平成 28 年度 第 1 回山梨地方労働審議会
長田：本日は、御多忙の中、山梨地方労働審議会へ御出席いただきましてありがとうございます。
本日の進行役を努めます、山梨労働局雇用環境均等室の長田と申します。どうぞ、よろし
くお願いいたします。本日の審議会委員の出席状況につきまして、御報告させていただき
ます。公益側の八巻委員、労働者側の窪田委員、齊藤委員、萩原委員におかれましては、
事前に欠席される旨の連絡を受けております。全委員 18 名中、14 名に御出席をいただい
ております。したがいまして、全委員の 3 分の 2 以上、又は各側委員それぞれの 3 分の 1
以上の御出席をいただいておりますので、地方労働審議会令第 8 条第 1 項の規定により審
議会を開催し、議決することができますことを御報告申し上げます。また、本日の審議会
は一般に公開をしており、事前に傍聴希望の公示を行いましたが、傍聴希望がなかったこ
とを御報告申し上げます。なお、本日の議題に関しまして、北杜市役所総務部、石井次長。
同じく、北杜市観光商工課、川端下主事に御出席をいただいております。北杜市地域雇用
創造計画につきまして、後ほど説明をお願いしております。よろしくお願いいたします。
それでは、次第の 2 に移らせていただきます。本年度初めての審議会でございますので、
改めまして審議会委員の皆様及び事務局員につきまして、山梨労働局総務部長の西方から
御紹介をさせていただきます。
西方：総務部長の西方でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。私から、本日御出席
をいただいております委員の皆様を御紹介させていただきます。
御紹介に当たりましては、
お配りをしております名簿の順に従いまして御紹介をさせていただきます。始めに、公益
代表委員の御紹介をいたします。まず、小澤義彦委員。次に、齋藤委員、水野委員、清水
委員、柳田委員。続きまして、労働者代表委員を御紹介いたします。辻委員、中澤委員、
長谷部委員。続きまして、使用者代表委員を御紹介いたします。小澤文雄委員、久嶋委員、
輿水委員、中込委員、豊前委員、堀内委員。委員の方々の御紹介は以上でございます。次
に、事務局を紹介いたします。始めに、労働局長の能坂です。雇用環境・均等室長の荒井、
労働基準部長の木下、職業安定部長の米丸、最後に私、総務部長の西方でございます。紹
介は以上でございます。
長田：次に、山梨労働局長の能坂から皆様に御挨拶を申し上げます。
能坂：山梨労働局の能坂でございます。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、本審
議会に御参集を賜り、誠にありがとうございます。感謝を申し上げます。また、平素から
私どもの労働行政の運営に格別の御協力を賜っておりますことも、重ねて厚く御礼を申し
上げます。本当にありがとうございます。さて、本日の議題は、お手元の次第のとおり 3
つでございます。1 つ目は、最低工賃の改正等でございます。本年度は、第 12 次最低工賃
新設・改正計画、3 か年計画の初年度に当たります。計画対象の、電気機械器具製造業最
低工賃の審議、運営につきまして、後ほど御審議方よろしくお願いいたします。2 つ目は、
北杜市地域雇用創造計画(案)でございます。県内の有効求人倍率、9 月は、季節調整値で
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1.24 倍と、本年 5 月から 5 か月連続で 1.2 倍台を維持しております。雇用情勢は「改善が
進んでいる」と判断いたしまして、公表させていただいているところでございます。また、
有効求人数も昭和 38 年に統計を取り始めましてから、過去最高となっているところでご
ざいます。このような中、先般、地域の特性を生かし、創意工夫をこらして雇用を生み出
す支援事業。すなわち、実践型地域雇用創造事業におきまして、北杜市からの御提案が平
成 28 年度第 2 次採択地域に決定されたところでございます。当局におきましては、平成
25 年度の南アルプス市。そして、平成 27 年度の上野原市についで 3 例目となります。こ
の事業を実施するに当たりまして、北杜市におかれまして地域雇用創造計画が策定されて
おりますので、本日、御説明をさせていただく予定になっております。どうぞ、よろしく
お願いいたします。3 つ目でございますが、平成 28 年度上半期労働行政重点施策の推進状
況でございます。本年度上半期の重点施策の進捗状況と、それに基づく下半期の対応につ
きましては、後ほど担当部室長より御説明をさせていただきますが、私から特に 2 点お話
しをさせていただきます。1 つ目は、やまなし働き方改革の推進でございます。既に御承
知のとおり、本年 3 月に労使団体の皆様と県と労働局の 7 者で、
「やまなし働き方改革共
同宣言」を公表いたしまして、県内の市町村、主要団体に御賛同いただくという形で、
「輪」
を広げてきたところでございます。また、先月、
「第 2 回やまなし働き方改革推進会議」
を開催いたし、今後の取組方針として、長時間労働の削減、非正規雇用労働者の処遇改善、
女性の活躍推進、多様な働き方の実現などに向けて取り組むこととしたところでございま
す。さらには、今月は過重労働解消キャンペーンを展開中でございますが、集中的な監督
指導を始め、様々な取組を行っております。これら、社会的関心事となっております中、
行政の重要課題として対策を強化しており、特に、月 100 時間、6 か月平均で月 80 時間
を超える違法な長時間労働をさせている悪質な事業場には、司法処分を含めた厳正な対応
を図っているところでございます。次に、2 つ目ですが、労働災害防止でございます。平
成 28 年度の死傷災害は、前年と比べまして 2 年連続減少となっておりますが、第 12 次労
働災害防止計画の目標達成に向けては、依然厳しい状況でございます。また、昨年施行の
ストレスチェック制度につきましては、
今月中に実施をしていただく必要がございますが、
この実施の徹底が喫緊の重要な課題となっております。こういったことから、年末年始の
労働災害防止対策を始め、引き続きリスクアセスメントの実施の促進、化学物質、あるい
は過重労働による健康障害の防止、メンタルヘルス対策などを推進してまいりたいと考え
ております。以上、本日も盛りだくさんでございますが、御審議の程よろしくお願い申し
上げまして私からの挨拶とさせていただきます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
長田：続きまして、小澤会長から御挨拶をいただきたいと思います。山梨地方労働審議会運営規
程第 4 条により、会長が議長を務めることとされております。御挨拶の後には、議事の進
行につきましてもよろしくお願いいたします。それでは、小澤会長お願いいたします。
小澤会長：会長を仰せつかっております小澤です。よろしくお願いいたします。私は、昨年初め
てこの委員になりまして、公益を代表する委員ということで会長を務めさせていただいて
おります。あれから、もう 1 年が経ったのだなと思うと、本当に早いものだなと思ってお
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ります。また、今日は 11 月 22 日で、あとひと月ある訳ですが、なんとなく気分的には、
もう年末に差し掛かって慌ただしい気持ちになっておりまして、ラジオなんか聞いている
とクリスマスの曲がいっぱい流れてきて、いよいよ今年も終わりなんだなとしみじみ思っ
ています。1 年は早いものですが、4 月の熊本大震災、8 月でしたか岩手の台風直撃と、今
年もいろいろあった中、今朝、福島沖でまた地震があって、私も 6 時ぐらいに揺れてるな
と目が覚めました。幸い、山梨県は災害に見舞われていないことがずっと続いている訳で
すが、油断はならないなと思っています。労働行政につきましては、山梨県では大きな問
題は起きていませんが、全国的には電通の問題です。大きな問題だなと思っております。
あれは、本当に氷山の一角なんだろうなと感じながら見ておりました。みんなが働きやす
くて、幸せになれるような労働環境が整うといいなと、しみじみ思っております。務めで
すので、この後、議事を進行させていただきますが、どうぞ、円滑な会議の進行に御協力
をお願い申し上げます。それでは、続けて議事に入ります。式次第にあります議題 1、2、
3 ということで、この順番に従って進行させていただきます。最初に、山梨県電気機械器
具製造業最低工賃の改正等及び関連部会の設置について、事務局から説明をお願いします。
木下：労働基準部長の木下でございます。よろしくお願いいたします。資料は、議題(1)「最低工
賃の改正等について」をお手元に御用意いただきたいと思います。本年度の最低工賃の改
正対象につきましては、1 ページの第 12 次最低工賃新設・改正計画方針。これにのっとり
りまして、2 ページ目の表、裏になりますが、第 12 次最低工賃新設・改正計画。このとお
りに山梨県電気機械器具製造最低工賃。こちらが対象ということになっております。当該
工賃の改正諮問の可否につきまして御検討いただきますために、まず、本審議会への家内
労働部会の設置。これをお願いしたいと考えております。この家内労働部会の設置根拠に
つきましては、
「平成 28 年度第 1 回山梨地方労働審議会」綴りの 3 枚目の地方労働審議会
令。こちらの第 6 条第 1 項。同じく 4 枚目の「山梨地方労働審議会運営規程」の裏面です
が、第 9 条第 1 項第 2 号に基づき設置されるということになっております。また、家内労
働部会におきまして、改正諮問すべきとの結論が得られました場合につきましては、運営
規程第 2 条第 2 項に基づいて本審議会を開催することなく労働局長から会長へ改正諮問を
行うこと及び本審議会に最低工賃専門部会を設置すること。
こちらの 2 点につきましても、
本審議会においてあらかじめ御了承をお願いしたいと思います。以上でございます。
小澤会長：事務局側から説明がありましたが、今の提案について何か御質問、あるいは、御意見
等ございませんでしょうか。この審議会は頻繁に開催することができないため、部会を設
置して、そこで審議してもらうということと、その審議については、そのまま審議会の意
