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日 時 ： 令和２年２月 12日（水） 15時 00分から 16時 30分まで 
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亀 野   淳 （北海道大学高等教育推進機構 准教授） 

國 武 英 生 （小樽商科大学商学部 教授） 

  

・労働者代表 

石 崎    恵 （UAゼンセン北海道支部 書記局員） 

大 柄 恵司郎 （日本製鉄室蘭労働組合 組合長） 

金 子 ユ リ  （日本労働組合総連合会北海道連合会女性委員会 委員長） 

山 田 新 吾 （日本労働組合総連合会北海道連合会 組織労働局長） 

 

・使用者代表 

 阿 部 直 美 （北海道テレビ放送(株) 総務局総務人事部長） 

 氏 家 和 彦 （北海道電力(株) 取締役副社長） 

桑 原   崇 （北海道経済連合会 労働政策局長） 

 

                                      （五十音順） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

１ 開会 

【事務局（雇用労政課 岩渕主幹）】 

ただいまから、北海道労働審議会を開催いたします。本日の審議会には、委員 10 名のご出席

をいただいており、北海道労働審議会条例施行規則第 8条により、構成員 15名の過半数を超え

ておりますことから、本会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

また、本審議会につきましては、道が定める附属機関の設置及び運営に関する基準に従い、公

開とさせていただきます。 

なお、議事録につきましても、北海道のホームページ等で公開することとなっておりますので、

ご承知願います。 

本日の審議会の資料ですが、皆様のお手元に本日の次第、名簿、配席図のほか、配付資料とし

て、資料 1から 3まで、また、別冊で参考資料を配付させていただいておりますので、ご確認を

お願いします。不足等ございましたらお手数ですが、事務局の方までお知らせ願いたいと思いま

す。 

よろしければ、開催にあたりまして倉本経済部長からご挨拶申し上げます。 

 

２ あいさつ 

【倉本経済部長】 

北海道経済部長の倉本でございます。 

本日は、北海道労働審議会委員の皆様には、本当にお忙しい中お集まりいただきまして誠にあ

りがとうございます。また、日ごろから道の労働行政の推進に当たりまして、格別のご理解、ご

協力を賜っておりますこと、この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。 

今回は、今年度第 3回目の審議会となります。前回 12月の第 2回目の審議会の折りにも北海

道雇用・人材対策基本計画の骨子案についてご説明させていただきまして、皆さんから様々な貴

重なご意見ご指摘をいただいたところであります。この基本計画は、今後、4 年間の計画期間と

なっており、今後 4年間の中で北海道が進める労働行政、特に今、人手不足の一方で、同時に働

き方改革をはじめとした、働く環境の整備が強く求められておりますが、こうした雇用、あるい

は人材育成・確保に関する取組の基本方向を定める、我々にとって重要な計画と認識をしており

ます。我々といたしましても皆様からいただきましたご意見を踏まえまして、この計画にもござ

いますけれども、将来に希望を持って働き、そして豊かで、安心して暮らせる社会をつくってい

くということを目指して、様々な方の労働参加や安心して働ける環境づくり、そして地域を支え

る産業の活性化といった施策について、しっかりとこれから進めるための貴重なご意見を引き続

きいただきたいと思っております。時間は限られたておりますけれども、忌憚のないご意見を賜

れば幸いでございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 議事 

【事務局（雇用労政課 岩渕主幹）】 

 それでは、これにより議事に入らせていただきます。ここからの議事の進行につきましては、

亀野会長にお願いしたいと思います。亀野会長よろしくお願いいたします。 

 

【亀野会長】 

 皆さんこんにちは。それでは、これより議事を進めさせていただきます。本日の議事は、次第

の 3（1）「北海道雇用・人材対策基本計画（素案）について」となっております。 

まず、事務局から説明をお願いいたします。 
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【事務局（水口雇用労政課長）】 

 雇用労政課長の水口でございます。よろしくお願いいたします。座って説明をさせていただき

ます。 

資料 1が基本計画の概要、資料 2がその本文となっております。前回にお示しした骨子から記

述を加えた中で、ポイントとなる部分、また、前回審議会でのご意見を踏まえた部分を中心にご

説明をしていきたいと思います。該当するページをお示ししながら説明をしていきたいと思って

おりますので、資料 2の本文をめくりながら、ご覧いただければと思います。 

まず 1ページの「1 計画の策定の趣旨」でございますが、本文の 3段落目に、基本計画の名

称を変更することの理由を記述いたしました。人口減少、少子高齢化が進展する人手不足の対応

が喫緊の課題として重要性を増していること、人々のライフスタイルや価値感の変化等による多

様な働き方、生き方を踏まえた取組が求められることなどから、名称を「雇用・人材対策基本計

画」に変更するという考え方をお示しいたしました。 

続きまして、2 ページをご覧ください。2 ページの「4 計画の目標」でございます。前回の

審議会で、人口の流出、社会減の抑制の観点、人口、労働力を減らさないことに関する目標につ

いてご意見をいただきました。前回お示しした目標では、労働力のすそ野を広げるところの労働

力率、就業に結びつけていくことの就業率と２つで、ともに割合の目標でございましたが、新た

に（２）に減らさず増やしていく労働力人口という数の目標を加えました。目標数値の 274 万

人ですが、将来人口推計や、現在、道で地方創生の関係で策定中の、北海道人口ビジョンで示す

将来の見通しなどを参考に、労働力率 60％以上の目標値との整合性を取りながら設定したとこ

ろでございます。 

同じページの下段になりますが、四角で囲った部分に、この計画が目指す姿について記述いた

しました。良質で安定的な雇用を実現し、働く意欲のある方々を増やすとともに、道民が経験や

能力を発揮し、地域を支える産業の活性化が図れる好循環を生み出し、「将来に希望を持って働き

豊かで安心して暮らせる社会の構築を目指す」と記述いたしました。 

次に、4ページから 7ページにかけて、人口や就業者の状況、景気動向、雇用情勢の状況を整

理し、8ページに、現行の第 4期雇用創出基本計画の実績と、その間の情勢の変化、今後も取り

組んでいく必要がある事項を記述しております。 

そして、4ページから 8ページのことなどを踏まえて、9ページから 10ページにかけて、取

り巻く課題をまとめております。9ページをご覧ください。「多様な方々の労働参加」、「安心して

働く環境づくり」、「地域を支える産業の活性化」をそれぞれ多面的に進めていく必要があります

が、こちらの図に示しましたように、例えば地域を支える産業の活性化が図られ、安心して働け

る環境づくりに繋がり、そして多様な方々の労働参加が促進され、さらに、地域を支える産業の

活性化に繋がっていくという、雇用の好循環を生み出し、良質で安定的な雇用を実現していくこ

とが重要であることを、図を示しながら説明をしております。 

そして 10ページになりますが、そうした課題への対応として、「多様な方々への労働参加」の

対応として、太字にしておりますが、「人材の育成・確保」の取組が必要で、「安心して働ける環

境づくり」の対応として、「就業環境の整備」と「雇用のセーフティネットの整備」の取組、「地

域を支える産業の活性化」への対応として、「生産性や収益力の向上」の取組が必要であるとしま

して、11 ページ以降の良質で安定的な雇用の実現に向けた取組の、それぞれの柱立てになって

いるところでございます。 

前回の審議会で、取組の柱と順番についてご意見をいただきましたが、雇用の好循環という考

え方の中で、どの取組を第 1の柱とするかにつきましては、この計画が雇用に関する基本計画で

あること、また、人口減少下においても働く意欲のある方々を増やしていく必要があることから、

「人材の育成・確保」を第 1の柱とし、そのために必要な「就業環境の整備」を第 2の柱、そし

てその基となる「生産性や収益性の向上」を第 3の柱、そして、すべての下支えとなります「雇
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用のセーフティネットの整備」を第 4の柱としたところでございます。 

