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Ⅰ 開催の日時及び場所 

１ 開催日時 平成２０年７月３０日（水）午前１０時００分から１２時００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 １８名 

    菊 地 義 和 委員  河 内 智 子 委員  辻  徳 次 郎 委員 

    本 原 康 雄 委員  山 本   薫 委員  佐 藤 敏 雄 委員 

鈴 木 美津江 委員  竹 谷 正 之 委員  宮 木   勢 委員 

    山 下 和 子 委員   湯 淺     茂  委員   明 石 要 一 委員   

大 石 亜希子 委員  前 原 東 二 委員  宮 川 博 光 委員 

    宮 本 みち子 委員    村 上 典 子 委員  室 越 光 男 委員   

    

 ３ 事 務 局 

猿 田 寿 男（商工労働部長） 

久 保   繁（商工労働部参事） 

大 熊 一 行（雇用労働課長） 

戸 部 知 子（産業人材課長） 

     ほか関係職員 ８名 

 

Ⅲ 会議内容 

 １ 開会 

 ２ 委嘱状の交付 

３ 部長あいさつ 

 ４ 出席委員の紹介 

 ５ 会長、副会長選出 

６ 会長あいさつ 

 ７ 議事 

  （１）千葉県労働施策審議会運営規程（案）について 

  （２）第８次千葉県職業能力開発計画の進行管理について 

  （３）その他 

 ８ 閉会 
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<１ 開会> 

○大熊雇用労働課長（司会）  

皆様、本当にお忙しいところお集まりいただきまして誠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きます、商工労働部雇用労働課長の大熊と申します。

会長が選任されるまでの間、私のほうで進行を務めさせていただきますのでよろしくお願

いいたします。 

最初に、会議に入る前にお手元の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。  

（配布資料一覧により読上げ、資料確認） 

 では続きまして、この会議に先立ちまして、会議の公開、傍聴について報告をさせてい

ただきます。県の指針によりまして、原則公開、傍聴可として県のホームページで本日の

審議会の開催を告知しておりましたが、実際には希望者はございませんでした。 

 

<２ 委嘱状の交付> 

 続きまして、千葉県労働施策審議会の委員に御就任いただきました皆様に委嘱状の交付

をさせていただきます。本来であれば堂本知事が委員の皆様に委嘱状をお渡しすべきとこ

ろですが、所用により本日知事が出席できません。猿田商工労働部長がお席のほうまで順

にお伺いいたしまして委嘱状をお渡しいたしますので、自席でそのままお待ちください。 

（ 委嘱状交付 ） 

<３ 部長あいさつ> 

○大熊課長  

それでは、ここで猿田商工労働部長よりごあいさつ申し上げます。 

○ 猿田商工労働部長 

 商工労働部長の猿田でございます。このたびは労働政策審議会の委員をお引き受けいた

だきましてありがとうございます。また、本日御出席を賜りまして重ねて御礼申し上げた

いと思います。 

 さて、本審議会は従前の職業能力開発審議会と労働施策振興審議会の二つを統合いたし

まして、新たに労働施策審議会として設置したものでございます。これまでは職業能力の

開発につきましては職業能力開発審議会で、その他の労働施策につきましては労働施策振

興審議会においてそれぞれ審議をしていたところでございます。しかしながら、不安定な

就労形態である日雇い派遣での働き方の問題であるとか、賃金や処遇面で正規雇用者との
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格差が生じている非正規雇用問題など、昨今の労働環境は複雑多様化してきている状況で

ございます。例えばニート、フリーター問題一つ見ましても、就職支援に当たっては個人

個人の職業能力そのものを高めなければ就職に結びつかないという現実があります。職業

能力開発から就労支援まで幅広い視野からの検討が必要になってきているということだと

思います。今回の二つの審議会の統合によりまして、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る総合的、効果的な審議を可能とする本審議会の意義は大きい

と考えております。 

 さて、御承知のとおり、近年の社会経済情勢は2007年問題だとか少子高齢化、さらには

人口減少時代を迎えるなど大きな変革の時代にあります。特に昨年後半からはアメリカの

サブプライムローン問題に起因いたします金融不安、それから資源価格の高騰などにより

まして、景気の先行きには不透明感が増しているという状況でございます。こうした中で、

職業能力の開発や就労のための取り組みなど労働関係全般につきまして皆様のそれぞれ御

専門の立場からぜひ貴重な御意見をいただければと思います。 

 本日委員の皆様に御審議いただきたい主な事項は、昨年度に策定をいたしました第８次

千葉県職業能力開発計画の進行管理についてでございます。この千葉県職業能力開発計画

は、国が策定いたします職業能力開発基本計画に基づき、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でありまして、昭和46年度以降、８次にわたる策定を

いたしまして各種の施策を推進してきたところでございます。内容といたしましては、社

会経済情勢の変化に対応するとともに、産業界のニーズにマッチした人材の確保や働く者

一人一人の能力の向上を図るための取り組みを進めるものでございます。 

 本日は、本計画を初めてお聞きになられる方もいらっしゃると思いますので、最初に、

昨年度ですけれども、19年度を初年度とする４か年計画であります第８次千葉県職業能力

開発計画の概要を御説明いたしまして、引き続き本計画の進行管理について御審議をいた

だきたいと思います。現在、第８次の計画に基づきまして各種事業を実施しているところ

でありますが、この計画の着実な実現を図る上でも本日の議題である進行管理は重要であ

ると考えております。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、開

会のあいさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 
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 <４ 出席委員の紹介> 

○ 大熊課長 

 本日は、千葉県労働施策審議会としての初めての会議でございますので、お手元の席次

表に従いまして、御出席の委員の皆様を御紹介させていただきます。 

 湯淺茂様でございます。 

 山下和子様でございます。 

宮木勢様でございます。 

竹谷正之様でございます。 

鈴木美津江様でございます。 

佐藤敏雄様でございます。 

室越光男様でございます。 

村上典子様でございます。 

宮本みち子様でございます。 

宮川博光様でございます。 

前原東二様でございます。 

大石亜希子様でございます。 

明石要一様でございます。 

菊地義和様でございます。 

河内智子様でございます。 

辻徳次郎様でございます。 

本原康雄様でございます。 

山本薫様でございます。 

以上の方々でいらっしゃいます。なお、本日、ＮＴＴ労働組合東関東総支部執行委員長

の鈴木光様、千葉県議会商工労働企業常任委員会委員長の木名瀬捷司様は、所用により欠

席されております。 

 続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。 

 先ほどあいさつをいたしました猿田商工労働部長でございます。 

久保商工労働部参事でございます。 

戸部産業人材課長でございます。 
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 <５ 会長・副会長選出> 

 それでは、会長及び副会長の選任を行いたいと思います。会長及び副会長の選任につき

ましては、千葉県行政組織条例第30条第１項の規定によりまして、委員の皆様の互選によ

り決定するということになってございます。どなたか御推薦はございますでしょうか。い

かがでしょうか。 

（宮川委員が挙手し発言） 

○ 宮川委員 

 ここにいらっしゃる皆さん方はどなたがなられてもよろしいかと思いますが、やはりこ

こでは会を進める進行役でまとめていただくということになりますので、まず会長は明石

要一委員にお願いしたいと思います。なぜなら、千葉県職業能力開発審議会の委員長を長

くお務めになり、なおかつ千葉県の産業構造に見合った就業能力、まさに仕事に就くため

の能力に対する教育、さらに雇用と地域との連携を図り、さまざまな角度から職業人とし

ての提案を数多くされているということが一つあると思います。 

 また、副会長には宮本みち子委員。宮本委員も厚生労働省の各委員会で、今、社会問題

になっている労働問題を委員の立場で解決をなさってきておられる。また、ニート、フリ

ーターのことに関しては海外での様々な情報を収集しながら対策を国へ提言をなさってお

りますので、ぜひ会長には明石委員を、副会長には宮本委員を御推薦したいと思います。 

○ 大熊課長 

 どうもありがとうございます。ほかに御推薦はございますでしょうか。 

 ほかに御推薦がなければ、会長に明石委員を、副会長に宮本委員をお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

（ 異議なし、拍手 ） 

○ 大熊課長 

 御異議がないようでございますので、会長に明石委員、副会長に宮本委員をお願いした

いと思います。 

○ 大熊課長  

会長、議長席のほうへお願いします。（ 明石会長、会長席へ移動 ） 

 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務めること

になってございますので、明石会長には、ごあいさつをいただいた上で、以後の議事進行

をよろしくお願いしたいと思います。 
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 <６ 会長あいさつ> 

○ 明石会長 

 おはようございます。明石でございます。一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 これは非常に大事な二つの審議会が合体して千葉県労働施策審議会になりました。私は