見とするという、2 つの内容ということですがよろしいでしょうか。特に御異議がなけれ
ば、そのように取り計らいたいと思いますが、よろしいでしょうか。
会場：はい。
小澤：それでは、異議がありませんでしたので議決されました。続いて、審議会委員を選出する
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ことになりますが、事務局から案をお示しください。
木下：労働基準部です。家内労働部会及び最低工賃専門部会の委員につきまして、審議会令第 6
条第 2 項によって会長が指名すると規定されているところでございます。しかし、本審議
会におきまして、会長からいきなり御指名をいただくというのは困難であろうということ
から、事務局からあらかじめ御相談申し上げまして、委員への就任意思の有無を確認させ
ていただきました、公・労・使 3 名ずつ、計 9 名の方々の名簿を机上の大判封筒の中に入
れております。こちら、家内労働部会委員名簿(案)のような形で配付をさせていただいて
おります。つきましては、本審議会におきまして会長から御指名をいただければと思いま
す。以上でございます。
小澤会長：はい、この名簿(案)につきましては、私も事前に事務局から説明を受けております。
公益、家内労働者を代表する委員と、委託者を代表する委員ということで、それぞれ内諾
で得られているということで、特に問題はないと思っておりますが、何か意見があればお
聞きいたします。ございませんでしょうか。無いようでしたら、この 9 名にお願いしたい
と思います。指名された方は、よろしくお願い申し上げます。次に、今の指名された委員
の方々に審議していただいて、そこで決まったことについては、そのまま審議会に提出す
るという先決議決の承認が必要になります。御意見・御質問がありましたらお願い申し上
げます。よろしいでしょうか。それでは、議決されましたので、よろしくお願い申し上げ
ます。次は、次第の議題の(2)北杜市の地域雇用創造計画についての議題に移りたいと思い
ます。事務局から北杜市地域雇用創造計画についての資料が事前に送られていると思いま
す。目を通していただいているということを前提に、この計画について事務局から細かい
説明をお願い申し上げます。
米丸：はい、職業安定部長の米丸です。どうぞ、よろしくお願いいたします。それでは、議題(2)
北杜市地域雇用創造計画(案)につきまして、御説明をさせていただきます。まずは 1 枚目
の資料を御覧ください。こちらが、実践型地域雇用創造事業のスキーム図ですが、この実
践型地域雇用創造事業というのは、雇用機会が不足している地域や、人口減少に伴う人材
不足や雇用機会の減少、それに伴う地域経済の衰退が進む構造的な雇用課題を抱える地域
が実施するとなっておりまして、求人倍率が全国平均以下の地域が主な対象地域になって
おり、全国で 28 年 7 月 1 日現在、28 道府県、55 地域で実施しております。山梨県では上
野原市と、今回、北杜市が 12 月 1 日からスタートするということで、12 月 1 日以降は、
2 地域で実施するということになっております。こちらにつきましては、左下の実施スキ
ームにありますように、まずは、北杜市が中心になり地域の経済団体や関係者を含めた協
議会を立ち上げます。その協議会がどのような雇用対策を実施するかという提案を、労働
局を経由して厚生労働省に行います。その後、厚生労働省に設置された第三者委員会で審
議をし、選抜された地域について労働局が委託をして実施するという事業です。実施期間
は 3 年度間になりますが、今年度 12 月 1 日からスタートということで、28 年度、29 年度、
30 年度ということで、30 年度末までの実質 2 年と数か月というような実施期間になって
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おります。北杜市がこの地域雇用創造計画を作り、審議会からも意見を聴取しまして、そ
の後、厚生労働大臣に協議をするというような流れになっております。ということで、本
審議会に意見を聴取、御報告させていただいた上で、皆様に御意見をいただき、大臣に協
議して、最終的には大臣の同意を得て実施するという流れになっております。それでは、
具体的な地域雇用創造計画の内容につきまして、北杜市の石井次長から説明をお願いした
いと思います。
石井：北杜市総務部次長の石井でございます。本日は、このような中で本市の取組について御説
明させていただく機会を設けていただき、感謝申し上げます。また、山梨労働局を始め、
管轄のハローワーク韮崎におかれましても、本市の取組に対して多大なる御協力を賜って
いること、この場を借りて感謝を申し上げます。それでは私から、北杜市の雇用創造計画、
地域雇用創造計画について簡単に御説明させていただきます。着座にて御説明させていた
だきます。お手元の資料、2 枚目以降に北杜市の実践型事業雇用創造計画に係る概要がご
ざいますので御覧ください。まず、本市の今の状況や概況等を簡単に御説明させていただ
きますと、皆様御承知のとおり、北杜市は、県の北西部、長野県との県境に位置しており、
人口約 45,000 人程度の市です。平成 16 年に、近隣の 8 町村が合併し、だいたい 12 年目、
13 年目という比較的新しい市です。新しい市なんですが、いわゆる自然環境でいいますと、
八ヶ岳、南アルプスの甲斐駒ヶ岳、若しくは白州といった、水が非常に綺麗な自然環境を
持っており、最近ですと、移住の方々にも非常に人気な地となっているところです。ただ、
人口構造で申し上げますと、他市と同じような状況で、人口約 45,000 人と、10 年前の国
勢調査と比べまして、約 6.3%減という形の人口減少下にある市でございます。特に、人口
減少にある中において高齢化率が非常に高いところが特徴になっており、いわゆる移住の
方々でリタイヤされる方々の移住者が比較的多いということと相まって、高齢化率でいい
ますと 36%と県内の市の中では非常に高い状況になっている現況です。こういった高齢化
と人口減少というものが並行して進む本市において、引き続き人口減少にどのように立ち
向かっていくかというところで、今回の事業に手を上げさせていただいた経緯です。その
1 つの契機となったのが、昨年度行いました市民アンケートです。北杜市の今後 5 年間を
見据える総合計画に係る市民アンケートを行った結果、北杜市の魅力。自然環境等々は非
常に魅力があるが、働く場の確保に関しては全く魅力がないというような声を市民からい
ただいたところです。具体的に申し上げますと、市民のニーズ、働く場の確保。働くとい
うところで、非常にニーズは高いが、市の取組がやや十分ではないのではないかという御
意見です。そういった市民の声を受け、北杜市が引き続き人口減少下で、住み続けたい街、
住んでみたい街ということで、持続可能な地域経営を進めていくためには、やはり市と経
済団体等々が一体的になりながら、
「働く」というところでも、北杜市の魅力を高める取組
が必要なのではないかという考えに至り、このような実践型事業に手を上げさせていただ
いたところです。現状や課題は、先ほど申し上げましたとおり、北杜市、人口が非常に減
っているというところです。特に若者世代の転出の超過というのが、年々拡大している一
方で、移住等々の方で、シニア世代の移住者が増加しているというところです。そうなり
ますと若者がいなくなり、活力のある高齢者が増えているという北杜市の中で、どのよう
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に人手、労働力を確保していくか、活用していくかというところが 1 つ課題だろうと。一
方で、各企業の声を聞きますと、そういった若い方以外で高齢者や女性の方々などの人材
活用、労務管理等に、なかなか時間や労力を掛ける余裕がないという声も聞いているとこ
ろです。そうなりますと、やはり北杜市としては、そういった企業の声や労働力の状況を
受けますと、何らかの支援が必要なのではないかというところで、安定的な雇用創出に加
えて、人材確保などの観点から、多様な人材の活用、若しくは、北杜市に自然と一緒に暮
らしたいという形のライフスタイルを持ってお越しになる若い方もいますので、そういっ
た、個々人のライフスタイルに合った多様な働き方の普及や局長からもお話のあった働き
方改革というところで、北杜市の豊かな自然環境と働くという調和の取れた働き方をする
など、働く人、働きたい人にとっても魅力のある北杜市づくりというものを全市的に取り
組む必要があるだろうというところで、今回「北の杜スタイル創造プロジェクト～“北杜
で働く”を応援～」という、事業をやらせていただくことになった次第です。この事業に
つきましては、3 ページ目以降に厚生労働省へ提出した地域雇用創造計画がございますが、
概要、概略だけ簡単に申し上げますと、北杜市は、農業、観光業、商工業がそれぞれ雇用
を吸収しているところですが、個々それぞれの分野で労務管理等、若しくは人材育成や人
材活用といったところで課題を抱えているという声を聞いているところです。例えば、農
業分野で申し上げますと、北杜市ではいわゆる「企業型の農業生産法人」というような大
規模農業を行う法人が非常に多く進出しております。だいたい 20 社程度の農業生産法人
が北杜市に来ていて農業等を行っておりますが、大規模農業をやりますと、やはり人手が
かなり不足しているというところで、労働力確保に課題を抱えているというところもあり
ます。雇い入れる方というと、やはりパートという形が多いと。ただし、パートについて
は、その人材育成や研修等に労力を掛けられないというところがあり、農業生産法人にお
いてはハウス栽培や水耕栽培等をしているが、パートの人材育成・研修が十分できていな
いせいで、害虫や病気といったものがハウスの中で 1 つ蔓延してしまうと、1 つのハウス
全部が一気にダメになるといった生産上の課題を抱えております。パートであっても、充
分な知識等を持っていないといけないんですが、なかなかそこに労力を掛けられないとい
うところで、どのような形で人材育成等を進めていけばいいかといったところを、非常に
悩んでいるという声を聞いております。そういったところを、どのような形で事業主が進
めればいいのか等を、今回、この実践型雇用創造事業でフォロー、支援させていただきた
いと考えております。具体的な内容につきましては、雇用拡大メニュー、就職促進メニュ
