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Ⅰ 開催の日時及び場所 

１ 開催日時 平成２１年１１月２６日（木）午前１０時００分から１１時４５分 

２ 開催場所 ホテルプラザ菜の花 ４階中会議室 槙 

 

Ⅱ 委員の定数及び出席者の氏名 

１ 委員の定数 ２０名 

２ 出 席 委 員 １５名 

    井 上 美 香 委員  小  山  勉 委員  鈴 木       光  委員 

辻  徳 次 郎 委員   本 原 康 雄 委員  佐 藤 敏 雄 委員 

鈴 木 美津江 委員  花 澤 和 一 委員  宮 木   勢 委員 

    明 石 要 一 委員  前 原 東 二 委員  宮 川 博 光 委員 

    村 上 典 子 委員  室 越 光 男 委員  渡 辺 芳 邦 委員    

 ３ 事 務 局 

中 島 秀 幸（商工労働部次長） 

鈴 木 正 美（商工労働部参事） 

齋 藤   博（雇用労働課長） 

櫛 引 宣 子（産業人材課長） 

     ほか関係職員 ８名 

 

Ⅲ 会議内容 

 １ 開会 

 ２ あいさつ 

 ３ 委員及び事務局の紹介 

４ 議事 

（１）千葉県総合計画（案）について        

（２）千葉県労働施策審議会運営規程の一部改正（案）について 

５ 報告 

第８次職業能力開発計画の進行管理について 

６ 閉会 
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<１ 開会> 

○篠崎室長（雇用労働課労働政策室）（司会） 

定刻となりましたので、ただいまから千葉県労働施策審議会を開催いたします。 

委員の皆様方には、大変お忙しいところお集まりいただきましてまことにありがとうござ

います。 

私は、事務局を務めさせていただいております商工労働部雇用労働課の篠崎でございま

す。 

本日の、司会進行を務めさせていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

会議に入る前に、お手元の配付資料を確認させていただきます。 

  （配布資料一覧により読上げ、資料確認） 

次に、会議に先立ちまして、会議の公開、傍聴について報告させていただきます。 

県の指針によりまして、原則公開、傍聴可として、県ホームページにおいて本日の審議会

の開催を告知しましたところ、本日１名の方が傍聴を希望されております。 

 

<２ あいさつ> 

○篠崎室長 

それでは、ここで、中島商工労働部次長より御挨拶申し上げます。 

○中島商工労働部次長  

商工労働部次長の中島でございます。 

本日は、お忙しい中、千葉県労働施策審議会に御出席いただき、誠にありがとうござい

ます。 

日ごろ、委員の皆様には県の商工労働行政の推進につきまして、格別の御支援・御協力

いただきまして厚くお礼申し上げます。本審議会は、職業能力開発から就労支援、ひいて

は雇用・労働施策全般にわたりまして、総合的、効果的な審議を行っていただくというこ

とを眼目といたしまして、昨年度、従前ございました千葉県職業能力開発審議会と労働施

策振興審議会、この２つの審議会を統合して設置されたものでございます。また、今年度

は４名の方々に、それぞれの機関の事情から委員の交代をお引き受けいただきました。御

新任の委員の皆様には、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 改めまして申し上げるまでもございませんが、最近の景気動向、ひところの大底を脱し
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たとは言われておりますけれども、最近ではデフレの懸念であるとか、あるいは二番底の

懸念といったことが言われております。労働関係については、失業率が高く、とどまった

ままという状況です。先行きについて当面厳しい状況が続くというのが一般的な見解かと

思います。県内の有効求人倍率は、８月が0.40倍、９月が0.41倍ということで、わずかに

改善と言えば改善なんですが、横ばいと言えば横ばいでございます。それから、大きく懸

念されますのが来年春の新卒の就職なんです。高校を卒業して働く場所がない。例年に比

べて、これが非常に厳しい状況にある。これは新聞等で報道されておりますので、皆様方

御承知のとおりかと思います。そんな状況にございます。 

 本日、委員の皆様に御審議賜りたいと思っておりますことは２点ございます。 

 まず、１点目が千葉県総合計画の案についてでございます。特にその中に雇用対策、人

材育成という部分がございまして、就労のための取り組みであるとか職業能力の開発、労

働関係全般につきまして、委員の皆様から御専門の御意見を賜りたいなと考えております。

後ほど事務局のほうから御説明いたしますけれども、今回つくります総合計画、森田知事

が就任されまして新しく定めようというものですが、千葉県のあるべき姿と、これを実現

するための取り組みを示す新たな県政全般に係る最上位の基本的かつ総合的な計画、そう

いう位置づけになっております。22年度から24年度までの３カ年計画ということで、今年

度末を目途に策定しようということで現在作業を進めているところでございます。会長で

ございます明石先生にも総合計画の委員をお務めいただいております。 

 それから２点目でございますが、23年度からの開始を予定しております第９次千葉県職

業能力開発計画に関連いたしまして、審議会の中に部会を設置しようということで御提案

をさせていただきたいと考えております。 

 以上、２点が今日御審議いただく主な項目でございます。どうぞよろしく御審議くださ

いますようお願い申し上げまして、冒頭のあいさつとさせていただきます。本日は、よろ

しくお願いいたします。 

 

<３ 委員及び事務局の紹介> 

○篠崎室長  

 ここで委員の皆様の御紹介をさせていただきます。今年度に入りまして委員に異動がご

ざいまして、新たに４名の方が就任されております。本来でありますと、ここでお一方ず

つ委嘱状をお渡しすべきところでありますが、時間の関係もございますので、お手元に配
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付をさせていただいております。 

 それでは、新任の委員の皆様を先に御紹介させていただきます。 

 社団法人千葉県経営者協会専務理事、花澤和一様です。 

千葉県議会商工労働企業常任委員会委員長、渡辺芳邦様です。 

キッコーマン労働組合中央執行委員、井上美香様です。 

 日本労働組合総連合会千葉県連合会副会長、小山勉様です。 

 続きまして、本日御出席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。 

 初めに、千葉大学教育学部教授で本審議会会長、明石要一様です。 

 特定非営利活動法人千葉開業支援センター理事長、前原東二様です。 

 千葉工業大学法人事務局長、宮川博光様です。 

 弁護士の村上典子様です。 

 独立行政法人雇用・能力開発機構千葉センター統括所長、室越光男様です。 

 ＮＴＴ労働組合東関東総支部執行委員長の鈴木光様です。 

 日本労働組合総連合会千葉県連合会副事務局長の辻徳次郎様です。 

 千葉県労働組合連合会事務局長、本原康雄様です。 

 千葉県中小企業団体中央会専務理事の佐藤敏雄様です。 

 株式会社鈴木食品代表取締役、鈴木美津江様です。 

 新日本製鐵株式会社君津製鐵所労働・購買部長の宮木勢様です。 

 なお、本日、大石委員、宮本委員、山下委員、山本委員、湯浅委員におかれましては、

所用により欠席のご報告をいただいております。 

 続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。 

 中島商工労働部次長でございます。 

 鈴木商工労働部参事でございます。 

 齋藤雇用労働課長でございます。 

 櫛引産業人材課長でございます。 

 

<４ 議事> 

（１）千葉県総合計画（案）について  

○篠崎室長  

それでは、千葉県行政組織条例第32条第１項の規定によりまして、会議の議長は会長が
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務めることとなっております。以後の議事進行につきましては、明石会長にお願いいたし

ます。 

○明石会長 

それでは、規定によりまして、本日の審議会の議長を務めさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 まず、定足数の確認をさせていただきたいと思います。審議会は、委員総数20名のとこ

