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令和 3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 3年 7月 2日	

西村委員	

	 常任委員会報告資料の若年者、中高年齢者、女性及び障がい者等の就業支援

の取組についてから、就職氷河期世代への就業支援について伺います。	

	 まず、非正規やフリーターという非常に不安定な就労状態にある、この就職

氷河期世代ですけれども、神奈川県でどのぐらいの人数がいるのか、伺います。	

雇用労政課長	

	 おおむね平成５年から平成16年に卒業期を迎えた就職氷河期世代の方々です

が、バブル経済崩壊後の雇用環境が厳しい時期に就職活動を行わざるを得なか

った影響を受けて、現在も正社員雇用を希望しながら不本意に非正規雇用で働

いている方が少なくない状況にあり、全国的に約 54 万人程度いると言われてい

ます。そのうち、神奈川県では、約３万 9,000 人が非正規やフリーターという

非常に不安定な就労状態にあると言われています。	

西村委員	

	 そういう意味では、これまでも就職氷河期世代の支援を行っていただいてい

るのですが、特に昨年度から力を入れて実施をしていただいておりますので、

その支援策について伺います。	

雇用労政課長	

	 就職氷河期世代ですが、バブル経済崩壊後の新卒採用悪化の影響を受けて、

そのまま非正規雇用になった方々が多く、就職のために必要な経験を積むこと

ができなかった方が多数います。現在、その多くは 40 代に達しており、正社員

としての就職口を探すのも困難な状況になっています。	

	 そこで、県では、昨年度から、就職氷河期世代の方々に対して、国の地域就

職氷河期世代支援加速化交付金を利用して、正社員として就職するための支援

を実施しております。昨年度は、正社員として採用することに意欲的な企業等

を開拓して、就職を希望する氷河期世代の方々とのマッチングを図る正社員求

人限定の合同就職面接会、かながわ正社員就職フェア 2020 を計４回開催して、

就職氷河期世代の就職及び正社員化を支援したところです。	

西村委員	

	 また、本年度は合同就職面接会のほか、かながわジョブテラスで実習型プロ

グラムがいよいよ始まったとのことですが、具体的にどのような内容になるの

か、伺います。	

雇用労政課長	

	 かながわジョブテラスですが、昨日より始まっています。こちらで行う実習

型プログラムの具体的な内容は、キャリアデザイン、ビジネス基礎力、業界・

職種の分析、グループワークによる課題演習、企業訪問、就職活動支援及びミ

ニ企業説明会など、基礎的な内容から実践的な内容まで豊富に学べるプログラ

ムになっています。	

	 また、期間としては２か月間の受講期間がありますが、その間、専任の担当

キャリアカウンセラーを配置して、受講者の就職活動に係る不安や悩みに寄り
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添いながら、二人三脚で正社員就職を目指す伴走型支援を行っていくこととし