ー、人材育成メニューという形で、主だって 3 つの支援を想定させていただいています。
資料の 1 番左、雇用拡大メニューが事業主に対する支援になりますが、例えば、安定的な
雇用創出に向けての、経営力革新セミナー等をさせていただくとともに、人材育成や人材
活用の部分で、事業主にノウハウ等を付与したいというところで、雇用拡大メニューがあ
ります。この事業を通じては「働き方改革セミナー」をやらせていただきたいと思ってお
ります。一方で、求職者につきましても、やはり企業から「人材育成の余裕がない」とい
う声を聞いておりますので、最低限企業に勤めるに当たっての人材育成部分は、この事業
をもって支援をさせていただくというところで、基礎的な部分というところで「シゴト力
向上セミナー」等で、最低限のパソコンの使い方やビジネスマナー等含め、社会人として
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の基礎力を付けさせた上で、特定分野の人材については、より一歩踏み込んだ専門的な人
材育成をこの事業でやりたいと思っております。農業分野で課題を抱えている企業に対し
ては、地域力向上セミナーの 3 ポツ目にあります、
「農業の担い手養成講座」において、
水耕栽培・ハウス栽培等に係る基礎知識や食品衛生管理等の知識を付与していきたいと考
えております。その他、実践メニューにおいては、観光、農業、商工業などを巻き込んだ
メニューや開発などを実際に行いながら雇用創出も図りたいと考えております。こういっ
た事業を通じまして、
「北杜で働く」というものを実現し、働く人、働きたい人にとっても
魅力ある町を創造することで、この人口減少下に対する戦略という、地方創生というとこ
ろを実現していきたいと考えているところです。北杜市からの説明は以上でございます。
小澤会長：はい、ありがとうございました。これについての御質問や御意見を伺います。今の説
明を聞いて何か御質問等はございますか。特にないようですので、事務局では事前に質問
を受け付けておりますか。
長田：はい、事務局の長田です。事前に質問を受け付けております。公益代表の清水委員から北
杜市地域雇用創造計画(案)につきまして、御意見と御質問をいただいておりますので読み
上げます。まずは、御意見ですが、八ヶ岳南麓は、移住・定住希望地として注目されてい
るとのことですが、特にシニア層が中心とみられます。こうした層をターゲットにした、
例えば、介護事業などでの新たな雇用創出は考えられないでしょうか。さらに、次の 2 つ
の御質問もいただいております。1 つ目が、計画策定において市外周辺地域の産業構造や
雇用環境、市外からの労働者の受入れなどは考慮されているのでしょうか。2 つ目は、13
ページの最上段部分の記述に対する御質問ですが、農業生産法人の生産管理におけるトラ
ブルとは具体的にどのような内容でしょうか。
以上でございます。
小澤会長：はい、それでは、事務局から質問についての回答をいただきます。職業安定部長から
お願いします。
米丸：はい、職業安定部です。御意見につきましては、私から回答させていただき、御質問に対
しては北杜市から回答をさせていただきます。まず、御意見についてですが、シニア層を
ターゲットにした介護事業などによる新たな雇用の創出についてですが、この事業につき
ましては、地域の課題に対応した重点分野というものを設定することになっております。
今回の北杜市は、農業・観光・商工業という、この 3 つを重点分野にしております。厚生
労働省ともこの辺りは協議したのですが、この重点分野につきましては、医療、介護、福
祉分野というのは原則設定できないようなルールになっております。その理由は、地域差
は見られるけれども高齢化の進行、また、医療、介護、福祉分野の人材不足というのは、
全国的にそのような状況が共通して起きております。例えば、高齢につきましては高齢者
の雇用対策として別な委託事業が用意されており、私ども労働局でも、別な形で各自治体
に働きかけを行っております。また、北杜市の説明にもありましたが、シニア層の移住者
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が非常に多いということで、今回、地域の求職者をターゲットにしておりますので、その
中で移住希望者やシニア層、又は女性などを、この人材育成メニューの中にうまく組み込
むような構想になっております。また、シニア層を中心に子育て中の方や女性の方あるい
は、働き方改革なども意識した構想になっておりますので、この事業メニューの中に、こ
うしたシニア層を中心とした方々を組み入れていき、この重点分野の雇用につなげていく
という意味で、非常に良い構想になっていると考えております。以上でございます。
小澤会長：ありがとうございました。清水委員、今の回答でよろしいですか。
清水：はい、結構です。ありがとうございました。
小澤会長：質問ですが、北杜市においては、移住者が多いということですが、働く世代のシニア
層が移住して来ているのでしょうか。それとも、老後はのんびり景色のいいところで過ご
したいという人たち、若しくは、介護を受けたい人達なのでしょうか。
米丸：はい、職業安定部です。高齢者、リタイヤ組も多いのですが、若い方で、例えば、農業を
やってみたいという方も増えてきていると聞いております。具体的には北杜市から説明し
ていただいた方がよろしいかと思います。
小澤会長：それでは北杜市からお願いします。
石井：北杜市総務部の石井でございます。御質問を何点かいただいておりますが、まず、会長か
らお話しがあった移住の今の状況なんですけれども、おっしゃるとおり一昔前まではリタ
イヤ世代の方が非常に多かったんです。その関係上、高齢化率がググッと上がってしまっ
ているというのがあります。ただ、最近の傾向は、やはり移住というか田舎で暮らすとい
う、日本全体の気運が高まってきているのか、安定部長からお話しがありました、いわゆ
る子育て世代の方々も非常に増えてきている現状があります。実際、市としましても、労
働人口の方々が市の中で増えるのが、一番いいなというところもありますので、そういっ
た子育て世代の方を受け入れるに当たって、住居の確保や市内で家を建てた人に経済的支
援をするなどの施策も合わせて行っておりますので、そういった施策と相まって、最近で
は子育て世代も増えているという状況でございます。
小澤会長：はい、ありがとうございます。意見に対する回答は以上として、質問に対する回答を
お願いします。こちらは北杜市からお願いします。
石井：北杜市総務部の石井でございます。2 点御質問等をいただいております。1 点目が、いわ
ゆる市の周辺の自治体等の産業状況等についてです。これらを加味した計画になっている
のかという御質問ですが、今回の北杜市の提案内容は、地理的に北杜市の雇用情勢という
ところを反映した計画になっております。また、北杜市と隣接している、韮崎市の雇用情
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勢については、ハローワーク韮崎からいろいろと情報の提供を受け、韮崎市と北杜市の状
況を加味した上での計画になっております。
また、
韮崎市と北杜市で少し状況が違うのは、
北杜市ですと八ヶ岳を中心とした八ヶ岳観光圏というのが形成されています。県内ではな
くて、県を跨いで長野県の富士見町・原村と観光圏を形成しております。今回の観光分野
での取組につきましては、むしろ県を越えた形での、観光圏を意識した事業主に対する支
援等も少し考えているところですので、そういった取組を通じて、近接の自治体にも波及
効果があればと考えております。もう 1 点は、農業生産法人等に係る生産管理のトラブル
についてです。
農業生産法人というのは人手が非常に足りないので、取りあえず短期的な、
一時的な労働力確保というところで、パートを非常に多く雇い入れております。比率でい
うと 4 対 1 くらいの割合でパートの方が多いです。それだけの多くのパートを抱えると、
労務管理が手一杯になってしまうという状況がございます。そうなりますと、やはりハウ
ス栽培等につきましては、1 つ病気が蔓延すると一気に病気がそのままハウスをダメにし
てしまうというトラブルがありますので、その知識が欠けていると初期動作が遅れてしま
うというところがあります。報・連・相は当たり前の話なんですが、ちょっと害虫がいた。
ちょっと、ここの一苗が病気っぽいというものも、もう報告を怠ってしまいますと翌日に
は、その周辺全部ダメになるみたいなことがありますので、そこら辺に係る知識が不足し
ている関係上、生産管理という、いわゆる食品に係る衛生管理が不充分な部分が見られ、
ダメにしてしまったという経験もあると聞いています。北杜市の野菜は非常に美味しいと
いうことを補足させていただきまして、そういった課題も抱えているのでこの事業で少し
支援させていただきたいという趣旨でございます。
小澤会長：はい、ありがとうございます。清水委員、今の回答で大丈夫でしょうか。
清水：ありがとうございます。1 点追加でお聞きしたいのですが、先ほど近隣の自治体、長野の
話もあったのですが、この中に市内企業情報の発信事業や合同の就職面接会といったメニ
ューがありますが、長野の方から雇用を北杜市に招き入れる。そういうことを意識した情
報発信なども考えられているのでしょうか。
石井：北杜市総務部の石井でございます。長野だけにかかわらず、移住者も非常に多いところで
ございます。後は、北杜市として人口減少という課題も抱えていますので、市内、一義的
には北杜市内のお仕事を探している方ですが、市内で働きたいと思っている方につきまし
ては、観光圏の方、若しくは、東京の方、関西の方も含めまして、この事業の対象にはな
り得るとは考えております。
小澤会長：清水委員、よろしいでしょうか。
清水：はい、ありがとうございます。
小澤会長：関連してお聞きしたいのですが、その農業生産法人というのは、大きいものから小さ
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いものまでいろいろあると思いますが、何人ぐらいの規模でやっているのでしょうか。資
本というのは山梨県、それとも東京などから来ているのですか。
石井：北杜市総務部の石井でございます。いろいろ種類はあるのですが、北杜市の特徴としまし
ては、企業型の農業生産法人というところで、具体的な名前で申し上げますと、大手の大
