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１ 開会 

【事務局（雇用労政課 柿崎主幹）】 

 皆様、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。少し早いですけれども、皆様お

そろいのようですので、ただいまから北海道労働審議会を開会いたします。本日の審議会には 15

名の委員のうち過半数の 12名のご出席をいただいておりますことから、北海道労働審議会条例施

行規則 8条によりまして、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、道が定めます附属機関の設置及び運営に関する基準に従いまして

公開とさせていただきます。また議事録につきましても、北海道のホームページなどで公開するこ

とになっておりますので、ご承知おき願います。 

 それでは初めに倉本経済部長からご挨拶を申し上げます。 

 

２ あいさつ 

【倉本経済部長】 

 経済部長の倉本でございます。本日は、北海道労働審議会開催に当たりまして亀野会長をはじめ、

委員の皆様には、年末のお忙しい中、ご出席を頂戴いたしましてありがとうございます。日頃から、

労働行政の推進にあたりましては、格別のご理解、ご協力を賜っておりますことを重ねてお礼申し

上げます。 

 本日の審議会では「今後の高等技術専門学院の運営方針」仮称ではございますが、これの答申（案）

につきまして、その後、付託されました職業能力開発部会において、開本部会長のもと、熱心にご

議論をいただいたものでございまして、とりまとめに感謝申し上げます。幅広い分野で人手不足と

なっている本道におきまして、人材の育成・確保が喫緊の課題でございます。こうした中、道立高

等技術専門学院が今後も地域のものづくり産業などの人材育成機関としての役割を果たしていく

ため、中長期的な運営方針となるものでございます。限られた時間でございますが、忌憚のないご

意見をいただければ幸いでございます。 

また、あわせまして、平成 28年度に策定をいたしました「第 4次北海道雇用創出基本計画」が

来年度で終了することとなっております。人手不足への対応が喫緊の課題となっている現状を踏ま

えまして、次の計画の策定にあたって、その骨格や着眼点などについて、委員の皆様から幅広くご

意見をいただければと考えております。 

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 柿崎主幹）】 

議事に入ります前に、この 12月に新たに審議会の委員及び部会の特別委員に就任された方をご

紹介させていただきます。 

お手元に資料 1としまして、審議会委員の方の名簿をお配りしておりますが、太枠で囲まれてお

ります、労働者代表 連合北海道女性委員会委員長の金子 ユリ 委員が新たに就任されました。 

また、資料 2としまして、部会特別委員の方の名簿をお配りしておりますが、同じく太枠で囲ま

れております港湾労働部会の日野 渉 特別委員、石橋 圓行 特別委員、石炭鉱業離職者対策部会の

楡金 達朗 特別委員が新たに就任されましたのでご報告いたします。 

それではこれより議事に入ります。議事の進行につきましては、亀野会長にお願いいたします。

よろしくお願いします。 

 

【亀野会長】 

 みなさん、こんにちは。それでは、議事を進めて参ります。 

はじめに、議事が二つございますが、1番目の（１）の協議事項でございます。「今後の高等技術
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専門学院の運営方針（仮称）」の答申（案）についてでございます。この運営方針の策定につきまし

ては、7月 17日の審議会におきまして、職業能力開発部会に付託し、その後部会で審議をいただ

き、今般答申案を取りまとめていただきました。 

職業能力開発部会 開本部会長から報告をお願いいたします。 

 

【開本部会長】 

 はい、私、開本の方から職業能力開発部会の審議経過及び答申の案について報告させていただき

ます。お手元の資料の 3-1以降を使用いたしますので、必要に応じてご参考にしてください。 

まず、職業能力開発部会における審議経過については、資料 3-1 をご覧ください。7 月 17 日

の当審議会において、職業能力開発部会に付託され、これまで 4回の審議を行い答申（案）を策定

いたしました。第 1 回の部会では 7 月 18 日に開催し、札幌高等技術専門学院の訓練視察を行っ

た上で、労働審議会の意見を踏まえて議論し、策定に当たっての「基本的な考え方」を了承いたし

ました。第 2 回は 7 月 30 日に、第 3 回は 8 月 24 日に開催し、技専の訓練科目の評価や平成

25 年と平成 29 年に審議会から提言のあった項目の確認と今後の考え方などについて審議を行い、

専門学校との科目の重複や新規高卒者の募集、授業料の水準などについて、議論がなされました。

第 4 回は 11 月 6 日に開催し、それまでの議論を踏まえて取りまとめた答申（原案）について、

審議を行いました。審議の中で目標指標について意見があり、「就職率」を「関連業界就職率」に変

更することとしたほか、新規高卒者の募集に関連して「募集周知の早期化」について意見がありま

したが、議論の結果、原案どおりといたしました。このような審議経過を経て、私から答申（案）

として、労働審議会に報告することが了承されたところです。 

次に、答申（案）についてでございます。資料 3-2-1をご覧ください。「今後の高等技術専門学

院の運営方針（仮称）」について、答申（案）を策定したことを、私から亀野会長に報告するもので

ございます。答申（案）につきましては、概要と本文を添付しておりますが、資料 3-2-2 の概要

をもとに報告をいたします。まず、「策定の趣旨」ですが、「人口減少や少子高齢化等に伴う人手不

足の進行、働き方改革の推進など、職業訓練を取り巻く状況や雇用情勢の変化に対応し、技専が、

地域のものづくり産業などを支える人材育成機関としての役割を果たすとともに、全員参加型社会

の実現に貢献していくため、今後の技専の訓練体制や訓練内容、訓練科目、その他運営に関わる基

本的な方針を策定する」としました。「技専を取り巻く状況」として、本道の労働力人口が将来にわ

たり減少が見込まれることや、人手不足が顕著になっていることなどを記載しております。「技専

の現状」として、６つの連携地域を基本に８校（１分校）を配置しており、就職率は高いが、定員

充足率が低下傾向にあること、修了生の地元就職率や職場定着率は高いことなどを記載しておりま

す。「技専の課題」としては、応募者・入校者・定員充足率が減少傾向にあること、人手不足や労働

力人口の減少に対応した産業人材の育成・輩出を行う必要があること、官民の職業教育訓練機関と

連携を図る必要があることを記載しております。 

こうした現状や課題を踏まえて、今後の技専の運営方針を示します。なお、この運営方針の対象

期間は、２０１９年度から２０２５年度までの７年間としております。まず、今後の技専の運営に

当たっての基本的な考え方として、「地域産業を支える人材の育成」「全員参加型社会の実現への貢

献」「官民の効果的な連携」の３点を示しました。これらは、７月１７日の第１回審議会で議論いた

だき、部会においても議論の上、了承しました。「訓練体制」については、「技専が今後とも、もの

づくり関連を重点に、道内各地域の産業を支える質の高い技能者を育成・輩出する役割を果たすた

め、６つの連携地域を基本とする８校（１分校）体制を維持する」としました。「訓練内容」につい

て、施設内訓練においては、訓練科目は、今後とも「ものづくり」関連分野に重点化するとともに、

地域の産業界の人材ニーズなどに対応し、訓練科目・訓練課程・カリキュラム・入校定員等の必要

な見直しを行うこととしました。具体的には、北見技専の「電子機械科」を「機械技術科」に科目

転換することや、「色彩デザイン科」「造形デザイン科」「建築技術科」のカリキュラム等の見直し、
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既卒者が入校しやすい訓練課程の検討、地域の産業情勢などを踏まえた入校定員の見直しなどを行

