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１ 開会 

 

 事務局（高橋課長補佐） 

ただいまから令和３年度第１回北海道労働審議会を開催いたします。私は、本日、司会進

行を務めさせていただきます、雇用労政課の高橋と申します。よろしくお願いいたします。  

本日の審議会には、委員 11名のご出席をいただいております。北海道労働審議会条例施

行規則第８条により、構成員 15名の過半数を超えておりますことから、本会が成立してお

りますことをご報告申し上げます。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ください。 

それでは、はじめに経済部長の山岡からご挨拶申し上げます。 

 

２ 挨拶 

 

山岡経済部長 

経済部の山岡でございます。今年度第 1回目となります北海道労働審議会の開催にあたりま

して、一言ごあいさつを申し上げます。 

委員の皆様には大変ご多忙の中ご出席を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。 

前回３月に開催した折には、オンライン開催でやらせていただきましたが、９月 30日に緊

急事態宣言が終了し、新型コロナウイルス感染者も減少をしているところで、本日は、札幌市

内で大型のクラスターが発生し、一時的には増えますが、大きくは減少している傾向がござい

まして、委員の皆様にお忙しい中お集まりをいただき、対面で開催をさせていただきました。

こうして対面の形でやらせていただくことについて、厚く御礼申し上げます。 

さて、本道の直近の雇用情勢ですが、感染症の影響を受けまして、令和３年の７－９月の就

業者数は令和２年に比べまして５万人減少し、162万人となっておりますほか、完全失業者数

が１万人増加し、９万人となりました。厳しい雇用情勢となってございます。 

一方で、今年９月の有効求人倍率は 0.98倍と、昨年４月から１を切る状況は続いておりま

すが、大きくは減っていないということ、もう一つ、建設、介護、福祉、警備といった分野で

は、有効求人倍率３倍を超えるなど、職種によって、人手不足の状況も続いている状況がござ

います。 

こうした状況の中、道では現在、働く方々の雇用の維持、安定に向けまして、離職を余儀な

くされた方々への再就職の支援や、人手不足の業種への労働移動の支援など各般の施策を、積

極的に進めております。本日の審議会では、３月に職業能力開発部会に付託をしました第 11

次北海道職業能力開発計画につきまして、部会のアウトプットを踏まえ、ご審議をいただきた

いと考えてございます。また、最近の雇用情勢やこれを踏まえた道の取組などについてもご報

告を申し上げたいと思ってございます。 

限られた時間ではありますが、忌憚のないご意見を、いただければ幸いでございます。 

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

 

３ 議事 

 

事務局（高橋課長補佐） 

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、労働者代表として、日本
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製鉄室蘭労働組合の荒川孝志委員、使用者代表として、日本通運株式会社の山﨑勝也委員です。  

新たに委員になられたお二方から一言ずつご挨拶をお願いいたします。まず荒川委員お願い

いたします。 

 

荒川委員 

おはようございます。私は前役員の大柄より引き継ぎました、日本製鉄室蘭労働組合の荒川

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

事務局（高橋課長補佐） 

続きまして、山﨑委員お願いいたします。 

 

山﨑委員 

おはようございます。日本通運(株)札幌支店の山﨑でございます。今年の４月に横浜から異

動で参りました。初めての参加ということになります。重要な審議会で、使用者代表というこ

とで、少しでもお役に立てればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

事務局（高橋課長補佐） 

どうもありがとうございました。続きまして資料２をご覧ください。本会議に設置しており

ます３つの部会のうち、港湾労働部会、職業能力開発部会の特別委員につきまして、令和３年

６月 30日の任期満了に伴い、先に各委員の皆様に推薦承認をいただき、令和３年７月１日付

で任命しております。なお、港湾労働部会の金三津特別委員のみ任期が異なるため、令和３年

９月２日任命となっております。 

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片桐会長にお願いいたします。 

 

片桐会長 

皆さん、おはようございます。これから令和３年度第１回北海道労働審議会を始めたいと思

います。先ほどお話もあったとおり、対面で開催することができて、大変うれしく思っており

ます。では、以後、着座にて進めさせていただきます。 

それでは、はじめに、審議事項（１）第 11次北海道職業能力開発計画（原案）につきまし

て、事務局及び開本職業能力開発部会長から説明をお願いします。 

 

事務局（匂坂課長） 

おはようございます。事務局の産業人材課長の匂坂でございます。よろしくお願いいたしま

す。それでは、座って説明させていただきます。 

職業能力開発部会に付託されました第 11 次北海道職業能力開発計画（原案）につきまして、

審議経過などをまずご説明いたします。資料の３－１をご覧ください。経過説明でございます

が、都道府県の職業能力開発計画は、職業能力開発促進法におきまして、策定が努力義務とさ

れており、国の職業能力開発基本計画に基づきまして、５年ごとに策定しております。今回は、

第 11次の計画策定となるものでございます。策定に当たりましては、事業主や労働者などか

ら広く意見を聴取することとされておりますことから、令和３年３月 29日に開催されました

北海道労働審議会におきまして、計画策定について審議いただき、計画案に係る審議が部会に

付託されたものでございます。４月 13日に書面にて開催されました第１回職業能力開発部会

におきまして、12名の委員に計画の骨格案についてご説明を申し上げ、その後、各委員から

のご意見やご質問も含め、審議をいただいたところでございます。 
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８月６日には第２回となる部会を開催し、12 名の委員のご出席のもと、素案につきまして、