この審議会が非常に期待されていると思います。今のところ三つの観点で大事かと思って

おります。 

 一つは、きのうもありましたけれども、18歳の卒業生が先生に恨みを持って傷害を起こ

した。それから八王子の方が切りつけていくとか、神奈川で女性の方がとか、昨今そうい

う青少年とか青年たちの事件が多い。その背景には、契約社員とかフリーターとか何か職

業的なことではなくて、親に不満がある、社会に不満がある、学校に不満があるという形

で来ているけれども、ベースには雇用形態というか、働く生きがいの問題があるかなと思

っております。そういうことを真正面から取り組む必要があるかなと。今のところ千葉県

は出ておりませんけれども、いつ出るかわからない。そういう意味で、千葉県レベルの雇

用という職場の問題も考えていきたいというのが１点であります。 

 二つ目は、これからは少子化で、海外からいろんな方に働きに来ていただかなければい

けない。例えば政府が留学生30万人計画を文部科学省に指示してやっています。この前も

新聞でありましたが、インドネシアの方が看護師とか介護士で来て、日本で手助けしてい

ただけるとか。関東では群馬の太田とか静岡の浜松、千葉では銚子の中小企業あたりに外

国の方が来ていらっしゃいます。その場合の日本語の学習とか環境にどう適応するかとい

うことも含めて、そこで働く場合に、どういう職場を提供すればいいのか。研修なのか雇

用なのかとか、いろんな問題がある。そういうグローバル社会における雇用のありようは

どうするかというのが２点目であります。 

 ３点目は、皆さん御承知のように労働行政というのは国がやっていて、どうも地方分権

と言いながら、国が大きな枠を決めて、県はそれを横パスをもらってちょっとやればいい

というきらいがなきにしもあらず。それでいいのでしょうか。地方分権というのは、千葉

県独自の労働政策も必要かなと思っております。 
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 <７ 議事> 

 それで今日は、昨年策定させていただいた８次の進行管理について御意見を伺いながら、

もう１度、新しいメンバーも増えましたので、こういう事務局の提案に対して、これでい

いのでしょうかといういろんな視点から御意見をいただければと思っております。よろし

くお願いいたします。 

 それでは規定によりまして、審議会の議長を務めさせていただきます。 

 まず初めに、本審議会は、委員が20名のところ、過半数を超える18名の皆さん方の御出

席をいただきました。したがいまして、千葉県行政組織条例第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、本審議会を進行したいと思います。 

〈（１）千葉県労働施策審議会運営規程（案）について〉 

 まず、千葉県行政組織条例第34条の規定により、当審議会の議事及び運営に関する事項

を定める必要がございます。議題（１）としまして規程（案）がお手元にあるかと思いま

す。これについて審議を行いたいと思います。 

 では、原案をつくっている事務局から御説明をお願いいたします。 

○ 大熊課長 

 お手元の資料の１－１を御覧ください。千葉県労働施策審議会運営規程（案）の要点に

ついて御説明させていただきます。 

 まず、本案につきましては、千葉県行政組織条例で定める事項以外につきまして、千葉

県の審議会等の設置及び運営等に関する指針等に基づいて定めるものでございます。なお、

行政組織条例の抜粋については資料１－２、指針につきましては資料１－４で添付させて

いただいております。 

 まず第１条でございますが、これは規程の趣旨を定めたものでございます。次に、第２

条につきましては会議の招集、第３条につきましては会議の原則公開を定めたものでござ

います。第４条につきましては会議の公開方法を定めたものでございまして、千葉県情報

公開条例第８条各号に該当する事項以外はオープンにしていくということでございます。

なお、千葉県の情報公開条例につきましては、資料１－３にその抜粋を付けさせていただ

いております。第５条は会議開催の通知を千葉県ホームページに掲載することを定めたも

のでございまして、第６条は会議録の作成及びその原則公開を定めたものでございます。

最後に、第７条は審議会での決議事項の知事への送付を定めたものでございます。これに
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つきましては、いずれも冒頭申しましたように千葉県で定めております審議会等の設置及

び運営等に関する指針に準じたような形で作成させていただいております。 

 以上でございます。 

○ 明石会長 

 ただいま事務局から御説明がありました原案に沿って今後運営していきたいと思います

けれども、何か御意見、御質問はございますか。こういう形で労働施策審議会運営規程（案）

が出されましたが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○ 明石会長 

 では、これに従いまして会議を運営していきたいと思います。 

〈（２）第８次千葉県職業能力開発計画の進行管理について〉 

 では次に、今日の一番大事な議案でございますけれども、第８次千葉県職業能力開発計

画の進行管理についてでございます。 

 計画の進行管理についての御説明の前に、第８次千葉県職業能力開発計画の概要説明を

まずお伺いしていきたいと思います。では事務局、お願いいたします。 

○ 戸部課長 

 それでは、お手元の資料、本文は資料２－２でございますが、その計画骨子概略という

ことで資料２－１がございます。こちらの計画ですが、先ほどから御案内のように、昨年

度、職業能力開発審議会で御審議いただきまして、そこでの議論、あるいは県民の方々の

パブリックコメントなどを経まして、昨年８月に策定し公表したものでございます。 

 本文の資料２－２の構成は、第１章の総括で計画の位置づけと期間、第２章で就業の現

状や企業の現状、第３章で職業能力開発の取組み状況、第４章で目標と課題、そして第５

章でそれに向けての施策の方向性と展開という構成になっております。 

 本日は、それを１枚にまとめさせていただきました資料２－１のＡ３カラーの資料がご

ざいますが、こちらの第８次計画骨子概略のほうで説明させていただきたいと思います。 

 先ほど部長からもありましたように、本県の職業能力開発の基本的な方向性を定めた４

か年の法定計画でございます。その取り組みを展開するに当たりましては、そこの概念図

の上に矢印で連携施策とありますように、本県の重要な施策に取り組んでいくアクション

プランであったり、また私ども商工労働部のほうで作成しています「ちば中小企業元気戦

略」や「千葉新産業振興戦略」、あるいは「ちばしごと雇用創出プラン」、このような施策
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と連動して有効な施策を展開していくこととしております。 

 それでは、この８次計画を策定するに当たりまして、どのような現状分析があり、それ

に対する課題があるかということをおまとめしているのが、中段にあります職業能力開発

に係る現状と課題でございます。こちらは左に雇用・就業の現状、右に企業の現状という

ふうに分析されておりますが、そのもっと大もとの根幹となる現状としまして、一つに人

口減少社会の到来というのがございます。千葉県の場合は全国を上回るスピードで少子・

高齢化が進展しておりまして、これに伴いまして当然生産年齢人口は減少し、既に始まっ

ていることと思うんですが、将来的には労働力不足が予想されるという根底としての現状

がございます。 

 続いて、左側の雇用・就業の現状を見ていただきたいのですけれども、一つとして、高

齢化の進展に伴いまして職業生活自体も非常に長期化してしまうということ、また産業構

造や企業の就業形態が変化する中で、先ほどあいさつの中にもフリーター、ニートの方々

とか、やむなくリストラにより離職、転職される方々とか、あるいはキャリアアップする

ために離職、転職する方々がおり、労働市場における労働移動の動きが非常に活発化して

きております。このため、労働者自身が労働市場における自分の雇用可能性を高めるため

には、個人個人が主体的に中長期的なキャリア形成をするという必要性がございます。 

 ２点目といたしましては、近年、あいさつにもありましたように、短期的に離職、転職

を繰り返したり、フリーターと呼ばれる非正規雇用の若者であったり、あるいはニートと

呼ばれる無業の若者であったり、職業キャリア形成が不十分な若者が増加し、それが社会

問題化しているという現状がございます。 

 ３点目といたしましては、本人の意欲だけではどうしても就業が進まないという方々が

いらっしゃる。例えば中高年の離職者、転職者であったり、出産、子育てなどによって職

業ブランクがある女性、あるいは障害者というように、このような本人の意欲だけでは就

職に結びつかない人たちの存在を何とかしなければならないという現状がございます。 

 あとは４点目としまして、就業形態の多様化に伴いまして、パートや派遣など職業キャ

リアを形成する機会に乏しい非正規雇用の労働者が増えているという現状がございます。 

 このような４点にわたる現状がございまして、これらを踏まえての課題としてどういう

ものがあるかといいますと、１点目としては、労働者一人一人が主体的にみずからのキャ

リアを形成していくこと、要するに自己啓発していくことを支援していく必要があるとい

うこと。２点目としましては、職業キャリアが不十分な若者たちの職業意識を醸成したり、
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あるいは基本的な職業能力を習得するための機会を提供するなどの支援をする必要がある

ということ。３点目としては、就職が困難な状況に置かれている方々のために、雇用のセ

ーフティーネットとして職業能力の開発の場を提供する。このような課題があると考えら

れます。 

 次に、右側の企業の現状のほうを見ますと、１点目としましては、特に中小企業の経営

環境が厳しさをどんどん増していく中で、今、企業のほうで教育訓練費など人材を育成す

る費用が非常に減少しているということ。また、それを指導する人材が不足していたり、

あるいは時間が不足しているということ。また、終身雇用制度が見直されて、成果主義な

どの導入によってどうしても企業の視点が短期業績を上げるという志向になってしまう。

これらの要因で中小企業の人材育成の取り組み、かつては自分たちの企業の中で人材育成

をしてきたという取り組みの機能が弱まってきているということが挙げられます。 

 また２点目の現状といたしましては、熟練技能者が高齢化していたり、あるいは2007年

問題と言われますように、団塊の世代の大量退職、あるいは若者のものづくり離れにより、

製造業へ就職する人たちが減少している、このような現状がございます。 

 このような現状を踏まえまして、課題としては３点挙げられますが、１点目としては、

中小企業の経営戦略を練る上で、金融や経営支援などとあわせて人材の育成が重要な要素

であり、それも短期的ではなく、継続的な人材養成の取り組みを行政として支援する必要

があるということ。また２点目としまして、本県の99.8％を占める中小企業が求める、本

県産業を支える人材を確保して育成する必要がある。それから３点目といたしまして、も

のづくり現場を中心に、すぐれた技術、技能の継承を支援していく。このような３点の課

題があると分析したところでございます。 

 これらの現状と課題を踏まえまして、８次計画の目標は、図の上段のほうに計画の目標

が掲げられておりますが、一つとしては、個人が持つ「仕事力」を向上させる。要するに、

多様な一人一人の職業キャリア形成を支援して労働力の質を高めるということが一つの目

標でございます。２点目といたしましては、中小企業の「現場力」を強化する。中小企業

の活力を支える現場の技術・技能を維持、発展させる。このような大きな二つの目標を掲

げたところでございます。 

 そして、この掲げました二つの目標を実現化するために、８次計画におきましては取り

組みの方向性ということで下に四つのマスがございますが、個人、企業、技能、体制とい

う四つの側面から取り組みの方向性と展開を示しております。 
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 まず左側の個人でございますが、こちらは個人の「能力を高める、活かす」ということ

