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１ 開会 

【事務局（雇用労政課 柿崎主幹）】 

 ただ今から、北海道労働審議会を開催いたします。座らせていただきます。 

 本日の審議会には、委員１３名のご出席をいただきまして、北海道労働審議会条例施行規則第８

条により、構成委員１５名の過半数を超えておりますことから、本会が成立していることをご報告

申し上げます。 

 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。また、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、ご承知お願いします。 

 それでは、はじめに、堀労働政策局長からご挨拶を申し上げます。 

 

２ あいさつ 

【堀労働政策局長】 

 北海道経済部労働政策局長の堀でございます。 

 委員の皆様方にはお忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうございます。 

 本道の雇用情勢につきましては、のちほどまた説明をさせていただきますけれども、平成３０年

１月－３月期の完全失業率３．１％、前年同期と比べて、０．７ポイント低下、また５月の有効求

人倍率は、１．０７倍と２年４ヶ月連続で前年同月を上回っており、５月の値としては統計開始以

来最高値となるなど引き続き改善が進んでいるという状況でございます。 

 一方で本道は全国を上回るペースで人口減少や少子高齢化が進行し、幅広い業種で人手不足が顕

著となっており、本道の持続的発展のためには、産業を支える人材の育成・確保などが喫緊の課題

であるとともに、女性や高齢者、若者など働く意欲のある方々が、その能力を発揮しながら活躍で

きるよう働き方改革による仕事と生活の調和が一層求められているというところでございます。 

 こうした課題に対応していくためには、産業人材の育成や就業環境の整備などを産業界、労働界、

また行政が一体となって進めていくことが重要であるというふうに考えてございます。 

 本日の審議会におきましては、地域のものづくり産業などを支えます人材育成機関である高等技

術専門学院の今後の運営方針の策定に関しましてご審議をいただくとともに、私どもから最近の雇

用情勢や平成２８年３月に策定をいたしました第４期雇用創出基本計画の本年度の推進計画及び

昨年１０月に策定いたしました働き方改革推進方策の取組状況と、また喫緊の課題となっておりま

す本道におきます人材確保対策につきまして、ご報告を申し上げることにしております。委員の皆

様からの忌憚のないご意見をお願い申し上げます。 

 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、委員の改選がありましたので、新たに委員となられた方をご紹介させて 

いただきます。お手元に資料１として委員の方の名簿をお配りしておりますが、まずはじめに学識

経験者としまして、弁護士の開本英幸委員でございます。同じく弁護士の上田絵理委員でございま

す。労働者代表として連合北海道組織労働局長の山田新吾委員でございます。札幌地区連合副事務

局長の光崎聡委員でございます。使用者代表といたしまして日本通運(株)の髙橋浩委員でございま

す。 

なお、委員の方の皆様の辞令書につきましては、恐縮でございますが、各委員のお席に置かせて

いただいております。 

それでは、これより議事に入らせていただきますが、委員改選後、はじめての会議でありますこ

とから、会長が選出されるまでは、堀労働政策局長が議事を進行します。 
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【堀労働政策局長】 

 それでは、まず議事（１）協議事項の①「会長」、「会長代理」の選出をさせていただきます。 

  資料１の労働審議会委員名簿をご覧ください。会長、会長代理につきましては、北海道労働審議

会条例第４条第２項によりまして、学識経験者の委員のうちから、審議会で選挙すると定められて

おります。 

 まず委員の皆様から、ご推薦等ございますでしょうか。 

 特にないようでしたら、事務局案を説明させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 事務局といたしましては、北海道大学の亀野准教授に会長を、また小樽商科大学 國武教授に会

長代理をお願いしたいと思います。ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

【堀労働政策局長】 

 ただいま事務局から、会長に亀野委員、会長代理に國武委員との提案がございましたけれどもい

かがでございましょうか。 

（異議なしの声） 

 ありがとうございます。ご意義なしと認め、会長に亀野委員、会長代理に國武委員を選出とさせ

ていただきます。 

それでは、亀野会長には、会長席へお移りいただき、議事の進行をお願いいたします。 

 

【亀野会長】 

 会長に指名されました北海道大学の亀野と申します。よろしくお願いいたします。 

 この審議会につきましては、前期に引き続きまして会長という重責を担うことになりました。皆

さんのご協力の下、この責務を果たしていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 労働行政につきましては、良質な雇用の創出でありますとか人手不足対策、働き方改革等々課題

が山積しております。皆さんの忌憚のないご意見をいただきまして、この審議会を進めたいという

ふうに思っておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 それでは、さっそく、議事に入って参りたいと思います。 

 まず議事の１番目、協議事項の②でございます。部会委員の選任につきまして、事務局から説明

をお願いします。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 部会委員の選任につきまして、ご説明申し上げます。 

 本審議会には、審議会条例第５条によりまして、港湾労働の改善に資するための調査・審議を行

う「港湾労働部会」、石炭鉱業離職者対策の円滑な推進を図る「石炭鉱業離職者対策部会」、労働者

の職業能力の開発・向上を図るための調査・審議を行う「職業能力開発部会」の３つの部会が設置

されております。 

各部会は委員と特別委員で構成されておりまして、特別委員につきましては、審議会条例第６条

第２項で審議会の推薦により、知事が任命することとなっておりまして、現在、資料２に記載の方々

にご就任いただいております。 

なお、所属団体などの役員改選などで、後任の選任の必要な方がおられまして、現在、選任の手

続き中でございます。 

 委員につきましては、審議会条例施行規則第６条で、本審議会委員から会長が指名することとな

っており、「港湾労働部会」の委員につきましては、学識経験者から１名、「石炭鉱業離職者対策部
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会」の委員につきましては、学識経験者、労働者代表、使用者代表から各１名、「職業能力開発部

会」の委員についても、学識経験者、労働者代表、使用者代表の各１名としております。 

このたび、審議会の委員が改選されましたので、本審議会におきまして、会長からの各部会の委

員のご指名をお願いいたします。 

 

【亀野会長】 

 それでは、ただいま説明がありましたとおり、会長が指名するということになっておりますので、

私の方から各部会の委員について、指名をさせていただきます。 

 まず「港湾労働部会」につきましては、上田委員にお願いいたします。それから「石炭鉱業離職

者対策部会」につきましては、國武委員、山田新吾委員、森委員にお願いいたします。「職業能力開

発部会」は開本委員、山田新吾委員、本日欠席されておりますが、桑原委員にお願いしたいと思っ

ております。ただいま、各部会委員及び特別委員の名簿をお配りいたします。 

 よろしいでしょうか。それでは、次の議事に入ります。 

 協議事項の③でございます。「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）」の策定についてでご

ざいます。事務局から、説明をお願いします。 

 

【事務局（雇用労政課 柿崎主幹）】 

 北海道から当審議会に「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）」の策定について、諮問させ

ていただきたいと思いますので、堀労働政策局長から亀野会長に諮問書をお渡しいたします。 

 

【堀労働政策局長】 

それでは、「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）」の策定につきまして、諮問させていた

だきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

【亀野会長】 

 ただいま、諮問をお受けいたしましたので、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 経済部人材育成課職業訓練担当課長の内藤と申します。私の方から、本日諮問させていただきま

した「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）」の策定につきまして、この目的や背景、これま

での経過、今後の検討の進め方につきましてご説明をさせていただきます。 

 まず、資料の３をご覧頂きたいと思います。資料の３－１をめくってご覧頂ければと思います。 

策定の目的についてでございますが、道では職業能力開発施設として道立の高等技術専門学院、

略称「技専」を設置運営し、地域や産業界のニーズを踏まえた人材の育成に取り組んできておりま

すが、人口減少や少子高齢化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、今後も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

しての役割を果たし、全員参加型社会の実現に貢献していくため、新たに中長期的な運営方針を策

定することとしたものでございます。 

策定の背景といたしましては、平成２０年３月に、概ね１０年間を期間とする高等技術専門学院

の新しい推進体制に関する基本方針、いわゆる中長期ビジョンを策定し、若手技能者の育成、多様

な職業能力開発の機会の提供、民間との役割分担と連携といった基本方向に沿いまして、取組概要

にございますとおり、技専の配置をそれまでの１０校体制から連携地域を基本とした８校体制に見

直しますとともに、企業の中核を担う技能者育成を図るため、施設内訓練を２年制へ移行いたしま

す他、地域の人材ニーズに応じた訓練科目の見直し、委託訓練や在職者訓練など多様な能力開発サ
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ービスの推進などに取り組んできたところでございます。 