このように第 1章「基本的な考え方」と第 2章「雇用を取り巻く状況と課題」のところで、今

回の基本計画で何に着目したか、どのようなことを目指していくのか、その考え方、メッセージ

が伝わるよう意識して、文章整理するよう努めたところでございます。 

次に、11 ページの第Ⅲ章「良質で安定的な雇用の実現に向けた取組」について、ご説明をい

たします。11 ページのこの表のツリーの下のところにありますが、これらの取組は独立するも

のではなく、それぞれ相互に連携して推進していくという考え方を記述しております。前回の審

議会で、施策の優先順位、予算の重点化といったご意見をいただいておりました。取組を多面的

に進めていく必要があるため、基本的な方向性を示すこの基本計画の中で、個別の施策の優先順

位を示すのは難しいところではありますが、毎年度策定する推進計画や、全庁的に取りまとめら

れる重点政策などにおきまして、重点的に取り組む事項や、重点的な予算の配分などについて可

能な限り示していきたいと考えております。 

各取組につきまして、今回の基本計画で新たに盛り込んだ部分、整理をし直した部分などを中

心に、このあと説明をしていきたいと思います。 

12 ページ、「女性への就業支援」のところをご覧ください。主な取組の四角の２つ目ですが、

新たに追加したこととしましては、札幌市と連携しながら、子育て世代の女性向けの就業支援や、

ベストプラクティス、優良事例の全道展開等を図っていくこと、市町村との連携によるこれまで

働いていなかった女性の労働参加の促進がございます。 

続きまして 13 ページ、「高齢者への就業支援」でございますが、主な取組の四角の３つ目で、

高齢者の就労意欲の喚起などアクティブシニアの活躍促進、四角の４つ目で 70 歳までの就業機

会の確保・推進を新たに加えたところでございます。 

15ページをご覧いただければと思います。「長期無業者等への職業的自立支援」につきまして

は、現行の計画では、若年者や中高年齢者の就業支援や、非正規労働への対応のそれぞれの項目

に散らばった形でまとめられていたものを、就職氷河期世代を含む長期無業者や不安定な就労状

態にある方々への支援として、新たに項目立てをいたしまして、四角の３つ目、４つ目につきま

しては、国が今後進める就職氷河期世代支援プログラムに呼応した取組も盛り込んだところでご

ざいます。 

次に 18ページをご覧いただければと思います。「人材の誘致」の「ＵＩターンの促進」でござ

いますが、四角の２つ目の道外大学とのＵＩターン就職協定の活用、四角３つ目の市町村と連携

した首都圏からの移住支援、四角の６つ目、一番最後の部分になりますが、ＵＩターンも見据え

た関係人口創出・拡大など、今年度から着手しているものも含め今回新たに取組として加えてお

ります。 

次に 19 ページの「外国人材の受入れ」につきましては、現行の基本計画では、外国人留学生

の道内就職支援についてのみ記述しておりましたが、今回の計画で新たに柱立てをして、技術者、

技能者、技能実習生の受入れに関すること、また、外国人材が安心して生活できる環境づくりの

取組も盛り込んだところでございます。 

次に 20ページをご覧ください。「求人・求職のマッチング」の項目ですが、現行計画では、雇

用の場づくりや就業の促進などのそれぞれの項目にあったものを新たに柱立てしまして、整理を

しております。幅広いニーズに対応した取組のほか、個別産業分野に特化した取組もここに示し

ております。 

続きまして、23 ページから 26 ページにかけての 2 番目の大きな柱の「就業環境の整備」で

ございますが、働き方改革の中心をなすものとして、23ページの「労働時間や待遇などの改善」、

24 ページの「多様で柔軟な働き方がしやすい環境の整備」、25 ページの「子育て・介護・治療

と仕事の両立支援」、26ページの「従業員の職場定着支援」の４つの柱に整理して、主な取組を

まとめております。長時間労働の是正などの取組を整理したほか、働き方改革に取り組む企業の
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認証制度、テレワークをはじめ多様な働き方の導入促進、がん患者などの職場復帰や治療と仕事

の両立といった事項を新たに加えております。 

続きまして 27ページから 32ページにかけましては、３つ目の柱の「生産性、収益力の向上」

の部分でございまして、現行の基本計画では、事業の拡大による雇用の場の拡大といったものを

意識した形になっておりましたが、今回の計画では、生産性や収益力の向上に焦点を当てており、

27 ページから「中小・小規模企業の経営力の向上」、28 ページは「地域産業の付加価値向上や

省力化・効率化」、29ページから 30ページにかけましては「成長分野への展開」、31ページが

「北海道ブランドの発信力強化と体制整備」、32ページに「道外・海外からの投資促進」といっ

た柱立てにしております。先端技術を活用した生産性の向上、航空宇宙や自動走行など道内で期

待できる分野の取組、テレワーク拠点やサテライトオフィスといった地方創生の動きをとらえた

企業誘致など、新たな内容も盛り込んでいるところでございます。 

33 ページ、４つ目の柱「雇用のセーフティネットの整備」の内容は、引き続き取り組むもの

でございますが、中小企業等の倒産防止、雇用情勢の急激な変化への対応、離職を余儀なくされ

た方々への再就職の支援などを行うこととしております。 

続きまして、34 ページでございます。計画の推進管理の項目でございますが、３の「点検評

価」のところでございますが、記述にありますように目標に掲げた労働力率や労働力人口、就業

率の進捗状況の把握に合わせまして、関連施策を通じた就職者数などの雇用効果を引き続き把握

してまいりたいと思っております。また前回の審議会で、「個別施策の指標、ＫＰＩなどを示さな

いのか」というご意見をいただいておりました。大きな柱立ての１、２、３ごとに、指標を以下

のように設定し、進捗状況を確認していくことといたしました。一部の指標につきましては直近

の数字が新たに出たものもございまして、例えば就業率などに関しましては、今後、修正を加え

る予定でございますが、こういった形で、各項目ごとの取組のＫＰＩを一覧として示しておりま

す。 

ここまで説明の中で、前回の審議会でご意見いただいた部分について、いくつか触れましたが、

それ以外のものにつきましては資料 3に整理しておりますので、ご覧いただければと思います。 

現在この素案につきましては、2月 5日にスタートいたしましたパブリックコメントを 1ヶ月

間、実施しております。また 2月下旬から開会予定の道議会におきましても、ご意見をいただき、

議論をしていただきまして、その内容を反映しながら、年度内に策定してまいりたいと考えてお

ります。私からの説明は以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。それではこれから、1 時間余り時間がありますので、皆さんか