ご審議をいただきまして、素案を策定、９月 13日には、道議会経済委員会に報告を行ったと

ころでございます。その後、道民意見の募集、いわゆるパブリックコメントを行うとともに、

第２回部会でのご意見等を反映させた上で原案を策定いたしました。10月 29日に第３回の部

会を開催し、11 名の委員のご出席のもと、この原案につきまして、最終的な審議をいただき、

一部文言修正等を行ったところでございます。経過につきましては、以上でございます。 

 

開本委員（職業能力開発部会長） 

それでは、私、開本の方から部会の審議結果についてご説明いたします。座ってお話させて

いただきます。お手元の資料３－２をご覧になってください。 

審議結果の概略についてのご報告をいたします。部会での審議において出された意見により

修正を行うなど、案に反映された点でも、大きなものは５点ほどでございます。 

まず、「『新たな日常』という言葉について説明すべき」というご意見を踏まえ、新たな日

常の定義が読み取れるように修正いたしました。２つ目に、「産業経済の変化に対応する新た

な日常とあるが、この間、就労の仕方が変わってきたということについて加筆すべきではない

か」というご意見を踏まえて、テレワークやオンライン会議といったＩＣＴを活用したビジネ

ススタイルへの転換について、本文に記載いたしました。３つ目に、「感染予防の徹底による

新しい生活の実践という部分について、新北海道スタイルなど、道として指針を出しているの

であれば、それを記載すべきではないか」というご意見を踏まえ、新北海道スタイルの取組内

容を本文に記載いたしました。そして、「ＤＸなどの事項と施策との関連性を説明すべき」と

いうご意見を踏まえ、ＩＴ活用スキルの向上などデジタル化への対応について、主な取組及び

方向性の該当部分を修正しました。そして「『男女が働きながら共に家事、育児等を行うこと

ができるよう』との記載に対し、後半では、『結婚・出産、育児・介護等のライフイベントに

関わりなく継続して働くことができるよう、女性のライフステージに応じた支援に努めます』

となっており、介護が女性の仕事というようなイメージを受けかねない」というご意見を踏ま

え、修正いたしました。その他、文言や統計数値についてもご意見をいただき、適宜反映して

おります。なお、計画原案の概要についてはこの後、事務局から説明いたします。私からは、

以上です。 

 

事務局（匂坂課長） 

それでは、続きまして、第 11次北海道職業能力開発計画（原案）につきまして、概要を説

明いたします。原案の説明を行う前に、パブリックコメントの結果について、簡単にご報告い

たします。素案につきましては、広く道民の皆様からご意見を伺うこととし、９月 14日から

１ヶ月間、パブリックコメントの募集を行い、１名の方から１件のご意見をいただいたところ

でございます。内容につきましては、「就職氷河期世代の方々への雇用機会の提供とともに、

ビジネススキルを育成する術を、北海道としても積極的に練っていただきたい」というもので

ございました。意見に対する道の考え方といたしましては、計画原案の本文 20ページに、就

職氷河期世代を含む、中高年齢者等への職業能力開発を推進する旨の記載をしていることから、

計画案といただいたご意見の趣旨は同様であると判断させていただいたところでございます。  

続きまして、原案の概要をご説明いたします。資料３－３によりご説明をいたします。まず、

本計画につきましては、４部構成となっております。第１部総説ですが、計画のねらいといた

しまして、働く者一人一人の職業生活の安定と社会的な評価の向上を目指し、「『新たな日

常』や地域・産業の課題、ニーズを踏まえた人材育成・確保の推進」など、４つの項目につき

まして、今後取り組む基本的施策の方向性を謳っています。計画期間につきましては、令和３

年度から７年度までの５年間としております。第２部の「職業能力開発を取り巻く現状」につ
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きましては、本道の状況といたしまして、全国を上回るペースで高齢化が進行していることや、

全国と比べ、二次産業の構成比率が低いことなど、また、主な課題といたしましては、多様な

人材の活躍促進、技能労働者の優れた技能の維持と継承等が挙げられます。第３部の「職業能

力開発の方向性と基本施策」につきましては、計画の基本的考え方の５年後の目指す姿といた

しまして、「地域を支える産業において、『新たな日常』の中、労働環境や社会ニーズの変化

に対応した多くの優れた産業人材が活躍している。」こと、また、「経済・雇用情勢等の変動

に伴い、多様な働き手がそれぞれのニーズに応じた働き方を選択し、活躍している。」の２つ

を設定し、職業能力開発の方向性を示しております。施策の実施目標としては、目指す姿の達

成に向け、先ほどの総説の中の計画のねらいでご説明いたしました「『新たな日常』や地域・

産業の課題、ニーズを踏まえた人材育成・確保の推進」など、４つの柱を掲げますとともに、

「高等技術専門学院の修了生の関連業界就職率」、「道が実施する技能検定の合格者数」など

の４つの指標を設定し、推進管理を図ることとしております。２ページ目をご覧ください。

「職業能力開発の方向性と基本的施策」といたしまして、施策の実施目標において、お示しい

たしました４つの柱ごとに、それぞれの囲みにあります、各目標を達成するための具体的な施

策を展開し、目指す姿の実現に向けまして、取組を進めていくこととしております。第４部の

「計画の推進」につきましては、「計画の推進体制」や、「関係機関との連携」にありますと

おり、官民の適切な役割分担や連携のもと、効果的、効率的に取組を推進することとしており

ます。計画の概要につきましては、以上でございます。 

 

