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令和 2年神奈川県議会本会議第 3回定例会	 産業労働常任委員会	

	

令和 2年 12 月 10 日	

谷口委員	

	 私からは、主に雇用関係についてお伺いしていきたいと思います。	

	 報告資料にある、最近の経済動向及び雇用情勢の中で、直近の令和２年 11 月

25 日発表の内閣府月例経済報告には、景気は、依然として厳しい状況にあるが、

持ち直しの動きがみられるとの指摘があり、また、雇用情勢は、弱い動きとな

っているなかで、雇用者数等の動きに底堅さもみられるとされていますが、あ

くまでも 11 月 25 日発表の報告で、11 月以降は陽性者が急増している状況であ

り、かなり悪化してくるのではないかと見通せるところです。	

	 そうした中で、今回の新型コロナウイルス感染症で影響を受けた雇用情勢に

ついて、概略から伺っていきたいと思います。若干、先行会派の皆様と重複す

る点があるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。	

	 まず、４月の緊急事態宣言以降に、全国的な傾向として雇用情勢がどのよう

に推移してきたのか、概括的に確認をさせていただきたいと思います。	

雇用労政課長	

	 総務省の労働力調査について、緊急事態宣言が発令された時期の令和２年４

月分と、12月１日に公表された10月分を比較して、この半年間の動きを見ると、

10 月の完全失業率は 3.1％で、４月からの半年間で 0.5 ポイント上昇していま

す。また、完全失業者数は 215 万人で、26 万人増加、就業者数は 6,694 万人で

66 万人増加しています。	

	 今回の新型コロナウイルスの影響において特徴的な休業者数については、４

月に 597 万人を記録した休業者数が 10 月には 170 万人となっており、427 万人

減少しています。このほか就業者でも完全失業者でもない、いわゆる非労働力

人口は、４月の 4,253 万人から 94 万人減少して 4,159 万人となっています。	

	 半年間の全体的な傾向として、緊急事態宣言が発令されていた４月や５月に

休業していた方や労働力となっていなかった方が減って、就業者や失業者が増

えている状況です。	

	 休業者が仕事に戻りつつあること、新型コロナウイルス感染症の感染を避け

るため仕事をしないで自宅にいるなど、職を求める活動を開始して、失業者と

してカウントされるようになったというようなことが考えられると思います。	

谷口委員	

	 複数の要因が絡んでくるのは分かるのですが、例えば、家庭の中で夫がメイ

ンで仕事をしていて妻が専業主婦だったりした場合に、残業が減って夫の給料

が少なくなってきたので、妻が就業や求業をし始めたといったケースも考えら

れるのでしょうか。	

雇用労政課長	

	 休業が多かったということがあり、それに応じて休業手当が出ますが、その

ような、家庭の中で主たる収入を得ている方がどういう状況になるかというこ

とに応じて、いろいろなスタイルが取られたかと思います。	
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谷口委員	