ろ、過半数を超える15名の方が御出席いただいておりますもので、行政組織条例第32条第

２項の規定により、本会議が成立していることを御報告いたします。 

 それでは早速ですけれども、先ほど中島次長から言われましたように、今日２つの案件

がございまして、１つ目が一番大きいと思うのでございます。 

 まず最初に、議題１の千葉県総合計画（案）について事務局から御説明をお願いいたし

ます。 

○齋藤雇用労働課長 

それでは、総合計画の全体について、まず御説明をさせていただきます。 

 まず、資料１－１を御覧いただきたいと思います。「千葉県総合計画原案の概要」でござ

います。これは概要でございまして、原案は、パブリックコメントが明日11月27日から12

月28日までされる予定で、そちらのほうで公表されますので、本日概要で説明させていた

だきたいと思います。 

 第１章でございますけれども、総合計画の基本的な考え方が記載されております。 

 まず、１の「計画策定の趣旨」でございますけれども、急速な少子高齢化の進行だとか

人口減少社会の到来など困難な現状を認識した上で、光り輝く千葉を次世代に引き継ぐた

めにということで、本県のあるべき姿だとか、そしてまた、これを実現するための総合計

画を策定していくということを記載してございます。 

 ２番目の「計画の性格」でございますけれども、これは計画の位置づけということでご

ざいまして、本計画は、県政全般に係る最上位の基本的かつ総合的な計画であるというこ

とを示してございます。 

 ３番目として、「計画の構成と期間」を記載してございます。総合計画は基本構想と実施

計画の２部構成となっておりまして、基本構想の部分につきましては、将来の本県のある

べき姿、具体的には10年後の本県のあるべき姿を描いております。実施計画におきまして

は、来年度、平成22年度から３カ年で重点的に県として取り組む施策をまとめていくもの
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でございます。 

 続きまして第２章の部分でございますが、こちらが「千葉県が目指す姿（基本構想編）」

で、10年後のあるべき姿を記載した部分でございます。 

 １の「時代背景と課題」でございますが、ここで６つの柱を立てております。こちらに

は本県を取り巻く時代背景と課題を記述しておりまして、庁内の各部局から提出された課

題を踏まえまして、１つ目としては人口減少・少子高齢化、２つ目として経済・社会のグ

ローバル化、３つ目といたしまして安全・安心、４つ目といたしまして環境保全、５つ目

として地方自治、６つ目にデジタル社会の進展ということで、６つのカテゴリーに分類さ

れております。 

 また、２の「基本理念」でございますけれども、こちらには「千葉は元気の発信源。首

都圏、そして日本をリードし、県民が『くらし満足度日本一』を感じ、誇れる千葉を実現」

を掲げてございます。そして、「くらし」、「子ども」、「経済」、この３つのキーワードから

３つの基本目標を設定してございます。 

 次に、「目指す姿（基本目標）」でございますけれども、２の「基本理念」を実現するた

め、目標を３つにまとめてございます。 

 まず１つ目といたしまして、「安全で豊かなくらしの実現」と題しております。この中で、

安全・安心、医療・福祉、また環境といった施策の方向について記述しております。 

 ２つ目といたしまして、「千葉の未来を担う子どもの育成」と題しまして、この中で、産

み、守り、育てやすい社会づくりですとか、教育ですとか、さらには青少年の健全育成と

いったような、子どもに関係する施策の方向性について記述しております。 

 そして３つ目でございますが、「経済の活性化と交流基盤の整備」と題しまして、この中

で商工業、農林水産業、観光、また基盤づくりといったような施策の方向について記述し

ております。労働分野もこの中に入ってございます。 

 次に、第３章でございます。「重点的な施策・取組」ということでございますけれども、

こちらのほうは３年間の実施計画になります。これは説明の都合上、第４章の後にまた説

明させていただきます。 

 第４章でございますけれども、「計画の推進にあたって」と記載してございます。第３章

は分野ごとにまとめることとしておりますけれども、そうした分野におさまらないような、

例えばＮＰＯとか市町村などの多様な主体との協働とか連携、また首都圏を初めとする他

の都県等との連携、そして男女共同参画、ＩＴといった部局横断的な分野について第４章
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に記載されております。この第４章には、第３章と同様に施策ごとの事業、施策について

も記載してございます。 

 また、第４章の２でございますけれども、こちらには「千葉県の行財政基盤の強化」と

いたしまして、地方分権を進める必要性とその取り組みについて記載しますとともに、総

合計画と関連する行政改革計画及び財政健全化計画の基本的な考え方について記載してご

ざいます。 

 そして、第４章の３には政策評価制度とございますけれども、これは総合計画をつくっ

たら、つくりっぱなしでおしまいというのではなくて、しっかりと進捗管理とかフォロー

アップを政策評価制度の中で実施していくということで記載してございます。 

 １枚めくっていただきまして、「施策体系イメージ」のほうを見ていただきたいと思いま

す。「施策体系イメージ」でございますが、先ほど申し上げました第３章、来年度から３年

間で重点的に実施する施策事業についての実施計画の部分でございます。 

 先ほど第２章のところで説明いたしました３つの基本目標、「安全で豊かなくらしの実

現」、「千葉の未来を担う子どもの育成」、「経済の活性化と交流基盤の整備」、この３つを大

項目といたしまして、目標ごとに施策を大別しているというものでございます。そして、

これらの３つの大項目を達成するために、中項目といたしまして、今後３年間で取り組む

政策分野を合計10項目設定してございます。さらに、中項目の右側でございますが、小項

目といたしまして、各政策分野の施策を35設定してございます。①から下まで合計35ある

ということでございますが、雇用につきましては、大項目の「Ⅲ 経済の活性化と交流基

盤の整備」、中項目の「２ 挑戦し続ける産業づくり」、小項目の「③雇用対策の推進と産

業人材の確保・育成」に記述してございます。網かけしているところでございます。 

 ここまでが総合計画全体の説明でございます。実は総合計画全体像につきましては、一

昨日、総合計画策定懇談会の場で、あらゆる分野の委員の方から御意見をいただいている

ところでございまして、昨日、明石会長も委員として御参加いただきまして意見をいただ

いております。また、本日出席なされていませんが、宮本副会長さんもここで意見を述べ

てございます。 

 次に、総合計画における雇用部分の施策について御説明させていただきたいと思います。

資料１－２をちょっと御覧いただきたいと思います。全体の概要図でございますが、総合

計画を策定するに当たりましては、雇用分野においてどのような現状であり、それに対し

てどんな課題があるんだということをまとめているのが一番上の段にあります「現状と課
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題」でございます。平成20年度以降の景気の急激な後退は、一部に持ち直しの動きが見ら

れるということもありますけれども、雇用情勢は依然として厳しい状況にございます。特

にフリーター等の職業スキルを積む機会が得られなかった若年層ですとか、出産、子育て

等で仕事を離れた女性ですとか、あと障害のある人、中高年齢離職者、こういった人たち

は本人に意欲があっても就労、特に正規雇用としては、就くのがなかなか難しいという状

況にございます。 

 一方で、介護分野や中小企業など、現状でも人材の確保に苦労している業種、企業もご

ざいます。また、中期的には少子高齢化の進展に加えまして、ニートの増加によって、労

働人口が将来的に不足していくことが懸念されているという現状もございます。また、研

修時間がない、あるいは育成者を用意できないなどの理由によりまして、中小企業の人材

育成の取り組みが不足している状況も見られるということでございます。 

 このような現状を踏まえまして、課題として、１つ目は、離職を余儀なくされた人に対

しまして、当面の雇用の場の創出・確保、さらに雇用の継続を図っていく必要があるとい

うことでございます。 

 ２つ目といたしまして、求職者が貴重な働き手として活躍できるように、求職者の就業

支援、職業能力開発、求人と求職者のミスマッチの解消、そのための機会づくりなどが必

要でございます。 

 ３つ目といたしまして、今、２つ目は求職者のほうに目を向けた必要性でございますが、

一方、中小企業のほうに目を向けてみますと、例えば人手に悩む県内企業だとか、特に中

小企業の人材確保が非常に厳しい状況にあります。中小企業のニーズに合った人材確保を

支援して県内産業の振興を図る必要があるということで、例えば「ジョブカフェちば」な

どで採用支援、企業のＯＢ人材の活用、そういったことによって中小企業の人材確保につ

いて支援するとか、あるいは、ものづくりの分野を中心に、地域で求められる技術、技能

を有する人材の育成、そのための中小企業の従業員の能力開発を図るための職業訓練を実

施するとか、あと高等技術専門校と工業高校、企業とが連携いたしまして、次世代のもの

づくりを担う人材の育成などをする必要があるということもございます。 

 それと４つ目でございますけれども、将来の少子高齢化などによる労働力不足に対応す

るために、中小企業の従業員の人材の確保、育成、定着に向けた支援を行う必要があると

いうことでございます。 

 これらの現状と課題を踏まえまして、今後取り組む方向といたしましては、図の中段に
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掲げられております。１点目として、地域の求職者の雇用を創出すること。２点目といた