片桐会長 

はい、ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問はあります

でしょうか。 

特にないようですので、なければ第 11次北海道職業能力開発計画（原案）につきまして、

審議会として了承することでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

はい、ありがとうございます。それでは第 11次北海道職業能力開発計画につきまして、原

案どおり了承いたします。 

では、次の議事に入ります。報告事項（２）最近の雇用調整について、続けて報告事項

（３）今年度の雇用関連施策について、事務局からご説明をお願いします。ご意見、ご質問に

つきましては、事務局からの説明後にまとめてお聞きしたいと思います。では、よろしくお願

いします。 

 

事務局（西岡課長） 

雇用労政課長の西岡と申します。よろしくお願いいたします。座って説明をさせていただき

ます。私の方からまず資料４で、最近の雇用状況について、10ページ辺りまで、ご説明をさ

せていただこうと思っております。 

 １ページ目でございます。月間有効求人倍率の推移でございます。中程の折れ線グラフをご

覧ください。令和３年の９月の道内の月間有効求人倍率は 0.98倍、前年同月比で 0.03ポイン

ト上昇いたしました。全国は 1.05倍でございました。労働局の基調判断でございますけれど

も、「求職者が引き続き増加しており、道内の雇用情勢は弱さが見られる。引き続き、感染症

が雇用に与える影響により一層注意する必要がある」としてございます。右の欄の表の方をご

覧ください。月間有効求人数ですけれども、一番下の方の数字をご覧いただければと思います。

求人数は 8万 2,951人と、前年同月比で 7.6％の増加と、６ヶ月連続で前年同月を上回るとと
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もに、月間有効求職者数は 8万 4,414人と、前年同月比で 3.7％増加、15ヶ月連続で前年同月

を上回っているということでございます。この点線で囲まれた部分というのが、上回っている

範囲でございますけれども、直近を見ても、求人数というのは増加傾向にございますが、一方

で求職者数も増えているということで、依然として厳しい雇用情勢が続いていると考えてござ

います。 

次に２ページでございます。地域別の有効求人倍率を見てみたいと思います。上段の棒グラ

フをご覧ください。地域別、これはハローワーク別でございますけれども、有効求人倍率は、

札幌東、札幌北、函館、旭川、千歳で１倍を下回っている一方で、稚内、根室、浦河などで１

倍を大きく上回っているということで、地域差が見られるということです。下の表でございま

すけれども、これはこのコロナ禍により道内全体で、雇用情勢が悪化している、と申し上げま

したが、令和３年９月の有効求人倍率については、前年と比べて上昇している地域もあるとい

うことで、地域によって、まだら模様というような状況でございます。 

続きまして、３ページをご覧ください。職種別の求人数、求職者数、有効求人倍率を見てみ

たいと思います。表中の点線で囲ったところの数字を中心に追って参ります。まず令和３年９

月における、職種別の有効求人倍率、事務は 0.33倍です。運搬・清掃は 0.63倍、１倍を下回

る一方、保安 4.54倍、それから建設・採掘 4.50倍で、大きく１倍を大きく超えるというよう

な状況でございます。職種によって差が見られて、求人と求職のミスマッチが認められるとい

う状況でございます。月間の有効求職者数は、コロナ禍により前年に比べて増加していますけ

れども、これまで人手不足業種として求職者が集まりにくかった保安や農林漁業、建設・採掘

といったところ、これら一番右端の欄の数字でございますけれども、これらの職種につきまし

ては、求職者数が前年同月に比べて増加するなど、労働移動の動きも見られるというようなこ

とでございます。 

次に４ページでございます。道内の求職者数、完全失業者数の推移です。ここは表の中のや

や右側の令和３年７－９月期のところの並んだ数字を中心にご説明をしたいと思います。まず、

就業者数は 262万人ということで、前年同期に比べて５万人減少しているということでござい

ます。これは、下の表を見ると男性が４万人減っているということで、ここは男性が中心に数

を減らしていることが見てとれます。あと、その上になりますけれども、完全失業者数が全体

で今９万人でございまして、前年同期に比べまして、１万人の増加ということで、これは男性

が１万人増えている一方、女性が１万減っている状況でございます。そうしたような状況の供

連れで、下の方をご覧いただきますが、完全失業者数、これは全体で 3.3％ということで、前

年同期に比べて 0.6ポイントの上昇。それから、もう一つ下にいきますが、就業率ですね。こ

れも 56.7％ということで、前年同期に比べて 0.5ポイント低下ということでございます。下

の方に、ご覧いただくように、特に男性が 1.6ポイント低下しております。引き続き雇用情勢

が厳しいというのは、ここからも見てとれるかな、というふうに思っております。 

５ページをご覧ください。道内の就業者数の推移ということで、今度は正規雇用・非正規雇

用の観点から見たいと思いますけれども、表中やや右側の令和３年７－９月期の数字欄を中心

に、この点線で囲った辺りの数字を追っていきたいと思います。就業者数の内訳としては正規

雇用が、135万人と前年同期と比べて、全体で２万人減少しております。主に男性で減少して

いる。非正規雇用についても前年同期に比べて、全体で１万人減少しており、こちらは、女性

が減っているというような状況がわかると思います。休業者でございます。下から３番目の欄

ですけれども、全体で８万人と、前年同期に比べて１万人増加しております。さらに２年前の

水準、これは令和元年の７－９月期と比較すると、２万人の増加ということで、依然として、

コロナ禍前の水準には戻っていないということでございます。 

次に６ページをご覧ください。今度は感染症拡大による売上利益、経済面のところを確認し

ておきたいと思います。まず、左側をご覧ください。道内の企業経営者の意識調査、これは道
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で四半期ごとに実施しておりますけれども、感染症の拡大により、平年の同時期に比べて、売