ています。	

西村委員	

	 そうやってスキルを身につけて、キャリアカウンセラーの方もつけて、学ん

だことをきちんと生かせる状態になり、就職につながることが大切だろうなと

思います。今回の取組で、かながわジョブテラスの参加者を就職に結びつける

具体的な取組、また参加者以外の就職氷河期世代を就職に結びつける具体的な

取組について伺います。	

雇用労政課長	

	 かながわジョブテラスでは、プログラムの中で、求人案内やミニ企業説明会

によるマッチングの機会を提供しています。それとともに、就職後の専任の担

当キャリアカウンセラーが職場定着支援を行うことにより、参加者一人一人が

正社員として働き続けるための支援を行っています。	

	 また、かながわジョブテラスに加えまして、昨年度に引き続き、合同就職面

接会、かながわ正社員就職フェア2021を計５回開催することとしておりまして、

かながわジョブテラス参加者を含めた就職氷河期世代の方々の就職活動をサポ

ートしていくこととしています。	

西村委員	

	 キャリアカウンセラーの方はどのぐらいいて、どういう体制で取り組んでい

るのでしょうか。	

雇用労政課長	

	 ジョブテラスは 20 名の定員ですが、５人に１人の割合でキャリアカウンセラ

ーをつけることにしております。	

西村委員	

	 ということは、４名はいらっしゃるのだろうなと。キャリアカウンセリング

をされる方のお力もあるでしょうし、話しやすいとか、対象者によってあると

思うのです。長く伴走することも考慮して、そういう細かな要望なども踏まえ

て検討いただければと思います。	

	 一口に就職氷河期世代への支援と言っても、個人によって、スキルや心構え

のレベルが異なっているのではないかと思います。かながわジョブテラスは、

非常に丁寧な支援を提供していくとのことで、まずはマナーを学ぶのですが、

そういったプログラムまでは必要としない就職氷河期世代に対しても何らかの

支援は必要だと思うのですけれども、県としての考えを伺います。	

雇用労政課長	

	 就職氷河期世代の方々にも、様々な方がいらっしゃいます。そのため、主に、

かながわジョブテラスのプログラムの利用までは必要としない方を対象として、

県の就職支援機関であるシニア・ジョブスタイル・かながわにおきまして、就

職氷河期世代向けに就職面接対策セミナーを計６回実施する予定です。就職氷

河期世代向け就職面接対策セミナーですが、合同就職面接会が開催される直前

に実施する予定ですので、このセミナーを利用して面接会のための準備をして

いただいて、合同就職面接会に臨んでいただければと考えております。	

	 また、正社員の求人を限定とする合同就職面接会のかながわ正社員就職フェ
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ア 2021 ですが、横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市で計５回実施する予定でし

