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第26回公物管理等分科会議事次第 
 

 

日 時：平成27年３月10日（火）14：21～15：21 

場 所：永田町合同庁舎１階 第１共用会議室 

 

 

 

１．開 会 

 

２．「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応について 

 ○ハローワーク関連業務「新卒応援ハローワーク」、「わかものハローワーク」及び「マ

ザーズハローワーク」（厚生労働省） 

 

３．業務フロー・コスト分析に係るヒアリング 

 ○ハローワーク関連業務「人材銀行」事業（厚生労働省） 

 

４．閉 会 
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○北川主査 ただいまから、第26回「公物管理等分科会」を開催いたします。 

 本日は、「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応に関するヒアリ

ングとして、厚生労働省のハローワーク関連業務である「新卒応援ハローワーク」、「わ

かものハローワーク」及び「マザーズハローワーク」の審議、及び、業務フロー・コスト

分析に係るヒアリングとして、同じく厚生労働省のハローワーク関連業務である「人材銀

行」事業について審議を行います。 

 初めに、「公共サービス改革基本方針」見直しに係る意見募集への対応につきまして、

審議を行います。 

 本日は、厚生労働省職業安定局の生田局長に御出席いただいておりますので、事業概要

について御説明をお願いしたいと思います。なお、説明は10分程度でお願いできたらと思

いますので、よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○生田局長 職業安定局長の生田でございます。本日は、よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料１を使いまして、まず、御説明をさせていただきます。 

 １ページ目、「公共職業安定所（ハローワーク）とは？」と書いてございますけれども、

ハローワークは、就職困難者を中心に支援する、最後のセーフティーネットとしての役割

を担っているということでございまして、上の枠の中に数字を書いてございますけれども、

大体、年間200万人程度の就職を実現しております。 

 右下の枠の中にございますけれども、職業紹介だけをやっているわけではなくて、雇用

保険、あるいは、求職者支援という訓練給付を支給する仕組みがございますけれども、あ

とは企業に対する指導を組み合わせてやる仕組みでございます。 

 例えば、雇用保険につきましては、仕事を探している人について給付をするわけですけ

れども、仕事を探していることの認定は職業紹介と組み合わせてやるということでござい

ますし、職業紹介の過程で、企業に対して一定の企業指導をして、就職を実現しやすくす

るということをやっております。 

 左側に「組織の位置づけ」が書いてございますけれども、ハローワークは、今、申しま

したように、３つに分かれるわけですけれども、その下の職業相談部門の中に、わかもの

ハローワーク、新卒応援ハローワーク、マザーズハローワークがございまして、本来はハ

ローワークの中にあるような仕事なのですけれども、利便性だとか、特性を踏まえまして、

外出しをしている組織が、わかものハローワーク、新卒応援ハローワーク、マザーズハロ

ーワークでございます。 

 人材銀行は、普通のハローワークとは全く違いまして、特別に専門、技術人材につきま

して求人をとってきてマッチングするものでございまして、別枠の扱いになってございま

す。 

 ２ページ目、「ハローワークの利用者の特徴」でございますけれども、一言で言うと、

ここに書いてございますのは、中小企業の利用が多いことでございますので、詳しい説明
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は省略させていただきます。 

 わかものハローワーク以下は、３ページ以下でございます。３、４、５ページに、わか

ものハローワーク、新卒応援ハローワーク、マザーズハローワークとございますけれども、

わかものハローワークを代表選手で御説明いたしまして、大体、似たような仕事の仕方を

しておりますので、ほかのものについては、簡潔にいきたいと思っております。 

 まず、わかものハローワークですけれども、45歳未満でフリーターなどと呼ばれている

人たちにつきまして、正社員化を実現する内容が中心でございます。 

 全国で28カ所ございまして、そのほかに、ハローワークの中にわかものコーナーという

ものをつくってございます。それは210カ所ございまして、合計で238カ所ございます。 

 左側に「ハローワーク内の体制例」と書いてございますけれども、ハローワークでは、

まず、先ほど言いました、事業所部門・求人部門ということで、求人への対応をする部門

がございます。 

 それ以外に、職業相談部門で、職業紹介だとか、職業相談をする部門がございますけれ

ども、このわかものハローワークは、職業相談部門に属するものでございます。そこにご

ざいますように、フリーター等の若者に特化した相談窓口、就職支援機能を強化するとい

うことで設けてございまして、利便性だとか、庁舎スペースを考えた設置でございます。 

 この職業相談部門では、職業紹介・職業相談をもちろんやっておるわけですけれども、

最後に「求人条件緩和指導」と書いてございまして、これは、企業に対して、非正規の求

人を正社員に変えてほしいだとかという指導をするものを「求人条件緩和指導」と言って

いるわけですけれども、そういった指導をあわせてやって、マッチングの効率性を高める

という仕事の仕方をいたしております。 

 職業相談部門で仕事をするときには、求人を受理している事業所部門と相談をして、求

人内容自体を本格的に変えていくときには、この部門の助けもかりることがございますし、

雇用保険部門とは、当然、失業の認定の関係で連携して仕事をするということでございま

す。 

 右側にございますような「主な業務」といたしまして、まずは求職者への対応というこ

とで、一番上は「職業相談・職業紹介」と書いてあるわけですけれども、それを助けるも

のというか、非常に効果があるものにするために、その下に「グループワーク形式でのセ

ミナー、模擬面接、応募書類作成支援等」がございますけれども、こういった業務が非常

に重要だと言われております。 

 それから、心理カウンセリング、あるいは、中小企業求人で、応援企業といいまして、

中小企業で採用、育成に熱心な企業については、応援企業宣言ということをしていただい

ているわけですけれども、そういった情報を提供する。 

 あるいは、「使い捨て」が疑われる企業につきまして、私どもはブラック企業とは呼ん

でいませんけれども、求職者から相談を受けるだとかということもやっております。 

 セミナーなどを通じまして、定着指導をするというやり方をいたしております。 
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 求人事業主に対する対応では、先ほども言いました、求人条件緩和指導、求職者から苦