らご意見やご質問をお伺いできればと思っております。 

今日は時間がありますので、前回同様に、どなたからでも結構ですが、できる限り 1人 1回は

発言できるような形にしたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

それではまず、どなたからでも結構です。ご意見、ご質問がありましたら挙手をお願いいたし

ます。はい。山田委員お願いします。 

 

【山田委員】 

 連合北海道の山田です。まず１点質問と意見を述べさせていただきたいと思います。 

まず 3ページの②の「地域の創意に満ちた取組」について、これは計画の推進力に関すること

ですが、この中に地域雇用ネットワーク会議が、地域でそれぞれ開催されていると思いますが、

調べたら、「平成 28 年を最後に（開催していない）」というところが何地域かありまして、これ

は通常、年に 1回なのか、何回なのか、開催要綱に開催の取り決めがあるのかお尋ねしたいとい

うのが質問でございます。 
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それから意見というより、加筆いただきたいことでございますが、14 ページの「障がい者へ

の就業支援」について、地域に行きますと、求人を出しても障がいを持っておられる方の応募が

ないという状況があって、法定雇用率が守れない状況があると。そういった場合には、もちろん

金銭でということになり、負担になっているところもあると、ある商工会議所から聞いてきたと

ころでございます。そういった面で、これは雇用のマッチングという意味合いにも関わってくる

と思いますが、各企業の業務内容によって、合う合わないは多少あるのかもしれませんが、企業

が積極的に法定雇用率を守ろうとしてる中で、なかなか来ていただけないというようなこともあ

るものですから、ぜひこれは、道としても、そういった方々の就業の支援について、企業の希望

に添った支援策も必要ではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。では、事務局から。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 地域雇用ネットワーク会議でございますが、これまで名称が変わってきている経過もあります

が、基本的に毎年どの振興局でも１回は最低やってもらっておりますので、28 年度で止まって

いるのも実施はしていると思います。毎年報告をもらってますので、たまたまちょっとずれたの

も、過去にはあったかもしれません。会議をやることもありますが、地域でいろんな就職説明会

ですとか、振興局の独自事業等をやる際に、できる限りこのネットワークのメンバーで一緒に協

力したり、事業実施したりする形で連携を図っているところでございます。しっかり、毎年 1回

以上はやっております。あと、ご意見いただいたた部分につきましては検討して参りたいと思い

ます。 

 

【亀野会長】 

 １点目のところは、本とかホームページに出てないということですか。 

 

【山田委員】 

 ネットで調べたら（開催実績が）なかったんですけども、雇用ネットワーク会議のあり方につ

いて、書面開催で「文書を回して意見を募ります」というやり方が、全部駄目だとは言いません

けれども、こうやって面と向かって意見を交わしながら地域のためにやるというのが本来のある

べき姿なんだろうと思いますので、そういった部分については道の指導力を発揮していただきた

いと思います。以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい。それでは他いかがでしょうか。大柄委員、お願いします。 

 

【大柄委員】 

 はい。大柄です。要望ですけれども、30 ページの「新しい分野の産業育成」という項目で、

黒い菱形の上から４つ目に、新エネルギー環境関連が記述されています。今後、新しい分野とい

う面では、キーワードとして環境問題への対応というのは、本当に今後強く求められると思いま

す。そういった面では地球環境にやさしい産業や企業、或いは製品とこういうことになってくる

と思いますが、是非北海道として、全国都道府県のモデルとなるような環境の取組を進めていた

だきたい、或いは進めていく必要があると思ってます。最後にも記載されていますけれども、究

極の環境エネルギーは水しか出ない水素だと思いますので、水素の事業、或いは産業を積極的に

推進していただければと思います。以上です。 
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【亀野会長】 

はい、ありがとうございます。はい。他いかがでしょうか。氏家委員。 

 

【氏家委員】 

今回、計画の目標で労働力人口を追加していただいておりますが、個人的には、パラメータで

いうと 15歳以上の人口以外は、基本的に労働力率と同じ動きを示すものではないかと思います。

具体的に現状よりもプラス 3 万人の 274万人と、従前以上に踏み込んだ積極的な目標を設定し

ていただいたと認識しておりますが、274 万人を労働力率にしたらにしたら 60%になるので、

これが並立して目指す目標なのかと感じました。それぞれが独立した目標というには、関連性が

強すぎる印象を持ちましたので、その点説明いただければと思います。 

あと附属資料の方で、業種別に記載をいただいておりまして、それと資料編で本道の雇用情勢

に関する点検評価の中では、札幌圏とそれ以外、やはりこれから先を考えたときには、札幌圏以

外のところの疲弊が進捗していくことが、留意しなければならない点だと思います。別冊の参考

資料に 30年分としてまとめていただいておりますけれども、エリア別業種だけではなく、その

濃淡というか、疲弊度なり課題の進捗度合いの違いを、どういうふうに補足して対応していくの

かという視点も、今後に向けては持っていただけると、よりありがたいと思います。 

 

【亀野会長】 

事務局、いかがでしょうか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

まず労働力率と労働力人口はおっしゃるとおり、当然リンクした部分ではございますが、例え

ば、労働力率は達成したけれども人口減が進んでしまって、労働力人口が減ってしまったという

ことだと、私どもの目標としては、働く方々も増やしていこうという考え方がありますので、率

だけ達成しても人口が増えなければ意味がないのではないかということもあります。またその逆

に、思ったよりも流出が少なくて、人口は保ったけれど、あまり労働参加が進んでいないという

こともあり得ると思いましたので、数と率というのが、当然、密接な部分がありますが、状況を

把握する上では違うことも見えてくるかと思いましたので、目標の数と率という形で設定をして

みたところでございます。 

もう１つの地域別の状況の把握ですけども、点検評価を今後していく中で、エリア別の様々な、

例えば労働参加の度合いも地域によって違いますし、男性・女性の働き方も違うと思います。ま

た産業毎の求人の充足度合いも違って参りますので、そこはしっかりと分析することを続けてい

きたいと思っています。 

 

【亀野会長】 

 1 点目の労働力人口の話は、労働力率と労働力人口は密接に絡んでいるので、私もちょっと気

になっていました。ただ、15 歳以上人口が推計通りいけば同じかもしれませんが、これが変化

すれば、当然、労働力率が変わらなくても労働力人口は変わってくると思いますので、それなり

には意味があるのかなとは思います。15 歳以上人口そのものを目標にするのは、ちょっといろ

いろ難しい面があるのかもしれませんので、そういうことだろうなと思います。 

では、桑原委員お願いします。 

 

【桑原委員】 

今、お話に出てしまったのですが、労働力人口の増加について、疑問があって申し上げたかっ
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たことです。今、ありましたように、生産年齢人口の減少は、今後益々加速していくことは、ま

ず間違いない状況があります。さらに 65 歳～74 歳の層も、減少していくことが、確実に見込

まれてる中で、今回労働力人口の増加ということを目標とすることにどういう意味があるのかな

というのが、疑問に感じてたところでございます。目標を設定するのは例えば今回限りとするよ

うな、コンセンサスみたいなものも必要ではないかと思います。合わせてその中で、外国人労働

者についてですが、北海道労働局の統計で、昨年 10 月末で約 2 万 4000 人と、前年同期比で

3,300人増えてるという状況にあります。その中で、この労働力人口の増加指標における、外国

人労働者の影響度、それから、カウントの考え方について、お教えいただければと思います。 

もう１点、人材誘致の関係ですが、外国人労働者も重要ですし、道内へのＵＩＪターンで就職

促進していくのは非常に重要な施策だと思っております。34 ページに点検評価の項目があり、

現在検討中と出ていますが、ぜひ意欲的な目標を設定いただいて、施策展開していただければと

思います。以上です。 

 

