切な対応、綱紀の保持、会計処理等に係る不正事故の防止に取り組

んでまいります。 

 保有個人情報の厳正な管理につきましては、個人情報漏洩防止のチェックリ

ストによる点検、研修の実施等に取り組んでまいります。情報公開制度と個人

情報保護制度に基づく開示請求等への適切な対応につきましては、行政文書の

適切な管理と請求者に対する丁寧な説明、迅速な対応に努めてまいります。綱

紀の保持につきましては、年２回の法令遵守委員会の開催や研修の実施、各種

会議の際における指示等に取り組んでまいります。会計処理等に係る不正事故

の防止につきましては、管理責任者の自覚とともに、職員相互の牽制体制の確

立等により、適正な事務処理の徹底を図ってまいります。また、年２回、外部

委員によります公共調達監視委員会を開催し、適正な契約の徹底を図ってまい

りたいと考えております。 

 次に４頁をご覧ください。労働保険適用徴収業務の関係でございます。労働

保険の適用徴収業務は労働行政の各施策を財政面から支える重要な業務であり、

労働保険なしでは労働行政が運営できないと言っても過言ではないと考えてお

ります。当局では平成30年度におきましても引き続き適用徴収業務の重点課題

としまして、労働保険の未手続き事業一掃対策と労働保険料等の適正徴収を重

点に取り組むこととしております。労働保険の未手続き事業につきましては、

平成32年度までに未手続き事業を平成27年度比で２割解消することとされてお

り、30年度の最重点課題に位置づけ、推進に当たっては国土交通省、山形県な

どの行政機関などと連携して、より多くの未手続き事業場を把握することとし、

さらに手続き指導を行っても、自主的に成立しなかった事業場に対しましては、

職権による成立手続きを行うこととしております。 

 また、効果的に推進するため、労働保険加入促進事業の受託者であります労
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働保険事務組合連合会山形支部と連携して、加入勧奨を図ることとしておりま

す。また、労働保険料等の適正徴収につきましては、引き続き高額滞納事業主

や再三にわたり納付督励を実施しても納付しない事業主を重点としながら、呼

出し指導や財産の差押えも視野に入れた滞納整理を積極的に実施することとし

ております。 

 次に５頁をご覧ください。年度更新の円滑な実施におきましては、昨年５月

23日の規制改革推進会議におきまして、行政手続簡素化の三原則、行政手続き

の電子化の徹底、同じ情報は一度だけの原則、それと書式・様式の統一の３つ

でございますが、これに則り事業主の行政手続きコストの20％削減に取り組む

よう求められておりまして、労働保険申告書等の電子申請利用促進の周知・広

報を積極的に実施することとしております。 

 また、労災保険率の改正内容を含めた労働保険率の周知や労働保険事務組合

に対する事務指導にも取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、総務部関係の方針案でございました。 

 

○磯雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室長の磯でございます。地方労働審議会委員の皆様には、日

ごろから雇用環境・均等行政につきまして、ご理解とご協力をいただいており

ますことに御礼を申し上げます。 

 私の方からは、行政運営方針案の重点となる施策のうち、雇用環境・均等室

が主として取り組んでまいります施策につきまして、そのポイントを絞らせて

いただいて、ご説明をさせていただきます。 

 資料の７頁からご説明をさせていただきます。働き方改革の着実な実行など

を通じた労働環境の整備・生産性の向上についてでございます。同一労働同一

賃金など、非正規雇用の処遇改善につきましては、非正規雇用労働者の均等・

均衡待遇、正社員転換の推進等、無期転換ルールの円滑な運用や多様な正社員

の普及が課題となってございます。 

 これに対しまして均等・均衡待遇につきましては、働き方改革推進支援セン

ター、またキャリアアップ助成金、同一労働同一賃金導入ガイドライン（案）

を積極的に周知することによりまして、取組を推進してまいりたいと考えてお

ります。無期転換ルールにつきましては、４月から申込みが本格的になるとい

うところでございますので、無期転換ルールへの適切な対応について周知・啓

発、そしてコンサルティングや労働契約等解説セミナーといった場を利用しま

して導入支援等を実施してまいりたいと考えております。 
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 次に８頁に進みまして、年次有給休暇の取得促進が課題でございますが、こ

れに対しましては年休取得に向けまして、局幹部による管内の主要企業の経営

トップに対しまして働き掛けを行いまして、取組みを促してまいります。それ

から働き方改革推進支援センターを活用してまいります。また、改正労働時間

等見直しガイドライン、こちらの方も周知を徹底してまいります。さらに労働

時間、時間外労働等の改善助成金の活用促進も併せて進めてまいりたいと考え

ております。 

 次の９頁の方に進ませていただきます。最低賃金の引き上げ及び中小企業・

小規模事業者の生産性向上の支援が課題でございますが、これに対しましては

設備投資による生産性の向上分を賃金引き上げの方に充てていただくという業

務改善助成事業、それから働き方改革推進支援センターを活用していただく相

談等支援事業、そして中小企業団体助成金事業を通じまして、支援を実施して

まいりたいと考えております。 

 続きまして10頁でございます。女性、若者、高齢者、障害者等の多様な働き

手の参画についてでございますが、多様な女性活躍の推進につきましては、女

性活躍推進法の実効性確保、職場におけるハラスメント対策の総合的推進が課

題でございます。これに対しましては、女性活躍推進法に基づきます、一般事

業主行動計画等の策定の促進等、職場におけるハラスメント対策の推進を実行

してまいります。 

 最後の頁、11頁でございますが、仕事と家庭の両立支援の推進という課題に

ついてでございます。これに対しましては、改正育児・介護休業法の確実な履

行確保と、男性の育児休業取得促進の実施を進めてまいりたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○鈴木労働基準部長 

 おはようございます。労働基準部長の鈴木でございます。委員の皆様には日

頃より労働基準行政の推進にあたり、格別のご理解とご協力をいただいており

ますことに、厚く御礼申し上げます。 

 時間の都合もありますので、私からはパワーポイントの12頁から17頁につき

まして、手短かにご説明させていただきます。 

 最初に12頁でございます。長時間労働の是正についてでございます。（ア）

の長時間労働が行われている企業等に対する取組みの徹底。これは重点施策と

して（ア）から（エ）まで４点ございます。特に (ア) の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につきましては、働き方改革
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の大きな柱でございます。◎における最重点施策とも言えるものでございます。

このうち下の○につきましては、力を入れ指示して行きたいと考えております。 

 続きまして (エ) でございます。働き方改革の推進に向けた特別チームの編

成につきましてでございます。これは来年度からの新規の取組みになります。

既にご承知かと思いますけれども、人口減少が進む中、政府を挙げて働き方改

革を推進するためには、長時間労働の是正が大きな柱となっておりまして、そ

のためには時間外労働の上限規制の新設を含め、労働基準法改正法案が国会に

提出される方針となっております。同改正法案が成立した場合には上限規制と

いう新たな規制が設けられることから、従来の取組みに加え、改正法の施行に

向けた労働時間に関する法制度の周知・指導に万全を期して行く必要がありま

す。そのため、来年度から監督署の組織・業務体制を抜本的に見直しまして、

監督指導体制の強化を図ってまいります。特に中小企業対策としまして、県内

すべての監督署に労働時間環境改善指導援助チーム及び労働時間相談・支援コ

ーナーを編成、設置し、労働時間に関する法制度の周知・指導を集中的に実施

いたします。併せまして労働時間相談支援コーナーにおきましては、事業主等

からの相談等についてきめ細かく対応してまいりたいと考えております。 

 次にまいりまして13頁でございます。労働条件の確保・改善対策につきまし

ても、重点対策、（ア）法定労働条件の確保等、（イ）特定労働分野における

労働時間確保対策の推進に引き続き取り組んでまいります。特に、（イ）の特

定の労働分野における技能実習生、自動車運転者につきましては、関係行政機

関、県とか入管とか、運輸支局と連携しつつ、引き続き力を入れて取り組んで

まいりたいと考えております。 

 次にまいりまして14頁にまいります。第13次労働災害防止計画の初年度にお

ける取組みでございます。先般本省版が示されたところでございますが、必ず

しも地域の実情にマッチしていない部分も多くございます。修正等にいま時間

を要しているところでございます。詳細等につきましては後ほど報告させてい

ただきたいと思います。お手元に当局版の骨子案についてというものを添付さ

せていただいているところでございます。併せてご覧をいただければと思いま

す。 

 考え方で、簡単に３点ほどご説明させていただきます。重点施策の１番目な

んですけれども、重篤な災害を防止するための重点業種に対する取組みについ

ては、背景としまして死亡災害については発生件数こそ減少しているものの、

撲滅にはいたっていないということです。ですので、重点業種、建設業、製造

業、林業につきましては、そのような背景を踏まえ、引き続き重点的に取り組
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んでまいるということでございます。 