うこととしました。また、施設外訓練においては、人手不足や求職・求人ニーズに機動的に対応す

る民間や地域の職業教育訓練機関を活用した委託訓練や、在職者の職業能力開発を推進する「能力

開発セミナー」について、着実に実施することとしました。 

技専の喫緊の課題である「入校生の確保対策」については、ものづくり人材を１人でも多く地域

に輩出するため、新規高卒者や離職者の方々に入校していただくことが重要であることから、地域

や業界団体、ハローワーク等の関係機関との連携を強化し、技専の強みや魅力をアピールしたＰＲ

内容の改善を図るなど、広報・ＰＲ活動を充実・強化するとともに、地元自治体との連携・協力を

強化することとしました。募集周知の早期化については、現在９月１６日、これは新規高卒者の就

職に関する申し合わせの選考・採用内定開始日となりますが、この日になっている周知開始日を、

同申し合わせの求人公開開始日の７月１日に早めるほか、全道のどの技専で受験しても、希望する

技専に入校できるような選考試験の共通化や、技専の通称または愛称の公募導入を図ることとしま

した。さらに、新規高卒者はもとより、既卒者の入校を促進することも重要であり、現在、自動車

整備科や室蘭・苫小牧技専に導入している学び直し「自己推薦制度」について、全技専・全科目へ

の拡大をすることや、年齢制限を廃止すること、４月末までの入校に対応した募集期間の延長を検

討することとしました。 

次に、「全員参加型社会の実現に向けた取組」として、女性の職業能力開発に向けて、再就職・復

職支援に資する委託訓練等を実施することや、障がい者に対する職業訓練として、知的障がい者を

対象とした訓練や委託訓練などに取り組むこと、また、外国人留学生や研修生の受入について、国

の動向等を情報収集し、技専として実施できることを検討していくことといたしました。なお、授

業料の水準や授業料の減免措置については、次回の授業料の改定に向けて、適正な水準や経済的事

情のある方への措置などについて検討していくこととしました。「官民の連携」については、現状で

は、連携地域ごとにおける技専と専門学校等との訓練科目の重複は見られませんが、今後も、「民間

にできることは民間に」を基本方向とし、技専の訓練科目や訓練内容が、民間と競合することのな

いよう、重複・連携等に十分配慮し、官と民があいまって人材の育成を図っていくこととしました。

「執行体制」として、技専の入校定員に応じて、指導員を適正に配置することや、様々な研修の実

施により、指導員の資質向上を図ること、委託訓練や在職者訓練の実施を担っている「能力開発総

合センター」の機能を維持していくこととしました。「施設・設備の整備等」については、技専の安

全で快適な訓練環境を整備し、技術革新などに対応するため、施設の改修・修繕に努めていくこと

や、実習用機器の計画的な更新・整備に努めていくこと、必要な予算の確保に努めていくこととい

たしました。 

この運営方針を効果的・効率的に推進するための「推進管理」として、ロードマップを作成し、

これに沿って、個別課題の検討を行い、実施に向けた取組を進めることとしていますが、対象期間

中の２０２３年度までに、それまでの取組の実績等を点検・評価し、必要に応じて見直しを行って

いくこととしました。最後に、「目標指標」ですが、運営方針の目標を明確にするとともに、取組の

効果を検証し、改善に活かすために、４つの目標指標を設定しました。１つめは、「技専（施設内訓

練）修了生の関連業界就職率」です。技専で習得した技能や資格を活かす「関連業界」への就職率

を目標指標とし、目標値については、過去１０年間の最大値である平成２６年度の９４．５％を超

える水準として、９５．０％としました。２つめは、「技専（施設内訓練）における既卒者の入校者

数」です。少子高齢化が進行する中で、既卒者の入校促進を図ることが重要であることから、本年

度の既卒者の入校者数６０名を１２０名に倍増させることを目標としました。あとの２つは、施設

外訓練に関する目標指標で、委託訓練の修了者の就職率と、能力開発セミナーの受講者の満足度で

あり、これらはいずれも道が策定している現行の「第１０次北海道職業能力開発計画」の目標指標

に準じたものです。以上で、職業能力開発部会での審議経過及び答申（案）の報告を終えたいと思

います。 
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続いて、７月１７日の審議会において、各委員からいただいた意見への対応については、事務局

より説明させていただきます。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 職業能力開発部会の事務局をしております経済部人材育成課の内藤でございます。私の方から７