【亀野会長】 

はい、ありがとうございます。事務局から何か。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

「生産年齢人口が減る中で、増える労働力人口の目標というのは」というところですが、いろ

んな形で試しにいろんな年齢階層の就業率を上げてみたりしてみたところ、この４年間のうち就

業率が上がっているトレンドが、ある程度持続できるのであれば、若干増やしていくことができ

るのではないかという考え方で目標を作っています。ただ、さらにその先の 5 年後、6 年～10

年後ぐらいの話になりますと、もっと生産年齢人口が減るスピードが大きくなってきますので、

そうすると、「増やす」という目標は難しいかもしれませんが、減らす量を抑制する形にするのか、

そもそもそういった目標を立てないのか、ということはまた次の計画策定のときに議論になるの

かなとは思っております。ただ、この４年については、今よりは若干増やすことができるではな

いか、ということで目標を設定いたしました。 

あと、外国人労働者の部分ですが、この労働力人口には外国人労働者も含まれてはおります。

ただ、これがどのぐらいのインパクトがあるのかというのが労働力統計の中では承知できないも

のなので、外国人労働者は入っているとしかご説明できないのかなと思っております。あと外国

人労働者が増える勢いが年間 3,000～4,000人ペースであるのと、労働者が減っていくペース、

高齢化によって引退して行くペースでは、おそらく減る方が多いのかなと思いますが、分析をし

きれてないのでわからない部分がございます。あと、ＵＩターンの目標につきましては現在検討

中で、しっかりとした目標を立てていきたいと思います。 

 

【亀野会長】 

よろしいでしょうか。はい、では他ございますか。岡田委員、お願いします。 

 

【岡田委員】 

中身についてではありませんが、この基本計画の文章を、どなたに向けて書かれていると考え

ればよろしいでしょうか。例えば企業の方なのか、求職者なのか。どういう方に向けて一番読ん

でほしいと思ってらっしゃるのかということと、形式についてですが、9ページにあるように絵

で描かれているのはとてもわかりやすいと思ったのですが、せっかくこの図を描かれたのであれ

ば、課題と取組との対応を、図の中に盛り込めば、よりわかりやすいと思います。最初から最後

まで全部読まれる方は、そんなにいらっしゃらないと思いますので、ダイジェスト版を作られる

のであれば、1 枚で課題と取組が対応していることが示された方がよいのではないかと思いまし
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た。よろしくお願いします。 

 

【亀野会長】 

はい。これは重要なので、事務局からお願いできますか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

「誰に」と申しますと、雇用する企業であったり、それを支援する行政もありますし、あとは、

なかなか目に届かないかもしれませんが、働く方々に対しても、地方が労働施策をやってるんだ

ということを知っていただきたいなということで、いろんなカウンターパートの方に見ていただ

きたいものとして、メッセージを示したいと思っております。 

あと、おっしゃられた課題と取組がリンクして流れていることをわかりやすく示すことは工夫

していきたいと思います。 

 

【亀野会長】 

今、岡田委員のおっしゃった、1 点目の「どなたに向けてなのか」というのは、ご意見の意図

は、「ちょっとわかりづらい」ということでしょうか。 

 

【岡田委員】 

とても丁寧に書かれていますけども、果たしてこれを最初から最後まで読む方がどれぐらいい

るのかなと思いました。また、パンフレットのような形にされるなら、求職者の方であれば、仕

事を探している時に、目に触れるような場所に置かれるのかなと考えました。その時に、1枚で

課題とその取組が絵で描かれている方が理解しやすいと思ったので伺いました。 

 

【亀野会長】 

 この計画ができた後に、そういう広報の工夫をしていただきたいということですね。 

それでは、他、いかがでしょうか。國武委員、お願いします。 

 

【國武委員】 

小樽商科大学の國武です。全体を拝見して、これまでの審議会の議論をちゃんと反映していた

だいてるということと、課題もはっきり示していただいてて、総合的には非常にいい計画だと個

人的には思いました。 

それで、今、岡田委員から話があったように、１つは、賛同の意味で申し上げますけれど、こ

れをいろんな人に見てもらったほうがいいと、私も強く思ったところです。つまり、道としては

こう考えているというメッセージ性というか、いろんなものを含んでいますので、道はこういう

考えを持って施策をしているということを多方面に繋がるように考えたほうがいいと、先ほどの

発言を聞いて、私も思いました。 

それで、骨子はいいと思うのですが、今回示された各項目の主な取組について、具体性みたい

なものが決まってくるとより良くなると思いますので、3 点ほど気づいた点を申し上げたいと思

います。どういうふうにするのかは、後々考えていただければと思います。 

１つは 12ページの「女性への就業支援」という項目ですけれど、端的に言うと、同じような

話が 25 ページの「子育て・介護・治療と仕事の両立支援」で出てきて、25 ページのほうは、

審議会の議論を踏まえていて、違和感なく読めました。それで、12 ページに戻ったときに、女

性への就業支援で、１つは、1 人親の母親というのは女性だけ特有の問題だというのはわかるの

ですが、それ以外の子育て・介護・結婚という項目は、女性の就業支援だけれど、これは男女共

通で考えないと、女性だけの役割と思われてはやはり、この計画を作成した道としても損ではな



- 9 - 

 