情があったときに、事業主にその是正をしてほしいという指導をすること、あるいは、事

業所を訪問して、労働者の職場定着を促すために、ここを改善してもらったほうがいいな

どという改善の指導をいたしますけれども、そういった指導などをやっているものが求人

事業主への対応でございます。 

 関係機関との連携につきましては、労働基準監督機関と連携しまして、例えば、ハロー

ワークで紹介の過程で違法ということがわかりますので、それは監督署に通報することは

ございますし、監督署で違法事業所であるということで、悪質なケースにつきましては、

ハローワークでその紹介をやめる、紹介保留をするというやり方もいたしておりますが、

そういった対応が必要になってまいります。 

 一番下にございますように、後ほど御説明しますけれども、最近はハローワークも考え

方を変えまして、求人・求職情報を積極的に民間に提供して仕事をしていただくというや

り方になってございます。 

 自分でやるケースもございますけれども、積極的に民間に提供していくということなの

ですが、その場合に、民間の紹介事業者の方の情報の使い方について問題があれば、指導

をするといったことが仕事の中身になっております。 

 わかものハローワーク自体はこのようなことなのですけれども、４ページ、新卒応援ハ

ローワークは、57カ所あるということで、新規学卒の支援をしておりますけれども、やっ

ている仕事の中身はよく似たようなものでございます。 

 左側の「ハローワーク内の体制例」の一番上のところにございますけれども、この新卒

応援ハローワークにつきましては、求人受理もやっているところがたくさんございまして、

事業主部門としての仕事もしているケースがあるということでございます。 

 ５ページ、マザーズハローワークにつきましては、全国20カ所にフルスペックのものが

ございまして、それ以外にハローワーク内にマザーズコーナーというものをつくっている

ところが160カ所ございまして、全体で180カ所でございます。 

 これにつきましても「ハローワーク内の体制例」の一番上の枠にございますけれども、

求人部門としての役割を果たしているマザーズもございまして、そういった特徴があると

いうことでございます。 

 仕事の内容は、大体、似たような形でございます。 

 ６ページ、その上で、３つの施設におけます求職者支援の流れということで、上に【求

職者への支援】、下に【事業主への助言・指導等】と書いてございます。全体を整理して

いるものでございますけれども、先ほどの説明とダブる部分も多くございますので、説明

は省略いたします。 

 ７ページ、「安定行政と基準行政・雇用均等行政との連携」でございます。 

 これにつきましては、先ほど若干コメントさせていただきましたけれども、左側が監督

署との関係でございます。 
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 上の点線の枠の中にございます、ハローワークから監督署に対しまして、ハローワーク

でいろいろな苦情・相談を受けると、違法行為がわかるので、それを監督署に通報すると

いったことを普段からやっております。 

 下ですけれども、監督署で法令違反を繰り返すような事業所につきましては、ハローワ

ークで紹介をとめるということをやっております。 

 右側ですけれども、均等室との関係につきましても、男女雇用機会均等法などにつきま

して同じような問題がございまして、私どもから均等室に情報提供したり、あるいは、均

等室から私どもに情報提供いただければ、紹介をとめるといったことをしておるというこ

とでございます。 

 最近、私どもの行政をめぐっては、２つの大きな流れがございます。それを８ページ以

下で御説明をしたいと思っております。 

 １つは、８ページにございます、女性の活躍推進あるいは若者の活躍推進ということで、

関係法律を国会に出したりする、あるいは、安倍内閣の非常に重要な課題だと位置づけら

れているということでございます。 

 去年の６月の日本再興戦略でございますけれども、女性活躍応援プランということで、

マザーズハローワークはそこに位置づけられておりますけれども、そのような活躍を推進

するために機能させる必要があること、あるいは、その下に、若者につきましては、法的

整備が必要なものにつきましては、通常国会に法案を出すと書いてございますけれども、

特に、上から３つ目のポツにございます、企業による雇用管理改善の取り組みを促進する、

あるいは、「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の充実強化を図るなど、わかものハ

ローワークなども出てまいりますけれども、そういった対策が大事だと言われております。 

 もう一つの大きな流れが、９ページにございます、ハローワークのあり方自体をちょっ

と見直すものでございまして、従来、ハローワークでマッチングをとにかくするのだ、セ

ーフティーネットとして最後のマッチングをするのだという考え方でおるわけですけれど

も、ハローワークの情報につきましては、積極的に自治体あるいは民間企業に使っていた

だく方向にしようということでございまして、これはおととしの再興戦略なのですけれど

も、下のほうにございますが、ハローワークの保有する求人情報を民間人材ビジネスや地

方自治体に対して、去年の９月から既に開始をされておりますけれども、とにかく提供す

る。 

 あと、求職情報につきましては、来年度中に提供を開始するということで、今、準備を

いたしておりますけれども、このような御指摘がされておりまして、自分でやるのではな

くて、民間にやっていただくものにかじを切っているということでございます。 

 10ページ、11ページ、若者に関する動きでございます。 

 10ページには、青少年の雇用の促進等に関する法律案について、きょうも、自民党で御

議論いただきましたけれども、このような法案を出す準備をしておりまして、特に指摘さ

れてございますのが、１の（２）にございます、①だとか、②のようなことがよく言われ
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ております。 