一方、技専の現状といたしましては、修了生の就職率は上昇しておりますが、施設の廃止や訓練

科目の見直しなどにより、入校定員数は減少し、さらに定員に対する入校生の充足率が低下してい

る状況にあります。 

また、人手不足の進行、働き方改革の推進、雇用情勢の変化など、技専を取り巻く状況の変化へ

の対応が必要となっております。 

こうした技専の現状と、取り巻く状況の変化を踏まえまして、今後の技専の訓練体制や訓練内容、

訓練科目など、運営に関わる基本的な方針となる「今後の高等技術専門学院の運営方針」を今年度

中に策定いたしたく、その案の策定について、本日、本審議会に諮問をさせていただいたところで

ございます。 

資料の３の２をご覧頂きたいと思います。 

技専の概要とこれまでの経過でございます。１の概要でございますが、技専は、職業能力開発促

進法に基づく公共職業能力開発施設として、現在、札幌、函館、旭川、北見、室蘭、苫小牧、帯広、

釧路の８校を設置運営しております。なお、旭川校には、施設外訓練を行っている稚内分校もござ

います。施設内訓練といたしまして、若年者を主な対象として、機械、金属、木工、建築などのも

のづくり分野に特化をして、2 年制の職業訓練を実施し、企業の中核を担う質の高い若手技能者を

育成する体制となっております。入校定員は 8 校合わせて５７５名、総定員は１，１６０名であ

り、本年５月末の在校生は６３６名、うち女性が６５名となっております。 

２の訓練体制等の見直しに係るこれまでの成果でございますが、まず、名称につきましては、昭

和６３年にそれまでの「職業訓練校」から現在の「高等技術専門学院」になっております。また、

技専の設置数につきましては、最大で２０校ございましたが、地方の小規模校の８校が廃止、札幌

女子校の廃止、稚内校の旭川校への分校化によりまして、平成１９年度までに１０校体制となりま

した。 

そうした中、平成２０年３月に中長期ビジョンを策定し、３の中長期ビジョンに基づく訓練体制

の整備にありますとおり、地方校である網走校と滝川校を、拠点校である北見校と札幌校に統廃合

し、技専の配置を連携地域を基本とした 8 校体制に見直しをしましたほか、民間教育訓練機関との

役割分担を踏まえて事務系や IT系の訓練科目の廃止や転換、さらに訓練生の就職支援や委託訓練、

在職者訓練などを担う能力開発総合センターの設置を行いますとともに、札幌、室蘭、苫小牧につ

きましては、「道央 3 校訓練体制の再編方針」に基づき、ものづくりに特化した訓練科目に再編す

るなど、社会経済の情勢変化や地域産業界の人材ニーズに対応した見直しを行い、効果的、効率的

な組織運営を行ってきたところでございます。 

２ページ目の方に、ただいま申し上げました中長期ビジョンの概要、そして、めくって３ページ

目に中長期ビジョンの主な実績をまとめてございます。3 ページ目の冒頭に書いてございますが、

中長期ビジョンの推進管理を行うためのアクションプランとして、概ね 3 年程度の中期構想を策

定し、期間中の取組実績や、地域の人材ニーズなどを踏まえてローリングを行い、具体的な展開方

向を示しながら、取組を進めてきたところでございます。 

続きまして、資料３－３をご覧下さい。技専の入校・就職状況の推移でございます。まず、入校

状況でございますが、平成３０年度直近の今年度の入校定員は 575 名に対し、応募者数は３７０

名、応募倍率は０．６４倍となっており、平成２５年度以降、応募倍率が１倍を切る状況になって

おります。また、入校者数は３２７名で、定員に対する入校者数を示す定員充足率が５６．９％と

なっており、平成２１年度の９６．７％をピークとして近年、低下傾向になってございます。一方、

就職状況でございますが、平成２９年度の修了生 317 名のうち、就職希望数は３１１名、本年５

月末現在で就職をした者が２９８名、就職率は９５．８%となっております。就職率は平成２１年

度の８３．１％を底に、上昇傾向が続いており９０％台後半を近年は維持しているところでありま

す。 
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２ページ目に過去３年間の訓練科別の入校状況を示してございます。入校定員に対して、入校者

数が２分の１以下の科目については網掛けをしております。道では、入校者数が定員の２分の１以

下の状態が３年間続いた場合には、入校定員の削減などの見直しを行ってきているところでござい

ます。 

続きまして、３ページ目が平成３０年度の訓練科別の応募・入校状況でございます。札幌校の建

設設備や建築技術、帯広校の自動車整備では応募が１倍を超えておりますが、総じては１倍を下回

る状況となっております。この「応募・入校状況」の応募・入校欄のところに「学び直し」という

欄がございますが、こちらは自動車整備科と室蘭・苫小牧の全科で行っております若年既卒者を対

象とした自己推薦制度による応募者・入校者を示したものでございます。 

続きまして、４ページ目が平成２９年度の訓練科別の修了生の本年５月末現在の就職状況です。

非常に表が、細かい数字が入ってございますので恐縮でございますが、この就職状況の真ん中の列

に「就職決定率」とございます。こちらが先ほど申しました平成２９年度の就職率、９５．８%に

ついて、各科毎の就職率はどのようになっているかを示したものでございます。その、就職決定率

の横に関連就職者数という欄がございます。こちらにつきましては、訓練科の関連業界に就職した

者を示しており、技専を修了して就職した者の総数２９８名のうち、９割以上の２７８名が技専で

取得した技能を生かせる関連業界に就職をしております。また、その隣の欄に就職地域、とござい

ますが、こちらは、どの地域の企業に就職したかを示したものであり、その内訳は市内、つまり技

専のございます市内で就職したものが１８１名、技専のある連携地域を示す「管轄内」の者が４７

名、その他の道内が４０名、道外が３０名となっており、就職した者のうち８割近くが、技専のあ

る市を含む連携地域内に就職をしております。 

なお、室蘭と苫小牧につきましては、道央 3 校の再編方針に基づき、平成２８年度に１年制の訓

練科を廃止して、平成２９年度はまだ修了生が出ておりませんので、「該当者なし」となっておりま

す。 

続きまして、資料３－４をご覧ください。 

職業能力開発を取り巻く状況の概要でございます。まず人口の推移でございますが、本道の総人

口は平成９年をピークに減少を続け、平成２９年には５３２万人となっており、本道は全国を上回

るペースで人口減少や高齢化が進行しているところでございます。また将来推計人口ということで、

国立社会保障人口問題研究所の将来推計人口によりますと、本道の総人口は平成２７年と比べ、30

年後の平成５７年、２０４５年には約 400 万人と、約１３２万人減少するとされ、特に年少人口

は２５万人、生産年齢人口は 128 万人減少すると推定されています。 

次に労働力人口の推移等でございますが、就業者と完全失業者を合計した労働力人口は平成２９

年には２６６万人となっておりますが、厚生労働省が平成２７年度、雇用政策研究会報告書で示し

ました労働力需要推計によりますと本道の労働力人口は経済成長と労働参加が適切に進むケース

であっても、平成２６年と比べ平成４２年、２０３０年には約２８万人の減少が見込まれると推定

されているところでございます。 

続きまして、めくっていただきまして、２ページ目でございます。雇用・就業の動向等でござい

ますが、本道の有効求人倍率、新規求人倍率は平成 21 年度を底といたしまして、上昇傾向に転じ、

平成２９年度は有効求人倍率が 1，11 倍、新規求人倍率が１．７１倍とそれぞれ過去最高となっ

ており、人手不足が顕著になってございます。また、下の新規学卒者の就職状況でございますが、

新規高校卒業者の就職内定率は、平成３０年３月卒業生で、９８．４％であり、未就職者数は平成

２３年３月卒以降減少が続いているという状況でございます。このように、人口減少や少子高齢化

が進行し、将来的にも生産年齢人口や労働力人口の減少が見込まれる中で、昨今の雇用情勢の改善

と人手不足の深刻化といった状況の変化などを踏まえながら、今後の技専の運営方針を検討してい

く必要があると考えているところでございます。 

続きまして、資料３－５をご覧いただきたいと思います。この高等技術専門学院のあり方につき
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ましては、これまでも労働審議会及び職業能力開発部会におきましてご議論をいただいており、平