 ２番目の◎なんですけれども、過労死等の防止対策、労働者の健康確保対策

につきましては、ご承知の通り、働き方改革を踏まえまして、労働者の健康確

保対策の強化、メンタルヘルス対策等に一層の推進が必要となっていくという

ことを踏まえたものです。 

 最後、３番目の◎でございますが、就業構造の変化及び働き方の多様化に対

応した対策の推進については、高齢化や産業構造の変化等により、死傷災害に

ついては発生件数が増加していることがございます。数値目標につきましては、

2018年度から2022年度の目標としまして、死亡災害を15％以上減少させる。死

傷災害を５％以上減少させるとしております。 

 続きまして15頁です。治療と仕事の両立でございます。真ん中の○なんです

けれども、昨年８月に立ち上げました、「山形県地域両立支援推進チーム」を

通じて企業と医療機関関係者とのより一層の連携を図って行くもの、連携が具

体化されていくものでございます。 

 続きまして16頁に行かせていただきます。労災補償対策の推進です。過労死

事案、脳・心臓疾患事案及び精神障害事案に係る迅速・適正な処理。県内にお

ける１月末現在の、脳死・精神・石綿関連に係る請求件数の状況が載っており

ます。脳死につきましては前年同期と同じ２件となっております。精神障害事

案につきましては前年同期が４件でしたが、今年度は10件と倍以上、請求件数

が増えている状況でございます。石綿救済制度等に係る周知徹底及び石綿関連

疾患の請求事案に係る迅速・適正な処理につきましては、石綿関連疾患につき

ましても前年同期は５件でしたけれども、本年度はやや増加しているところで

ございます。 

 続いて17頁です。最低賃金です。地域最低賃金制度の適切な運営でございま

す。今年の夏ごろから山形地方最低賃金審議会において最低賃金改定の審議が

行われます。事務局といたしましては、適切な運営に努めてまいりたいと考え

ております。また、改正後の最低賃金額につきましては、地方公共団体の広報

紙をはじめ、あらゆる機会を通じて周知を図るとともに履行確保につきまして、

問題が起きないよう監督・指導に努めてまいりたいと思います。 

 最後、家内労働対策の推進についてでございます。県内において唯一残って

おります、山形県紳士・婦人既製服製造業最低工賃につきまして、９年ぶりに

なんですけれども、改正がされたところでございます。委託者、家内労働者、

関係団体等への周知に努めてまいりたいと考えております。最低賃金と同様、

履行確保につきましても、委託者等について監督・指導に努めてまいりたいと
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思います。 

  簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

 

○馬場職業安定部長 

 職業安定部長の馬場でございます。本日ご出席の委員の皆様方におかれまし

ては、日ごろより職業安定行政に対する格別なご理解とご協力を賜りまして、

厚く御礼を申し上げます。 

 私の方からは、30年度におきます職業安定行政の重点施策に係る説明の前に、

本日配布しております資料の20頁、最近の雇用情勢について、こちらの資料を

使って１月現在の雇用状況の方を説明させていただきたいと思います。 

 本年１月の状況でございますが、１月の県内の有効求人倍率につきましては、

冒頭の局長挨拶でも触れていただきましたけれども、1.73倍となりまして、こ

ちらの方は平成３年12月の 1.71倍以来、実に26年１カ月ぶりに 1.7倍台とな

ったところでございます。 

 次に新規求人の状況でございます。１月の新規求人につきましては、10,628

人と前年同月と比較しますと14.2％増加し、12カ月連続での増加となっており

ます。下の表をご覧いただきますと、新規求人を産業別に載せておりますが、

産業別ではほぼ全産業において求人は増加傾向となっておりまして、企業にお

ける人手不足は深刻な状況となっております。資料の方を１枚おめくりいただ

きますと新規求職者の状況を記載しております。１月の新規求職者申込み件数

につきましては 4,931件と前年同月と比較しますと 7.1％減少し、２カ月ぶり

に前年同月を下回ったという結果になっております。 

 最近の特徴といたしましては、倒産等による事業主都合での離職者というも

のは減少している一方で、在職中の求職者が多く見られております。新規求職

者に占める割合としては、大体４割ぐらいが在職中の方という結果になってお

ります。在職中の方につきましては、この雇用情勢が良い時に、より良い条件

の求人があれば転職をと考えている方が増えている傾向にございます。 

 次の表に移りまして、下の方です。安定所別の有効求人倍率を記載させてい

ただいております。１月につきましては、県内すべてのハローワークにおきま

して１倍を超えておりまして、平成28年12月以降、すべてのハローワークにお

きまして有効求人倍率は１倍を超えているという状況になっており、県内すべ

ての地域におきまして雇用は着実に改善している状況というところでございま

す。以上、簡単ではございますが最近の雇用情勢についての説明を終わらせて

いただきます。 
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 それでは続きまして、安定行政関係の重点施策を説明させていただきたいと

思います。資料の方はポンチ絵の方に戻っていただきまして、18頁からが行政

の重点施策ということになっております。 

 まず、大きな柱の１つといたしまして、人材不足分野における人材確保対策

の推進ということで、こちらにつきましては30年度における山形労働局の最重

点施策として位置づけて取り組むこととしております。こちらの課題といたし

ましては、人材確保対策、地方創生の推進といたしまして、人材不足分野にお

ける人材確保の総合的な推進。適職を得るための労働市場の整備、地方自治体

の連携による地方創生の推進を挙げております。 

 具体的な施策の取組みといたしましては、ハローワークのマッチング機能の

強化ということで、求職者・求人者に対しまして、きめ細やかな支援を行うこ

とで求人・求職のマッチングのさらなる強化を図ることとしております。また、

ハローワーク職員が積極的に事業所訪問を実施し、良質で応募しやすい求人の

確保に努めるとともに、求人充足の向上のためのフォローアップの強化を図っ

て行くこととしております。 

 次に人材不足分野における人材確保といたしまして、雇用管理改善、生産性

向上等に取り組む事業主様等に対しまして、各種助成金の周知や制度の活用促

進を図り、事業主様自らが主体的な雇用改善による魅力ある職場づくりを推進

するための取組みを図って行きたいというふうに考えているところでございま

す。 

 さらに福祉・建設・警備・運輸という分野におけるマッチング支援の強化と

いたしまして、来年度４月よりハローワーク山形におきまして人材確保コーナ

ーを設置いたします。このコーナーを中心といたしまして、地方自治体や地域

の関係機関とも連携を図り、当該分野への就職支援及び求人充足のための支援

を実施いたします。特に介護分野につきましては山形県福祉人材センター、山

形県ナースセンター、介護労働安全センターや地方自治体と連携を図り、就職

面接会等の取組みを一体的に実施して行くこととしております。 

 頁を１枚おめくりいただきまして、人材開発業務の推進ということで、生産

性向上人材育成支援センターの活用促進を図ってまいります。 

 こちらにつきましては、独立行政法人高齢障害求職者支援機構のポリテクセ

ンター山形において、今年度より生産性向上人材育成センターが設置され、も

のづくり分野を中心といたしまして、企業様からの課題やニーズをお聞きし、

それに対応した在職者訓練、生産性向上に関する課題やニーズに対応した生産

性向上支援訓練を実施することにより、事業主支援業務の拡充・強化が図られ
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ていることを受けまして、労働局及び安定所におきましても、同センターと連