 要するに、若者に職場の情報が十分に伝わっていないからすぐにやめてしまうのではな

いかとか、あるいは、マッチングが効率的に進まないのではないかということを言われて

おりまして、情報をとにかく出してもらうように、法律を整備することが①でございます。 

 もう一つが、法令違反の事業所については、求人申し込みを受理しないということで、

先ほど、紹介の保留ということを申し上げましたけれども、これはそもそも受理自体をし

ないものでございますが、こういったものを法令に書き込む予定としております。 

 それとあわせまして、11ページでございますけれども、若者の正社員化ということが非

常に大事だという御指摘がございまして、これは去年の８月から「正社員実現加速プロジ

ェクト」を進めてございます。 

 私どもとして一番注目されておりますのは、上にございます「ハローワークによる正社

員就職の実現」というところでございまして、正社員求人をとにかくとってきて、正社員

として就職させるということで、フリーターを30万人就職させるという目標が平成26年度

はございますけれども、そういった対策をとる必要があるということでございますし、真

ん中の左ぐらいにございます、『多様な正社員』の導入を企業にお願いする形で、従来型

の正社員だけではなくて、地域限定型の正社員だとか、あるいは、職務限定型の正社員と

いう形で就職していただくことの指導もやっているということでございます。 

 もう一つ、女性は、12ページにございますような、女性活躍推進法という法律がこの通

常国会に提出される予定です。 

 これ自体は、女性の活躍を応援するための事業主行動計画の策定が中心のものなのです

けれども、ただ、このような活躍している女性だけに着目していいのかという声もありま

して、非正規の女性を中心とした、処遇改善のためのプランをちゃんとつくるべきだとい

う御指摘もございました。 

 それに対応するために、13ページのような、働く女性の処遇改善プランを厚生労働省で

ことしの１月に策定をいたしました。 

 この中では、一番下にあります「正社員実現加速プロジェクト」もこの中に盛り込まれ

ておるわけですけれども、女性につきましても、正社員化を望む方につきましては、正社

員化をしていくということでございますけれども、それ以外に、その１つ上の枠の中に雇

用管理の改善のメニューが書いてございます。 

 ３番目の●にございますような、パート法、派遣法、育児・介護休業法による指導の的

確な実施、あるいは、一番下にございます、人材不足分野におけます雇用管理改善モデル

の構築・普及を行うということで、これらは、事業主に対して、職業紹介の過程でさまざ

まな指導をしていくことが求められる分野でございます。 

 14ページ、15ページが、民間に情報を提供するあるいは自治体に情報を提供する部分で

ございます。 

 14ページにございますように、まず、求人情報につきましては、上の枠にございますよ
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うに、去年９月から情報提供を開始しておりまして、下の左にございます、求人情報提供

端末方式でもほとんど費用がかからずに情報提供できるようになりますので、ことしの９

月から本格稼働すると思っておりますけれども、ハローワークで求人企業で了解した企業

の情報は、全て民間事業者の方あるいは自治体の方に提供するということで、枠内の下の

ほうにございますように、333の民間事業者の方、219の自治体の皆さんに提供している状

況でございます。 

 15ページが求職者情報ですけれども、これにつきましては、個人情報の保護に相当気を

使わないといけないわけですけれども、上の図の真ん中あたりにありますようなものを、

まず、企業に対して提示いたしまして、企業がこのような人に接触したいときは、本人に

直接連絡をとって、直接やりとりが始まるというやり方でございまして、最初に提供する

情報につきましては、個人が特定できる情報は入っていない、これをきっかけにして直接

交渉していただくというものでございますが、このような情報も民間の職業紹介事業者に

提供ができることになります。 

 16ページでございますけれども、こういった求人・求職情報につきましては、ハローワ

ークで求人情報と求職情報を受け付けているものですから、ハローワークで、求人者だと

か、求職者の不利益にならないように、指導を民間の紹介事業者の方にする必要がござい

ます。 

 下の図にございますけれども、まず、提供に当たりましては、いろいろな規約を決める

わけですけれども、その規約の中で違反があった場合につきましては、ハローワークで利

用停止等の措置をすることを前提に、まず、是正の指導をするということがございます。 

 その上で、法令に違反している場合には許可の取り消しだとか、需給調整事業の担当が

ございますので、そういったところからやるということですが、この下は基本的には余り

発動しないと思っておりまして、上の事実上の指導で是正していただくことが中心ではな

いかと思っております。 

 最後に、17ページ、18ページでございますけれども、現在、民間委託をしているものに

ついての情報が、まず、17ページでございます。 

 わかものハローワークにおきましては、キャリアカウンセリングの民間委託というもの

を、東京と愛知と大阪で、３局６カ所でやっております。 

 そこに書いてあるような形で委託をしておりますけれども、こういった分野につきまし

ては民間委託ができるのではないかと、私どものほうで判断をいたしまして、委託を始め

たところでございます。 

 最終的に、今回、御提案があったような３つの施設につきまして、どんなことが委託で

きるか、市場化テストでどんなことができるのかということで最大限に考えましたものが、

次の18ページでございます。 

 今、わかものハローワークで民間委託をやっておるわけですけれども、今回は、わかも

のハローワーク、新卒応援ハローワーク、マザーズハローワークについて市場化テスト方
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式で民間委託をする、民間競争入札の形で民間委託をすることを想定しております。 