月１７日に開催いたしました前回の労働審議会における各委員の皆様からの意見への対応につき

まして、資料３－３に基づきまして説明をさせていただきます。 

資料３－３の左側の方に、北海道労働審議会における意見ということで、前回の審議会でいただ

いた意見を整理してございます。この審議会における意見の概要におきましては、第１回の部会に

おきましても、部会員の皆様にお示しをし、これらを踏まえて部会の議論を行ったところでござい

ます。まず、一番上で、森委員からいただきました「技専の存在意義を見据えた上で、今後の運営

方針を定めるべき」とのご意見につきましては、今後の技専の方向性として、３つの基本的な考え

方を示すとともに、技専の意義につきましては、「地域に密着し、ものづくり関連を重点に地域の人

材ニーズに対応した職業訓練を実施し、道内各地域の産業を支える質の高い技能者を育成・輩出す

る役割を果たしている」と総括していただきました。 

次の「現状把握・分析」でございますが、國武委員から「入校状況の現状を『見える化』するべ

き」、また、森委員から「労働審議会から提言が出されている新たな評価項目を把握すべき」といっ

た意見をいただいておりました。これらにつきましては、技専の施設内訓練の訓練科ごとに、「応募

倍率」と「就職率」を把握し、基準以下となった１６訓練科について、新たな評価項目を加えて総

合的な評価を行い、その結果、訓練内容や入校定員の見直しが必要とされた訓練科について、見直

しの方向性を盛り込んでいただきました。 

続きまして、國武委員からいただきました「他県のよい取組を参考に活かすように」とのご意見

につきましては、本年、９月に他府県アンケートを行い、訓練課程や訓練内容、入校生の募集方法

などの取組を把握いたしまして、それらを参考にしながら、既卒者が入校しやすい訓練課程につい

て検討を進めることや、訓練生の募集周知の開始日を早めること、どの技専で受験しても希望する

技専に入校できる試験方法の導入を目指すことなどを盛り込んでいただきました。 

資料の２ページ目でございます。亀野会長から、「これまでの労働審議会の２回の提言を踏まえ

て議論すること」とのご意見につきましては、これまでご提言いただいた２回の提言の項目ごとに、

提言の内容や対応状況、今後の考え方を議論し、その結果を方針案に反映させていただきました。 

また、入校促進に関しまして、國武委員から「入校促進に向けた取組をどう具体化するのか明ら

かにすること」とのご意見につきましては、答申（案）の中に「（３）入校生の確保対策」といたし

まして取組の概要や方向性について記載をいただいたところでございます。 

続きまして、訓練科目の内容につきまして、朝倉委員から、「ＩＴに関する訓練科目があると良

い」、また岡田委員からは「人手不足が深刻な業種に関する教育訓練ができないか」というご意見を

いただいておりましたが、これにつきましては、技専の訓練科目についてはものづくり関連分野に

重点化しており、ＩＴや観光分野につきましては、民間の専門学校との役割分担を踏まえ、施設内

訓練の科目には盛り込んでおりませんが、民間等への委託訓練におきまして人手不足分野での人材

育成など、地域の訓練ニーズにきめ細かく対応していくことを記載いただきました。 

続きまして、國武委員からいただきました、「新卒に限らず広く間口を設定することも議論すべ

き」、また岡田委員からいただきました「『学び直し』については、年齢層の高い方々にも対象を広

げると良い」との意見につきましては、学び直しを行う既卒者の方々が入校しやすい訓練課程の検

討や募集選考方法の改善を図ることを記載するとともに、既卒者の入校者数の倍増を図ることを目

標指標として掲げることや、学び直しの「自己推薦制度」の対象者の年齢制限を廃止することを盛

り込んでいただきました。 

最後に３ページの執行体制に関しまして、山田委員からいただきました「訓練の質が低下しない
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ように、道として必要な予算を確保すべき」とのご意見につきましては、国からの補助金・交付金

を含めまして、必要な予算の確保に努めていくことが盛り込まれております。 

また、同じく山田委員からいただきました「道として指導員の確保と育成について、しっかりと

取り組んでくべき」とのご意見につきましては、指導員を適正に配置することや、様々な研修の実

施により、指導員の資質向上を図ることを盛り込んでいただきました。 

私からの説明は以上でございます。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございました。取りまとめにあたりまして、開本部会長それから委員の皆様に

感謝申し上げます。 

ただいま、部会長や事務局から報告がございましたが、ご質問はございますでしょうか。また、

ご意見もいただければ、と思いますがいかがでしょうか。 

山田委員、お願いします。 

 

【山田委員】 

 労働者代表の山田です。答申に関しましては、しっかりと進めていただきたいという立場でござ

いますが、前回の審議会でも発言させていただいたように、来年、１０月から消費税も上がること

を踏まえながら、やはり、しっかりとした予算を確保しなければ、ここで答申がなされてもスムー

ズにいかないのではないかと懸念されますので、是非、確保に向けた努力をいただきたいと思いま

す。 

また指導員不足も、来年採用されるということですけれども、それでも、まだ不足の状態が続い

ておりますので、引き続き適正配置もうたっておりますけれども、人数が揃わなければどこかで無

理が生じますので、是非継続して取り組んでいただきたいというところでございます。予算に関し

ても、執行保留などの足かせをつけることなく、現場に裁量を持たせて、現場が苦労しないように

対応をいただきたいと思います。以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。予算の確保、適切な対応、それから指導員の確保ということでご

ざいます。何か事務局からこれに関して。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 ただいまご意見いただきました件につきまして、必要な予算の確保、また指導体制の確保につき

ましては、部会の中でも十分ご指摘を受けたところでございまして、答申（案）の中でも、必要な

予算の確保、また指導体制の確保ということを盛り込んでいただいたところです。これにつきまし

ては、答申（案）に記載されておりますとおり、道といたしましては、今後とも引き続き、予算の

確保、また指導体制の確保に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 

【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。ご質問でも、ご意見でもかまいません。 

はい、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。答申（案）を短い期間の中で、要領よく方針がわかる形でまとめてい

ただいて、部会長をはじめ、ありがとうございます。取り巻く状況も極めて難しいところですが、
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こういう職業能力開発が維持される形で、道内で推進してもらえるといいと思っております。この

方針は大変素晴らしく、目標数値の設定も新しい試みで大変良いのですが、質問というか、意見が

１点だけあるとすれば、７年間という期間が非常に長いので、ＰＤＣＡを多少回す感覚が必要では

ないかということです。目標を達成したかどうかということも大切ですが、継続的に指針に基づい

て改善していくという取組が必要ではないかという印象を受けました。ですので、方針が７年です

ので、実現していく過程で期間を区切って、方向性なりを確認する作業みたいなものはイメージさ

れているのかどうか。厳しく管理せよ、ということではなくて、地域の職業教育がうまくいくよう

な形で何かプランニングが必要かなという印象を受けましたので、お考えがあればお聞かせいただ

ければと思います。 

 

【亀野会長】 

 ありがとうございます。非常に重要なご指摘だと思いますが、今のご意見についてお考えなどあ

りますでしょうか。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 まず、対象期間の７年間とした部分ですが、これは、来年度の２０１９年度から２０２５年度が

終了年度ということでございまして、この終了年度の２０２５年度につきましては、現在の北海道

総合計画が２０２５年度を最終年度としていること、また国の職業能力開発基本計画に基づきまし

て、道が策定する「北海道職業能力開発計画」の次期の第１１次計画の対象期間が２０２１年度か

ら２０２５年度までの５年間の計画となる見込みであることから、これらの計画の終了年度と合わ

せたものでございます。一方、その間の推進管理につきましては、先ほど部会長の方でも触れてい

ただきましたが、推進管理といたしまして、答申（案）の巻末にロードマップの行程表を策定して

いただきました。おおまかに７年間の間で、どういった項目をどのようなスケジュール感で進めて

いくのかということを示しておりますが、その中におきましても、取組を進める中で、その取組の

成果が上がっているのかどうか、また現状に合っているのかどうかを検証する必要があるというこ

とは認識をしてございまして、大まかに申し上げまして、２０１９年度から始まりましてから、し

ばらく取組を進めますが、中間年を過ぎた２０２３年度におきまして、訓練科目の見直しを行った

効果の検証や、入校促進策の効果検証などを行い、地域の業界団体や関係機関などの意見徴取など

を行いまして、改めて取組の成果があったかどうかを検証し、その次の方針の策定に繋げていきた

いと考えております。その間におきましても、職業訓練を取り巻く状況や、マクロ情勢の変化に対

応するため、情勢を見極めつつ、必要に応じた見直しは行ってまいる考えでございます。 

 

【亀野会長】 

 ロードマップ、２３ページですね、そこに書いてありますが、國武委員がおっしゃったのは、「こ

の計画は計画で非常にいいけれども、この計画が想定していないような、いろんな内外の状況の変

化があった場合に臨機応変に目標も含めて検討、検証していただきたい。」ということへのお答え

と取ってよろしいですか。一応、答申（案）には、こう書いていますので、情勢の変化を踏まえて

いくということでよろしいでしょうか。 

 他、いかがでしょうか。どうぞ、上田委員。 

 