で、「働く人の意欲と能力を高める職業能力開発」に取り組むことといたしております。そ

してその中で、一つとしては職業キャリアの形成支援、二つ目としては若者の職業的自立

への支援、三つ目としては、支援が必要な人への職業能力開発機会の提供などの取り組み

を中心的に進めることといたしております。 

 次に、２点目のマス目、企業でございますが、「人材の力を高める、活かす」ということ

で、「企業の活性化につながる人材育成」を行っていくこととしております。みずから教育

訓練を行うことが困難な中小企業が長期的な視点に立って従業員の職業能力開発を計画的

に行うことを支援するために、１点目としましては、中小企業が行う職業能力開発への支

援、２点目としては、企業のニーズに対応した人材の確保と育成という取り組みを進める

こととしております。 

 三つ目ですが、技能。こちらは「伝え、受け継ぎ、進化させる」ということで、「熟練技

能の継承と技能を尊ぶ意識の醸成」を図っていくということでございます。そのために、

１点目としまして、ものづくりの魅力発信による技能後継者確保への支援、２点目といた

しまして、ものづくり産業人材の教育訓練システムの充実、３点目としまして、若手技能

者の育成・技能向上への取組みの強化、４点目としまして、熟練技能者の発掘と技能継承

の支援を進めていくとしております。 

 最後に体制でございますが、「地域で人材を育てる」ということで、「効率的・効果的な

職業能力開発を進める仕組みづくり」を進めるということで、１点目としましては、人材

育成を行う関係者が連携する仕組みづくり、２点目としまして、県立高等技術専門校にお

ける地域の中小企業を支える「人づくり」の取り組みを進めることとしております。 

 それぞれの方向性を展開するために、さまざまな事業を実施しているところなんですけ

れども、その実施事業につきましては、資料２－４のほうにすべてまとめております。今

後、重点的に進める施策につきましては、後ほどの進行管理のほうで御説明申し上げたい

と思うんですが、最後に私どもの県の８次計画の大きな特徴というところは、先ほどお話

があったように、これは国の基本計画に基づく法定計画なんですけれども、本県の場合は

基本計画による就職等の支援、雇用等の支援というだけではなく、千葉の中小企業の元気

を支える人づくりをするということで、技能の継承であったり中小企業の「現場力」の強

化というのは千葉県が独自に付け加えたものであり、これはほかの県にはない本県独自の

職業能力開発計画であると考えております。 
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 以上で概要の説明を終わらせていただきます。 

○明石会長 

 ありがとうございました。新しい委員の方もいらっしゃいますので、概要説明をいただ

きました。本来ここで御質問、御意見をいただくのですけれども、次の進行管理の御説明

を終わってから全体的な御意見をいただきたいと思いますので、引き続きまして戸部課長

から第８次千葉県職業能力開発計画の進行管理についての御説明をお願いいたします。 

○ 戸部課長 

 それでは引き続きまして、進行管理のほうを御説明したいと思います。先ほど申しまし

たように、四つの方向性を展開するための事業は、資料２－４にすべての19年度、20年度

の事業、予算、それから19年度ですと実績、20年度ですと目標としているものを掲載して

ございます。ただ、これだけですとなかなか方向性が見えないところでございますので、

その中で本県が特にこの四つの方向性を進めるために進めている事業といいますのは、資

料２－１のカラー図の四つの施策の中に◆印で挙げてある事業でございます。さらに、そ

の中でアクションプランなどで目標値を設定して、それを公に公表しているものがござい

ます。それについては資料２－３、Ａ４横の表ですが、そちらのほうで目標値とそれに対

する19年度の実績をさらにまとめさせていただいております。ですから、これからの説明

は資料２－１のＡ３の図の下と資料２－３をあわせて御覧になりながらお聞きいただけれ

ばと思います。 

 それでは、先ほどの１番目の左側、個人、働く人の意欲と能力を高める、要するに個人

のキャリアの形成を支援していくためにはどのようなことを行っているかということなん

ですけれども、一つは職業キャリアの形成支援ということで、ジョブカフェなどにおきま

して個人の能力、適性、経験に応じたキャリアコンサルタントによるコンサルティングや

相談を行うほか、「ちば仕事プラザ」などにおいても中小企業者の事業主、あるいは従業員

の職業スキルアップに役立つ講座、セミナーなどを開催しております。 

 またもう一つとして、多様な訓練機会の提供でございますが、これは専修学校や大学、

ＮＰＯなど民間の教育訓練機関を活用しまして委託訓練を実施しております。こちらのほ

うは資料２－３に目標値を掲げておるのですが、19年度は委託訓練の就職率を70％と設定

したところ、それに対しましては若干及ばない66.1％の就職率でございました。 

 次に、若者の職業的自立への支援でございますけれども、こちらはフリーターやニート

等の就業支援ということで、一つとしましては、ジョブカフェにおいて若者の就労支援の
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ワンストップサービスといたしまして、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などで職業紹介などの総合的な就職支援を行っております。こちら

は、２－３にありますようにジョブカフェの利用者は目標値３万人に対しまして、わずか

に及ばないのですけれども、ほぼ目標を達成したと言われる２万9,759名の利用者に御利用

いただいたところでございます。 

 ニートと言われる無業の若者に対しましては、「ちば仕事プラザ」にあります「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って、さらに自立を支援するＮＰＯや若者自立塾など支援機関と

のネットワークを利用して支援しているところでございます。このほか県立高等技術専門

校において若者の自立に向けた職業訓練、中でも座学と企業実習を組み合わせたデュアル

システム訓練などの充実に努めているところでございます。 

 続きまして、支援が必要な人たちへの職業能力開発機会の確保でございますが、その中

には女性に対する「子育てお母さん再就職支援センター」というのがございまして、こち

らでは出産などで仕事を離れたお母さんを対象といたしまして、個別相談やカウンセリン

グ、セミナーなどを開設しております。また、ここではマザーズハローワークという労働

局のハローワークが併設されておりまして、職業紹介もされております。こちらのほうは、

資料２－３の相談件数の目標値が900件でございましたが、わずかに及ばない868件でござ

いました。ただ、こちらの相談者の就職率は平成18年は48％でしたが、19年には66％と大

幅に就職率の向上があったところでございます。 

 次に、退職後あるいは再就職等を希望しているシニアを対象とした「生涯現役サポート

センター」ですけれども、こちらは同じく相談や情報提供、また講座を活用したスキルア

ップなどを行っているのですが、19年度の目標値、相談件数500件のところ、それを上回る

571件の相談があったところでございます。 

 続いては、「障害者就業・生活支援センター」という、就職が困難な障害者のために就業

の相談や訓練のあっせん、あるいは就業に伴う日常生活の支援を一体的に行っている施設

がございます。こちらは障害者福祉計画において23年度までに県内全圏域に16か所設置す

ることを目標としておりますが、19年度においては１か所設置して、累計４か所となって

おります。 

 このほか母子家庭の母に対する就業相談等については、「母子家庭等就業・自立支援セン

ター」において就業相談を行ったり、あるいは母子家庭の母を対象としました委託訓練を
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実施し、その訓練期間中に訓練手当などを支給して訓練をより安定した中で受けていただ

くような支援策も行っているところです。 

 障害者につきましては、障害者校で訓練を行っているほか、それぞれの障害への対応や

ニーズに適応する民間機関を活用した多様な委託訓練なども実施しております。障害者の

ほうの成果といたしましては、２－３に企業における障害者雇用の目標値を掲げておりま

すが、これは法律で民間の法定雇用率が1.8％と定められているところで、それに向けて支

援策の充実に努めているところですが、本県は19年度の場合は1.50％ということで、全国

平均が今1.55％ですので、まだ若干及ばない状況となっております。あとは本年度、「2008

なのはなアビリンピックｉｎちば」ということで、全国の働く障害者が技能を競い合う大

会が千葉県で開催されます。 

 続きまして、企業の進行管理のほうに参りたいと思います。企業は、「企業の活性化につ

ながる人材育成」ということで、一つは中小企業が行う職業能力開発への支援でございま

すが、これは職業能力開発協会などにある職業能力開発センターにおきまして、中小企業

が自分たちの会社の職業能力開発プランを作成したり、あるいは人材育成をすると、事業

主向けの給付金制度などがあるんですけれども、そのような御紹介をしたり、そのような

相談、情報提供などを実施しているところでございます。 

 また二つ目としましては、企業が必要とする研修やセミナー、講座などの開催とか、ま

た企業からの要望に応じて研修を受託したりということを「ちば仕事プラザ」で実施して

おります。こちらは資料２－３に成果指標が載っておりますが、中小企業等能力開発講座

実施数ということで、19年度の目標は100講座。これに対しまして、実施したのは95講座で、

約5,500名の方々に講座を受講していただいたところです。実際は100講座計画しましたが、

不人気の講座もございまして、実際講座が開催できなかったことから95講座になったとこ

ろなんですが、今後は開講できなかった理由なども検証して、企業や従業員の方々のニー

ズに合った講座を考えていきたいと考えております。 

 このほか認定職業訓練の普及、助成、指導ということで、現在、事業主の団体などが民

間でやっている職業訓練施設がございまして、これは知事の認定を受けている認定職業訓

練校と言うのですが、県内に40あって5,000名の方々が訓練を受けているところです。県と

いたしましては、それらの民間がやっている職業訓練校に対して、運営費の助成などをす

ることによって支援しているところでございます。 

 続いて、企業ニーズに対応した人材の確保と育成ということでございますが、ものづく
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り分野を中心にいたしまして、県といたしましては、民間企業や民間の教育訓練機関では