 ハローワークは、基本的に就職困難者を中心とした最後のセーフティーネットとしての

役割を果たしておりまして、職業紹介をやる部門では、少なくとも企業に対していろいろ

な指導をする必要性がございます。 

 そういった部門につきまして、民間の方にお願いすること自体はすごく難しいとは思っ

ておりますけれども、ただ、今までそれなりの実績があるキャリアカウンセリング、ある

いは、ここに書いてございますセミナーも幅広く委託できると思っておるわけですけれど

も、そういったものにつきまして、市場化テストをしていただくことは可能ではないかと

いうことで、下の「対応方針」にございますけれども、求職者向けセミナー、キャリアコ

ンサルティングについて、モデル的に全国数カ所と書いてございますが、これは大きなと

ころがいいと私は思っておりまして、東京、愛知、大阪が、民間の紹介事業者の方が1,000

を超える程度ある箇所でございますので、そういった民間の活力があるようなところで市

場化テストという形でやっていただければ、非常に大きな成果があるのではないかと思っ

ております。 

 キャリアコンサルティングについてちょっと申し上げましたけれども、資料には書いて

ございませんが、セミナーについて申し上げますと、現在、セミナーとしてハローワーク

で行っているものにつきましては、例えば、就職活動の進め方ですとか、職務経歴書の書

き方ですとか、あるいは、模擬面接のようなものをやってみたり、自己分析、職業適性検

査みたいなものをやったり、ビジネスマナーだとか、簡単なIT講習だとか、そのようなこ

とをやっておりますけれども、そういったものを民間の力で工夫していただいてやってい

ただくことが、就職の実現に結びつくのではないかと考えておるところでございます。 

 説明は、以上でございます。 

○北川主査 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明いただきました内容につきまして、委員の皆さんに、御質

問、御意見等、御発言をお願いいたします。 

 井熊副主査、どうぞ。 

○井熊副主査 御説明をありがとうございました。 

 まず、民間から一括で民間委託するというニーズもあると聞いておりますけれども、今

の御説明だと、キャリアコンサルティングのところを中心に民間委託するということなの

ですが、一括でできないことの理由は、御説明で必ずしも明確ではなかったかなと思いま

したので、その辺の背景を御説明いただければと思います。 

○生田局長 説明が不十分で、申しわけございませんでした。 

 ６ページを使って御説明をしたいと思っております。 

 ３つの施設につきまして、求職者支援をする場合に行う仕事が書いてございます。 

 まず、下の【事業主への助言・指導等】につきましては、民間の方にお願いしたときに、

さまざまな法令違反の御指摘だとかをしたとき、関係行政機関に通知、通報したりするだ
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とかという問題ですとか、民間機関が、関係する事業者との関係で、公平、公正な競争を

阻害するだとかということが起きるのではないかとか、申しわけございませんけれども、

順番にいきますが、最初に申し上げたいことが、求人情報の提供あるいは求職者情報の提

供の関係でございます。 

 これにつきましては、民間の紹介事業者の方に提供することになってございまして、民

間の紹介事業者の方が、今回、ハローワークの求人を受けられることになると受けられる

のだろうと思っております。 

 そうしますと、民間紹介事業者の方が、民間紹介事業者の方の是正指導をするというか、

そのようなことになりますので、そうしますと、民間紹介事業者間の公平、公正な競争を

阻害するのではないかということが、私どもとして一番気にしていることでございます。 

 続きまして気にしていることは、先ほど、若干、触れましたけれども、例えば、男女雇

用機会均等法だとか、労働基準法だとか、さまざまな労働関係法令があるわけですけれど

も、そのような関係法令の違法事案に、ハローワークの職業紹介の過程で出くわすことが

すごく多くございまして、そのようなケースにつきましては、関係機関にきちんと通報す

ることを現にやっております。 

 それを通じまして是正が図られるわけですけれども、違法行為の認定を事実上はハロー

ワークでやっておりまして、そういった認定行為を民間の紹介事業者の方にお願いしてい

いのかどうかという問題があると思っております。 

 もう一つ、気になりますのが、監督機関だとか、あるいは、均等室から違法業者の情報

をいただくのです。違法業者の情報をいただいたものを使って、先ほど申し上げましたけ

れども、紹介保留にする。 

 若者新法案では、求人受理拒否することになるわけですけれども、そういった違法情報

を民間の紹介事業者の方に提供することが本当にできるのかどうか、ハローワークとして、

求人受理拒否を割と頻繁にやらざるを得ないケースもあるわけですけれども、そのような

ことが本当にいいのかどうかという問題がございまして、なかなか職業紹介の過程そのも

のにつきまして、実際にそのまま丸ごとお願いすることはなかなか難しいと思います。私

どもとしては、切り出してきちんと民間委託ができるのではないかと思っておりまして、

先ほど申しましたキャリアカウンセリングにつきましては、一定の委託の契約条項をきち

んと設ければ、求職者御本人の、どのような分野で仕事をすればいいかとか、どのような

訓練を受ければいいだとか、そのようなことについて、きちんとアドバイスをしていただ

けるはずですし、それを通じて就職が早まることがあるだろうと思っております。 

 あと、セミナーにつきましては、民間の創意工夫でいろいろなことをやっていただける

のではないか。セミナーなどだと、ハローワークで指揮、命令するだとかということは、

多分、起きない。完全にお願いして、自由にやっていただけるのではないかと思っており

まして、そこでの創意工夫だとかもあるのではないかと思っております。 

 民間に委託する場合に、セミナーだとか、キャリアカウンセリングは案外お金がかかる
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ものですから、それなりのスケールになるのではないかと思っております。 

