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１ 開会 

【事務局（雇用労政課 岩渕主幹）】 

 定刻より若干早いですが、皆様おそろいになりましたので、ただいまから、北海道労働審議会を

開催させていただきます。 

本日の審議会には、委員 15名全員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、本会議につきましては、道が定めます「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けども、皆様のお手元に次第と出席者名簿、配席図のほか、資料 1－1

から資料 3 までと別冊で参考資料を配布させていただいておりますが、資料 3 につきましては、

先に皆様にお送りしている資料から追加になりましたので、お知らせいたします。審議会資料、ま

た参考資料につきまして不足などがございましたら、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。 

それでは審議会の開催にあたりまして倉本経済部長からごあいさつ申し上げます。 

 

２ あいさつ 

【倉本経済部長】 

 経済部長の倉本でございます。審議会開催にあたりまして一言ごあいさつ申し上げます。 

本日、亀野会長はじめ、委員の皆様には年末の大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、誠にあり

がとうございます。 

また、日頃から道の労働行政の推進につきまして格別のご理解、ご協力を賜っておりますことを

この場をお借りしまして、改めてお礼申し上げたいと思います。 

本日の審議会は、今年度 2回目ということになります。前回、来年度からの次期基本計画の策定

に向けまして、皆様から本道の現状ですとか、或いは課題、こういった点からの様々なご意見を頂

戴したところであります。 

今更お話するまでもないことですけれども、北海道は人口減少が進行している最中でございます。

このままでは、何もしないという状況では、地域経済の縮小、或いは地域で暮らしが立ちゆかなく

なるという懸念も現実のものにもなりかねないと思っております。より多くの方々に働く意欲を持

っていただく。そして、それぞれの経験、或いはお力を存分に発揮されて、地域での経済、そして

暮らしが活力あるものとなることが大変重要だと考えております。 

今回の議事では、この雇用創出基本条例に基づく、次期の基本計画の骨子案についてご議論させ

ていただこうと思っております。前回の皆様からのご意見、それから先ほど申しましたような認識

を踏まえまして、骨子案をつくって参りました。本日限られた時間ではございますけれども、忌憚

のないご意見を賜れば誠に幸いと存じます。 

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、これより議事の方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。 
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【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、「雇用創

出基本条例に基づく基本計画（骨子案）について」となっております。まず事務局より説明をお願

いいたします。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 雇用労政課長の水口と申します。本日はよろしくお願いいたします。座って、ご説明させていた

だきます。資料に基づきましてご説明を申し上げます。資料の 1－1をご覧いただければと思いま

す。まず初めに、雇用創出基本条例に基づく基本的な計画に関しまして、上段の方でご説明を申し

上げます。 

これまで、条例が制定されてから 4 期にわたり、北海道雇用創出基本計画を策定しておりまし

た。今年度で現行の計画が終了いたしますことから、令和 2年度、来年度からスタートする新たな

計画を策定しようとするものでございます。 

右側の方に、これまでの計画の概略をまとめております。第 1期から第４期ございますが、策定

当時といたしましては、求人よりも求職者が多い状況下におきまして、大変景気動向が悪化した時

期がございますので、産業振興を通じて雇用の場をつくり、そこへ就業の促進を図っていくという

考えのもとで、セーフティネットの整備という柱立てを立てているところでございます。 

また、指標につきましては基本的に雇用創出数という指標を掲げております。そして、昨今にお

きまして人手不足が顕著化してきた時代からは、就業率というものを新たに指標として加えてきた

経過がございます。 

中段でございますが、新たな基本計画の策定に当たりましての考え方でございます。２つ目の四

角のところにございますが、働き方改革の推進や、深刻化する人手不足への対応、また将来にわた

る人口減少の状況などを踏まえ、これまでの計画の名称や施策の体系、また指標は見直していく必

要があるだろうと考えているところです。 

右側を先にご説明しますが、雇用を取り巻く現状としては、人口減少の進行、またその影響もあ

り人手不足の深刻化、また昨今の働き方改革を推進して働きやすい環境づくりをしていく必要があ

るということ。また、人手不足、景気が上向いているものの、地域におきましては事業所の縮小や

撤退などで、一定の離職者が発生している状況にございます。 

そうした中で、資料 1－2をご覧いただければと思いますが、新たな計画の策定にあたって重点

的に考えた着眼点をまとめてみました。現状と課題ですが、社会保障人口問題研究所の将来予測に

よりますと、現在、471 万人の 15歳以上人口が、2025年までには、451万人、約 20万人減

少してしまいます。もし、現状の労働力率 57.6％を維持したとしても、現在ある労働力人口が 271

万人から 260 万人と、11 万人減ってしまうという状況がございます。このままでいきますと、

労働力人口の減少から人手不足が深刻化していきます。経済の活性化ですとか、産業振興化を図ろ

うにも、人手不足によって、それが実行できないといったようなことや、購買力が低下していくと

いったことから、地域経済が縮小していってしまうという懸念がございます。そういったことから、

今後人口減少が進む中にあっても、労働力、働く方々の数を維持拡大、確保していくことが重要で

はないかと。それによって地域経済の縮小を回避していく必要があるという認識を持ったところで

ございます。 

その中で、重点的に取り組むものとして、下にまとめております。まずは労働者の裾野を広げる

ために、労働参加の促進を図っていくと。これまで様々な事情により、働くことを諦めた方々など

に対して、それぞれの状況に応じたきめ細かな支援をしていく必要があるだろうと。 

２つ目としましては、労働力人口を減らさない取組としまして、若者等を中心に道内就職の促進

を図って流出の防止を図る。また、ＵＩターンの促進ですとか、外国人材の受入れなど人材を呼び

込んでいくことが必要であろうということ。 
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３つ目としましては、そういった働く意欲のある方々を着実に就職就業に結びつけていく必要が

ございますので、そういったマッチングの取組をしていく必要があるだろうということで、様々な

ニーズに対応した取組とともに分野別に対応もしていく必要があるかと思います。 

そして、４つ目ですが、そういった働く方々がしっかり定着していただく必要があると考えてお

り、そのために必要な知識技能の習得ですとか、また働きやすい環境整備をしていく必要があると

考えたところでございます。 

また資料 1に戻っていただきますが、これを大きくグルーピングしていくと、様々な方々が労働

参加して活躍いただけること、また、安心して働ける環境づくりをしていく必要があるだろうと。

そしてこういったことを進めるにあたっては、地域を支える産業が活性化させていかないと取組を

進めていくことができないということで、課題を３つ整理しております。こういった課題へ対応し

ていくことで、良質で安定的な雇用を実現して、働く方々がそれぞれのライフステージに応じて経

験や能力を発揮して、それでまた産業の活性化が図られていくという好循環をつくっていく必要が

あるだろうという考え方のもと、計画をつくっていこうと考えております。またそういった好循環

の中で働く意欲のある方々を維持拡大する視点から、指標を考えていく必要があると検討している

ところでございます。 

こうした考え方のもとで、今回骨子をまとめまして、その下に大きなポイントをまとめました。

名称としましては、雇用の創出や人材確保、働き方改革を進めるにあたっての基本的な計画である

という考え方から名称を従来の「雇用創出基本計画」から、「北海道雇用・人材対策基本計画」とし

たいと考えております。そして、目指す姿につきましては条例の趣旨なども踏まえ、「将来に希望を

持って働き、豊かで安心して暮らせる社会」を目指していきたいと考えております。右側にありま

すが期間につきましては、これまでの計画と同様に 4年間を考えております。そして左中央の部分

にある施策の体系としては、先ほど資料 1－2で検討したことを整理し、様々な方の労働参加です

とか、人材の流出防止呼び込み、マッチングといった、大きくは人材の育成確保ということ。そし

てそういった事を進めていくために必要な２番目の大きな柱として就業環境の整備、というのを進

めていくという考えです。この１番と２番の柱を進めていくために必要な企業の生産性や収益性の

向上というのを３つ目の柱としまして、この「Ⅰ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」が好循環で回っていくといった方

向性を考えております。また、下支えとなるような雇用のセーフティネットの整備というのを４つ

目の柱として掲げたところでございます。 

次に指標につきまして右側の下ですけれども、従来の「就業率前年より上昇」というのは引き続

きということで、新たに労働力率というのを掲げたいと考えております。働く意欲のある方々を増

やしていくということから、労働力率を選びました。労働力率は、就業者と失業者、休職してる方々

の合計が労働力人口でございますので、その割合でございます。もっと細かく言いますと 15歳以

上人口の中での労働力人口で計算するものでございます。このままの状況でいきますと、今の就業

率を確保しますと右肩下がりで労働力人口が減ってしまいますので、労働力人口を減らさない、若

干増える水準として、「労働力率 60％以上」という目標を掲げたところでございます。 

こういった大きな柱のもとで概要としてまとめましたのは、資料 1－3でございます。資料 1－

3 の、「Ⅰ」から「Ⅱ」の部分につきまして今までご説明したところでございます。「Ⅲ」の部分が、

資料１－１の大きな柱立ての中を若干詳しく柱立てて示しております。（1）の労働参加の促進とい

う中には、女性、高齢者、障がい者、氷河期世代も含めました長期無業者等、あと季節労働者の通

年雇用化という５つの柱を掲げております。また人材の誘致の中には UI ターンの促進や外国人の

受入れという小柱を掲げております。そしてまた知識、技能の習得向上につきましては、地域を支

える産業の担い手の育成という観点と、多様な訓練機会の確保という２つの柱を掲げております。

そしてまた小柱がありますのは、生産性収益の向上の部分の成長分野への展開の中にはものづくり

産業の振興という部分と、新しい分野の産業育成という２つの柱を掲げているところでございます。

雇用のセーフティネットにつきましては、雇用の維持と、離職者等の再就職支援に関しての取組を



- 4 - 

 