【上田委員】 

 弁護士の上田です。前回から半年でこれだけのものをまとめられていて、本当に良い内容だと思

っています。 

この中で、入校生をすごく広く取り入れようという方向性は非常に良いと思っています。全員参

加型社会の実現に向けた取組として、障がいを持たれている方にも広く間口を認めていこうという
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ところは、とてもいいと感じています。実際、私も仕事をしていて、労働事件とか、仕事をしてい

てパワハラやセクハラ、いろいろな過重労働等で一旦仕事を辞めなければならなくなってしまった

方がいらっしゃった時に、一体どうやって次に繋げていくかがすごく悩ましいと思っているのです

が、広報も強化されていくということですが、なかなか情報にアクセスできない方が多いと感じて

います。もちろんホームページ等は非常に大事だとは思いますが、きめ細やかに、障がいを持たれ

ている方が行く先などで、具体的な広報等もなされているとアクセスしやすくて、受講生の反応に

なるかなと思っています。かなり具体的に書かれていると思いますが、是非、受講していただけれ

ば、と感じています。 

 

【亀野会長】 

 ありがとうございます。この情報へのアクセスについて、いろいろ広報にあたって工夫をしてい

ただきたいという趣旨ですね。ホームページ等以外でもいろいろやってほしいという趣旨ですね。 

何かございますでしょうか。 

 

【開本部会長】 

 上田先生、ありがとうございます。おっしゃるように、入校生の確保対策というものが重要でご

ざいまして、広報活動を充実強化したいと。特に地元自治体との連携協力を強化するということを

確認しているところでございます。そして、技専の通称あるいは愛称の公募導入を図るといったア

イディアも出ているものですから、引き続き意識しながら、技専の存在とその科目がどのようなも

のがあるかとか、内容面もホームページも含めて知らせていく方向で対応しようと考えております。

ご意見ありがとうございます。 

 

【亀野会長】 

 今、おっしゃられたのは１９ページあたりですね。もちろんこれ以外でもアイディアがありまし

たら、進めていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

他、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。いろいろ今ご意見・ご質問が出ましたけれど、特

にこの答申（案）に対して、「ここを修正してほしい」という趣旨ではないと理解してよろしいです

ね。 

それでは、部会長からの報告のあった答申（案）のとおり、当審議会として、北海道知事に答申

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議無し） 

 

はい、ありがとうございます。それでは、答申（案）のとおり決定し、知事に答申することとい

たします。なお、答申につきましては、この審議会終了後に國武会長代理と開本部会長とともに倉

本経済部長を訪ね、提出いたしますので委員の皆様にはご承知おき願います。 

続いて、今後の運営方針の策定スケジュールについて事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 運営方針の策定スケジュールについてご説明します。資料の３－４をご覧いただきたいと思いま

す。本日、１２月１８日に労働審議会におきまして答申を決定していただいたところでございます。  

 本審議会終了後、亀野会長から倉本経済部長に答申していただきます。道といたしましては、い

ただきました答申をもとに、道としての「今後の高等技術専門学院の運営方針」の素案を速やかに

策定いたしまして、早ければ来年１月の北海道議会経済委員会に報告の予定としております。報告

の後、パブリックコメントを概ね１ヶ月間実施いたしまして、道民の皆様から広くご意見を募り、
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いただいたご意見を検討し、反映すべきものは反映するなどいたしまして、「今後の技専の運営方

針（案）」を策定いたします。その後、改めて経済委員会へ報告し本年度中に決定をしたいと考えて

おります。今後のスケジュールについては以上でございます。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。先ほどの説明につきまして、ご質問ございますでしょうか。 

よろしいですか。それでは、（１）協議事項「『今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）』答申

（案）について」の議事を終了いたします。改めまして、部会長、それから委員の皆様、短時間に

まとめていただきまして、ありがとうございました。感謝申し上げます。 

それでは、次の議事に入りたいと思います。次は「その他」の「次期北海道雇用創出基本計画の

策定について」でございます。まず、説明をお願いいたします。 

 

【事務局（雇用労政課 柿崎主幹）】 

 はい、事務局から説明いたします。「次期北海道雇用創出基本計画の策定について」でございます

が、本日、こうした議事を挙げさせていただいたのは、今後、計画策定に向けて検討を進めるにあ

たりまして、どういった着眼点、また考え方をもって進めていったらいいのかといったことについ

て、本日委員の皆様からご意見をいただきたいという趣旨でございざます。 

この雇用創出基本計画というのは、現行、第４期計画でございまして、この期間が平成３１年度

まででございます。その根拠は資料４－４で雇用創出基本条例を付けておりますが、この第１０条

の雇用創出に関する基本的な計画に基づきまして策定しているものでございます。この策定の時期

が、平成３２年度でございます。これにつきましては、策定作業は平成３１年度中、来年度中に行

わなければならないということで、今後状況把握であるとか、データ整理等を進めていく必要がご

ざいます。策定に向けて、検討を進めるにあたって、本道は人口減少や高齢化が進む中で、また景

気回復している中で、雇用情勢というのは改善している、またその一方で様々な業種で人手不足が

深刻化しているといった状況がございます。 

これまでの基本計画というのはこういった雇用情勢が厳しい時代に取りまとめられていて、その

時の体系というのが資料４－３で、「北海道雇用創出基本計画の変遷」でまとめているところです

が、施策の体系というのは大きく申しまして「雇用の受け皿づくり」、「就業の促進」、「雇用のセー

フティネットの整備」の３つの柱できておりまして、この柱を踏襲しつつ、情勢変化を踏まえて、

例えば人口減少社会、あるいは人手不足への対応、働き方改革の推進、こういった要素も取り入れ

ながら計画の体系を作ってきたものでございます。 

こうした中で、現在、人手不足ということで、新たな着眼点だとか考え方を持つ必要があるので

はないかといったようなことを考えておりまして、例えば、今申しました３つの体系、施策体系と

いうのが、今後も適当であるのかどうかということであるとか、人口減少のもとで、雇用創出の意

義、狙いといったことはどういうことになるのか。また、外国人材の円滑な受入れ、今、話題にな

っていることでございますが、そういったことに必要なことはどういうことなのか。そういったよ

うな視点で、本日皆様のご意見を伺うことができればと思っております。 

簡単ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。それでは、ただいまのご説明に関しまして、皆様のご意見を伺い

たいと思っております。せっかくの機会です。今回はフリーに、こういうものに対しまして、こう

いう考え方があるのではないか、とか、こういうものを取り上げた方がいいのではないかとか、何

でも構いませんので、これから計画を作るにあたって、皆さんの前向きなご意見をいただきたいと

思っております。 
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今日は、できれば皆さん全員に一言ご意見をいただいきたいと思っております。よろしくお願い