携を図り、周知・広報に努めてまいります。 

 次に地方自治体と一体となった雇用対策の推進ということで、ＵＩＪターン

の推進を図ってまいります。県外の大学等に進学した学生を対象に、地元及び

東京におきまして県や各自治体と連携し、地元企業のガイダンスを開催するな

ど、県内への人材回帰を推進してまいります。さらに民間、地方自治体を活用

した就職支援といたしましては、外部労働市場全体のマッチング機能の最大化

を図るため、ハローワークが保有する全国ネットワークの求人情報・求職者情

報をオンラインで民間職業紹介事業者や地方自治体へ提供することにより、官

民が連携したマッチング機能の強化と自治体独自の雇用対策の環境整備の充実

強化を図ってまいります。 

 頁の方をおめくりいただきまして、次の大きな柱といたしまして、働き方改

革の着実な実行などを通じた労働環境整備・生産性の向上についてでございま

す。こちらの方につきましても、30年度における山形労働局の最重点施策とし

て位置づけて取り組むこととしております。こちらの課題といたしましては、

生産性向上、賃金引き上げのための支援として、最低賃金の引き上げ及び中小

企業・小規模事業者の生産性向上の支援を挙げております。 

 こちらの施策の具体的な取組みといたしましては、賃金引き上げ等の支援の

強化といたしまして、人事評価制度や賃金制度の整備を通じて生産性向上を図

り、賃金アップ等を実現した企業に対する助成や企業の生産性に資する設備等

への投資により、雇用管理改善を図る事業主様に対しまして、助成を実施する

など、企業における生産性向上の取組みを支援してまいります。 

 なお、一部の助成金におきましては、将来的に生産性が向上した企業に対す

る割増助成を実施することとしておりまして、これらの助成金が活用されます

よう、労働局、ハローワークにおきまして周知・広報に努めてまいります。 

 加えまして、非正規労働者の正社員転換・待遇改善といたしまして、先ほど

雇用環境・均等室の方からの説明にございましたけれども、安定部といたしま

しても雇用環境・均等室と連携を図り、非正規労働者の企業内での正社員化や

処遇改善といったキャリアアップを促進するため、キャリアアップ助成金の積

極的な活用の促進と支援を実施してまいります。 

 資料の方を１枚おめくりいただきまして、次の大きな柱といたしまして、女

性、若者、高齢者、障害者等の多様な働き手の参画についてでございます。ま

ず女性のライフステージに対応した支援といたしまして、現在ハローワークの

マザーズコーナーにおきまして、子育てに理解のある企業の情報提供等や、求
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職者の状況に応じ、職員の担当者制によるきめ細やかな職業相談・職業紹介を

実施しているところでございますが、来年度におきましても引き続きこれらの

取組みを推進してまいります。 

 次に人材開発関係業務の推進でございます。ハロートレーニング（公的職業

訓練）の適切な受講あっせんということで、職業訓練が必要な方が訓練受講に

より就職の可能性が高められるよう、訓練修了者に対し、また訓練修了予定者

を含め、就職支援の強化を図ってまいります。 

 なお、訓練受講者に対しましては、職業選択やキャリア形成の方向付けの支

援といたしまして、ジョブ・カードを活用した積極的なキャリアコンサルティ

ングの実施や、ハローワーク職員による担当制による集中的な支援及び訓練で

身につけたスキルが活用可能となるような求人を開拓するなど、就職支援の実

施に努めてまいります。 

 資料の方を１枚おめくりいただきまして、次の課題といたしましては、若者

や就職氷河期世代の活躍促進でございます。若者の活躍促進ということで、新

卒者等への正社員就職支援といたしまして、新卒者の応募を行う企業による職

場情報提供やユースエール認定制度の周知及び取組みの促進を図ってまいりま

す。 

 また、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善といたしまして、先ほどは

非正規労働者の正社員転換ということで、キャリアアップ助成金を活用した事

業主様への支援の実施を説明させていただいたところでございますが、こちら

につきましてはフリーター等の正規雇用化の推進ということで、現在フリータ

ー等になられている方を対象といたしまして、そういう方々に対しましてキャ

リアコンサルティングを通じた職業訓練への誘導・あっせん、学校等の関係機

関との連携による労働法制の周知、就職後の定着支援の強化を図ってまいりま

す。 

 さらに治療と仕事の両立ということで、がん患者等への就職支援や次ページ

以降に記載させていただいておりますけれども、障害者、高齢者の活躍促進、

生活困窮者に対する就労支援の強化につきましても、来年度以降も引き続き取

組みを推進してまいりたたいというふうに考えております。特に障害者につき

ましては、23頁の方に具体的な取組みを記載させていただいておりますが、本

年４月からの法定雇用率の引き上げに伴いまして、障害者の就職支援の強化を

図ることとしております。具体的には障害者雇用ゼロ人企業をはじめといたし

ます法定雇用率未達成企業に対しまして企業ごとのニーズを踏まえ、ハローワ

ークと関係機関のチーム支援により、採用前から採用後の定着支援まで一貫し
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て実施障害者職業センター等と連携した職域開発を併行し、積極的な求人開拓、

就職面接会等、能動的なマッチングを実施してまいります。 

 以上、簡単な説明でございますが、私からの説明は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

 〔審 議〕 

○髙橋会長 ありがとうございました。ただいま平成30年度の行政運営方針

（案）について説明がありました。 

 ただいまの説明についてこれから審議を行います。各委員の皆様から忌憚の

ないご意見、ご質問等をいただきたいと思います。ご意見のある方はいらっし

ゃいませんでしょうか。  

では柏木委員、お願いします。 

 

 〔意見交換〕 

○柏木（労）委員 

 ご説明ありがとうございました。労働者代表の柏木です。私は連合山形に所

属している者ですが、先だって２月26日に労働環境改善の取組みとして、労働

行政に関する要請ということで庭山労働局長に要請書をお渡ししたところでご

ざいます。その要請内容も踏まえて、ご意見をさせていただきたいというふう

に思っています。 

 全体的に、事前に配布された本冊を見て全体的に感じたところなんですけれ

ども、例えば21頁とか23頁にありますところで、テレワークの推進や多様な正

社員の普及・拡大など、こういった規制緩和されている部分、多様な働き方と

してさまざま導入されて来ているなということであります。また、今国会で裁

量労働制の拡大については取り下げるようでございますが、高度プロフェッシ

ョナル制度ついては法案に盛り込まれようとしているという中で、これまで問

題となってきた労働時間の管理の問題とか、長時間労働の問題について、しっ

かりと規制して行かなければいけないのではないかというような感想を持った

ところであります。重点施策として計画されていますので、しっかりと取り組

んでほしいというふうに願っております。 

 本冊の22頁の方について、無期転換ルールの周知・啓発について書かれてお

りますが、いま既に４月を前にして雇い止めの相談というのが連合山形の方に

相次いでおりまして、しっかりと法の趣旨を守って適正運用の指導を強化すべ

きだなというふうに感じておるところでございます。 
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 あと、またこの無期転換ルールについて、内容を知らない人とか、あるいは

無期雇用と正社員とを誤解している人もおったり、あるいは自動的に無期転換

されるんだろうというふうに思っている人もおって、経営者の中にもいるとい

うことを感じております。しっかりとした周知活動、単なるチラシとかなんか

放送だけじゃなくて、局員の人が企業訪問するとか、あるいはマスコミを通じ

たキャンペーンをするとか、そういった周知に徹してほしいというふうに思っ

ております。 

 あと、本冊の26頁に、最低賃金の履行確保の取組みについて、最低賃金制度

の適切な運営について書かれております。先ほど重点施策として履行確保を強

化するということでございました。先日、実際にあった話ですけれども、鶴岡

の私たちの職場の者が、あるコンビニエンストアに行ったところ、ドアに求人

募集の貼り紙が貼ってあって、その時給が 720円だったということで、そのう

ちの職場の者が店長さんを呼んで、最低賃金以下だぞというお話をしたら、す

ぐにその貼り紙を外して書き換えたと。その金額が 740円だったということで、

 739円の最低賃金より１円アップさせて求人募集を書き換えたということの話

が、つい先月ありました。こういった所から、しっかりと労働局としても、そ

ういった違反してるとか、情報がなければなかなか指導ができないということ

だと思いますので、具体的な措置として考えたところ、これは要請書にも入れ

ましたけれども、大阪労働局では大阪市と協定を結んだということで、その内

容が、大阪市が委託発注する業者で最低賃金未満で働かせているような業者だ

ったら、その情報を大阪労働局に提供するという協定を結んだということが報

道されました。こういったことから、山形労働局においても、県内の各自治体

とそういった協定を結びながら、まずはこういった自治体の委託する所から最

低賃金未満で働かせる企業はないというような取組みに、具体的な取組みの一

歩として行っていただきたいなというふうに思っております。 

 あと、最後に18頁、19頁のところに関するところなんですけれども、重点施

策として同一労働同一賃金の実現に向けた、という記載があります。ここの中

に、働き方改革推進支援センターというものが出てきますけれども、昨年まで

あった非正規雇用労働者待遇改善支援センターというのが、これも厚生労働省

の委託事業ということで、同一労働同一賃金を目指していく相談窓口として、

全国に開設されたというお話を聞いておりますが、今回、新たに働き方改革支

援センターができたのは、以前あったものが移行されたのかどうかということ

をまずお伺いしたいということと、同一労働同一賃金に関しての取組みを重点

施策としているわけですから、こういったものについては事業者だけの相談に
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限らず、労働者側の方にもそういった情報が提供できるように、その事業につ