対応が困難なものを公共訓練として行っているところでございます。特に公共訓練施設で

ある県立高等技術専門校は、障害者校を含めまして県内に現在８か所ございますけれども、

その中で一つとしては、高校卒業等新規学卒者向けの訓練を行って、新規学卒者の職業訓

練を行っているということがございます。また二つ目としましては、新規の学卒者だけで

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

がスキルアップしたり、また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も

高等技術専門校のほうで実施しております。 

 それから次に、製造現場における中核人材育成の支援ということですけれども、こちら

のほうは臨海コンビナートの企業からオペレーターなど中核人材を育成する支援をしてほ

しいというニーズがございまして、その教材やカリキュラムを19年度までに開発し、今年

度から京葉臨海コンビナート人材育成講座を開設しているところでございます。さらに、

今特に中小企業は若年者の人材、若者の人材確保が難しいということで、ジョブカフェの

ほうで若者の就職支援や就業セミナーなどの開催をしております。こちらの成果指標は、

ジョブカフェの採用活動支援企業ということで目標750社でございましたが、それを大きく

上回る1,008社の支援企業となったところです。あとは中小企業の求人活動を支援すること

で、「ちば仕事プラザネット」という事業を19年度から始めて、求職者と求人企業をインタ

ーネットで結ぶ人材情報提供システムを20年２月から稼働しているところでございます。 

 続きまして、「熟練技能の継承と技能を尊ぶ意識の醸成」ですが、一つ目のものづくりの

魅力発信による技能後継者確保への支援ですけれども、ものづくり企業と若者の出会いの

場ということで、ジョブカフェにおいてものづくり出会いツアーを実施しております。ま

た、子供のころからの職業観を養うことが重要であるということで、小学生を対象といた

しまして、技能士が講師となってものづくり体験を行う手づくりみらい教室、あるいは小

学校６年生が働く大人に密着して仕事に取り組む姿勢を感じ取るキャリア教育、ゆめ・仕

事ぴったり体験などを実施しております。こちらは成果指標としまして、ゆめ・仕事ぴっ

たり体験を実施した小学校は、目標200校に対して、それを上回る228校において実施され

たところでございます。 

 また、ものづくり産業人材の教育訓練システムの充実ということで、工業高校での実践

的カリキュラムの開発・導入を行いました。こちらは製造現場が急速に技術が進む中で、

なかなか工業高校の専門教育がそれについていけていないという声が産業界の現場からご
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ざいまして、それに合わせた実践的なカリキュラムということで、具体的には工業高校の

生徒が企業のほうに長期実習に行く、あるいは企業が高校のほうに出向いて技術者による

実践的な授業を行う、また企業と高校生の交流などを行う事業を行い、現在非常に好評を

得ているところでございます。 

 次に、若手技能者の育成・技能向上への取組みとしましては、技能検定の普及、受検者

の拡大に努めているところでございます。中でも若いころから技能検定に取り組んでいた

だきたいということで、工業高校生への技能検定受検を奨励しておりまして、現在、136

技能検定が行われておりますが、その中で工業高校生が受けられる技能検定につきまして

は、受検要件を緩和したり、あるいは受検料を下げるなどのことを行って普及に努めたと

ころでございます。このようなことがいい結果になったのか、指標のほうですと、技能検

定の受検者数は目標3,500名に対し、それを上回る3,674名の方が受検いたしました。ちな

みに技能検定は平成17年から18年、19年と毎年100名ずつぐらいの単位で受検者が増加して

いるところでございます。 

 それから熟練技能者の発掘と技能承継の支援でございますが、こちらは熟練技能者を顕

彰して広く社会に知らしめるということが、その技術、知識、ノウハウを高めるために必

要だということで、一つとしましては、「現代の名工」であったり「千葉県の卓越した技能

者」など、そのような表彰制度の周知を図り、企業からの推薦を促進することに努めまし

た。また、もう一つとしましては、19年度に熟練技能者人材バンクという熟練技能者を中

小企業に派遣して指導するという事業を始めました。これは技能士の特級とか１級など非

常にすぐれた熟練している技能者が2007年に大量に退職されるだろうということで、これ

らの方々を登録しまして、一方ではそういう技術を、なかなか技術者がいないという中小

企業の求めに応じて、希望すると、そこをマッチングさせて派遣するという事業です。そ

の際には費用についても２分の１、企業に補てんするという事業ですが、進捗率がいまい

ちよくなくて、今、技能者の登録者が30名ほど、現時点のマッチング件数が４件ほどです。

こちらは私どもの見誤りといいますか、2007年に大量の技能者が労働市場に出てくると考

えたんですけれども、現実は大企業においてもそのような技能者は非常に必要ということ

で、実際は退職されずに再雇用されていたりとか、定年延長によってまだまだ囲い込まれ

ていたような現状があったようでございます。 

 最後に、効果的・効率的な職業能力開発を進める仕組みづくり、体制ということですけ

れども、一つとしては、人材育成を行う関係者が連携する仕組みづくりでございます。効
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率的に人材育成を進めるためには、県内の行政だけではなくて、大学であったり企業であ

ったり経済団体がそれぞれの特性に応じて、また連携して人材育成に取り組む必要がござ

います。このため、ネットワークの場としまして職業訓練機関連携協力会議を19年度に立

ち上げまして、課題の検討とか情報の一元化などネットワークに努めたところでございま

す。20年度も開催したいと考えております。 

 最後に、私どもの公共の職業能力開発施設である県内に八つある県立高等技術専門校に

おける地域の中小企業を支える人材づくりということですけれども、ここにおいて本県の

中小企業が必要とする人材を安定的、継続的に育成していきたい。特にものづくり系の訓

練を中心に訓練を実施していきたいと考えております。中でもフリーターなどなかなか就

業機会に恵まれない若者を対象といたしまして、企業の即戦力となるような人材を養成す

るということで、それに有効な座学と企業実習を組み合わせたデュアルシステム訓練など

をさらに充実させていきたい。また、中小企業の「現場力」を高める現にお勤めの方々の

在職者訓練についても充実させていきたいと考えております。 

 最後に、こちらの効率的・効果的な仕組みづくりの指標といたしましては、県立高等技

術専門校の就職率は19年度の目標値84％でございましたが、わずかに達成しない83％でご

ざいました。また、若者によるデュアルシステム訓練の就職率は、17年度は52％で、19年

度は「増加に努めます」というのが目標値だったんですけれども、19年度については約72％

という就職率でございました。 

 以上、長くなりましたが、進行管理の説明を終わりたいと思います。さらに、これ以外

の事業も行っておりますが、それにつきましては先ほど申し上げたように２－４のほうに

すべての事業について予算、実績、目標が網羅されておりますので、そちらを御覧いただ

くとともに、今日関係のできる限りのパンフレット、リーフレットは配付させていただき

ましたので、こちらのほうも御覧いただければと思います。 

 以上で終わります。 

○明石会長 

 少し詳しく概要説明と進行管理についての御説明をしていただきました。これから各委

員の方々から御質問、御意見がありましたらお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 
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○ 辻委員 

