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令和 2年神奈川県議会本会議第 2回定例会	 産業労働常任委員会	

	

令和 2年 6月 26 日	

谷口委員	

	 私からは、令和２年度６月補正予算にも計上されている就職氷河期世代雇用

対策費について伺っていきたいと思います。	

	 これについては、本会議で、我が会派の西村議員からも質問しており、財源

としては国の地域就職氷河期世代支援加速化交付金を使って、約 4,200 万円を

計上しているとのことですが、まず最初に、就職氷河期世代とは、具体的に、

何歳から何歳までなのか、伺います。	

雇用労政課長	

	 厚生労働省が策定した厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プランでは、就職

氷河期世代について、おおむね 1993 年から 2004 年に学校卒業期を迎えた世代

を指すとされており、2020 年４月現在では、大卒でおおむね 38 歳から 49 歳、

高卒でおおむね 34 歳から 45 歳の世代となっています。	

谷口委員	

	 私は、まだバブルの頃に就職したので、その下の世代が大変な思いをされて

いて、今も苦労されていると、いろいろな方からお話を伺っていますが、こう

した世代の方々の置かれている現状について、他の世代と比べてどのような特

徴があるのか、改めて確認しておきたいと思います。	

雇用労政課長	

	 就職氷河期世代は、いわゆるバブル崩壊に引き続き厳しい経済情勢の影響で、

学卒時の雇用環境が悪く、正社員の職を得ることが困難であったことから、前

後の世代と比較して、企業において、若年期に、人材育成のためのしっかりと

した教育や訓練を受けた経験を持たない者の割合が高くなっているという特徴

があります。	

	 一般的に、日本の企業は、新卒正社員に集中的に人的投資を行う傾向があり、

この世代は、こうしたキャリア形成初期における十分な教育や訓練を受けるこ

とができなかったことから、自己の生産性を高める機会を逸し、他の世代と比

べて賃金面でも厳しい状況に置かれている傾向があります。	

	 また、このように十分なキャリア形成を経ていない就職氷河期世代は、新卒

一括採用といった日本型雇用環境の下では、非正規雇用労働者から正社員への

転職も難しい状況で、賃金面で厳しい状況に置かれていると思われます。	

谷口委員	

	 令和元年６月、ちょうど去年の今の時期に閣議決定された、政府の骨太の方

針 2019 では、支援対象となる就職氷河期世代は、全国で 100 万人程度と推計さ

れています。本県では、どれくらいいらっしゃるのか、多分、推計になると思

うのですが、教えていただけませんか。	

雇用労政課長	

	 厚生労働省において、平成 30 年労働力調査の 35 歳から 44 歳の人口のうち、

不安定な就労状態にある方と、長期にわたり無業の状態にある方の数を、都道

府県別に推計しています。それによれば、神奈川県において、不安定な就労状



 2 

態にある方が３万 9,000 人、長期にわたり無業の状態にある方が２万 6,952 人

と推計されており、支援対象者は、これらを合計した約６万 6,000 人と見込ま

れます。	

谷口委員	

	 全国で 100 万人程度で、全国と神奈川県の総人口比から、イメージ的には、

大体８％ぐらいかと思っていたのですが、それより低い６万 6,000 人程度とい

うのは、もし分かればで結構ですが、何か理由があるのですか。	

雇用労政課長	

	 厚生労働省からは、特段、本県が低い理由は示されていません。厚生労働省

でも、各都道府県ごとにパーセンテージを出して、そのパーセンテージを全体

に掛けて出しているようです。	

	 確かに、委員が御指摘のとおり、総人口比で言うと７％から８％ぐらいです

が、神奈川県では、不安定な就労状態にある方と無業の状態にある方は、それ

を下回る値で出ています。	

谷口委員	

	 もしかしたら、それらの方々は、どちらかというと東京都に集中している可

能性もあると推測するのですが、大体６万 6,000 人ですね、分かりました。	

	 これは、ずっと大きな課題だったわけですが、これまで、国または本県で、

どのような取組をしてきたのか伺います。	

雇用労政課長	

	 国の就職氷河期世代向けの支援については、主なものとして、厚生労働省が

設けている助成金があります。例えば、トライアル雇用助成金の一般トライア

ルコースというもので、これは、キャリアにブランクがある人など、安定した

職業に就くことが困難な求職者を、一定期間試行的に雇用する事業主に対して

支給する助成金で、就職氷河期世代を想定し、ニートやフリーターといった方

が対象になっています。このほか、国では、平成 28 年に策定された、正社員転

換・待遇改善実現プランの中で、非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善の

ための就職支援等の取組を行ってきました。	

	 次に、本県の取組については、かながわ若者就職支援センターとシニア・ジ

ョブスタイル・かながわにおいて、カウンセラーとの個別面談によるキャリア

カウンセリングを通じ、相談者一人一人の特性、働き方に関する希望等を踏ま

え、きめ細やかな就労相談を行い、職業紹介を行うハローワークへつなげ、ラ

イフスタイルや働き方の希望に合った就労ができるよう支援をしています。	

	 また、正社員としての求人に限定した就職面接会について、参加者の年齢を

おおむね 49 歳まで拡大するといった取組も行ってきたところです。	

谷口委員	

	 そのような取組をされてきたことは分かりました。これも分かればで結構で

すが、こうした取組を行ってきて、特に本県の取組において、どの程度の効果、

成果が出たのか、非正規雇用労働者の方の正規雇用への転換にどれだけつなが

ったのか教えていただけますか。	

雇用労政課長	

	 はっきりとした統計的な成果は出ていません。委員の御指摘のとおり、国も、
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随分前から、こういった取組をしてきましたが、なかなか成果が出てこなかっ