	 それでは、県内の雇用情勢の推移についても確認させていただきたいと思い

ます。	

雇用労政課長	

	 神奈川労働局が発表している労働市場速報について、今年 11 月 30 日に発表

された令和２年 10 月分と４月分を比べると、10 月の有効求人倍率は季節調整値

で 0.75 倍と、４月の 1.03 倍と比べて 0.28 ポイント悪化している状況です。	

	 求人数と求職者数を見ると、有効求人数については、原数値ですが、４月は

８万 8,163 人で前年同期比マイナス 19.6％、10 月は８万 5,129 人で前年同月比

マイナス 22.6％という状況です。一方で職を求める方、有効求職者数は、これ

も原数値ですが、４月は９万 2,235 人で前年同期比マイナス６％、10 月は 11 万

2,956 人で前年同期比プラス 21.9％という状況になっています。	

	 こうした状況を見ると、４月と 10 月で有効求人数はほぼ変わらないのに対し

て、有効求職者数は約 22％増えており、こうしたことから、神奈川労働局にお

いて、10 月の雇用情勢について求人が求職を下回っており厳しさが見られると

判断しているところが神奈川県内の雇用情勢であると思います。	

谷口委員	

	 有効求人倍率の確認ですが、令和２年４月時点では１倍を超える 1.03 倍で、

10 月が 0.75 倍ということですか。	

雇用労政課長	

	 そのとおりです。	

谷口委員	

	 県内の有効求人倍率は相当悪化していると言えるかと思うのですが、全国の

有効求人倍率を見ると、まだ１倍ぐらいだったと思うのです。ほかの東京近郊

も多分そうかもしれませんが、神奈川県の有効求人倍率が何でこんなに低いの

か、その理由について教えていただければと思います。	

雇用労政課長	

	 報道でも毎月出ていますが、今年９月の本県の有効求人倍率は全国で 46 位と

いう低い状況です。この有効求人倍率について、算出の分母と分子がどうなっ

ているか申し上げますと、分母は神奈川県内の求職者数で、分子は神奈川県内

のハローワークが受理した企業からの求人票の求人数となっています。	

	 分子が大きければ高い率となり、分子が小さければ低い率となるのですが、

今申し上げたように、県内のハローワークが受理した求人数が分子となるので、

例えば、都内の企業が神奈川県を就業地として求人する場合であっても、都内

のハローワークに求人票を提出すると、その求人数は分子に含まれない計算に

なります。	

	 御指摘がありましたように、東京周辺各県における９月の有効求人倍率の状

況を見ると、東京都は全国９位ですが、本県は 46 位、埼玉県が 43 位、千葉県

も 44 位となっており、都内への通勤が多い隣県の有効求人倍率は低くなってい

る状況なので、いろいろな要素が考えられると思うのですが、今申し上げたよ

うなことも一因と考えています。	
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谷口委員	

	 東京近県は有効求人倍率が低くなるという構造的な要因があることは分かっ

たのですが、一方で神奈川県の有効求人倍率は４月に比べると大幅に悪化して

いるので、この辺りはしっかりと注意をして見ていかなければいけないと思っ

ています。	

	 一方で、内定率についての質問がありました。大学生、高校生の内定率は、

前年同期、前年同月比でかなり悪化していて、その理由として、採用のスター

トが１か月遅れたという意味もあったかと思うのですが、ただ単にスタートが

遅れただけで、これから内定率が昨年並みに戻ってくるのであればいいのです

が、雇用労政課長としては、その辺りのところはどのように見ていらっしゃる

のですか。	

雇用労政課長	

	 まず、高卒については、先ほど申し上げたように、就職活動期間が昨年より

１か月遅い開始で期間そのものが短縮され、内定率も厳しい結果となっている

ので、引き続き学校のほうで努力したりといったことはあると思います。この

辺りは注視していかなければいけないと思っています。	

	 一般的に今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って採用を手控え

る企業が増えたことが要因になっていると思うのですが、民間のシンクタンク

の調査などによると、いろいろな意見があると思います。ある調査では、就職

氷河期やリーマンショックの際は企業が採用そのものを閉ざしたのに対して、

現状はそうではないので、まだ前年との差は縮まる可能性があるといった認識

もあります。	

	 例年と違って、コロナ禍で就職活動も採用活動もできなかった時期が長かっ

たため、特に従業員が少ない企業では、秋以降も採用活動を続ける企業も少な

くないと聞いており、前年との差が縮まる可能性はあると思っています。そう

いった報道もあるということで、そのように認識しています。	

谷口委員	

	 例えば、令和２年 10 月１日発表の日銀短観の９月分調査で、雇用人員判断Ｄ

Ｉなどを見ると、業種によって雇用人員判断における過剰がかなり多くなって

おり、神奈川県内では製造業などが過剰になってきています。全体的に見ても

不足感が下がってきていて、このままいくと過剰に転じるのではないかという

懸念もあり、そういう意味で、もしかしたら業種間のミスマッチなどもあるの

ではないかと思いますが、その辺りは何かお考えがあれば伺いたいと思います。	

雇用労政課長	

	 御指摘のとおり、今回のコロナ禍の特徴は、業種によって状況に大変差があ

ることではないかと思っています。ただ、これまで雇用情勢が好調だったとき

でも、日本企業のトレンドに人手不足はあって、この先コロナ禍が収束し、そ

ういった人の移動を含めた企業活動が何年後にどれだけ戻っていくか、人手不

足であった企業は、社会経済活動が元に戻れば、また人手不足になるというこ

とがあります。	

	 一方で、飲食、サービス、宿泊といった業種が元に戻っていくには、それ相

当の時間がかかるかと思いますので、こういった企業から、人手不足のトレン
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ドにある企業、業態に人の移動を図っていくことが、政策としては正しい方法