 特に、東京、大阪、愛知の巨大局の３施設全体についてやっていただくということでい

きますので、そこで成果が上がれば、またさらに広げていくことも可能なのではないかと

思っております。 

○井熊副主査 ありがとうございました。 

 全般的にできないということは、今回のこの３つの事業が、一般のハローワークの仕事

とはちょっと違って、法令に関するようなもの、それにかかわる監督とか、そのようなも

のがあるので、切り出しの範囲はまずは慎重にいきたいということですね。 

○生田局長 はい。 

 一般のハローワークの中でも特に就職困難な人の職業紹介をやるところであって、かつ、

企業に対する指導を相当やらないといけない。職業紹介の過程で求人条件自体を変えてい

っていただく必要があるのです。 

 例えば、女性の例でいいますと、就業時間について御配慮していただくという指導が必

要になってくるのです。 

 ですから、例えば、求人で９時から５時と書いてあったとしても、それを11時から４時

で何とか雇ってほしいということで、企業に対して是正をお願いしてやるだとか、そのよ

うな力技も必要になってまいりますので、純粋の民間の方にお願いするというと、なかな

か難しいのではないか。そのような部分もございます。 

○井熊副主査 ありがとうございます。 

○北川主査 お願いします。 

○引頭副主査 御説明をありがとうございました。 

 ２点質問があります。 

 １点目ですが、今、御説明いただいた、６ページ目の流れなのですが、今回、職業相談

の業務のうちキャリアコンサルティングとセミナーを切り出したということでしたが、右

のほうに見ていくと、心理カウンセリングという業務もあって、キャリアコンサルティン

グやセミナーと、極めて一体化しているように見えたのですが、こちらについてはいかが

でしょうか。 

 短いので、２点目も続けます。 

 ２点目の質問は、17ページ目、民間委託の状況ということで、今までの状況が書いてあ

りますが、委託期間を拝見すると、26年12月から27年３月と、比較的、短いように思うの

ですが、18ページ目に「対応方針」ということでモデル的にこのようなところをやるとい

うことも記載されているわけですが、委託期間についての考え方を教えてください。 

 以上でございます。 

○生田局長 まず、心理カウンセリングなのですけれども、これにつきましては、私ども

として、民間の紹介所などで、このような人の活用はどの程度できているのかということ

について、若干、心配はしておりますが、やっていただけるところがあるのだったら、構
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わないと私自身は思っています。 

 ですから、心理カウンセリングについては、今後、ちょっと詰めさせていただいて、民

間で受けられそうな感じだったら、入れていく方向でいきたいと私自身は思っています。 

 もう一つは委託期間の関係なのですけれども、これについては、私自身はこのような業

務はできるだけ長く委託したほうがいいと思っております。でないと、成果は上がらない

のではないかと思っておりまして、ただ、国の財政的な制約もあって、単年度予算という

ことで組まれておりますけれども、仮にこの市場化テストということでやらせていただけ

るとすれば、従来から、例えば、３年だとかという期間で委託をさせていただいていると

思っておりますので、かえって、ある程度の期間をとってやっていただいたほうがいいの

ではないかと思っております。 

○北川主査 追加ですね。どうぞ。 

○野村首席職業指導官 ただいまのキャリアコンサルティングの委託につきましては、今

年度から新しく始めておりますので、若干、準備期間がかかりまして、年度途中になって

いる事情がございます。 

○北川主査 どうぞ。 

○引頭副主査 ありがとうございました。 

 すみません。もう１点質問を追加させてください。同じ17ページ目の落札率のところな

のですが、２番目と３番目のテンプスタッフさんの落札率が100％になっている一方で、応

札は複数者あります。もし何か背景があれば、教えてください。 

○北川主査 どうぞ。 

○生田局長 これは、総合評価方式の一般競争入札ではなくて、企画提案型の随契、企画

競争になっているからなのです。 

 ですから、金額的には、どうしても近いところで落としていますし、額としては、外に

出していますからこうなってしまうわけですけれども、今回は、仮に市場化テストという

ことになるとすれば、総合評価の一般競争入札でやらせていただくことになるかと思いま

す。 

○引頭副主査 ありがとうございました。 

○北川主査 よろしいですか。あとはどうですか。 

 どうぞ。 

○尾花副主査 18ページについて、教えてください。 

 御方針として、わかものハローワーク、新卒応援ハローワーク、マザーズハローワーク

のある業務について、民間競争入札をされるということなのですが、昨日、私は各種のハ

ローワークで、自分の年齢を想定したりして、入力等をしてみて、探したときに、自分が

わかものハローワークで探したらいいのか、新卒応援ハローワークで探したらいいのか、

マザーズハローワークで探したらいいのか、自分の年ではないですけれども、すごく悩ん

でしまって、恐らく、厚生労働省さんの発想からすれば、効果的に業務を行うために労働
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市場を属性で分けているとは思うのですが、セーフティーネットとしての対象になる人は、