 ２点ほど確認をさせてください。Ａ３横の概要版の雇用・就業の現状のところの●の二

つ目と四つ目。二つ目については、非常に定着率が悪いので職業キャリアの形成に結びつ

かない若い人たちがいっぱいいるんだよというとらえ方、それから四つ目が、まじめに働

いているんだけれども、非正規労働者の教育訓練の機会が非常に少ないので、職業キャリ

アがなかなか形成されない、そういうとらえ方をしているんだという理解でよろしいのか

どうか、確認をしたいということでございます。 

 加えて、二つ目で「早期離職、非正規雇用などにより」というこの「非正規雇用などに

より」という言葉の持つ意味合いがちょっとよく理解できないので、御説明をいただきた

いというのが一つです。 

 それからもう一つ、２－３の資料の中で障害者雇用のところの備考の書き方が、ほかの

取り組みの書き方とちょっと違うというのが一つありまして、障害者雇用率を上げるため

に何をやってきたのかというところを、済みませんが、もう１度御説明いただきたいと思

います。 

○戸部課長 

 １点目の非正規雇用などにより、職業キャリア形成が不十分ということなんですけれど

も、２点目と４点目はある意味かぶるようなところもあろうかと思うんですね。中には自

分のライフスタイルなどにより、あえて正規雇用を望まないような方々もあろうかと思う

んですが、今、若者の中でなかなか自分の望む職業に就けなかったりとか、あるいは就い

ても雇用の継続が図れなかったりとか、そのような方々がいて、フリーターなどの非正規

雇用の若者が顕在化しているということだと思うんです。 

○辻委員 

 ここは「非正規の働き方などにより」というほうが、より的確なのかなと思うのですが。 

○戸部課長 

 本文のほうにはそのようなことが書いてあると思うんですが、概要版のまとめ方が簡略

化しているので。 

○辻委員 

 では、意味合いとしては、若い人たちのその段階での定着率が悪いということ、それか

ら非正規の働き方を望む人がいる、そのことによって職業キャリアが形成しづらい状況が

あるという理解でよろしいですね。 
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○ 戸部課長 

 はい、そういうことです。 

 あと２点目の障害者のほうは、こちらの成果指標に載せた指標は、あくまでもアクショ

ンプランなどで公表している指標を使ったので、たまたまこれしかないということでこれ

を挙げさせていただいたのですが、障害者雇用を進めるためには、県といたしましてもい

ろいろな事業をやっているところでございます。先ほど申しましたように、障害者の就業

と生活を支援する就業・生活支援センターというのは非常に有効な施設なんですけれども、

こちらの設置促進に努めることであったりとか、企業に障害者の理解をいただくために企

業支援員という制度を19年度県単でつくりまして、障害者の新規雇用の企業の開拓に当た

ったり、あるいは雇用継続のためにいろいろ悩んでいる企業の相談に応じたりというよう

な事業もやっております。 

○辻委員 

 障害者雇用率は、１９年度の民間の全国平均は1.52でしたか。 

○戸部課長 

 1.55です。全国平均そのものがまだ法定雇用率を達成していないという状況でして、本

県の場合はさらに全国平均よりも下回っている。ただ、千葉県の法定雇用率は、亀の歩み

のようなんですが、着実に伸びております。 

 法定雇用率を達成していない未達成企業の割合もあるんですけれども、こちらのほうも

17年度までは全国平均より悪かったのですが、やっと未達成企業の割合は全国平均よりよ

くなりました。そうはいうものの、就業を希望する障害者の方々自体、数が毎年毎年増加

しておりまして、現在、ハローワークのほうに１万7,000名ほどの障害者の方が求職してい

るんですけれども、その中で実際に職業に就けている方は9,000名ほどでして、7,000名か

ら8,000名の方がまだまだ仕事に就けていない状況にございます。 

○ 明石会長 

 この問題は、例えば千葉大も独立行政法人になりまして民間になったんですが、本当に

進んでいないですね。一番進んでいるのは東京大学です。率先して障害者を雇用している。

千葉大の本部は本当に進んでおりません。大事なそういう支援をしていかなければいけな

いと思っております。これは非常に大事な視点だと。ありがとうございました。 

 そのほかございますか。 
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○本原委員 

 千葉労連の本原です。２－３の資料で就職率の数値が幾つか示されて、口頭で御説明の

あった子育てお母さん再就職支援も含めて、３点ぐらい。最初の離職者等再就職委託訓練

の就職率、それから今の子育てお母さん再就職と最後のデュアルシステム訓練事業に係る

就職率、上の県立高等技術専門校の就職率もありますね、就職率は数字のとおりだと思う

んですが、正規、非正規のことも雇用の現状のところでありましたので、就職率の内訳と

してもし正規雇用と非正規雇用の区分がわかればお聞きしたいと思いますのでお願いしま

す。 

○戸部課長 

 申しわけないのですけれども、その辺のところはわかりません。 

○明石会長 

 今日はよろしいけれども、いくいくはそういうデータもそろえてくれると参考になりま

すよね。正規のほうで就職率が高くなれば一番いいのであって、就職率は83％で結構頑張

ってくれていますよね。非正規になるということは、どこに問題があるのかということの

解決になりますので、今後できましたら、大変だと思いますけれども、分類もやっていた

だけると各委員は助かると思います。 

○戸部課長 

 その辺のところは検討していきたいと思います。 

○ 竹谷委員 

 資料２－４の４ページの下から三つ目に、産官学連携によるインターンシップの推進で

推進連絡協議会というのがありますが、これはもともと千葉県で教育庁がやっている、小

学校からひいては大学までいろんな形で受け入れ先を企業に求められるので、ばらばら来

るよりも一括してやったらどうかということで私たちが提案させていただきまして、推進

連絡協議会をやりました。これは会議のための予算ですからゼロでいいわけでございます

けれども、例えば同じ資料の12ページのところに、これは「ゆめ・仕事ぴったり体験」と

いう教育庁の生涯学習課がやっておられる、確か５、６年生を対象にした企業へ出かけて

いく体験でございますが、そこにインターンシップ推進連絡協議会を通じて、県内企業に

対して受入登録の呼びかけを実施しているということなんですが、これは確かなんですが、

実はインターンシップ推進連絡協議会の活動をするに当たって、今、厚生労働省からの委

託であります大学生のインターンシップの委託費がおりてきております。それがベースに
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なって、あと企業がやっているわけでございますけれども、こうしたことも含めて、まだ

ほかのいろんな活動で企業側に受け入れとか、あるいは登録だとか呼びかけられている事

業がたくさんあろうかと思います。こういうのも一括してやっていけば、非常にスマート

な形で職業能力開発の事業が事業主にもわかってくるのではないか、このように思います

ので、そういう意味でインターンシップ推進連絡協議会、名前が変わってもいいと思いま

すけれども、いろんな職業体験だとか職業見学だとか、職業能力開発でもいいわけですけ

れども、そういうものに対して県が予算をつける、知事部局及び教育委員会が予算をつけ

るということをぜひお考えいただきたい。これが要望として１点ございます。 

 それから２点目は質問なのでございますけれども、資料の２－３の御説明の中に出てき

たのかもわかりませんが、例えば裏面ですね。ジョブカフェちばの採用活動支援企業数は

確かに1,008社ということで目標をクリアしておりますけれども、果たしてこれによって採

用された数がどう推移しているのかという疑問が起きます。同じように、その下に技能検

定受検者が3,500名の予定が3,674名ということですが、これは資料２－４で見ますと結構

な予算のお金を使っているわけでございますけれども、では具体的に合格率がどうなって

いるのかということも疑問に思います。 

 一番下のデュアルシステム訓練事業は就職率が71.8％ですが、実数はどう推移している

のかといった意味で、この表は率であったり母数であったりということで、やっぱり分母

と分子と率はこういうＰＲをしていくときには絶対必要だと思いますので、ぜひ今後お考

えいただけばと思います。 

○ 戸部課長 

 ジョブカフェの関係につきましては、雇用労働課のほうからお話しいただくこととして、

技能検定受検者につきましては、19年度の合格率は43％ということでございます。 

 あと指標のほうがばらばらになっているということで、今後、御指摘のところは考えて

いきたいと思っております。 

○明石会長 

 戸部課長、43％というのは、私ら素人はいいのか悪いのかわからないんですね。例えば

保育士が小学校の教員の免許を取る認定講習があるんです。この合格率は５％で、これは

ちょっとひど過ぎるんだけれども、43％というのは結構いいのか、ちょっと足らないのか、

この５年間でどうなのかというのがもしわかれば教えてくれるといいのですけれども。 
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○戸部課長 

 ５年間の数字ですと、５年前が約50％なので、若干難しくなってきているようでござい

ます。技能検定のほうも一番いい特級から１級、２級、３級とありまして、難しい１級の

合格率は28％で、一番簡単な３級は50％となっています。これが難しいのか簡単なのかと

いうのは一概には言えないのですけれども、技能検定というのは手に職がある方々にとっ

ては一つの非常に大きな目標、励みになっているとは考えております。 

○ 大熊課長 

 雇用労働課のほうから、ジョブカフェの関係の採用活動支援のこれだけやってどれだけ

就職に結びついているかという御質問だったと思うんですが、ジョブカフェにつきまして

は、平成16年から今年で５年目に入っていまして、４年間の実績で実質で約４万人以上の

方が登録されて、２万1,000人程度の方が進路を決めているという状況でございます。 

 それから採用支援活動も、要するに若者に対する就業支援と、採用する側の特に中小企

業を中心にした企業向けの採用支援サービスを車の両輪のようにして実績を上げているわ

けなのですが、企業向けの採用支援活動そのものでどれだけ就職に結びついているかとい

うのは、データとしてとっていなくて、結果としていろんなサービスを受けているものと

相まって、先ほど言いましたように４年間で２万1,000人の実績が出ているという状況でご

ざいますので、これについての就職はどうかという数値のほうは把握しておりません。 

○明石会長 

 現状はいいんですけれども、今後、竹谷委員がおっしゃる形での数値の掌握はしていく

方向なのでしょうか。 

○大熊課長 

 例えば採用支援活動につきましても、仕事探しカフェだとか求人市場とか多種多様なイ

ベントとかプログラムを実施しておりまして、企業ごとのデータがどこまで追えるかとい

うのは、現時点ではちょっとお答えできないのですが、検討させていただきたいと思いま

す。 

○宮本委員 

 デュアルシステムについて伺いたいのですが、資料２－３の裏側の一番下のところです

かね、もう一つの別の表のところで、205人がデュアルシステムに入ったというわけですね。

そして71.8％が就職したということなんですけれども、この予算を別の資料で見ると、１

人当たりデュアルシステムで約19万円使っているという数字になっているんですね。そも
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そもフリーター対策でデュアルシステムをやって千葉県では205人をその訓練に入れたと

