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女性の活躍推進

＜国の取組＞

社会のあらゆる分野で女性の力が発揮できる環境づくりを進める中で、女性の
活躍に向けたオール北海道での気運の醸成や、活躍の「見える化」、女性の視点
の道政への反映を進めるとともに、女性のライフステージに応じた様々な支援施
策を展開します。
さらに仕事と子育ての両立に向け環境づくりを進めるとともに、 職業訓練を通

じた資格取得など職業能力開発を促進するほか、再就職に向けきめ細かなフォ
ローアップを進めます。

 道内の女性の就業率は上昇しているものの、全国平均と比べる
と低く、全国の地域別で比べても最も低い。

 25歳から44歳までの女性の就業率の低下（Ｍ字カーブ）は、
10年前と比べて改善しているが、同世代の非労働力人口は約
14万人存在（H30労働力調査）。

 管理職に占める女性の割合は、平成28年以降減少している。
（H28：19.3％→H29：16.0％→H30:11.1％）

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞
○北海道就業支援センターに設置したマザーズ・キャリアカフェにおいて、復職を
希望する子育て中の女性等に対し、就業に関する専門的なカウンセリングを行う
マザーズ・コンシェルジュを配置して、女性の就業促進を図ります。

○育児・介護休業制度等の活用促進や、短時間勤務制度等の多様な勤務形態の導入
促進、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出と、
その積極的な実施など企業における取組を推進し、誰もが安心して働くことがで
きる職場環境整備を促進します。

○仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を含めた働き方改革の推進を図るた
め、関係法令や制度の普及啓発とともに、働き方改革に取り組む企業の認定を行
うなど、誰もが働きやすい職場環境づくりを支援します。

○子育て女性の再就職を促進し、女性が活躍できる社会の実現を図るため、特に人
手不足が深刻化している地域において、再就職への不安の解消やマッチング機会
の創出などに取り組みます。 など

＜課題等＞ ■女性の就業率の推移（％） ■年齢階層別の道内女性就業率（％）
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・職場における男女の均等な機会及び待遇確保を図るため、男
女雇用機会均等法の履行確保等の検討を進める。

・女性が希望に応じてその能力を最大限に発揮できる社会への
変革を促進・加速するため、女性活躍推進法に基づく行動計
画の策定等の企業の取組等を促進する。

・長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの実現に加え
て、子育て中の女性等に対するマザーズハローワーク事業の
拡充等を通じた丁寧な就職支援や職業訓練の実施。

・育児休業や介護休業等の取得促進、男性による育児等の促
進、「子育て安心プラン」に基づく保育所等の保育の受皿の
整備等に取り組む。

労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要
＜道の取組＞

○女性活躍推進法施行（H27.9＊H28.4全面施行）

女性採用比率等を踏まえた定量的目標を含む事業主行動計画
の策定義務(301人以上)など

○改正男女雇用機会均等法施行（H29.1）

妊娠・出産等に関するハラスメント対策の事業主義務化など

○改正育児・介護休業法施行（H29.10）

保育園に入れない2歳児(延長)まで育児休業取得可能など

○骨太の方針2019（Ｒ元.6）

「男性の育児休業取得を一層強力に促進する」など

その他関連する動き

1出典：労働力調査

出典：労働力調査



若年者への就業と職場定着支援

＜国の取組＞

若年者の就業支援に引き続き取り組むほか、教育庁との連携のもと、学校にお
けるキャリア教育の充実を図るなど、在学中を含む早期からの勤労観や職業観の
形成に努めるとともに、未就職者も含めて 、新規学卒者の就職活動を支援するほ
か、キャリアデザインがない若年者の離職の防止や、職場定着に向けた取組を推
進します。
また、フリーターや若年無業者等に対し、職業能力開発や就業意識の醸成など

包括的な就業支援に取り組みます。

 新規学卒者（高校・大学）の就職内定率は、上昇しているもの
の、全国と比べると低い状況。

 新規学卒者3年以内の離職率（高校・大学）は、概ね低下して
いるものの、全国と比べて高く、依然として高卒で約45%、大
卒で36%が3年以内に離職している。

 道内の若年無業者は約2万人（H30労働力調査）。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○望ましい勤労観や職業観を育成するため、保護者への就職に対する意識向上の働
きかけなど、保護者と連携した取組を進めるほか、産学官の連携による職場体験
やインターンシップの実施など、キャリア教育の充実を図るとともに、教育機関
と連携し、職業生活において必要な労働関係法令の普及啓発を図ります。

○北海道就業支援センターにおけるきめ細やかなカウンセリングなどの就業支援に
加え、就職後の職場定着に向け、学生や若年未就職者を対象に地域の産業や企業
についての理解促進などを図るとともに、人事担当者や管理者向け研修の実施な
ど企業への支援を進めます。また、若年無業者等を対象に地域若者サポートス
テーションにおいて就業意識の醸成を図るなど、国や経済団体、保健・福祉機
関、教育機関等との連携を図りながら、若年無業者等の職業的自立の支援、正規
雇用を希望するフリーターの正社員化などを推進します。

○企業勤務経験者を雇用し、生徒への個別相談、進路講話や教職員に対する講習会
を行うとともに、ハローワークと連携した求人企業情報・提供など生徒の職業意
識の向上や就職指導体制の充実を図ります。 など