上あるいは利益が減少した（大きく減少と多少減少を含めたもの）と答えた企業の割合は、令

和３年７－９月期の調査ではご覧いただいているとおり 57.5％と、令和３年４－６月期の調

査よりも３ポイント低下をしているということでございます。それから右の表をご覧ください。

業種別で見ていきますと、「卸売・小売」だけが、「売り上げ利益等が減少した」と答えた企

業の割合が、前回の調査よりも上昇しております。また、その割合も７割を超えるということ

で、感染症の影響が顕著になっているということでございまして、また、上の方の「サービス

業」をご覧いただきたいのですけども、４－６月期で 69％、７－９月期で 64％ということで、

一見、やや改善しているようにも見えますが、ここの中は、例えば飲食とか観光とか道内の主

要な基幹産業の影響について、ここは少し詳細に次のページで見ていきたいと思います。 

７ページをご覧ください。「サービス業」のうち、「宿泊・旅行業、飲食」の状況を細かく

確認したいと思います。先ほど申し上げましたように左側のところ、「サービス業」の全体の

売上・利益の影響ということでいうと、減少と答えている割合が、69.0％から 64.3％と、改

善をしているようには見えるのですが、「宿泊・旅行業」、「飲食業」の欄が右側に出ており

ます。こちらを見ますと７－９月期でもいずれも 90％以上が売上・利益が減少しているとお

答えいただいておりまして、依然として大きな影響を受けているということがわかると思いま

す。我々も、マクロな大きな数字ももちろんですけども、細かく一つ一つ状況を見ていく必要

があると感じているところでございます。 

それから、８ページをご覧ください。今度は、従業員の過不足感の状況です。これも同じく、

四半期で道の経済部で調査しているアンケートの結果でございます。まず、正社員ですね、こ

ちら左から見てきたいと思います。前回の調査時点４－６月期から過剰や適正と感じている企

業の割合が低下している一方、不足と感じている企業の割合が増加をしているということでご

ざいます。不足感が増しているということでございます。それから、右側これは非正規の従業

員ですけれども、こちらは、適正というところが減っておりまして、逆に過剰と不足が両方増

加しているということで、こちらは、まだら模様になっており、今後の推移を見ていく必要が

あると感じているところでございます。 

９ページでございます。接触機会の低減策の実施状況ということで、こちら、今回８月、３

度目となる緊急事態宣言が発令される中、道では８月 31日付で、出勤者数削減の官民共同メ

ッセージを発出して皆さんに取組のお願いをしたところでございまして、その期間中の状況と

いうことで、見ていただければと思います。７－９月期ですけれども、最も多いのが、「休暇

の取得促進」ということで４割以上の企業さんが、取り組んでいただいております。あとは

「時差出勤」、「テレワーク」と、ご覧いただいているような順になっております。企業さん

によっては、出勤者数削減といいましても、取り組めるものも様々でございます。現場が多い

業種もあれば、オフィスワーカーが多い業種もあるということで、我々としては、コロナ禍に

おいてできるものを、お願いをしているというスタンスでございまして、最終的にはどれか取

り組んでいただいた企業というのは全体で言いますと、7割以上ということで、この場をお借

りしてお礼を申し上げたいと思っております。それから右側でございます。テレワークです。

テレワークは、一つ有効な手段ではあります。こちらの方は、ご覧いただいているように一番

多いのは、従業員の１割程度が取り組んだというようなところ、２割程度で 19％、１～３割

で大体８割を占めているということで、まだまだテレワークできるところがあれば、我々も引

き続き支援をしていきたいと考えてございます。最後 10ページをご覧ください。以上、雇用

情勢等々、縷々ご説明をして参りましたけども、ポイントをまとめさせていただいております。

まず１点目、道内の雇用情勢は前年と比べて求職者数の増加が続いていて、有効求人倍率も１

倍を下回るなど、依然として厳しい状況が続いていると思っております。これ 1点目でござい

ます。２点目、就業者数は男性の正規雇用や、女性の非正規雇用中心に、前年同月比で５万人



7 

減少して、失業者も１万人増加するなど、厳しい雇用情勢を反映した動きとなっております。

３点目、コロナ禍によって宿泊、観光、飲食業など多くの企業で売上、利益が減少したものの、

緊急事態宣言が９月末で解除されて、経済活動が通常ベースに戻ることも期待されておりまし

て、従業員の不足感も徐々に高まりつつあって、この点は、これからの感染状況によって、ま

た大きく変わるということでございますので、我々そこは、動向を注視しながらの分析になっ

ていくと思っております。なお、雇用調整助成金でございます。これは、これまでも、ご説明

しておりますけれども、雇用調整助成金が雇用の維持に、大きく支えになっているというよう

なことでございまして、この特例措置が、今後、縮小も予定されているというような情報でご

ざいます。公表ベースですと、12月までは維持をして、１月以降は縮小していくというよう

な情報でございますので、引き続き雇用情勢、就業者数の動向等については、我々としても見

ていく必要があると思ってございます。以上が最近の雇用状況でございました。 

そういった状況の中で、我々、今年度、どのようなものに取り組んでいるかということを、

ハイライトだけ、ご説明したいと思います。資料５をご覧ください。１ページ目でございます。

私ども雇用関連施策というのは、３つの柱で構成をされております。 

１本目が、離職者支援など足元対策ということでございます。それから、一方で人手不足と

いうところもあるということでいうと、２番目、真ん中ですけれども、多様な人材の活躍促進

ということでございます。あと、働く場の環境が非常に大切でございます。職場定着という意