いかと思います。総論で女性のライフイベントと書いてありますが、もうちょっと言うと出産も

男性も立ち会いとかいろんな関与の仕方がありますから、そういう意図はないと思いますが、「主

な取組は女性だけがやるべきだ」と見えかねない文章になっていると思うので、そう取られない

ような表現があってもいいかと思います。「女性への就業支援」なんですけど、男女共に仕事と家

庭の両立を支援することが、結果として女性の支援になるというような、25 ページの視点が必

要だと思います。女性の就業率を上げたいという意向はわかるのですが、例えば女性の就業支援

は出産などを考えたときには、男性が早く仕事から戻ってサポートしてくれれば、結果的にそれ

が女性の就労支援になるので、25 ページの話と 12 ページの話の両立の記述に随分温度差があ

るなと思ったのが１つです。 

２つ目が、17 ページの新規学卒者の話です。これは結局、早期離職を防止したいということ

ですけれど、取り入れられるのなら取り入れてほしいのは、１つは、ワークルール教育の支援、

啓蒙です。こういったものを施策として入れたほうがいいのではないかというのは、長らくこの

労働審議会でも議論になっていたところです。というのは、結局、自分が置かれている状況がわ

からないで、何となく就職して、「思っていたのと違った」とか、自分の置かれている処遇の状況

がわからないで早期離職になることもあって、それは企業側の問題でもありますけれど、新規学

卒者の働く側の、自分自身のキャリアを形成して、場合によっては自分を守るという観点からも

取組があったほうがいいのではないかということです。 

２つ目は、17 ページに入れるか他の項目でもいいのですが、全体としてキャリアを形成する

という視点がもう少し前に出てもいいかなということです。つまり女性も、カテゴリー毎もあり

ますが、結局終身雇用みたいなものが弱まると、企業がキャリア形成を支援する力が弱まるのが

全体的な傾向なので、そうすると学校か、行政によってキャリア支援を促す啓蒙があって、それ

を個人個人が、自分がやりたい仕事のスキルを身につけつつ延ばしてくという観点が必要になっ

てくると思うので、新規学卒者の就職の促進の関連でも、何らか、早期のキャリア支援、就職後

も継続的にキャリアを形成していく観点が、どこかに入るといいなと思いました。 

３つ目ですけど、24 ページの多様で柔軟な働き方の話は非常に重要だと思いましたので、具

体的な話をもう少し盛り込めたらいいなと思いました。これは、半分感想ですけど、多様で柔軟

な働き方の要素としては、１つは、自ら働き方を選択できることが大事だと思うんですよね。1

項目に自分の希望するスタイルに合った柔軟な働き方と書いてあるというのは理解できたのです

が、例えば、人事制度ですね。つまり地域限定雇用とか、住む場所を選ぶとか、あとは、ライフ

ステージに応じて、人事異動に応じにくいタイミングもあるところ、企業が人事異動の猶予を認

める制度とかですね。つまり、キャリアに響かない形で、ライフステージに応じて、選択の余地

を認めるということを、大手企業ですでにやってるところがたくさんありますけど、基本的には、

人事制度は一方的に会社が命じる通りに動けというスタイルで日本はきましたけど、少しそうい

う働き方を考慮した、自分自身で働き方を選択できるという観点を入れるのが１つかなというと

ころです。 

もう１つは、ここの項目であってもいいかなと思ったのは、働く時間、選択の幅というのも、

結構重要です。それは共働きとか子育ての支援にも関連しますけど、結局は場所も大事ですけど、

朝とか夜の時間帯、つまり、家庭と仕事の両立支援を考えると、その辺りを自分のタイミングで

選べることを、企業単位ではなくて、社会的な文化として作っていかないと、「あの人は早く帰っ

て仕事さぼってるんじゃないか」と言われてるうちは、なかなか両立は難しいと思います。職場

で自分の働く時間を言えて、それは裏返せば仕事の成果が求められる感じになるかもしれません

けど、柔軟な働き方、つまり働く時間を選択できるという観点も、具体案として１つありうるか

なと思いました。 
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【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。いくつかあると思いますが、どうでしょうか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 はい。女性に関する施策の関係で 12 ページ、25 ページの記述の違い、今一度、整理をして

いきたいと思います。あとは、17 ページの新規学卒者へのワークルールの啓蒙ですけども、確

かに私どもも取り組んでいる部分もありますが、見直してみると、見えない部分がありますので、

そこも見直していきたいと思います。あと、キャリア形成に関することは、早期のキャリア支援

的なところが多分職業観や勤労感というところで紛れてしまっていると思うのですが、そこも検

討していきたいと思います。 

あとは、働いてからのお話の方につきましては、「知識・技能の習得・向上」の 21 ページ、

22 ページにあるようなイメージで整理はしているのですが、そこも改めて、要は、生涯キャリ

ア形成、キャリアップできるようなことの施策が 21 ページにありますので、若いうちからとい

う観点からすると新規学卒者のところでもう少し工夫ができないかは検討させていただきたいと

思いますが、生涯にわたっては、21、22ページでうまく表現したつもりでございます。 

24 ページのところは、働く時間や場所であったり、制度の柔軟性というのがポイントとして

あるのが、もう少し記述としてわかりやすい方がいいのかなと。ここも検討していきたいと思い

ます。 

 

【亀野会長】 

よろしいでしょうか。例えば先ほど國武委員の話と関連して 9ページの図がありますよね。右

上の方に女性が赤ちゃんを抱っこしてる図があるのですが、これ、男性と女性、父親と母親が抱

っこしてる図にした方が、私はいいんじゃないかなと思うんですね。これだけでも大分違うのか

なと。そうすることによって、結果として女性の就労が促進されるということですよね。もちろ

ん文言も含めてですけども、こういうところも少し工夫していただければというふうに思いまし

た。 

阿部委員、お願いします。 

 

【阿部委員】 

重複するところも多々あるかと思いますが、まず、全体においてなんですが、今後そうされる

とおっしゃってたと思いますけれども、目標について数値を入れられるものについては極力入れ

ていただけるといいなと。できれば年ごとに、例えば「こういう会議を何回やる」とかですね。

難しいと思いますが、できるだけ具体的な数値を入れていただくと結果を把握しやすいので、振

り返りも含めて、できる範囲で検討いただけるところがあるならば、お願いしたいと思いました。 

あとは 17ページの、新規学卒者のところについて、現に私自身の会社で苦労している新規採

用などの件が直結しますので、大変気になっておりまして、ＵＩターンはもとより、道内にせっ

かく道外から道内の大学に来てる学生が、また道外に帰ってしまわれないように、道内の学生さ

んを対象にした取組に重点を置いていただけるとありがたいなと思っています。なかなか道外出

身者が就職で道内に来ても、やっぱり実家の事情とか、それこそ介護の事情とかで、どうしても

実家に戻るという退職理由も、最近に気なっている事案で、そういう意味からも、道内に実家が

ある学生さんはもちろん、北海道に憧れて大学に入学された強い意志を持って来られてる学生さ

んを、いかにその後も道内に就職していただけるかというところは、なかなか民間企業では入っ

ていきづらいテーマでもありますので、ぜひ行政の方に、何らかの働きをしていただけると大変

ありがたいなと思います。以上です。 
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【亀野会長】 

はい、ありがとうございます。2点ですね。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

年度ごとの取組ですけども、基本計画が 4年としての方向性ですが、毎年、推進計画というの

を作ります。当然、令和 2 年の推進計画を作りまして、この柱立てごとに、全部で 200～300

ぐらいの事業あるのですが、その中で、書き切れない部分もありますが、どのテーマのセミナー

をどのぐらいやるかというふうに決まりますので、そういったものも示しますし、例えばこの年

の目標としては、このぐらいまでやりたいとか、先ほど示した目標ですとか、ＫＰＩの年度の達

成度合いも、結果として示すこともできますので、計画を作って、結果はどうだったのかという

ことも、毎年度まとめることとしております。 

あと 17 ページの、先ほどおっしゃった道内にいる方々に北海道に就職して、また定着しても

らうための取組としましては、例えば、取組の四角の４つ目に、高校生大学生対象に道内のもの

づくり産業の見学会をしたり、出前講座をしたり、職場体験をして、意外と近くにいい企業、働

きがいのあるものがあるんだというものを、まずは知ってもらわないことには始まらないという

ことで、振興局レベルで実施もしてますので、そういった形でやっていきたいと思ってます。 

 

【亀野会長】 

はい、ありがとうございます。2 点目の、道外から来た学生が、道内に就職せずに、道外に行

ってしまうという、その割合が高いのは、私の大学だと思うのですが、私も就職の支援も少し携

わっているのですが、一番大きいのは、やっぱり産業的な弱さ。もちろん北海道にいい企業、い

い職場は沢山ありますが、やはりマスで見た場合はいわゆる関東とかに比べると、ちょっと弱い

というところが、学生の意識というよりも大きいのかなというふうに思います。だから、こうい

う道のいろんな施策によって、産業が活性化されれば、結果として、道外から来た大学生が、道

内に就職するということにも結びつくんじゃないのかなと。答えにはなってませんが、そういう

ふうに思ってます。今回示された政策が多分、絡み合ってるのかなというふうに思います。 

他いかがですか。 

 