成２５年と２９年の２度に渡りまして、知事あてにご提言を頂いているところでございます。平成

２５年の提言につきましては、めくって２ページ目の提言書[１]のとおりでございます。かいつま

んでご説明いたしますと、まず授業料の水準につきましては、現状維持または引き上げるべきでは

ないという意見があった一方、授業料をより引き上げるべきとの意見もあり、こうした意見を踏ま

え、次回の授業料等の改訂時期に合わせて、引き続き適正水準を検討すべきであるとされておりま

す。 

次に、専門学校等との科目の重複につきましては、技専の訓練科目との重複は、自動車整備以外

にはほぼ見られないとの意見が多く、重複を判断する地域については、６つの圏域が妥当とする趣

旨の意見が多く、こうした意見を総合的に判断すれば、科目等の重複は現状において見られないと

判断すべきであるが、今後とも民間と競合することのないよう、常に留意することが必要とされて

おります。 

続いて、新規高卒者の募集についてでございますが、技専への入学生について、入学割合等の制

限を設けるべきではないとの意見が多かった一方、民間専門学校等との間で学生の募集に当たり実

質的に競合することを強く懸念する意見もあり、こうした意見等も踏まえ、技専の新規高卒者の募

集に当たっては、入学割合に関する制限は設けないものの、技専の役割や性格について、正しい情

報を伝えるべく努めるとともに、競争的な募集とならないよう留意すべきであるとさせております。 

 続きまして、平成２９年の提言は、３ページ目の提言書[２]のとおりでございます。まず、入校

促進に向けた取組につきましては、ものづくり産業の人材育成として技専の果たすべき役割は大き

く、民間との棲み分けを踏まえて技専の魅力を促すための様々な取組を継続し、各技専で実施して

いる入校促進の取組を強化すべき、とされております。次に、指定管理者制度につきましては、道

として継続的なものづくり人材育成が必要なことから、技専における指定管理者制度の導入は行わ

ない、とされております。 

次に、新たな評価項目につきましては、現状の評価項目を見直すとともに、新たな評価項目を付

け加えるべきであり、これまでの「応募倍率」と「就職率」は重要な指標であり、客観的な数字で

あるから入れるべきであるが、経済状況に応じた係数等を導入すべきとの意見があり、新たな評価

項目として「訓練生の満足度」、「関連業界就職率」、「雇用の質」、「企業の評価」を追加すべきとさ

れております。このように、これまでいただいた提言を踏まえ、今後の運営方針の検討を進めてま

いりたいと考えております。 

 続きまして、資料の３－６でございます。今後の運営方針の策定に向けたスケジュール案でござ

います。本日、知事から今後の運営方針の案の策定について、諮問をさせていただきましたが、運

営方針の策定に係る詳細な審議につきましては、職業能力開発部会に付託をしていただきますよう、

お願い申し上げるところでございます。付託をしていただきましたら、明日開催いたします職業能

力開発部会におきまして審議をいただき、基本的な考え方、個別事項の検討などを経て答申案を審

議いただき、12 月までに部会から労働審議会に報告していただく予定で考えております。労働審

議会におかれましては、部会からの答申案を審議いただき、知事に答申をいただきたくお願いいた

します。その後、道におきましては、労働審議会からいただきました答申を基に今後の運営方針の

素案を取りまとめ、道議会に報告した上でパブリックコメントを実施し、広くご意見を募り、今後

の運営方針案を作成し、道議会への報告を経て、今年度中に決定をしたいと考えております。 

 続いて、資料３－７をご覧頂きたいと思います。これから職業能力開発部会へ付託をいただきま

したら、ご審議をいただき、取りまとめていく運営方針の現段階での項目イメージをお示ししたも

のでございます。１の運営方針の概要の（２）に対象期間を記載してございますが、この対象期間

につきましては、平成 31 年度（2019 年度）から平成 37 年度（2025 年度）までの 7 年間を

想定してございます。終了年度を平成 37 年度（2025 年度）といたしましたのは、現在の北海道

総合計画が平成37年度までを計画期間としていること、また国の職業能力開発基本計画に基づき、
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道が策定をしております北海道職業能力開発計画におきまして、現在の第 10 次計画に次ぐ第 11

次計画が平成 33 年度から平成 37 年度までの 5 年間の計画となる見込みでありますことから、

これらの計画の終了年度と合わせることを想定したものでございます。 

 最後に、資料の３－８をご覧ください。運営方針の案の策定に向けまして、職業能力開発部会に

付託をいただき、ご審議いただくようお願いしておりますが、部会で審議をしていただくに当たり

まして、今後の運営方針の策定に当たっての基本的な考え方につきまして、この労働審議会の各委

員の皆様方からのご意見をぜひ賜りたく考えております。各委員の皆様からいただいたご意見を踏

まえて、部会において詳細な審議を進めていければと考えております。 

 基本的な考え方として、３点を挙げさせていただいております。１点目は地域産業を支える人材

の育成です。本道は全国を上回るペースで人口減少や少子高齢化が進行しておりますが、地域経済

を持続的に発展させていくために、技専は今後一層、道内各地域の産業を支える人材を育成する役

割を果たしていくべきではないか、ということでございます。２点目は全員参加型社会の実現への

貢献です。将来にわたる生産年齢人口、労働力人口の減少に対応するために、技専は新規学卒者、

学び直しなどの既卒者、女性、障がい者など、多様な人材の職業能力開発により労働力市場への参

加を促進し、全員参加型社会の実現に貢献していくべきではないかということでございます。3 点

目は官民の効果的な連携です。本道におきまして、産業人材の育成を一層促進していくために、技

専は官民の職業教育訓練機関と効果的に連携して、それぞれの強みを活かした職業教育訓練を行っ

ていくべきではないか、ということです。このような基本的な考え方を検討いただいた上で、訓練

内容や訓練科目、訓練体制など、個別事項の検討を進めていくこととしたいと考えているところで

ございます。 

以上で、「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）」の策定についての説明を終わらせていた

だきます。ご審議のほど、よろしくお願いします。 

  

【亀野会長】 

 ありがとうございます。 

 事務局から説明がありましたが、ご質問がございますでしょうか。また、資料の３－８でござい

ますが、策定に当たっての基本的な考え方につきましても、ご意見をいただければ、というふうに

思っております。先ほどの説明もありましたけれど、職業能力開発部会で具体的な検討をしていた

だきますけども、この本審議会の場で意見をいただいて、それを基にして部会の方で議論していた

だきたいというふうに思っておりますので、今日はここがメインでございますので、いろんな忌憚

のないご意見をいただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 どなたからでも結構ですので、ご意見をいただければと思います。どうでしょうか。はい、山田

委員。 

 

【山田新吾委員】 

 ２点程意見を述べたいというふうに思っております。基本的な考え方については、全然否定する

ものではございませんので、ちょっとこれに比べて揉んでませんけれど、明日の部会でも発言しま

すが、ぜひこの場で言っておきたいことが 2 点ほどありますので、よろしくお願いします。 

 まず１点目ですが、高等技術専門学院の予算についてであります。技専は、より実践に近い形で

訓練されるというところを認識しているところでございますが、ここ何年かは予算が増額されてい

ないというふうに聞いております。今年も 4 月から、いろいろな物の値段が上がっているところで

ございますが、訓練生が使用する資材等が、実質社会に出て働き始めるときに実際に使用する資材

と質の低下というんですかね、かけ離れてきているというところを聞いております。 

 また、指導員もやりくりしながら、工夫しながらより実際に使用するであろう資材の確保に苦慮

しているというふうに聞いていますが、昨年 4 月に授業料が上がったそうでございますが、資材の
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質の低下や、使用できないなどの事態が起きないように物価スライド等を考慮した予算の確保をぜ

ひお願いしたいというところでございます。また、資材費等の需用費というんですかね、他の経費

と同様の考えで１０％の執行保留を課していると聞いておりますけれども、これはすぐにでも改め

ていただきたいというふうに思っております。 

 次に２点目でございますが、指導員不足の件でございます。道におかれましては、指導員の確保

に尽力されていると思いますが、未だ不足の状態が続いているというふうに聞いております。また

兼務など、現場にしわ寄せが行っているとも聞いております。その他にも、新規採用してもＯＪＴ

が２年目の指導員が行うなど、新人に近い人が新人を指導しているといった問題があって、質の問

題も心配をされているところでありますので、頭数だけ揃えばいいというわけではないので、ぜひ

とも道としてもきちっとしたフォローをお願いしたいというところであります。以上２点について

意見を述べさせていただきました。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 予算と質の確保という２点ですね。何かありますか？よろしいですか？事務局の方は。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 ただいま、ご意見いただいた点でございます。まず１点目の予算の件でございます。まさしく地

域や産業界が求める質の高い人材を育成していくためには、必要な予算の確保が重要だということ

は十分認識してございます。高等技術専門学院の運営に当たりましては、国、厚生労働省からの補

助金もいただきながらやっているということでございます。国からの補助金も含めまして必要な予

算の確保に努力をしていきたいと思っております。また、指導員の配置についてでございます。指

導員の配置につきまして、すべての欠員を今補充できている状況ではないのは十分認識してござい

ます。欠員の補充に向けまして、引き続き新規採用による補充に努めてまいります。また研修につ

きましても、職業能力開発総合大学校への派遣研修など指導員の方々の資質向上に向けた研修とい

うのを取り組んでおり、またこれからも資質向上に向けて研修等しっかり取り組んでまいりたいと

思いますし、ただいまお話ありました新規採用の方々への指導、研修の手法につきましても、なか

なか現場が多忙であると承知してございますので、より効果的な指導、研修の方法などにについて

研究をしていきたいと思います。以上でございます。 

 