いて行っていただきたいなというふうに思っております。 

 以前の非正規雇用労働者待遇改善支援センターについては、山形県において

は社会保険労務士会連合会の方で委託されているようですが、全国のホームペ

ージを見ても、事業者の皆様のみの相談ということになっておって、同一労働

同一賃金を目指す上では、やっぱり私は労働組合がある側としては、会社との

協議も含めて、そういった情報提供があれば、交渉の中でより良いこういった

環境を目指して行けるんじゃないかというふうに思っておりますので、そうい

った事業を通じて取り組んでいただきたいというふうに思っております。以上

です。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。ただいまのご意見に対してご回答をお願い

します。 

○磯雇用環境・均等室長 

 雇用環境・均等室の磯でございます。まず無期転換ルールの対応でございま

す。これまでも周知・啓発等を行ってきているところでありますが、引き続き

周知の方、行ってまいりたいと考えております。取組にあたりましては、まず

は周知というところと、実際にこの制度について理解いただいた上で、その企

業にも労働者にもどう取り組んでいただくかという導入の方法を、具体的に申

込みの手続きを踏んでいただく、あるいは制度を整備していただくというとこ

ろ、そして整備をして行く中で、今度はどういうふうにやったらいいかという

具体的な問題が出た時の相談等を支援して行くというところで、一連の流れを

サポートして行けるような体制で進めたいと考えております。労働者の方はま

だご存じない方もいるというところがございまして、周知につきましては、ま

た引き続き方法等もご相談を皆様にさせていただきつつ、取り組んでまいりた

いと考えています。しっかりと進めてまいりたいと考えております。 

  それから同一労働同一賃金の関係で、支援センターがどういったものかとい

うところでございますが、非正規労働者の支援をこれまで行っていたところ、

一元的に支援できるような体制、最低賃金の部分も含めまして導入に当たって

の問題点をサポートして行けるような体制を取るということで、今回新たな働

き方改革推進支援センターという形で立ち上げるというものになっております。

もちろん、こちらは事業主のためだけのものではございませんので、広く活用

いただけるように、まずはこういうセンターが立ち上がることを、４月早々に

周知を進めながら、ご活用いただけるようにして行きたいと思っております。
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このセンターの方で月１回、必ず説明会等を行う方針でございますので、早速

そういった説明会でご活用いただける場を設けたいと思っておりまして、その

辺の周知も併せて年度早々からスタートしたいと考えております。 

○鈴木労働基準部長 

 最低賃金の関係につきましては、先月の行政要請においてご回答した通りな

んですけれども、もう１度お答えすれば、そういったこともあって、まだ現在

のところ、山形県におきましては、そんなに件数はないと思っておりますので、

通常の広報紙等による周知と集団指導等において対応していきたいと考えてお

ります。以上です。 

○庭山労働局長 

 働き方の推進支援センター、これにつきましては、いま室長からもございま

したが、非正規の同一労働同一賃金の普及を主なものとした非正規センターと、

それから最低賃金の引き上げに対する支援ですね。それを相談担当しておりま

したセンター、これは従来２つあったんですけれども、その働き方改革全般を

対応できるように30年度から働き方改革推進支援センターということで一本化

をするということで予算が作られている。それを前提にいま動かさせていただ

いている状況にあります。広報に当たりましては、委員おっしゃる通り、賃金

は労使の話し合いで決めて行くものというのが基本原則でありますし、労働条

件一般そういうのが前提になっているものですから、相談に来た時を含め、労

使が利用できるよう周知に当たって注意して行きたいというふうに考えており

ます。 

 それから最低賃金につきましては、委員おっしゃる通り、われわれも従来の

指導の結果などを参考に、指導の対象を選んでいるわけですけれども、いわゆ

るもう一方で重要なのが、労働者の方をはじめとするさまざまな情報というも

のをいかに多く確保するかということもあり、重要になってまいりますので、

その点、ここで挙がった点を含め、どういったものなのかも少し把握しながら

検討させていただければなと思います。 

 あと山形県内の最低賃金の周知状況という点につきますと、数字的にはかな

り周知されているなという状況はあるかと思いますが、より１人でも多くの使

用者、労働者に知らしめるものということでありますので、そういう観点から

考えて行きたいと思います。 

○髙橋会長 

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

○柏木委員 
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 ありがとうございました。１点だけちょっとお伺いしたい点があるんですが。

この４月からの無期転換ルールの適用対象になる有期雇用労働者数というのは、

労働局の方で把握されているのでしょうか。もし把握されているのであれば、

そういった人たちを重点的に周知するとか、そういった企業に周知するとかと

いう方法があるんじゃないかというふうに思います。 

○庭山労働局長 

 対象となる労働者という点から言いますと、その把握というのは大変難しい

んですが、行政運営方針の初めの方の第１、労働行政を取り巻く情勢、ここが

現状の数値を掲載させていただいているところですが。 

 行政運営方針の７頁の (5)パートタイム労働者の雇用状況というデータがあ

ります。県内におけるパート・アルバイトの数が 114,000人ということになっ

ています。これは県内の雇用者に占めるパート・アルバイトの割合というのは

26.6％、全国で言えば31％という数字になっております。県内の労働者はざっ

くり言うと40万人以上いる。そのうちの26％がパート・アルバイトの方という

ことで。パート・アルバイトの方は一般的には有期契約労働者ということにな

りますが。ただ、この方が５年以上にわたっての経過があるかどうかとなりま

すと、さらにこれからぐっと少なくはなるかと思いますけれども、相当数の方

が有期契約として恐らく働いておられるだろうと。逆にパート・アルバイトで

なくても有期契約の方もいらっしゃるわけですから、その数も加算されると思

います。そういった意味で、非常に対象が多くなっておりますし、さらにそれ

がどのぐらいいらっしゃるかというのは、手元にはデータとしてはないという

状況でございます。数字的に言いますと、ざっくり言うと大体そのぐらいの目

安かなというところまでであります。この無期転換ルールの周知広報について

は、先ほど室長からありました通り３つですね。周知とそれから導入支援、そ

れから相談支援。この３つで体制を取って進めてきているわけですが、個々の

最終的に一人ひとりの労働者までということになりますと、なかなか難しい面

がありますので、導入にあたって企業が行う場合には法律を知っているだけで

はなくて、そのための雇用管理、就業規則の改正などを行っていかなければな

らないということで、かなりきめ細かな、知ってもらうだけではなくて、実際

の作業があるということで、それを含めての体制を取っているところでござい

ます。いま委員からあったのは、まず知らしめるというところは個々の労働者

までと。どのようにするのかという、数字的にはやや多いということと、一人

ひとりまでこちらから能動的にというのはなかなか難しい面もあります。制度

改正について、ホームページであるとか、それから最低賃金の金額と同様に一
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人ひとりの労働者までを目指しておりますけれども、その手法を使っての最大

の周知を繰り返し今までも行ってきました。引き続き４月以降も同様の取組み

を進めて行くということで考えております。ちょっと数字的なことをお答えで

きないので恐縮なんですが、われわれが取りうるところについて引き続き４月

以降もきちんと対応したいと思います。 

 

○髙橋会長 

 よろしいでしょうか。では、ほかにご意見をお持ちの方、是非ご発言をいた

だきたいと思いますが。 

 柿崎委員、お願いします。 

○柿崎（労）委員 

 労働者側の柿崎です。出身は電気連合です。よろしくお願いします。まずも

って丁寧な説明と重点施策の説明、ありがとうございます。施策については、

ぜひ進めていただきたい内容だというふうに思っております。私からは、３つ

ほど質問と、あと１つ意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず１頁目の、同一労働同一賃金による非正規労働者の正社員転換という話