いたします。順番にいきましょうか。また、一巡したら更に追加の時間も設けますので、それを踏

まえて意見をいただければ。 

それでは、左の方から。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。雇用創出基本計画で、自由にご意見をということですので、３点ほど

お話ししたいと思います。すべて、日本的雇用の変化に直面しているので、そういう動向を踏まえ

た施策を考えた方がいいのではないかという観点からお話ししたいと思います。 

１つは、皆さんご存じのとおり、働き方改革関連法が、２０１８年６月に成立しまして、８つの

法律が改正となって今後具体的に走り出します。例えば、労働時間の上限規制が入りますし、それ

に加えて年休取得も一部が義務づけられます。それで、もっとも影響があると思うのは、格差の改

善ということで均等待遇・均衡待遇が法律で入ったところです。これは、これまで男性中心に一生

懸命働いて女性が家庭を支えるというモデルできた日本的雇用を、少しやりかたを変えましょうと

いう発想として捉えた方がいい法案で、ある意味、正社員改革というふうに思っています。この法

案が持つ意味ですが、道としては何が必要かというと、急に「法律どおり変えなさい」と言われて

も企業は対応できませんので、「じゃあ、どうしたらいいのか」という橋渡しや、情報提供、アドバ

イスなどです。昨年から働き方改革の組織を道庁で立ち上げて、各県でもやってますけれど、おそ

らく法の趣旨を踏まえて「人事のお金の付き方も、透明化を図らないとダメですよ」という法案に

なってますので、これまでの年功的なやり方だとちょっとマズイとか、おそらく各企業で「そんな

のやりたくないよ」というハレーションが当然出てくるところです。おそらく都道府県ごとに推進

が上手くいくところと上手くいかないところが出てきて、上手くいかないところというのは結局、

置いていかれて、働きにくいところだから他県に移ろうとか、そういう機運にもなるという感じは

しています。法案の対応として、スムーズな企業の組織改革、道として企業の組織改革づくり支援

を積極的にしていくという施策が考えられるのではないか。これは政策１、２、３のすべての項目

に関わるところで、重要だと思っています。 

２つめは、就業の促進に関して、柔軟な働き方の推進を積極的に考えるべき時代ではないかとい

う印象を持っています。下段のところに「女性の活躍推進」とか、「中高年齢者」とか、「障がい者

の」とか、多様な働き方が書いてありますけど、ただ何も施策がないままフルタイムを前提とした

働き方でやってくださいといっても、人それぞれにさまざまな事情がありますし、難しいというこ

とがあります。そうすると、おそらくこれからは労働時間を少し短くしたり、あとは場所にとらわ

れないとか、それでも公正に処遇してもらえるということであれば、もう少し働くことで社会参画

しようかなということになりますし、厳しい雇用環境に対応しないと一人前とは認めないというこ

とになると、高年齢者などは体力的な問題もあって、それだったら社会参画は難しいという感覚に

もなります。多様な働き手の就業促進という総論としては非常に重要なところだと思いますので、

外国人労働も含めて、各カテゴリーに応じて柔軟化というのが一つキーワードという気がします。

柔軟で公正に処遇するというのが、２つめのポイントだと思います。 

３つめは「雇用のセーフティネットの整備」に関連して、失業時の就職活動について、もう少し

積極的な施策を考えておいた方がいいということです。これは、日本的雇用というのは、「長期で」、

「一社で」というイメージでしたけれど、おそらくこれから多様な働き手の就業促進を想定してお

くべきでしょうし、また、景気状況というのはある種サイクルですので、中長期的には経済情勢が

悪くなるとか、一時的に失業が増える場面というのは、道としては想定しておいた方がよろしいの

ではないかと思います。失業の未然防止とか、失業してしまったときの金銭的な手当と、ある種こ

れが「雇用の受け皿づくり」の１に関連しますけれど、情報提供とマッチングを支援することで、

新しい仕事やニーズに人を繋げて、新たな働き方に繋いでいく施策が必要だと思います。全体に、
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国を含めた行政の下支えがないと、そういう労働力移動みたいなものは、各企業単位では実施する

ことは難しいところです。職場を移動しなくていいなら移動しない方がいいですけれど、やむを得

ず失業した場合に、失業状態を如何にするかというだけではなくて、新たな場を見つけて次に繋げ

るのがセーフティネットではないかという感じは受けております。そういう意味を含めた総合的な

就業支援を考えていただければな、というが思いついたところです。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。では、順番にいきたいと思います。開本委員お願いいたします。 

 

【開本部会長】 

 はい、開本です。私は、雇用労政課さんがやられている事業で、高校生にワークルールをお話に

いくということを年に２～３校やっております。地方のだいぶ田舎の方にいくと高校生が実際にア

ルバイトをしていて、地元のコンビニを含むサービス業といった人手不足の業種をしていることが

あります。それで高校生の方に、「このクラスの中で一番ブラック企業で働いているのは誰だと思

う？」とか、「一番就業時間の長い人は誰だと思う？」という話をすると、特定の人が「はい、私

だ。」みたいな感じで、いろいろ盛り上がるのですが、そういった方々に、ワークルールがどれほど

守られていないか、といったことをお聞きすると、給料明細書をもらえないとか、言ってももらえ

ないから親に言ったら１年分くれたとかですね。あと、時給は最低賃金だけれど、うちの会社は２

年くらい変わっていないとかですね、とても基本的なところができていないことを毎年感じて帰っ

てきております。 

つまり、こちらの計画の着目点や施策の体系や今現実のあり方としての働き方改革にどう向き合

うかとか、現在の事由に則った着眼点が書かれていますが、地方に限らないかもしれませんけれど、

基本的なことさえできていないところを改めて指摘する必要もあるのではないかと思います。高校

生の話というのは、わかりやすい例として挙げただけですが、やはり働きやすい環境づくりという

もの、これは会社側、民間側が主にきちんとやることであり、労働者側は、細かい知識はともかく

として働きづらさというのは感じて不満を抱いているものですから、そういったところが雇用創出

の妨げにならないような配慮も必要なのかなというふうに思います。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。それでは上田委員、お願いします。 

 

【上田委員】 

 弁護士の上田です。今回の計画の中で、就業の促進についてはとても大事な点だと思っています。

特に女性の活躍や、障がい者の就業支援を進めていくにあたっては、事業者側もどのようにすると

働きやすい職場がつくれるかということを知ったり学んだりできる場、機会も大事だと思っていま

す。これから具体的に働き方改革の法律が施行されていくと、時間外労働の規制や、有給休暇をで

きるだけ取得させなきゃいけないといったことが、今後入ってくるわけですけれども、その中でど

うやって実現していくかというのは各事業者の方々も悩まれているところではないかと思ってい

ます。上手くいっている例などを行政のサイドで集約して、企業に応じた改善のための取組をアド

バイスいただけるような形になっていくと、具体的な働きやすい環境の整備に繋がっていくと思っ

ています。 

私は、北海道で作っている過労死の防止センターにも所属をしていますが、そこでシンポジウム

をした際に、良い例を紹介して取り入れられるところは取り入れられるような機会を設けたいと思

い、いろいろ情報収集をしましたが限界があり、そういったことを行政サイドを含めてやっていた

だけると非常に有益だと感じています。 
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【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。次に石崎委員。 