【亀野会長】 

 はい、他、どうでございましょうか。森委員。 

 

【森委員】 

 はい、ご案内のとおり、今あらゆる業種で、担い手不足が広がっていますので、こういった人材

の技能教育というのは非常に重要だなというふうには思っているんですが、この高等技術専門学院

のそもそもの存在意義というんでしょうか、もちろん担い手不足の中で一方でそういう教育の必要

性というのはありつつ、一方で人口減少、それから様々な民間、官民の専門学校がある中で、この

道立高等技術専門学院の意義っていうのは一体どこにあるんだろうというのが、まだ私全体を拝見

していないのでわからないものですから、そのへんをしっかり見据えた上で、今後の運営方針とい

うのを定める必要があるんじゃないのかなというふうに思います。果たして、まさに民間もしくは

そういった専門学校ではできない技術なのか、それとも労働力市場のセーフティネット的なものな

のか、その辺の位置づけをきちっと押さえていることが必要だというふうに思いますし、一方で、

今ご説明ありました資料 3－5 の３ページですか、平成 2９年 1 月の提言の中に、新たな評価項目

として、訓練生の満足度、それから企業の評価、こういったものを追加すべきである、こんな提言
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が出されていまして、今回この運営方針策定に当たってですね、訓練生の満足度ですとか、企業の

評価、こういったものを把握した上で運営方針に反映させていくのか、もしくは新たな運営の中で

ここをしっかり押さえていきます、ということなのか、そこをできれば明確にしていただければあ

りがたいなと思います。以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 ２点ですね、そもそもの存在意義、これはなかなか難しいかもしれませんが、２点目のところは、

特に現状どうなっているのかというところで、この提言、平成 29 年の 1 月 13 日の提言のところ

をどういうふうに考えておられるのか、ちょっとこれは事務局の方から。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 まず、1 点目の高等技術専門学院の役割、これまでの経過の中で言いますと、民間との役割分担

ということで、民間でできるものは民間で、という考え方で、これまでの中長期ビジョンでやって

まいりました。そうした中で、現在、高等技術専門学院の訓練科目につきましては、ものづくり関

連を中心としています。その考え方につきましては、本道経済の基盤となる分野であって、産業界

からの人材ニーズもある。さらに、施設内訓練のためには、設備、装置等が必要で、なかなか民間

教育訓練の機関では行っていないということで、従って科目などの重複もないという観点で選び出

して現在に至っているということでございます。そういった観点で改めて現状を評価いただき、今

後の進むべき方向のご議論をいただければと思ってございます。また、２点目の、平成２９年の提

言の評価のところでございます。まさしく、このような提言をいただき、この提言を踏まえまして、

まず１つは訓練生の満足度ということに関しまして、現在いる入校生に対するアンケート調査をや

ってございます。それにつきまして、本日の資料の方には間に合ってございません、恐縮でござい

ますが、そういった実際に訓練を受けている方からの評価というものも、今後の科目の考え方につ

きましての参考として配慮したいと思っております。それから企業の評価でございますが、これに

つきまして、本年２月以降、実際に技術専門学院の運営方針についてどのようにしたらよいでしょ

うかと、各技専毎の地域で業界との意見交換会というのをやってまいりました。その中で、現在の

修了生に対する評価もいただき、今の 2 年制の訓練に対する評価でありますとか、なかなか定量的

なデータにはなってございませんが、そういった定性的な評価をいただいたものも踏まえまして、

これからどうすべきだろうか、さらに改善すべき点はないだろうかといったようなことをご議論頂

ければと考えております。 

 

【亀野会長】 

 ありがとうございます。10 年前に、中長期ビジョンが出て、それから、この労働審議会の中で

提言しておりますので、実際の評価、それを踏まえて議論して頂ければと思います。他、どうでし

ょうか。はい、朝倉委員、お願いします。 

 

【朝倉委員】 

 ＳＯＣの朝倉と申します。私からはですね、１つ質問と、そしてもう１点意見を述べさせていた

だきたいと思います。 

 まず質問なんですが、資料３－８の基本的な考え方の３の部分です。技専と、官民の職業教育訓

練機関が効果的に連携して、それぞれの強みを生かした職業訓練を行っていくということなんです

が、どういった連携をこれまでしてきた、またはこれからしていく予定なのかということを、もし

わかれば教えていただきたいというのがまず１点と、もう１つは意見になるんですが、さきほどで

すね、存在意義というお話があって、民間との役割分担をして、というお話でしたので、弊社の業
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界で大変恐縮なんですけども、ＩＴ分野はですね、民間に任せているというところで今まで、そう

いった分野の訓練科目がなかったのかなとは思うんですが、今後ですね、いろいろ今ＡＩとかＩｏ

Ｔとか自動車の運転も自動化していくといったものもありますし、そういったことも踏まえてです

ね、また専門学校とは違ったそういったＩＴに関する教育訓練等もできるのかなというふうに考え

ておりますし、現在大変プログラマーも不足しておりますので、ぜひ技専の方でもそういった訓練

科目があれば大変嬉しいなというふうに思っております。私からは以上になります。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 １点１点ということですけれど、官民連携となるかという所だと思いますが、その点何かありま

すか？ 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 ただいまご質問ございました官民の職業訓練機関の連携ということでございます。道内におきま

す職業訓練機関で、公的な機関といたしましては私どもの道立の高等技術専門学院がございますし、

国の独立行政法人の高齢・障害・求職者雇用支援機構さんの方で進められています、いわゆるポリ

テクセンターと通称呼んでおりますが、職業訓練促進センターやポリテクカレッジがございます。

また、民間の教育訓練機関ということで専門学校の他にも各地域において、地域の職業訓練センタ

ーや認定職業訓練校といったものがございます。これまでも私ども技専におきましても、施設内訓

練をやってございますが、それに加えまして、人手不足分野でありますとか、新たな求職者の方に

就職につなげていくような、民間や地域の方への委託訓練というものも進めているところでござい

ます。そうした委託訓練におきましては、それぞれの機関の、まさしくＩＴでありますとか、介護

でありますとか、それぞれの得意分野でやっていただくというのもございますので、そういった役

割分担をしながら全体で繋がっていって、人材育成を進めていくというのが、目指すべき方向とし

てあるのではないかということで、やっているところでございます。以上でございます。 

 

【亀野会長】 

 今は訓練科目って、ＩＴは無いんですね？ 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 ありません。 

 

【亀野会長】 

 はい。他、どうでしょうか。 

 

【國武委員】 

 小樽商科大学の國武です。 

 技専の方向性ということで、私としては、こういう地域の職業教育って案外これから重要になる

のではないか、という感じは受けています。これまで企業が職業教育を担っていた部分があります

けれど、企業に余裕がなくなってくれば地域で公共サービスとして職業教育を支えて欲しいという

ニーズはあると思っています。基本的な考え方を今日お示しいただきましたけれど、地域産業を支

えて、新卒に限らず広く間口を設定するというのも、積極的に議論した方がいいところで、学び直

しのニーズもあると思いますので、総合的にそういうサービスになる形で運営するというのはひと

つの方向性だと思います。そういう意味では、森委員がさきほどおっしゃっていたように、技専の

存在意義について明らかにする必要があると思います。つまり官民の役割分担もありますけれど、
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かなりの税金が投入されると思いますので、存在意義を明確にした上で、総論的な方針を示す必要

があるかなというふうに思っています。今後、具体的な検討に入ると思いますけれど、次の３点を

できれば明らかにしてほしいと思っています。 

１つは、入校状況の分析を現状どう認識されているのか、というところです。資料の３－３にグ

ラフでわかりやすく入校・就職状況を示してありますけれど、全体的な傾向としては右肩下がりで

す。提供している科目がニーズとマッチしているのかどうか、それともニーズはマッチしているん

だけど、広報が足りないのかとか、そのあたりの、つまり新たな取り組みをするのも重要なところ

ですけれど、現状がどうしてこういう状況になっているのかというのは、広く見える化していただ

いて、今日の段階でわかっているところは今日少し説明していただいて、今日の段階でわからない

部分については部会の方でぜひ公開していただいて、議論で参照できるような形にしていただきた

い、というのが１つです。 

 ２つ目は、入校促進の取組を具体化することが必要ではないか、という感じを受けています。平

成２９年 1 月の第２回の提言でかなり明らかにされているところで、これまでの 2 回の提言を見

ても、総論的なところの課題については、結構はっきりしている感じを私は受けています。ただ、

定員充足率とかそういうことを考えると、この２９年 1 月にある１番目の「入校促進に向けた取組

について」という部分を、どう推進して具体化するかというのが一応目標というか、そういうとこ

ろを少し明らかにしたほうがいいと思います。つまり、科目が受講者のニーズに合っているのかど

うか、それとも単純に広報の問題なのか、それともそうじゃないのか、といった点もちょっとわか

らないところもありますので、道の把握状況を教えていただきたいというのが２点目です。 

 ３つ目は、他県の状況などをどの程度把握されているのか、というのが３つ目です。北海道の人

口減少が進んでいくのは、今日の統計を見ても明らかです。就職状況も、いい部分もありますけど、

非正規の割合が高いとか、北海道独自の問題状況あります。ただ、他県も類似の状況があるはずで、

職業訓練のニーズも他県も同様にあるところです。北海道だけこういう状況なのか、それとも他県

は上手くいっているのかっていうところのは、道としてどの程度押さえられているのか。それで、

仮に他県でいい試みをして、それがいい行政の取組になっているということであれば、そのあたり

を少し見える化して、道の方針に少しでも生かすような形で取り組んで頂きたいということです。

以上の３つの基本的なところを明らかにした上で、具体的な政策に落とし込むというプロセスを踏

んで頂ければいいのではないかという感じは受けています。とりあえず以上になります。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 いくつかご意見と、それからわかる範囲内でお答えいただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 まず、1 点目の定員充足率、いわゆる入校者の割合がどんどん低下しているという要因をどのよ