きい親会社がいて、その子会社として農業生産法人を作っている。例えば、オリエンタル
ランド等につきましては、ディズニーランド等で使う野菜を北杜市の農業生産法人で作っ
て、そちらに出荷する予定だというところもございます。そういったところが北杜市の環
境に注目して出店して来ているというところ。企業型の大規模農業が多いというところが、
北杜市の特徴の 1 つだと思います。
小澤会長：働いている方は市内の方が多いのでしょうか。
石井：そうですね。農業生産法人として展開させていただくに当たりまして、北杜市と人材育成
や人材供給等に係る協定を結ぶことになっており、その中では、一義的には市内の市民の
方々を雇い入れてくださいということになっています。最近ですと、その人材確保すら結
構大変だなという声を聞いておりますので、そうなりますと、どんな方でも北杜市にいる
方だったら活用できる方法というのは、
農業生産法人も学んでいただき、シニアの方なり、
女性の方々も勤められるのであれば勤めていただきたいと、市としては考えているという
感じでございます。
小澤会長：はい、ありがとうございました。他に、どなたか御質問ございますか。北杜市地域雇
用創造計画。非常に広い地域をカバーしている北杜市で大変だとは思いますが、頑張って
いただきたいと思います。ほかに御意見・御質問がございませんでしたら、この計画につ
いて同意したいと思いますがよろしいでしょうか。
会場：意義なし。
小澤会長：それでは、皆様の同意をいただきましたので、後のことは事務局にお任せすることに
いたします。それでは式次第の 3 番に移ります。平成 28 年度上半期労働行政重点施策の
推進状況について事務局から説明をお願いいたします。
荒井：雇用環境・均等室の荒井でございます。重点施策の説明に移らせていただきます。委員の
皆様におかれましては、平素より雇用環境改善、均等推進に当たりまして、種々御協力、
御指導をいただいており厚くお礼を申し上げます。雇用環境・均等室となり初めての報告
になります。どうぞ、よろしくお願いいたします。これから、雇用環境改善関係、雇用均
等関係について、上半期の業務の推進状況、下半期の方針について御説明をさせていただ
きます。では、着座にて失礼いたします。まずは、雇用環境・均等室が行っている業務状
況について、1 ページを御覧ください。働き方改革に向けた総合的施策の推進につきまし
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ては、27 年度最後の地方労働審議会でも御審議をいただきまして、重点施策の第 1 に上げ
られております。共同宣言の具体的内容につきましては、補足資料 1 に、
「やまなし働き
方改革共同宣言」。続いて、10 月末現在において賛同をいただいております団体の状況な
どが記してありますので御覧いただければと思います。
「働き方改革」については、先ほど
局長からも申し上げましたとおり、第 2 回の推進会議を 10 月 26 日に開催しまして、会議
の中でこの共同宣言について更に団体にも賛同を進めていく、各企業に対しても、この賛
同をお願いしていくということで、御意見をいただいたところです。今後は、ホームペー
ジなどでこちらの内容を公表させていただき、
「働き方改革の推進」について、更に進めて
いく予定です。重点施策の 4 に、各事業所への助言、指導等、企業訪問などを行うとあり
ますが、局長と幹部における企業訪問等はまだ実施していない状況でございますが、その
推進会議の取組を受けまして、今後、行っていく予定としております。年休取得促進期間
である 10 月に山梨県内の年休取得アンケートについて発表を行いました。県内の年休取
得率は、昨年度よりも 1 ポイント減少したものの、一般労働者 50.7%と公表させていただ
いております。昨年度に引き続き、50%を超えている状況でございました。年休の取得促
進、働き方の見直しにつきましては、働き方、休み方コンサルタントを活用し、引き続き、
各事業所に働きかけを行ってまいります。次に、女性活躍推進法の施行状況でございます。
本年 4 月 1 日から施行され、301 人以上の企業については行動計画の策定、届出、企業の
女性の活躍状況の公表などが義務付けとなりました。この準備を円滑に進めていただける
よう、直接の働きかけを行い、現在、当局管内で把握しております 61 社全ての会社から
お届けをいただいたところでございます。今後、各企業において着実に計画を実施してい
ただき、女性活躍推進法の認定「えるぼし」を目指していただけるよう、更に周知・啓発
に努めてまいります。次に、総合的ハラスメント対策の一体的実施でございます。本年 3
月に育児・介護休業法等が改正され、来年の 1 月 1 日から施行されることとなっておりま
すが、周知・徹底を中心に展開しており、今月、甲府市内で 2 回、富士吉田市内で 1 回説
明会を開催いたしました。今回の改正により妊娠・出産については、男女雇用機会均等法
の改正によりますが、育児・介護に係る制度の申請、利用に当たって、職場内でハラスメ
ント防止措置を講じることが事業主に義務付けられることとなります。本説明会が全国的
に防止する気運を高めるため、マタハラ未然防止対策キャラバンの一貫として行っている
ところでございます。既に法的に義務付けとなったセクシャルハラスメント、また、法的
な義務付けはないものの総合労働相談の中でも相談件数が 5 年続けてトップとなっている、
職場における嫌がらせ、いわゆるパワハラにもつながるものなど、一元的に、事業主が御
対応いただくことも含め、周知広報を進めてまいります。次に、男女雇用機会均等法の施
行状況でございます。報告徴収の件数が昨年度に比較して若干減少しておりますが、今年
度、新体制を整備しまして、計画的に企業指導行うに当たり、指導員の多能工化を図って
育成を進めた上で着手をしていることもあり、当初、若干の出遅れがあったところでござ
います。また、相談件数も若干減っているところでございますが、総合労働相談と一体的
に推進するということから、相談件数等の数え方が変更となったために、減少しているよ
うに見えております。法の施行状況については毎年 6 月に発表しており、今年度上半期の
状況については、補足資料 No.3 を御覧ください。カウント方法は変ったものの、その内
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訳、相談状況や指導件数が、セクシャルハラスメントなどが多いというような状況につき
ましては、ほぼ同じ状況となっております。重点施策の 2 ページを御覧ください。妊娠不
利益、母性健康管理措置について妊婦への周知徹底を図るために母子手帳サイズの周知資
料を作成しておりますが、確実に妊婦さんに周知徹底ができる資料として、市町村の母子
保健担当窓口に御協力をいただき、本年度も配布を行ってまいります。また、ポジティブ・
アクションに係る助言につきましては、本年度も指導員を活用して各企業に助言を行って
いるところですが、更に今後も進めてまいります。次に、育児・介護休業法の施行状況で
ございますが、先ほどと同様、若干出遅れは見られるものの、多能工化を図ることによっ
て、様々な法律の内容についてあわせて周知・徹底できるよう行っているところでござい
ます。相談関係の減少についても、先ほど同様で、若干減少した形が見受けられるところ
でございます。平成 29 年 1 月 1 日から介護関係を中心に育児・介護休業法が改正される
ことから、説明会を行っているところですが、改正内容は補足資料 No.2 を御覧ください。
介護については特に介護を行う方の増加や家族介護の在り方が変化しているということか
ら、
介護サービスの現状に合わせた柔軟な制度利用ができるような改正となっております。
育児・介護休業法の改正に当たっては、事業主の皆様には就業規則の手直しをお願いする
ということで、多大な負担をお掛けすることになる訳ですが、この改正内容を御理解いた
だいた上で、簡易に就業規則の手直しを行っていただくことができるよう、本省 PDF 版
資料を元に、ワード版の就業規則規定例を作成し、山梨労働局のホームページに掲載して
おります。資料 No.5 にホームページ上の資料を掲載しておりますので、参考にしてくだ
さい。次に、次世代育成支援対策推進法の推進の状況ですが、策定届の届出状況は、ほぼ
毎月計画終期を迎える企業があるということもあり、100%の届出率にはなっておりませ
んが、今後も指導等を徹底し、届出率が 100%となるよう適切な対応を行ってまいります。
また、
「くるみん」の取得については、現状、14 社となっておりますが、これをさらに取
得を進めるべく、各企業への働きかけを行ってまいりたいと考えております。次に、パー
トタイム労働対策の状況でございます。パートタイム労働対策については、上半期の取組
状況が資料 No.6 にあります。報告徴収の状況は、先ほどと同様で若干出遅れはあるもの
の、その内容的なものはほぼ昨年度と比率が変っているものではなく、転換推進措置や文
書交付の部分が多くなっている状況です。3 ページの学生アルバイトの労働条件の確保に
向けた取組についてですが、
「労働条件を確かめようキャンペーン」の一貫としまして、総
合労働相談窓口においても随時、相談をお受けしているところです。更に利用が図られる
よう、山梨大学において相談会を開催いたしましたが、残念ながらこの相談コーナーへの
相談はありませんでしたが、各監督署に設けている相談コーナーにおいては、御相談をい
ただいていたところでございます。まずは、学生に基本的な知識を身に付けていただき、
学生自身がどういう状況にあるかということを認識していただくということが重要になり
ますので、労働法制の普及にも力を入れてまいりたいと考えているところでございます。
次に、最低賃金の引上げに向けた中小企業等への支援についてですが、中小企業への専門
家派遣・相談事業については、中小企業団体中央会に委託をし、最低賃金の相談と専門家
派遣を執り行っていただいているところでございます。また、業務改善助成金につきまし
ては、労働基準部、職業安定部とも連携し、10 月からその内容の充実が行われたことにつ
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いての周知・広報を行っているところでございます。 中小企業等の転換ルールの普及に