 

 

【石崎委員】 

 はい、石崎です。多様な働き方というと、いつも女性とか高齢者、障がい者という話になると思

うのですが、女性の働き方・活躍という部分でもう何十年も前からこういう話が出ていて、劇的に

変わるものではないとは思っております。 

私も働き方が変わりまして、正社員で働いていたところから、離職をして結婚して子どもを産ん

でという形で、今は非正規雇用で働いております。これは十何年前から今も変わらない状況で、こ

れは道だけの問題でももちろんなくて、何か事例がある中で少しずつ変わってもいるでしょうし、

企業側も人が足りないというところで女性の活躍というところもあるとは思うので、しつこく言っ

ていかなければ改善しないのかなということと、あと非正規雇用というところでは、さきほど國武

先生もおっしゃってましたけど、均等・均衡という部分で、人がいない中で正社員と同じような責

任を持つ仕事が増えてくる、ただ時間給で働いてお給料はそんなに変わらない、と。その差は広が

るばかり。 

最近、賃金も上がってくる中で働き方が非常に難しいという部分もありまして、短い時間で働い

て、１０３万とか１３０万円の扶養の中で働きたいという方は、時間給が上がると当然時間を短く

していかなければいけない。そうなると人手不足が余計蔓延する。悪循環なのか、働き手にとって

時給が上がるのはいいことなのか企業も難しいところではあるでしょうけども、そういう部分の働

き方の選択をしたい中でもなかなか選べないのかなと。女性に関しても非正規雇用に関してもそれ

が続いて、なかなか劇的には変わらないと思いますけれど大きな課題だなというふうにはずっと感

じております。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。大柄委員。 

 

【大柄委員】 

 おつかれさまです。新日鉄住金の大柄といいます。 

私は室蘭のものづくりの会社の組合なのですが、地方では人手不足は本当に大変な状況になって

いて、人が集まらないということで経営者の皆さんも悩んでいます。話を聞くと、北海道の地方の

人は皆、札幌に若者は行くし、札幌で勉強したり大学出たら道外の大都市に行くので、人口の減少、

少子高齢化の中で北海道が全国に先んじて、労働力不足は本当に大きな課題になるのではないかと

言っております。したがいまして、向こう４年間では相当状況が変わるだろうと思っていまして、

キーワードは、まずは労働力不足にどう対応するかというのと、働き方改革を進める上で、それら

を踏まえてどうやっていくか、ではないかと思っています。 

そもそも、北海道雇用創出基本計画というオーダーではなくて、雇用をたとえば「確保する」、と

か「安定にする」という題名じゃないとマッチングしないような状況になっていると思います。人

手不足を解消するのは、子どもを産んでいただいて人口を増やすというのがベースなんでしょうけ

ど、まずは高齢者に元気で働ける人は働いていただくということと、女性にもっと社会進出・活躍

をしていただくということと、あとは外国人の人に働いていただく。最後は自動化をして、人手を

少なくする。こういう方法しか無いような状況だと思っていますので、そういった観点も入れなが

らつくりこんでいくことが大事かなと思っています。 

あと、ものづくりという観点からすると、非常に工業高校の間口が少なくなってるということも
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ございまして、これについては、もう少し工業高校の魅力を伝えるとか、中身を充実していただき

たいなという声も、実際にものづくりの現場からあがっておりますので、それらも踏まえて検討を

していく必要があると思っております。 

 

 

【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】 

 冒頭、１２月から委員に任命されたということでご紹介いただきました。以後よろしくお願いい

たします。私は女性委員会から来ておりますので女性という観点でお話をさせていただければと思

います。 

不足をしている労働力を補うために女性ということで、働きやすい環境を整えていくこととか、

地域の、北海道特有の労働課題を解決しながら例えば転勤があれば、住居の移転を伴うといったよ

うな、そういった課題を解決しながら、こういうことを進めていくこともすごく大切で有効的だと

は思いますが、それとともに、女性とか働く方皆さんが生活スタイルとかライフイベントに直面し

たり考えたりしたときに働き方を選べる、そういったことを企業が整えていくことが重要じゃない

かなと考えております。 

さきほどご意見が出ていた柔軟な働き方というような言葉が出ていましたが、そこにすごく似て

いるのかなとも思います。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。光崎委員、お願いします。 

 

【光崎委員】 

 連合北海道の光崎でございます。よろしくお願いします。 

就業の促進という部分でいけば、「女性の活躍の推進」という言葉がトップに出ているくらいで

すけれども、この裏側には、イコールとして男性の働き方の改善というのも不可欠でございまして、

私も他の男女共同の推進計画等に携わっている関係から、いろいろセミナーなどを開催されている

事業所さんも増えてきたと聞いておりますので、そういった部分が１つポイントになってくると感

じております。 

また働きやすい環境整備といった部分でいけば、さきほど開本先生がおっしゃってましたけども、

労使ともにワークルールを学ぶというのが必要だと思っています。と、いいますのも私は通常の労

働相談もしているのですが、人手不足という中で若年労働者、学生アルバイトに対する退職妨害の

ようなものが多く相談として寄せられています。３週間も４週間も前に退職の申し出をしなければ

退職させないだとか、自分の後任を見つけてこないと退職させないとか、こうしたことをできない

のであれば、損害賠償を求めるだとか、実際、損害賠償なんかできないのに、そういったことを若

者につきつけながら、そういった若者が「自分の就職活動に響いてしまうんじゃないか」とか、親

にも友達にも相談できない、そうしたことで最終的なセーフティとして私どもの労働相談に駆け込

んでくることもあります。また、働き方改革の関連法でいうと、長時間労働の関係もありますが、

厚生労働省の調査によると、「３６協定を結んでいるか」について、半数近くが結んでいないとか知

らないという回答も出されているということもありますから、働かせる側も働く側も、しっかりと

そうしたルールを知識として蓄えていないと健全な労使関係、働きやすい環境をつくっていけない

のではないかと考えています。 

また、先ほどから、多様な働き方といった部分もありますが、これも落とし穴といいますか、ダ
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ブルワークという働き方を見たときに、最近労働契約法によらない働き方もクローズアップをされ

ていまして、どこに雇用関係の責任があるのか、所在が明らかになっているのかといった問題点も

出てくると考えています。あと、人手不足の関係ですけども、これも先ほどありましたが、大変な

人手不足ということもありますが、ここにも書かれている雇用のミスマッチも非常に問題点だと思

っています。雇用のミスマッチを改善しない限り、ニーズに合わない、人気の無い、賃金の低い、

労働条件の悪い職種については、今、入管法が改正されますけれども、外国人労働者に頼らざるを

得ないというようなことも出てくるわけで、雇用のミスマッチをしっかり解消するのは何かという

部分でいけば、やはり私ども連合の主張でもありますけれど、働く人の位の底上げ、最低賃金を含

めてしっかり底上げしていくというところに尽きていくと考えているので、こうした部分を何かし

らの形で計画の中に反映していただけるとありがたいと考えています。 

 

