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令和３年 経済委員会 開催状況

（経済部労働政策局雇用労政課、産業人材課）

開催年月日 令和３年１１月４日

質 問 者 民主・道民連合 広田 まゆみ 委員

答 弁 者 労働政策局長兼産業人材担当局長、

雇用労政課長、働き方改革推進室長

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

一 北海道雇用・人材対策基本計画などについて

（一）中央依存、官依存からの脱却などについて

（広田委員） （雇用労政課長）

私の方からは、北海道雇用・人材対策基本計画など 雇用・人材対策基本計画についてでございますが、

について、概略的になりますが質問させていただきま 道では、平成17年に制定した雇用創出基本条例に基づ

す。 き、厳しい雇用情勢に対応するため、４期にわたり、

北海道雇用・人材対策基本計画は、北海道雇用創出 雇用の受け皿づくりに重きをおいた「雇用創出基本計

基本条例に基づいて策定されたと承知をしています。 画」を策定し、各般の取組を進めてまいりました。

条例前文においては、「道民一人ひとりが、北海道 令和２年度からの第５期計画の策定にあたりまして

の可能性を見つめなおし、北海道の豊かな資源や特性 は、本道においても、人口減少や少子高齢化が進展し、

を活かし、意欲や挑戦する気概をもって産業の活性化 人手不足への対応が、課題としての重要性を増してい

と雇用の創出に取り組んでいく必要がある」と明記を ること、また、働き方改革をはじめ、ライフスタイル

されておりまして、この計画においても、めざす姿と や価値観の変化などによる多様な働き方を踏まえた取

して、「将来に希望を持って働き、豊かで安心して暮 組が求められていることなどから､雇用創出から人材

らせる社会」をということで掲げていると承知をして の確保と育成まで、幅広く対応する計画内容とすると

います。 同時に、名称についても「雇用・人材対策基本計画」

ただ、この条例の前文において、非常に重要な点は、 としたところでございます。

「北海道のこれまでの「開発」の歴史を踏まえ、北海 本計画におきましては、食や観光といった地域産業

道の中央依存、官依存の体質を脱却する必要がある」 の付加価値向上や、ものづくりや新産業などの新たな

と明記をされているところであります。 事業展開、さらには、北海道ブランドの発信力強化、

残念ながら、そもそものこの気概の部分が、この北 道外･海外からの投資促進などについて、道による各

海道雇用創出・人材対策基本計画には、薄まってきて 般の産業施策、中小企業支援施策、雇用や就業支援施

いるように感じられるところであります。 策を通じ、企業の生産性や収益力の向上、立地の促進

平成17年から４期にわたり、見直しを重ねてきたこ を図ることにより、地域を支える産業の活性化ととも

の雇用創出基本計画をどのように総括し、雇用・人材 に、人材の育成・確保、就業環境や雇用のセーフティ

対策基本計画と名称を新たに変更したのか、改めて伺 ネットの整備に取り組んでいるところでありまして、

うとともに、条例に明記されているように、中央依存、 引き続き、本計画を踏まえながら良質で安定的な雇用

官依存の体質を脱却すべく、どのような産業構造を展 の実現に向け、雇用・人材対策に取り組んでまいりま

望し、どのような雇用対策を図っていく考えなのか、 す。

伺います。

（二）計画の目標などについて

（広田委員） （労働政策局長兼産業人材担当局長）

今ご答弁にもあった令和２年度からの、この第５期 目標などについてでありますが、将来的な労働力人

計画にあたっては、人手不足への対応が、課題として 口の減少が見込まれる中、地域経済の成長を図ってい

の重要性が増して、多様な働き方を踏まえた取組が求 くためには、これまで以上に多様な方々の労働参加が

められていると、雇用創出というよりも人材の確保と 重要となっております。

育成まで、幅広く対応する計画内容にしたので、雇用 こうした中で、本計画では、労働力人口の確保にか

・人材対策基本計画としたということになっておりま かる目標を掲げ、その達成に向け、就業率が全国より

すけれども、それではこの計画の目標などについて伺 も下回っております女性や高齢者の就業促進をはじ

っていきたいと思います。 め、障がい者、長期無業者の労働参加、UIターンや外

その労働力率を令和５年で60％以上をめざす、労働 国人材の受入促進により､人材の育成・確保に取り組

力人口を令和５年で、274万人以上の１万人増をめざ んでいるところでございます。

すとされています。 また、育児休業の推進や高齢者の就業促進等の取組

労働力人口は、15歳以上の人口のうち、就業者と完 はいずれも重要でありまして、女性、高齢者など、さ

全失業者をあわせたものとされていて、毎年、総務省 まざまな背景を持つ働き手が希望する働き方ができる

の労働力調査により、数値を確認するということなん 職場づくりをさらに進めていく必要があると認識して
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ですが、この間、いろんな部だとか、経済部も含めて おりまして、今後とも、企業への普及啓発や相談対応