がありましたけれども、いま現在ちょっとずつ数値の方上がったんですけれど

も、非正規労働者が43％ぐらい超えたと。年収が 160万から 200万ぐらいの方

が多いという中で、どのような数値の比率が適正なのかと、考え方を持ってい

られれば教えていただきたいのと、人口推計見ても、2040年には現役世代が65

歳以上の方を１人で１人を支える肩車世代と言われるものが来ます。これに向

かって方針がどうなるかというのを知りたいというのと、それから９頁目の、

パワーポイントの９頁です。最低賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者へ

の支援として、最低賃金が 1,000円未満の中小企業・小規模事業者が事業場内

最低賃金を引き上げた場合、経費の一部を助成するというふうに書かれていま

すけれども、これももし数値が分かれば教えていただきたいなというところが、

これ２点目です。 

 それから３点目でありますけれども、私は産業別最低賃金の方の審査員もし

ておりまして、その中でよく影響率という言葉が出てきます。これは最低賃金

にも到達していない割合だとか、このぐらい上げればこれだけの人方が影響を

受けますということで、なかなか使用者側と進まない、影響率が大きいよねと

いうところが出てきます。この中で、山形県の最低賃金 739円以下のところも

見受けられます。是非、この影響率を下げる取組み、いまどれぐらいで、じゃ

あ来年、再来年、３年後にはゼロにするんだとか、具体的に指標、目標を持っ
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ていただけないかなということです。 

 それから１点、意見なんですけれども。いま働き方改革の法案で、法案が通

れば、2019年度４月から月額 100時間残業、２カ月平均80時間というふうに上

限規制がいろいろ入りますけれども、山形県内の中でも80時間平均以下で３カ

月連続で働いて、命を自分から絶たれて労災認定なんていうふうなことも、昨

年の秋あったと思います。そういった事例を考えると、この80というのはどう

なのかなと。高いんじゃないかなというふうには思っておりまして、三六協定

結ばないとこのような条件すらできないわけですけれども、そういった時に、

労働局側と使用者側、労働者の代表とダブルで結ぶ時に、もうちょっと下げる

取組みと言いますか、方向性としては、80まで働かせる、80時間になったら協

議するとかそういうのじゃなくて、もっと事前に抑えるような行政指導が必要

なんじゃないかなと。実際、事故、そういった若者が命を絶つようなことが起

こらないような、未然に防ぐ対策が重要かなというふうに思っております。３

つ質問と１つ意見です。よろしくお願いします。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。では、お答えいただきます。 

○磯雇用環境・均等室長 

 同一労働同一賃金の関係で、数値の比率をというところをご指摘いただいた

んですが、行政側の方でこうあるべきという数字をお示しするというところで

はないのかなとは思っております。ただ、実際に質問等、ご相談をいただくよ

うな場合に、雇止め等の相談も実はあったりするんですが、そういう時に、こ

ちらとしては法の趣旨をご理解いただいて、無期転換権が行使できるような形

で検討していただくということと併せて、その際には人手不足対策を含めて、

処遇改善等も併せて検討していただくと、人手不足対策の一つの方法になりま

すよというところも説得して、処遇の改善につなげていくという努力はしてい

るところでありまして、これぐらいの数字であれば良いといったところではな

いというふうに考えております。 

 助成金の方の数字につきまして、ちょっと確認させていただきたいと思いま

す。 

 助成金の、先ほどの通知というところなんですが、具体的にはどういったも

の、件数でしょうか、それとも。 

○柿崎委員 

 助成する金額だとか 1,000円未満の方で働かせて、例えば 736円の方が50円

上げたらどれぐらい助成するのか、そういう話です。 
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 一定額引き上げた場合どうなるのか。どのぐらい引き上げするのかというの

と、引き上げた場合にどれぐらい助成してくれるのかという。 

○磯雇用環境・均等室長 

 業務改善助成金ですが、平成30年度から助成の内容が変わりまして、30円引

き上げる中小企業に対しまして、賃金引き上げを行う労働者数に応じて助成上

限額を上乗せするということになりまして、その上限額ですが、１人から３人

の間の数字、上限額50万円。４人から６人の間の引き上げにつきましては70万

円を上限額。７人以上の場合は 100万円という形になっておりまして、助成率

が10分の７、常時雇用する労働者数が全企業で30人以下の場合は４分の３とい

う形になっておりまして、これが30年度の業務改善助成金です。 

○鈴木労働基準部長 

 続きまして、影響率についてなんですけれども。ちょっと規模によって違っ

てますし、目標みたいなものってないんです。変な言い方ですけれども、やっ

てみなきゃ分からないというのが現状で、その上げた金額の下にいる人という

のはよく分からないと言うと変ですけれども、ベースから上に上がった時まで

にどれだけ影響があるかとなると、変な言い方ですけれども、調査してみなき

ゃ分からないというのが現状でございます。答えになっているかどうか分から

ないですけれども、以上です。 

 あと意見につきましては。 

○細貝監督課長 

 監督課長でございます。柿崎委員からご質問をいただいたのは、45時間超え

るところから対応が必要ではないかということでございます。三六協定、監督

署にお届けをいただいた際に45時間を超えておりましたら、当然、特別条項が

基本的には使われるということでございます。80時間を超える場合につきまし

ては、皆さんご案内の通りでございまして、過労死の危険はさらに高まるとい

った知見がございますけれども、45時間を超えるところからもう既に少しずつ

そのリスクは上がっていくということでございますので、監督署の方ではそう

いったものを見たら、この数字というのは本当に必要なんですかということを

窓口の方でまず丁寧にご説明を申し上げるということが１点でございます。 

 実際に窓口の場合ですと、その方、実際の会社の中の働き方とかについて、

よくご存じないと、そこまで把握されておられないという場合も当然ございま

す。監督指導いろんな機会にまいりますけれども、そういった時に、その会社

で三六協定あって45時間を超えるようなものがありましたら、実際の会社に行

って、労働時間の実態とかも拝見させていただいておりますので、ちょっと設
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定している時間ってこんなに必要ないかもしれませんねと、実態に則して労使

の方とよく実態を反映した三六協定、特別条項を結んでいただく際には、そう

いった形で検討してみてはいかがでしょうかと、こういったことについてもご

紹介をさせていただいております。そういったような形で、少しでも労働時間、

ちょっと縮減、短くしていくような取組みというのは、委員のご指摘の通り、

とても大切なものだと思っておりますので、引き続きしっかり取り組んでまい

りたいと思います。 

○庭山労働局長 

 労働時間の時間外労働の話なんですけれども、いまお話ありましたので、追

加してご説明させていただきます。この労働時間の案件につきましては、働き

方改革の中で長時間労働の是正、そのことは大きな課題として掲げられており

ます。これ自体については、労使ともに反対という意見はなく、労使でしっか

り話し合って取り組んで行きましょうということの課題としていま進められて

いると。個々の企業においては、やはりいろいろな社会的な動きもあって、

個々の企業でも超過勤務をいかに縮減していくのかということについては、相

当程度力を入れて取り組んでおられる。労働組合においても同じだと思います。

そういう中で、いま私どもそういったことを、法の趣旨に沿ってきちんとご説

明をさせていただいております。法の趣旨は何かというと、時間外労働という

のは、本来法定労働時間を超える例外的なもので、臨時・緊急的なものに限っ

て、最小限の範囲でやるものなんですよと。これは労働基準法の趣旨として、

従来から語られているところで、このことは誰も否定はしていない。と同時に

もう一つ、企業の活動においては、やっぱり時間外労働というものは、例えば

人手不足対策として、長時間労働でもって対応していく。仮に景気が悪くなっ

て仕事量が減っても、雇用を守る代わりに一時的な業務量の増加も長時間労働

で調整をするというのが日本に昔からある労務管理の手法だと思います。 

 それから、いろんな場合にどうしても残業した場合には、労働組合の方も理

解を得ながら進めていくわけです。今度、法律案をこれから出そうということ

で、いま進めているわけなんですが、この改善の中身として、やっぱり重要な

のは、建設業等の継続検討をしているところを除き、例外なく上限が決められ

ると、一切の例外がないというところが一番厳しいところだと思います。大方、

いま働き方改革の実行計画で言われている上限の時間数、これをあらゆる労働

者が常に超えるような状況には日本はないと思います。ただ、どうしても瞬間

最大風速として、ある日そういうことがあるんじゃないかというのは、企業に

とってやはり考えるところですし、どうしてもそこまで行くと法律違反だとい
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うのは懸念を感じるということもあるようです。 