いう、この数字自体が多いのか少ないのか、そのあたりがこの資料ではわからないのです

けれども、先ほどのジョブカフェで５年間で４万人登録で２万1,000人が就職。何人を対象

にして、その中からデュアルシステムで205人が対象になったのかという点が重要だと思う

んですが、デュアルシステムは国として結構力を入れてやったんだと思いますけれども、

このデュアルシステムでカバーできる人の数は極めて少ないですよね。このあたりのとこ

ろ、千葉県としてはどのように評価されているのでしょうか。 

○竹谷委員 

 関連して、受講者205名というのは実績ではなくて目標値ですね。20年度の205人という

のは計画値と読んだのですけれども。 

○戸部課長 

 そうです、予算上の数字、計画値です。 

○明石会長 

 そうすると、19年度の124名は計画値なのですか。 

○戸部課長 

 19年度のは実績です。 

○明石会長 

 19年度の計画は何名ですか。 

○戸部課長 

 計画は160名です。 

○宮本委員 

 計画値というのは、予算に応じて計画を出すのでしょうか。それともニーズに応じて出

しているのでしょうか。 

○戸部課長 

 ニーズも踏まえてですけれども、こちらのほうの予算は、この委託訓練事業は国の10分

の10の事業なんですけれども、千葉県のニーズを伝えて、それを踏まえた上で国の予算と

いうことからこの数字となっているかと思います。ただ、毎年充実、拡大はしております。 

○宮本委員 

 デュアルシステムは、国ではフリーター対策というと真っ先に出てくるのですけれども、

大きな疑問は、フリーターの数は多いけれど、その中でデュアルシステムでカバーできる
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人の数は極めて少ないのですね。本当はニーズはうんとあるはずなんだけれども、その中

から千葉県で例えば200とか100何十人を選ぶときには、どういうプロセスで選んでいるの

かというか、選別しているのかですよね。そこから外れる人がかなりいるわけで、その外

れる人を千葉県としてはどういう訓練をしているのか、していないままになっているか。

そのあたりが重要だと思うんですね。そのあたりを伺いたいんです。 

○ 戸部課長 

 まず委託訓練なんですけれども、このデュアルシステムも民間の教育訓練機関に座学を

お願いして企業実習に行かれるというものなんですが、委託訓練自体はまずハローワーク

に求職に若者が行って、ハローワークのほうから、あなたはまだ訓練が必要ですよという

際に、受講指示という名称なんですけれども、そういう方々が県の訓練のほうに回ってく

るということになっております。 

 デュアルシステムのほうも、例えば19年度ですと、定員は全部で７コース140名だったの

ですが、それに対する応募は170名ということで、多くの方にお断りをするほど応募者が多

かったということではないように思うんですね。ですから、確かにデュアルシステム訓練

は若者向けの訓練として目玉事業として挙げているところですが、ジョブカフェなどには

多くの若者の方たちが相談に見えていると思いますが、そこで、まずは企業に就職をして、

その中でこういうデュアルシステム訓練を使ったほうがいいという方については、ハロー

ワークを通して登録していただいて、デュアルシステム訓練に来ていただくということに

なっているかと思います。 

○宮本委員 

 重ねて伺いたいんですけれども、応募者170名という数が、どういう経緯で決まってくる

のか、このあたりの具体的なプロセスが本当は知りたいわけですね。なぜかというと、デ

ュアルシステムだけではないですけれども、ハローワーク等でいろいろなタイプの訓練に

行きなさい、行ったほうがいいですよと勧めるケースは、フリーターの中でどのくらいの

割合か。半分行っていないんだと思うんです。仕事につくことをまずは勧めるわけですよ

ね。そうでなく、訓練を経て力をつけることを勧められるのは、その条件のある人という

ことになると、現状ではかなり限られているので、職業能力を開発するという点で言うと、

いろいろな問題があるのではないかと思うわけなんです。 

○戸部課長 

 今申し上げました応募者数というのは、恐らくハローワークで求職して登録しても、ハ
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ローワークのほうで、ではこの訓練に行きなさいという受講指示が出ないと応募ができな

いわけですから、ハローワークでその人のキャリアであったり適性であったり、そういう

ところを見きわめた上で絞っている数字なのかなと考えます。 

○宮本委員 

 多分そうなんだろうと思いますけれども、漏れ聞く話ですと、このデュアルシステムだ

けではないのですけれども、ハローワークに行って求職活動をしているときに、職業訓練

に行ったらいいよということを勧めるときに、相手を見ているわけですよね。みんなに勧

めない。そのときに選別が行われているんだと思うんです。もちろんそれは訓練の条件が

よりある人に勧めるということになると思いますけれども、そうすると職業開発のチャン

スを失っている人が相当いて、その人たちは直ちに働かなければいけないという形になっ

ていると思いますので、そのあたりをもう少しきめ細かに見る必要があるのではないかと

いうことで伺った次第なんです。 

○戸部課長 

 わかりました。その辺のところは今後、ハローワークなどと情報交換して、さらに研究

をしていきたいと思います。 

○ 大石委員 

 資料２－４の15ページ、最後のページについて会計的なことを教えていただきたいので

す。２－４を拝見していますと、特に15ページに集中しているんですけれども、県立高等

技術専門校の行う事業についての予算配分は非常に大きいと思うんですが、これは事業の

規模に対して非常に大きいという印象があるんですね。これはこの事業のほかに県立高等

技術専門校の運営費がこの中に含まれているから、これだけのかなりの規模になっている

のか、そのあたりがわかりにくかったので御説明いただきたいというのが１点です。 

 あともう１点なのですが、拝見していまして、全体的にハード的にはかなり充実してい

るという印象が強いんですけれども、今、宮本委員がおっしゃったように、個別のところ

のきめ細かさをどのようにつくり上げていくかというところがかなり課題かなと思った次

第です。ちょっと奇想天外な御提案かもしれないのですが、例えば母子世帯の就労支援と

かいうことに関しましても、経済的に厳しい世帯の母の場合ですと、職業訓練の必要性は

感じていても、目先の生活があるからなかなか訓練を受けに行けないということもあるか

と思います。その点を給付金とかいろいろな事業で支援なさっているとは思うのですが、

母子世帯の親子がともに参加できるキャンプとかそういったものを催して、親子が一緒に
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参加できるようなイベントで、例えばひとり親家庭の悩みごとを話し合えるようなキャン

プがかなりよいという内容が新聞に報道されていたりするのですが、そういった機会に集

まって職業訓練についても語り合っている中で行政のほうから働きかけをしてみるとか、

細かい、ちょっとした工夫がこれからいろいろ企画なさっていただけると、よりよいので

はないかと思った次第です。 

○戸部課長 

 それでは４ページの職業訓練校の予算ですけれども、こちらは今、御指摘があったよう

に８校の管理費用ということで、インターンシップ自体の費用というよりは、管理費用を

そのまま載せているという形でございます。 

○大石委員 

 パンフレットを拝見して大変すばらしい職業訓練校だなと感心した次第なんですけれど

も、そうすると、学校数が多いこともあって、維持管理にいろいろお金がかかるというの

はわかるのですが、先ほどのジョブカフェと同じで、こういった密な訓練を受けられる人

数が、どうしても学校の規模が小さいようなので、規模とアウトカムを―別にすぐ就職

できればいいというものではなくて、卒業した卒業生がその後どのようなキャリアパスを

描いていくのかということを追跡調査するとかして、事業の効果を長期的に把握していた

だけると、よりよいのではないかと思うのですけれども、その点をお願いいたします。 

○戸部課長 

 訓練生のその後のフォローアップにつきましては、校のほうでまずは修了後３カ月に、

就職していますかというアンケートをとらせていただいております。あとは３年後にもう

１回調査をしているところでございます。 

○明石会長 

 大石委員が言われた二つ目の母親の支援というので、個人的に10年間、母と子のキャン

プを食育を中心にやっております。昼間、フランス料理の料理長とお母さんと子供と学生

で料理を作り、夜は子供と学生が一緒に遊んで、私たちとお母さん20数名が集まってお酒

を飲みながらいろんな悩み相談をするんですね。もう10年やっておりまして、そこで一番

トップに挙がってくるのが、仕事が欲しい。物すごく多くの方が、契約社員と１年雇用が

多いんですね。正規社員になりたい、それがトップです。２番目が、今日、村上委員がい

らっしゃいますけれども、いい弁護士を紹介してほしい。離婚して養育費が半年は来るけ

れども、１年間は続かないのですね。三つ目は、学校批判。それがシングルマザーのお子
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さんを持った方のトップ・スリーです。そういう意味で、トップに雇用が来ますので、一

つのヒントだと思います。いかにこういう場所がありますよということの話題提供かと思

います。 

○ 山本委員 

 出産・子育て期の女性の就職支援ということで質問をさせていただきたいのですが、資

料２－２の能力開発計画の中に、女性労働力率の各県市比較ということで、全国平均に比

較しても、千葉県、千葉市はおよそ10ポイント近く下回っているということと、関東近県

においても下回っているということで、千葉県において低い要因はどのように分析されて

いるのかということが質問の１点と、対策の手段として今回は「子育てお母さん再就職支

援センター」が挙げてありますけれども、私が思っているのには、子育て期の母親は車で

30分以上のところより時間のかかるところにはおよそ行けないというのが現実で、もちろ

ん就職するのもそういった通勤圏内というのが現実だと思うんですが、果たして再就職の

支援の手段として、センターだけの相談でないとは思うんですけれども、このセンターで

868件の方が近郊の方なのか、それとも千葉県全域という視点において有効なのか、そうい

ったことを質問させていただきたいと思います。 

 例えばハローワークとの連携で、何かソフトの提供であるとか、自宅においても就職支

援を受けられるようなことであるとか、そういった本当にお母さんたちの行動に即した支

援をぜひお考えいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○ 大熊課長 

 雇用労働課でございます。「子育てお母さん再就職支援センター」というのを県のほうで

やっております。最初のほうの質問で、千葉県、千葉市の女性の労働力率が低いというお

話で、確かに統計データ上出ているのですが、大変申しわけないのですが、詳細な分析は

していないので、原因については現時点でお答えはできないのですが、現在、「子育てお母

さん再就職支援センター」のほうでは、マザーズハローワークの幕張ブランチを併設して

いるということが大きな特徴になっておりまして、それがそれなりの就職率を保っている

原因かと思っています。 

 ただ、大きな課題としましては、場所がはっきり言うとよくない。ジョブカフェについ

ては非常に多くの人が行き交うような駅前の繁華街の中にあるのに対しまして、テクノピ

ラミッドという職業訓練法人があるわけですが、そちらの施設のほうということで、交通

の便が悪いのがネックになっているというのが一つあります。そのためにいろいろ広報し
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ておりまして、目標値として、ある程度クリアしたような数値を発表はさせていただきま