ついては、労働契約法の改正が平成 25 年に行われ、平成 30 年度から本格的に適用される
ということが見込まれているところでございます。有期契約労働者が無期となる場合に、
制度整備を行っていただくことが、より円滑に無期契約に移行していくということができ
ると考えられますので、この無期転換ルールそのものと、定年後の労働者についての契約
については、有期特措法に基づいての認定が必要であるということなど、無期転換ルール
の制度整備をお薦めするリーフレットを当局で作成いたしましたので、資料 No.7 を参考
に願います。ホームページ上での公開や様々な説明会等での配布、また、育児・介護休業
法等の改正の説明会においても説明をしているところでございます。最後の個別労働関係
紛争につきましては、相談件数、助言・指導件数、あっせん件数、いずれも件数が増加し
ている状況でございます。相談件数等の状況については、補足資料の資料 No.8-1 を御覧
いただいてもお分かりいただけるとおり、相談の中では、特に、いじめ・嫌がらせが増加
している状況でございまして、その他、出向、配置転換などについても増加している状況
でございます。助言・指導、あっせんなどの紛争解決制度につきましては、適切に、相談
からつながせていただいた結果、若干、今年度は増加傾向にあるところでございます。今
後も、適切な対応を行いまして、助言・指導、あっせん等の運営を進めてまいりたいと考
えております。以上、雇用環境・均等室を発足してから半年の状況について説明をさせて
いただきました。新しい組織で業務を行ってまだまだ日が浅い状況でございますので、適
切な業務運営と言えない状況もあるかもしれませんが、御指摘をいただきまして、更なる
推進を行っていきたいと考えております。どうぞ、御指導等よろしくお願いいたします。
小澤会長：はい、ありがとうございました。続けて、労働基準部から説明をお願いします。質問
は後でまとめて受けます。よろしくお願いします。
木下：労働基準部長の木下でございます。労働基準部における主要施策の推進状況について、施
策の説明をさせていただきます。失礼して着座をさせていただきます。資料は、引き続き
重点施策の推進状況の 4、5 ページ。補足資料は、基準のインデックスの付いた次のペー
ジから御覧ください。労働基準部におきましては、本年 4 月に組織改編と事務所掌の変更
以降、働き方改革の下支えとなります法令遵守の徹底。そして、セーフティーネットに特
化した施策を担っておることとなっております。したがいまして、労働者が安心して働く
ことのできる労働環境の実現。これを目指しまして、労働条件の確保・改善対策、労働者
の安全と健康確保対策、労災補償対策を推進中でございます。働き方改革では、長時間労
働の是正や非正規雇用の待遇改善といったようなことが取組の大きな柱になる訳でござい
ますが、電通の例のように働き過ぎるということによって、労働者の生命が失われる。あ
るいは、重大な障害を残す危険性が高まってしまいます過重労働につきましては、全面的
に解消が図られなければならないということで、労働条件の確保・改善対策の推進におき
ましては、過重労働解消に向けた取組を最重点と位置付け、対策の強化を図っているとこ
ろでございます。始めに、時間外、休日労働協定。いわゆる、36 協定届に係る対策の推進
状況について説明をいたします。1 項目目でございますけれども、監督署窓口における受
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理時点検と窓口指導。こちらにおきましては、上半期、管内 3 つの監督署におきまして、
計 3,635 件の 36 協定届を受理いたしまして、うち 15 件に対して文書による指導を行って
おります。次に 3 項目目。残業時間の上限目安を定めました、いわゆる限度基準。こちら
を上回る時間で協定された、36 協定届のうち、月 80 時間を超えているものにつきまして
は、局の監督課におきまして、事業場に対して自主点検を実施させているところでござい
ます。上半期では、60 事業場の届出が自主点検の対象となりまして、うち 20%を超える
事業場において、80 時間を超える実労働が認められたところでございます。また、4 項目
目でございますが、労働者数 30 人以上で 36 協定届を提出していない管内の 550 事業場に
対しまして、自主点検を実施させて、36 協定の未届の解消。あるいは、自主的な労働時間
の削減などを指導したところでございます。次に、個別事業場への監督指導についてとい
うことですが、2 項目目になります。本年の 4 月から、従来の時間外休日労働時間が、1
か月 100 時間超えが疑われるものから、80 時間超えが疑われるものに条件を引き下げま
して、監督対象事業場を拡大しているところでございます。上半期におきましては、113
事業場に臨検監督を実施いたしまして、うち 32 件、28%になりますが、この事業場に労
働時間関係の違反を勧告したところでございます。さらに、補足資料の№9 になりますが、
こちらが過重労働解消キャンペーンのリーフレットですが、裏面の 1 番下の枠内。こちら
を御覧いただきたいと思います。昨年に引き続きまして、今月、11 月は全国で過重労働解
消キャンペーンを展開中でございまして、労働局の幹部によります関係団体への協力要請。
それから、過重労働防止を目的とする集中的な監督指導の実施。そして、フリーダイヤル
による無料電話相談。こちらは、11 月 6 日の日曜日に、既に実施済みでございます。こち
らの対策のほかに、過労死防止対策推進シンポジウムの開催。こちら、山梨では 11 月 27
日に開催予定でございます。それから、本年度から新たに実施いたします、労働局長によ
る優良企業訪問といったことによりまして、過重労働に係る個別事業場の法違反の是正を
図るとともに、過重労働解消に向けた社会的気運の醸成などを図っているところでござい
ます。次に、最低賃金制度の適切な運営についてでございます。最低賃金額は、都道府県
ごとに設定されておりますが、本年度の山梨県最低賃金の改定につきましては、バブル期
並みの引上げ額で決定しておりまして、時間給、昨年度比 22 円アップの、759 円という
ことで、10 月 1 日から発効しているところでございます。なお、一定の業種に所属する基
幹労働者に対しましては、県最賃より高い最賃が設定できるということとなっておりまし
て、山梨県においては電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具
製造業。それから、もう 1 つ、自動車・同附属品製造業。この 2 業種につきまして、特定
最低賃金が設定されているところでございます。こちらの方も、先ごろ改定審議を終了し
まして、電気関係につきましては時間給、昨年度比 17 円アップの、851 円で、12 月 18
日から発効予定。また、自動車関係につきましては、時間給、昨年度比 14 円アップの、
857 円で、12 月 24 日から発効する予定ということになっております。今後は、金額の周
知・徹底というものが重要になってくる訳でございますが、11 月末までは、セレオビルの
壁面に県最賃に係る懸垂幕を設置中でございまして、また、補足資料の№10 にありますよ
うに、本年度の改定額の周知用リーフレットを作成しておりまして、マスコミ、県内監督
署、ハローワークを始めといたしまして、県、市町村、関係団体の御協力を得て、幅広く
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県民に周知できるよう取り組んでいるところでございます。本省でも共通資料を作成して
おりまして、ポスター、リーフレットを作成している訳でございますが、本年度は、楽天
カード、ヘパリーゼといったような CM でおなじみの、川平慈英さん。こちらを採用させ
ていただきまして、最低賃金額の周知ポスターを作成しているところでございます。それ
からまた、最賃を大幅に引き上げますと、最賃額に近い賃金で労働者を雇用している小規
模、零細企業の経営者層に影響を与えるということになる訳でございますが、№10 のリー
フレットの裏面になりますが、最賃の大幅引上げとともに、中小企業への支援対策も充実
させて、更に 4 月の所掌事務の変更に伴いまして、助成金等の申請窓口の一本化を図りま
したので、事業主にとっては制度が利用しやすく、かつ効率的申請受理から事務処理が行
えるようになったのではないかと考えているところでございます。再び推進状況の資料に
戻っていただきまして、
労働者の安全と健康確保対策の推進についてでございます。現在、
平成 25 年度から 29 年度の 5 か年で、計画的に労働災害の減少等を図って、平成 29 年次
の休業 4 日以上の死傷者数合計を、平成 24 年次より 15%以上減少させて、598 人以下と
する。これを目標に取り組んでおりまして、計画 4 年目でございます平成 28 年におきま
しては、死傷者数 672 人以下となることを目指しているところでございます。本年 9 月末
現在、休業 4 日以上の死傷者数は、488 人。10 月末現在の数値も出ておりますが、537 人
となっておりまして、本年度目標を達成するためには、より一層の労働災害減少が必要な
状況になっているところでございます。山梨全体の労働災害の現状につきましては、保健
衛生業、それから、接客娯楽業、清掃業という、第 3 次産業に属する業種における災害が
増加しているところでございます。これらの業種で多発しております、転ぶ、倒れる等の
転倒災害の防止対策のほかに、年末年始には建設業において、労働災害が増える傾向があ
るということもございまして、12 月の初めに局長パトロールでございますとか、集中監督
等に取り組むことを予定しております。なお、補足資料の№11 といたしまして、死傷災害
の監督署別、業種別の発生内訳でございますとか、死亡災害の内訳の一覧というものを添
付しておりますので、後ほど御参考にしていただければと思います。続きまして、労働衛
生対策でございますけれども、業務上の負荷を原因といたしました脳、心臓疾患や精神障
害等の職業性疾病を減少させ、かつ、医療費の抑制等にもつながることとなります職場に
おける労働者の健康確保対策。こちらが、また重要な課題になっているところでございま