味からも大切でございまして、それを働き方改革の推進ということで、３番目に据えてござい

ます。１本目の柱、離職者支援などの足元対策でいきますと、１点目が、このジョブカフェで

すね。カウンセリングの体制を拡充させていただいたということと、あと今回コロナというこ

ともありますが、Webによる合同企業説明会を、道内各地で開催をしているところでございま

す。それから、真ん中、これは離職者だけではなくて、学卒未就職者や就職氷河期の方々も対

象として、座学研修と職場研修を合体させて一体的にやる研修事業で、離職者支援をしていま

す。  

あと３点目、これは当然のことでございますけれども、職業訓練、中でも民間機関を最大限

活用した、機動性の高い訓練もやりつつ、色々な分野で活躍できるような方々を育成していく

というところも据えてございます。 

真ん中、多様な人材の活躍促進ということで、当然ジョブカフェは、いろんな機能を持って

ございます。当然こういった面も、女性、高齢者などへのカウンセリング等々を実施するとか、

真ん中は、ジョブチャレ北海道といいまして、異業種から正社員に採用された方々へ、そのご

本人と企業さんに、それぞれ奨励金を給付するという事業でございます。こういったことで労

働移動の促進を図っているほか、ＵＩターン或いは外国人材の活用の支援というのも併せて実

施しているところでございます。 

最後は、働き方改革の推進でございますけれども、こちらは、まずは私ども、今年の４月か

ら、各振興局に、特別相談窓口を設置いたしまして、専門家による派遣、或いは巡回の相談体

制も敷いてございます。あと、企業の経営者の方々に、モチベーションを高めるためというも

のもございますが、認定制度、或いは知事表彰などで自発的な働き方改革を促していくという

ようなところ。あと、先ほど申し上げたように、テレワークも一つ、大事なツールでございま

す。こういったものなどの導入促進など、柔軟で働きやすい職場環境の整備に向けた支援、或

いは機運醸成。機運情勢というのは、今年もやる予定でございますが、「ホワイト・テレワー

ク・デイズ」ということで、企業さんの方々に、冬、テレワークに取り組んでもらうというこ

とで、道庁が呼びかけて参加を募る、というイベントも用意してございます。２ページ以降は、

こちらは今年度、昨年度の取組の実績が書いてございますので、後ほど、お目通しください。

あと、ちょっと飛ばしましたが、さきほどの資料４の 11ページ以降は、雇用情勢の長期トレ

ンドなども載せてございますので、今の立ち位置を見るには、いい資料であるかと思います、
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これも後ほど、ご参考いただければと存じます。私からは、資料４、５については以上でござ

います。 

 

片桐会長 

はい。ありがとうございました。ただいまのご説明に対しまして、ご意見、ご質問等ござい

ますでしょうか。はい。岡田委員お願いします。 

 

岡田委員 

資料４のデータについて、２、３お聞きしたいことがあります。まず１ページ目です。他の

ページでは、コロナ前のデータと比較しているものがありましたが、1ページ目では、前年同

月との比較のみになっています。コロナ前のデータと比較するものと、比較しないものには、

区別する基準があるのですか。 

 

事務局（西岡課長） 

そこはございません。そういう意味では、我々、常にコロナ前とコロナ後を比較するという

スタンスは変わらないです。１ページ目で見ますと、長期トレンドを見せたいということもあ

って、そこを強調してしまったのですが、有効求人倍率をご覧いただいたグラフでいうと、コ

ロナ前直前は、ものすごい人手不足だったんですよね。そこで、コロナになって、ドーンと落

ちたのですが、そのあと、底が割れちゃうかなと思ったところ、なんとか 1倍をちょっと下回

るところで維持されて、雇用調整助成金や無利子融資といった雇用維持施策が効いているのか

なというところではあるんです。ただこれも、先ほど申し上げたように、雇用調整助成金が縮

小になっていくということであれば、今、なんとかもちこたえているところ、これがどうなる

かというのは、これから見ていく必要があるというような考え方でございます。 

 

岡田委員 

今年の場合は、コロナの影響を前提に、昨年と比較する意味はあると思うのですが、来年度

以降は、やはりコロナの時期と、その前との時期の両方のデータでの比較をお願いしたいと思

います。２点目は、６ページの意識調査の話です。ここには「大きく減少」と、「多少減少」

という選択肢がありますが、「大きく」とか「多少」がどの程度なのかについて、目安になる

ような基準を回答者に示しているかどうか教えてください。 

 

事務局（西岡課長） 

そこは実務上はですね、アンケート用紙には、選択肢としてこう並べてあって、それに丸を

つけていただくという業況感ということですね。そういうものを追う調査でございまして、明

確にその数字で基準を示しているところではないですね。 

 

岡田委員 

「世の中の状況が全体的に悪い」というのが、意識の中に刷り込まれている方が多いと思い

ますので、本当に売上や利益が大きく減少しているような方も、それほどでもない方も、同じ

選択肢を選んでしまう可能性があるのではないでしょうか。例えば目安として、売上や利益の

低下が 50％以上なら「大きく減少」、３割程度なら「多少減少」など、目安になる程度を示

すと、意識と実態を比較することもできるのではないかと思いました。最後にもう 1つだけお

尋ねします。こういう調査の場合、有効回答数とか、何人の方に調査を依頼して、どれぐらい

の回答があったとか、そういうデータをつけていただけたらと思います。以上です。 
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事務局（西岡課長） 

  有効回答数ですね。省略してしまいましたが、これからは、そのようにいたします。 

 