【亀野会長】 

はい、ありがとうございます。山田委員、お願いします。 

 

【山田委員】 

 私の方から、今の雇用のミスマッチに関連して、有効求人倍率が直近で１．２１倍と言われてお

りますけれども、この中身を見ますと軽作業と事務員が圧倒的に求職者が多いのですが求人数は少

なくて、有効求人倍率が０．２倍とか０．１８倍というレベルになっている。方や建築関係、介護

関係については３倍、４倍、型枠なんか５倍という状況になっていますから、「雇用の受け皿づく

り」とか「雇用の促進」というよりは、いかにうまくそちらの方に誘導できるかということじゃな

いかというふうに思います。 

「雇用のセーフティネットの整備」も、今有効求人倍率が非常に高い中でも、正社員求人数の比

率は４４．４％、５割を切っているような状況。これも質の問題として改善していくのが筋じゃな

いかな、と。もちろん、中には身分的にも非正規がいいという方もいらっしゃいますから、それを

全部否定するわけではございませんけども、質の確保も重要になってくると思っております。労働

力人口が減るのは確実ですから、言い方はちょっと悪いですけれども、外国人労働者が入っている

ようなところは、地方の水産加工業者だったり日本人がなかなか行かない場所、要するにキツいと

か、汚いとか、昔のイメージのままのところが人手が集まりづらいという状況がありますので、外

に向けての発信も変えていく必要があるだろうと思います。外国人労働者が大量に入ってほしいと

は私自身は思いませんけども、日本人がやらないために外国人で補っているという現状もあるもの

ですから、水産関係、農業ももちろん重要な産業ですから、道として、そういったことの外への発

信力も強めていく必要があると思います。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。それでは、朝倉委員、お願いします。 

 

【朝倉委員】 

 ＳＯＣ株式会社の朝倉と申します。私からは、またちょっと別の観点から２点お話をさせていた

だこうと思います。「雇用の受け皿づくり」というところに関連してくるのかなと思うのですが、道

内は、やはり中小企業、地方の企業の中で一つの悩みとして、事業承継、後継者がいないといった

問題がまだ多いのかなと思っております。どうしても後継者がいなくて廃業したり、道外の大きな

会社にＭ＆Ａされるという状況も多くあると聞いていますので、後継者の方を見つけてくるサポー

トというか、道の方でそういった悩んでいる経営者に相談に乗っていただけるような仕組みがある

と地域産業の振興もできてくると思いますので、検討していただければと思います。 

もう１点は、さきほどからもお話に出ていた外国人労働者ですね。現実として企業としては外国
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人労働者に頼らざるを得ないというか、一緒になって働いていただくというのがこれからの現実な

のかなというふうに思っております。弊社も４月から、２名、まったく日本語ができない外国人の

労働者の方の採用が決まっているのですが、企業としても日本語のどういったサポートをしていけ

ばいいかという不安もありますし、働く側にとっても日本に来て働くということに対して不安も多

いと思いますし、また就業規則一つとっても日本語のものしか企業にはないので、どうやって英訳

して見せてあげるとか、そういったところも道としてサポートができてくると、外国人労働者の方

の働きやすい環境の定義も考えていかなければいけないのかなというふうに思っています。 

他県で取り組まれている事例としては、たとえば、外国の何十名という方を県の中の大学等で何

ヶ月か、日本語教育をしてから企業の方へ斡旋するというようなことに取り組んでいる県もあると

聞いておりますので、同じ事はできないかもしれないですけれども、何かしらそういったサポート

をいただけるような仕組みがあると、一層働きやすい環境の整備に繋がっていくと思いますので、

ご検討いただけるとありがたく思います。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。桑原委員お願いします。 

 

【桑原委員】 

 道経連の桑原です。さきほど労働者側の委員の方からお話あった内容とかなり重複する部分があ

りますので、簡単にお話したいと思うのですが、やはり今現場での人手不足、特に地方での人手不

足は大変なものであると感じております。 

ただそれ以上に、点検していかなければならないのが、北海道の人口減少、特に生産年齢人口の

大幅な減少、これは益々今後加速していくということでございますので、これでどうやって北海道

全体の自治体、地域を守っていくのか、維持していくのかということを前提にする中で、この基本

計画を考えていく必要があるのだろうというふうに思います。これは先ほどの委員の方とまったく

同じですが、その中で、基本計画の役割というのは何なのかと、大幅に人口が減少していく中で、

雇用創出基本計画というものをどういうふうに位置づけていくのかということを、今後いろんな議

論の中で考えていく必要があるのだろうと思います。人口減少、これを前提にした中で、雇用創出

基本計画を考えていくということ、これが一番重要なことだと考えています。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。髙橋委員、お願いします。 

 

【髙橋委員】 

 日本通運の髙橋です。今、「労働力の確保と人材の誘致」というところの「人手不足」、これはま

さに私どもの業種で困惑しているのが実態でございます。今の我々の取組の現状から少しお話をさ

せていただきたいと思いますが、通常の今までやっていた雇用の仕方では、まったく雇用はできて

いません。さきほど國武先生からもありましたが、今、短時間の労働で来れる時間帯に合わせて来

ていただく、それに合わせて仕事に入っていただくということが現実に起きています。したがいま

して大きな物流拠点を持って業務をするというようなことは、立ち上げまでに人が集まるかどうか

というのが物流現場にとっての実態であります。 

先程来お話が出ておりますけれども、法律に対する対応というのが直前に来てますので、人が足

りないという中でも、今、物流の現場は、作業効率を上げるためにいろんな社員の方がいらっしゃ

って、同じ仕事に被ってやっているというのが、今まではずっと業界の中ではありました。それが

作業効率を上げるということに繋がるんですけれど、それが今度できなくなるということで、同じ

仕事についていただければ、同じ賃金をということになります。 
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したがいまして、今、当社でも抜本的に賃金体系を変えていかないと法律には対応できないとい

うふうに思っています。人の基準から、仕事の基準に変えていく必要があると思っています。そこ

はもう増コストはやむを得ないということですから、お客様に提案していく時代だろうと思います。

具体的に言いますと、この３月がもうすぐ来ますけれど、引っ越し業務についても、今、引っ越し

難民というぐらいになっています。昔はなかったですけれども月末になると、トラックの台数が足

りないということが毎月のようにあります。昔は引っ越しの時期と１２月くらいでしたけれども、

今、こういう状況になっています。 

それと、大きなトラックを運転していただける方、作業現場で働いてくれる方がまったく集まっ

てこないというのが実情です。いろんなチャンネルを使いながら、今までのやり方ではない雇用の

仕方にはチャレンジしておりますけれども、あまり成果が上がっていないのが現状です。 

そういった現状から、まさにこの就業促進というところで挙げていただいております。我々も手

を替え品を替えやっていますが、なかなかそこに充足してくる戦力が無いということで、道として

の取組の中で人材の確保と誘致を強力に推し進めていただける施策となるものを是非お願いでき

ればと思っています。 

今の我々の置かれている立場は、本当に厳しくなっています。物流業界ですので賃金体系もメー

カーさんと比較すると決して高い職種ではありません。一方で時間外の規制も入ってきますので、

そこもまた一つ悪い材料ではあります。いずれにしても物流を止めるわけにはいかないという社会

的信念のもとにお客様に対応しておりますけれども、お客様の方ですべて飲み込んでやれるという

業界ではなくなっているという状況もご理解いただきたいのと、なんとしてもそこに入っていただ

ける人材を道としても考えていただければと思っております。よろしくお願いします。 

 