【岡田委員】 

先ほどの國武委員からのご意見に関連してですが、23ページの「労働時間や待遇などの改善」

と 24 ページの「多様で柔軟な働き方」という項目があるんですが、これは一つにまとめられな

いかなと思いました。どうしてそう思うかというと、23ページの（１）は「時間や待遇の改善」

という小見出しがついているのですが、本文を読むとそれほど「改善」というニュアンスではな

くて、今後の取組というような文言が書かれていますので、24ページ（2）の「多様で柔軟な働

き方」の方と重複する部分もあるのかなと思いました。項目を分ける必要があるとすればどうい

う理由か少し気になったので、教えていただければと思います。 

 

【亀野会長】 

はい。いかがでしょうか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

はい。まとめようと思えば、「就業環境の整備」一本になってしまうところが極論なのですが、

何本かの柱に分けていこうとしたときに、労働時間・待遇など一定程度、法律で規制が加わった

り、やらなきゃいけない部分もあったり、それを普及しなければならなかったりというものと、

あとはその企業の努力なり工夫なりとかで、やれるものもあるのかなというところで、その色が
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濃いところが（1）の方で、あとはより人が働きやすくするためだとか、いろんな方々が労働参

加するための柔軟な働き方というふうに分けられないかなと思い、整理をしてみたものでござい

ます。大体、柱は４つぐらいになればいいかなというのもありましたけれど、やや法律なり規制

なりでやらなければいけないけどなかなか進まない部分と、「やらなくても問題はないけれど企業

の経営として今後よくないよ」とか「人を確保するためにも、やりがいを出すためにも取り組む

べきこと」というような感じで、柱を分けたところでございます。 

 

【岡田委員】 

わかりました。もし、今おっしゃることだったとしたら、大きく括ってから、もう一つ下のレ

ベルのところで分けるやり方もあるのかなと、個人的には思いました。以上です。 

 

【亀野会長】 

はい、ありがとうございます。金子委員お願いします。 

 

【金子委員】 

取組の内容について何点か伺いたいのですが、まず 12 ページの四角の５つ目、一番下のとこ

ろで、「北海道労働政策協定に基づき、マザーズ・キャリアカフェとマザーズハローワーク等が連

携し、子育てをしながら働きたい女性などを対象に再就職を支援するなど、様々な事情を抱えた

女性に対する就業支援を実施します」と書かれていますが、もう少し詳しく内容を教えていただ

きたいのと、四角の２つ目で、「札幌市との連携によって、相談対応やマッチングの機会の提供を

はじめとして、優良事例の全道展開を図る」ということが書かれていますが、何か優良事例があ

ったのであれば、それを教えていただきたいと思います。 

それから、25ページ、これも一番下のところで、「仕事と治療の両立を社会的にサポートする

仕組みの構築に向けて企業への働きかけや支援の普及、啓発に努める」という部分について、こ

の言葉だけだとイメージが浮かばなかったので、具体的な内容を聞きたいと思いました。以上で

す。 

 

【亀野会長】 

 はい。事務局からお願いします。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 はい。まず、12 ページのご指摘いただいた箇所を少し解説したいと思います。ちょっと長く

なりますが、北海道労働政策協定というのは、北海道と労働局とポリテクセンターが三者でお互

い共通の政策支援を持ち合って、よりよい政策をやっていきましょうとしているもので、毎年度

「こういうことに取り組んでいきましょう」ということをしています。マザーズ・キャリアカフ

ェは道がやっている施策で、マザーズ・ハローワークは北海道労働局がやってるものです。カウ

ンセリングなどをするのがマザーズ・キャリアカフェで、職業紹介はハローワークでやっていま

す。カウンセリングしながら、就職に結びつくよう職業紹介をしていくことを一体的にやってい

きましょうというのが、前段でございます。具体的にやっている担当課長から説明いたします。 

 

【事務局（福田就業支援担当課長）】 

 就業支援担当課長の福田と申します。ご相談されている当事者の方の利便性の向上が、主な連

携の項目になっておりまして、具体的には、マザーズ・キャリアカフェもしくはマザーズハロー

ワークにいらした相談者の方のカルテというのを一度書いていただいたら、共通で、共有するよ

うにしているということであるとか、物理的にそもそも同じ建物同じフロアにして、なるべく、
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両方使っていただきやすいように融通したりですとか、個別にはケースの共有を図ってケース会

議をしたりすることも、すべての事例についてやっているわけではないのですが、必要に応じて

行っているということでございます。 

それから 12ページ 2つ目の四角のベストプラクティスについて、札幌市さんの方で、今年度

やっているのが、企業においてロールモデルを作っていこうという取組で、まさに 2月 14日に

事例発表会を行っていただくことになっているのですが、女性の活躍において、上の方たちが管

理職になってどういうふうに働くのかといった、ロールモデルがないということが、先ほどお話

出ましたが、自分たちがキャリアアップしていくとか、自分のキャリアをどうやって作っていく

かというところで課題になっているということで、札幌市さんの方で委託してる事業者さんが、

実際に企業に伺って、女性活躍のための会議というのを、企業内で行うことの支援を行っている

ということで、そういった取組を冊子化して、他の市町村にも展開していくことをやっておりま

す。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

治療と仕事の両立に関しては、がん患者を雇用する方の就業環境の整備に関して、セミナーな

どの実施や、病院に専門の相談員を配置したりということで、私どもの保健福祉部の方で取組を

しているところでございます。従来は、仕事と家庭の両立として私どももやったのですが、やは

り最近、治療してる方々がしっかり復職できるように、保健部局との連携をしながら労働部局と

のシームレスな形での取組の想定して書いています。事業のもっと具体的なところは、予算事業

化した段階で、もう少し具体的に推進計画の方で記述できると思いますが、もう少しわかりやす

く文言修正できるか検討してみます。 

 

【亀野会長】 

よろしいでしょうか。はい。他いかがでしょうか。 

 

【石崎委員】 

審議会に出させていただいて数年経つのですが、正直言いましてこの会に出るまで、こういう

基本政策を作られてることを知りませんでした。労働組合を長くやらせていただいていますが、

労働組合の中で見たことがなかったので、「誰が見るか」という話の時に「企業も」ということで

したけど、これが企業に送られていて、読んでいるのか、それとも自分たちが探しに行って、企

業の方々がこれを読んでいるのかというところもあるんですけれども、労使でこれを読んで、今

後の雇用ですとか、数字も結構入っていますので、お互いがこれを確認して、具体的な施策を企

業の中で取組できる内容になっているので、これをもっとアピールして労働組合も読み込みをし

て、雇用の促進に繋がるのではないかと思っているので、もう少し何か方法がないのかなと感じ

ています。 

それともう１つが、子育てが落ち着いて求職しようという時、まず最初に何を見るかというと、

求人誌なり、今だとインターネットの求人サイトを見る形だと思いますが、ハローワークの活用

がなかなかできてないと思います。正社員になりたいですとか、しっかりと就職をしたい時には、

ハローワークに行くこともあるかもしれませんが、私も一時期仕事をしてなかった時期に、なか

なか仕事を探そうともしなかったのですが、探す時にはまず求人誌でした。ここの雇用の促進と

いうところでは、なかなかリンクしてこないですよね。そこも例えばインターネットでいろんな

調べ物をした時に「セミナーやってるよ」ですとか、「相談会やってますよ」ですとか、働くお母

さんであれば「マザーズ・キャリアカフェに相談できますよ」というところにポンと飛べるよう

なところがあれば、一番わかりやすいですし、ネット社会なので、携帯で検索しながら見ると思

いますので、そういうものを利用してうまく繋がれると、もっと、働きたいところに行けるのか
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なというのと、さっきも言いましたけど、求人誌等で募集されてるものに面接に行って落ちたら、