片桐会長 

はい、ありがとうございました。他にご意見ご質問ある方は、おられますでしょうか。はい。

山田委員お願いします。 

 

山田委員 

労働者代表の山田委員です。どうぞよろしくお願いいたします。私の方から２点質問でござ

います。資料の 19ページで、全国で不本意非正規労働者数、正社員になりたくても、現状な

れてないという方、全国版は出ているのですが、北海道の数字がわかるのであれば、教えてい

ただきたいというところです。２点目でございますが、資料５の中で、北海道の労働人口が減

っていく中で、ＵＩターンの促進に取り組まれているということで、ぜひ、これは進めていた

だきたいということもありますが、一方で、北海道の大学に本州から来られている方、たくさ

んいらっしゃると思うのですが、住民票を移してないなど、色々問題あるようでございますが、

道内の学生が将来的に、残念ながら、地元ないし本州に帰ってしまうという現状も多いかと思

いますが、その辺の対策について、せっかく北海道に来て、学んでいただいている学生を引き

とめるような策を、北海道では今現在は、取り組まれてないのかなと思うのですが、今後そう

いったものが、取り組まれる予定があるかどうか、お聞きしたいというふうに思います。以上

です。 

 

事務局（西岡課長） 

ありがとうございます。１点目、私の方から 19ページの不本意非正規の数、これ全国の数

字ということで、道内の数字があるかということで、端的に申し上げると、道内の数字はござ

いませんので、今、我々としてはこの数字を見ながら、参考に施策を進めているというのが現

状でございます。あと、２点目については、産業人材課から。 

 

事務局（匂坂課長） 

産業人材課でございます。今、ご指摘のありました、道外から北海道への大学などへの就職

されている方への、直接ピンポイントのアプローチというのは、現在、行っておりませんが、

道内の大学や専門学校などを卒業された方々を対象に、道内企業とのマッチングなどを労働局

さんなどとも連携しながらやっておりますので、引き続き努めていきたいと思います。 

 

片桐会長 

よろしいですか、山田委員。はい、他にご意見ご質問等ございますでしょうか。ちょっと私

から確認といいますか、質問したいのですが、資料の４の２ページ目で、地域別有効求人倍率

というところですけども、（有効求人倍率の高い）紋別、稚内、根室というのは、漁業地域と

いいますかね、で、浦河は、牧場ぐらいしか思い浮かばないのですが、言ってみればそういっ

た第一次産業的な部分で、外国人労働者が、技能実習生とかが入ってこないというのが、影響

しているということでしょうか。 

 

事務局（西岡課長） 

詳細の分析は国が出しているわけではないのですけども、我々として、見立てとしては、や

はり第一次産業が非常に盛んなところなので、それに関わる人手不足が続いているということ

はあると思います。それが、外国人労働者とその直接の今の制限と、直接因果関係というとこ
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ろは、追い切れていませんけども、おそらくそういう要因もあるのではないかというふうには

考えてございます。 

 

片桐会長 

そうすると、こういう典型的な人手不足地域というのは、コロナ前と、あまり変わってない

んでしょうか。 

 

事務局（西岡課長） 

そうですね、状態的にはですね、そういう状況があるのかなというふうに思います。 

 

片桐会長 

はい。ありがとうございます。もう一つ、３ページ目のこの保安ってありますよね。どうい

った職業でしょうか。 

 

事務局（西岡課長） 

警備業でございますね。ガードマンさんとか、そういったところが保安でございます。 

 

片桐会長 

ちなみに、どうしてここが不足しているのでしょうか。 

 

事務局（西岡課長） 

やはり、需給の関係でいうと、なかなか保安の業務というのは、寒い中での外での業務長時

間にわたる業務であるとか、夜間に及ぶ業務であるということで、なかなか、なり手が少ない

ということの裏返しなのかなというふうに思ってございます。 

 

片桐会長 

その一方で保安業務を必要とするような業態といいますか、業種が．．． 

 

事務局（西岡課長） 

例えば、建設工事現場でもそうですし、そういうところでは非常に求人が．．． 

 

片桐会長 

そうですよね。昔であれば、ついてなかったようなところにも、安全配慮義務という点で、

様々なところに要望されるということでしょうか。はい、ありがとうございます。 

他にご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

それではご意見がないようですので、続きまして、次の議事に入ります。報告事項（3）北

海道労働審議会石炭鉱業離職者対策部会の廃止につきまして、事務局から説明お願いいたしま

す。 

 

事務局（西岡課長） 

引き続き、私の方からご説明させていただきます。石炭鉱業離職者対策部会の廃止につきま

しては、一度５月に、皆様に廃止の方針につきまして、お伝えをしたところでございますけれ

ども、改めて新任の委員もおられますので、この場にてご報告をさせていただきたいと存じま

す。 

まず、この石炭鉱業離職者対策部会と申しますのは、もともとは、石炭鉱業離職者対策の円
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滑な推進を図るために、昭和 35年に、条例で設置されたものでございます。当時は石炭鉱業