＜課題等＞ ■新規学卒者の就職内定率（％） ■新規学卒者3年以内離職率（％）

・若者が意欲及び能力に応じて適切に仕事や企業を選択し、そ
の有する能力を有効に発揮するため、学校との緊密な連携の
下、新卒応援ハローワーク等において職場への円滑な移行や
定着を促す。

・フリーター等から正社員就職を希望する者に対して、わかも
のハローワーク等において特に綿密な支援を行う。

・地域若者サポートステーションの支援等を通じ、職業生活を
円滑に営む上で困難を有する若年無業者等の職業的自立を促
進する。

・これら若者の就職支援等に当たり、都道府県や市町村等の地
方公共団体が実施する支援施策とも連携しながら、総合的か
つ体系的な対策を推進する。

＜道の取組＞

○若年者雇用促進法の施行（H27.10~）

職場情報の積極的な提供、若者雇用に積極的な中小企業向け
にユースエール認定制度の創設など

○規制改革推進会議による意見（R元.5）

高校生の就職に係る「1人1社制」への問題提起
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中高年齢者・高齢者への就業支援

＜国の取組＞

再就職の緊要度の高い中高年齢者等をはじめ、いわゆる「就職氷河期」の世代
などに対し、適職診断やカウンセリング、職業能力開発を推進するなど、関係機
関と連携を密にしながら、経済的な自立に向け、きめ細やかな就職支援を展開し
ます。また、高齢者については、国等と連携し、関係法令に基づく高年齢者雇用
措置の着実な働きかけ等を通じて、65 歳までの雇用確保を図るほか、 65 歳を超
えても働くことのできる職場の拡大を促進するとともに、高齢者の多様なニーズ
に応じた就業機会を提供するシルバー人材センターの活動を支援します。

 道内の60-64歳の就業率は上昇しているが、全国平均と比べて
低く、全国との差も5年前と比べて広がっている。

 道内の65歳以上の就業率も上昇しているものの、全国平均と比
べると低く、全国の地域別で比べても最も低い。

 北海道は全国に比べて高齢化が進展しており、高齢労働者の増
加を踏まえた就労環境の整備が必要。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○キャリアカウンセラーによる適職診断やカウンセリングを北海道就業支援セン
ターにおいて実施するほか、成長産業や人手不足分野への誘導を進めるなどによ
り、中高年齢者等の円滑な就職活動をサポートします。

○正規雇用を希望するフリーター等を対象に、北海道就業支援センターにおけるカ
ウンセリングなど、きめ細やかな就業支援を実施します。

○シルバー人材センターの活動を支援することにより、高齢者の多様なニーズに対
応した就業機会の確保や提供を図るとともに、シルバー人材センターなどの未設
置地域に対して設立を働きかけます。

○「北海道労働政策協定」に基づき、国や関係機関と連携して、高齢者雇用に関す
る情報提供などの広報・啓発活動を行います。また、「高年齢者等の雇用の安定
等に関する法律」に基づく高年齢者雇用確保措置の着実な働きかけや、定年の引
き上げや廃止を行う事業主向けの国の奨励金などの周知・活用などを図ること
で、65歳までの雇用確保を図るほか、道外からの転入超過も踏まえ65歳を超えて
も働くことのできる職場の拡大などを促進し、高齢者の雇用に係る機運を醸成し
ます。 など

＜課題等＞ ■60-64歳の就業率の推移（％）

・継続雇用延長や定年延長を行う企業への助成金の支給、65
歳超雇用推進プランナー等による提案型相談支援等の支援を
充実し、継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整
備を行う。

・公共職業安定所の生涯現役支援窓口の拡充等により高齢者の
再就職を促進するとともに、都道府県や市町村をはじめとす
る地域の様々な機関が連携して地域における高齢者の就業機
会を創る取組や、シルバー人材センターによる就業支援の強
化等を通じて、高齢者の多様な就業機会を提供する。

・高年齢の労働者が増加したことに伴って、健康診断の有所見
率の上昇や腰痛の増加等の傾向が見られることを踏まえ、高
年齢の労働者の安全と健康を確保するため、高年齢の労働者
の身体特性に応じた職場環境の整備等を推進する。

＜道の取組＞

○高年齢者雇用安定法改正
・65歳までの継続雇用制度導入義務づけなど（H25.4）

・シルバー人材センター業務拡大特例措置など（H28.4)

○骨太の方針2019（R元.6）

・70歳までの就業機会確保
・就職氷河期世代支援プログラムにより3年で就職氷河期世
代の正規雇用者30万人増やす など
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■65歳以上の就業率の推移（％）
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障がい者への就業支援

＜国の取組＞

障がいのある方々に対しては、福祉・教育施策と雇用施策との連携により、本

人の希望やその特性、能力に応じたきめ細やかな就業支援の実施や、障がい者雇

用に関する社会的な理解を図るほか、雇用機会の拡大に取り組みます。

 道内の民間企業による実雇用率は、2.2％（平成30年度）で法定雇
用率を達成しているものの、企業規模が小さくなるほど、実雇用率
は低くなっており、小規模企業の障がい者雇用の促進が必要。

 精神障害、発達障害、難病に起因する障害など多様な障害特性に応
じたきめ細かな就労支援や就業環境の整備が必要。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○障がいのある方々の職業生活における自立を図るため、就業面と生活面を一体的
に支援する障害者就業・生活支援センターにおいて、就業や職場への定着を支援
するとともに、工賃水準向上のため、就労先としての障がい福祉サービス事業所
の農業への参入を支援します。