自分がニートなのか、若者なのか、新卒なのか、マザーズなのかということは、何かわか

りにくいような気もするので、もしキャリアコンサルティングという形で一部切り出すよ

うなときには、弱い求職者目線で視点をお考えいただくこともよいのかなという意見でご

ざいます。 

 よろしくお願いします。 

○生田局長 この名前のつけ方で、どのような人が対象かと即座にわからないということ

は非常に問題だと思います。申しわけございませんでした。 

 まず、新卒応援ハローワークにつきましては、まさに名前どおり、新卒者なのですけれ

ども、今は、既卒３年は新卒扱いということをやっておりまして、既卒者でも新卒でとっ

てほしいということで、企業に対して指導をいたしております。 

 ですから、在学中の人と卒業して３年以内の方につきましては、新卒応援ハローワーク

の対象とはなってございますけれども、そのようなことが十分に知られていないという問

題もございますので、きちんと考えないといけないと思っております。 

 わかものハローワークにつきましては、「わかもの」と名前がついておりますけれども、

基本的には、フリーターの方、非正規雇用で働かれている若者の方でございまして、年齢

層につきましては、35歳未満が若者という定義なのですけれども、その定義にこだわらず、

それ以上の方が来られても相手をするという考え方でございますので、いわゆる非正規で

若い人に属する人がわかものハローワークでございます。 

 マザーズは、女性で子育て中の人が中心ですけれども、子育てに入る可能性がある人で

もいいということですので、女性はマザーズに来れば大丈夫だということになっているわ

けですけれども、いずれも、どのような人が使えるのかということについて、内容の周知

も含めてきちんとやる必要がございますし、キャリアコンサルティングをする過程で、民

間事業者の方はこの３つをまとめて対応されるということだとすれば、カウンセリングの

過程でどのハローワークを使うのがいいのかだとかも含めて、民間の方にも、ある程度、

役割を果たしていただくことも含めて、どのようにしたらいいか、考えてみたいと思いま

す。 

○北川主査 よろしいですか。 

○尾花副主査 はい。 

○北川主査 お願いします。 

○川島副主査 御説明をありがとうございました。 

 18ページにあります「対応方針」という方向性自体は前向きな話で、これはよろしいの

ではないかと思っています。 

 １つ、参考までに教えていただきたいのですけれども、今回、求職者向けセミナー、キ

ャリアコンサルティングをモデル的に民間競争入札の実施を検討するということで、試し

にやってみるというだけでなくて、民間に任せることによって、民間の強みを生かす、そ
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れを引き出すという視点があってのことではないかと思っています。 

 お聞きしたいのは、既に３件、民間委託の状況ということをやってみて、やはり出して

よかったなと、民間業者に任せることによるプラス面を、現時点で認識されているような

ことがあれば、参考までに教えていただけたらと思います。 

○野村首席職業指導官 この３件につきましては、始まったばかりということはございま

すけれども、ニート等、あるいは、就業がこま切れで、自分に何ができるかわからないと

いった、特別な支援が必要になる方のキャリアコンサルティングをお願いしておりますの

で、そのような面では、この本体はもう少し就職に直結した相談に力が入れられるという

ことで、ある程度、役割分担ができてくるのではないかと期待をしております。 

○川島副主査 わかりました。ありがとうございます。 

○北川主査 あとはよろしいですか。 

 どうぞ。 

○井熊副主査 今回、この18ページを見ると、まず、求職者向けセミナー、キャリアコン

サルティングについて始めるということで、６ページを見ると、キャリアコンサルティン

グの枠の中に、セミナー、模擬試験とか、履歴書作成とか、いろいろな業務がございます。 

 趣旨として、できるだけ民間に多くのものを任せていくという観点では、まずはキャリ

アコンサルティングとセミナーぐらいから始めて、可能性があれば、このような業務を１

つずつ拡大していく、さらにこの委託期間を延ばしていく、そのような御趣旨で、まずは

ここから始めていくという解釈でよろしいですか。 

○生田局長 今、御説明したとおり、まず、民間の方で最初から成果が上げられるのでは

ないかと、私どもで見込んでいるところにつきまして、今回、お願いしようとしているわ

けですけれども、それをやっていただいている過程で、ほかの分野につきましても、当然、

可能性があれば、つけ加えていくということだと思っております。 

○北川主査 よろしいですか。 

 御苦労さまでございました。 

 いろいろとお取り組みいただいておりますので、本件について、私から本分科会の考え

方を少し申し上げてみたいと思いますが、本案件は、法の第７条に基づいて実施した民間

からの意見募集において、わかものハローワークと新卒応援ハローワーク及びマザーズハ

ローワーク、この施設に関して、市場化テストの対象事業としてほしいとの意見をいただ

いたものでございます。 

 本日の分科会の中で、厚生労働省局長さんから、３施設の包括的な民間委託は、全体的

にはまだ困難であるものの、既に民間委託を実施しているキャリアコンサルティング業務

及び求職者向けのセミナー等について、民間競争入札の実施を検討したいとの説明であっ

たと思います。 

 民間委託を実施するに当たっては、本日の議論を踏まえ、民間事業者の創意工夫が十分

に活用できるような業務範囲、契約期間等について、十分に検討を行った上で、民間競争
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入札を実施していただけたらと思います。 

 民間競争入札を実施する範囲、契約期間等については、引き続き、事務局を通じて本分

科会と調整をしていただきたいと思います。 

 以上のような結論でございますので、ひとつどうぞよろしくお願いを申し上げたいと思

います。 

 引き続きまして、業務フロー・コスト分析に係るヒアリングにつきまして、審議を行わ

せていただきます。 

 事業概要等について御説明をお願いいたしたいと思いますが、これも10分程度で御説明

をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○生田局長 続きまして、人材銀行についての資料でございます資料２で御説明をさせて

いただきます。 

 １ページ目、人材銀行の概要が書いてございます。 

 人材銀行は、40歳以上の管理的職業あるいは専門的・技術的職業を希望する人に対する

マッチングをする組織でございまして、現在は全国６カ所でございます。平成23年度以前

は12カ所ございまして、最近、減らしたということでございます。 

 「主な業務」に書いてございますけれども、経営管理、生産管理等について専門的知識・

技術を有する人材に対するマッチングをするための人材銀行でございます。 

 求職者に対しましては、そこにございますような、人材銀行内での情報検索端末によっ

て求人情報を公開すると書いてございますけれども、この求人情報は、一般のハローワー

クとは別に特別にとっている求人情報でございます。そういった求人情報につきまして、

特別の条件設定での検索ができるということでございます。 

 あとは、このような専門的な人材でございますので、担当者制を活用した、きめ細かな

就職支援をしないとマッチングできないということでございますので、そういった工夫を

しているものでございます。 

 求人事業主に対しましては、専門的な人材ということもございますので、求職者の情報

を求人企業に提供することもやってございます。ここの求職者も、人材銀行のみに求職登

録している求職者、求人も求職もこの組織だけの求人、求職者でございます。 

 求人充足支援ということで、求職者情報の提供をする過程で、求人者の希望に合うよう

な求職者の御提案をするだとか、あるいは、求人者のリクエストによって紹介するだとか

ということで、求人企業に対しても、きめ細かに対応するものでございます。 

 この人材銀行につきまして、２ページにございますように、フロー・コスト分析をさせ

ていただきました。 

 これにつきましては、大阪人材銀行と福岡人材銀行につきましてやらせていただきまし

たけれども、そこで一番問題になったものが、２に書いてございますけれども、大阪人材

銀行では、「求人者に対する相談、職業紹介」と「求職者に対する相談、職業紹介」を合

わせた業務時間比率が福岡人材銀行のそれより高く、福岡人材銀行では、「未充足求人の
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フォローアップ」と「未就職求職者のフォローアップ」を合わせた業務時間比率が大阪人