離職者対策協議会条例により、協議会が設置されたということでございます。その後、平成

12年に労働審議会、今のこの審議会の部会に統合されて、平成 12年の 12月 8日に開催して

以来、開催実績としては、20年以上にわたり、開催をしていない状況でございます。その中

でも、委員、特別委員の就任は必要でございますので、毎回、各委員、特別委員に就任のご負

担をおかけしているという状況が、ずっと続いているということでございます。 

部会の廃止に向けた経過を申し上げます。令和３年、今年の６月８日に、これまで部会の委

員として学識経験者としてお願いしていた、（一社）北海道産炭地域振興センター、こちら解

散になってございます。後任というのは、なかなか難しいところでございまして、７月１日か

らですね、この部会の特別委員それから審議会委員の皆様により、ご了承も得まして、６月

30日に任期満了による、部会特別委員改選時により、新たな選任はしないということで、現

在部会は委員のみで構成ということで、先ほど資料２の方でご覧いただいたかと思います。部

会の方の特別委員について、今、空欄にさせていただいてございます。すでに 20年以上開催

されていないわけでございますけれども、私どもとしての対応をご説明します。（３）でござ

います。まず、国の動きとしては、この石炭鉱業離職者対策につきましては、臨時措置法が、

平成 14年の 3月 31日で廃止されまして、一般離職者対策にすでに移行しているという状況が

ございます。道においても石炭鉱業に従事する方々、下の方をご覧いただければわかるように、

現在 310人、当時条例制定時は 9万人以上いらしたのですが、今 310人まで減っているという

中で、この離職者対策については、現在緊急雇用対策プログラムというのが、導入をされてお

ります。こちらは、道はもとより、地元自治体、それからハローワーク、国の公共訓練機関な

ども参加したプログラムで、すでに、80件以上の事案に対して対応しております。最近で言

いますと、釧路の日本製紙、或いは、旭川のイトーヨーカドーの案件で、大きな離職者が出る

ということの恐れがありましたので、今設置をして、運用しているというようなことで、より

機動的な対応が可能になっているということでございます。以上のことから部会を廃止するこ

とといたしまして、この部会は、条例に位置付けられておりますので、今後、条例改正の提案

をさせていただいて、正式に廃止をさせていただくということで考えておりますので、ご報告

いたします。以上でございます。 

 

片桐会長 

はい、ありがとうございます。ただいまの説明につきましてご意見ご質問ございますでしょ

うか。ないですね。はい。 

それでは最後になりますが、全体を通してご意見ご質問があれば伺いたいと思います。はい、

光崎委員お願いいたします。 

   

光崎委員 

労働者委員の光崎ですよろしくお願いします。ちょっと 1個戻りまして、先ほどの資料５の

ところで、付け加えたいと思います。ＵＩターンの促進の部分でありますけれども、率直な感

想としては、やはりまだ足りていないんだろうなと感じています。それぞれ分析等はされてい

ると思いますけれども、なぜ道内の学生さんが、道外に流出していってしまうのかというとこ

ろを考えたときに、やはりこれは言わずもがなでありますけれども、道内大学に希望する学部

が、特に理工系の学部がなかったりだとか、そこから先の就職先が、企業として北海道に足り

てないという部分もあると思いますので、今回のコロナ禍の中で、企業さんの意識というか、

首都圏じゃなく、地方に分散して、仕事をしようとか人事異動の関係も負担にならないような

形も、進んできていますから、そうした部分で言えば、まず学生を外に出さないということで

いけば、そういった学部の新設等を含めて、働きかけをいただくだとか、首都圏大学のサテラ
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イト等を含めて、北海道、札幌含めて、招致をしていただくといった部分が必要ではないかな

と思っています。学生さんとしては、繰り返しになりますけども、魅力がないというか、道内

で行くところがない。だから首都圏に行ってしまう。そうすると必然的に就職活動も首都圏で

ありますから、こっちに帰って来られないことがありますから、そういった部分でやはり、学

生さんに訴えるものが、どのような内容でＵＩターン説明会が行われているのか承知していな

いので、もう少し聞かせていただきたいのと、足りていなければ、力を入れていただきたいと

いうのが 1点です。 

それから、テレワークの関係でありますけれども、これもコロナ禍の中で進んできました。

特に北海道は積雪寒冷地ですから、これからの冬の部分で、他の地域にはない、普段で言えば

マイナスなのでしょうけども、逆にテレワークという環境でいけば、有効に活用できるような

土壌があると思っています。例えば大雪警報が出ている時に、朝からもう 1時間以上雪かきを

して、車を掘り出してくるだとか、ＪＲ、交通が麻痺するような状況の時に、これをうまく使

っていただくということもあると思います。ただ、そうしたときに、灯油やガソリンの高騰が

ありますので、テレワークに際しての、経済的な補填含めてどのようにやっていくのか、そう

いう財源のことは、あると思いますけれども、働きやすいといった部分でいけば、柔軟に使っ

ていけるようにしていければいい。機運醸成ということで、していければいいのかと思ってい

ますので、意見として述べさせていただきます。 

 

片桐会長 

後半の部分のご意見でしたけども、最初の部分の、道外大学での説明会について、どういう

内容でしたか、という話があったと思いますが、いかがですか。 

 

事務局（匂坂課長） 

はい。それではＵＩターンの取組について、ご説明させていただきます。まず、道内の学生

の道内企業とのマッチングですが、今、行っている主な事業といたしましては、道内を、圏域

に分けまして、それぞれの企業、地域ですね、あまり知名度がないかもしれませんが、その地

域地域では、非常に魅力ある事業を行っているところと、地域に分けまして、そこの地域ごと

のマッチングなどを行っていることと、あとは道外につきましては、取組といたしまして各大

学でされております就職相談会など、職員を派遣しまして、そこで北海道の就職状況を説明し

ております。その他、道外大学の就職担当者の方々と道内企業ですね。ネットワークづくりと

いうことで、マッチングなどもさせていただいているところでございます。学部につきまして

は、いろいろ大学のご意向もございますが、例えば道内大学と連携等しながら、企業の学生さ

んのマッチングを進めていきたいと思っております。 

 