【亀野会長】 

 どうもありがとうございました。一通り皆さんからご意見いただきました。さらに皆さんの意見

を踏まえて追加とか、それに対してこういうふうに考えるというようなものがございますでしょう

か。 

山田委員。 

 

【山田委員】 

 最初の國武先生の話に通じるものがあるのですが、現状で、就職氷河期と言われたときに、一度

就職に失敗したり、非正規で雇用されたりした方が未だに非正規雇用から脱出できない、いわゆる

不本意非正規労働者、その部分についても、柔軟な働き方、多様な働き方等々ありますけれども、

転職しても本人が希望すれば正社員といった働き方ができるような環境づくりが大切ではないか

と思います。 

今、高校生が就職しても七五三と言われるように、北海道は離職率が非常に高いので、働くこと

に対して道として何ができるのか、なかなか難しい部分はあるにしても、就職する前から学ぶ機会

も大事になってくるだろうと。いざ就職してしまってから「自分のイメージと違った」。地方に行け

ば、３日か４日で来なくなる新卒の子もいるくらいと聞いています。非常に地方も苦労していると

いう状況もありますので、そういった取組も必要なのだろうと思います。 

 

【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。 

國武委員。 

 

【國武委員】 

國武です。皆さんの意見を聞きながら、付け加えたいなと思った点を、２つ申し上げます。 
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１つは、先ほどの技専の話と重なるのですが、他県の状況を道ももう少し踏まえて雇用政策を考

えた方がいいのではないかということです。何故そういうことを言うかというと、先ほどから話が

出ているように、北海道は非正規率が高くて、女性の就業率もそんなに高くない。離職の問題もあ

ると。これは、問題としては、顕著に「働きにくい」というのが他県に比べて構造上残っていると

捉えた方がいいと思っています。地方は必ずそうなっているかというとそうではなくて、むしろ北

陸の方とかに行けば共働きを推進するとか、あとは家族で支えるというモデルでやるとか、地域の

産業が強いというのもあるかもしれませんけれど、おそらくそういう他県でも、人口減少社会の中

でも、行政の支援のもとで上手くいっているところがあるところです。 

いろいろ暗い話が多かったですけれど、技専の新しい取組の話は「他県の状況を見据えて、新し

い施策を取り入れましょう」というのは非常に良く感じたので、この雇用創出の際も北海道内でア

イディアが足りなければ、他県の状況とかを見据えていただきたいというのが１つです。 

２つめは、実は話を聞きながら、雇用の問題だけを考えていてはあんまり上手くいかなくて、発

想としては、生き方というか、家族形成の在り方を行政として少し誘導していかないといけないか

なと思っています。家庭を持つ女性が働くには、家族であればパートナーの男性の理解があって、

育児についても共通の理解があってというようなモデルがない限りは、家庭を営むことは難しくな

ります。 

学生と話をする機会も多いのですが、学生も大金持ちになりたいというよりは、普通の生活をし

て普通に好きな人と暮らしたい、でも北海道はそういう状況にないから、やむを得ず東京に行きま

す、という話をよく耳にします。そういう意味では一人の働き方というよりは、パートナーも見据

えて、職場も当然職員に家族があるので、いろんな家族がありながら、お互い様という発想を共有

していく。それはおそらく、男性中心で女性が支えるという発想だと当然ハレーションが出てきて、

「なんであの人は仕事を切り上げて幼稚園に迎えに行くんだ」とか、「あの人だけああいう抜け駆

けしてずるい」みたいな、嫉みというか、人間の感情の部分がでてきてしまいます。「働き方改革」

というのは、雇用創出の一面ではあるのですけれど、ある意味で「生き方改革」というか、「モデル

創出」です。 

これは、高齢者も仕事をしないでリタイヤしているだけが生き方じゃないですよね、ということ

にもつながります。 

つまり、社会に貢献して少しお金をもらうことも幸せのひとつですよね、ということを誘導しな

い限りは、たぶん中高年の頑張ってきた方々は、もう一回社会に出ようと思いませんから、そうす

るとそういう「ライフスタイル創出」みたいなことを行政が担う必要があると思っています。他県

では結構やっている話も聞きますので、どういう生き方がありうるのかというのを、少しモデル例

の提示があれば、「じゃあそういう形で少しライフプランを考えてみようかな」という人たちが出

てくるのではないかなというのが、皆さんの話を聞きながら思ったことです。 

 

【亀野会長】 

 はいありがとうございます。他、何かありますでしょうか。よろしいですか。 

それでは、全体を通しまして何か質問等があればお伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

ご質問等がなければ、予定の議事も終了いたしましたので、この辺りで議事を終了させていただ

きたいと思いますが、倉本部長から何かありましたら、一言お願いいたします。 

 

【倉本経済部長】 

 今日は、１時間半にわたりまして、本当にありがとうございました。本日のテーマは高等技術専

門学院、それから次の来年度中に作ることになります雇用創出基本計画についてのいろんなご指摘

をいただきました。技術専門学院についても、今回、地域産業とか地域だとか地方だとかいう視点

だとか、それから多様な人材と言っていいのかもしれませんが、そういったところをこれからの運
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営方針に考え方として議論していただきました。またいただいた意見の中で、そういう地方の視点

だとか、いろんな人が様々に参加していく中で、人口減少というのが構造的な問題になっていきま

すので、今回、非常に大きな社会システムの在り方が日本全体で問われている中で、北海道にふさ

わしい在り方、どこまで考えられるかなかなか難しいですけど、北海道の地で暮らし続け、働き続

けるということの何かＰＲできるものを外に向けて発信することも考え、働く人たちに選んでもら

う地域になっていかないといけないんだということを改めて感じたところです。また今後いろんな

形で、他県の事例も含め、いろんなデータも我々なりに整理しながら引き続きアドバイスご意見ご

指導をいただきながら作って参りたいと思っています。今日は本当にありがとうございました。 

 

【亀野会長】 

 それではこれで、本日の議事を終了いたします。どうもありがとうございました。 

 

【事務局（雇用労政課 柿崎主幹）】 

 本日は長時間にわたり貴重なご意見をいただきありがとうございます。これをもちまして、北海

道労働審議会を終了いたします。ありがとうございます。 