した。例えば資料２－３で900件に対して868件ということで出ているのですが、実際に職

を求めている子育てお母さんはもっとたくさんいらっしゃるわけなので、900件そのものが

利用目標としてはかなり低いのかなと思っております。 

 そういう場所的なハンデがあるわけなのですが、今回の資料に反映されてはいないので

すが、今年度に入りまして、少なくとも４月、５月、６月のデータを見ると、前年同月に

比べまして大体５割近い利用率の伸びが出てきていますので、それなりに場所の浸透はし

つつあるのかなと思っております。場所のハンデがある、それと子育てお母さんというこ

とで、御相談に来るについてもいろいろハンデがあるわけなので、その点を少し緩和しよ

うということで、県内の市町村とタイアップしまして、相談員が市町村の会場へ出ていっ

て、そちらのほうで事業を展開していくということを今考えております。既に今年度につ

いては、かなり希望があるところにつきましては実施していく方向で考えておりますので、

それを踏まえてさらにその辺の利用とかニーズを拾っていきまして、今後の事業運営に反

映させていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○ 宮川委員 

 大体みんなの意見が出尽くしたのかもしれませんが、私もジョブカフェのことでお伺い

したいのですが、ほぼ昨年の人数を達成したということですが、延べ人数なのですか、そ

れとも個人で３万人なのですか。 

 それともう一つ、船橋にあるということで、今、地域の話が出たわけなのですが、私は

昨年末に南房総地区の若者たちと就職キャリア支援の話をしたときに、ジョブカフェの話

を実はしたんですが、そこでいろんな就職支援セミナーをやっているよという話をしまし

たら、船橋まで遠いので行けないという意見が出ました。そこに出席した若者たちの職業

というと、夏場は、海の家ですとか、または家が漁業をやっているのでそれを手伝う。た

だ、その繁忙期を過ぎてしまうと、先ほどから出ていますように、非正規社員の中でアル

バイトをしていく不安定な雇用環境の流れになっております。ですので、まず一つは、３

万人の地域分布はどうなのだろう。もし、現状として市川、船橋、八千代ですとか佐倉ぐ

らいが限界となり、それより遠方は難しいというのであれば、ここに書かれているカウン

セリングだとか各種セミナーを、できれば主要地区に絞り、柏地区や、館山地区で開催し

てはどうか。もうやられているのかもしれませんが、その辺のお話を聞かせていただきた
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いと思います。 

○ 大熊課長 

 ジョブカフェの関係でございますが、この資料に出ている３万人云々については延べ人

数でございます。もう既に延べ人数的には14万人とか、それぐらいの利用者はあるかと思

います。利用の分布はどうかということで、御指摘のとおりでございまして、それでも当

初の船橋中心から徐々に広がりつつあるのですが、言われているとおり、あの近辺にかな

り特化していることは事実でございます。 

 それから地域展開できないかということで、ジョブカフェにつきましては、立ち上げを

行った16年度については、ＰＲも兼ねまして地域のほうでも少しやったんですけれども、

意外に集まりがよろしくなかったという結果が残っていると思います。それで今の御指摘

は、実は福田総理がこの４月、視察に見えられたのですが、そのときの若者との意見交換

でも、茂原かあちらのほうから来ている人が、もうちょっと便利なところにあればいいよ

ねみたいな御意見がありました。そういった点を考えまして、そちらのほうにさらに広げ

ていく必要はあるのかなと思っておりますが、現実問題といたしますと、実際にジョブカ

フェの運営費というのはほとんどマンパワーの費用でございまして、要するに予算がある

程度確保できればそれだけの展開ができるのかなというところもありますので、その辺を

にらみながら、どれぐらいの点が一番効果的なのかは検討していきたいと思っております。 

○明石会長 

 実は教育学部で免許更新というのがございまして、この１年間は試行で、来年から本番

ですけれども、千葉県で約2,000名ぐらい来るだろうと、千葉大を中心に四つの大学が講習

を用意して、千葉大教育学部が館山と銚子に１泊２日の出前講座を定員90名でやったんで

すね。館山はすぐ160名の希望がありました。銚子もすぐ130名ぐらい。ということは、千

葉県は宮川委員がおっしゃるように広過ぎまして、１泊２日ですと結構手を挙げてくれる

んですね。ですから、今は船橋とか、次は柏とか、もう少し郡部のほうに持っていくと、

もっともっといいかなという感じがします。一つまた御検討ください。 

○ 前原委員 

 こういう話を聞いていますと、いつもちょっと違和感を感じながらいるんです。私も委

員ということで学識経験者になっておりますけれども、決して学識経験者ではないのです

が。先ほど課長のほうから、千葉県の中小企業は大体99.8％だ、0.2％は大企業であると。

労働者を代表する方々もほとんど大きい会社の労働組合の方々だし、事業主を代表する方
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も、中小企業団体中央会の専務理事もいらっしゃいますが、ほとんど縁のない中小零細企

業が大部分なんですね。先ほどのジョブカフェが750社で実績は1,008社と出ていますけれ

ども、前にも話したことがあるのですが、千葉県は11万社、中小零細企業があるわけでご

ざいまして、ここにいらっしゃる以外の大部分の方々が中小企業であるわけでございます。 

 そういう中小企業の方々の御意見というのは県としてどのように吸い上げているのか。

ここに、中小企業における人材育成の取り組みへの支援と書いてございますけれども、「ち

ば中小企業元気戦略」と書いてございますけれども、中小企業の方々の声を本当の意味で

どうやって吸い上げるのか。ほとんど吸い上げる機会は―もちろんいろんなところで公

表はされているでしょうけれども、なかなか見る機会がない。見る余裕さえないというの

が大部分の中小企業ではないかなと私は思います。そこら辺のところをどうやって吸い上

げて、それをどうやって施策の中に入れていくのか。 

 先ほど大石委員が言っていましたけれども、職業訓練校の予算の中に管理費があって３

億何ぼですとかそういうのがずらっと並んでいるわけですけれども、そこら辺の予算のと

り方とか、どういうふうにあるべきかということを本当の意味で施策の中に取り入れてい

くのが必要ではないか。今、中小企業というのは非常に疲弊しておりまして、とんでもな

い状況であるわけでございまして、それを本当に元気印に持っていくためにはどういう方

法が必要なのかと私は考える次第でございます。ぜひそういう吸い上げるものを県として、

行政として考えていただきたいと考える次第でございます。 

○ 明石会長 

 前原委員の大事な要望といいますか提案ですね。11万社ある中で、ジョブカフェでも

1,000社が支援しているけれども、11万社の100分の１ですよね。あとは余り手を挙げてく

れていない。 

 今回の骨子の中で個人的に気に入っているのは、計画の目標で中小企業の「現場力」を

強化するというのがございますね。この中身をつくっていただけるといいかなと。目標と

しては、個人の「仕事力」はかなり具体的な施策でありますけれども、もう少し中小企業

の「現場力」という方向に体制が進んでいるかどうかということの点検もしていきたいと

思っております。 

 例えばこの中で中小企業等能力開発講座を95講座やりますよね。講座はやっているんだ

けれども、その講座の成果がどこまであるのか。昔のテクノピラミッドでやっていますけ

れども、そこの講座を受けた方が本当に中小企業の支援とか力量に貢献しているのか。ぜ
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ひ進行管理を中小企業の活性化にどこまでつながっていっているかという見通しでもう１