す。そこで、定期健康診断の実施と受診の徹底を始めといたしまして、昨年 12 月から、
50 人以上の労働者を使用します事業場に義務付けられました、ストレスチェックの実施と
その定着というものにも取り組んでいるところでございます。県内 6 箇所でストレスチェ
ックに係る事業場向けの説明会を実施するとともに、県内のストレスチェック実施機関を
調査いたしまして、労働局ホームページで公開するということで、実施支援というものを
図っているところでございます。また、近年、中皮腫、胆管ガン、膀胱ガンといったよう
な重篤な疾病を発症させる原因物質として話題になりましたアスベストや、ジクロロメタ
ン、MOCA(モカ)といったようなものに代表されます化学物質につきまして、健康障害防
止対策が重要になっているところでございます。化学物質につきましては、毎年その種類
を増やして、膨大な数が登録されておりまして、中には危険性が明らかになっていないと
いうものも含まれているところでございます。さらに、化学物質を原因とする疾病は発症
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までに長い時間が掛かってしまうというものが多いことから、予防が何よりも肝要という
ことになる訳でございます。したがって、本年 6 月から義務化をされております化学物質
のリスクアセスメントの実施徹底。
こちらを重点的に取り組んでいるところでございます。
最後に、労災補償対策の推進ということでございますが、本年度上半期で新規に労災認定
を行いました受給者数は、1,765 人でございまして、昨年同月比で 9 人の減少ということ
になっております。労働災害の被災者や、その御家族のケガや病気の度合いというものに
よるところではございますが、仕事の上でのケガや病気で働けないといったようなことに
よりまして、生活の糧を失う訳でございますので、迅速な給付を行うということが最重要
の課題ということになります。一方で、事業主からお預かりをいたしました保険金により
給付を行っておりますので、当然、真に業務に起因するケガである、病気であるというこ
とを適正に判断することは不可欠であるところでございまして、
そのために請求書受理後、
早期の事務処理の着手、各種認定基準等に基づく適切な手法による必要な調査の実施とい
ったことによりまして、迅速な決定ができるように取り組んでいるところでございます。
過重労働につきましては、脳、心臓疾患を自然増悪を超えて著しく増悪をさせる要因とな
ること。それから、精神障害を発病させる業務による強い心理的負荷になり得ることにつ
いては、既に医学的に認知をされているところでございます。一方、労働時間の管理、記
録が不充分な会社が存在いたしまして、過重労働があったのかどうかという確認に時間が
掛かりましたり、また、請求人側に少なからず問題がある場合でございますとか、これま
で危険性が明らかにされていなかった化学物質によって疾病を発症したといったような事
案など、専門的、組織的な検討を経なければ決定をできないという事案も増えてきている
ところでございまして、
迅速、
適正な給付の実現が困難な場合もあるところでございます。
しかしながら、労災保険が、労働者及び家族の方々のセーフティーネットとして機能いた
しますよう、今後とも労災保険の迅速、適正な審査、それから給付というものに取り組ん
でまいりたいと思っております。なお、労災保険の請求内容等につきましては、補足資料
の№12 を付けているところでございますが、こちらの最新の 9 月末の数字を記載させてい
ただいております、差し替え分を封筒の中に、先ほどの家内労働部会の名簿とともに入れ
させていただいておりますので、後ほど御覧いただければと思っております。以上でござ
います。
小澤会長：続きまして職業安定部長からお願いします。
米丸：職業安定部長の米丸です。説明は 6 ページ以降になります。ポイントのみ説明させていた
だきます。雇用施策に関する数値目標ということで、就職件数ですとか、いろいろ指標ご
とに、年度ごとに、ハローワークにおける目標値を掲げており、その目標値の達成状況の
資料です。主要指標、補助指標、安定所の重点指標と大きく 3 つございますが、こちら基
本的には 9 月までの実績ですので、この進捗率で見ていただきますと 50%が大まかな目安
となります。例えば、就職件数ですと、全体で 51.9%ということで、おおむね目標クリア
できる状況で推移をしています。ただ、3 番の雇用保険受給者の早期再就職件数ですが、
こちらは 8 月末までの数字で、目安としては 41.7%ということで、こちらもクリアをして
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います。全体的に見ていただきますと、おおむね 50%を超える水準で推移はしていますが、
一部、目標をクリアできていない指標があります。例えば、7 ページの学卒ジョブサポー
ターの正社員就職件数ですが、こちらは 50%いかなければならないところですけれども、
まだ 4 割いっていないところもあり、この辺りを高校や大学と連携して個別支援をしっか
り行っていくということで、拡充して取り組んでまいりたいと考えております。8 ページ
を御覧ください。正社員希望者に対する就職支援についてですが、非正規労働者対策とい
うことで各ハローワーク、労働局一丸となって取り組んでいるところであり、右側にあり
ます、新正社員転換待遇改善実現プランということで、10 月 26 日に県の関係機関に御参
集いただき、山梨県版の正社員の地域プランである「正社員転換待遇改善地域プラン」の
内容を大きく改正しております。主な改正点としましては、例えば、労働局以外の、県や
経済団体、あるいは職業訓練に携わっている機関などが、それぞれどのような取組をして
いるかについて、このプランの中に盛り込んでおります。その辺りが大きい改正点でござ
います。詳細は資料№14 を後ほど御覧いただければと思っております。また、非正規から
正社員に転換された場合の助成金の「キャリアアップ助成金」等についてですが、このよ
うな助成金の拡充もしながら正社員対策に取り組んでまいりたいと考えております。
また、
マッチング支援の強化ということで、甲府所に設置しました「福祉人材コーナー」におい
て福祉分野を中心にした求職者のサービスを行っております。こちらは、介護就職デーと
いうものを設け、甲府と吉田で 11 月に実施しております。今回は、特に職業訓練を受け
ている方を重点的にこの面接会に送り込むような取組を実施しております。また、9 ペー
ジを御覧ください。地方自治体と一体となった雇用対策の推進ということで、特に(3)です
が、今年度 4 月 15 日に、富士吉田市内に子育て世帯の就職支援を重点化する施設「やま
なし仕事プラザサテライト」をオープンしました。まだオープン初年度ということであま
り実績が良くありませんので、9 月に UTY のウッティータウンにも出演し番組の中で告知
をしまして、いろいろ、TV や CM など活用しながら、利用者の確保についてより一層、
周知・強化を図ってまいりたいと考えております。また、労働分野における地方自治体と
の連携についてですが、
今回、
北杜市の地域実践型地域雇用創造事業も入っておりますが、
特に今年度は各地域が就職面接会を積極的に実施しております。例えば、甲府市も初めて
市単独の面接会を 10 月 20 日に開催しております。また、北杜市も東京で、就職フェアと
暮らし相談会、移住の支援も含めた、新しい取組を行っております。10 ページを御覧くだ
さい。若者の雇用対策の推進については、ユースエール認定企業といって、若者の採用に
積極的な県内の企業を PR するための取組で、県内に 2 社ございます。目標が 3 社ですの
で、
こちらは引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。
この認定を受けますと、
名刺に認定マークが使えたり、助成金の加算が受けられたり、あるいは、面接会に優先し
て参加できる、そういった特典もございますので、引き続き周知を図ってまいりたいと考
えております。11 ページを御覧ください。高年齢者の雇用対策の推進ですが、こちら、今
年の 6 月 1 日現在の状況が発表されまして、高年齢者の雇用確保措置は 3 つあります。定
年制の廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入。基本は 65 歳がベースになっておりま
すが、まだ取り組んでいない企業が 6 社ありまして、年度内に 0 社となるよう取組を強化
してまいりたいと考えております。また、高年齢者の再就職に当たりましては、甲府所と
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吉田所に生涯現役支援窓口を設けており、65 歳以上の求職者の皆様の就職支援を集中的に
実施しているところでございます。12 ページを御覧ください。障害者の雇用についてです。
中小企業に重点をおいた支援策の実施について、法定雇用率が 2.0%になっておりますが、
こちら 27 年の 6 月が直近のデータで、1.83%となっております。全国が 1.88%ということ
で、山梨は全国順位でも 38 位ということで、非常に低くなっておりますので、この辺り
強化をしっかりやっていかなきゃいけないと考えております。具体的な方法として、12 月
から 3 月までを、山梨障害者雇用推進キャンペーンについて、集中的に企業訪問をさせて
いただこうと思っております。また、それ以外に企業の見学会や就職支援セミナー、また、
公的機関の障害者雇用の担当の方を対象にした研修など、こうした取組を実施していきた
いと考えておりまして、取り急ぎ、28 年 6 月までの数字が 12 月上旬に発表を予定してお
りますので、この際には記者発表を行いまして、その結果を踏まえて中旬に、地域の関係
機関の方々に御参集いただいて協議会を開催し、今後どういった対策を行っていくかとい
うことをしっかり練った上で、今後の対策を講じてまいりたいと考えております。また、
長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職者に対する就職支援ということで、これは主
にがん患者を対象にしております。
今回、
山梨県でも初めてこの取組をスタートしまして、