 だから、部署により時期により人により、そういうことってあるでしょうと。

そういう不安というのは、われわれもやっぱり理解できますし、そういう点も

含めて、どう対応していくのかということなんですね。と同時に、中小零細事

業の事業者の中では、まだまだ法律制度そのものをよく承知していないという

事業者の方もまだまだおられるということから、法案に関わらず、４月以降、

労働基準監督署に特別なチームとかコーナーを設けて、既存の法制度について、

きちんと丁寧に説明をしていくし、相談コーナーも作っていくという取組みを

きちんとやっていきましょうということです。もちろん法案が通れば、その体

制を使ってきちんと周知をしていくというのもやっていきます。ただ、４月以

降、既存の課題要望に対し、きちんと対応していくということです。 

 それともう一つ、法律違反とかいうのは非常に率が高いなということをよく

労働側から言われるんですが。私ども労働基準監督署が行う監督指導の違反率、

大体６割か７割ぐらいあるという言い方よくするんですが。私どもが監督に行

く対象というのはやはり問題があるところを選んで、要するに空振りがないよ

うにですね、限られた人員で行政指導運営するので、できれば問題があるだろ

うというところをしっかり選んで行く。それは過去の指導結果とか、それから

いろんな相談、その他の情報から対象を決めている。そういう意味で、やはり

問題があるだろうというところ行ってますので、自ずと違反率が高くなってい

くという状況はございます。同じように、違反があるけれども指導に行ってな

い所というのは当然まだまだあるわけです。そういう点で言うと、いかに効率

的に指導するか周知をする、そういったことをきちんとやっていきたいという

ふうに思います。 

 いずれにしろ、この労働時間の問題については、現状においてもやはりまだ

まだ不十分な労務管理の体制にある零細事業者に対する支援、これを次年度以

降、全国的に進めて行くということと、それから法案の成否に関わらず、長時

間労働をいかに減らしていくかということをきちんと正面に据えて行きたいな

というふうに思っておりますので、よろしくお願いしたい。 

○柿崎委員 

 はい、ありがとうございます。１点だけ。最低賃金の中で、 739円になった

からまた事前に変わるという回答ではなく、今でも全国最低賃金にも到達して

いないところがあるんですから、それに対して是正するように、啓発ポスター

とか、どう改善するんだとか、そういうことをお願いしたいというふうに思っ

ております。以上です。 



25 

 

 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。では、他にご意見がある方は。 

 使用者側委員の方はよろしいですか。 

 では、お願いします。 

○大風（使）委員 

 使用者委員の大風です。いま、いろいろな話を聞かせていただきまして、特

に、今の長時間労働についてなんですけれども、やはりこの年度末に向けて、

地方の中小企業というのは、生産高が増えましてやはり長時間になってきてし

まうというのが、やっぱり傾向的にはあるんだと思うんです。その上限が決め

られていて、それを守ろうと言った時に、やはりなかなか、その範囲内でとい

うようなところでは生産力が落ちちゃいまして、中小企業全体の力が弱体化し

てくるという傾向になっていくんだというふうに思います。中小企業の弱体化

が進みますと、日本経済にも影響を及ぼすというようなことで、やはり生産は

していかなくちゃいけない。ただ、やはり長時間労働というところに関しまし

ては上限が決まっていますので、45時間から80時間に超えていったところに関

しては、中小企業というか企業そのものが、それぞれ社員の様子を見ながら、

個別に対応していくということがやはり大切なんじゃないかなというふうに考

えているところでございます。 

 あと、無期転換ルールというようなところで、これが意外と中小企業の方々

が全く知らなくて、若い人たちの社員を無期に転換するというのはまあまあそ

れぞれの企業の人は納得するところなんですが、60歳の定年を超えて継続雇用

で有期社員になっていた人たちが、65歳になったら権利がなくなっちゃうとい

うような話があって、そういったものを知らないでいるんです。そういうこと

で、やはり知らないでは済まされないと思うので、そういったところ、いまち

ょうど３月ですけれども、５月ぐらいになると各組合、いろいろな組合、私は

印刷工業組合というところに入っていますけれども、組合で総会などが開催さ

れるんです。そういう総会などで、ぜひその労働局の方々から研修でも開いて

いただいて、いろいろな産業の組合があると思うんですけれども、そういった

ところでやっていただくというのが、実は周知にとって良いんじゃないかなと

いうふうに感じているところです。 

 あと最後に一つなんですけれども。障害者の雇用で、法定雇用率を引き上げ

るというようなことがございますけれども、ただ、その率が引き上げたからと

いって、企業で障害のある方々を雇用するかというと、なかなかこれ難しいん
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だと思うんです。採用後のフォローというところも、本当にしっかりしていた

だかないと。私の会社でも障害のある方々結構いらっしゃるんですけれども、

やはり使いやすい方と使いづらい方とやっぱりいらっしゃって、その使いづら

い方が就職した場合、どのような対応を取って良いのか分からないというとこ

ろがあるんです。そういうところを実際フォローしていただけると、これから

の障害者の雇用に役立つんじゃないかなというのが一つと、あと障害者を雇用

したいというふうに思っている企業でも、どういった方々を雇用して良いのか

というのがやっぱり分からないので、ぜひ障害者を雇っている方々の、その企

業を訪問していただいて、このような形で障害のある方々が働いていますよと

いうのを、実際見ていただくということが大切だと思います。障害のある方々

を雇用するということはすごいメリットがありまして、実は社員たちがすごく

優しくなるんです。障害がある方々にも優しくなるし、社員としても優しくな

れるというようなメリットもありますので、そういったメリットも出しながら、

それぞれの企業で障害のある方々を雇用していただくということは大切だとい

うふうに思いますので、是非そういった形で障害者の方々の周知にご努力いた

だければなというふうに思うところでございます。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。 

○馬場職業安定部長 

 職業安定部の馬場でございます。いま委員の方からお話がありました、障害

者雇用の関係についてご回答させていただきたいと思います。確かに、なかな

か障害者をこれまでに雇ったことがない企業さんにおいて、新たに障害者を雇

うというのはかなりハードルが高い話だと思います。そういったことから、や

はりこれまで雇ったことのない事業所さん、企業において、まず実際に雇って

いる企業でどういった活用をされているかとか、どういったふうに働いていた

だいているかというのを見ていただくような機会を設けるということと、いき

なり正社員ということではなくて、トライアル雇用という形で、まず実際に企

業様において働いていただいて、その後、企業において継続して雇っていただ

けるかというのを判断していただいて、正規雇用に変えていっていただくとい

ったような取組みも含めて。当然、障害者を雇うにあたって、企業内の設備等

も変えていかなければいけないということもあるとは思うんですけれども、そ

ういった部分の助成金等も含めて、国の方で支援していきたいというふうに考

えているところでございます。 

 併せて、障害者の方が新たに雇われた場合に、いきなり企業の方で面倒見て
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下さいというのはなかなか難しい話でありますので、そこは障害者就業・生活

支援センター、通称ナカポツセンターという名称で呼んでいるんですけれども、

そちらの方からジョブコーチ等を派遣させていただいて、職場定着ができるよ

うに支援等も行っていきたいというふうに考えているところでございます。 

 併せて、４月から雇用率が引き上げられますけれども、その引き上げられる

理由といたしましては、精神障害者が障害者のカウントに含まれることによっ

て、雇用率が上がるということになります。これまで精神障害者以外の、身

体・知的障害者の理解は深まって来ているところではありますけれども、精神

障害者につきましては一般の方の理解が遅れているという部分がございますの

で、今年度から始めている事業ではございますけれども、しごとサポーター養

成講座というのがございまして、労働局もしくはハローワークの方から、企業

様の方に出向かせていただきまして、企業の従業員の方に対しまして、発達障

害者・精神障害者のサポート養成講座というものを開かせていただいておりま

す。特性であったりとか、そういった方への接遇等を分かりやすく説明させて

いただいて、あとは職場の方々の理解を深めていただくということで、今年度

から始めておりますし、来年度も引き続き行っていくこととしておりますので、

そういった取組みを含め、もしご要望があれば、お声掛けしていただければと

思います。以上でございます。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。 

○庭山労働局長 

 いま委員からございました労働時間の件でございますけれども。やはり企業

側からの意見としては、やはり企業活動、企業競争の中で事業活動されており

ますから、時間外労働の必要な場合、これどうしてもという話なんです。その

中で、私どもが特にご説明させていただいているのは、法の趣旨はもちろんな

んですけれども、やはり今の時代というのは人口減少社会、これにどう対応し

ていくのかと、労働参加率と生産性をどう上げていくのかということを一貫し

て、この働き方改革とか一億総活躍と申し上げている。それは具体的にどうい

うことかと言うと、やはり今後、人材は極めて量的には限られて来ますよと。

そういう点から言うと、社員を、大事に使っていかないとなりません。数は少

なくなる、けれども一方、生産性を上げるという意味では能力を高めて行かな

きゃならない。ということがあるので、今後の人口減少社会を考えた時に、労

働環境をいかに整備して、効率良く生産性を上げて働いていただくか。これを

考えないと事業活動は長い目では進みませんという話をよくさせていただくこ
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と。 