しましては、求職者の就労支援、職業能力開発を進めることで、地域の人材を貴重な働き

手として育成していく。３点目として、地域の産業を支える中小企業等のニーズに応じた

人材確保や育成を支援していく。それと４点目として、働きやすい職場環境の整備を促進

いたしまして人材の定着を進めていくと。この４点でございます。 

 それぞれの方向性に基づきまして、職業相談、職業紹介、各種助成金の支給、労働関係

の指導監督を実施している千葉労働局と役割分担及び連携をとりながら、今後もさまざま

な事業を実施していくこととなりますけれども、その主な取り組みにつきましては、資料

１－３を見ていただきたいと思います。 

 現在実施している主な事業ということで、分野ごとにまとめてございます。６つござい

ます。雇用機会の創出、就労支援、職業能力開発、裏に行きまして、人材確保等がござい

ます。 

 まず、１つ目の雇用機会の創出でございますけれども、１つは、国の交付金をもとに造

成した基金を活用いたしまして、県及び市で委託事業を実施して求職者を雇い入れること

で地域雇用を創出していくというものでございます。２つございまして、継続的な雇用を

創出するふるさと雇用再生特別基金事業と一時的なつなぎ雇用を創出いたします緊急雇用

創出事業を実施しております。そのほか、総合計画のほかの施策、例えば新事業・新産業

の創造、企業の創業支援とか経営革新、あるいは企業誘致等の推進など、そういう事業と

連携をとりながら、一方で雇用も創出していくというものでございます。 

 次に、２つ目の就労支援でございます。３つ目の職業能力開発も一緒に御説明させてい

ただきます。これはフリーター等の職業スキルを積むことができなかった若者、女性、中

高年齢者や障害のある方など、本人に意欲があっても就労が難しい方に対して就労支援を

実施しているところでございます。 

 まず、若年者への支援でございますが、１つ目といたしまして、「ジョブカフェちば」に

おきまして、正社員を目指す若者の就労支援のワンストップサービスを実施しております。

適職診断であるとか個別相談、就職セミナー、また併設のハローワークで職業紹介など、

総合的な就職支援を行っているところでございます。 

 あと、ニートと言われる若年無業者に対しましては、ちば仕事プラザにございます「ち

ば地域若者サポートステーション」におきまして、キャリアコンサルタントや臨床心理士

などが個別にコンサルティングを行い、さらに自立を支援するＮＰＯ、若者自立塾など支
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援機関とのネットワークを利用いたしまして支援しているところでございます。 

 次の出産や子育て等で離職した女性に対しまして、ちば仕事プラザにございます子育て

お母さん再就職支援センターを中心にカウンセリングやセミナーなど、一人ひとりの状況

に合わせた支援をマザーズハローワークと連携いたしまして、ここはワンストップで実施

しております。 

 さらに、中高年齢者に対しましては、同じちば仕事プラザにございます生涯現役サポー

トセンターにおきまして、個別相談やセミナー等を開催し、シニア世代の多様な働き方の

発見などを支援しているというところでございます。 

 あと、障害のある人に対する支援といたしまして、障害者就業支援キャリアセンターで

ございますが、相談だとか就労前訓練、就労・定着支援などを実施しております。また、

雇用の場の拡大だとか企業に対する雇用管理上のアドバイスなどを実施するために企業支

援員を配置してございます。 

 景気悪化によりまして離職を余儀なくされた人に対する生活・就労支援と職業相談でご

ざいますけれども、こういった離職を余儀なくされた方の中には、離職とともに住居を喪

失するなど、生活に支障が生じている方もおりまして、そのような方を支援するために、

県で生活・就労相談とハローワークで行う職業相談、職業紹介を一体的に実施する千葉県

求職者総合支援センター、これは緊急雇用創出事業の基金を活用いたしまして、平成21年

７月30日に設置したところでございます。また、さまざまな求職者を就職に結びつけるた

めに職業能力開発を実施しております。県内６校の高等技術専門校による職業訓練、それ

と専修学校や大学、ＮＰＯなどの民間の教育訓練機関を活用した委託訓練を実施しており

まして、多様な職業訓練の機会を提供しているところでございます。 

 続きまして、３つ目、中小企業等に対する人材確保・育成支援でございますけれども、

１つ目として人材確保への支援でございます。特に中小企業は若年者の人材とか若者の人

材確保が非常に難しいということで、「ジョブカフェちば」におきましては、若者への求人

情報の提供、若者と企業との交流イベントの開催、企業採用活動に関する相談・助言、各

種セミナーの開催などで企業を支援してございます。また、長年の企業勤務の経験によっ

て培われました技術や有効な知識を有する大企業の退職者と、有用な人材を求める県内企

業との効果的なマッチングを図るために交流会を実施しているところでございます。 

 続いて、企業ニーズに応じた人材の育成ということでございますが、ものづくり分野を

中心にいたしまして、特に公共訓練施設でございます県立高等技術専門校では、新規の学
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卒者だけではなくて、ものづくり分野を中心といたしまして、中小企業に在職している従

業員の方々のスキルアップだとか、資格を取得したり技能検定などを受けるための在職者

訓練を高等技術専門校でも実施してございます。 

 最後でございますけれども、人材の定着を図るため、働きやすい職場環境づくりを進め

ております。すべての働く人が仕事と生活の調和を図りまして、意欲と能力を生かして働

くことができるように環境の整備を進めているところでございますが、そのために「ワー

ク・ライフ・バランスセミナー」を開催し、周知啓発だとか企業の取り組みに支援を行う

ということで「ワーク・ライフ・バランス」を推進してございます。また、多様で柔軟な

雇用制度の導入が経済的にも非常に合理的であるということを、社会一般の理解を得るよ

うに広めておるところでございます。 

 また、賃金、労働時間等の労働問題につきましては、労働相談事業を実施しております。

それと「労政ちば」等の広報媒体、労働大学講座を活用いたしまして、労働関係法令の普

及啓発を充実させまして、だれもが安心して働き続けられる環境づくりを促進していると

ころでございます。 

 以上が総合計画におきます雇用対策の推進と産業人材の確保、育成についての説明でご

ざいます。 

 雇用対策につきましては、雇用保険などを原資にいたしまして、労働局やハローワーク

などにおきまして多くの事業を進めております。また、県の事業も国で枠組みを定めてい

る場合も多いということでございますが、県として、地域性に合わせた取り組みや独自の

工夫を行っている事業もございます。今までの話と多少重複するかもしれませんが、少し

時間をいただきまして説明させていただきたいと思います。 

 １つ目は、先ほどから「ジョブカフェちば」の話が随分出てきておりますが、「ジョブカ

フェちば」の中でものづくり出会いツアーがございまして、そこで製造業と若者の交流事

業を行っているほか、相談、セミナー等を県内各地で実施する「ジョブカフェちば」地域

展開推進事業も千葉県の独自の事業として行っているところでございます。 

 それと、これも独自の事業でございますが、仕事プラザ内に、これも先ほどから出てき

ておりますが、子育てお母さん再就職支援センター、それと、これは中高年でございます

が、生涯現役サポートセンターを設置いたしまして、対象を絞った就労支援を行っている

というところでございます。これも市町村と連携いたしまして、地域で開催するセミナー

だとか企業と求職者のマッチング事業出会いの場などを開催しているところでございま
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す。 