掲げる考えでございます。 

最後の「Ⅳ」のところでございますが、計画の推進管理につきましては、現行の計画と同様に、

毎年度、推進計画を策定しまして、その翌年度には取組結果を公表するということを引き続き行っ

て参りたいと思っています。また、これも従来の計画からと同じですが、本道の雇用に関する点検

評価を行いまして、取組結果とともに、報告、公表していくということを考えております。策定ス

ケジュールにつきましては、来年 2 月を目標とし計画の素案を経済委員会に道議会の経済委員会

に報告しますとともに、審議会を開催しまして、素案に対するご意見を伺いたいと思っております。

また 2月にパブリックコメントをスタートし、3月末には、計画を決定していきたいと考えており

ます。 

資料 1－4でございますが、この骨子を若干詳しくまとめた骨子の本体でございます。骨子の本

文案ですけれども、今後内容をより具体的にして素案にしていく考えでございます。例えば、いろ

んな経済指標や雇用の指標も入って分析も加えますし、例えば 4 ページのところをご覧いただき

たいと思います。4ページのところの四角の中には、その柱立ての取組の方向性を記載しておりま

すが、素案に向けましては、この四角の中に、その取組の必要性や重要性を示すような記述を加え

るほか、この四角以外の下の部分には、主な取組として、それぞれ施策を具体的に記載していくと

いう形で素案を作成していく考えてございます。概ね現行と同じようなスタイルになる考えでござ

います。 

資料の 1－5につきましては、現行の計画と比較しまして、主な変更点を左と右でご参考までに

整理をしていたものでございます。ご参考にご覧いただければと思います。 

そして資料 2でございますが、前回の審議会でいただいたご意見が、どのように現行の骨子案で

対応しているのか、また素案に向けてどのように検討していくかを整理したものでございます。ま

た今後検討していく部分も多くございますが、引き続き検討を進めて参りたいと考えております。

このうち、この３つ目の働き方改革の推進方策との関係ということにつきまして、資料 3で別途ご

説明をさせていただきたいと思いますので担当の室長から説明をお願いします。 

 

【事務局（佐川働き方改革推進室長）】 

 働き方推進室の佐川でございます。前回の審議会での意見の中で、働き方改革推進方策の関係に

つきまして、主なご意見として、今年度で期限を迎える働き方改革推進方策と、新しい計画との関

連性、役割分担を明確に整理していただきたいというご意見をいただいてございました。 

現働き方改革推進方策、3年間の予定で、推進を進めて参りまして、本年度が計画期間の最後の

年ということになってございます。このことにつきまして、資料 2に書いてございます通り、骨子

案における反映状況としては、多様な方々の労働参加を促進するためには、安心して働ける職場環

境づくりが重要であり、働き方改革の取組の方向性や具体的な施策等については、次期のこの基本

計画を策定する中で一体的に検討するという方向で検討してございます。具体的な検討の状況につ

きまして、資料にもございますが、働き方改革の関連法案が、この春、成立いたしまして、今後、

時間外労働の上限規制、それから同一労働同一賃金など、中小企業や労働者双方にとって重要な規

程が順次適用となってくると。このことから、働き方改革の推進に向けた取組は今後とも重要であ

るという認識のもとに、新たな基本計画の策定にあたっては、人口減少や人手不足、働きやすい職

場環境など、様々な課題解決に向けて、働き方改革を推進するとともに、良質で安定的な雇用の実

現に向けた取組を展開する方向で、現在検討している最中でございます。 

また、これまで強力に進めて参りました働き方改革の取組を全庁一体となって今後とも推進する

ためには、働き方改革関連の指標を設定、更新し、毎年度進捗管理を行っていくということで、現

在検討しているところでございます。以上です。 
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【亀野会長】 

はい。ありがとうございました。それでは、先ほどの基本計画の骨子案につきまして、これから

審議をしたいと思いますが、皆さんのいろんな意見を聞きたいと思います。内容的には多岐に渡り

まして、様々な観点があるかと思いますが、どういう観点からでも構いません。ご質問であっても

構いませんしご意見であっても構いませんので、まず皆様から、ご意見、ご質問をお聞きしたいと

思っております。どなたからでも結構ですので、挙手でご質問ご意見いただければと思います。 

いかがでしょうか。はい。山田委員お願いします。 

 

【山田委員】 

 基本計画について、このまま進めていただきたいと思いますが、この中で、今現状の中で外国人

材の受入れが拡大するような記述があるということですが、現在も、外国人労働者は増えていって、

地域、特に港町は、主に技能実習生ということになると思いますが外国人材がいなければ成り立た

ないような産業も多いと思います。外部人材を受け入れながら良質な労働環境をつくり上げて外国

に発信していくというような説明がありましたが、今外国人技能実習生に限って、と思いますけど

も、その中で、全国で違反率が 7割もあるような、そんな状況の中で、北海道ではどうかはわかり

ませんが、全国とそう大きな違いはないだろうと思いますので、そういった就労環境にありながら、

なおかつ、外国人労働者に対して、魅力ある北海道にできるのかという疑問があります。またそう

いった違反のところをまず、主に労働局が指導するのでしょうけども、道としてどうやって関わっ

ていき、それらを是正した後、外国に発信していくのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

 

【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）】 

 おっしゃる通りでございまして、必ずしも、ちゃんとした労働環境や労働条件になってない企業

があるのは事実だと思います。このままならば、外国人の方々も北海道で就労する気がなくなって

しまう、選んでいただけないのは事実だと思いますので、まずは企業の方々には、ちゃんとした労

働条件・労働環境でないと、いずれ人が来なくなるのは明白なので、しっかり意識を変えていただ

きたいということで、労働局の方々が指導監督をいたしますとともに、私どもが企業に対しての周

知啓発、様々なタイミングでセミナーなどを通じて、しっかりした労働管理・在留管理をしていく

べきだと。そういう趣旨の施策をしていきたいと思っているところでございます。 

また魅力の発信につきましては、しっかりとした条件で、かつ生活環境まで含めて対応されてい

る企業さんもございますので、そういった方々のいい例をしっかりと把握するとともに外にも発信

していく。外国人の方々に知っていただくことも必要ですし、他の経営者の方々にも知っていただ

く必要があるということで、企業向けと、海外向けに取り組んでいきたいと思っています。海外の

魅力発信につきましては、今現在、道で言うと国際経済室の方で、ベトナムとの経済交流、人材交

流を強化しているところでございまして、北海道の働く環境ですとか、また企業がやっている生活

サポートの取組をしっかり伝えていけたらと考えております。 

 

【亀野会長】 

 よろしいでしょうか。はい。他いかがでしょうか。はい。上田委員お願いします。 

 

【上田委員】 

 資料 1－1でご説明をいただきました指標のところについて、ご説明等どこかでしていただいた

のかもしれませんが、労働力人口がグラフで 2008年から 2018年まで示されていますが、2015



- 6 - 

 

年あたりから 18年ぐらいまでぐーっと伸びている原因は、どう分析をされているのか伺えたらと

思います。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 はい。主に子育て世代の女性の就業率が上がってきているということと、60 歳以上の方々の労

働力率が急速に上がっています。働く方々の意識というのもあると思いますし、企業の受入れ環境

整備も進んできているのではないかと。要は、結婚とか出産では辞めないで、なるべく働き続けよ

うとする労働者側の意識と、企業側もそうしないと人を確保できないので環境整備する動きがちゃ

んとあるのだろうと見てとれます。あと高齢者の方々につきましては 60才以上の継続雇用制度が

かなり浸透しましたので、65歳までの就業率は高くなっており、男性の方がかなり上がりました。

ただ、まだ女性の部分で、50 歳以上ですと他県に比べると就業率、労働力率が急に下がるという

傾向がございますので、そこを引き上げていく課題があると思っています。あと今後も、70 歳ま

で働けるようにというのが国の施策でありますので、65 歳以上の方々の就業率、労働力率はそれ

ぞれ上がってくるのではないかと思っています。 

 

【上田委員】 

 ありがとうございます。そういった取組がなされてるからこそ増えていくのかなと思うのですが、

見通しとしては、それでもやっぱり下がっていくと考えられているということですか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 はい。労働力率は上がるのですが、労働者数が、若い人たちがどんどん減ってますのでどんどん