たというのが実情だと思います。	

	 そこで、国では、昨年６月のいわゆる骨太の方針、昨年 12 月の就職氷河期世

代支援に関する行動計画 2019、また、厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラ

ンにおいて、今後、今年を含めて３年間で、集中的にこの世代の支援に取り組

んでいくこととしており、言わば国を挙げて取り組んでいるところかと思いま

す。	

谷口委員	

	 今後は、いずれ、行った施策に対して、どの程度の効果が出たのか、ある程

度はつかんでおかないと、また同じことを繰り返して、結局、何十年も取り組

んで、何も成果が分からないということになっては、話にならないと思うので、

そこは少し検討いただきたいと思います。	

	 西村議員の本会議における質疑への答弁の中では、かながわ若者就職支援セ

ンターにおいて、正規雇用に向けたグループワークを始めるとのことでしたが、

いざグループワークを始めようとする中で、新型コロナウイルス感染症の影響

により、企業の非正規雇用労働者、いわゆる就職氷河期の方々の雇用だけでな

く、来年度の新卒も含め、一般の雇用もかなり厳しい状況になるわけで、その

ようなことも見据えた上で、どのようにグループワークに取り組んでいくのか

お伺いします。	

雇用労政課長	

	 かながわ若者就職支援センターでは、就職活動に必要な基礎知識やノウハウ

を身につけることを目的として、少人数で面接トレーニングやグループディス

カッションを行うグループワークを実施しています。	

	 このグループワークは、下は 10 代から、上は、グループワークによっては 40

代まで参加できるようになっていますが、このうちの一部について、就職氷河

期世代を主な対象として、正社員になるために必要とされるコミュニケーショ

ン力やビジネスマナーを身につける目的で実施するものです。	

	 委員の指摘のとおり、今年４月から実施予定だったのですが、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大防止の観点から、グループワークの実施を見合わせて

いました。本日から実施する予定となっています。	

	 新型コロナウイルス感染症の影響で、企業の採用意欲がそがれています。し

かしながら、新型コロナウイルス感染症があってもなくても、いずれにしても、

就職氷河期世代のスキルなどを上げていくことが必要で、このグループワーク

自体も、新型コロナウイルス感染症以前から企画しており、このような形で、

就職氷河期世代のスキルを上げていくことが、いかなる状況においても必要だ

と考えています。	

谷口委員	

	 知事答弁では、神奈川労働局、政令市、経済団体等と共に構築するプラット

フォームを通じて、民間企業へ働きかけていくとのことでした。これはどのよ

うな仕組みですか。	

雇用労政課長	

	 就職氷河期世代の活躍の促進を図るために、神奈川労働局、政令市、経済団
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体、業界団体等が参画して、このプラットフォーム、言わば、施策を展開する