○自己評価制度の導入等による就労系サービス事業所の提供サービスの質の向上を
図るとともに、雇用や教育機関等が連携する「地域の就労支援ネットワーク」を
構築し、関係機関や企業、自治体等との連携や協働を推進することで、福祉的就
労から一般就労への移行や、特別支援学校卒業生などの就業と職場定着を促進
し、障がいのある方々の就労支援を図ります。

○北海道障害者職業能力開発校等における職業訓練や、民間教育訓練機関等への委
託訓練、並びに企業での実地訓練を行う職場適応訓練の活用により、障がいのあ
る方々の適性や地域のニーズに対応した知識・技能の習得を支援するほか、官公
庁・企業における職場実習の機会を拡大します。

○障がいのある方々へ企業とのマッチングの機会の提供や、優良事業所表彰、障が
い者雇用に積極的な企業の取組の情報提供、普及啓発、障がい者雇用の一層の推
進に関する経済界への要請など、障がいのある方々の就労支援を推進します。

など

＜課題等＞ ■民間企業における実雇用率（％） ■企業規模別実雇用率（％）

・地域における就労支援機関による、障害者に対する就労支援
や企業に対する相談支援等を通じて、雇用率の上昇や雇用者
数の増加といった雇用の量的な拡大を図る。

・精神障害者や発達障害者、難病患者等、個別性の高い障害特
性を有する就労希望者が増加する中において、長く安定的に
働き続けられる等の雇用の質の向上を図るため、事業者によ
る雇用の分野における障害者差別の禁止及び合理的配慮の提
供の着実な実施を含め、一人一人の状況に応じた就労環境の
整備等を図る。

・中小企業等による障害者雇用の促進や職場への定着に向けた
支援を一層推進する。

＜道の取組＞

○障害者雇用促進法改正（H28.4）

・障がい者の採用待遇差別禁止、法定雇用率の算定基礎に精
神障がい者追加など

○障害者雇用促進法に基づく障がい者雇用率改定（H30.4）

・民間企業：2.2%（+0.2）、国・地公体：2.5％（+0.2）
・令和3年4月までにさらに0.1％引き上げ予定
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50-100人未満 2.02 1.68

100-300人未満 2.09 1.91

300-500人未満 2.18 1.90

500-1000人未満 2.17 2.05

1000人－ 2.54 2.25

労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要

４

その他関連する動き

出典：厚生労働省「障害者雇用状況」

出典：厚生労働省「障害者雇用状況」



季節労働者の通年雇用化の促進

＜国の取組＞

「季節労働者対策に関する取組方針（第5次）」に基づき、通年雇用促進協議
会の活性化、冬期間における雇用の場の確保、季節労働者の技能向上、事業主の
意欲喚起等の取組などを通じて季節労働者の通年雇用化を促進します。

 公共事業の減少や雇用環境の改善などの影響もあり、道内の季節
労働者数は近年減少してきているものの、現在でも約5万人の季節
労働者が存在。

 道内季節労働者は建設業を中心に道内の雇用労働者数の2.6％を占
めている。

 全国の季節労働者の約6割を道内で占めていることから、地域的な
課題として国の施策も縮小傾向。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○季節労働者の雇用確保や就職促進などを通じた通年雇用化に取り組んでいる通年
雇用促進協議会の組織運営体制の強化を図るなど、国や地域との連携を密にし
て、季節労働者の通年雇用化を促進します。

○冬期間の工事量を確保するため、冬期増嵩経費措置事業を実施するとともに、冬
期に施工する工事の受注業者に対し、季節労働者の雇用と通年雇用化を要請する
ことなどにより、季節労働者の冬期間の雇用の場の確保と通年雇用化を促進しま
す。

○季節労働者の通年雇用化に必要な資格取得、技能向上を支援するため、資格取得
に要する経費の助成や公共職業訓練の実施などを通じて、季節労働者の通年雇用
化を促進します。

○季節労働者の通年雇用化に取り組んだ事業主を評価するため、道の入札参加資格
審査において技術･社会点を加点するほか、建設業の新分野進出･経営多角化を促
進するなどの取組を通じて季節労働者の通年雇用化を促進します。

○季節労働者の就業環境の整備や改善を進める関連制度の周知を図るなど、不安定
な就労環境に置かれている季節労働者の雇用と生活の安定を促進します。

など

＜課題等＞ ■道内季節労働者数推移（人） ■季節労働者の主な業種構成（H30)

＜道の取組＞

○地域雇用対策として季節労働者対策を位置づけ（厚労省）
通年雇用助成金や季節労働者通年雇用促進事業により季節労
働者対策を実施

66,262 
58,986 

52,968 50,022 

0 人

100,000 人

S55 H27 H28 H29 H30

300,237 業種 構成比率

建設業 49.2%

サービス業 13.7％

農林漁業 12.8％

製造業 9.5％

５

関連する動き

＜季節労働者対策の概要（平成19年から）＞

・冬期雇用安定奨励金、冬期技能講習助成給付金の
廃止（平成18年度まで）

・季節労働者（短期雇用特例被保険者）への雇用保
険給付である「特例一時金」の減額
（50日分→30日分（当分の間40日分））

・季節労働者を通年雇用した事業主を支援する通年
雇用助成金を拡充

・季節労働者の通年雇用の促進に取り組む地域協議
会に、国が事業委託する「通年雇用促進支援事
業」の創設

・ハローワークに就労支援ナビゲーターを配置し、
担当者制による就職支援

出典：北海道労働局資料



非正規労働への対応等

＜国の取組＞
国等と連携し、働き方に見合った均衡ある処遇の確保や、非正規労働者から正

規労働者への転換制度の導入や定着などに向けた企業における取組を促進しま
す。さらに、雇用情勢の厳しい時期に不本意な就職先に就職した「就職氷河期」
世代の高齢化が進むことも考慮しながら、正規雇用を望む非正規労働者が正社員
として働けるよう、処遇改善などに取り組む企業への支援や、在職者に対する職
業訓練を通じたスキルアップなどに取り組みます 。
また、労働者の生活の安定に寄与し、 雇用のセーフティネットとして重要な役