 また、職業能力開発のほうの部門で言いますと、高等技術専門校におきましては、地域

の中小企業のニーズに応じた訓練を実施するために、企業の希望に応じた在職者のスキル

アップを図る訓練ということも実施しております。また、市原高等技術専門校におきまし

ては、企業から非常に需要があるんですけれども、臨海コンビナートにおけるプラントの

保全、検査ですとか特殊溶接などがございますけれども、こういった技術を取り入れた科

目設定を独自に行うなど、地域に根差した訓練科目を設置しているということも行ってお

ります。 

 今、千葉県の独自の取り組みを説明させていただきましたが、全体の説明は以上でござ

います。今回の審議会におきまして、特に県として、今後、総合計画の中で効果的な雇用

施策を推進していくためにどのような施策を実施していったらよいかといったことにつき

まして御意見をいただければと考えております。よろしくお願いいたします。 

○明石会長 

 齋藤課長のほうから県の総合計画（案）の御説明、それに基づき商工労働部の中の具体

的な施策、現在実施している主な事業に関する説明がありました。これから各委員から御

質問いただきますが、資料１－３がありまして、一番最後に「現在実施している主な事業」

とございます。私のほうから全体的な質問をさせてください。 

 この総合計画では、まず大きくキーワードが、森田県政が620万の県民のくらし満足日本

一というのを掲げていますよね。これは大きな理念だと。まず、当面１期目の任期中に３

年間でやる仕事と、過去10年を見据えてやる仕事に仕分けしていきたいという大まかなこ

とがあります。 

 今現在、事務局が実施している主な事業って、これは今やっているんですよね。やって

いる事業が、今日たくさん上がってきておりますけれども、３年後にはどこまで到達して、

この事業を10年後には継続するのか打ち切るのか、そういうことを言っていただくと委員

の方々から意見を言いやすいというか、よくお聞きしますと、県独自の案でなくて、国の

労働行政の中で一括で補助金が来ますから、県としては非常につらいところがあるんです

よね。本当に政府がしっかりしてくれなければ困るのですが、それを分担することが多い。

だから、県独自では決められないところもありますけれども、県のカラーを出すためには、

３年後にはこの事業をどこまでやっていくかということを踏まえて、齋藤課長、たくさん

ありますけれども、これは国の補助金が多いんでしょうけれども、３年後には残っている
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のか、残っていないのか。その辺の目安を言ってくれると意見を出しやすいのですけれど

も。 

○齋藤課長 

 非常に難しい質問でございまして、例えば「ジョブカフェちば」は平成16年からモデル

事業でやっていたケースもございまして、３年間はモデル事業として国からの支援がある

けれども、それ以降は支援を切られたり、そういった事業もございます。それでも非常に

有効なので、いずれどういう形になるか、「ジョブカフェちば」が永久に続くかどうかとい

うのは、今後も状況に応じて民間の機関、またハローワークとの兼ね合いもございまして、

どうなるか、ちょっとわかりませんが、そういった意味で国からの支援なくなってしまう

と、県も財政が結構厳しいので、どうなるのかというのは非常に厳しいところはあるんで

すが、例えば交付金というのは、２つのふるさと雇用再生特別基金とか、緊急雇用創出臨

時特例基金とか、これは今のところ、今年と来年と再来年、この３年間で限定つきの事業

でございます。これも、政府が３年後に景気の状況を見てどういうふうに判断するか、ち

ょっとわかりませんけれども、目安としては３年ということになっております。 

 また、「ジョブカフェちば」に関しましては、今回の事業仕分けの中でも若年層の地域連

携事業というのがございまして、これが今見直しの対象になっておりまして、これも今後

どうなるかわからないという状況でございます。そこで、県の方の財政がどの程度カバー

できるのかというのも若干不明でございまして、こういう一つをとってみても、なかなか

わからない。 

 それとあと、求職者総合支援施策は先ほども説明いたしましたように、これは雇用創出

の基金事業でございます。目安としては３年ですけれども、あと中高年齢者就労支援事業

だとか、子育てお母さんだとか、いわゆる仕事プラザの事業ですけれども、これは独自に

やっておるんですが、これも財政状況が厳しき折、費用対効果と言うんでしょうか、そこ

ら辺でどういうふうに今後判断されるのかわかりません。独自の事業で続けていきたいと

は思っておりますが、これもまた、いろんな考え方が今後出てきますので、３年後、10年

後どうなっているかというのはちょっとわかりませんけれども、独自の事業で今のところ

ずっと継続しているということです。 

 恐らく職業訓練のほうも、その時々の事情で、今、６つの専門校があるわけなんですけ

れども、これも将来的にどういうふうに再編していくのかという課題が残っていますし、

非常に流動的だという考え方です。 
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○明石会長  

司会をしながら質問して申し訳ないんですけれども、なぜかと申しますと、今日の新聞

でも、各県知事が集まって総理に申し上げましたよね。申請したというか、地方主権、分

権の時代で、交付金がかなり自由に使えるようになってくる感じです。そうすると、県独

自の労働行政総合プランを持っておかないと、今までのように国から来たのを全部請け負

ってあげましょうというだけではなくて、それもやりますけれども、千葉県の労働行政を

どうしていくかということが多分この審議会で検討することかと思いまして、説明を求め

ましたけれども、各委員の方々から、今、大事なテーマでございますもので、それぞれの

セクションとか立場で、この案について、こうすれば、もっとよくなるよという観点で御

意見いただければいいかと思います。 

○辻委員  

資料１－１の第２章のところなんですが、「時代背景と課題」というとらえ方をしてある

んですが、どれが時代背景で、どれが課題ととらえているのか、その辺をもっと明確にす

べきなんだろうと思います。 

 それともう１点、資料１－２、現状の企業現場、「中小企業の人材育成の取組不足」とい

う書き方をしてあるんですが、これにはやっぱり背景があるんだろうと。その背景をきち

っととらえておかないと、人材育成の不足に対する取り組みの軸がずれていくんだろうと

感じていますので、検討をお願いしたいと思います。 

○齋藤課長 

 総合計画のほうの現状と課題でございましたよね。どれが時代背景で、どれが課題かと

いう、そこら辺の分類が明確ではないというお話でございます。歴史的に千葉県がずっと

たどってきた道の中で、恐らくそれぞれ６つの課題が分野で出てきてしまっていると。そ

れは、それぞれの分野の中、歴史的な背景の中で現在その課題が入っているんだろうとい

うことで、恐らく分けてないんじゃないかと思うんです。歴史の時間の推移の中で現在の

課題が出てきているかということで、こういう時代背景があるから、こういう課題がある

んだということで、時代背景と課題というのは恐らく一体的なものではないかと理解して

おります。 

 それと、もう１点が「中小企業の人材育成の取組不足」。恐らく背景については必ず裏の

実態が何かあって、何でここの人材育成の取り組み不足になっているのかというような実

態をとらえてから、この問題を背景としてきちんと認識しなさいということで、そういう
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御指摘だと思いますが、中小企業の人材育成は、我々のほうも実態をもう少し掘り下げて

見てみたいと思っておりますけれども、恐らく中小企業というのは、大企業みたいに時間

をかけて人を育てていくという経済的な裏づけがないんだろうなと想像しております。恐

らくその余裕もないだろうと。終身雇用制で、企業の責任で人を育てていくという体力が

ある大企業と、現実には、そこまでお金と時間をかけて人を育成できない体力がない中小

企業、そこら辺の差が恐らく実態としてあるんじゃないかと思っております。そこで中小

企業における人材がなかなか育成しない、その中で大きく育って花開いていかないという、

現状の中の１つのそういったことで取り組み不足という形で出ているんじゃないかと思っ

ています。いずれにしても、我々のほうも現状の認識についてはもう少し実態を把握して

いきたいと思っております。 

○明石会長  

前原委員が詳しいので、中小企業のことについてお願いします。 

○前原委員  

先ほど明石会長が言われたように、地方分権の中で千葉県が独自に何をやっていくかと

いう方向性を明確にしなければいけないだろうと。まことに申し訳ないのですけれども、

重箱の隅みたいな話ですけれども、例えばふるさと雇用再生特別基金事業だとか、緊急雇

用創出事業だとか、このことは何なのか、一体全体、これは何やっているんだろうという

素朴な疑問が１つございます。ですから、１つは、基本的にどうやっていくんだろうと。

県自体が今後施策を示さなければいけないんだろうと思うんです。 

 それから、先ほど辻さんがおっしゃった、まさしくそのとおりだと私は思うわけでござ

いまして、総論的に、ここに基本理念が書いてございますよね。少子高齢化、人口減少、

これは随分昔から言われていることでございまして、それに対して、ここに「高齢化によ

る医療・福祉ニーズの増大」と書いてありますけれども、では、具体的にこれをどうして

いくんだということに対する、総花的にここにポッと挙げられたって、ちょっといかがか

なという感じがするわけでございます。 

 それからもう１点、「中小企業の人材育成の取組不足」と書いてございますけれども、御

存じかどうかわかりませんけれども、中小企業そのものは疲弊しているわけでございまし

て、さらに今、中小企業が求人を出したと仮定します。殺到すると思います。ですから、

人材不足なのか、いや、そうではないだろうと。私も個人事業をやっていますけれども、

ついこの間求人を出しましたら、100名以上の応募がございました。実態はそういう状況で
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ございまして、雇用そのもの、仕事に就けない人たちがいっぱいいるという事実をもっと