かと考えています。	

谷口委員	

	 例えば、高校生で、観光や飲食関係などコロナ禍の直撃を受けているような

業種に就職を希望していた生徒が、その業種の採用が絞られたことにより、就

職を諦めてしまうケースもあり得るかと思うのですが、そういった意味で、就

職のアドバイスなどについても、県立高校であれば県教育委員会との連携など

は取られている、もしくは取っていくお考えはあるのでしょうか。	

雇用労政課長	

	 御指摘のとおり、昨日テレビを見ていたら、ある高校で、希望の職種がなく

て、あるいは専門学校を選んでというようなことがありました。アパレルや飲

食、旅行業、宿泊業界などを希望していた方は、どうしようかと道を考えるこ

とになると思います。	

	 高校生の進路決定については、基本的には県教育委員会において学校の指導

の中で行っていると承知しており、今のところ、特に何かリンクし行っていく

といったことは考えていません。	

谷口委員	

	 バブル崩壊やリーマンショック後のような就職氷河期が来るかということに

ついては、現段階ではそうとも言えないとの指摘もあると、たしか先ほどおっ

しゃられたと思うのですが、確かに構造的には全然違う構造だと思うのですけ

れども、新型コロナウイルス感染症の陽性者がどんどん増えていった場合に、

どうなっていくか分からないので、そこは注視をしていただきながら、今後、

県教育委員会との連携などもぜひ検討していただければと思います。	

	 そうした中で、神奈川県かながわ労働センターで労働相談を実施していただ

いているのですが、これまでの相談件数の推移と今後の取組について伺いたい

と思います。	

雇用労政課長	

	 神奈川県かながわ労働センターの本所及び三つの支所で対応した労働相談件

数は、今年４月から 11 月までの合計で約 8,300 件となっており、昨年と比べて

およそ９割弱ぐらいの件数となっています。推移を見ると、４月は昨年の２倍

弱の労働相談件数でしたが、それ以外の月については、ほぼ昨年並みだった７

月を除いて、昨年の７割から９割の件数で推移しています。	

	 今年 10 月から 12 月までと、来年２月、３月を労働相談強化期間として、取

組を実施しているところです。	

谷口委員	

	 意外と少なくて、もっと多いのではないかという感じなのですが、なぜ前年

を下回っているのでしょうか。	

雇用労政課長	

	 当初、今年４月、５月のときには、状況の変化あるいは休業になったという

ことで、休業に関する制度の紹介や、休業でシフトが減ったがどうなるのかと

いった相談がありました。どういう制度があるのかといった問合せが多く、神

奈川県かながわ労働センターでは、これらを受けて、代表的な労働相談のパタ
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ーンを類型化し、相談事例としてホームページに掲載しており、そういうこと

で大分数が減っていったこと、それから、働いていないので相談がなかったと

いうこともあったかと思います。	

谷口委員	

	 先ほど申し上げましたが、日銀短観発表の１週間ぐらい後に、雇用人員判断

ＤＩについて、日本銀行横浜支店が業種別の詳細などを出しており、先ほど指

摘したように、全体として不足感が縮小してきています。製造業では、今年３

月はマイナス 11 だったのですが、直近の９月はプラス５で過剰感が出てきてい

ます。ほかの業種もかなり不足感が縮小してきており、非製造業で言うとマイ

ナス 41 からマイナス 21 まで半分ぐらいに縮小してきているので、このまま新

型コロナウイルス感染症の陽性者の拡大が続くと、もっと悪化していく、つま

り、雇用人員が不足だった業種が過剰に転じていく可能性もあるかと思います。

12 月 14 日に日銀短観の 12 月分が発表されますので、しっかりウオッチして、

神奈川県内の状況もウオッチしていただきながら取組を行っていただきたいの

ですが、今後、労働相談や就労支援にどのように取り組んでいくのか、最後に

お伺いしたいと思います。	

雇用労政課長	

	 神奈川県かながわ労働センターでは、先ほど申し上げたように、新型コロナ

ウイルス感染症に関係する代表的な相談事例を類型化して、よくある相談事例

集としてまとめて県のホームページで情報提供していますが、今後必要に応じ

て、適宜新たな事例を追加しながら、県民に分かりやすい情報提供をしていき

たいと考えています。	

	 また、御指摘がありましたとおり、雇用環境の悪化が進んで労働相談が著し

く増えるなどという状況になった場合には、一般労働相談の時間を延長するな

どして、さらに対応を強化することも検討していきたいと考えています。	

	 就労支援についても、求人をしていただく求人企業の開拓と併せ、来年１月

に、求人企業と職を求める方をマッチングする合同就職面接会の開催を予定し

ており、こうしたことの周知を図りながら、職を求める方と人材が不足してい

る企業の有効なマッチング機会を提供できる場としていくように、しっかり取

り組んでいきたいと考えています。	

谷口委員	

	 最後に、要望を申し上げたいと思います。恐らく経済の悪化に伴うことが主

因だと思うのですが、自殺される方も増えてきてしまっています。また、新た

な就職氷河期を生まないためにも、ぜひとも労働相談、就労支援をしっかりと

行っていただき、県民の仕事と命を守る取組を一層強化していただきたいと要

望して質問を終わります。	