割を果たす最低賃金制度について一層の周知を図るとともに、近年、社会問題と
なっている、若者の「使い捨て」が疑われる企業等の問題への対策を含め、国と
連携し、企業や労働者に対する法令遵守について普及啓発を行います。

 雇用者に占める非正規社員の道内の割合は、5年前と比較して低
下しているものの、全国と比べて高い状況。

 全ての年齢階層において女性の非正規割合のほうが高いが、特
に、25歳から64歳までの女性の非正規割合が男性よりも高く
なっている。

 最低賃金の引き上げや、非正規から正規社員化などにより費用
が増加するため、企業側の生産性の向上が必要。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○地域限定正社員や短時間正社員など「多様な正社員制度」の導入の普及や、在職
者への職業訓練を通したスキルアップなど、非正規労働者の正社員化や均衡待遇
の確保など、労働条件の改善に向けた取組を推進します。

○労使間の問題の自主的な解決や勤労者福祉の向上に資するよう、労働相談ホット
ラインや中小企業労働相談所の利用促進と、国や道労働委員会による個別的労使
紛争の解決を促進します。

○「就職氷河期」世代の高齢化を踏まえ、北海道就業支援センターにおいて、正規
雇用を希望するフリーターに対し、きめ細やかなカウンセリングなどの就業支援
を実施します。

○就業環境改善による非正規雇用労働者の正社員化を図るため、専門家による個別
支援を実施するとともに、経営層及び人事・労務担当者を対象としたセミナーを
開催します。

など

＜課題等＞ ■雇用者に占める非正規の割合（％） ■年齢階層別非正規割合（H30）（％）

・正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を
解消・同一労働同一賃金を実現し、多様な働き方を選択でき
るようにするため、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用
管理の改善や、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
労働者の保護等の周知を徹底するとともに、説明会の開催や
相談窓口の整備、業界別導入マニュアルの普及等を図り、中
小企業等の実情を踏まえ、労使双方に丁寧に対応する。

・有期雇用労働者、短時間労働者又は派遣労働者として働き続
けることを希望する者に関しては、能力開発を進め、希望に
応じキャリアアップを図ることができるよう支援を行うとと
もに、待遇改善を図っていく。

・正規雇用を希望しながらそれがかなわない非正規雇用労働者
に関しては、企業内における正社員転換の支援、転職支援、
能力開発支援等を行う。

・労働契約法の規定に基づく無期転換ルールへの対応が円滑に
行われるよう周知徹底や相談支援等、必要な支援を行う。

＜道の取組＞
労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要

○働き方改革関連法（パートタイム労働法、労働契約法、労働
者派遣法の改正）（R２.4※中小企業はR3.4）

不合理な待遇差をなくすための規定の整備など
○骨太の方針2019（R元.6）

・就職氷河期世代支援プログラムによる支援
・最低賃金の引き上げ など
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その他関連する動き

出典：労働力調査 出典：労働力調査



ワーク・ライフ・バランスの推進

＜国の取組＞

国など関係機関と連携し、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進など、
「働き方改革」を推進するとともに、多様な働き方に対応した勤務形態の導入な
ど、企業における就業環境の整備を促します。
また、育児・介護休業等が取得しやすい職場環境整備の促進を図るとともに、

地域における子育て支援や介護サービスの充実を図ります。

 道内企業の月間総労働時間（常用・5人以上）は、5年前と比較
して減少しているものの、全国と比べると高い状況。

 年次有給休暇の道内の取得率は、平成28年度に大きく上昇した
ものの、その後は、50%を割り込み、全国平均よりも低くなっ
ている。

 長時間労働規制や年休取得促進などに伴い、企業活動を維持する
ために生産性の向上が必要。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○仕事と家庭の両立ができる職場環境の整備を含めた働き方改革の推進を図るた
め、関係法令や制度の普及啓発とともに、働き方改革に取り組む企業の認定を行
うなど、誰もが働きやすい職場環境づくりを支援します。

○中小企業等の就業環境改善を促進するため、地域企業へのハンズオン支援(事業段
階に応じた伴走型支援)、優良事例の普及に取り組みます。

○育児・介護休業制度等の活用促進や、短時間勤務制度等の多様な勤務形態の導入
促進、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出とそ
の積極的な実施など、企業における取組を支援し、誰もが安心して働くことがで
きる職場環境整備を推進します。

○働きながら子育て可能な社会実現のため、保育の受け皿の拡充や放課後児童クラ
ブの設置促進を図るとともに、ファミリー・サポート・センターによる子育ての
相互援助活動を促進するなど、多様なニーズに対応した保育サービスや地域にお
ける子育て支援体制の充実等を図ります。また、特別養護老人ホーム等の施設
サービスや小規模多機能型居宅介護等の在宅サービスなど、介護サービス提供基
盤の計画的な整備を推進し、介護負担の軽減等を図ります。