もうそれまでなんですよね。次の職を探すのか、同じような条件を探すのか、「やっぱり働くのは

難しいからやめてしまう」という方もいると思うので、上手く「セミナーや相談に乗ってくれる

ところもあるんだよ」いうところがわかればいいなと思っております。以上です。 

 

【亀野会長】 

はい、ありがとうございます。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 これまで私どもも、こういった基本計画を作りますと、策定しましたら、例えば、経済団体の

商工会議所レベルまで周知するようにお願いしたり、発送したり、あと労働組合では、連合さん

をはじめ、あとは地域雇用ネットワーク会議にも地域の地区協の方も参加していただいて、そこ

に送ってくださいと依頼はしていますが、そこから先の工夫というのは、あまりしていないのは

事実でございます。どっちかというと役所の関係する人たちに周知して終わり、みたいなものが

実際のところだと思いますので、ご意見もいろいろいただきましたので、今後、より議論を起こ

す材料に使える話だと思いますので、検討していきたいと思っています。 

あと施策がちゃんと必要な方に伝わるように、ということで、私どももいろんな事業をやる中

で苦労してるところでございますが、この計画に載っている施策を全部並べても多分多すぎて、

逆に困ると思いますので、例えば若者であればジョブカフェという事業をやっていまして、そこ

にアクセスすればいろんなことがわかるようには工夫をしてきております。そういう努力はして

いきたいと思っていますが、やはり必要な方に届かないと、事業をやってもセミナーやっても意

味がないので、そこは絶えず上手くやっていければというのと、多分私どもちょっと旧来的なパ

ンフレットをつくった形で終わっていて、今の方々は多分違っていて、ネットだとか Facebook

や、ツイッターなどで検索されたり、ハッシュタグで検索する方もいるようなので、ちゃんと今

の時代に合ったやり方をしていかなければいけないなと思っています。 

 

【亀野会長】 

よろしいでしょうか。今、石崎委員が非常に貴重なお話をしたのですが、この計画を作って、

労使で、どう活用するのかというような、もっと活用したほうがいいんじゃないかというような

ご主旨だと思うんですけど、せっかく今労使の方がいらっしゃるので、この計画を上手く活用す

るアイディアや方策など、何か考えておられたら、発言していただきたいなと思うのですが、ど

うでしょうか。 

 

【桑原委員】 

私ども経済団体は各企業の出向者の集まりなのですが、こういう計画につきましては、役職員

含めて、皆の目を通し意見をもらうような取組を行っています。多分、連合北海道さんにおいて

も同様の取組をされてると思います。従いまして、今後の労使間で協議などを行う場合は、今回

の道の計画についても議論のベースにしていくことが多々あると思います。 

 

【氏家委員】 

私どもの会社も北海道をベースにしておりますので、人口減少は非常に大きな課題であり、個々

の企業の中で道の政策云々ということではなくて、北海道が抱えている課題について、企業およ

び従業員の課題としてとらえ、解決していくことになると思います。 

解決すべき課題については、企業の規模や、エリア、事業領域などによって変わってくると思

いますので、それぞれの企業が抱える課題を１つでも早く解決していくことが必要になると思い
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ます。その標として貴重なエリア別の情報なども出していただいておりますし、冊子にまとめて

いただいている業種ごとに共通的する課題もありますので、個別具体的な解決策を不断に検討し

ていくことが必要だと思います。 

繰り返しになりますが、道のまとめられた政策を具体的にどう反映するかは一概に言いにくい

部分もありますが、貴重な情報を提示していただいており、課題も明記されておりますので、そ

れを企業毎に受けとめて、従業員の視点もあわせて、課題を解決していくということかと思いま

す。 

 

【亀野会長】 

ありがとうございます。労側は何かありますか。 

 

【山田委員】 

基本的には、こういった審議会の内容について、すべてに行き渡るということは、基本的には

していないというのが実情でございます。ただし、内容に関係する委員会があった場合には、ど

ういった内容で決まってるのか、組合として困ったことがあった場合に、どういったものがある

のか情報提供はさせていただいてるところでございます。また、インターンシップを我々も毎年

５～６名受けておりますけども、その際に、ヤングハローワーク、若者ハローワークの方に連れ

ていきます。行かないと、なかなか自分たちで分からないということもありますから、そういっ

たところに生かしていっているということがあります。企業や組合員すべてに渡したからといっ

て、何か起きるかといっても、なかなか難しい部分があると思いますので、都度、必要な情報、

あと、私ども労働相談も受けてますので、「そういった部分ではこういった取組を道としてしてま

すよ」、「労働局と連携してますよ」ということを案内していますので、現状では、それ以上の広

がりをこれから検討かなと思っております。残念ながら前の基本計画自体は私も存じ上げません

ので、これからは、関わっていますので、発信の仕方等々については、工夫していきたいなと思

っております。以上です。 

 

【亀野会長】 

はい、ありがとうございました。それでは一通り皆さんご意見お伺いしましたが、さらにもう

２回３回と、ご意見ある方いらっしゃると思いますので、いかがでしょうか。はい、岡田委員。 

 

【岡田委員】 

 この計画をいかに現場で活用するのか、ということについて、皆さんがおっしゃったようにな

かなか活用することが難しいと私も思います。特に大企業であれば、比較的いろんな取組に繋が

りやすいような気がしますが、中小企業の場合は、そんな余裕がないとか、取組を積極的に行う

インセンティブがある程度ないと難しいのかなと思う部分がありました。それで、どんなふうに

インセンティブをつけられるかというのは、例えば、以前別の委員会で、入札関連の委員会に出

たことがあるのですが、入札のときに、除雪作業をやっている業者には、入札の時点で少しポイ

ントが加算されるというようなことがあったんですね。そういうインセンティブなのか、もしく

は融資の際に、この計画にある程度見合った形の改革改善を行っていると有利になるなど、何ら

かの形でインセンティブが必要だと思います。このようなインセンティブについて、企業から情

報を集められるのであれば、そういうことも検討されたらいかがかなと思いました。感想という

か、コメントです。 

 

【亀野会長】 

 ありがとうございます。入札の際に何かいろいろありますよね。 
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【事務局（水口雇用労政課長）】 

 はい。働き方改革だと思います。積極的にやってる企業を 20 項目ぐらいの項目で評点ポイン

トをつけて、ホワイトからゴールドまで 4段階で表彰をしています。表彰された方々には入札に

加点をする制度を行っております。そういったインセンティブはあるのですが、ただ入札参加企

業の業種というのは、一部に限られますので、入札参加じゃない業界の方々だと、あまりインセ

ンティブにならないです。ただ、そうじゃないところでもゴールドなどを獲ってらっしゃるとこ

ろがありまして、うちの会社は働きやすいというアピール材料に、それを使っていただいている

ところもございます。 

 