高齢の方に、層が移っていきます。今 60から 65の方が 5年後ですと、65から 70なりますか

ら、やっぱり働く方も減っていくというのもありますし、今の30代と40代も人数違いますので、

労働力率が上がっても最終的に人口も減ってしまうので、同じ就業率を保つと労働力人口の数が減

ってしまうという構造になっています。 

 

【亀野会長】 

 よろしいでしょうか。本当はこの労働力率が 57.6％ですよね。そうすると、2008年ぐらいか

らどういう推移で来たのか本当はデータがあれば、わかりやすいと思いましたので、後でも構いま

せんのであれば教えてください。 

他にございますでしょうか。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。最初に１つご質問として伺えればと思います。今回の基本計画で、名

称を変えるということと、指標も見直すということで、これまでの期の柱、つまり雇用の受け皿づ

くりや、雇用創出数等を目安にしていた考え方から発想を変えるというご提案だと理解したのです

が、その場合、実際のこの計画に基づいて、予算の配置とかを変える意向も含んでるのか。つまり、

名称を変えるという意味はどういう意味を持つのかをもう少し具体的にお示しいただけると、議論

もしやすくなるかなと思うので、個人的な意見の前に、どういう発想でこういう名称変更や指標見

直しの話になっているのか伺えればと思います。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 まずは、雇用の受け皿づくりの創出という部分の受けとめ方が、時代的に変わってきてるという

のがあります。「雇用の創出」というのが、数を増やせばいいという受けとめ方をする方もいらっし

ゃるようです。一方でその質を高める意味での創出もありまして、その質を高めることが今重要で
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あろうというのが１つございます。あとは人材の確保、働き方改革というところを着眼しませんと

産業の活性化にも繋がらない状況で、中小企業の一番の経営課題が人手不足でありますので、人材

確保、就業環境整備というのをまず第一に回していかないと産業の活性化にも繋がらないというこ

とで、「人材」というフレーズを出して計画の方向づけをできないかということで計画の名称もそ

うですし、人材の育成確保、就業環境の整備を前の方の柱立てにしていたところでございます。予

算の配分につきましては、やはり同じように「人材の育成・確保」、「就業環境の整備」を注力しま

すので、そこの部分へ労働施策としては寄ってきますが、一方で産業施策はありますので、生産者

収益の向上の部分が減るというわけではございませんので、その両輪でグルグル回していくという

ことは、従来と変わりはないですが、そのより進めるもの、先頭を人材というものに着眼したとい

うところでございます。 

 

【國武委員】 

 ありがとうございます。拝見した上での個人的な意見を申し上げますと、問題意識は人口減少社

会、これは日本全体が抱えていて、北海道も例外ではなくて、住みよいところに人は移動して、北

海道が選ばれなくなる懸念は私も非常に共有するところです。そうすると、暮らしていける収入が

あって、家族をつくりたい人はつくるなり、年齢が上がってその後リタイアしてもなお働き続けた

いとか、希望を叶えるような地域をつくっていく必要があるというのは、私もその通りだと思うと

ころです。その時に、少し具体案をお示しいただけるのであれば、こういう観点を示して欲しいと

いう意味で、３つほど申し上げます。 

１つは、生産性や収益力の向上に関する産業政策の部分です。具体的に、どういう産業を北海道

の政策としてバックアップしてくのかという柱が重要だと思っています。何でこういうことを言う

かというと、企業の収益が上がらないことには、人材確保とか就業環境の整備と言ってもそういう

産業がないことには、就業環境の整備を行う状況を企業がつくることは難しい。他県を見ると、企

業の収益が上がるような地域のブランド化なり、北海道で言えば観光なりいろんな柱があるでしょ

うけれど、どんな柱を立てて、税金も使いながらいかにして収益上げてくのかと、その生産性とか

収益力の向上の経済の核の部分がどんなものなのか、というのが政策の課題としては最初にくるの

かなというふうに思っています。人手不足の問題は、「結局、苦労しても低収入」では、それは当然

人手不足になるわけで。つまり、苦労したなりのお給料がもらえないことには他県に移動するのは

当然のことなので、収益が上がらない構造を温存したまま、就業環境の整備と言ってもそれはなか

なか企業側も大変だろうなと思います。そうすると行政の役割としては、その経済の核の部分みた

いなところをこの雇用創出の計画の中で、もう少し具体的に、「道はこういう産業政策を進めます」

というところを出してほしいというのが１点です。 

２番目は、就業環境の整備の柱として、多様な働き方を推進するというのはいいと思いますが、

具体的にお聞きしたいのは、そういう多様な働き方を推し進めるインセンティブをどう考えるのか

ということです。会社としても何らかのインセンティブがない限りは高齢者、女性、つまり、今ま

でフルタイムでは参加できない人たちも雇用しましょうといっても、会社側の立場からすれば、言

い方は悪いですけど面倒なところもありますから、フルタイムの男性を想定した方が、雇用の構造

としては効率的なので、多様な働き手を面倒だなと思ううちは、なかなか働き方も変わっていかな

い。そうすると、何らか後押しするようなものがない限りは、女性とか高齢者とか、多様な働き方

を推進する動きにはならないので、スローガンは、私も、こういう職場になるといいなと思います

けど、それを後押しするような施策、お金も含めて考えられているのであれば、知りたいというの

が２点目です。 

最後は、今後を考えると、フルタイムの仕事の割合というのは、必ずしも拡大しないと考えると、

いわばセーフティネット、つまり、一度失業したとしても、また別の仕事に戻れる体制を整備する

ことが重要だと思います。今、終身雇用の行方が話題になっていますけど、新卒から定年まで同じ
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仕事をやるモデルで考えるのではなくて、今後は、ライフステージのなかでいくつか仕事が変わり

得るような雇用モデルを想定したほうがいいと思っています。一旦仕事を辞めても、別の仕事口が

見つかるような構造がちゃんと取れているのか。今、比較的景気情勢は悪くないという感じですが、

2 年後、3年後にどうかというのはまた別の話なので、経済情勢が悪いときに労働力移動が可能と

なるように、失業からまた新たな仕事に就けるような状況をつくるうえでは、行政の役割も大きい

でしょうから、そのあたりを具体的に見える形にしてほしいというのが希望です。以上です。 

 

【亀野会長】 

 事務局、いかがですか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 まず収益を上げるための経済の核の部分をもう少し具体的に、というところです。おっしゃると

おり、前の計画に比べるとちょっと抽象的になって見づらくなった部分もあるかと思いますが、一

応その生産性、収益力向上の柱として根幹となる企業の経営が続かないといけません。経営が続く

ような経営力の向上ということが一般論としてありまして、地域産業というのは、どこの地域でも

あるような介護であったり、建設であったり、農業 1次産業だったりというところがしっかり収益

を上げていかなきゃいけない。成長分野は、今、北海道で弱点である製造業ですとか、ものづくり

とか新しい産業でそこをやっていくと。北海道ブランド、食や観光といういわゆる北海道の強みの

部分というような形で一応整理はしてるんですけども、ただこう並べるとおっしゃる通り、ぼやっ

とした感じになるので、素案に向けては、各中身の中で、しっかりと考えられたらと思っておりま

す。 

２番目の多様な柔軟な働き方に対するインセンティブというとこで、私ども今、予算要求に向け

て頭を悩ませているところで、決定打はないと思っておりますが、先進的な企業さんに行きますと、

いつまでたっても働き盛り男性を標準としていても人は来るわけないので、経営者が変わっていか

ないことには、人材も確保できないし、経済活動も続けられないという意識の方もいらっしゃるの

で、そういった方々にどうやって意識を変えてもらい行動を起こすかと。行動を起こすときの最初

に何するかわからないというところに施策があるというところは意識としてはあります。あとは効

果的な中身をどう検討できるかというところだと思いますので、「このまま同じやり方をしていた

ら、人はもう取れませんよ」というふうにしていくべきではないかなという課題がありまして、そ

ういった方向で検討していけたらと思ってるところです。 

３つ目のお話は、頑張って研究して、１箇所でずっと働き続けるよりは自分の能力をいろいろス

テップアップさせていきながら気が付いたら産業も移っていて、いろんなとこで活躍できるってい

うモデルもあってもいいということだと思いますが、あまりじっくり考えたことがなかったのでし

っかり今後研究していきたいと思います。 

 

【亀野会長】 

 最初に國武委員がおっしゃったのは、大きな３番の生産性や収益性の向上という項目を１番目に

持ってきた方がいいんじゃないかということですよね。そういうことじゃない？ 

 

【國武委員】 

 これまでは生産性や収益性の項目が１番目だったという感じがします。確かに今、ご指摘を受け

れば、エンジンになる部分が資料１－１の「Ⅲ（生産性や収益力の向上）」の部分、つまり、収益が

上がる構造を行政がバックアップして、そこで働く人たちが、就業に公正に対応してもらえるとい

う順番なのかなと思うと、行政として対応しやすいのは「Ⅲ」の部分です。他県の状況を見ると、

地域のブランド力とかは、行政が結構バックアップしてお金をそれなりに投入して、地域産業を育
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てている地域は、収益が上がる好循環を生んでいる他県もありますので、１つは、道としてできそ