度整理されると、たくさんの施策をやってくれていますが、悪いけれども総花的になりか

ねない。それを絞って、もっとキャッチアップをやってくれると、せっかく千葉県らしさ

というか、戸部課長がおっしゃるように、国の政策の中で中小企業に特化したのがこの千

葉県の施策のよさかと思っておりますので、今の前原委員の言葉も受けながら御検討願え

ればと思っております。 

 あとそのほかございますか。 

○ 宮本委員 

 今の中小企業のことと多分かかわってくると思うのですけれども、この会場へ来るとき

に途中で偶然、以前から知っていた民生委員をやっている方と話すことがありまして、民

生・児童委員が今どういう状態かというと、まず子供の虐待問題で本当に忙しいと言うわ

けですね。虐待が起こる原因をみると、一つは経済的に極めて厳しくなっている。それか

らもう一つは、母親、父親のうつ病だと言うのですね。このうつ病に関しては公務員も非

常に多いという話も聞いたんですけれども、職場の悪化が家庭を破壊していると思われま

す。その原因は、経済状態が悪いことと、働く環境が悪くて家庭そのものがそれによって

だめになっていくという状態があると思うんです。そのあたりのことをきちんと見た上で、

90何％が中小企業という千葉の中で何をやるべきかということを考えるべきだと思いま

す。 

 子供の虐待と家庭が貧しくて中退することとか不登校を起こすということはみんな一連

のものです。その人たちが将来安定した仕事に就けないことが予想されます。このことを

前提にして、焦点を絞った施策が必要ではないかと思います。 

○ 菊地委員 

 今回初めて参加させていただいています。ちょっと的が外れているかもしれませんが、

私の要望をお話します。いろいろな施策を取り組んでいらっしゃるのですが、本当に困っ

ている人たちにどれだけ効果があったのかというのがどうもよくわからなかったので質問

します。経済的に余り困窮していない方々、例えば学生とか主婦とかいう方々は、どちら

かというと非正規でもパートでも問題ないという方もいらっしゃるのかもしれません。一

方、本当に自立して働かなければいけないにもかかわらず、非正規雇用という立場で収入

的にも苦しんでいる人たち、できれば正規雇用で働きたいという方がどれぐらいいるので

しょうか。本当に経済的に自立し頑張らなければならない方々に対してどれだけの支援が
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できて、どれだけの効果が上がっていたのかというのが私の知りたいことの一つです。 

 また、千葉県という県での取り組みということになりますので、県内にはさまざまな産

業があるかと思います。農林水産業といった第一次産業もあれば、製造業もある。千葉県

に合った担い手と職業の橋渡しという意味では、千葉県としての特徴があってもいいので

はないかと感じたので、そのような取り組みがあれば教えていただければと思います。 

○ 大熊課長 

 では就業支援のほうについて。先ほど来、ジョブカフェ等が話題になっておりますが、

ジョブカフェに限らず、一般的な就業支援につきましては、職業安定所、国のほうが担っ

ておりまして、県はその中でさらに上乗せ的に、例えば障害を持った方だとか、若者でも

就業がなかなか難しい方だとか、子育てお母さんのように就業について困難を持っている

方々、そういう特に就職困難な方について上乗せ的に支援しているというのが現実ではな

いかと思っております。 

 そういった中で、現実に非正規で正規を望む方、単にハローワークのサービスだけでは

なかなかうまくいかないという方々については、不十分かもしれないのですが、若者につ

いてはジョブカフェがございますし、子育てお母さんという方々であれば専門の再就職支

援センターも設けております。こちらのほうを御利用いただくことによって、そういう意

欲を持った方々の就職に向けての背中を押してあげたいというふうに展開しております。 

 それから特徴的なものにつきましては、当初、戸部課長のほうから説明がございました

が、この計画の中では技能という部分で、特に千葉県内でものづくり産業をどう支えてい

くかということにかなり重点を置いて今回の計画はできているということでございます。 

 それからついでに申し上げますと、前原委員のほうから御指摘がございまして、中小企

業の99.8％の意見が入っているのかということで、非常に大事な御意見だと思います。こ

れにつきましては、既にお配りしてございます第８次の計画の１ページの総説にございま

すが、この策定に当たりまして余り機械的にやるというよりも、３の策定までのプロセス

が概略で書いてあるのですが、平成17年９月から、職業能力開発、就業支援だけではなく

て、県内の中小企業そのものをどうしていくかということで、「ちば中小企業元気戦略」を

策定するに当たりまして、地域において我々からするとかなりきめ細かな勉強会を通しま

して、地域の企業の皆様の現場の声を聞きながら、この計画についても反映させてきまし

た。 

 また、わきのほうに少し書きましたものづくり人材の確保・育成についての検討が18年
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６月ぐらいからついているかと思うのですが、これは先ほどの特徴的な部分としてのもの

づくり産業をどうしていくかという部分についても、別途、ものづくりをやっていらっし

ゃる企業の皆さんの直接的な御意見をいただきながら定めてきました。 

 もちろんこれで全部網羅しているとは言わないのですが、今後ともそういう現場の意見

をどんどん吸収していきたいとは思っております。 

○明石会長 

 菊地委員がおっしゃったように、私個人も中小企業というグルーピング、カテゴリーも

大事だけれども、農業の後継者、漁業の後継者づくりが農林水産部であるか知りませんけ

れども、そういう意味の後継者づくりも大事かなと思っております。大熊課長のほうで、

例えば東金にある農業大学校と連携をしながら、商工労働部と農水で連携しましょうとい

う動きもあるように聞いておりますので、今後、そういう部を超えた形のものづくり育成

ということが大事かなという感じはしております。 

○ 宮木委員 

 中小企業ではないのですけれども、今の雇用の現状をお話ししてお願いしたいことがご

ざいます。ちょうど団塊の世代がこれから大きく退職をしていく、年間100人ぐらいの方が

60歳を迎えられて毎年退職していくというふうにこれからなっていくので、それに見合っ

た採用を今進めているところです。年間100人規模の採用を今やっているのですが、そのう

ち県内から来ていただく方というのは大体４割ぐらいです。あとは北海道、東北、九州、

こういったところから千葉に来ていただいているというのが現状でございます。したがっ

て、私どもとしてはできるだけ地元の方に来てほしいと、高校、それから中途採用の求人

情報等を入れて、地元から採用したいとやっているのですが、残念ながら４割ぐらいが地

元で、あとはみんな他県というのが現状でございます。 

 地元の高校の先生とかに聞くと、千葉県、特に南房総のほうの若い人はネクタイにあこ

がれるんですよねと。スーツを着てオフィス街を歩くのにあこがれて、なかなかものづく

りに目が行かないんですと高校の先生とかから言われています。したがって、我々として

はものづくりということを若いとき、小さいときから影響を及ぼしていきたいということ

で、小学校の見学の受け入れとか、あるいは高校、大学のインターンシップとか、こうい

うことを企業の努力としてはやっているところなんですが、例えばものづくり支援の施策

を拝見すると、高等技術専門学校とか工業高校との連携をうたわれていますが、配置を見

ると、ほとんど千葉よりみんな北にあるんですね。南房総には実は工業高校はなくて、木
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更津高専が１校あるだけなんです。高専の方は、大学３年生に入っていく方が多いので、

なかなか地元に戻ってこない。いろんな施策を見ると、先ほどもありましたが、千葉より

北のほうにいろんな拠点をたくさん持っていて、南のほうがほとんど空白地帯になってい

るというのが今の施策の現状ではないかと思います。我々企業としても行政と一緒にそう

いうものづくりの体制を整えていこうと思っているのですが、今後の施策として、南のほ

うにも拠点をぜひつくっていただきたいのが一つ。 

 それから、さっき女性の話が出ましたが、現状、高校生が減っているということで、今、

現場のものづくりに女性の採用を始めています。結構元気のいい女性に入っていただいて

いまして、そのかわりといってはなんですが、シャワールームを別につくったり更衣室を

別につくったりということもはじめて、女性に現場で仕事をしてもらう。それから今後の

課題としては、企業内保育所をつくって女性にも長く働いてもらう。そういうことを計画

しているのですが、女性のものづくりへの導入というのですか、そういうような観点もぜ

ひ今後加えていただければなと考えています。 

○明石会長 

 貴重な御意見をありがとうございました。木更津の小学校５年生が社会科で社会見学へ

行くんですよね。なぜか君津の新日鐵に行かなくて、神奈川の日産に行くんです。それで

今、地元にいい会社があるのに、なぜ新日鐵に行かないかということで最近は反省してお

ります。身近にいい企業がいるということを小中学生で知っていただくというのは大事か

と思っております。 

 まだまだ御意見はあろうかと思いますけれども、予定した時間が参りました。（３）のそ

の他はございますか。 

○前原委員 

 大熊課長が先ほど、中小企業の方々と一緒にいろいろ、意見を聞いたり、そういうこと

をやっているということをぜひ県民の方々へお知らせしたほうがいいと思います。なるほ

ど、こういうことをやってきたのかと、そうすればわかるわけでしょうから、ぜひお願い

します。 

○ 猿田部長 

 それについて、先ほど出ました「ちば中小企業元気戦略」をつくりまして、セクション

は違いますが、これも今、進行管理をやっております。具体的に93事業を「ちば中小企業

元気戦略」に定めておりますが、実は８月に県から各中小企業に実際に行きまして、これ
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の19年度はどうだったのかとか、いろんな話を聞く予定になっています。また、今日いろ

いろ話が出たのも絡めてお話を聞くように指示をいたします。12万の中小企業があるわけ

ですから、実際、現場に出て行っていろんな話を聞きまして、そこら辺の意見を吸い上げ

たいと思います。 

 この「ちば中小企業元気戦略」は、先ほど言いましたように40回ぐらい中小企業の皆さ

ん方が集まって、中小企業の皆さん方がつくったという計画です。県のほうが主導でつく

っているものではありませんで、それをさらに県のほうがこれから進行管理をやっていく

ので、こちらの職業能力開発計画のほうもダブりながら一緒に意見も吸い上げたいと思い

ます。 

○ 明石会長 

 ぜひお願いいたします。 

 それでは、今日の審議の議事録は事務局で整理していただきまして、各委員にお配りし

まして、了解をいただきましてホームページでアップしたいと思っております。 

 ２分ほどおくれましたけれども、本日の議事を終了させていただきたいと思います。御

協力ありがとうございました。 

 

<８ 閉会> 

○ 大熊課長 

 委員の皆様には、長時間にわたりまして、また熱心な御審議をいただきまして本当にあ

りがとうございました。 

 以上で、千葉県労働施策審議会を終了させていただきます。 