て、就職氷河期世代の幅広い層の求職者に対して就職活動を支援していくこと

にしております。	

西村委員	

	 正社員になっていただくための、かながわジョブテラスでの求職者への支援

であると認識したのですが、一方で、採用側への支援、後押しと言えばいいの

でしょうか、働きかけも必要になってくると思うのですが、いかがでしょうか。	

雇用労政課長	

	 県では、県内に本社や事業所を有する企業の経営者や人事担当者を対象とし

て、就職氷河期世代を採用するメリットや企業での活用事例、同世代の人材採

用や受入れにおける留意点、採用後の定着、育成等に関するノウハウを提供す

る、多様な人材の採用・育成支援セミナーをオンラインで開催する予定として

おります。これにより、企業における就職氷河期世代を採用する意欲の喚起と

向上を図っていきたいと考えています。	

西村委員	

	 就職氷河期世代の合同就職面接会等に参加された人数と正社員になれた人数

を伺います。	

雇用労政課長	

	 令和２年度の数字で申し上げますと、合同就職面接会を４回開催しておりま

すが、就職氷河期世代以外の方も来られていまして、その方を含めて４回計で

510 名の方が来られておりまして、就職氷河期世代以外の人も含めて、採用され

ていると伺っているのは 18 名です。	

西村委員	

	 就職氷河期世代の方がどれだけ来ているか分からないし、就職氷河期世代の

方がどれだけ正社員になったか分からないとのことですが、できれば追跡して

ほしいと思います。	

	 そもそも、採用が 510 名中 18 名という数字はどうなのか。さらなる工夫が必

要だろうなと思いますし、もちろんいろいろなコロナの対策等もあったことは

承知の上で、これから行っていただきたいと思いますが、就職氷河期世代への

支援は、こういった難しい問題もあると思いますし、県単独で行えるものでは

ないとも考えています。国や市などとの具体的な連携について伺います。	

雇用労政課長	

	 県では、神奈川労働局と共に、県内の政令市や政令市以外の市と関係団体が

参加する、かながわ就職氷河期世代活躍支援プラットフォームを設置して、地

域一体となった取組の推進を図っております。	

	 また、横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市と共に、かながわモデル就職氷河

期世代活躍応援パッケージとして、相互に連携、協力する支援体制を構築して

おります。	

	 さらには、就職氷河期世代の就職及び正社員化に取り組む県内自治体だけで

はなく、県内関係機関と連携して事業を実施することで、各機関が相互の事業

効果を高めることによりまして、県内一丸となって就職氷河期世代への支援を

行っていくこととしております。	
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西村委員	

	 最後に、要望として申し上げます。	

	 平成 28 年の第３回定例会の本会議にて、就職氷河期世代の正規雇用化につい

て質問として取り上げました。そのときに、この世代の方々は、たとえスキル

があってもなかなか自分のことをアピールできないとか、いろいろな課題を抱

えているということと、そのためにキャリアカウンセリングを行っていく、ま

た、いろいろな支援の年齢の対象が 39 歳までだったのですが、対象年齢の拡大

もしていただきました。つまり、最初にそうやって手を打っていただいた。	

	 国のほうにも働きかけをさせていただいたところ、経済財政運営と改革の基

本方針、骨太の方針ですよね、その 2019 年版で、就職氷河期世代に力強く支援

をしていくことが打ち出された。これを受けて、また 2020 年に本会議で質問さ

せていただいて、今、るるお答えを頂いたようなことのあらましの最初の一歩

となる答弁を頂いてきたわけです。総合職業技術校に優先枠をつくりますとか、

コミュニケーションとかビジネスマナーを勉強してもらいます、県職員にも採

用します、先ほどおっしゃったプラットフォームを構築しますと力強く打ち出

されたところでやってきたのが、このコロナの問題なのです。	

	 いろいろな課題があることは十分承知の上で、コロナ禍にあって離職をしな

ければならなくなった方やコロナ禍にあって思うようなところに就職できなか

った方の課題は、この就職氷河期世代の問題をクリアせずして、クリアできる

のだろうかという不安があるのです。しっかりと伴走していただいて、一歩で

も二歩でも希望に添えるような形で正社員化を図っていただけますように、よ

ろしくお願いいたします。	

	 そのコロナ離職者に対する職業訓練についてです。	

	 新型コロナウイルス感染症の拡大が長期化して、大変厳しい経済状況が続く

中、コロナ禍の影響で解雇や雇い止めに遭った方々への支援は喫緊の課題であ

ると受け止めておりまして、先日の本会議での代表質問において、我が会派の

鈴木ひでし議員が、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者への就労支

援について質問しました。知事からは、人手不足分野の訓練を民間教育機関に

委託して実施することや、総合職業技術校の離職者向けコースに優先枠を設定

するということで、コロナ禍で離職された方々の再就職を支援すると答弁を頂

いたところです。	

	 まず、このコロナ禍における本県の雇用情勢について、令和２年度の平均有

効求人倍率と最新の有効求人倍率を伺います。	

産業人材課長	

	 神奈川労働局の発表によれば、本県における令和２年度の平均有効求人倍率

は0.80倍で、令和元年度の1.15倍から0.35ポイント下回っているところです。

また、令和３年５月の有効求人倍率は 0.78 倍で、令和２年５月の 0.95 倍から

0.17 ポイント下がっており、雇用情勢判断は、求人が増加しているものの、求

人が求職を下回っているという厳しさが見られるとされ、雇用情勢は依然とし

て大変厳しい状況が続いているというところです。	

西村委員	

	 雇用情勢が依然として厳しい中、県では、職を失った方々の再就職を支援す
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るため、これまでどのような職業訓練を実施してこられたのでしょうか。	