ための基盤となる会議体を構築します。	

	 このプラットフォームは、就職氷河期世代支援のための事業実施計画を作成

するとともに、就職氷河期世代の採用や処遇改善、社会参加への支援に関して、

社会機運の醸成を図っていく役割を担うものと考えています。	

	 また、就職氷河期世代の方に対して、一人一人につながる広報を行っていく

ためには、あらゆるルートを通じた戦略的な広報などを展開していくことが必

要になるため、このプラットフォームを活用して、そのような周知、広報に努

力していきたいと考えています。	

谷口委員	

	 合同就職面接会も行うとのことですが、これはどのようなものなのですか。	

雇用労政課長	

	 これは、委員から指摘があったとおり、内閣府の地域就職氷河期世代支援加

速化交付金を活用して行う事業で、正社員求人限定の合同就職面接会として、

就職氷河期世代を正規雇用で採用することに意欲的な企業を開拓し、正規雇用

での就職を希望する就職氷河期世代とのマッチングを図り、就職氷河期世代の

就職を支援していくものです。	

	 さらに、支援の効果を高めるため、横浜市、川崎市、藤沢市と連携すること

とし、これら３市がそれぞれ、この交付金を活用して行うセミナー等、正社員

として働くための基礎的能力向上に向けた支援と組み合わせることで、効果的

に就職氷河期世代の正社員化を目指すことを考えています。	

谷口委員	

	 就職氷河期世代の雇用について、県としての取組を確認したいのですが、こ

のような就職氷河期世代向けの県職員の採用選考を実施していると思います。

その状況を確認させてください。	

雇用労政課長	

	 県では、令和２年４月１日現在で 34 歳から 49 歳までの方について、過去１

年間、正規雇用労働者として雇用されておらず、かつ、過去５年間で正規雇用

労働者としての雇用期間が通算１年以下の方を対象とした、神奈川県職員採用

選考を実施しています。採用予定数は 10 名程度と聞いています。今年 10 月１

日以降の採用予定となっており、現在、第１次選考として、作文考査を行って

いると承知しています。	

谷口委員	

	 今年 10 月１日以降、10 名程度の方が正規職員として入ってこられるとのこと

です。これは提案ですが、就職氷河期世代の方の、当事者でないと分からない

ことがいっぱいあると思うので、何か月かたった後で結構なので、入ってこら

れた 10 名程度の皆様に、それぞれの状況や、県の施策に生かせるようなことに

ついて、当事者の方から聞く機会をぜひ一度持っていただきたい。そうすれば、

彼らの悩みもよく分かるだろうし、また、そのようなことを生かしていくこと

が、それらの方々を雇用した、もう一つのメリットでもあるかと思いますので、

その辺りについてはいかがですか。	
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雇用労政課長	

	 就職氷河期世代は、このような世代だということを、いろいろな雑誌や、あ

るいは、マスコミから出ているものなどを通じて、承知しているところですが、

実際には、一人一人状況が違うということも、よく言われています。	

	 したがって、委員がおっしゃるとおり、そのような具体的な声をお聞きし、

その中からヒントを得て、就職氷河期世代が企業に入って、どのようなメリッ

トがあるのかなど、我々のマッチングにも生かしていきたいと考えています。	

谷口委員	

	 この課題の最後に、今後、どのように支援に取り組んでいくのかお伺いしま

す。	

雇用労政課長	

	 就職氷河期世代の中には、将来に希望が持ちにくい方も少なくないと承知し

ており、その支援は御本人にとって大変重要であり、また、日本社会の未来に

も関わる重要な課題だと認識しています。	

	 新型コロナウイルス感染症の影響で、今後の雇用環境は厳しいことが想定さ

れますが、経済環境が劇的に変化する中で、時代の巡り合わせから不遇な状況

に置かれ、今なお将来に不安を抱き続けている就職氷河期世代の方を支援して

いくことは、一人ひとりのいのちが輝く、持続可能な地域社会の実現を目指す

本県にとっても、大事な課題であるとの認識をもって、しっかりと対応してい

きたいと考えています。	

谷口委員	

	 今回、就職氷河期世代に絞った形でのいろいろな相談会などの取組になるの

で、これは、個人情報の問題もあるかと思いますが、ぜひとも、参加された方

のフォローをしっかり行っていただき、その方が本当に正規雇用につながって

いったのか、どのようになったのか、また、その後の相談に乗ったり、フォロ

ーをしっかりと行っていただきたいと要望したいと思います。	

	 最後に、１点だけお伺いしたいと思います。県内工業製品購入促進事業費が

約５億 5,000 万円計上されており、県内工場から出荷され、希望小売価格 10 万

円以上(税抜)の製品を購入した際の値引きとのことで、製造事業者の方から、

当社の製品は小売価格10万円以上だからぜひ対応してほしいと応募していただ

くことになるかと思います。手を上げてもらう方法として、周知が非常に大事

かと思うのです。この辺りは、どのようにされるのかお伺いできますか。	

産業振興課長	

	 委員からお話しいただいたように、製造事業者の方から、該当する製品につ

いて応募していただいて、対象製品を決定し、その対象製品について、県民の

皆様等が購入されるときに、クーポン等を発行するといった形で、購入価格が

割引となるような仕組みを想定しています。	

	 まず、企業に、どのようにして手を上げていただくかということですが、県

内の工業団体などにも、県でこのようなことを行っていることを、しっかりと

お伝えしていきたいと思います。また、この事業についても、ウェブ等をうま

く使っていきたいと思うので、県の広報媒体も使いながら、しっかりと周知し

ていきたいと思っています。	
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谷口委員	

	 これは提案ですが、県の広報媒体を知らない方もいらっしゃるでしょうし、

いろいろな形で、各種団体から傘下等に落としてもらって、それでも、ある程

度、周知されると思うのですが、とにかく、いろいろなものを使って、例えば、

一般紙の神奈川版に載せてもらったり、また、タウンニュース、折り込み、フ

リーペーパーなど、結構、皆様見ているので、そのような取組をしっかりと行

っていただきたい。それから、今回、県のＬＩＮＥコロナお知らせシステムに、

かなり登録してもらったと思うので、そこで流すなど、とにかく、あらゆる方

法を使って、まず手を上げていただき、その後は、購入が進むように、今度は

消費者の方にしっかりとアピールをして、ぜひとも、しっかりと周知、広報に

力を入れていただきたいとお願いして、私の質問を終わります。	