7 月 7 日から県立中央病院の中で、がん患者の方の出張相談、ハローワークが出向きまし
て出張相談を実施しております。まだまだ、実績が悪い状況がありますけれども、病院と
も連携しながら支援の拡充に努めてまいりたいと考えております。また、興味を持ってい
る病院がほかにも出てきており、中央病院以外の病院への支援も広げていきたいと考えて
おります。最後、13 ページの公共職業訓練、求職者支援訓練ということで、こちらにつき
ましては、ほぼ前年同様の実績になっておりますけれども、今、全体的に求職者、雇用情
勢の改善に伴いまして求職者が減っております。そういったことで、訓練を受ける人が減
少しており、非常に頭を抱えている問題なのですが、引き続き周知を強化しながら、しっ
かり訓練を受けていただいて、よりスキルアップ、人材育成の取組の強化を図ってまいり
たいと考えておりまして、11 月には関係団体を訪問して人材育成支援策の周知を展開して
いるところでございます。私の説明は以上でございます。
小澤会長：ありがとうございました。それでは、続いて総務部長からお願いします。
西方：はい、総務部長の西方です。最後は総務部関連です。着座のまま失礼いたします。総務部
の進捗状況といたしましては、労働保険の適正徴収業務についてでございます。資料は 14
ページです。労働保険制度につきましては労働者のためのセーフティーネットであるとと
もに、セーフティーネットであります各種施策を推進する財政基盤となるものでございま
す。また、その運営に当たりましては、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平、労
働者の福祉の向上等の観点から、労働者を雇用する全ての事業主の労働保険への加入と、
労働保険料の確実な納付が最も重要な課題であるという認識の下、3 項目を重点施策とし
て掲げて取り組んでおります。
重点項目の 1 点目ですが、
労働保険料等の適正徴収等です。
こちらにつきましては、次の 4 点について重点的に取り組んでおります。まず、1 つ目の
収納率の向上です。こちらは、平成 28 年度の最重要課題としております。収納率の目標
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を 98%以上と設定しておりまして、9 月末の収納率は 44.06%となっております。前年度
同期で比べますと、0.65 ポイント増という状況でございます。収納率は、平成 25 年度か
らは 3 年連続で 98%台を達成しておりまして、ちなみに、昨年度の収納率は 98.71%でご
ざいました。高額滞納事業主とか、複数年にわたって滞納をしております事業主に対しま
しては、滞納重点事業主として専任の職員が定期的に事業場を訪問するなどして、保険料
の徴収等を強力に行っているところでございます。本年度につきましても、収納率 98%以
上を達成するよう、下半期についても引き続き取り組んでまいります。2 つ目の年度更新
の円滑な実施です。この年度更新につきましては、申告書の発送、審査については外部委
託を行うことにより、業務の効率化を図りまして、早期完了を目指して取り組んだところ
でございます。個別の事業につきましては、この 6 月 14 日から、7 月 11 日までの間、県
内 31 会場におきまして出張受理会を開催しまして受理を行いました。その結果、9 月末を
もちまして、全ての事務処理を無事終了いたしました。3 つ目の効果的な算定基礎調査の
実施でございます。算定基礎調査は、労働保険料の適正な申告を確保するためのものでご
ざいます。パートタイム労働者の雇用保険の適用ですとか、申告業種に疑義がある事業場
など、386 件を年間実施目標としております。上半期におきましては、106 件実施いたし
ました。この調査は、例年 11 月から 2 月にかけて集中的に実施しておりますので、これ
から本格的に実施することとしております。4 つ目の電子申請の利用促進でございます。
本年度この年度更新時における電子申請の割合は、6.67%ということで、前年度の 5.64%
を上回ったとはいえ、まだまだ低い状況にございます。この年度更新期間中には、労働局
に電子申請体験コーナーというのを設置して利用促進を図ったところですが、なかなか飛
躍的な利用率の向上には至りませんでした。下半期につきましては、ホームページ等によ
る周知、窓口、各種説明会等での利用勧奨、各関係団体等への利用要請を行うことにより
まして、引き続き利用促進を進めていくとしております。重点項目の 2 点目ですが、労働
保険の未手続事業一掃対策の推進です。こちらにつきましては、労働保険制度の健全な運
営、費用負担の公平、労働者の福祉の向上の観点から、引き続き重点的に取り組む必要が
ございます。今年度は、新規成立事業場 1,000 件、成立手続指導件数 576 件、職権成立 3
件を目標としております。上半期の実績として 9 月末時点におきます新規成立数は 790 件
になり、目標の 79%となっています。成立手続指導件数につきましては 360 件であり、目
標の 62.5%となっております。職権成立につきましては、上半期では実績はございません
が、下半期におきましては積極的に取り組んでまいります。未手続事業の把握につきまし
ては、年金事務所、地方運輸局等他の行政機関からの通報等によるほか、厚生労働本省か
ら提供されます事業場情報、各監督署、安定所からの情報提供等により行っています。把
握した未手続事業に対しましては、局に配置されています指導員が、加入勧奨指導を通年
で行うほか、各監督署、あるいは安定所の窓口でも加入勧奨を行っております。また、こ
の 11 月は労働保険適用促進強化期間とされまして、労働保険の加入促進の PR を集中的に
行っております。ポスター、リーフレットあるいはホームページによる周知や、関係機関、
関係団体等への協力依頼を行いまして、労働保険制度が広く理解されますよう、一層、取
り組んでいきたいと考えております。重点項目の 3 点目ですが、労災保険率及び雇用保険
率等の周知徹底です。28 年度は雇用保険率の引下げの改定が行われました。雇用保険率改
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定の周知につきましては、厚生労働省や山梨労働局のホームページへの掲載、外郭団体や
地方自治体の広報誌への掲載、各種団体へのパンフレット送付による周知依頼を行ったと
ころでございまして、これらによりまして、年度更新業務も無事終了することができまし
た。また、労災保険ですとか雇用保険は、それぞれ事業の内容により保険料率が異なって
いますので、事業主等に対しては年間を通じ、窓口や各種説明会において周知していきた
いと考えております。以上、重点施策の取組状況について御説明をいたしました。下半期
につきましても、引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。私の説明は
以上でございます。
小澤会長：はい、ありがとうございました。これについての御意見、あるいは、御質問を受けた
いと思います。どの分野でも結構ですが、どなたかございますか。
水野：公益の水野です。よろしいでしょうか。
小澤会長：はい、水野委員。発言をどうぞ。
水野：12 ページの長期にわたる治療が必要な人の就職支援についてですが、全国的にがん患者さ
んにおける就労支援を取り組み始めて、結構進んでいるところもあると思うんですが、例
えば、難病を持つ方の就労支援というのも、先々、県内でもやっていこうというのはある
のでしょうか。
米丸：安定部長の米丸です。おっしゃるとおりで、難病につきましても最近は患者さんが非常に
増えているということで、障害者の就労支援の一環として取り組んでおります。昨年度か
ら、難病患者のサポーターという難病患者に特化した相談員をハローワーク甲府に置いて
おり、全国的に各労働局 1 人以上はそういった相談員を置いて、ハローワークの専門の部
門で支援をするという取組を行っております。
水野：それでは、もう既にやっていらっしゃるということですか。
米丸：そうですね。ただ、1 人で充分かという部分があるので、今後も実績が上がってきたら、
その辺りの体制の拡充等も検討できたらとは考えております。
水野：はい、分かりました。
小澤会長：水野委員、よろしいですか。
水野：はい。
小澤会長：ほかにございますか。
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小澤会長：私から 1 つ。4 ページの、過重労働の件が先ほど出たような点で非常に問題になって
いる気がするんですが、山梨県の現状はどんな感じなのか、違反の業者が多いとか少ない
とか、もし分かったら教えていただけますか。
木下：基準部長の木下です。11 月にキャンペーンを行っているということで、先ほどの説明の中
でも申し上げましたが、これは昨年度も実施しておりまして、その時に集中監督をやって
いるところでございます。その集中監督の昨年度の状況ですけれども、違反事業場数は
60%を超えており、違法な時間外労働があったのが 35%の事業場となっております。
小澤会長：それについて、全国平均みたいなものはあるのでしょうか。
木下：はい、全国でだいたい平均か、少し低いくらいです。
小澤会長：7 ページの安定所の重点指標の実績で、生活保護受給者が非常に高くて、学卒ジョブ
サポーターが低いとのことですが、高い理由と低い理由を教えてください。
米丸：はい、職業安定部です。まず、生活保護事業の高い理由ですが、これは昨年度もそうでし
たが、全国 1 位なんです。今年度も全国 1 位の状況で推移しておりまして、その理由は、
ハローワークと市町村との連携が非常にうまくいっているからだと思います。市町村の生
活保護の担当者が就労支援に非常に熱心で、ハローワークに就職できそうな方をどんどん
送り込んでくれるということで、その辺りが非常に効果が出ているのかなと思っておりま
す。本日、北杜市も来ておりますけれども、県内でも特に甲府市と北杜市につきましては、
国と地方の一体的窓口を市の庁舎内に設置しております。そういった窓口からハローワー
クへの誘導がしっかりできているというのが、1 番大きい理由でございまして、こちらは
特に大きい理由がなければ、今後もこのような水準が維持できるのではなかろうかと考え
ております。また、学卒ジョブサポーターにつきましては、山梨労働局も 4 割弱なんです