うなことは、その部分は予算をつけて実施していくというのがあるのかなと思います。そういう意

味では、「Ⅲ」が最初に来てもいいような気もしますけど、「この順番の方がいいです」ということ

であれば、その辺のウェイトづけみたいなものが明らかになると、読んでいる方もわかりやすくな

るかなというふうに思います。個人としては「Ⅲ」が最初じゃないかなという感じはしました。 

 

【亀野会長】 

 おっしゃる意味よくわかりますし、私もその方がいいかなと思いますので、ここで、他の方はも

ちろんその点に関してご意見あったら後でおっしゃって頂いてもちろん構いませんし、また、今日

ここで結論出ない話だと思いますので、検討していただければというふうに思います。 

はい、他に。氏家委員お願いします。 

 

【氏家委員】 

 ４年ごとに見直しをされるということで、環境の違いと、今の話で申し上げますと、今までは雇

用の場がなかなかなかった。人手不足が課題として変わってきたという環境変化を踏まえて、少し

順番を変えられたのかなというふうに私は理解をして拝見をしました。 

項目としましては、網羅的に記載をされていて、いいのですが、委員の方からもお話ありました

けども、私もこれ、網羅的だけれども課題認識等を施策の重要性、プライオリティというものが明

確になっているのかどうなのか。こういうふうに、わかりやすく並べていただくと網羅的には理解

できるのですけども、その中で何を特に課題認識として取り組んでいくのかという辺り、この辺は

基本計画ですので、アクションプランを別に定められるのかわからないのですが、課題認識として

道として取り組まれる優先順位みたいなものがあった方が、より理解が進むのかなというふうに私

も思いました。 

あと、前回欠席してしまったので申し訳ないのですが、現状のこの 4年間の中で、取組得なかっ

たものを掲げて、残ったものがあるのかないのか、そこをどう反映しようとされているのかがある

と、さらにわかりやすかったかなというふうに思いました。 

そういう意味で 4 年間をスケジューリングした上で取り組んでいくことが大事だと思いますの

で、基本計画の中に記載する内容かどうかわかりませんが、その辺を具体的に展開していくことも

重要ではないかなというふうに拝見していました。以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。今の点、プライオリティをどうするのかという話と、今の計画の

４年間の積み残しを基にした議論なのかどうかという点については何かございますか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 はい。まず、どこを重点的に、というところに関しましては、今の骨子をつくった段階では、こ

の資料 1－2にあったように、労働者、働く意欲のある方々を増やしていくことが今後重要だとい

う認識のもと、労働参加の促進ですとか流出防止、呼び込み、この四つのことを進めていくのが重

点というふうに考えているところでございます。 

またその前に、年度年度の重点的な施策というのもございますが、それにつきましては、毎年度

推進計画をつくりまして、例えば「令和 2年度の重点的な事業施策というのはこれで」、「令和 3年

度はこれで」という形で示すことと考えているところでございます。あと、これまでの計画での積

み残しについてでございますが、計画の中では振り返りの項目も入れようと思っていますが基本的

には景気の上向きの部分もございますので、私どもの施策プラスその世の中の動きで雇用が確保さ

れたり、逆に人手不足の状況になったりという状況だと思います。かつ、私ども施策を通じて就業
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の促進も掲げておりまして雇用の創出というのはその就業に結びついた人数ですけどこの 9 万人

というのも、目標は達成できる状況でございますが、ただそれ以上に人手不足が進行しております

し、あと、働きたいと思ってもなかなか働けない状況が残っている状況でございまして、引き続き

の人材の確保ですとか働きやすい環境整備には課題が残ってるという認識ではございます。その辺

は整理をして、素案の方に記述していけたらと考えております。 

 

【亀野会長】 

 よろしいでしょうか。 

 

【氏家委員】 

 はい。 

 

【亀野会長】 

 他いかがでしょうか。今日、まだ時間がありますので、できれば、前回と同じように全員の方に

ご意見を伺いたいなと思っております。最初に発言したから、もうあとはなしというわけではござ

いませんので質問等ありましたら、発言いただければと思います。どうでしょうか。 

開本委員お願いします。 

 

【開本委員】 

 開本です。この中で、2番目に就業環境の整備というものがございまして、最近話題のテーマと

して副業・兼業という問題がございまして、ただいま労政審議会で議論されていると。その意味合

いとしては働き方改革が推進されて、長時間労働、つまり残業代が減ったことで、労働者が他に収

入を求めて兼業等をする可能性があるので、それをなるべく広げるというようなアプローチがある

と思うのですが、使用者側としてはそれについては、自分の従業員がほかで働くことにリスクとい

ったものもあって責任やら管理やらが発生するものですから、なかなか微妙な問題があろうかと思

います。そういったところで就業環境の整備の一部に入ってくるのかなあと思いながら、ただ、こ

ちらの骨子の案の中には副業・兼業といった言葉は、全く書かれていない。少し新しい話なのでそ

うなのかなという理解はしているところです。 

道として副業・兼業についてどうお考えなのか。推進する方向なのか、それとも１つの選択肢と

して、例えばこの 2－（2）の様々な就業形態を普及促進するというところに含まれるというよう

なお考えなのか。そのスタンスといったものがあれば教えていただきたいと思いました。以上です。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 はい。今のところ、副業・兼業につきましては、人材を道内の企業が確保する際に、今であれば

例えばＵＩターンとかで道外から人を引っ張ってくる際、移住も伴ってなかなか難しいというとこ

ろであります。そこを本州の大手企業で経験を積まれたような方が、道内のビジネスのプロジェク

トごとに兼業や副業といういう形で、働く上での関係人口のような形で、北海道の産業活動に貢献

していただけるような、そういった意味での副業・兼業を、この柱立てでいくと人材の誘致の１つ

の形態として考えられないかというのがアイデアとして１つございます。ただ施策としてうまくで

きるかどうかはまた別と考えています。 

道内の企業で働いている方々に副業・兼業を奨励するのかということについては、今のところ私

どもとしては考えていなかったところでございまして、それをすることによって例えば今まで働け

なかった方が活躍できるのであればいいのかもしれませんけど、何かそれと違うような考えがあり

まして、道内の人に副業・兼業を奨励するというのは今のところ、考えていないところです。 
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【亀野会長】 

 よろしいでしょうか。多分この問題、ここ 1年ぐらい大きな問題になっていますので、今後４年

間考えれば、かなり大きな問題になってくると思いますので、何らかの書きぶりも、もしかしたら

必要かもしれませんね。 

はい。山田委員、お願いします。 

 

【山田委員】 

 求人と求職のマッチングについてお尋ねしたいと思います。現況、有効求人倍率が高い状況にあ

りますが、人手不足と言われる分野に関しては、国の資格なら技術分野が非常に不足していると思

います。いろいろ人手不足の対策等々見ましても、インターンシップを積極的にするとか、その業

界の情報をよりよく広範囲に発信するということになりますけど、そもそも離職者が資格なり、技

術を持ってなければなかなかそこの世界に飛び込めない状況があると思います。現状は皆さんもご

承知だと思いますが、一般事務や軽作業というのは、有効求人倍率が 0.2倍、0.3倍の世界ですか

ら、そこに集まる人たちを、ある程度は人手不足と言われる分野の方に誘導なりしていかなければ

いけないと思うのですが、そういった誘導というか、まずその業界に対応しうる技術なり資格なり

を取ってもらうことをどういうふうにやってくのか。これを見ると、育成はしますよ。高等技専な

り、ポリテクセンターもちろんあるでしょうし、民間の訓練もあるでしょうけども、まずはそこに

行ってもらうことが大事だと思います。どういった方法で誘導、より良いマッチングというか、一

般事務の方々、軽作業の方々を振り向かせるようにするのか、もし対策等があればお聞かせ願いた

いと思います。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 私どもの流れとしては、まず働こうとする方に興味を持ってもらわなければ職業訓練には行かな

いと思いますので、まず産業や魅力を知ってもらう取組が必要と思っています。それにつきまして

は、この柱立てでいくと求人求職のマッチングの入口の部分の施策として掲げればと思っていまし

て、まずそこで動機づけができましたら、次の柱立ての知識の習得向上の施策で身につけていただ

いて、最終的には就職するというときにまた求人求職のマッチング施策に戻ると思いますが、具体

的な面接会ですとか、インターンシップに移るということで、施策を行ったり来たりするような形

になってしまうのかなと思いますけども、そういった各施策間で、この柱間で、うまくつないでい

くような形になるのではないかと思っています。一連でしますと、柱が全部一つになってしまうも

のですから、理解してもらう、能力を高めてもらう、そして実際に働くまでの道のりということで、

プロセスを分断して、柱にした形になっておりますので、そういった施策を位置付けていきたいと

思っております。 

あと、具体的には、オールマイティーに、地方にあるいろんな企業というキーワードでその企業

の取組を知ってもらうための施策も今もやっておりますし、あとそういった産業別の面接会やイン

ターンシップもありますし、あとは全部、いろんな企業分野を見たい方々向けのいろんな面接会と

かいったインターンシップみたいなものもやっております。それと産業別での訓練や能力セミナー

の施策をいろいろと実施しているところでございます。 

 