しっかり認識されて、どのようにやっていくか。こういう話をここでされても、それは物

理的な限界がございますから、急に何かできるという訳ではないと思いますけれども、や

はり徐々に改善していくような施策を、是非とっていただきたいという具合に思うわけで

ございます。 

○明石会長  

ありがとうございました。佐藤委員、中小企業に関することで、こういうことをやれば

もっといいというか、これだけ求人がある中でどうやって仕分けをしていくかとかを含め

て。 

○佐藤委員  

こうやればというよりも、中小企業という区分けの中には大きく２つの分け方があると

思うんです。99.7％は中小企業と言われていますけれども、その中でも特に小規模企業と

いう分類があるわけです。製造業で言うと20人以下のことですが、これが全体の87％強を

占めているわけですよね。こういう企業にとって、人材育成等の問題というのは非常に厳

しい状況といいましょうか、景気が回復して、余力があればという状態がずっと延々と続

いているわけです。こういう中で、この辺の問題を解決していかない限りは、いい施策が

あっても、自分のところで活用することが非常に難しいという部分がありますので、中小

企業という大くくりの中で言われていても、その実態から見ますと、非常に小さな企業が

多いんだという認識の上に立ってやっていかないと難しい面があるのではないかと思って

おります。 

○明石会長  

そうすると、先ほど前原委員から質問がありましたけれども、ふるさと雇用再生特別基

金とか緊急雇用創出事業というのは、99.7％の中小企業にはどういう形で援助が出るんで

しょうか。 

○齋藤課長  

まず、ふるさと雇用再生特別基金と緊急雇用創出事業の概要を若干説明させていただき

ます。ふるさと雇用再生特別基金というのは、言ってみれば、就職に結びつけるような人

材をそこで育てながら、それを次の雇用に結びつけていくというような事業です。ですか

ら、期間が原則１年以上の長期で、そこで経験だとかスキルを身につけてもらって、でき

ればその企業で採用してもらうと。あるいは、その企業で採用されなくても、次の雇用に
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結びつくような事業でございます。これは原則、委託事業でございまして、民間に委託し

なくてはいけないと。県が直接やれないんですね。県が民間に委託して、そういったこと

の事業をやってもらうと。例えばITでの企業の情報収集では、そこの企業の社会目的のた

めに技術等の情報をデータ化して、それを欲しい企業に、いつでもアクセスして採用でき

るようにとか、そういった仕事もあるわけです。そうすると、そこで身につけたデータ化

のＩＴの技術を次の就職に結びつけることができるだろうということもあります。ふるさ

と雇用再生特別基金というのはそのような事業です。 

 あと緊急雇用創出事業は、いわゆる短期のつなぎ。離職されてしまって、現に困ってい

る人ですね。とにかく仕事をさせて生活できるようにしましょうというのが緊急雇用創出

事業で、原則６カ月、短期になっております。最近、政府のほうから要件緩和が出されま

して、原則１年でもいいよ、１回の更新もいいよと、要件が少し緩和されております。こ

れは県が直接雇ってもいいし、委託してもいいということになります。単純に言うと、一

番考えられるのが草刈りだとか清掃、そういった短期で雇用していると。それだけではご

ざいませんけれども、主に言うと、そんなイメージがちょっとございます。 

 それがどういうふうに中小企業に活用されるかということでございますけれども、例え

ばＩＴ技術の集積を公益法人なんかに委託します。そうすると、欲しい技術だとか人材を、

そこに中小企業がどんどんアクセスして情報を得ることができるとか、そういったことで

相当歓迎もされていくんじゃないかと。これは１つの例ですけれども、そんな事業がたく

さんございますので、そういったことでやっております。 

○明石会長  

ありがとうございました。そのほか。 

○本原委員  

県の総合計画の概要の御説明があって、くらし満足度日本一を理念に掲げて10年後を目

指すということは非常に結構なことだと思いますが、今、緊急に私たちが感じるのは、雇

用情勢が本当に深刻で、先日の厚生労働省の発表でも、年末に向けて、昨年来からの失業

者が、失業給付も切れて23万人が生活困窮に陥るという状況になっている。それだけに、

やっぱり総合計画の当面する実施計画の３年間の課題でも、雇用対策というのは千葉県を

元気にしていく意味でも、ある意味、一番根幹に据えるべき課題ではないかなと認識して

います。 

 そういう中でいろいろ御説明があったんですけれども、今、23万人というのは全国の数
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字ですから、千葉県ではどれほどの失業者があふれているのかという実態について具体的