うに分析しているのか、というお話についてご説明します。今回お示しいたしましたのは、訓練校

全体の数字としてお見せしてございます。全体としてこのような傾向にあるというところでござい

ますが、それにつきましては、私どもの方で要因として考えておりますのは、まずは１つ、少子化

に伴いまして技専の主たる入校者である新規高卒者の数自体が減少している。そういう中で、大学

等への進学率の上昇、また雇用状況の改善による就職内定率の上昇といった状況があります。特に

平成 21 年度以降定員充足率が下がってございますが、この傾向と機を同じくしていると見ている

ところでございます。加えまして、これは産業界の方々と意見交換している時にも出ている話でご

ざいますが、若年者の進路先としてものづくり分野や技術系に対する興味や関心の薄れであります

とか、ものづくり産業や建設産業の就業環境や待遇等の魅力が低いというようなところも要因には
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なっているんではないかというふうに聞いているところでございます。これらにつきましては、総

体としての傾向ということで、個別に見て参りますと、個別の学院、また科目によって状況が若干

違うということがありますので、その状況、入校率や就職率の状況につきましては個別の科目毎に

状況を提示してご議論いただけるように準備を進めていく考えでございます。 

 それと入校促進のことでございます。こちらにつきましては、主な入校者である新規高卒者向け

ということがございますが、こちらにつきましてはさきほどの提言にもありましたように、民間の

専門学校との競争的な募集にはならないというように留意している部分もございまして、基本的に

就職時期に合わせて入校促進や募集周知というのをやっている状況ではございます。各技専におき

ましては、例えば地域の業界の皆様方からなる後援会のご協力などをいただきながら、いろいろな

周知活動、ＰＲ活動なども行っておりますし、また地域によっては技専の入校者に対して奨学金制

度を設けて応援するという取組も見られてきているところでございます。さらに新規高卒者だけで

なく学び直しの若年既卒者に向けての入校促進策も必要であろうということで、平成 2７年度から

「学び直し若年者自己推薦制度」といったような制度を設けまして、いわゆる筆記試験を免除いた

しまして、志望理由書と面接によって選考するという制度も設けているところでございます。また、

既卒者につきましては、さらに入校を促進していくような制度の改善等をぜひ考えていきたいとい

うふうに考えております。状況としては以上となります。 

 また最後に他県の状況でございますが、他県の状況につきましては、今現状として十分我々とし

ても押さえ切れていない部分もございますものですから、ただいまいただきましたご意見を踏まえ

まして、他県の状況、また他県の取組や課題などにつきまして調査を行って、改めて審議会の部会

の中でご提示をして、ご議論をいただけるように進めていきたいと考えているところでございます。

以上でございます。 

 

【亀野会長】 

 はい、数字見てもかなり定員充足率が下がっていますので、これを少子化等の構造的要因なのか、

非常に景気がいいという景気的要因なのか、それとも広報の問題があるのか、このあたりをきっち

りと、まぁいろんな要因が絡み合っているはずなんですけれども、きっちりと整理して議論してい

ただきたいというふうに思います。 

 他、どうでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それではですね、さきほど存在意義というお話もありましたけれども、資料の３－８に３つの基

本的な考え方があります。地域の問題、それから全員参加型ということでどこにターゲットを絞る

のか、という問題。それから官民の役割分担とか連携の問題。これがすべて存在意義と関わってい

るのかなというふうに思いますので、このあたりをしっかりとご議論いただければありがたいなと

思います。本日諮問を受けました「今後の高等技術専門学院の運営方針（仮称）」の策定につきまし

ては職業能力開発部会に付託して、本日委員の皆様からいただいたご意見も踏まえ、審議していた

だくということでよろしいでしょうか。 

 （委員、了解） 

 それでは、部会において審議していただきまして、その結果の報告を受け、審議会として答申を

したいと考えておりますので、委員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 はい、では、次の議事に入ります。報告事項の①でございます。「最近の雇用情勢について」でご

ざいます。事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 最近の雇用情勢につきまして、資料４でご説明いたします。まず、表紙をめくっていただきまし

て、完全失業率についてです。まず長期的なトレンドですけれど、平成 15 年のあたりをピークに

しまして、それ以降の景気回復によりまして失業率の方は低下傾向にございます。リーマンショッ



- 13 - 

 

ク前後で１回足踏みしましたけども、その後の全国の景気回復とともに低下しておりまして、29

年度は３．３％という状況になっております。 

続きまして、次のページですけれど、最近の状況で、四半期毎の状況でございます。直近の１－

３月期の完全失業率は３．１％、これは統計を開始しました昭和 58 年以降で、この１－３月期の

データとしましては最低値となっております。１－３月期につきましての就業者数、就業率とも増

加、上昇しておりまして、特に女性の就業人口、就業者数がともに前年度に比べて増加しておりま

して、就業率も女性が２．９ポイント増加しているといった状況になっております。 

めくっていただきまして、全国の状況と比べてみました。エリア別11地域で分けたものですが、

失業率が３％を超えているのが沖縄、北海道、四国、九州という状況で、低くなっておりますのが

東海、北関東・甲信、北陸、中国といった状況になっております。 

続きまして、有効求人倍率の推移をご説明いたします。まず長期的なトレンドが上のグラフでご

ざいますけども、特徴としましてはリーマンショック以前の景気回復の局面では、全国の景気回復

で求人倍率が上がっても、北海道はなかなか上がっていかなかった状況が、今回の景気回復の局面

では、国と同様に差はありますけども上昇しているというのが大きな特徴でございます。直近で、

29 年度１．１倍、５月は１．０７倍、昨年の 11 月、12 月の山の部分が１．１８倍でございまし

て、こちらの方もこれまでの統計開始以来の一番高い数字となっているところです。 

ページをめくっていただきまして、道内の地域別で求人倍率を比べてみました。札幌圏。札幌、

札幌東、札幌北を札幌圏というんですが、そちらの方は求人も多いんですけれど、求職者数も同様

に多くなっておりまして、あまり倍率が高くなく、札幌東、札幌北で 1 倍を下回っている状況で

す。札幌圏以外では、倍率が高いのは、浦河、岩内、根室、低いのは帯広、釧路、函館といった状

況になっております。 

続きまして、全国の有効求人倍率を比べてみたのが次のページでございます。都道府県別で求人

倍率が低いのは、北海道、沖縄、神奈川県。高いのは、東京、福井、石川となっております。ただ、

このデータなんですけれど、求人、求職ともに受理した地域で分けるデータでございまして、東京

なんかですと周辺地域の求人、働く分も受けた分で倍率設定しています。これ以外に、就業地別と

いうのがあるんですけど、それで見ると東京が下がって、埼玉、千葉、神奈川、周辺の所が少し倍

率が上がるといった傾向がございますが、南関東、東京がある辺りで見ますと、平均するとだいた

い全国と同じような水準になっています。倍率が高いというエリアでいくと、東海、北陸、中国で

高い傾向がございます。都道府県別に高い順に並べたのが下の図です。高いところの福井ですとか、

石川、広島辺りの求人内容を見比べましたが、北海道と比べると製造業と卸・小売業が圧倒的に多

くなっています。北海道はそれに比べるとその部分が少ない。あと製造業の中身も、機械や繊維、

眼鏡といった労働集約型の部門です。北海道は、食料品製造業といって若干季節性があるというこ

とで、その特徴で倍率の違いというのもあると思います。後ほどの就業率で出ますけども、福井と

か石川とか、これまでの就業率がかなり高い地域でして、なかなかもう労働力が提供できないとい

うことで、求職者も少ないということでより倍率が高くなるという傾向があるように見受けられま

した。 

ページめくりまして、7 ページです。正社員の有効求人倍率の推移のデータを並べてみました。 

正社員の有効求人倍率は現在 0.75 倍と、平成２１年 0.18 倍だったものに比べて大きく倍率は増

えていますが、求人数自体も増えていますが、これはどちらかというと求職者も大きく減っている

というところもあって、より倍率も高く上がってきているところです。一方、それに比べましても

従来正社員求人の少なかった北海道でありますけども、この景気回復で正社員求人の比率というの

も３８．９から４４．８と高くはなっております。 

 続きまして就業率の推移についてご説明申し上げます。本道の就業率は、２４年あたりまでは低

下しておりましたが、その後は上昇しておりまして、２９年度では５４．４％、全国と比べまして

4．４ポイント低くなっております。男女別で見ますと、就業率は男性の方は僅かに増えている程
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度で、女性の方が就業率は上昇傾向を辿っております。 