【亀野会長】 

 よろしいですか。はい。桑原委員。 

 

【桑原委員】 

 道経連 桑原です。今回いろんな取組項目が示されまして、お話にありますように少子高齢化に



- 12 - 

 

よって、間違いなく生産年齢人口の減少が進んでいくことを考えますと、こういった取組項目はど

れも、皆、必要かつ大事なことなのだろうと思います。ただ、先ほど氏家委員からもお話がありま

したが、取組項目の優先順位を見せていただく方が、計画としてよりわかりやすい気がします。 

ここでお聞きしたいのは指標、ＫＰＩについて、どの程度のレベルまで項目をつくっていくこと

をお考えになっているかを教えてください。 

もう 1点、働き方改革推進方策についてですが、これはある程度、北海道雇用・人材対策基本計

画と一緒に考えていくというご説明があったかと思いますが、働き方改革自体、生産性の向上、就

業環境の整備、いろんな意味でこういった項目がそれぞれに関係してくると思います。従って新し

く考えてらっしゃる北海道雇用・人材対策基本計画の中に今までの働き方改革推進方策の項目を一

体化して考えていった方がよりわかりやすいという気がします。以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい。事務局からありますか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 ＫＰＩの関係ですが、まずこの計画としての指標と目標につきましては、ここに掲げた労働力率

と就業率を考えております。一方で働き方改革を推進するに当たっての指標は、これまでございま

した。そういったものを、この計画の中にどういうふうに取り込んでいくか。最終的な指標は労働

力率、就業率の２つのみですけども、それ以外の進捗を図る上での指標とか、女性の就業率のもっ

と細かいものですとか、生産性とか付加価値額とかいろいろあります。そういったものも、働き方

改革の方では採用していた部分もありますので、そこをどういうふうに中に盛り込むかとか、進捗

状況の点検評価で生かしていくのかは、今後検討していきたいと思っております。 

あともう１つ、本当に細かい部分では今どの事業でもＫＰＩ、アウトカムアウトプット設定する

ことになっています。ちょっとしたセミナーでもアウトプットアウトカムというのは持っておりま

すが、この計画にそれを１個１個載せる考えはないのですが、働き方改革の関係の指標というのを

検討し、別途進捗管理をする上での指標というものを考えているところでございます。 

 

【亀野会長】 

 はい。よろしいですか。他にいかがでしょうか。 

 

【大柄委員】 

 大柄です。よろしくお願いします。足元の経済状況は何となくいいように見えるのですが、徐々

に、アメリカと中国の貿易摩擦さらには、イギリスのＥＵ離脱の問題含めて、特に製造業について

はじわりじわりと悪くなってきております。年が明けたら、それが多分顕著になってくるのではな

いか。これはアメリカと中国の貿易摩擦がどのように進んでくかということによると思いますが、

その他そういう状況になっているという状況がございますので、人手不足という観点も含めて、何

となく雇用のセーフティネットの方は、最後になってしまっていますけれども、ここは北海道にと

ってはＴＰＰの問題、農業政策の問題もございますので、その辺はしっかり整備を行っていただく

ということでお願いしたいと思います。以上です。 

 

【亀野会長】 

 よろしいですね。はい。岡田委員お願いします。 

 

【岡田委員】 

 先ほど最初に、特に國武委員からもご指摘があった資料１－１「Ⅲ」の生産性や収益力の向上に
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ついてですが、これが非常に重要だということは私も全くその通りだと思います。しかし、今後こ

の計画の中で、比較的長期にしか効果が出ないものではないかと感じます。例えば、具体的な例と

して、雇用そのものに対する補助を行うというようなことであれば、短期的にその成果を上げるこ

とができると思いますが、もう少し長期的に、しかもしっかりした雇用の基盤をつくるとか雇用を

維持していくことの効果を得るためには、資料の「Ⅲ」に書いていることの方が重要だと考えます。

もし、資料の「Ⅲ」の内容で、短期的な期間に効果が見込める方法があるとお考えならば、どのよ

うな方法なのか教えてください。具体的な方を１つだけでもいいのですが、こういうふうにすると

雇用に比較的結びつきやすいというような、そういう因果関係みたいなものを少し説明していただ

きたいと思います。 

 

【倉本経済部長】 

 はい。大変難しいご質問でございまして、「雇用に短期的に」というところが、趣旨もなかなかわ

からないというかいろんなニュアンスもあると思いますが、今、雇用というのは求職と求人がマッ

チングをすることで成り立ちますので、そういう意味で、この間、何年間かずっと一貫して就業者

数が北海道の中でも増えてるんですね。これは、産業自身が、北海道の経済政策でうまくいってる

かということはまた別の問題で、要は、高齢者の退職もある中で、就業者そのものは増えてきてい

るということがあります。 

短期的な施策でいくと、今本当に極めて短期的なことだけ言えば、例えば来年度はオリンピック

がある年で、首都圏などでは一定期間、オリンピックの期間あまり企業活動やらないというか、首

都圏で「出勤しないでくれ」みたいな話があります。今、去年、今年からちょっと仕掛けているの

は、ひと月の企業誘致みたいなものですね。例えば、サテライトオフィスですとか、テレワークみ

たいな。これは道内でも、いくつか先進的にやってる地域がありまして公設のサテライトオフィス

を持ってるところもあります。必ずしも分社化してっていうところまで、すぐにはいかないケース

もありますけれども、夏の期間、或いは冬の期間だけなど、一定期間、社員と一緒に来てもらうと。

それは何ヶ月かで人は変わってしまいますけど、数として一定数地域に根付く。その中から、起業

をする人も結構出てきたりというのもあります。 

それから、ＩＴ関係では、なんせ全国的に人手不足で、北海道は比較的その中でも求人倍率低い

方です。理系の大学が結構、実は北海道にもあるのですが、従来はそういった方々が、道外へ出て

いってしまうということがあります。今小学校の廃校跡にＩＴ企業の方がオフィスを構えるとか、

或いは製造施設は施設がいらないものですから、そういう時に若手の理系の方をターゲットにして

北海道にオフィスをつくるという動きも出てきております。こういったところをうまく誘致をする

ことで、実質的に増えるということがあります。これは積み重ねをしていかなきゃいけないと思っ

ておりますけれども、いわゆる新しい産業を起こすというのはなかなか単純にはいかないので、食、

観光という基幹ブランドを中心としながら、とりわけ海外から今非常にいろんな熱い視線も送られ

ておりますので、そういう海外の活力を取り込みながら、ある年限をかけながら積み重ねていくと

いうのと、組み合わせながらやっていく部分なのかなと。 

一番はやはり、若者の流出も、まだまだ終わっていませんので地元にどんな企業があるか地道に

知らせること。それから、先ほど言いましたけど女性の子育て世代のところはまだまだ、北海道は

全国で比べて就業率が低いですから。そういったまだ余地があるところを、これから重点的に対応

しながら、できるだけ働く意欲を持っていただく方を増やしていきたいと考えています。 

 

【岡田委員】 

 この３の項目で書かれていることを、今おっしゃられたように、例えば、新しい企業を誘致する

ということであれば、ダイレクトに雇用に結びつくと思います。もう一方で、現在もうすでにある

企業の生産性や収益力を高めるための取組は、違う種類かなというふうに思っています。 
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後者の方、現在ある企業にいろんなサポートをしていくことで生まれる雇用というのは、どちら

かというと、すぐには出てこないのではないかということが、「短期と長期という違いがあるので

はないですか」と申し上げた趣旨でした。今ご説明いただいたことで、新しく企業誘致するのは難

しいかもしれない。お話しされたＩＴ系の企業の例のようなことであれば、雇用に結びつくという

ことがすごく理解できましたので、ありがとうございました。 

 

【亀野会長】 

 多分 4年間ですぐ成果が出るものと出ないものがあると思うんですよね。そうすると、今回の計

画で種を蒔いたとしても、多分４年間の計画のもっともっと後に芽が出るものだと思いますが、そ

うは言っても、種を蒔くことも重要だと思いますので、その辺りうまく種を蒔くということも、こ

の中に入れるということも必要かなというふうに思います。 

 はい、光崎委員お願いします。 

 