【岡田委員】 

実際にインセンティブになるような企業の方には、どのような告知のされ方をなさっています

か。 

 

【事務局（佐川働き方改革室長）】 

働き方改革推進企業の認定制度というのがございまして、以前は「なでしこ」と「あったか」

の２種類がありましたが、今は、この一つにまとめております。入札の参加資格に加点される制

度なものですから、どうしても建設とか、土木とかの方が、多くなっておりまして、制度周知す

る段階で、やはり商売が懸かっているものですから、皆さんよく発見して、積極的に申し込みを

受けているところです。ただいま、水口課長から説明があったように、全く関係ない業種でも、

公的な認定制度があるということで、採用の時にとても注目を受けて、募集しやすかったという

メリットを逆に我々が、会社の方から聞かされたりしていることから、今後一層、建設土木以外

のところにも広め、進めていきたいと思っています。ただ、これは働き方改革推進関連に限った

項目で選定しているものですから、全体に波及するには、また別の動きが必要なのかなという気

はしてございます。 

 

【岡田委員】 

 認定を受けた企業というのは、例えば採用の際に求職者の方に向けた情報提供をしますよね。

そういった場合に「そういう認定を受けています」というようなことが、わかるようになってい

るのでしょうか。 

 

【事務局（佐川働き方改革室長）】 

 はい。立派な表彰状も差し上げまして、道の方でも、それをＰＲする。インターネットで見ら

れるようにするなど、様々行っていますし、ハローワークに求人を出すときに認定企業であるこ

とを載せることができるなど、いろいろなメリットを我々も考えて運用しています。 

 

【岡田委員】 

 ありがとうございます。 

 

【亀野会長】 

 はい。他、いかがでしょうか。國武委員、お願いします。 

 

【國武委員】 

 今の関連ですが、１つは、インセンティブの話が、24ページ、25ページ辺りに書いてありま

すが、具体的な取組を推進する上では、どんなインセンティブがあるのかが、少なくとも労使に
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見えるようなことがあれば、「そういうインセンティブがあるのなら取り組もう」という話になる

と思うんですよね。ですので、そのインセンティブを「見える化」して道民に届ける取組が必要

じゃないかということです。実際、結局ブームみたいなのは、最初にやった人が目立って、それ

からフォロワーがついてくると思うので、道がやるべきだと思うのは、一番最初の取組で、「イン

センティブを得た人が良くなった」ということを、いろんなメディア等を使って、かつ道も推進

してますよと。それで、利用してくださいということで、ボールが転ばれば、転がりだすと思う

ので、最初のボールが転がるような、そこにお金をつけて、広報活動をするというのが１つかな

ということです。 

もう１つは、これは再三いつも言っているのですが、やはりライフスタイル改革の感じがする

んです。つまり、「男性が働いて、女性が家を守る」というのでは上手くいかないということを、

25 ページに「啓発は進めます」とあるんですけれど、結局、ライフスタイル、実際は文化なの

で、どういう啓発を考え得るかがポイントなのかなと。ちなみに他県を見ると、ホームページが

見やすい他県もあるなと横目で見えたりですね。他県から学ぶべきところもあって、お金さえあ

れば、動かせるところもあると思いますが、そこは少し創意工夫でお願いできればと思います。

以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。他、ございますでしょうか。はい、山田委員。 

 

【山田委員】 

 要望という形にしたいと思います。今すぐ回答を求めるものではございません。21 ページに

関することでございます。技能習得等々に関して、なかなか、北海道は製造業が弱いといいつつ

も、今ものづくり産業の人手不足は顕著になってきてるというのは、皆さん、認識はあったので

はないかなと思います。この中で道立の高等技術専門学院、モノテクがありますけども、取組の

中でせっかく立てていただいてるので、道立の技専に関しては、施設等々古いですけども、ぜひ、

アピールしてここに入校生を増やしていただく取組をしながら、ものづくり人材の供給として活

躍させていただきたいなと。それには、当然予算もつけなければ、できない部分も多々あると思

いますので、今すぐどうこうはできないと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。以上

です。 

 

【亀野会長】 

はい、ありがとうございます。よろしいですね。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

私から２点ほど。皆さんからいろいろ貴重なご意見いただきましたので、できる限りご意見を

反映させていただきたいと思います。 

皆さん、いろんな意見を言っていただいたので、私が言うのはちょっと細かい話になってしま

いますが、言葉についてです。例えば、31ページ。四角の４つ目です。「日本版ＤＭＯ」とかで

すね、29ページの２つ目、「道内企業のＱＣＤ」とか、ちょっとわかりづらい言葉がございます。

「ＡＩ」は「人工知能」にしなくてもいいと思いますけども、先ほど出てきたベストプラクティ

スも日本語にしようと思えばできると思います。特に、一般の方が、読むにあたってはわかりづ

らい言葉もありますので、そのあたりを点検していただきたいなと思います。 

それから、先ほど、少し無茶振りもしたんですけども、この計画、ちょっと総花的かなと思い

つつも、書いてることは非常に重要なことが書かれてますので、うまくいろんな方に読んでもら

って活用していただきたいと思いますので、作りっ放しではなくて、もちろん、考えておられる

と思いますけども、工夫をしていただきたいなと思います。私の方からは以上でございます。も

し、何か、ありましたらどうでしょうか。ございませんでしょうか。  
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はい。もしご質問等がなければ、北海道雇用・人材対策基本計画につきましては、今日のご意

見のほか、今後、パブリックコメント等もございますので、若干の修正があるかと思いますが、

概ね素案の内容を元に進めてきたいというふうに思いますが、そういうことでよろしいでしょう

か。 

はい、ありがとうございます。そういう方向で進めて参りたいというふうに思います。 

では、これをもちまして議事を終了させていただきます。倉本部長から何かありましたらお願

いいたします。 

 

【倉本経済部長】 

 皆さん、ありがとうございます。今回も、本当に貴重なご意見をいただきました。 

それぞれ個々に、考え方も若干述べさせていただいていましたので、個別には、触れませんけ

れども、いずれにしましても先ほど冒頭で少し申し上げましたが、今後の４年間の方向性という

ことで、今、計画を作っております。ただ当然、今いろんな意味で変化のある時代ですし、様々

な施策の環境というのは、その時々で変わって参りますので、方向性を踏まえつつ、より具体的

な施策を逐次考えながら、それをいかに実施してここで書かれてるようなものを実現に近づけて

いくかというのは非常に大事だと思っております。そういう意味では今後、毎年度、推進計画も

作って参りますし、また皆さんからからの様々なご意見も伺いながら、よりよいものにもしてい

きたい、いずれにしても施策につなげていくということで今後も考えていきたいと思っておりま

すので、引き続き、ご指導、ご支援、アドバイスいただければと思ってます。どうもありがとう

ございました。 

 

【事務局（雇用労政課 岩渕主幹）】 

 本日は、長時間にわたりまして貴重なご意見等いただきまして、感謝申し上げます。 

それではこれをもちまして、北海道労働審議会を終了させていただきます。ありがとうござい

ます。 

 