 続きまして、全国の就業率と比べたものが９ページでございます。１１地域別で比べまして、就

業率が低くなっているのは、北海道、四国、近畿、高いのは南関東、東海、北関東・甲信といった

状況になっております。男女別に見ますと、男性の就業率が高いのが南関東、女性が北陸というこ

とで、先ほど申し上げた北陸地域は女性の就業率が特に高くなっているのがポイントになっている

のかなと思います。 

 年齢階層別の就業率を比べたのが 10 ページになっています。年齢階層別に見ますと、全国に比

べて北海道は、２５～２９歳のところと、55 歳以上の年齢層で就業率が低いという状況になって

ます。男性、女性で分けてみますと、男性は就業率はほぼ全国と同じような形なんですが、女性の

場合は、２０～２９歳のあたりと 55 歳以上で全国との差が見られるところでございます。女性に

つきましては、別途、事前配布にはお送りできなかったんですけど、別添ということで後ほどご説

明したいと思います。 

 めくっていただきまして 11 ページです。職種別の有効求人倍率の推移です。従来から介護、農

林漁業は人手不足の状況にありましたけども、それ以外の職種、建設ですとか接客・給仕、自動車

運転、生産工程の幅広い職種で有効求人が１倍を超えまして人手不足というのがかなり顕著になっ

ているところでございます。一方希望が多いのが、事務職または軽作業、高齢者は軽作業に結構求

職をするそうですが、そういうところの倍率は低い倍率になってまして従来から言われているミス

マッチというのが見られるところでございます。 

 続きまして、非正規労働者の状況でございます。本道、非正規労働者は２９年が３９．４％と全

国の値を上回っている状況でございます。女性の方が高く、５８．４％となっております。これは、

全国のデータではございますが、非正規労働者のうち、正規の仕事がないため非正規という「不本

意非正規労働者」というんですが、そういった割合は状況では１４．３％となっているところでご

ざいます。 

 続きまして、13 ページでございます。全国の非正規労働者の割合でございます。同じように 11

地域で比べたものですが、非正規労働者の割合が高いのは、沖縄、北海道、近畿と、割合が低いの

は北陸、四国、東北というところでございます。こちらも求人とか、製造業で産業構造の違いです

とか、非正規割合の多い業種の労働者が多いというところが影響あるのかなと考えられます。 

 続きまして 14 ページ、労働時間の推移でございます。本道の総実労働時間と所定内労働時間は

長期的に見て減少傾向ではありますが、全国に比べて長い傾向が続いてはおります。有給休暇の取

得率につきましては、一旦、２８年は全国を上回ったんですが、２９年はまた若干下回るところで

すが、長いスパンで見ますと全国と同じ状態にここ数年では改善しているのかなと思われます。 

 続きまして 15 ページは、都道府県別に総実労働時間を比べたものです。長いのが青森、岩手、

秋田となってまして、短いのが兵庫、奈良、埼玉となってます。北海道は、長い順番で３１番目で、

後ろの方ではあるんですが、平均から見ると長い状況にはなっております。 

こちらが全体の雇用情勢のご説明でございます。 

今回、前回の審議会でもお話のありました、女性に関していろいろとトライをしてみましたので、

別添でご説明したいと思います。さきほどの資料の方のいろいろなデータは労働力調査でやってる

んですけども、もっと細かくより正確にというと国勢調査の方が細かくデータを見れますので、こ

こは国勢調査でやったもので資料を作らせていただきました。 

まず労働力人口の推移ですけども、色が塗っている部分が女性の労働力人口で、人口減少もあり

ますが労働参加も進んでいまして、労働力割合、労働力率としては高くなっているところでござい

ます。 

続きまして２番目の年齢階層別の労働力率でございます。これはよく言われるＭ字カーブという

部分でございます。女性の労働力率につきましては、２５～２９歳というところと、４５～４９歳

という両側にピークがございまして、３０～３４、または３５～３９のところに底がくるというＭ
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字型になっております。平成１２年から５年毎を並べているのが左の図なんですが、着実に底の部

分というのは上がってきてはいるところ、あとまたは高齢層についても労働参加も進んではおりま

すが、未だこのＭ型の形にはなっているのかとは思います。この中身を未婚、死別、離別という部

分と、有配偶という部分で分けたのが右でございます。未婚、死別、離別の方々の労働力率という

のはあまり大きな変化はなく、若干高齢層で労働力率が上がってますが同じくらいの形になってい

ます。大きく変化しているのが有配偶の部分で、さきほどのＭ字カーブの底だった部分の年齢層の

方々の労働参加が進んでいるのかなというのが見て取れます。 

こちらを３ページでＭ字型の窪みに当たる２５～４５歳の部分の労働力率というのを全国のや

つで並べてみました。並べてみますと、北海道はだいたい３０位とか４０位あたりのところでござ

いまして、最も高い県というのが島根県、低いのは奈良県という形になります。だいたい、右側の

低い方の都道府県の顔ぶれを見ますと、東京圏、１都３県ですとか、関西圏の大都市を抱えるとこ

ろが労働力率が低いという県が並んでいるように見受けられます。労働力率と就業率を並べました

が、若干県の順位が多少は変わりますが、結果としては同じような形になっております。 

続きまして４ページ、５ページは、Ｍ字型カーブの形を比較してみようとやってみたものです。

Ｍ字の底がまずどこにあるかというところで、労働参加が進んでいる労働力率が高い県は、３０～

３４歳というのが、底になっているのが多いのかなと。当然ながら労働参加が進んでいますので、

左と右の山の部分と底の差というのは小さいということになっています。労働力率が低くてＭ字カ

ーブの底が深いところは下の方の行の県になるんですけど、窪みの底になっているのは３５～３９

ということで、年齢層が１つ高くなっているということと、左側との窪みの差がすごく大きいとい

う形になっていまして、あと、左と右との窪みのでこぼこの差といいますか、左との差、右との差

の値のまたそれの差といのも大きくなっているのが特徴的かなと思います。就業率で同じようなこ

とを比べまして、こちらの方も同じような傾向です。底の方の年齢層が大都市圏で高めで、窪みも

左が大きくて、若い層、２５歳以下がたくさん働いていて、一回窪んで、右にもう一回、労働参加

で戻ってくるのが少ないようなイメージになるかと思います。 

次６ページ目ですけれども、就業形態別に女性の就業状況を比べてみました。どういった就業形

態かというと、正規の職員とパート・アルバイト、労働派遣事業所の派遣職員、その他。その他は

家内労働であったり、会社の役員だったりというのが入るようです。まず上の左側の表は就業率で

すけど、ちょっと見づらいかもしれませんが、一番上の表が全体の就業率のＭ字型のやつを、中に

職種別、一番下の真っ白な部分が正規の職員で、真ん中ぐらいのちょっと色が薄めについているの

が、パート・アルバイト。濃いめの色がついているのが派遣社員。一番上の部分がその他という形

になっています。それを未婚・死別・離別というのと有配偶で分けると、下の２つのグラフになり

ます。下の２つのグラフを足すと上のグラフといった形になっています。それで、比率が見づらい

ので右側にそれぞれ１００とした場合の比率を表示してみました。これでわかることは、未婚の

方々で最初は正社員でなっておられた方が、一旦結婚して有配偶になったときに、当然そのまま正

社員のままでいられる方もいらっしゃるでしょうけども、有配偶になってくると労働参加しますが、

非正規、パート・アルバイトの形でもう一回就職されるというのがこれで見て取れます。これは、

なかなか正社員として続けられない可能性もありますし、または、子育て世代もしくはそういった

家庭と両立するためには、パートなどが働きやすいのか、両方考えられることですが、こういった

ことがこれからもわかると思われます。まだデータで、こういったことを並べてみましたが、ただ、

これだけでは、まだ不足なのかもしれません。いろんな考え方とか定性的なものとの比べが必要な

のかもしれませんが、一応ざっくりと見て取れたのが、Ｍ字型のカーブっていうのはある程度回復

はしているけれども、まだ全国的に見ると、全国平均中位くらいのところ。大都市はまだまだＭ字

の部分で底が深い状況になっていると。地方圏のところでは、Ｍ字が浅くてそこは女性あたりの就

業率であったり労働力率が高い状況にあるのが地方の方であるというのが見て取れるところでご

ざいます。以上でございます。 
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【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、ご意見・ご質問ございますでしょうか。 