産業人材課長	

	 県が実施する職業訓練は、大きく分けて、総合職業技術校等で実施する施設

内訓練と、民間教育機関等へ委託して実施する委託訓練があります。このうち、

総合職業技術校の施設内訓練では、主に若年者を対象とした１年から２年の訓

練と、主に離職者を対象とした６か月の訓練を実施しています。具体的には、

機械ＣＡＤなどの工業技術分野、ビル設備管理などの建築技術分野、またケア

ワーカーなどの社会サービス分野の訓練を実施しています。また、委託訓練は、

公共職業安定所に求職申込みをしている離職者を対象に、二、三か月の期間で

再就職を目指す商業実務、ＯＡ関連、医療事務などの訓練と、介護福祉士や保

育士などの国家資格の取得を目指す一、二年の訓練を実施しているところです。	

西村委員	

	 先日の知事の答弁では、民間教育機関に委託をしてコロナ離職者向けの訓練

を行うということでございましたが、具体的な内容について教えてください。	

産業人材課長	

	 本年度計画している民間教育機関に委託して実施する訓練のうち、人手不足

などで多くの求人が見込まれ、就職に結びつきやすいとされる介護、物流、情

報処理の３分野の訓練コースについて、コロナ離職者向けコースとして実施を

予定しています。	

	 具体的には、令和３年 11 月、または令和４年１月に実施を予定しているコー

スのうち、介護職員初任者研修の資格が取得できる訓練を４コースで定員96人、

大型自動車一種免許を取得し物流業界へ就職を目指す訓練を１コースで定員 12

人、プログラミング技術を習得する訓練を受講してＩＴ業界への就職を目指す

コースを３コース、定員 70 人で、合計８コース、定員 178 人の予定をしていま

す。	

西村委員	

	 その他、年間の訓練の募集回数を５回から６回に増やすとの答弁を頂きまし

た。どういった狙いがあるのでしょうか。	

産業人材課長	

	 民間教育機関に委託して実施する訓練の募集は、例年４月、７月、９月、11

月、１月の計５回を予定しておりますが、今年度は新たに令和４年２月に訓練

を設定し、募集回数を６回に増やします。こうして募集の機会を増やすことに

より、職を失った時期にかかわらず、速やかに受講できる訓練についての案内

ができるとともに、入校機会が増えることで、早期の再就職につなげることが

できるものと考えております。	

西村委員	

	 その訓練を受講された後ですが、訓練の実施だけでなく、就職に関する支援

も重要であると考えますが、具体的にどのような支援を行うのか伺います。	

産業人材課長	

	 委託訓練では、就職を支援するため、履歴書や経歴書の書き方と面接方法の

指導、キャリアコンサルティングなどを実施しております。ハローワークとも

綿密な連携を図りながら訓練に取り組んでおり、訓練の最終月にハローワーク
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への訪問日を設定して、訓練受講者にはハローワークへ訪問していただき、就

職相談の時間を設けることで就職活動の促進を図ってまいります。	

	 また、県として、訓練受講者の就職支援等を行う職員を 15 名配置しておりま

して、民間教育機関を巡回して、就職相談や求人情報の提供等の支援を行って

おります。	

西村委員	

	 次に、総合職業技術校で実施する訓練の入校生募集に際しても、コロナ禍で

離職した方向けに優先枠を設定するという答弁がありましたけれども、優先枠

とはどういったものでしょうか。	

産業人材課長	

	 総合職業技術校の入校生募集において、新型コロナウイルス感染症の影響に

より離職を余儀なくされた方の訓練機会を確保するため、全ての離職者向けの

コースにコロナ離職者優先枠を設定します。優先枠の対象者としては、コロナ

禍で就職先の倒産、廃業、もしくはコロナ禍の影響による人員整理、解雇によ

り離職した方で、ハローワークにおける就職相談時に、本人の申告と離職票な

どによる確認により応募することができます。募集枠に応募した場合、まずは

優先枠の定員の中で選考して、その結果、優先枠内の選考に漏れた場合であっ

ても、優先枠以外の方との再度選考を行うものです。	

西村委員	

	 総合職業技術校、いろいろな訓練コースを実施されていると思うのですが、

全ての訓練コースにこの優先枠があるのか、あるいは特定のものなのでしょう

か。その規模についても伺います。	

産業人材課長	

	 総合職業技術校で実施する主に離転職者を対象としたコースに、このコロナ

優先枠を設定する予定です。内容については、主に６か月間の短期間で、ビル

設備管理コースやケアワーカーコースなどを、東部及び西部総合職業技術校で

実施している離職者向けコース、15 コースに設定します。設定人数は、15 コー

スの募集定員、合計 330 人のうちの 33 人です。また、開始時期については、令

和３年 10 月入校生の募集から、この優先枠の設定を行います。	

西村委員	

	 コロナ禍で離職された方々にコロナ離職者向け訓練などを利用してもらうた

めには、周知が重要だと思うのですが、どのように行いますか。	

産業人材課長	

	 職業訓練の情報や実際の訓練の様子が分かる動画をホームページやツイッタ

ーなどのソーシャルメディアで積極的に発信し、離職された方々に広く訓練の

募集告知を行ってまいります。	

	 また、神奈川労働局やハローワークとの連携を強化して、ハローワークの窓

口で、職業訓練による支援を必要としている方に対して、より一層の周知と働

きかけに努めてまいります。	

西村委員	

	 しっかりと連携をして、周知をしていただきたいと思います。	

	 その周知ですけれども、昨日、私の地元で経営者の方々20 名ぐらいに県の支
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援策を説明しましたが、昨日スタートしたばかりだから仕方ないのだろうとは

思うのですけれども、中小企業等支援給付金や酒類販売事業者支援給付金、協

力金の第３弾からの再度申請に関して、該当者がいるのに、誰も知らなかった

ことが物すごくショックでした。ホームページを見たら、分かりやすくしてい

ただいているのですが、私たちはキーワードで第３弾や再度申請というキーワ

ードは出てきますけれども、普通の方は、支援金なのか給付金なのか謝金なの

か、何だか分からないところから検索ワードを入力して調べられるので、そう

いうところにたどり着かないのだなと思います。この周知、広報の重要性は、

こういうとき改めて実感しました。	

	 今回は、本会議で前向きな答弁を頂いた、コロナ離職者に関連して、いろい

ろな支援策があるのに、そこにたどり着けない方がまだいるという情報を共有

させていただきました。	