【光崎委員】 

 光崎です。よろしくお願いします。今もありましたけども、生産性や収益力というところに着眼

されている方が多いと思っていますが、目に見える事業をするということだけではなく、今、会長

もおっしゃられた通り、種を蒔くという部分でいけば、私としては、資料 1－2にありますけども、

施策の方向性と重点的な取組の中で、労働者の裾野を広げるということ、それから、働きやすい就

業環境の整備をするということも、これは十分、生産性や収益力の向上に繋がるというふうに考え

ています。例えば、高齢者の部分でいけば、政府も社会保障改革案を出してきましたけれども、す

べての高齢者の方が、働きたいと思っているわけではなくて、年金の支給年齢が上がっていくだと

か財政面も上がっていくと、定年も上げていかなければならない。そしたら年金受給までの間をど

うやってつなげていくのか。それはおそらく国の社会保障改革の中でいけば、私的な年金等で補填

してくださいな、というふうに言われていますけども、本当に高齢者の方の肌感といいますか実感

として、働くということに価値を見出して働くことにしているのか、それとも、働かざるをえない

状況で、働かなければならないのかというところもしっかりと当事者の皆さんからも意見を聞くと

いうか、こういった働き方がありますよとか、そういったことも議論して見せていくことも大事で

はないかなというふうに思っています。 

また、裾野を広げる部分で、女性もあります。この間、働き方改革と言われてきましたけれども、

実際には、取組、声掛けは進んでいますけども実態は変わっていないということも多く、現場から

は声が出されていますし、女性の課題でいけば、つい先ほどジェンダーギャップ指数も出されまし

たけれども、先進国の中でも最低というような結果が出て、大きな後退をするという残念な結果が

出ています。この間の企業への周知啓発活動も道としてされているということですが、女性の活躍

推進でいけば、推進方策の施行から 3年が経っていますけれども、なかなか成果が出ないという声

も現場から出されています。そうした周知啓発の部分も、やり方にズレはないのか、しっかりとピ

ントが合っているのか、しっかりとピントを合わせていきながら、当事者の皆さんがどう思ってい

るのか、本当にどうして欲しいのか、どうしたいのか。働きたいのかっていうこともしっかりと、

今一度目を向けていく必要があるだろうなと思っています。 

それから人材の誘致の部分でいけば、ＵＩターンが出されていますけれども、北海道はやはり広

域ですから、他府県に比べて非常にハンデがあると思います。現地で採用しようと思っても、また、

一度道外に出た若い人を北海道に呼び戻そうと思っても、地場の企業が北海道内に支店や営業所が

あると、広域の転勤もありますから、これも先進的な民間企業さんでいうと、転勤前提の働き方を

見直すということもされています。また道の職場でいうと、これまた転勤前提の人事政策としてい

ますから、それは北海道の企業も同じです。そうした部分をどうやって、先進的なところに見習っ

て、道自身が、そういった人事働き方含めて、現地採用や、エリア社員・職員を含めて議論をして
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いくことも必要だろうと考えています。また計画の策定者ということですから、道の職場自身がど

ういう働き方をしていくのか、この政策に資するような働き方を含めて、全庁的な議論もしていた

だければと思っています。 

 

【亀野会長】 

 ありがとうございます。よろしいですか。ほか。はい、お願いします。 

 

【阿部委員】 

 先ほどの委員の方からもありましたけれども、女性の働き方ということで、環境整備や、職場の

方でも働き方の選択肢を模索するなど、随分と変わった実感があります。一方で、働き方という言

葉ありきになっているように感じておりまして、今、目先のことだけを考えますと、貴重な労働力

ということで「女性も社会に」と一生懸命整備をしていることはわかるものの、女性も、先ほどの

高齢者でも「働きたい方がいるのか、働かざる方もいるのか」というところと同じで、女性も、子

育てに専念をしたいという方も、もちろんいらっしゃると思いますが、今このような世の中で、自

分も貴重な働き手という意識を持たれる方も随分増えて、一方、家庭で子育てに専念しづらい世の

中にもなってきているのではないかともやや感じておりますので、多様な働き方もそうなんですけ

れども、多様な生き方の選択肢がなかなかないのではいかと実感しております。「働かないイコー

ル子育てができる」ということではないかもしれませんが、目先の労働力もそうですが、そもそも

の子供を増やすという発想に立ち返って、安心して、働かなくとも安心して子育てができるという

考え方も、一周回って必要になってくるのかなという気がしております。雇用がテーマの今日の会

議にはふさわしい話ではないかもしれませんが、4年という区切りの中だけではなく、4年より先

の長期的なことを考えますと、10 年、15 年後に、北海道に何人の人が生活しているだろうとい

う、本当の根幹のところで考えますと、道でも、いろんなセクションとの縦横の連携をしていただ

いて、安心して子供を産める世の中、女性の「働き方」だけではなくて「生き方」の選択肢が増え

るような施策を考えていただけたらと思います。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。そうですね。多様な生き方ということですね、これは女性だけじ

ゃなくて男性もそうですし、すべてに関わってくるかなと思います。 

はい。朝倉委員お願いします。 

 

【朝倉委員】 

 朝倉です。私もやっぱり女性の就業支援というところが気になります。一旦結婚や出産または育

児等で、仕事を離れた女性の方が仕事につくことはかなりハードルが高いと思っています。すごく

思うのは配偶者の方の理解とか、サポートというかですね。本当に、育児にプラスして仕事という

女性の方も多いかなというふうに感じてまして、そうなると、やっぱり女性の負担が多くなってし

まう。そうなると、やっぱり仕事をしたいという女性がなかなか増えないんじゃないかと思ってお

ります。 

最近、ちょっと私事になるんですけども、上の娘が来年から小学生ということで、就学前健診と

いう健康診断に、私の夫が連れていったところ、男性は一人だったということで、今はいろいろ男

性も、育児に関わってくれる方も多くなっていると思いますが、世の中流れを見ますと、まだまだ

浸透してないかなと。やはり女性が、育児、子どもを育てるっていうところが、やっぱりメインに

なっていると思っていまして、これから先、男女関係なく、仕事で活躍していくことを考えると、

そういった意識の改革を進めていかなければいけないのかなというふうに思います。 

そのためには、すぐにはできないと思いますが、ここに書かれてます、そういった資格取得に向
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けた機会の提供とかいうよりも、もっと男女一緒に子育てとかに関わっていく意識を改革できるよ

うな施策を北海道が率先して働きかけていけるような何かが、この 4 年間の中にあったらいいの

かなと感じております。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。よろしいですね。 

はい。他いかがでしょうか。はい。高橋委員お願いします。 

 

【髙橋委員】 

 髙橋でございます。生産性、収益力の向上についてですが、成長分野への展開、成長産業の育成

ということで、お聞かせいただきたいと思います。先ほどご質問があって、経済部長の方からお答

えがあったので、重複する部分かもしれませんが、そこに北海道ブランドの発信力強化と体制整備

という項目がございます。ここにつきまして、労働力を修正されて 9万人から労働力 60％以上と

いうことで、目標を掲げられています。そういう意味では各項目ごとに、ＫＰＩが必要だと思いま

すが、とりわけ北海道のブランド力を発信して強化していくという具体的なアクションプランとい

いますか、どういう分野をどこまでやるのかというようなことが、実際にＫＰＩをもって進めてい

くということが、雇用という意味では大きな武器になりますし、やり方としてもそこは正当なんだ

ろうと思います。そこには必ず雇用が生まれますので、それをどこまで持っていくのかというアク

ションプランを、ぜひ目に見える形でつくっていく必要があるのかなと感じています。 

そこに一番大きな、下にあります、投資の促進ということですが、今の段階で、具体的な投資案

件があれば逆に聞かせていただきたいと思います。ぜひ北海道のブランドを発信するという、強い

メッセージがここに出ていますので、北海道ならではの事業、今皆さんの頭の中で思われるのは、

観光を中心としたものかなと私も思っていますけれども、それを具体的にどう進めていくのかとい

うことを計画の中で進めていく必要があると思います。これは先ほど来、出ていますが、4年の中

で成し切れるかということは別として、常にプランを立てながら進めていくということが必要だと

思っています。 

もし今、投資の関係で具体的なものがありましたら、お聞かせいただきたいというふうに思いま

す。 

 

【亀野会長】 

 はい。お願いします。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 生産性や収益の向上の部分、例えば、北海道ブランドの発信力強化と体制整備ですが、おっしゃ

るとおり、食や観光が主なものになっています。食の方には、食の拡大の輸出戦略というのが別途

ございまして、そこでＫＰＩ、目標値を掲げて施策に取り組んでいます。観光につきましても観光

のくにづくり行動計画というのも持ってまして、またそれも計画、ＫＰＩを持ってやっております。

そこと私どもの計画というのは、クロスする部分がございまして、そこを、人材の確保ですとか、

雇用関係、労働力の確保、雇用の創出、そういった部分で違う目線で切り取ってくるような関係性

がございます。どういったところにどういうふうな戦略でどういうふうに目指しているというのは、

どちらかというと個別の産業での戦略の方に委ねている部分がございまして、そこから雇用面で施

策を掲げるという関係がございます。 

あとは、投資促進の話は、今、私どもで用意はございませんのですいません。お許しいただけれ

ばと思います。 
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【亀野会長】 

 はい、金子委員、お願いします。 

 