など

＜課題等＞ ■月間総労働時間の推移（時間） ■年次有給休暇取得率推移（％）

・労働時間の短縮等の労働環境の整備
時間外労働の上限規制、年次有給休暇の時季指定などの周知
徹底、履行確保のため必要な助言指導を行う。また勤務間イ
ンターバル制度の普及促進に向けた取組を推進する。

・中小企業等に対する支援、監督指導
時間外労働または労働時間の短縮等に取り組む中小企業等に
対して助成金の活用等により支援するとともに、関係省庁が
連携して、取引環境改善等のための施策に加え、人材確保や
生産性向上に向けた取組への支援等を行う。

・柔軟な働き方がしやすい環境整備
テレワークの導入支援、ガイドラインの作成等による副業・
検証の普及促進。

＜道の取組＞

○まち・ひと・しごと創生総合戦略2015改訂版（H27.12)

地方の実情に即した働き方改革

○ニッポン一億総活躍プラン（H28.6)

全員参加型社会を目指し働き方改革、子育て・介護環境整備
等に取り組む方針

○働き方改革実行計画（H29.3）

非正規雇用処遇改善、賃金引上げと労働生産性の向上、長時
間労働の是正、柔軟な働き方の環境整備、外国人材の受け入
れなどに取り組む方針

○働き方改革関連法施行（H31.4～）

労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要

42.5 42.5

50.3

48.7 49.1

48.8
47.6

48.7

49.4
51.1

40

50

60

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30

北海道 全国

150.8
147.3 148.1 147.0 144.8

145.1 144.5 143.7 143.4 142.2

130

150

H26 H27 H28 H29 H30

北海道 全国

その他関連する動き

７

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」 出典：厚生労働省「就労条件総合調査」
北海道「就業環境実態調査」



人手不足対策

＜国の取組＞

国など関係機関と連携を図りながら、人手不足分野などにおける職業理解の促
進やマッチング機会の提供、就業環境の改善に取り組むほか、職業訓練を充実す
るなど、求人、求職の両面からミスマッチの解消に取り組みます。
また、企業における円滑な人材確保に向け、企業の経営体質の強化に向けた取

組を支援し、賃金の引き上げといった処遇改善等を促進します。

 有効求人倍率は1倍を超えており、今後も少子高齢化に伴う人
口減少が進むと想定されることから、人手不足はさらに進行す
ると見込まれる。

 人手不足対策には、職場環境整備、ミスマッチ解消などととも
に、企業の生産性向上に向けた対策も必要。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○人手不足が顕在化している分野において、国や企業等と連携して、産業理解の促
進、就業環境の整備や職業能力開発を推進し、雇用のミスマッチの解消に結びつ
けます。

○雇用機会の拡大が見込まれる産業の理解を深めるための職場見学会や、マッチン
グを図る企業面接会を北海道労働局と連携して実施するなど、人手が不足してい
る産業分野の人材確保と就業の促進を図ります。

○若者の道内定着を促進するため、農林水産業の後継者の育成、労働力不足が顕著
な建設産業を担う人材の確保、世界とつながり地域社会の発展に貢献するグロー
バル人材の育成などの課題解決に向け、道立高校における産業教育やキャリア教
育等の一層の推進を図ります。

○保育教諭等の資格取得支援による就業継続や有資格職としての採用拡充や、道立
高等看護学院等における看護職の養成、未就業看護職への就業斡旋などにより、
保育や看護人材の確保を行います。

○建設産業の担い手確保・育成を図るため、研修会等の開催や生産性向上等の事業
経費を補助するとともに、従業員向けの各種研修を通じた能力開発による観光関
連人材の職場定着を支援します。 など

＜課題等＞ ■有効求人倍率の推移（倍） ■日銀短観人員判断DIの推移（％ポイント）

・人手不足感の強い中小企業等においては、働き方改革による
魅力ある職場づくりが重要であることを踏まえ、中小企業等
における働き方改革に向けた取組を推進する。

・ハローワークインターネットサービスを充実させ、求人・求
職情報の効果的な提供を図ること等により、外部労働市場全
体としてのマッチング機能を高めるとともに、中小企業等の
人材確保を積極的に推進する。

＜道の取組＞

○中小企業等人手不足対応ガイドライン（H29.3)

経営課題として深刻化する人手不足を成長等のための機会と
捉え、多様な人材の活躍や、働き手の立場に立った職場環境
整備、IT導入、人材育成等による生産性向上を目指す

○関係省庁による人材確保に関するWG開催（H29.9~)

中小企業等の長時間労働是正、生産性向上、人材確保の取組
について、省庁横断的に対策を実施

○出入国管理法改正（H31.4）

生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人
材を確保することが困難な状況にある産業分野に限り、新た
な在留資格「特定技能」創設

労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要
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その他関連する動き

出典：北海道労働局「一般職業紹介状況」

出典：日銀札幌支店「企業短期経済観測調査」



○まち・ひと・しごと創生基本方針2017（H29.6）

・地方大学の振興による地域人材への投資
・東京の大学の新増設抑制による東京一極集中の是正
・地方企業に就職した若者への奨学金返還支援制度の全国
展開

○まち・ひと・しごと創生基本方針2018（H30.6）

＜わくわく地方生活実現政策パッケージ＞
・ＵＩＪターンによる起業・就業者創出
・女性・高齢者による新規就業者の掘り起こし
・地方における外国人材の活用

○まち・ひと・しごと創生基本方針2019（R元.6）

・将来的な地方移住にもつながる「関係人口」の創出・拡大
→移住・就業だけではなく、副業・兼業も含めた多様な形
態を通じて都市部の人材を地域企業に展開・還流する地
域人材支援事業に集中的に取り組む