にどういうふうに把握されているのかということと、今実施されている主な事業にかかわ

って、失業者が仕事に就ける機会というのが具体的に何人ぐらい、ここで救われるという

か、新たな職につける可能性が広がっているのかという数的なデータがもしここで紹介で

きるものがあればお願いしたいなと１つ思います。 

 それから課題として、そうはいっても、雇い止めによって離職を余儀なくされたという

ことなんですけれども、離職を余儀なくされるのではなくて、離職を食い止めるという対

策も一方で必要なんだと思います。今日の新聞では、雇用調整助成金の適用要件を緩和し

ていくということが書かれてありましたから、そういう意味では、特に中小企業等のとこ

ろでの雇用調整助成金を活用した雇用の継続という努力も求められていると思いますし、

そういうための対策は国のほうでもありますけれども、同時に県としても、離職を食い止

める、今の企業での雇用の継続を推進するための何らかの対策が国の雇用調整助成金の活

用以外にされているのかどうか。その点をちょっとお聞きしたい。 

 ３つ目は、先ほど来話題になっていますふるさと雇用再生特別基金事業がありますけれ

ども、国の交付金を活用した事業というのはあると思うんですけれども、県の予算を使っ

た就労の確保というところも一方で必要なのかなと思っていまして、そういう点での検討

がされているかどうか。 

 以上、いろいろありますけれども、３点についてお聞きしたい。 

○明石会長  

非常に大事な３点。まず、１点目からお願いします。 

○齋藤課長  

まず、千葉県は失業者がどのくらいいるのかということでございます。「雇用失業情勢等

の動き」ということで、千葉県の平成21年の完全失業率の推移ということで袋の中に入っ

てございまして、この中で完全失業率の推移で、全国が5.2％のときに千葉県は4.4％と。

７月－９月期がまだ出ておりませんので、これが今、最新の情報でございます。千葉県の

場合は３カ月ごとに出ます。人口が約600万人、労働人口が300万人のうちの4.4％というこ

とで御理解願いたいと思っております。 

 次に県の主な事業で、どれぐらい仕事に就ける可能性があるんだということですけれど

も、実は現在県の事業でトータルでどのぐらい就いたんだというのは、個々の事業では例

えがございます。「ジョブカフェちば」ですと、平成16年からやって２万8,000人が就いて



 19

いるとか、仕事プラザでも100人、200人ということで、少ないんですけれども、そういっ

たことで何らかの形で進路を決定しているとか、個々の事業におけるものはございます。 

 実は千葉県は今まで雇用創出計画というのをつくっておりまして、過去３年間で６万６

千人の雇用を目指すということでやりました。これは実際、６万６千人といっても、それ

ぞれの分野での合計ですから、雇用創出の機会とミスマッチの解消とか、そういったこと

で、それぞれの分野で数字を出したもので若干重複もございますけれども、３年間で５万

7,000人の雇用創出が図れているということでございまして、平成21年度の雇用創出の計画

の目標数では１万9,600人を掲げておりますが、これも今年の雇用創出の集計をしてみない

とわからないということで、過去３年間ではそういったことがございます。 

 それと、雇用調整助成金以外に県が直接雇用して就業確保するようなことを検討してい

るのかということでございますけれども、緊急雇用創出事業でも、例えば国の基金事業が

始まる前に、県の独自で予備費8,000万円を使いまして、そこで雇用を創出したこともござ

います。それと緊急雇用創出事業におきまして、県の直接雇用も可能でございますので、

そこら辺の県の事業でも就業を確保していくという施策はとってございます。 

 以上でございます。 

○井上委員 

 全体的なことと細かい点について２点申し上げたいと思います。 

 全体的なことに関しては、今、本原委員さんのほうから言われたこととほぼ同じような

感じになるんですが、具体的に今実施している主な事業ということでいろいろリストをい

ただいて、この中で、国から交付金が出ているからやるとか、財政的にやれているからや

るという現実的なところが今載っているだけだと思いますので、計画という意味からすれ

ば、国として交付金が出されるので、県としても、それに向かって目標達成のためにやる

べきと思うからやるという部分と、計画を達成するために目指すところがありますよね。

みんなが暮らしやすく幸せに暮らしたいという、目指すところにたどり着くためには、労

働政策としてはこういうところをやっていかねばならない、やらなきゃならないところは

どこなんだという独自性をもう少し打ち出しながら、お金がある、ないでやるとか、やら

ないという話ではなくて、やるために、では、財政をどうしなきゃいけないんだという考

え方で是非やっていっていただきたいなと思います。ちょっと総論的な部分なので、それ

は意見ということで聞いていただければと思います。 

 あとは細かい点が１点なんですが、今、出産、子育て等で離職した女性の再就職支援事
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業ということで、マザーズハローワーク等々、いろいろあると思うんです。是非こういっ

た事業を進めるに当たって、就労機会を求める方と雇う方のニーズをマッチさせるという

取り組みも非常に重要なんですが、今、実際、仕事に就こうと思ったときに、保育園に入

れないという事態が結構いろんなところで生じていると思います。数字等はそちらでも御

存じと思いますが、ことし４月の時点で２万人以上が首都圏で待機児童として出ています

し、待機児童というのは申し込みをして入れなかったという数字です。実際は私自身の周

りを見ても、どうせ入れないから、就職活動もできませんという形でやっていないような

女性がたくさんおりますので、その辺の横のつながりといいますか、恐らく雇用の部分だ

けでやっているのでは解決できない部分だと思うんですね。国としても、いろいろと施策

を打ってくるとは思うんですが、県独自でやれること、あるいは県内の自治体に求めるこ

とといろいろ整理していただいて、本当は仕事したいと思っているお母さんたちが再就職

する機会を、保育園に入れないことで逃すことのないように考えていきたいと思っていま

すので、是非よろしくお願いいたします。 

○明石会長  

課長、最後に、商工労働部と児童家庭課とか、部が違いますね。そういう横の関連はど

こまで進んでいるんでしょうか。 

○齋藤課長  

例えば少子化対策でございますけれども、少子化対策というのは健康福祉部児童家庭課

で基本的に大もとを押さえております。その中の女性の自立だとか、そういったことで雇

用労働課でも、連携しておりまして、結構連携は進んでいるんじゃないかと思っています。

ただ、いわゆる世間で言う縦割り行政の感はまだありますので、もう少し連携は密にして

いきたいとは思っております。 

○明石会長  

お願いします。 

○宮川委員  

概要を説明いただきまして、特に職業能力開発のところに御質問を含めて私の意見も述

べさせていただきたいと思うんですが、実際に有効求人倍率は0.41倍と非常に低いわけで

すけれども、現在、未就職の方、失業の方というのは、その中のほとんどの方々が、その

仕事を行うための能力が不足しているということ。企業のほうとしては即戦力ですから、

ピンポイントの採用であり、指導だとか、研修だとかが必要ないような人材ということに
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なりますから、先ほどの御説明のとおり、職業能力開発をやったり、訓練というのは非常

に大事だということは私も同感でございます。ただ、その際に千葉県の独自性ですとか特

色を生かすという重要性があるのだろうと思うのです。 

先ほどの御説明の中では、地域のニーズを反映した訓練を行うということになっていま

す。そこで、まず１つ目の質問ですが、例えば千葉県の産業構造を考えたときに業種別に

行うのか。また、地域によっても、当然産業構造は異なり、支援策は変わってきます。そ

うなったときに、本当に市みたいなレベルで、企業で必要とされているような細かな就業

能力の訓練を行っていくのか、この辺が１つポイントになってくるのではないかなと思う

んです。ただ、県として、これから10年先ということであるのなら、県として育てる業種、

業界というのがあろうかと思いますから、私は長期的な能力開発ということであるのなら、

やはり将来の業種に向けた職業能力、技能の育成というのが必要だと思います。ただ、短

期的にとなると、雇用に結びつくような就業能力の開発というのが大前提になっていくの

ではないかなと考えます。 

 いずれにしても、就業能力という、単に職業能力ではなくて、今、この仕事をするには、

この能力が必要なんだということを、県のほうとしてもある程度把握する必要があります。

私どもの大学ですが、例えば求人が電子工学科のところに来ます、ところが、半導体系の

学生は採りますが、通信系をやっている学生は要りませんという、そのくらいピンポイン

トになっています。ですから、千葉県の産業構造ではこういう就業能力が必要です、とい

った場合には、単に職業訓練で一般的なことをやっても、就職率が上がるかというと、厳

しいのではないかなと思います。そういう意味で、地域でのニーズの反映というところを、

是非県のほうとしては、短期的には、細かなところまで見据えた上で職業訓練の講座を開

いていただきたいと思います。例えば、ＩＴとか何か書いてございましたけれども、将来

的に千葉県はＩＴ産業の拡大を目指すのかどうか、それを目指すのなら、単にエクセルや

ワードのレベルでは情報産業には絶対就職できません。もっともっと上のレベルの能力開

発が必要になっていますので、それを一気に上げることは難しいので、当然、段階的に上

げていく必要性があるのではと思います。その辺の能力開発プログラムを是非とも御検討

いただきたいし、先ほど言いましたように、業種を対象にするのか、それとも船橋地区の

企業はこういう能力、千葉市は、市原市はと地域の産業構造を反映した就業能力の把握ま

で検討をしているのか。その辺を御回答願いたいと思います。 

○櫛引産業人材課長  
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今おっしゃられた部分の地域別とか業種別の細分化されたところまでのものについて

は、現時点では申し上げられないということがございますので、御意見として承っておき

たいと思いますが、私どもは、次の第９次計画を策定するにあたり、そういった計画を策

定する段階の前に、ニーズ調査等々もやっていかなければいけないのではないかなという

ことで考えております。それから、県全体ということになりますと、県庁だけではなくて、

今日もお見えになっていますけれども、独立行政法人雇用・能力開発機構さんのいろいろ

な訓練もございますので、千葉県として、トータルにどう訓練があったらいいのか、ある

いはスキルをどういった方向が必要か、私ども公共の訓練はどうあるべきか、民間に任せ

るところはどういうことが必要なのか等々、すみ分け等も含めながらトータルに考えてい

かなければいけないと受けとめておるところでございます。 

 ＩＴにつきましては、今おっしゃっていただいたハイレベルなところということになり

ますと、どこがそこを担うのかということも含めて御意見としていただいておきたいと思

います。ありがとうございます。少なくとも地域性ということで部分的には把握しており

ますが、では、トータルとしてどうなのだというところについては、先ほど申し上げたと

おりでございます。 

○花澤委員  

先ほどからいろいろ御意見をいただいて、私もこの施策を見たときに、千葉県としての

独自性といいますか、オリジナリティーというところで、そういったものが見えてこない

んですよね。国の事業を県として受けてやるというところは非常に見えているのですが、

千葉県としての独自性を施策として落とすというのが一つあって、しかるべきかなと。 

 そもそも人口減少社会ですとか少子高齢化というのが課題で載っているんですけれど

も、なぜそれが問題かというところを落とし込んでいかないと、人が減って、消費の全体

量が減って高齢化が進みますと、経済活動に参加しない人が増える。そういう人たちは年

金で食べていく。そういった社会構造をそのままにして豊かな生活と言っても、これは許

されない時代に来ているのであって、要はみんなが所得を得て働いていくと。そのために

雇用をどうするのかというところがまず前提にあると思うんです。そのためには千葉県の

独自性というか、千葉県の持っている経営資源、例えば千葉県は全国第２位の農業産出県

であって、首都圏という物すごい膨大なマーケットに隣接した地域にあって、気候も温暖

で、ところが一方で、農業をやっている農業従事者が毎年どんどん少なくなって耕作放棄

地が増えているとかという現実があって、こういったものをうまく使えないかとか、例え
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ば新しい経営方式の農業を支援するというのも当然独自のものとしてあっていいんじゃな