 資料の４、それから資料の別添。國武委員。 

 

【國武委員】 

 ご説明ありがとうございます。前回もお話ししたんですけれど、この資料の見える化っていうの

が、労働審議会ではっきり出てくるようになって、すごくいい傾向だと私自身思っています。数字

が見えてくると課題というのがはっきり出てくるはずで、今日はそういうことを議論する場ではな

いと思いますが、ぜひこういう見える化した資料を共有しつつ、政策を展開してほしいと思います。

あと、女性の就業率が他県より劣ってるという話については、北海道の分析を毎年聞いているよう

な状況ですので、女性が働きやすい職場になれば絶対に男性も含めて働きやすい職場になるという

のは全国的な傾向ですので、少しでも女性が働きやすい職場になることを行政として推し進めるよ

うな政策が取れるように、次回以降、ぜひ検討の機会を労働審議会で設定していただきたいという

ことです。以上です。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。ぜひ、検討していただきたいと思います。 

 他、どうでしょうか。 

 よろしいですか。ちょっと時間も押してますので、次の議事に入りたいと思います。 

 次は報告事項の②でございます。「第４期雇用創出基本計画平成３０年度推進計画について」で

ございますが、③の「働き方改革の取組状況及び人材確保対策の取組状況について」も関連ござい

ますので、合わせてご説明をお願いいたします。 

 

【事務局（水口雇用労政課長）】 

 はい、ご説明いたします。道の雇用対策の基本となります推進計画の関係をまずご説明したいと

思います。 

 資料の方は、資料５－１と５－２がございまして、まず資料５－１の方でご説明をいたします。 

 ５－１ですけれども、まず最初にこの推進計画につきましては、毎年度推進計画の実効性を確保

し、的確な推進を図るために策定してこれに基づき事業を推進するものでございます。雇用情勢は

飛ばしまして、３番の３０年度の推進計画の取組の内容でございます。まず基本計画で３つの柱を

定めておりまして、「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」に基

づいて、特に本年度深刻化している人手不足対策というのを重点として取り組むこととしておりま

す。具体的には、まず、「雇用の受け皿づくり」につきましては、良質で安定的な雇用の場づくりに

向けまして「食」や「ものづくり」｢健康長寿｣の分野における産業振興と、雇用対策の一体的な展

開を進めるとともに、地域産業の活性化などを推進するということにしております。 

 めくっていただきまして、「就業の促進」におきましては、女性の活躍推進に向けた子育て中の女

性の就業支援ですとか若年者や中高年齢者等に対する就業支援、U・I ターンなど人材誘致の取組を

推進します他、長時間労働の是正や多様な働き方の促進、非正規労働者の処遇改善といった働き方

改革を進めるなど就業環境の改善を進めることとしております。 

 さらに、「雇用のセーフティネットの整備」では、職業訓練の受講機会の拡大を図るなど、離職者

等の再就職を促進することとしております。 

こちらにつきまして、４でございますが雇用創出の関連事業として道が実施する３０２事業のほ

か、労働局ですとか経産局の事業も含めまして３４４の事業を関連事業として指定しておりまして、
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これを連携しながら推進することにしております。 

 目標関係の指標ですけども、雇用創出目標、基本計画で来年度いっぱいまでで４年間、９万人を

雇用創出すると目標を掲げておりまして、今年度につきましては、２万３，０００人を目標として

設定しております。またもう一つの指標としております就業率につきましては、女性や高齢者の就

業支援を一層進めるなどしまして、例年同期より上昇を目指すとしております。 

 ６番、「計画の推進にあたって」でございます。働き方改革推進プロジェクトチームなどによる働

き方改革の推進や、人材確保推進本部による関係部局が連携した人材確保対策の推進などについて、 

庁内横断的、総合的な取組を推進するとともに、国や経済・労働団体など関係機関と連携を図りな

がら、地域の関係者の主体的な雇用確保の取組を支援するなどして、一人でも多くの方の安定的な

雇用に結びつくよう取り組むこととしております。 

 本体の資料につきましては、資料の５－２でございまして、かなり大冊になりますが、こういっ

た事業をどういった予算で展開しているかというのを掲げております。のちほど、ご覧いただけれ

ば、と存じます。 

 続きまして、今年度重点として取り組んでおります「働き方改革と人材確保対策」につきまして

資料６の方でご説明をしたいと思います。横版の資料になります。 

 まずめくっていただきまして、１ページ目です。平成３０年度の働き方改革の主な事業の取組を

まとめたものでございます。昨年１０月に北海道働き方改革推進方策というのを策定いたしまして、 

「多様な人材の活躍」、「就業環境の改善」、「生産性の向上」を３つの柱として、ワークライフバラ

ンスの実現と人手不足対策の推進というのを図ることとしております。 

 本年度の主な取組としましては、まず中央上段の方の「多様な人材の活躍」ですけれども、「子育

て女性再就職応援事業」ですとか、若者を道内産業の担い手などに育成する「北海道ふるさと・み

らい創生推進事業」など、各種事業を実施することとしています。また、就業環境の改善では、働

き方改革に取り組む中小企業の認定や地域企業等のハンズオン支援を行う「就業環境改善支援事業」

などを実施することとしております。また右下、「生産性の向上」においては、ＡＩ・ＩｏＴなど先

端技術を活用した道内大学などの研究成果の普及啓発を図る事業などを実施することとしており

ます。 

 次にめくっていただきまして、働き方改革関係の取組でございまして、まず２ページと３ページ

のところなんですが、平成２８年１２月に設置したほっかいどう働き方改革支援センターについて

ですが、まず３ページ目の方で、今年度の取組についてご説明をいたしたいと思います。まず相談

業務のところの出張相談会については、本年度１４すべての振興局管内で実施する予定でございま

す。 

また真ん中の改革プランの作成・普及につきましては、本年度は、運輸業と食料品製造業を対象

として、改革プランの作成・普及を実施する予定としております。 

また、働き方改革の普及、啓発に関しましては、労働セミナーに加えまして、本年度は多様な働

き方を支援するための研修会や、企業の働き方改革リーダーを養成するための研修会を実施するこ

ととしております。 

 ２ページ目の上に戻っていただきまして、働き方改革支援センターにつきましては、国の地方創

生の交付金を活用した事業でございまして、平成３０年、今年度で終了することとされております。 

 来年度以降につきましては、道の振興局で開催しております「地域雇用ネットワーク会議」にお

きまして相談機能を承継するとともに、本年度国が設置しました「北海道働き方改革推進支援・賃

金相談センター」と連携することよりまして、本道における働き方改革に関する相談体制を維持し

ていくこと考えているところでございます。 

 めくっていただきまして、４ページ、５ページにございます「人材確保対策の推進」についての

ご説明を申し上げます。 

 道では、喫緊の対応が必要な人材確保対策を総合的に推進するため、知事を本部長とする「北海
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道人材確保対策推進本部」を本年 3 月に立ち上げたところであります。この本部を通じて、関係部

局が連携し、業界等の魅力・情報発信による人材誘致・定着、就業環境改善による就業の促進、生

産性向上に向けた技術支援・人材育成などに取り組み、全庁一体となって、推進していくこととし

ています。特に全国を上回る人口減少が進む本道におきましては、人材の流出防止ですとか、道外

からの積極的な呼び込み、さらには外国人材も含めた多様な人材の活躍などを図っていくことが重

要と考えておりまして、今年度の具体的な取組としては若者の道内定着、道外からの人材誘致、外

国人材の活躍促進といった３つをテーマに業界等の情報や魅力の発信、受入環境の整備など、関係

部局や団体等が連携して取り組んでまいる考えでございます。 

 以上、道における働き方改革・人材確保対策を説明させていただきました。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。ただいまのご説明に対しまして、ご意見・ご質問ございますでし

ょうか。 

 

【國武委員】 

 小樽商科大学の國武です。ちょっと時間がない中ですけど、今の働き方改革の件で、法案が成立

しましたね、働き方改革関連法案です。あれは、労使で自主的に進めて欲しい部分というのがある

ので、つまり、上から目線の労働時間の上限規制とかもありますけど、ただ、全体としては労使で

話し合いをして、適切な働き方を推進していこうという法案です。そうすると、法令遵守というこ

とにかぎらず、基本的な働き方のワークルールを周知して労使の話し合いの土壌を作ることが必要

だと思います。今回の法改正で、年休の取得も義務化されますので、そうすると、全体としてそう

いうルールがあるなかで、少しずつ働き方を法令に合うような形で、労使で話し合いをしながら働

き方を修正していくことになります。おそらく、行政によるワークルールの周知と各企業がそれに

対応することで、結果として少子化がとどまるという部分もあります。つまり、働きやすい職場が

地域にあれば、北海道に残ろうかなと思う若い人も増えますので、ワークルールの周知という観点

も踏まえた上で雇用対策を推進していただければというふうに思います。 

 