○地域おこし協力隊の拡充（H30.6）
R6に8千人を目標に、地域要件の緩和、隊員向けの事業承継
支援、おためし地域おこし協力隊制度の創設

 道外への転出超過数は年間約8千人で、特に、10代後半～20
代の若年世代が、進学や就職などにより道外に転出すること
で多くなっている。

 日本全国で人手不足が深刻化しており、各地方による人材獲
得競争が激化している。

 就職売り手市場により、地方の中小企業等への就職に対する
魅力が低下。

人材の誘致と定着の促進

＜国の取組＞

地域の特性や資源を活かした産業の振興や企業誘致により、働き手の雇用機会
を確保するとともに、道内大学と連携して、新規学卒者の道内就職率の向上に努
めるほか、道外での就職フェアや就職相談会などを通じ、若年者をはじめとする
人材の誘致や定着の促進に向け 、総合的な取組を進めます。また、留学生など外
国人高度人材の就業支援に取り組みます。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○道内外の若者や働く世代をはじめとする幅広い世代を対象に、本道への移住・定
住の促進を図るため、東京・札幌の「ふるさと移住定住推進センター」において
「しごと・住まい・暮らし」のワンストップ相談体制の推進を進めます。また、
「北海道空き家情報バンク」の運営による、空き家及び空き地の有効活用を促進
します。

○道外大学に進学した若年者などを地域産業を支える人材として確保するため、大
学が主催する就職説明会に参加し、道内企業の求人情報等の提供を行うととも
に、道内企業の競争力強化につながる活躍が期待できるプロフェッショナル人材
の受入企業を支援するなど、本道への人材誘致を推進します。

○「北海道労働政策協定」に基づき、高度技術者等を必要とする道内求人企業と、
道内へのＵ・Ｉターンを希望する道外の求職者とのＵ・Ｉターンフェア（合同企
業説明会）を首都圏において開催しＵ・Ｉターン人材の誘致促進を図ります。ま
た、雇用機会が不足している地域や事業者に対し、地域雇用活性化推進事業の活
用を促し雇用創出の推進を図ります。 など

＜課題等＞
8,942人 8,862人

6,874人 6,569人

7,953人
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■道外への転出超過数の推移（日本人のみ）

男性 女性

15-19歳 448人 539人

20-24歳 2,361人 2,368人

25-29歳 784人 784人

■転出超過数が多い年齢階層（H30）

関連する動き

＜道の取組＞

９出典：総務省「住民基本台帳人口移動報告」



 様々な業種で人手不足が深刻化しており、外国人材の受け入れ
拡大に向けて、受入環境整備が必要。

 平成31年4月から新たな在留資格「特定技能」制度がスタート
するなど、今後、人手不足が深刻化する全国各地で外国人材の
獲得競争が激化する恐れがある。

外国人材の受入拡大

＜国の取組＞

＜主な取組（R元年度）＞

○受入体制整備のモデルケースの創出のため、コーディネーターを派遣し、地域の

関係者による協議会の設置や、外国人材受入れに当たっての課題の整理、就労面

や生活面のサポートの検討・実施などを支援します。

○円滑な外国人材の確保を支援するため、外国人材の採用経験が無い企業や採用

ルートを開拓したい企業を対象に、外国人材の確保に向けたノウハウについての

講義や個別相談を行う採用相談会を開催します。

○道内の就職を希望する留学生に対し、ジョブカフェにおけるキャリアカウンセリ

ングのほか、国が実施する外国人留学生採用サポート事業と連携し、道内外国人

留学生への就職支援を行います。

など

＜課題等＞ ■道内外国人労働者数と雇用事業所数 ■主な国籍別の外国人労働者数（H30）

・外国人材の保護や円滑な受入れに向け、外国人労働者の雇用
管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針の
周知やこれに基づく適正な雇用管理のための相談・指導体制
の整備を図りつつ、外国人と共生できるような社会の実現に
向けて、労働関係法令の遵守、適正な労働条件の確保をはじ
め、外国人労働者の雇用管理の改善等に取り組む。

・雇用管理改善の取組に関する好事例集の周知等による就労環
境の整備等を通じた企業の高度外国人材の活用を積極的に推
進するとともに、外国人留学生の卒業後の日本国内での就
職・定着について、関係機関、大学及び企業が連携しつつ効
果的な支援を行う。また、定住者など我が国における活動制
限のない外国人の安定した雇用を確保するため、日本語能力
の改善を図る研修や職業訓練等を実施する。

○出入国管理法改正（H31.4）

新たな在留資格「特定技能」創設

○特定技能の在留資格制度運用に関する基本方針、分野別運用
方針（14分野）、外国人材の受入れ・共生のための総合的対
応策の策定（H30.12）

労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要
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事業所数（社）