材銀行のそれより高くなっているという違いがあるということで、その下にグラフが書い

てございますけれども、相当、激しい違いがあるということでございます。 

 これにつきましては、次の３ページにございますけれども、「３．分析結果」というこ

とで、新規求人倍率が大阪人材銀行で1.06倍、福岡では3.23倍ということで、福岡は圧倒

的に求人倍率が高いという事情がそもそもあるということでございますし、新規求職者に

ついては、大阪人材銀行では5,821人もいるのですけれども、福岡では769人しかいないこ

とでございまして、このような労働市場というか、求人、求職の実績の違いはあるのです

けれども、それを背景にいたしまして、福岡人材銀行では、「未充足求人のフォローアッ

プ」だとか、「未就職求職者のフォローアップ」に重点を置いているのでしょうし、大阪

人材銀行では、「求人者に対する相談、紹介」、「求職者に対する相談、紹介」に重点を

置いていると、ある程度は考えられますけれども、余りにも開きが大きいということで、

こういった開きを平準化する方向で、どのようなことをすればいいのかということについ

て、現在、検討をしております。 

 相当、業務が偏っておりますので、その偏りを寄せてくことが必要だと思っております。 

 「４．講じる予定の措置」に書いてございますように、地域の実情を踏まえた業務運営

もやってはいるのですけれども、合理的なものと本当に言えるのかどうかということを検

証していく必要がございます。 

 その際に、私どもとして一番問題だと思っておりますことが、専門技術的な人材でござ

いますので、マッチングのためには、キャリアコンサルタントという人が、十分にその求

職者についてキャリアコンサルティングをして、この人についてはどのような求人企業に

マッチングするのがいいのかだとか、あるいは、求職者に対して、このような分野にも目

を向けたほうがいいだとかということをきちんとアドバイスすることが、必ずしも人材銀

行でされていないのではないかという実感がございます。 

 現実に、この人材銀行で、担当者制による、きめ細かな職業紹介ということはそれなり

にやっておるわけですけれども、キャリアコンサルティングは不十分だという認識がござ

います。 

 ですから、今回、大阪と福岡につきまして、サービスの平準化を図っていく過程で、そ

もそも業務自体の質を高めていって、マッチング効果を高めていくこと自体が重要なので

はないかという問題意識がございます。 

 そのために、一番下の段落にございますけれども、業務フロー・コスト分析を実施した

人材銀行、福岡と大阪ですけれども、それに実施していない人材銀行も加えまして、キャ

リアコンサルティングを民間委託することによりまして、マッチング機能の強化や、結果

としてコストは余計にかかるかもしれませんけれども、就職１件当たりのコストの低減が

可能かどうかということを検証してみたいと考えてございます。 

 矢印の下にございますように、求職者に対する職業相談に関連して行われますキャリア
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コンサルティングにつきまして、コストが上がるかもしれませんけれども、結果として就

職者数がふえれば、１人当たりの就職コストは下がるので、６カ所ありますけれども、６

カ所の半分の人材銀行につきまして、民間競争入札を実施して、キャリアコンサルティン

グの機能強化を図って、マッチング効率を高めたいということでございます。 

 下にございます、業務時間に関する地域差の合理性の検証や、効率性、効果の検証を行

い、人材銀行全体の求職者サービスの平準化と質の向上、コストの低減を目指すとしたい

というものでございます。 

 最後の４ページにつきましては、フロー・コスト分析の実施結果の報告表を参考につけ

てございますので、後ほどごらんいただければと思います。 

 以上でございます。 

○北川主査 ありがとうございました。 

 ただいまの局長の御説明につきまして、御意見、御質問等をいただけたらと思います。 

 どうぞ。 

○井熊副主査 御説明をありがとうございます。 

 この分析結果について言うと、結局、これは何を分析したのかという結果になっている

のではないかと思っていまして、ここにあるように、量の違うものをそのまま分析してい

くと、どうしてもこうなるのかなと、何らかの形で、業務とインプットの人材、例えば、

スタッフが何人ぐらいとられるとか、そのスタッフ当たりの処理数がどのぐらいになって

いるかとか、あるいは、人数割をして無次元化するとか、そのような工夫をしないと、や

はりどこに非効率さがあるのか、ここの事務所は効率的かどうなのかということは、なか

なか出てこないのではないかという感じがいたしました。 

○北川主査 どうぞ。 

○生田局長 委員のおっしゃるとおりでございまして、これにつきましては、本当に分析

の仕方が下手だと反省しております。 

 さらなる分析もきちんとやっていく必要があるという問題意識は、持ってございます。

今後、十分に詰めていきたいと思っております。 

○北川主査 よろしいですか。 

 いかがですか。 

 お願いします。 

○引頭副主査 御説明をありがとうございました。 

 ２点、質問があります。１点目は、１ページ目の「人材銀行について」というところに、

就職件数の推移が書いてあるかと思います。 

 23年以前は、先ほど御説明があったように、12カ所あったものが、その後、６カ所にな

りました。拠点数が半分になり、件数が３分の２になり、活動場所が減ったからこれでい

いのだとは言えるとは思う一方で、国の仕事であると考えたときに、これだけ件数が減っ

てしまっていることについて、どうなのかというのが１点目です。 
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 ２つ目は、先ほど井熊委員からも御質問があった、福岡と大阪の業務フローについてで