【金子委員】 

 今、企業では生産性の向上や、上がらない営業利益を補うためにコストを削減して営業の利益が

上がらない部分を補っていくようなやり方が多いと思いますが、その１つとして、北海道全域に支

店がある会社だとそこを大ぐくり化をして、コストをカットしていく。オーバーヘッドを１つにま

とめてというようなことが起きているのが現状だと思います。そうすると、本来はそこで働きたか

った人達が、どこかに転勤しないといけない、集約されるということになると、動けない人たちが

早期で退職するというような現状があります。そこにもし企業が踏ん張って、支店が維持できれば、

そこで働き続ける人がたくさん出てくるのは、もう目に見えているのですが、なかなかそれができ

ないのが現状だと思います。そこを何とか踏ん張れるように、道の方で少し何か手助けをするなり、

アドバイスをしていただくというようなことはできないのかな、地域で１つの企業ではなくていろ

んな企業がそこに支店を持っていて、例えばそこの企業同士を連携して、何か結びつけるような働

きも道だったらできるのではないのかなと考えます。どういうことをイメージしているかというと、

例えば夫の転勤で、どこか地方に行きました。妻も仕事を持っていれば、その妻は、その仕事をど

うしたらいいのかと悩むと思いますが、そこで、同じところについて行けるような環境整備という

か、企業間の連携みたいなものはできないのかなというようなことを、最近、女性の働き方の観点

からも考えることが多いです。今、言った地方に企業が踏ん張れることは高齢者の働き口の拡大と

いうことにも通じると思います。 

あと若い人たちの方に目を向けますと、学校を卒業して、北海道に戻ってこないとか、北海道の

学校を卒業しても東京の方に行ってしまう若い人達が多いのが現状だと思いますが、ダイレクトな

理由はやっぱり賃金の低さだと聞きます。あとは働きたい職種がないという声もよく聞きます。若

い人達もできれば地元で慣れたところで働きたいと思っている方は、たくさんいらっしゃると思い

ます。もちろん東京に出ていろんなことを試したいと思っている方もいらっしゃると思いますけれ

ども、そういった地元に残りたいという人たちは、なかなかそれができないような現状もあります

ので、その賃金の問題と職種の問題、例えば職種の問題であれば、東京の会社には就職するんだけ

れども、例えば北海道で、地元に残ってできる仕事はないのか。例えば、デザイン的なものであれ

ば、テレワークで東京からいろんな指示を受けて北海道で仕事が続けられるとか。そういったこと

が何となく今イメージで話していますけれども、何か発信を道の方からしていただいて、アドバイ

スや盛り上がるような施策などを取っていただけないかと感じます。 

 

【亀野会長】 

 事務局から、何かありますか。 

 

【倉本経済部長】 

 今、金子委員からもテレワークという話がございましたけど、実際、今テレワークを始められて

る方の中には旦那さんの転勤で北海道に来て、あまり知り合いもいないし、やっぱり自分として何

か仕事をしたいといったときになかなか地方に行った時に仕事がないと。ただ、今、ＩＣＴを使え

ば、遠隔でも仕事でそれらの単純な作業もあれば、おっしゃったようにデザインみたいなものがあ

ってまだまだ技術的な制約はかなりありますけども、すでにバーチャルオフィスみたいな仕組みだ

ってできてるんですね。そういう意味でいくと、そのテレワーク或いはさっき言ったサテライトオ

フィスの取組というのは、地域を移らずとも、仮に移ったとしても、仕事が、自分のスキルで仕事

ができる。或いは、会社が変わるというか、自分の地域にいながら、いろんな仕事を受けられる。

ある意味ではそういう面も出てきていると思いますので、そういう取組については広げていきたい
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と思ってます。 

それから、ちょっと観点は違うかもしれませんが、他のいろんな法規上難しいところはあります

が、地方に行くと仕事として繁閑の差があるところがあるんですね。夏に忙しいところと冬に忙し

いところと。そこをうまく人をつないでいくという取組を、今いくつかモデル的に進めているとこ

ろでは、賃金水準はどう合わせるかとか、転職扱いするかとか法令上の問題もあるし、働く人の保

護という問題もありますので、なかなか一朝一夕にいきませんが、そういうものについてもトライ

アルは続けていきたいと思っております。 

 

【亀野会長】 

 あと、いかがでしょうか。 

 

【山田委員】 

 すいません。指標についてお聞きしたいと思います。資料 1－1 の「労働力率 60％以上」、「就

業率前年より上昇」この部分については進めていきたいと思いますが、もともと道外に人口流出し

て、もうこれから将来にわたって人口減少していくから、就業率上げて労働力率も上げていきまし

ょう。それはわからなくはないのですが、ＵＩターンとかで道内に呼び込むような取組もしていま

すが、少なくとも 15歳以上の方が道外に行ってしまったら、同じ数だけ持って来ようよ、せめて、

と。それぐらいしないと。結局外に出てくものはもうやむを得ないよねと。ただ、女性なり、高齢

者なりをどんどん市場に出してって、何とかしましょう。やっぱり人が減ってくっていうことは、

根本の部分だと思います。であれば、少しでも、なだらかにする方法であるとか、最終的な目標値

として「出てく人も何人いるけど、入ってくる人と同じぐらいいるよね」ぐらいの目標を立ててお

かなければ、「ずっともう減るから仕方ない」じゃ、道としてどうなんですかと。北海道としてはや

はり流出を止めるようにしながら、雇用の場も創出しながら働く世代を呼び込んで、家族を持って

もらうのが一番理想でしょうけども、そういった取組が必要だろうと思うので。指標として、どう

いったものがいいかどうかは別として、そこの部分も考えていかなければならないと思います。以

上です。 

 

【亀野会長】 

 はい。非常に重要な指摘ありがとうございます。（事務局）何かありますか。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 おっしゃるとおり、気持ちとしては、イーブンになるぐらいにしていきたいなというのがあるの

と、手法はどうするかは保留させていただきたいと思います。おっしゃるとおり、やはり、先ほど

金子委員からもあったと思いますけども、「働く場所は北海道にはまだあるんだよ」というものを

若者たちに知ってもらわなきゃいけないというのと、例えば自分の働きたい職種がないと思ってい

るのは昔の話かもしれませんので、今もういろんなＩＣＴが進展してきて、やろうと思えばできる

仕事も増えてきているようですし、第２本社みたいな形で移転してきている優良企業というのもご

ざいますので、そういったところをまず知ってもらって、その何もかも全部夢が、東京にあるわけ

じゃないんだよ、と。あなたの夢が実現できる方向が北海道にもあるんだよというのをまず知って

いただく取組は、地道にやってくしかないのかなと。どんどん人が入れ替わってきてしまいますの

で、絶えずやり続けるとか必要なのかなと思ってます。 

また、戻りたいという方々もたくさんいて、私の同級生もそうですけども自分が活躍できる職場

がないと言っているわりには、その企業を調べたことはない人も多いです。なので、そういったふ

うに思っている方々に北海道にどんどんいい企業は増えてるんだよ、というのもしっかり伝えてい

く努力もしていかなきゃいけないという認識はございますので、そういったことも、表現できれば
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なと思ってます。指標は大変難しいなとは思っていますが、検討していきたいと思います。 

 

【亀野会長】 

 はい。その指標に関して、後で言おうかと思ったんですけど、資料 1－2があって、この４つに

まとめられて、非常にわかりやすい図が書かれています。一番左の労働者の裾野を広げるというの

が、多分これが労働力率という指標のものになるのかなと思います。それから右の２つ就業者を増

やすとか就業者を維持するというのが、就業率と関連していると思うんですね。そういう観点から

いうと、左から２番目の人口・労働力を増やす減らさないという、山田委員のおっしゃったものに

対する指標がないので、もし可能であれば、その上に 15 歳以上人口は、20 万人減少するって書

いてますけども、これは、あくまでも試算ですので、いろんな対策をすれば、他の県は減るかもし

れませんけども、北海道は減少幅を小さくすることも可能かもしれませんので、もし、検討してい

ただければというふうに思います。 

石崎委員何かありますか。 

 

【石崎委員】 

 せっかくなので、労働組合として、就業環境の整備というのは日々労使で取組をしているところ

でありますが、残念ながら労働相談が多々あったりですとか、休日時間外ハラスメントの問題の連

絡が日々、残念ながらあるところで、環境整備というのは、ここに書いてある内容で言いますと、

企業の努力が非常に重要になってくると思います。多様で柔軟な働き方がしやすい職場の整備とな

ってくると時間を選択できるとか、正社員じゃなくて違う働き方を選択できるとか、そういう部分

はやはり企業が理解をし、先ほどありました副業の話もそうですけれども、企業側の理解や努力が

必要な部分になってくるのかなと感じました。 

また、従業員の職場定着への支援ということでございますが、就職なり雇用していただいた後、

誰がチェックをして、定着率がいい環境になっているのかどうなのかというのは、どのようなチェ

ック機能で確認できるのかなと感じました。ただ、それは労働組合があるところに関しては、自分

たちで労使で確認をしてやっていくのでしょうが、残念ながら労働組合のないところが多いので、

会社側の努力がそういうところには全部重圧がかかってくるのかなあと、企業にかかってきてしま

うのかなと感じているのですが、法律とかで何か変わって全部すべて解決するようなことがあった

り、罰則規定があるというものであればいいのでしょうけれども、道として、ここはどういうふう

に企業にアプローチをして整備をしていくのかなというところが、ちょっと疑問でした。以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 