議論させていただいているんですけども、この総務省 などを通じまして多様で柔軟な働きやすい職場環境の

の労働力調査という中央で集めるデータに基づいて数 整備に取り組んでまいります。

値を確認するということですが、働く人たちの顔や姿 また、外国人材の受入れにつきましては、安心して

が見えてこない訳ですよね。先ほどの答弁でいきます 働き、暮らすことができる環境づくりが重要でありま

と、雇用創出から人材の確保と育成までを幅広く対応 すことから、道では、外国人材の受入れ・定着・共生

する計画内容に変更したというご答弁だったわけです に関し、昨年、国の機関や経済団体等とともに「北海

けども、例えば、この１万人を増やすために、ＵＩＪ 道外国人材受入れ・定着・共生連携会議」を立ち上げ

ターンによる移住者をどのように増やしていくのか、 たところでありまして、引き続き、現状や課題、各機

あるいは、その女性や高齢者や、いわゆるひきこもり、 関の取組を共有するなど、連携を強化していきますと

簡単なことではありませんけれども、そういう方達も ともに、外国人留学生や採用を希望する道内企業に向

含めて、現在の職場慣行では、何らかの支援が必要で けて、相互の理解を深めるセミナーやマッチングを実

あるため、これまで働いていなかった、働けていなか 施するなどして、「外国人に選ばれ、働き暮らしやす

った方たちを、それぞれ具体的に、どういう対象を想 い北海道」の実現を目指す考えでございます。

定して、どのような目標をもって取り組むのか伺いま

す。

また、令和２年度の取組状況を踏まえて、育児休業

の推進や、高齢者の就業率、ジョブサロンでの中高年

者の就職数、がん患者の治療と就業を両立できる職場

づくり、個別ではなくて概括的に並べましたけれど、

これは道の令和２年の政策評価が低かったところの部

分なんですね。そういうところの課題をどのように認

識し、今後どのように取り組む考えか、伺います。

そして重要な部分のところでは、この１万人の雇用

創出の中に、外国人の労働については、さまざまな制

度的な国を含めての課題がたくさんあると考えますけ

れども、外国人の労働力については、この１万人の目

標の中にどのように位置づけられ、課題をどのように

認識して、道としてどのように取り組む考えなのか伺

います。

【指摘】

（広田委員）

それぞれその女性についても、高齢者の就業につい

ても、北海道は全国よりも著しく低いというお話があ

りまして、それぞれの分野で、それぞれの事業のあり

方というのを個別に議論させていただきたいと思うの

ですけれども、私が繰り返しいろんなところで今道庁

の皆さんとお話しているのは、広域自治体の道として、

何が出来るのかということになりますよね。その時に、

やはり道がここを重点として大事にしているんだとい

うとこ、さきほど第三者認証のコロナ対策のエビデン

スという話がありましたけれども、例えば、道庁の皆

さんとお話ししていると、一般論を話しているように

しか聞こえなくて、広域自治体の道として、例えば、

女性の部分のところでも、例えば、北海道の女性のラ

イフスタイルの特徴として、離婚率が高かったり、そ

して出産の年齢も、全国的には30歳以降が増えている

のに対して、北海道の場合は30歳以降が伸び悩んでい

て、その早めの20代ぐらいの出産が増えているとか、

北海道としての特徴を踏まえて、こういうところに私

たち北海道は対策をしていきますと、結果としてその

受け手のところは、事業者の皆さんであったり、市町

村や自治体であるとは思うのですけれども、道庁とし

てここを重点にやっていきますというところが、１万



- 3 -

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

人を目標としていますと言われても、非常にピンとこ

ないところがあります。そこは検討していただきたい

と思いますし、またその個別の事業ごとで、また議論

させていただきたいと思います。

外国人材の受入れについても、一般的に今の日本の

国の制度では、札幌市内に留学生の方が多くて、道内

市町村には、いわゆる技能実習生の方が多いのですけ

れども、コロナ禍のこの中でさえ、私自身が調べてい

る中では、義務教育を必要とする支援が必要な、いわ

ゆる外国から来ている方たちは、減っていないんです

よね。むしろ微増ですけれども増えていて、あるいは、

札幌の医療通訳をやっているボランティアの人たちが

受けている件数も減っていないんですよね、だから、

これまではわりと、グローバル戦略などを見ても、イ

ンバウンドに対応するということになっていましたけ

れども、まさにここにあるように、外国人に選ばれ、

働き暮らしやすい北海道の実現を目指すという時に、

そこは、経済部の雇用対策だけのところではないかも

しれませんけれども、その働き暮らしやすい北海道を

目指すというのだったら、具体的に、教育だとか医療