いかなと、そんなふうに感じたんです。ですから、国の事業をやるのはいいんですけれど

も、ほとんどカンフル剤に近い。はっきり言うと、景気がよくなるのを少し待つという感

じの施策ですよね。ですから、長期的に３年後、10年後に千葉県として、こうするんだと

いうのがまだちょっと見えてこない感じがするんです。 

○明石会長 

 貴重な意見ありがとうございました。 

○渡辺委員 

 先ほど宮川さんのほうからお話があったニーズを細分化してという部分なんですけれど

も、高卒の方々が企業が求める需要とマッチしているかというところ、その辺の連携がで

きているかという部分も含めてお聞きしたいんですけれど。私は木更津なんですが、本日、

新日鐵さんもいらっしゃっているんですけれども、木更津には今、工業科というのがない

んですね。地元として、そういった高校を卒業した方ならば、ある程度採っていきたいと

いう考えがある一方で、地元にそんな方々が高卒の段階でいないと。君津地域から150人ぐ

らい、千葉工業高校に行かれているようなんです。そのくらいの需要があれば、ある程度

対応していけるのかなとも思うんですけれども、その辺の産業構造と産業界のニーズに対

して、小学、中学、高校、教育の中である程度それに合わせることができないのかなとい

うのがちょっと思うところなんですが。 

○宮木委員 

 今の渡辺さんのお話にちょっとつけ加えさせていただきますと、私どもは高卒の新人を

毎年百二、三十名採用しているんですが、来年入ってくる新人120名のうち、千葉県出身者

って20名ぐらいしかいないんです。去年は30名だったんですが、今年は減りました。主に

九州とか東北、北海道から来ていただけるんですが、１つは、特に県南のほうに工業系の

学校がほとんどない。先ほどの高等技術専門校も市原までしかないんですね。プラント科

をつくられたのも、あれは京葉工業地帯の化学メーカーさんのニーズがあったと思うんで

すが、そういうことをやはり県南地区にもやらないと。実はアクアラインが800円になった

ということで、例えば荏原製作所とか、今、富津地区にもたくさん企業が進出してきてい

るんです。製造業の立地が増えている中で次の担い手をつくることを準備しないと、やが

て製造業は外に逃げていくという状況になっていくのではないかと思います。 

 特に直近の円高で、日本で造ることが相当苦しくなっているのは事実なんですね。した
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がって、これから製造業は海外で造るという志向をしていくと思うので、それに合った施

策をつくっていかないといけないのではないかと思います。例えば、いわゆる就労の機会

を増やすということがメイン事業になっていると思うんですけれども、多分就労の機会そ

のものがこれから減っていくんじゃないかと私どもは思っているんです。したがって、新

事業の創出、新産業の創出も大事ですが、例えば雇用を守るという前提でワークシェアリ

ングとか、そういったことも実はこれから必要になってくると私どもは思っています。そ

ういった事例研究なんかも千葉県独自の施策としてはあってもいいんじゃないかなと思っ

ています。 

 それから、先ほど井上さんもおっしゃっていましたけれども、男性の製造業に就職する

志向がどんどん落ちているということも背景になっているんですが、現場で働いてもらえ

る女性の雇用を私どもは今どんどん拡大しています。毎年五、六人ずつ現場に入ってもら

っているんですが、五、六年たちますので、みんな結婚していきます。そうすると、そこ

でやめられると、それまで身についた技能がもったいないので、できるだけサポートしよ

うと思っているんですが、やはりネックは育児の環境をどう整えてあげるかということだ

と思っています。企業内保育所なんかをつくっている企業もありますけれども、そういう

ことも私どもは念頭に置きながら施策を打とうと思っているので、これは部署が違うと思

うんですけれども、そういう雇用をきちんと守って、技能を受け継いでいく施策の中で女

性の働きやすい環境づくり。就労だけではなく、そういうものを是非商工労働部が引っ張

っていって施策に打ち込んでいただきたいと思います。 

 以上です。 

○齋藤課長 

 ただいま女性の雇用の話が出ていましたけれども、実は今回の施策の中で、働きやすい

職場環境づくりということで４つ目の施策でございますけれども、その中に「ワーク・ラ

イフ・バランス」ということで千葉県では打ち出しています。特に女性の再就職支援、育

児支援、この辺はワーク・ライフ・バランス、それとワークシェアリングの話も。例えば

９時から５時、夕方残業しないで帰るということになりますと、これもワークシェアリン

グの効果が若干出てくるということもありまして、ここら辺、ワーク・ライフ・バランス

で、千葉県としても将来的に光の目標とすべき１つの施策として打ち出していきたいと考

えてございます。 

○明石会長 
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 そのほか、何かございますか。 

○宮木委員 

 さっきの渡辺さんの質問にちょっと答えてもらえますか。 

○齋藤課長 

 県南というか、千葉県に工業高校は少ないという……。 

○渡辺委員 

 教育庁との連絡というか、調整ができているのか。 

○齋藤課長 

 教育庁と雇用に関して連絡はできているのかということですが、教育庁と雇用に関して

は、年々少しは連携がとれてきつつございます。恐らく将来的にも、そういうことでどん

どん話が発展していくとは思いますが、特に今年は高校の卒業生が、去年に比べると求人

が半減しているという実態がございまして、今まで毎年１万3,000カ所の企業に親書を送っ

ていたんです。それは労働局長と千葉県知事の連名だったんですけれども、今年は非常に

危機感を感じておりまして、教育長も入れた３者連名でやっておりまして、連携を少しず

つお互いにとっていこうと、お互いにとっていかないと、できないだろうということにな

っております。 

 また、「ジョブカフェちば」の事業の中でも高校生の就職支援ということで教育庁と連携

をとっております。今、我々のほうから相当アプローチはしておるんですが、そういった

ことで、教育庁との連携は今後もどんどん拡大していくんじゃないかとは感じております。 

○明石会長 

 斉藤課長、渡辺委員と宮木委員の話はもっと大きなことで、例えば教育庁に県立学校改

革推進課ってありますよね。そこと接触して、例えば工業高校を卒業したのはいいんだけ

れども、なかなか技術がなくて、とすれば、ドイツのようなマイスター制度をつくってい

くんだとか、それを県南のほうに持っていくとか。例えば教育困難校は約８校あるんです

が、そういう普通高校を何とかして工業とかに持っていって、力を持たせて卒業させると

いうような、多分、そういう大きな仕組みづくりを県の教育庁とやっていただけないかと

いうことだと思うんです。細かいことは大事ですよ。県にはそういう課があるんですから、

是非教育庁と労働関係課で折衝していただけるとチャンスだと思うんですよね。お願いし

ます。 

○前原委員 
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 今、会長が言ったのと同じような意見なんですけれども、ここの「現状と課題」という

ところがございまして、現状が雇用と就業、そしてもう１つ、企業現場というところに中

小企業ということがずっと書かれていますから、どうしても中小企業というふうに目線が

いくんですけれども、実を言うと、大企業の中でも大きな問題だと思うんです。私は中小

企業を多く見ているものですから目がいくのですけれども、もう１つ、企業現場のところ

に今の大きな問題って、私は入れるべきだと思うんです。先ほどおっしゃった新日鐵さん

は、120人のうち県内から20人しか来ないという雇用実態があるわけでございますから、そ

れに対して、ほかの大企業も同じだと思うんです。雇用する能力というのは大企業が一番

あるわけでございまして、そこに対する対策も明確にすべきだろうと思います。 

 それから、先ほど佐藤さんが中小企業の話をしておりましたけれども、前回のこの席で

も私は申し上げましたが、千葉県の企業数というのは、国税統計ですけれども、約11万社

ぐらいなんですね。そのうちの80何％でしたか、20人未満だと。そういう分析をもっとし

なきゃいけないだろうと思うんですよ。例えば11万社でもいいですけれども、そのうちの

８割というと８万8,000社でございます。そして、そのうちの20人といいますと176万人で

すか。そういう雇用を維持しているわけですけれども、そこの中小企業がどういう状況で

あるのか、そういうものをもっと明確にして、どういう施策をとっていくのか。もちろん

中小企業の中でも疲弊して雇用できないところも、80何万社は、そういうところがいっぱ

いあるわけでございます。それに対して新しい需要を創るということは、企業が新しいニ

ーズに合ったものをつくり出すような活力がなければ、ずっと未来永劫にこういう問題と

いうのはついて回るのではないかなという気がいたします。 

 以上でございます。 

 