けど、全国的にも 4 割ぐらいの状況になっております。細かい話になりますが、正社員就
職件数の取り方が昨年度と変りまして、全国的に厳しい状況になっております。一応、目
標は目標なので、高校、大学と特に連携を強化したいと思っております。もう 1 つの要因
としては、最近、内定率が非常に良くなってきていて、学生が自分で就職してしまって、
なかなかハローワークを利用しないという実態もございます。以上です。
小澤会長：はい分かりました、ありがとうございました。他の委員の先生方からは、どなたかあ
りますか。よろしいですか。事前質問は事務局にありましたか。
長田：はい、事務局の長田です。事前の質問を受け付けておりますので、御紹介させていただき
ます。清水委員から御意見が 1 件。御質問が 2 件ございましたので読み上げさせていただ
きます。始めに御意見ですが、外国人技能実習生の対象職種が増える一方で、劣悪な労働
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環境が指摘されています。外国人労働者の労働環境の把握と、適正化に向けた取組の強化
を期待します。次に御質問が 2 件です。農作業中の労災事故が目立ちますが、個人の農家
の場合は労働局の管轄外になるのでしょうか。農業生産法人の場合はどうでしょうか。こ
ちらが 1 件と、もう 1 件は、出産介護の心疾患などの場合、休暇を取った後に以前と同じ
職場、企業に復職できれば良いのですが、やむを得ず退職する場合もあるかと思います。
そうした人の再雇用に向けた取組を、企業に促すことは考えられるのでしょうか。以上で
ございます。
小澤会長：はい、ありがとうございました。最初の外国人に関する意見について、何かコメント
することがありましたら職業安定部からお願いします。
米丸：はい、職業安定部です。外国人の関係についてですが、外国人を雇用する場合に、事業主
には雇用状況届を出していただくことになっており、その数字でいきますと、27 年 10 月
現在で労働者が 4,600 人。事業所が 900 ございます。そういった事業所に対しまして、外
国人の労働者の雇用管理指針というのがあるんですけれども、これに基づきまして年間、
約 110 件程度の訪問指導を行っております。
その結果としては、特に入国管理法違反とか、
そういった事案は出ていないんですけれども、長時間労働が見られたり、外国人の場合で
すと日本語の問題がありますので、例えば、労働条件通知書などを日本語に表記するよう
にとか、そういった配慮するよう指針に書いてあるんですけれども、そういった表記がさ
れていないような事案も出ております。また、今、国会で技能実習制度の改正が審議され
ておりますけれども、今回、改正を受けまして、今後、法案が通りましたら、外国人労働
者が増えることが予想されます。そういったことがありますので、ハローワークと監督署
で連携を強化して、適正な雇用管理に努めてまいりたいと考えております。基準部につな
ぎます。
小澤会長：それでは、基準部、お願いします。
木下：はい。続きまして基準部からですけれども、技能実習生関係ということでございます。当
局内における技能実習生、それから研修生の受入数につきましては、国際研修協力機構
JITCO の統計によりますと、27 年におきまして日本全体での受入数が、12 万 3 千人。山
梨での受入が、600 人弱ということで、構成率としては 0.5%弱ということになっておりま
す。つまり、他県の労働局と比べまして技能実習生等の受入数は極少数でございます。と
いうことの関係からも最重点対策の位置付けは、当局では行っていないところでございま
す。しかしながら、毎年度一定数確保しております技能実習生受入事業場に対する計画的
な監督指導におきまして、過去 3 年平均で 92%の事業場から法令違反が認められていると
いうこと。それから、外国人労働者からの申告につきましても、毎年度一定数なされてい
るところでございますが、過去 3 年平均で 67%の事業場から法令違反が認められていると
いうこと。それから、甲府監督署に設置しております、外国人労働者相談コーナーにおき
まして、過去 3 年平均で、年間 120 件程度の相談が寄せられていると。これは、労働者、
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使用者合わせてということです。それから、過去 3 年平均で、年間 20 件弱の外国人労働
者の労働災害が発生しているということ。そういったことなどから、継続的に対策を講じ
ていく必要はあると判断しているところでございます。今後とも、安定部、入国管理局、
JITCO、その他関係機関と連携いたしまして、技能実習生等外国人労働者に係る情報の把
握に努めますとともに、外国人労働者からの申告に対する速やかな対応や計画的な監督指
導の実施などを行ってまいりたいと考えているところでございます。
小澤会長：はい、ありがとうございました。労災保険に係る質問は、総務部長から回答をお願い
します。
西方：総務部長の西方です。労災保険の適用についての質問にお答えいたします。労災保険は、
労働者の方が業務中あるいは通勤途中に負傷又は疾病にり患した場合に、治療費等の必要
な給付を行うというものです。また、労働者を 1 人でも雇用する事業主は、労災保険の適
用事業となって、
労災保険に加入手続きをしなければならないということです。ちなみに、
ここでいう労働者というのは労働基準法第 9 条の事業に使用される者で賃金を支払われる
者をいいます。先ず、個人農家については、事業主であって労働者に該当しないため、労
災保険の強制適用の対象とならず給付対象にはなりません。なお、家族の営業だけでは間
に合わず、人手が足りないので外から労働者を雇いましょうとなった場合で、常時雇い入
れる労働者の数が 5 人未満の場合は、任意適用の対象になりまして、加入できる場合がご
ざいます。また、常時雇い入れる労働者の数が 5 人以上になった場合は、強制適用の対象
となり加入することとなります。一方の農業生産法人の場合は、労働者を常時 1 人以上雇
えば、強制適用の対象となってまいります。これ以外にも個人農家の場合で、家族でやっ
てらっしゃる方の場合ですとか、農業生産法人の代表者とか役員の方の場合、適用の対象
にならないのかといいますと、任意加入できる特別加入制度がありまして、一定の要件に
該当すれば、これに加入することができることになります。個人農家で家族で事業をやっ
ている場合には、特定農作業従事者又は指定農業機械作業従事者という 2 つの区分があり
まして、特定農作業従事者は、年間の農業生産物の総販売額が 300 万円以上、又は経営耕
地面積が 2 ヘクタール以上あり、かつ、例えば、動力により駆動する機械を使用する作業
に従事する方とか、高さが 2 メートル以上の箇所で作業される方など、その他一定の要件
に該当する場合で、指定農業機械作業従事者は、動力耕耘機、その他の農業用トラクター
等を使用して土地の耕作等を行うなど、その他一定の要件に該当する場合には、特別加入
制度で加入ができます。この他にも、個人農家で労働者がいる場合などや、農業生産法人
の代表者とか役員の場合については、中小事業主等という区分で、一定の要件に該当すれ
ば特別加入の対象となることがあるということでございます。よろしいでしょうか。
小澤会長：清水委員、よろしいですか。
清水：はい、ありがとうございました。
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小澤会長：労災保険加入についての相談先を教えてください。
西方：はい。労働局の労働保険徴収室又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねいただければと思い
ます。
小澤会長：はい、分かりました。もう 1 つの、出産に関する質問ですが、回答をお願いします。
米丸：職業安定部長の米丸です。職業安定部におきましては、企業に対する支援策として助成金
制度を設けております。1 つは、トライアル雇用奨励金といいまして、障害者ですとか一
般求職者を雇用した場合に支給する助成金でございます。もう一つ、高年齢者、障害者、
母子家庭の母等を雇った場合の、特定就職困難者雇用開発助成金というものもございます
ので、そういった助成金を活用しながら再就職の支援に努めてまいりたいと考えておりま
す。以上です。
小澤会長：続いて、均等室長、お願いします。
荒井：雇用環境・均等室です。均等関係は、どちらかというと最近は、就業継続に係る事業がほ
とんどですので、出産・介護などをされた方の再就職等につきましては、女性の再就職、
再雇用事例集等を配布するなど、企業でどういう取組をしているかといった御案内をさせ
ていただいたり、各企業で再就職支援の取組をしている状況などが分かるものとしては、
女性の活躍・両立支援総合サイトなどで行動計画などを作られているものが検索できる中
で、再就職どういったところを、再雇用などをどういったところが行っておられるかとい
うことが事例検索できるということでの情報提供をさせていただいているのが、私どもの
対策状況でございます。
小澤会長：はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。時間が迫ってきておりますが、
他にどうしても質問されたい方がおられましたらお願いします。大丈夫ですか。はい、な
ければ次に移ります。最後の議題「その他」になりますが、何かありますか。なければ、
事務局からありますか。
長田：事務局の長田です。事務局からは、特にございません。
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小澤会長：はい、分かりました。ほかになければ以上をもちまして、平成 28 年度の第 1 回山梨
地方労働審議会を終了します。なお、本審議会は議事録を作成しますので、運営規程第 6
条第 1 項による議事録の署名が必要になります。私と、労働者側は中澤委員。それから、
使用者側は小澤委員にお願いしたいと思いますので、また事務局から連絡があると思いま
すので、よろしくお願いいたします。本日は、円滑な審議の進行に御協力をいただきあり
がとうございました。
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