【亀野会長】 

 はい、どうぞ。 

 

【岡委員】 

 國武委員に追加して企業の働き方改革もそれぞれの企業で進めていますが、具体的にどう進めれ

ばいいのかわからないというところがとても多いというふうに感じていますので、道からも企業の

成功事例を吸い上げをして、情報発信をしていただければなと思います。 

 

【亀野会長】 

 はい、ありがとうございます。 

 何かありますか。今の件に関しまして。 

 

【事務局 （大矢働き方改革推進室長）】 

 成功事例の情報共有をということですが、資料６を１枚めくっていただいて、１ページの左下に

就業環境の改善の取組のうち法令遵守ということで新規事業があるのですが、優良事例の普及に取

り組むもので、特に人手が不足している業界について 3,000 社ぐらいのアンケート調査をやって、

その中で優良事例を拾って事例集を作って普及していくということに、今年度、取り組みます。 

 あと、特定の業種なのですが、宿泊業、ＩＴ業、道路貨物運送業につきましては、働き方改革プ
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ランということで、こういった項目にはこういう標準的な手法でアプローチすると解決できますよ、

というようなことを、昨年度末に取りまとめたものですから、今年はそれをそれぞれの業界の方に

ＰＲしているというようなこともやっております。 

 まさに成功事例なんかは、貯めて普及をしていきたいと思っております。以上でございます。 

 

【亀野会長】 

 よろしいでしょうか。 

 はい、他、どうでしょうか。 

 それでは最後になりますが、全体を通して質問等があればお伺いしたいと思います。 

 どうでしょうか。 

 

【岡田委員】 

 すいません、久しぶりに委員会に参加したので的外れなことを申し上げるかもしれないですが、

最後の資料６のところで、3 ページ目のところに人手不足が深刻な業界団体というので、宿泊業と

かＩＴ業とか道路貨物というふうに書かれていたんですが、これ最初の議題に上がりました技専の

学校の方ではものづくりの方に特化しているというふうになっているので、就職の受け皿になるよ

うな業界とそれから学校で勉強することがもちろん時代によって変わってくるので、そんなにすぐ

に合わせるということはできないかもしれませんが、就職先と技専で勉強することのニーズと提供

しているものの乖離があるのかなというふうに感じました。そのへんはまた、明日の委員会の方で

も検討していただけたらと思っています。もう 1 点、学び直しというのがあったと思うのですが、

あれは、若年者に限定しているのでしょうか。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 技専の方で取り組んでおります既卒者の学び直しの制度につきましては、一応若年者向けという

ことで当初は 25 歳未満ということで始めたんですが、現在は 35 歳未満ということで枠は広げて

おりますが、2 年間の訓練で質の高い技能者を育成していこうというような考え方の中で、若手の

技能者の方をということで、若年者向けという制度で現在はやっているところでございます。 

 

【岡田委員】 

 定員の充足の問題もあると思いますので、もう少し年齢が上の人でも新たに技術を身につけて仕

事を変わりたいという方もいらっしゃると思いますし、たまたまななんですが、大学でも６０歳過

ぎて一般入試で入ってきている学生さんとかが学部でもいらっしゃるんですよね。なので、ニーズ

としてもう一度学び直したいということは、高い年齢層の方にも広げてあげるといいのかなと思い

ました。これは感想です。 

 

【亀野会長】 

 １点目の技専のものづくりと、個々の人手不足との乖離というんですかね、その点は何かありま

すか。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 おそらく人手不足分野というところで、特に深刻な分野というところで、この改革プランの３業

種なんだと思います。さきほどＩＴのお話もございましたが、ＩＴ分野についてもかつては技専の

方でも取り組んでございましたが、そちらについては民間の方でということで、観光についてもか

つては観光ビジネスという科目を技専の中でやってございましたが、それにつきましても今現状は

サービス部門については撤退しているということがありまして、主に今ものづくりに特化していま
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す。人手不足ということで言いますと、有効求人倍率が１倍以上という中で、ものづくり、いわゆ

る生産工程に関わる部分というのも引き続き人材不足、人手不足というふうになってございますの

で、その部分での人材供給という役割はしっかり果たして、それが人手不足対応にもなってくると

思っております。また、ものづくり分野として訓練科目としてやっているもの以外にも、外部の民

間の訓練機関、専門学校等に委託をして、委託訓練としてやってございますが、そういった中で介

護でありますとか、保育といったところに力を入れてやっているということもございますので、そ

ういったところも視野に入れて今後の運営を考えていきたいと思っております。 

 

【亀野会長】 

 官民との役割分担ということもあって、ものづくりということに特化したという経緯がある。た

だ、そういうものも含めてご議論いただければというところだろうと思います。 

 他、どうでしょうか、よろしいでしょうか。 

 

【岡委員】 

 学校の横の連携というのはどういうふうになっているのか教えていただければと思います。教員

の連携だとか、生徒の移動というのも可能なんでしょうか。 

 

【亀野会長】 

 技専の？ 

 

【岡委員】 

 はい、技専の。 

 

【亀野会長】 

 学校間の連携ですね。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 まず、教員といいますか、指導員というふうに言ってございますが、全体としましては毎年新規

採用についても各学院毎にではなく全体として必要な人数で、異動等を行いながら、ずっと同じ場

所にいるというのではなくて異動していくというのもございます。また、特に各職種毎に、機械と

か金属加工とか、そういった分野毎に専門の指導員の方がいらっしゃるので、同じ職種の中でお互

いに情報交換をしたり連絡を取ったり、またお互いに勉強し合いながら高めあっているというとこ

ろはあろうかな、というふうに思ってございます。訓練生の方につきましては、学院間の移動とい

うのは基本的にはございません。各学院の中でその後２年間の訓練が終わって修了していくという

形で、いわゆる訓練生の方自体が最初別の学院にいて、途中で変わって別の学院に行くという仕組

みは取ってございません。 

 

【岡委員】 

 ありがとうございました。 

 学び直しの方も同じ学校の中でしか学び直しができないシステムなんでしょうか。 

 

【事務局（内藤職業訓練担当課長）】 

 今現状、ご説明しております学び直し若年者枠というものにつきましては、２年間の施設内訓練

科目の中でしっかり技能を身につけていただこうということなものですから、今現状においては学

び直しの方も他の訓練生、新卒の方と同じように、しっかり年間訓練を受けて必要な技能や資格を
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取ってというふうになっております。 

 

【岡委員】 

 すいません、質問の意図が．．．。 

 卒業生、既卒者が、同じ学校ででしか学べないのか。そんなことはないんですか。 

 

【亀野会長】 

 学び直しっていうのは、技専で学んで、さらにまた技専でという意味ではなくて、どこかで勉強

して。 

 

【事務局（土屋職業能力担当局長）】 

 新たに技専で。 

 

【亀野会長】 

 そうですね、新たに技専で、ということですので。 

 

【事務局（土屋職業能力担当局長）】 

 全然違うところにいた方が、やっぱり技能が欲しい、資格が欲しいとなったときに、自分の希望

する学院を受けて、そこで 2 年間勉強して、例えば、二級電気工事士とか技能士とかの資格という

のを取って就職に結びつけるということを「学び直し」といっています。 

 

【岡委員】 

 もう一度学び直しができるというふうに捉えてしまいました。よくわかりました。ありがとうご

ざいます。指導員の不足という話も始めにご説明があったので、指導員が不足しているときに例え

ば、ＩＴを使って、ＩＣＴを使って、テレワークのような形で他の学校でも教えられるとかそうい

うような形も他の教育現場では進んでいるように聞いていますので、そういうことができるとまた

そこで学びのチャンスが地域の人に増えるのかなというふうに思ったものですから、連携というの

はそういう意味で聞きました。すいません、言葉足らずでしたけれど。ありがとうございます。 

 

【亀野会長】 

 よろしいでしょうか。 

 はい、ちょっと時間も司会の不手際で時間オーバーしてしまいましたが、これをもちまして議事

を終了いたします。 

 事務局から連絡事項などありますでしょうか。 

 

【事務局（雇用労政課 柿崎主幹）】 

 はい、本日は長時間に渡りまして、貴重なご意見などをいただきまして誠にありがとうございま

した。次回の審議会につきましては、追ってご連絡いたします。 

 これをもちまして、北海道労働審議会を終了いたします。 