 それから、当面の人材不足、採用活動の強化ということで言いますと、今は

若い方というのはどうしてもプライベートと企業、就労、労働ですよね、この

２つを分けて、両方大事にしたいという考え方が定着をしております。昨日も

ビッグウィングで、労働局とハローワーク主催で企業ガイダンスをやりました。

多くの企業にご出席いただいたんですけれども、その中でも、やはり企業の方

の説明を私もずっと、１時間半ぐらい、ずっと回っていろいろ聞いていたんで

すが、やはり労働環境に気を使って、皆さん能力が発揮できるよう、プライベ

ートが充実するよう、こういう配慮をしてますというお話がやっぱりまず出て

きてました。もちろん、会社の方針そのものを前提にもちろんされるようです。

そういう点から言うと、やはり人口減少社会の中で、いかに人を大切に使って

いくかということと、当面の少子化対策の上でも、長時間労働をいかに減らし

て、労働環境を向上させるか。これがないと、やっぱり企業活動として、企業

が生きていく上にはなかなか難しいんだなということ。その上で、やっぱり法

制度をまだまだご存じないとか、資金的な援助とか、ノウハウの提供とか、こ

れはしっかり行政やってくれよということについては、われわれがしっかりと

やっていきたいというふうに思っております。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。 

○磯雇用環境・均等室長 

 無期転換ルールの周知の関係でございますが、昨年の10月に、実は非正規労

働者、アルバイト等多い企業には職員が直接訪問させていただいて、無期転換

ルールの趣旨等についてご理解いただけるよう説明しているんですが、なにぶ

んどうしても人数的に職員による説明にも限界がございまして、特に中小企業

の事業者様には、まだまだ情報がお伝えできてないというところがありまして、

先ほどご提案いただいております総会等の機会がありましたら、ぜひご紹介い

ただきまして、少しのお時間でもいただければ、ご案内させていただきたいと

思っております。中小企業の中には局や署の方に相談に行くのはどうも敷居が

高いとおっしゃられる方もいらっしゃるようですので、そういった方にはぜひ

センターを活用いただけるように、そういったところもご案内させていただき

たいと思いますので、機会がありましたら、ぜひ情報の方いただければありが

たいと思っております。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。では、他にご意見はございませんでしょう
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か。 

○磯雇用環境・均等室長 

 それと有期特措法というものがございまして、先ほどちょっとございました

高齢者の方の無期転換ルールの適用についてですが、これは有期特措法という

中で例外が認められておりまして、そういった情報の方も併せて周知をしてい

かないといけないと思っておりますので、そっちも併せてご説明させていただ

きたいと思います。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。 

 

○横尾（使）委員 

 使用者側の横尾と申します。使用者側の方に座っておりますので、少し意見

を言わなきゃいけないのかなと思って言わさせていただきます。 

 この重点施策の長時間労働の抑制、とてもやっぱり大事なことで、抑制しな

くちゃいけないだろうと。全く賛成です。それから生産性の向上、これもその

通りであると思います。労働局ではこのような策で良いんですけれども、国の

施策としてはＡＩとかＩＯＴ、それからビッグデータというキーワードで、第

４次産業革命ということでいろいろ打ち出している。働き方の施策というのは、

少人化です。働き方改革で、いろんな、障害者も含めて、もっと働き方を変え

ていきましょうと。そういったところの施策ですね、マッチングってどこにあ

るのかなという気がしています。企業としては当然、生産性のためにＩＯＴと

かＡＩも入れて、そういったものをずっと中の方で研究していくと、ロジック

でやっていくと、大変失礼ですけれども、この中の結構な人たちが仕事減って

いくというような、そういったものが含まれていますね。それからＭＲＩでず

っとカメラで撮ったやつは、人がいまずっと１日何人分と見ていますが、それ

を促せばですね、それを注意点がバッバッと10分ぐらいで行けると。そうする

とその範囲がどんどん広がっていく、経済が成長していくなかでの生産性向上、

これは非常に理想的なんですけれども、範囲が固定のままの生産性向上になる

と、雇用の問題が狂ってくる。経済産業省が目指している施策と、ここ１～２

年は良いでしょうけれども、５年後とか10年後とか、その辺のイメージを局長

さんがどのように考えているのか、ちょっと聞いてみたい気がしたので、ご質

問させていただきます。 

○庭山労働局長 

 あの、ＡＩとかＩＯＴとか言った場合に、将来労働力の何割が不要になるん
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じゃないかとか、そういったことで語られてますし、そういうものを現した本

が非常に売れたりとかということもあるかと思います。いま省力化というのが、

人手不足、人材不足分野についての対策ということで、最重点施策としてまと

めさせていただきましたが、企業の人手不足への対応としてはいくつかある中

で、そのうちの一つが省力化だと思うんです。ただ、いま将来的な人口減少と

か当面の人手不足と言われた時に、それへの対応ということで省力化、それか

ら労働者の職業能力の向上ということが一つの答えとしてよく出るんですけれ

ども、こういった言い方したらあれですけれども、ある程度労働力に余力があ

る時に省力化投資をどんどんしていくと、雇用が確保されないという点でこれ

社会的にも問題が出てくると思います。その辺が、いま省力化なり人手対策を

進めていて、景気の動向も多少悪くなった時に、労働者の過剰感が出てくる、

その時にどうするのかなと思います。じゃあ、それはいつ頃かというと、それ

を判断する情報は持っておりませんし、あまり世の中でもそのことは考えられ

てないようです。いま、既に始まっている少子化と現在の人手不足対策にとり

あえず、どう対応していくかということで多くの人が労働の場に参加する労働

力率の向上、それから生産性の向上ということで、極めて積極的にいまそれ取

り組んでいるし、そういう状況だから省力化とか生産性の向上というのは労使

一致して取り組んでいると思います。景気が悪い時だと省力化・生産性向上＝

人員の削減のようなことでとられやすい面があるんですけれども、今はそうい

う状況じゃないものですから、労使一致して、いま省力化だとか生産性の向上

というものについて、特に省力化ですが、そういったものが進められている。

ということで、現状の認識としてはそういった、それが将来うんとＡＩとかい

ろんな違う話が進んだ時にどうかということです。ちょっとまだ、われわれが

いま語っている行政運営方針のだいぶ先の話かなという認識です。 

 あともう一つ。省力化とか生産性の向上といった時に、われわれはどっちか

というと労働者の職業能力の向上、それから最低賃金だと、ごく一部の助成金

について設備投資を行うことによる生産能力の向上ということで関わってくる。

本格的な意味でのＡＩ化だとか、ＩＯＴというのは、ちょっとわれわれ労働行

政ではちょっと所管外。ただ、その点については、経産省と一緒になって、企

業の方への周知活動にあたるという方針でございます。本年度の働き方改革推

進会議では、東北経産局から部長さんに来ていただいて、一緒にご説明させて

いただいております。ただ、中小企業団体のご説明というのは４月にまたやる

予定しているんですが、その場ではできれば経産局一緒に来てもらう。その分

野の国の支援策を一緒に説明してもらうということで、これは今後も続けてや
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っていこうと思っています。 