のことも含めて、外国人材の受入れの準備を今こそし

ておかないと、難しいと思うのですけれども、そのへ

んの実態把握が、道としてその実数の把握が、私とし

ては非常に不足しているというふうに思いますので、

そこも指摘をさせていただきたいと思います。

（三）コロナ禍以降の新たな働き方への対応について

（広田委員） （働き方改革推進室長）

広域自治体の道としての役割を探っていくわけです 新たな働き方への対応についてでありますが、道で

が、道として相談対応や普及啓発するにしても、先進 は、これまで、本道特有の気象条件により、季節的な

的なモデルや事例を自治体や地域の方に提供していく 需要に対し就労する季節労働者の通年雇用化など、安

のが重要と思うのですが、人生100年時代のなかで、 定的な就労の場の確保に取り組んできたところでござ

コロナ禍以前から複業のすすめや、リモートワークな います。

どが進みコロナ禍がそれを確実に加速して、これは流 一方、さまざまな機会を捉えて、フレックス、テレ

行ではなく戻らない変化になっていると思うのです ワーク、多様な正社員制度など、多様な働き方の導入

が、北海道においては十分にチャンスを生かし切れて 状況を把握するとともに、「働き方改革ベストプラク

いないのではないかと考えています。 ティス事例集」の中での、副業を推奨する企業の紹介

「半農半Ｘ」ということばがあります。半分農業、 や、多様な正社員制度導入支援パンフレットの作成、

半分 X ということで、Ｘとは「天職」のことです。 短時間正社員制度などを促進する「北海道働き方改革

例えばスキーなどのスポーツや写真を撮りたい、釣り 推進企業認定制度」の普及を行ってまいりました。

をしたいなどなど、自分のやりたいことだったり、ミ 全国を上回るペースで人口減少が進む本道におい

ッション、社会的使命のために時間を使うという意味 て、今後の地域経済の活力を維持するためには、労働

です。これは、本年３月に閣議決定された食料・農業 力人口の維持・拡大が課題であり、道としては、働き

・農村基本計画においてもこの言葉が使用されていま 方に対する志向が多様化していることも踏まえ、働き

す。 手にとって働きやすい職場づくりを進めるため、今後

この半農半Ｘという生き方は、日本だけでなく、韓 とも、その時々の課題を把握し、関係機関とも連携し

国、台湾などからも再注目を集めておりまして半農半 ながら、企業における働き方改革の促進に向け、必要

ＩＴとか、半漁業半ＩＴとか、半Ｘ半介護など、地域 な取組を進めてまいりたいと考えております。

の課題解決に幅広く応用可能です。

複業を、片手間仕事としてみるのではなく、お互い

の仕事にやりがいを深めたり、ストレスを軽減したり

する場合もあると考えます。例えばサイボウズという

会社では積極的に複業を会社として応援している、そ

ういう会社も増えてきているわけです。今回の感染症

対策の経験からも、複業の推進は、リスク分散にもな



- 4 -（了）

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

ると考えます。

若年層を中心に道外への転出超過が課題となり、ま

た、まさに、産業構造の変化のなかで、これからも想

定される事業所の縮小や廃止が相次ぎ、離職を余儀な

くされる方がいる一方、第一次産業や介護人材など、

地域を担う担い手の不足も、課題として挙げられ続け

ています。介護もずっと要望を続けておりましたが、

雇用の通年化も課題としてそのままあり続けてまし

た。

こうした課題を解決するために従来型の発想による

雇用政策の継続では不足しているのではないかと考え

ております。特に若い世代にとっては、新たな働き方、

ライフスタイルの提示として非常に重要であり、魅力

的であると考えますが、道内企業の人手不足解消にも

貢献できるのではないかと考えます。道外企業には様

々な事例もあります。

北海道働き方改革推進企業認定制度なども取り組ま

れていると聞きますが、複業の推進など、新たな働き

方の推進について、道として必要性をどのように認識

し、どのように道内企業の状況を把握し、今後どのよ

うに取り組んでいく考えかうかがいます。

【指摘】

（広田委員）

今後、働き方改革の促進に向け、必要な取組を進め

てまいりたいとのことですが、様々な関係機関と連携

する時に従来型の関係機関の協議だけでは中々難し

い。私は昭和を全否定するつもりはありませんが、こ

の答弁自体が昭和の感じなのです。

例えば、関係機関との連携する中に30代40代で新し

い形で起業している方も加えるとか、先ほど事例にあ

りましたサイボウズとか新しいチーム型組織とか、会

社の組織マネージメントで色々な挑戦をされている方

を有識者として入れるとか、働かされ改革ではなく、

働き方改革になるように道として、自治体や地域の皆

様に先進的な情報を届けていただきたいと申し上げ

て、指摘とさせていただきます。