外国人労働者数（人）

国籍 人数

１ 中国 7,408人

２ ベトナム 6,260人

３ フィリピン 1,326人

４ 韓国 869人

＜道の取組＞

その他関連する動き
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（人手不足対策）

国など関係機関と連携を図りながら、人手不足分野などにおける職業理解の促

進やマッチング機会の提供、就業環境の改善に取り組むほか、職業訓練を充実す

るなど、求人、求職の両面からミスマッチの解消に取り組みます。
（人材の誘致と定着の促進）
留学生など外国人高度人材の就業支援に取り組みます。

第４期基本計画での取組方針

＜関連する動き＞

○外国人材の受入拡大・共生に向けた対応方向の策定（H31.3）

社
人

出典：北海道労働局資料



産業人材の育成・多様な訓練機会の確保等

＜国の取組＞

北海道労働局や（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構と連携を図りながら 、
成長分野における人材の育成、道立高等技術専門学院や民間教育訓練機関を活用
した職業訓練の実施など、時代や地域のニーズに対応した産業人材の育成を推進
します 。また 、地域産業を支える技能の継承、学生、生徒に対するものづくり
産業への理解促進など、次の世代を担う、産業人材の育成を図ります。
在職労働者の資質向上を図るための職業訓練を行う外、中小企業事業主団体等が
実施する職業訓練を支援するとともに、関係機関等と連携し、技能検定制度を含
めた職業能力評価システムの普及促進など能力開発インフラの整備に努めます。

 力強い地域経済の実現に向けた人材の育成
地域の人口減少による、経済の規模縮小が懸念されるなか、厚みと広
がりのある産業構造を形成し、世界を視野に入れた力強い地域経済の
実現に向け、優れた産業人材を育成していくことが必要。

 個人や企業によるキャリア形成の促進
力強い地域経済を実現していくためには、ものづくり産業など本道経
済の発展を支える産業の振興が急務であり、このような産業を担う人
材の確保・育成に向け、個人のキャリア形成を促進する必要がある。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞
○本道の経済・産業活動の担い手の育成を図るため、道立高等技術専門学院におい
て、将来、中核的技能者として活躍できる技能者を育成するために必要な職業
訓練を実施するとともに、ハローワークと連携して、本人の希望を踏まえたきめ
細やかな就職支援を行います。

○求職者を対象に、ハローワークや関係団体と連携するとともに、地域のニーズを
踏まえながら多様な職業訓練コースを設定し、民間教育訓練機関等への委託訓練
を実施することにより、再就職の促進を図ります。

○技能労働者の養成や在職者の資質向上を図るため、道立高等技術専門学院等にお
いて、必要な知識・技能を習得するための能力開発セミナーを実施するほか、中
小企業事業主団体等が実施する認定職業訓練への助成を行うとともに、企業にお
ける生涯職業能力体制の充実強化を図るため、向上訓練推進員を設置し、企業に
対する指導・助言等を行います。

○技能検定制度やビジネス・キャリア制度を含めた職業能力評価システムの普及促
進など、国や北海道職業能力開発協会等の関係機関と連携して能力開発インフラ
を整備します。

など

＜課題等＞ ■第10次北海道職業能力開発計画の目標指標の実績

・企業内の人材育成について、中小企業等が取り組む訓練への
支援やキャリアコンサルティングの普及を図るとともに、労
働者の主体的なキャリア形成を支援するため、意欲ある個人
に対する経済的支援を行っていく。

・産業界・大学等と連携した教育訓練プログラム開発等の取組
等を推進していく。

・労働者が生涯を通じて職業能力を開発・向上することのでき
る環境を整備するとともに、雇用のセーフティネットとして
の公的職業訓練の適切な実施等を通じて、多元的で効果的な
職業能力の開発を促進する。

・技能検定をはじめとした能力評価のものさしの整備や、個人
の職業能力の見える化に役立つジョブ・カードの活用等を促
進し、主体的なキャリア形成支援や最適なマッチングにつな
げていく。

＜道の取組＞

○新しい経済政策パッケージ（H29.12)

・リカレント教育など個人の学び直しへの支援
・生産性向上に資する人材育成の強化 など

○人づくり革命基本構想（H30.6)

人生100年時代に向けた幼児教育等の無償化、職業能力向上
のためのﾘｶﾚﾝﾄ教育、高齢者の雇用促進などに取り組む

労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要

指標 H27 H28 H29 目標値
（R2）

技専修了生就職率 96.2% 96.9％ 95.8％ 100.0%

公共職業訓練（委託訓練）修了
者就職率

73.8% 71.4％ 72.3％ 77.0％

能力開発セミナー受講者満足度 94.9% 91.8％ 94.0％ 97.0％

道実施技能検定合格者数 2,547人 2,585人 3,183人 2,700人
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その他関連する動き



雇用のセーフティネットの整備

＜国の取組＞

倒産の未然の防止や休廃業の減少を図るとともに、雇用の維持に向け関係機関
と連携した一体的なサポートを実施します。また、離職者が発生した場合には、
早期再就職等に向けた支援を行います。
東日本大震災による道内への被災避難者に対する支援については、災者に対す

る支援には、特別な配慮が必要です。このため、国などの関係機関とも連携しな
がら、生活の安定にも配慮した総合的な就業支援に取り組みます。

 景気回復の影響等もあり、企業の倒産件数は減少しているもの
の、地域の基幹産業を担う大規模事業所の撤退・閉鎖や原材料不
足等による事業縮小などにより雇用への影響が懸念される。

 近年頻発している大規模災害時の事業活動の休止・縮小に伴う雇
用への影響も懸念される。

 今後の雇用の危機等に備え、国等と連携した雇用のセーフティ
ネットのさらなる機能強化が必要。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○地域における大量離職者の発生等による雇用情勢の急激な悪化に対し、北海道労
働局などの関係機関との連携により、職業・生活相談や求人要請・開拓、職業訓
練の実施等の所要の対策を行う「緊急雇用対策プログラム」を機動的に実施し、
離職者の早期再就職を支援します。