（２）千葉県労働施策審議会運営規程の一部改正（案）について 

○明石会長 

 ありがとうございました。まだまだあるかと思いますけれども、次の２つ目の議題が残

っておりまして、そちらに進みたいと思います。千葉県労働施策審議会運営規程の一部改

正について、櫛引課長から御説明をお願いします。 

○櫛引課長 

 先ほど次長のあいさつにもございましたけれども、運営規程の一部改正ということで御

提案をさせていただきたいと思います。こちらのほうに部会を設置させていただきたいと
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いうことでございます。 

 改正理由を申し上げます。平成22年度で終了いたします第８次千葉県職業能力開発計画、

現在生きておるわけですけれども、これに引き続きまして第９次千葉県職業能力開発計画

を策定する予定となっております。また、平成22年度の雇用・能力開発機構の廃止、統合

に伴いまして、国の職業能力開発施設の県への移管等が検討ということで今後出てくるか

と思っております。こういった職業能力開発に関する課題に専門的な見地から機動的に対

応するために、新たに部会を設置しようとするものでございます。計画案につきまして、

皆様方の御意見をいただくのみならず、計画の策定当初の段階におきまして、基本的方向

等などにも御意見をいただけるような、そういった仕組みをつくってまいりたいと考えて

おります。 

 なお、部会で調査、審議いただきました結果につきましては、当然この審議会に御報告

をさせていただきまして、こちらで議決していただくということを考えております。詳細

はお手元の資料２のところにございますけれども、第６条の次に、下記のとおり部会の設

置を加え、第７条以降を８条にということの提案でございます。よろしく御審議ください。 

○明石会長 

 課長、もっと言いますと、今のこの審議会をやめて部会にするということですね。 

○櫛引課長 

 いいえ、審議会の下に部会を設けるということでございますので、委員の皆様方の一部

の方に部会委員におなりいただきたいということと、専門的な見地、さらにいろいろな方

から御意見をいただきたいと考えておりまして、特別委員というものを置くことができる

規定になっております関係で、また外部のほうから何名か委員となっていただきまして、

部会を設置させていただきたいというものでございます。 

○明石会長 

 そうすると、資料２－１の活字の大きいところの提案ですね。 

○櫛引課長 

 はい。第７条のところを御覧いただければと思います。 

○明石会長 

「第７条 審議会に、職業能力の開発に関する事項を調査審議するため職業能力開発部

会（以下『部会』という。）を置く」。その２項で、「部会は、委員10名以内をもって構成す

る」。「３ 第２条から第６条までの規定は、部会の会議について準用する。この場合にお
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いて、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」

とあるのは「当該部会に属する委員」と読み替えるものとする」。「４ 部会において、調

査審議した事項は、これを審議会に報告しなければならない」という７条の追加と修正。 

○櫛引課長 

 読んでいただきまして、申し訳ございません。私が本来申し上げるべきところを会長さ

んにお読みいただきまして恐縮でございます。７条を追加させていただくというものでご

ざいます。現７条が以降第８条と繰り下がるということになります。 

（千葉県労働施策審議会運営規程の一部改正について、全員から了解を得る） 

○明石会長 

では、その他について事務方から何かありますか。なければ、報告のほうをお願いしす。 

 

<５ 報告 第８次職業能力開発計画の進行管理について> 

○櫛引課長 

前回のこちらの審議会におきましても、実は御報告をさせていただいております第８次

千葉県職業能力開発計画の進行管理につきまして、また御報告をさせていただきたいと思

います。 

 第８次の職業能力開発計画につきましては、前回の審議会でも御説明させていただきま

したけれども、平成19年８月に、19年度から22年度までの本県において行われる職業能力

開発の基本的な方向づけを示すものとして策定したものでございます。概略のペーパーは

Ａ３の資料がございますけれども、この中身を御説明するということではございませんで、

こちらのほうを御覧いただきながらと思います。 

 この計画は、働く人の意識の変化や働き方の多様化といった就業状況の現状と少子高齢

化の進展や団塊世代の大量退職などによる人材不足や技能継承の必要性の高まりといった

企業の現状を認識した上で、産業界のニーズにマッチした人材の確保、あるいは働く人一

人ひとりの能力の向上による生産性を高めるための取り組みを進めていくことが求められ

ているのではないかという方向性をベースに置いているところでございます。 

 本計画における主要事業の平成20年度の成果につきましては、お手元の資料３－２をご

用意いただければと思います。昨年秋以降の雇用情勢の急激な悪化の影響を受けまして、

就職率を目標値として設定しておりました事業につきましては、残念ながら目標を下回る

結果となっております。その他の事業につきましては、おおむね目標値に達しておりまし
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て、順調に進捗しているところでございます。 

 続きまして、前回の審議会におきまして、委員の皆様方から御質問等をいただきました

主な事項につきまして御報告をさせていただきます。 

 前回、離職者等再就職委託訓練、県立高等技術専門校など、それぞれの就職率の正規と

非正規の内訳を教えてほしいといった御要望がございました。お手元の今、御覧いただい

ております資料の黄色い部分でございます。マークをさせていただいておりますけれども、

成果指標の「離職者等再就職委託訓練の就職率」の平成20年度実績の欄に記載してござい

ますけれども、就職者116名のうち正規雇用が41.4％という状況でございます。 

 また、裏面を御覧いただければと思いますけれども、成果指標を同じく黄色でマークさ

せていただいておりますが、県立高等技術専門校の就職率の平成20年度の欄に記載してご

ざいますけれども、就職者351名のうち正規雇用が80.9％という状況でございます。その下

のデュアルシステム訓練事業に係る就職率につきましても、同様に正規雇用が65.3％とい

う状況でございます。なお、ここで記載しております正規と非正規につきましては、雇用

期間の定めのないものを正規雇用、その他につきましては非正規と区分をさせていただい

ておるところでございます。 

 続きまして、各事業の成果指標が実数であったり、あるいは率であったり、ばらばらで

あるが、分母、分子、率はセットで必要であるので、考えてほしいというような御意見が

ございました。今のお手元の資料を御覧いただければと思いますけれども、前回配付をさ

せていただいた資料と同事業について記載をさせていただいておりますけれども、前回御

意見をいただきました関係で、目標値を率で設定しているものにつきまして、実数もあわ

せて記載するようにいたしました。表に戻っていただきたいんですけれども、一番上のも

のでございますけれども、こちらの委託訓練の就職率、目標値70％に対しまして実績は

58.3％でしたが、訓練修了者数、あるいは就職者数の実数もあわせてそこに記載をさせて

いただきました。 

 続きまして、中小企業等能力開発講座につきまして、中小企業の支援にどう貢献したか

がわからないという御指摘をいただきました。中小企業等能力開発講座につきましては、

本年１月に事業者団体を対象といたしましたアンケート調査を実施するなど、中小企業の

皆様のお役に立てるよう、多様化している教育訓練ニーズの把握に努めておるところでご

ざいます。もちろん受講者の方のアンケートなども参考とさせていただいております。今

後、これらも参考にさせていただきながら、講座内容の充実に向けまして、さらに努力を
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重ねてまいりたいと思っております。 

 続きまして、デュアルシステム訓練など受講指示が必要な職業訓練について、ハローワ

ークで対象者の選別が行われているのではないかという御指摘がございました。この件に

つきましては、ハローワークに確認をさせていただきましたところ、窓口では選別はして

いないということでございましたので、御報告をさせていただきます。 

 その他、前回の審議会におきまして御提案、御要望いただきました事項につきましては、

参考とさせていただいておるところでございます。いろいろと御意見をいただきましたこ

とを、この場をおかりして御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 私からは以上でございます。 

○明石会長 

 あと事務方にお返しします。 

<６ 閉会> 

○篠崎室長 どうもありがとうございました。委員の皆様には長時間にわたり議事運営に

御協力をいただきまして、ありがとうございます。 

 以上をもちまして、本日の千葉県労働施策審議会を終了させていただきます。 