【事務局（福田就業支援担当 G）】 

 ご質問ありがとうございます。就業支援担当課長の福田と申します。道の早期離職率は、全国平

均と比べると高いことが指摘されておりまして、人材の定着というのは、その方ご本人のスキルが

それによって形成されるという意味でも重要ですし、企業にとっても、労力をかけて採用した人材

を活用したいという意味でも、重要だというふうに認識しております。私どもの取組としては、研

究成果を踏まえると、賃金など労働環境自体のお話もありつつも、メンターがいたりだとか、風通

しの良い相談できる環境があるかどうかが、かなり雇用継続に影響してくるということがございま

すので、道としては、企業に対してメンターを育成していくことの効果や、どうやって育成してい

くかということについてセミナーを行ったり、そもそもあった職場をマッチングしていく、職場を

理解するといった合同企業説明会、インターシップ、そういった取組も含めて実施しているところ

でございまして、引き続きそこは取り組んでいきたいというふうに考えております。 
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【國武委員】 

 國武です。今、いろいろ議論を聞いていて、重要な観点がいろいろあったので、ちょっと自分の

言葉で改めて強調して、ここで共有できればと思ったことを申し上げます。 

１つは、大事だと思ったのは、「生き方改革」という視点で、道が何らかのメッセージを発信しな

い限り、人が北海道に定着しないんじゃないかということです。というのは、これまでの働き方は、

フルタイムで長時間労働で、家庭を犠牲にして、つまり妻なりパートナーなりに家庭生活を任せて

成立するというモデルだったのですが、昨今の働き方改革の労働時間の上限規制とか、多様な働き

方と言っているのは、おそらくそうではなくて、若者の定着とか人口減少を想定した場合に、人の

願望は、やっぱり普通に暮らせて、好きな人と一緒にいれて、それで、子供をつくりたければ子供

つくれるということなのではないか。家庭生活のモデルで言うと、おそらくは共働きで、収入を 1

足す 1 で 2 ならいいですけど、そこまで無理しなくても二人の収入を足して 1.5 人分の収入ぐら

い。これはヨーロッパのモデルですけど、共働きでそれぐらいの収入を得て、子供も安心して預け

られてというようなモデルを想定して多様なとか柔軟な働き方の推進という話になっていると思

います。多分、「多様な働き方を推進して安心して働ける社会をつくります」という行政のメッセー

ジがあれば、たとえば、北海道内の市町村の中でもそういう取組みを実施することで、人が戻って

きているような話を聞きますよね。それが道として全体でできれば、おそらく自然と多様な働き方

が広がるのではないかなと思います。ですので、女性も就業するんですけれど、たとえば、男性の

育児参加は当然のこととして、社会が受け入れないと全体として多様な働き方にならない。こうい

ったことを考えると、お金の好循環もありますけど、ある種のメッセージ性、つまり「生き方改革」

を推進するメッセージを発することにはそれほどお金がかかりませんので、「道として、こうやり

ます」、「雇用の部分はこういう社会をつくっていきたい」というメッセージが見えてほしいという

のが、後半の議論の意見の中で表れていたと思います。多様な社会で、もちろん独身の人も自分ら

しく暮らせればいいわけですし、結婚したい人は、結婚できればいいという、いろんな生き方を社

会が包摂して、選択した人を排除しないような雇用環境が必要ではないか。これは各企業で取り組

むというよりも、地域なり、広域で捉えていかないとうまく進まないという意味では、道としての

「地域でこういう雇用社会をつくりたい」というメッセージが必要じゃないかなというふうに思っ

たところです。以上です。 

 

【亀野会長】 

 皆さんに最低１回は、発言していただきましたが、どうしてもという方いらっしゃいますでしょ

うか。はい。氏家委員お願いします。 

 

【氏家委員】 

 資料 1－2 で、人口の推移グラフが出ていますが、前回のご意見の中にも出ていますけれども、

札幌圏とそれ以外と見たときに、道の計画ですので、全体で把握されるということと、これを例え

ば札幌圏のそういった推移、さらに 10年後見たときには、地域の疲弊っていう部分が非常に大き

な課題にさらになっていくだろうと。それを踏まえて、資料 1－3の中でも地域を支える産業の活

性化、それから下の方でも地域というワードが２つ出てきてますけれども、これ本当に独立項目に

してもいいぐらい、切り方の問題がありますので、なかなかちょっとはまらないなと思って見てた

んですけれども、やはりパブコメもかけるということも考えれば、その町村をメインに、「そこにフ

ォーカスをして、手を当てていきます」という辺りをもう少し何らかの形で強く打ち出していただ

けると、地方町村の皆様も、より期待が持てるようなものになる気がしましたので、書いていただ

いていることはわかりますが、もう少し何かこう、目立たせることができればいいかなというふう

に思いました。以上です。 
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【亀野会長】 

 はい。ありがとうございます。よろしいですか。はい。上田委員お願いします。 

 

【上田委員】 

 先ほどテレワークについて、すごく北海道では取組を進められているというお話がありましたが、

まさにこの労働者の裾野を広げるという意味では、テレワークを進めていただくことは、非常に有

益だろうと思いますが、全国的にもすごく取組は進んでいると思いますが、特に北海道という地は

半年近く雪で覆われていて、なかなか移動が難しかったり、札幌市内でも豪雪になると、決まった

時間に皆集まることさえもなかなか難しいとか、そういう地域柄の中でテレワークを進めていくと

いうことは、全国的にもここで何とか率先してやっていただくということがより有益な経済活動に

繋がっていくと思いますので、ぜひ、北海道の特性を、生かしつつ進めていっていただけたらいい

と思っています。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。特に全体通して、ご

質問などございませんでしょうか。それではこれから、今回の今日のご意見を踏まえて、具体的な

施策であるとか、或いは、先ほど意見出ましたプライオリティをどうつけていくのかという辺りを

事務局の方で検討していただくということになろうかと思いますけども、ぜひ北海道ならではの、

そして、何か明るい未来が描けるような、そういった計画にしていただきたいというのが、私の最

後の意見とさせていただきたいと思います。 

特になければ、これをもちまして、議事を終了したいと思います。 

部長から何かございますでしょうか。 

 

【倉本経済部長】 

 はい、ありがとうございます。貴重なご意見をいただきました。今、委員長からもありましたよ

うに、我々の方でまた改めて今日のご意見としまして、検討させていただきたいと思います。 

１点だけ今回、冒頭にも申し上げたのですが、國武委員からもお話がございましたが、計画の名

前をあえて変える、なかなか行政はこういうの嫌なんですね。変えると、何か意味があるだろう、

どんな意味なんだ、と。実は、さっきのメッセージ性ということもありましたけれども、やはり雇

用というのは求人と求職のマッチングで成り立つのですが、もともとこの第1期と、資料1－1で、

１期から 4期までずっとありますが、柱立てもそんなに変わってないんですね。それで、求人と求

職のバランスが、スタート当初は圧倒的に求人の方が少ない状況。ですから、その受け皿を増やす

ということが何よりも大事な時期がずっと第２期、第３期の最初、第２期までは大体そんな感じで

した。第４期あたりでは、もうかなり情勢が変わってきていましたが柱立ては変えないできたとこ

ろです。 

ただ、ここへ来て全体の人口そのものが、なかなか増えない中で、一方で高齢化してるというの

は悪いだけじゃなくて、長く生きられるわけですから、元気なうちに、自分たちの能力をもっと発

揮できる社会にしていかなきゃいけないという観点も踏まえて、今回はあえて実は人材というとこ

ろを頭に持ってきてます。それから、従来は、雇用の受け皿づくりということで産業施策も入って

いるのですが、今回の産業施策は実は生産性だとか収益力という言葉を使っていまして、これは今

まで使っていない言葉です。かつては、どちらかというと生産性というのは雇用が減ることみたい

なイメージがあって、この中に載せるのにふさわしくなかったのですが、今回の議論の中にありま

したように、エンジンとしての生産性、収益力というのは非常に大事だということでございますの

で、そういう観点を入れなきゃいけないかなと思っております。 
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それから、これらをやるためには、さっきもちょっと出ましたが、実は関連する施策というのは、

非常に多いんですね。労働力人口のことでいきますと、福祉施策、或いは生活の施策とも相当リン

クしていかないと、関連性を持って取り組まないといけない部分があります。従って当然産業施策

も様々で、地域振興の施策とも様々に関連していきます。ですので、この中ですべての計画を取り

込むのは無理なのですが、そういう施策とうまく関連をしながら進めていけるように、推進体制の

部分についてもいろんなプロジェクトも含めてやっていきたいと思っております。いずれにしまし

ても、今日のご意見を踏まえまして、またいい物をさらに検討していきたいと思っていますので、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日は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ありがとうございました。今年度の審議会ですけども、あと 1回、

年明け 2月上旬を予定しております。追ってご連絡をさせていただきたいと思います。 

それではこれをもちまして、北海道労働審議会を終了いたします。 