○失業期間中の低所得者等の生活の安定を図るため、必要な生活資金を融資するほ
か、住居確保給付金の支給及び就労支援など、求職者に対する生活・就労支援を
推進します。

○本道へ避難している被災者の生活や就労の実態などを的確に把握し、国などの関
係機関とも連携しながら、被災者のニーズに応じて生活や就業支援制度などの利
用を促します。また、被災離職者等を雇い入れる事業主に対する国の支援措置の
積極的な活用を促進するほか、震災の影響を受けた企業に対し、雇用維持のため
の支援施策の相談対応などに取り組みます。

○離職者等の再就職のため、幅広い教育訓練資源を有する民間機関を最大限活用す
ることにより、職業訓練受講機会の拡大を図るとともに、多様な訓練受講機会を
創出し、再就職の促進を図ります。

など

＜課題等＞ ■道内の企業倒産件数の推移（件） ■最近の緊急雇用プログラム事例

＜道の取組＞

○地方版ハローワークの創設（H28.8）

地方公共団体が公的な主体として無料職業紹介を実施するこ
とで、雇用のセーフティネットとしての機能の強化。

○国と地方自治体の連携を強化するための雇用対策協定や一体
的実施事業の法定化（H28.8）

○ハローワーク業務・システムの見直し（R2.1~）

求人・求職者向けマイページなどハローワークインターネッ
トサービスの充実や、求人求職者に対するきめ細やかな窓口
相談サービスの充実などによる労働市場のセーフティネット
機能としてのハローワークの強化

○大規模災害等による雇用調整助成金の特例措置の実施
（北海道での直近の事例）
平成30年胆振東部地震の際に適用要件を緩和（H30.9）

・北見東京電波(株)美幌工場 H27.1~

・西武旭川店 H28.6~

・ほくおうグループ H29.10～

・(株)中合棒二森屋店 H30.10~

・イトーヨーカドー釧路店 H30.10~
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・災害が発生した場合には、被災地域の雇用を守るための取組
や、やむを得ず離職された方々の再就職支援を実施する。

労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要

12

その他関連する動き

出典：東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」



地域の創意に満ちた雇用創出

＜国の主な動き＞

国や道の産業・雇用施策の積極的な活用を進めるとともに、市町村や地域経済
を支える多様な事業者と連携を図りながら、地域の創意に満ちた良質で安定的な
雇用創出の取組を総合的に支援します。

 有効求人倍率については、道内ほぼすべての地域で１倍を超
えているものの、雇用の質や量について、地域によってばら
つきがあることから、地域の特色を活かした良質で安定的な
雇用の創出が必要。

第４期基本計画での取組方針

＜主な取組（R元年度）＞

○地域におけるソーシャルビジネスやコミュニティビジネス等による地域課題の解
決を図る取組を促進するため、創業などの支援体制の整備等を図り、NPOなどの
多様な事業者の活動を支援します。

○「地域雇用開発促進法」による、「雇用開発促進地域」における事業者に対する
国の支援措置を活用し、事業所の施設・設備の設置・整備に伴う地域求職者の雇
い入れを促進します。

○スポーツ大会や合宿を誘致するため、地域の関係団体とのネットワークを構築し
スポーツコミッションの設立促進・連携強化を図るとともに、受入や大会運営を
支援するスポーツコミッションアドバイザーを委嘱します。

○雇用創造に意欲的な市町村などと連携し、地域雇用活性化推進事業など国の制度
を活用した自立的な取組や地域活動を促進するとともに、地域づくり総合交付金
により、地域の特性・優位性を生かした取組を効果的に支援し、地域の創造と主
体性を活かした地域づくりを推進します。

○ものづくりや食と観光関連産業を対象に、地域がもつ特性や優位性を活かした産
業振興とともに、生産性の向上や職場環境の改善の取組への支援を通じて、良質
で安定的な雇用の創出を図ります。

など

＜課題等＞ ■道内地域別の有効求人倍率（倍）

＜道の取組＞
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・地域に魅力ある良質な雇用機会を創出する取組が引き続き重
要である。地域ごとに産業構造、人口構成等が異なっている
ことも踏まえ、地方公共団体その他の地域の関係者が創意工
夫や発想を活かして実施する雇用創出の取組や大都市から地
方への就職を後押しする取組を支援するなど、地方公共団体
等との連携による地域の実情に応じた雇用対策を推進し、地
域の産業政策と雇用政策との調和を図る。

労働施策基本方針（H30.12）の主な施策の概要

○地方創生に向けた地域雇用対策の推進（厚生労働省）

地域における魅力ある雇用の創出に向けた取組を推進するた
め、都道府県向けの「地域活性化雇用創造プロジェクト」
（平成28年度～）、市町村単位向けの「実践型地域雇用創造
事業」（平成24年度～）を実施

○まち・ひと・しごと創生総合戦略2018改訂版（H30.12)

・地域に新たなビジネスや雇用を創出するため、官民一体と
なった創業支援や企業家教育を行うことにより地域の雇用創
出に寄与する起業・創業を促す。加えて、地域未来投資促進
法に基づき地域の特性を活かした地域経済牽引事業を促進
し、地域に経済的波及効果を生み出すことを目指す。
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その他関連する動き

出典：北海道労働局資料