事務局（西岡課長） 

雇用労政課からですけれども、ＵＩターンということでいうと、我々の方でジョブカフェを

運営してございます。ジョブカフェでも、学生さん向けに、積極的に道内の企業紹介をしたり、

あの手この手で、今取り組んで運営しているところでございます。あとテレワーク、これは機

運醸成のお話ございました。せっかくでございますので、資料５の最後のページですね、３ペ

ージ目、一番最後のページの右下に、官民が連携したテレワーク機運醸成というのがございま

す。これは、真冬に、我々ホワイトテレワークデイズということで、ホワイトということで真

冬にテレワーク、やっぱり北海道は寒いので、引き込まれるということで、「家の中で、テレ

ワークしませんか」という呼びかけを、連合さんにも入っていただいている働き方改革の協議

会が主唱、提唱してやっており、昨年は、最初の年でございました。それでも 125社、参加い

ただきましたが、今年はこれを上回るような形でやっていきたいというふうに思っております
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ので、引き続きよろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

片桐会長 

光崎委員よろしいですか。 

 

光崎委員 

はい。テレワークの件はわかりました。また、ＵＩターンで言われた部分についても、十分

にわかりました。趣旨としては、やはり学生さんのニーズに合ったところで、やっぱり北海道

を率先して、そういった部分に手を出していってはどうかということになります。例えば女性

学生で理工系希望する人が、なかなか繋がっていないということがあるのであれば、そういっ

た、未開の地というか、手をつけられてないところに対して、北海道が新たに手を挙げてそう

した人たちを、抱え込んでいくことができればいいのかなと思っていますので、反映できれば

という意見でした。ありがとうございます。 

 

片桐委員 

他にご意見ご質問等ございますでしょうか。はい、上田委員お願いします。 

 

上田委員 

先ほど申し上げればよかったのですが、資料４の８ページのところで、従業員の過不足感の

状況というところですが、岡田委員からの話にもあったと思うのですが、この統計の取り方で

すが、感覚的に足りないだけなのか、実際、求人とかそういった活動までされているのかとか、

そこまでのことはお尋ね事項として、入ってらっしゃるのでしょうか。 

 

事務局（西岡課長） 

客観的なデータ提供までは、求めてないかと思います。実務的に申しますと、そのアンケー

ト用紙に、たくさんの問いを、企業それぞれに送付をして、お答えいただくということで、業

務の忙しい中でのご回答ということで、今、そういう形にはなってございますけども、担当課

の方にも皆様のご意見については、お伝えをしようと思っております。よろしくお願いいたし

ます。 

 

上田委員 

正社員の過不足感というのも、割合として大きいとすると、ぜひ求人に結びつけていただけ

ているのか知ることができると、掘り起こしも含めて可能なのかな、というふうに感じました。 

 

事務局（西岡課長） 

ありがとうございます。 

 

上田委員 

細かい話ですが、資料３－４の開発計画の中の９ページ、外国人労働者のグラフの中で、棒

グラフのところで、外国人雇用事業書数の「書」が、「所」と思います。誤記のレベルですが。 

 

事務局（匂坂課長） 

ありがとうございます。こちらは誤記でございますので、ここは修正いたします。 
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片桐会長 

他にご意見ご質問等ございますでしょうか。はい。ご質問がないようですので、これをもち

まして議事を終了いたします。山岡部長から何かありましたらお願いいたします。 

 

事務局（山岡部長） 

本日はご出席をいただき、また、様々ご質問ご意見をいただきまして、改めて感謝申し上げ

ます。まず、第 11次の北海道職業能力開発計画の策定につきましては、部会の方でご努力を

いただきまして、部会長様から報告をいただきまして、原案を了承いただきました。ご議論い

ただきました皆様に、感謝申し上げますとともに、本日、皆様からも、ご了承いただいたこと

について、改めてお礼を申し上げます。今後、道議会からもご議論いただいた上で、実際の中

身を進めていきたいと思ってございます。 

また本日、今年度の雇用関連施策についてご説明をさせていただいたところ、様々なご意見

いただきました。先ほど警備業の話があったとおり、まさにいろいろな社会経済情勢の中で、

必要とされる職業、必要とされる職業分野があって、そこの中に、いろいろな必要とされる能

力や資格がぶら下がって、しかもそこが必ずしも、賃金体系やいろんな社会的な状況から、人

手が集まらないという状況を、個別のセグメントをどうやって進めていくかという問題、これ

は非常に労働施策として大きい問題になります。 

もう一つ、ご指摘いただいたように学生さんが北海道から離れていってしまうという論点、

ここは、魅力のある強力な産業を、どういうふうに作っていくかという問題と、もう一つは、

全て魅力があるとか、全てが強力だということではないわけですから、そこをどうやって、魅

力を訴えかけてきちっとマッチングをかけていくか、そういう中で、産業の人材力をどういう

ふうに、強化していくか、という論点。そういうものを、今日も改めて感じたところでござい

ます。 

いただきましたご意見につきましては、今後、いろいろな労働政策、産業政策の参考にさせ

ていただければと思います。新型コロナウイルスの感染者が、今、なかなか減りきらないとこ

ろですが、委員の皆様のご意見も含めまして、道内の雇用情勢の変化、こういうものを適切に

対応しながら、今後とも効果的な雇用施策を、推進していきたいと考えてございます。引き続

きご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。 

 

片桐会長 

はい。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（高橋課長補佐） 

本日は貴重なご意見等いただきましてありがとうございました。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した。 