 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。 

 なかなか私たちの将来をどう描くかによって、働き方も変わってくるのでは

ないかと思っております。 あとお一人ぐらいご発言をお願いします。 

○富田（使）委員 

 使用者側の商工会議所の富田です。いま横尾さんからちょっと話が出たので、

ちょっと同じようなことを考えていたところがありますので、発言させていた

だきたいなと思っております。 

 今回の運営方針案とか、労働局さんの方の考え方については、私は結構なの

かなというふうには思っております。これは、ここで話すことじゃないかもし

れませんけれども。やはり労働局さんの今のいろんな施策そのものは対症療法

というか、こういうふうな流れが出てきたからこういうふうなものに対応して

いこうというふうな施策が盛り込まれている。それは当然だと思いますけれど

も。ただ、やはり実際にこういう人口の減とか、そういうふうなものが出てき

たのはもう何年か前ですよね。５～６年前にはまだ有効求人倍率もすごい低く

てあれですけれども、そういうふうな中で、いろんな形でそういうふうな情報

が出てきて、じゃあ本当に困ったねというふうな感じが出てきたところだと思

うんです。そういうふうな中で、先ほど経産省との話とか、厚労省の中での厚

生省の関係もあるんですけれども。国全体が本当の将来像をきちっと考えてい

るところがあるのかと。やっぱり省庁同士の中で、皆それぞれが対症療法にな

っているんじゃないかなというふうなところで。ここで言うことじゃないかも

しれませんけれども、その施策をやっぱり国の方でする時に、それを取りまと

めるような、全体像を把握していくような形をぜひ取っていただきたいと。国

の方に対して、そういう意見があったということで、ぜひ上の方に上げて行っ

てもらいたいというふうに思っております。地方の疲弊というのも、やはり正

解というのはいろんな形で人口減もありますけれども、都市集中もあります。

そういった中で、街づくりの方でも厚労省と国交省もあったりしますけれども、

中心市街地とあと郊外型のコンパクトシティというような形もあったり、あと

は郊外型のショッピングセンターなどの関係も、中心市街地との関係もありま

す。両方違った形で支援しているようなところもありますので、その辺が、な

んと言うかですね、相反するような施策になっているようなところもあるわけ

です。今回の場合でも、本当は子育てとか出生率に対する支援とか、あとは社
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会資本の整備とか、あとは外国人の雇用とか、いろんなことが、全体が関係し

てくるわけです。それを誰が本当にハンドリングしているのかということがす

ごく大事なことであって、地方創生でもやはり、ただ単に地方が知恵を出せば

解決するような問題ではないわけです。いま山形の方でも、東京－青森間が３

時間ぐらいで行って、山形までの東京までが３時間弱だと。ほとんどの列車が

ですね。あと東西の方もなかなか。仙台と比べても、鉄道の距離としては８km

ぐらいしか違わないです。それがもう１時間以上違ってくる。そういった中で、

東と西が本当に格差が出てきて、もっとそれをコンパクト化することによって、

地方の力が出てきたり、外国からのインバウンドも増えたり、あとは、なんと

言うか、本社機能が移ったり、いろんなことがあると思うんです。そういうふ

うなものをトータル的に考えて、やはり日本の本当のあるべき姿を主としてい

くべきじゃないかな。そういった中で、振り回されないで労働行政がやれるよ

うに、いろんな将来施策を考えていくような形で、省庁に捉われない、内閣府

になるんだかどうか。今もやっているから、この働き方改革が出てきたのかも

しれませんけれども、よりトータル的な形で、将来像を検討されるような形を

しっかりしないと、省庁の格差という中で無駄なことが相当多く行われるのか

なというような感じがして、直接この案には関係ないわけですけれども、ぜひ

そういうふうな形で国の運営をやっていただけるような形になれば、もっと効

率的になるのかなと思いますので。ちょっと違いますけれども、よろしくお願

いしたいと思います。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございました。 

 よろしいですか。 

○庭山労働局長 

 たぶん答えにはならないと思うんですけれども。いま委員からあったのは、

おっしゃる通りでありまして、われわれもそういうことを常に意識しながら取

り組んでいます。実際に出来得ることで言うと、山形県庁といろいろな雇用と

か労働条件、支援の問題でもいろいろ相談をしながらやっているのと、省庁で

言うと国交省であるとか、経産省であるとか、関連するところをきちんと、相

互理解しながら進めていくといった、われわれがまずできるところからさせて

いただきたいなと。そういう形で、なるべく全体がつながるように、その点で

の努力は惜しみなくしたいと思います。 

 

○髙橋会長 
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 はい、ありがとうございました。 

 まだご意見はあるかと思いますが、終了の時間が近づいてまいりましたので、

次に移らせていただきます。 

○川口（使）委員 

 使用者代表の川口と申します。出身は山形運送株式会社です。時間も時間で

すので、私の方から短めに２つ、１つ質問と、あと１つはお願いということで

お話しさせていただきたいと思います。 

 資料№１で11頁の年次有給休暇の取得促進というところで、平成30年４月か

ら学校休業日の分散化ということで、キッズウィークが始まるというふうにあ

るのですけれども、これは本当に始まるのかどうなのかということと、あと、

この開始の時期、期間というのが各自治体ごとに決まるというふうにホームペ

ージにも新聞にもありました。山形県においては、いつ頃予定をされているの

か、それがいつ頃情報として企業の方に提供いただけるのかということを教え

ていただきたいのです。 

 それと、これはお願いなのですが、パワーポイントの資料の22頁、時短施策

とはちょっと外れていますけれども、がん患者への就職支援というところです。

弊社にもがん治療をしている社員がいまおります。その社員の会社への仕事復

帰にあたって、どういった機関に会社側として、どういった協力をしていける

のかというふうな、相談に行く窓口をぜひ教えていただければと思います。 

○磯雇用環境・均等室長 

 キッズウィークについてでございますが、山形ではまだキッズウィーク、具

体的に夏休みの期間をこうするといった取組みを開始するというお話はいただ

いておりません。全国で数カ所、そういった取組みをするというところがある

というふうには聞いております。ただ、山形には、祭りの期間に合わせて夏休

みを延長するような学校がありまして、そこは趣旨としてはキッズウィークに

該当するところになりまして、そういったところにつきましては、ぜひ企業様

にも配慮していただいて、年次有給休暇を取得いただけるように取組の要請を

進めて行きたいと思っております。キッズウィークにつきましては、引き続き

行っていくところでもありますので、次年度以降もまた動きがあれば案内させ

ていただきますし、当然、情報がありましたら取組を進めたいと思っておりま

す。 

○髙橋会長 

 窓口についてはいかがですか。 

○庭山労働局長 
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 厚生労働省に関係する組織で、産業保健総合支援センターというのがござい

ます。この関係の周知のパンフレットなどにはそれが掲載されておりますけれ

ども、それは改めて提示させていただきます。産業保健総合支援センター。資

料№18です。都道府県ごとの所在地、電話番号は書いておりませんけれども、

裏面の下の方に、都道府県ごとにあります産業保健総合支援センター、ここが

労使への支援窓口です。 

○髙橋会長 

 では、よろしいでしょうか、議題 (1)につきましては。 

では、労働局におかれましては、各委員からの意見を踏まえまして、30年度の

行政運営に当たられますようお願いいたします。 

 

 

 〔報 告〕 

○髙橋会長 

 それでは、議題 (2)、報告事項に移ります。山形労働局第13次労働災害防止

計画（案）について、労働基準部長よりご報告をお願いします。 

○鈴木労働基準部長 

 はい、第13次労働災害防止計画についてご報告いたします。第13次労働災害

防止計画につきましては、先ほどご説明させていただいた通り、先般本省案が

示されたところで、現在修正作業を行っておりまして、現在策定中でございま

す。ですのでお手元に骨子（案）というものが配布されているかと思います。

骨子案につきましては、先ほどご説明させていただいた通りなので省略させて

いただきますけれども、今後、局で作成した山形局の案につきましては、時間

もショートになりますので、書面にて労働災害防止する会議の皆様にご意見を

伺ったあと、年度内に取りまとめたいと考えております。取りまとめ終了後は、

地労審委員の皆様、労働災害防止部会議員の皆様には、配布させていただきた

いと思いますので、予めご了知いただければと思います。また、プレスリリー

ス、ホームページの掲載等、幅広く周知を図ってまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。以上、簡単でございますけれども、ご報告

とさせていただきます。 

○髙橋会長 

 はい、ありがとうございます。 

 ご報告ですが、ご質問ありますか。また後日、詳しいことについては、山形

県版が出されるということなので。 
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 では、本日の審議会での議題は以上となります。これを持ちまして、平成29

年度第２回山形労働局地方労働審議会の議事をすべて終了いたしました。 

 最後に庭山労働局長より一言お願いいたします。 

○庭山労働局長 

 本日は、熱心なご審議、誠にありがとうございました。いただいた意見につ

きましては、改めて労働局で十分に吟味させていただきまして、今後の労働行

政に反映をさせていただきたいと思います。今日は誠にありがとうございまし

た。 

○髙橋会長 

 本日は長時間にわたりご審議をいただき、ありがとうございました。これを

持ちまして平成29年度第２回山形地方労働審議会を閉会いたします。 

                                   

以 上 

 