すが、民間企業の人間としてこれを拝見していると、もしかすると大阪の業務目標と福岡

の業務目標が違っているからこのようになっているのではないかと思うのですが、６カ所

の人材銀行で、それぞれどのような形で業務のゴールを課しているのか、あるいは、６ケ

所とも一緒なのでしょうか。その辺りの仕組みがわからないので、教えてください。 

 以上です。 

○野村首席職業指導官 就職件数につきましては、御指摘のとおり、12カ所あったところ

を、24年度から半減して６カ所にしておりまして、そこは、需要とかを考えると、比較的

大きなところが残っているということで、低減幅は割とくいとどまっているのではないか

という感じがいたしてはおるのですけれども、全体のパイから見たらどうかというところ

では、６カ所ですので、いろいろと限界があるかなというところではございます。 

 各人材銀行の全体の業務目標としては、就職率目標を挙げておりまして、20％を超える

ということで、そこに向かってそれぞれ努力するということで、我々のほうでやらせてい

ただいているところです。 

○引頭副主査 逆に言えば、大阪と福岡は使っている時間は違うけれども、今、おっしゃ

った20％目標というゴールは、どちらも同じように達成しているということですか。 

○野村首席職業指導官 全体では就職率目標を達成しておりますけれども、例えば、福岡

ですと、求人倍率が非常に高くて求職者がかなり少ないということなので、採用意欲は非

常に高いところが多くて、そこと少ない求職者の条件の調整をいかにやるかということに

力を入れざるを得なくなると、充足がなかなかしないところをどうやってフォローするか

というところに、就職率を上げる点でも力が入っていく。 

 大阪は、求人倍率は１倍ぐらいでございますけれども、求職者数が非常に多いというこ

とで、そうしますと、多様な求職者が存在していて、そうすると、それは個々のケースが

大分違っていて、相談のほうに力を入れていかないと、なかなか求人に当てはめられない

ということで、基本的には違ってくるのではないかとは考えております。 

○引頭副主査 ということは、人材銀行６カ所全体としては20％を超えているけれども、

個々で、例えば、福岡などはすごく高い就職率だし、大阪の場合はちょっと低いとか、ば

らつきがあるという理解でいいですか。それとも、個々で20％に達しているのかという質

問なのですけれども。 

○野村首席職業指導官 済みません。今、申し上げましたのは、全体で達成しているとい

うことでございますと、個々のデータは今、手元にありませんけれども、ばらつきがある

かもしれませんが、そんなに違わないとは思うのです。 

○生田局長 できるだけ早くお届けします。本当に申しわけございません。 

○引頭副主査 ありがとうございます。 

○北川主査 よろしいですか。 
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 お願いします。 

○尾花副主査 意見なのですけれども、昨日、６カ所の人材銀行のウエブサイトを訪れさ

せていただいて、自分がどのような求職ができるかということをやってみたときに、各人

材銀行のウエブサイトの見た目が非常に異なっていて、見た目が異なっているだけではな

くて、使っている用語とか、クリックをしたときに次のページに行く様子とかが微妙に違

うように思いました。 

 これが、各地域の市場に合わせた工夫であるということであればいいのですが、業務フ

ローを分析されるときに、各人材銀行で共通できるというか、統一化できる業務は統一化

する前提で整理をされた上で、業務フロー・コスト分析等をなさるという発想がいいのか

なと思いました。 

 とはいえ、そもそもの市場が違うので、その違いが必要ですということであれば、結構

だと思うので、意見でございます。 

○野村首席職業指導官 御指摘のとおり、各人材銀行でシステムをそれぞれで構築してい

ますので、そのような意味では、その地域事情によって違っているということはございま

すけれども、いろいろとコスト分析をするときには、確かにそのようなところで違いの調

整を図ることが必要かなと考えます。 

○北川主査 よろしいですか。 

 話が変わるのですけれども、洲本の殺人事件が起こって、まあ、ひきこもりですね、こ

れはハローワークの範囲か職業安定局の範囲かわかりませんが、ああいった人がいっぱい

いらっしゃることは把握されているのか、あるいは、それに対する所掌範囲に入るのか、

そのあたりを一遍お聞かせいただけたらありがたいです。 

○生田局長 省内で、いわゆるニート対策というものを所掌しておりまして、職業能力開

発局というところでやっております。 

 第一線機関としましては、地域若者サポートステーションという名前がついてございま

して、全国で160カ所の施設がございます。 

 この運営自体は、NPOも含めまして、民間の方にお願いするケースも多々あるわけですけ

れども、自治体の方にも御協力いただいて運営している組織でございます。 

 従来、ニート対策については、対象者を把握することはすごく難しくて、学校の協力を

得られると、例えば、高校中退者だとかも含めてどうなっているのかという情報が入るわ

けですけれども、従来はなかなか難しかったのですが、最近になって、ようやく文科省と

その辺の話ができるようになって、そのような組織でも、対象者の把握が徐々にできるよ

うになってまいりまして、直接アウトリーチで、御本人のお宅に伺うだとかということも

徐々にできるようになってきておりますので、今までよりは徐々によくなっていくのでは

ないかとは思っております。 

 いわゆるニートに対象者の中には、これも統計データがあるわけではないのですけれど

も、３分の１ぐらいが発達障害の方だと言われるように、障害がある方もたくさんいらっ
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しゃるということでございますので、そういった方に対する対応は、相当、違ってくるわ

けです。 

 要するに、人によって、全然、対応方針が違うので、サポートステーションで仮にアプ

ローチしたときに、それを関係機関にきちんとつないでいくという役割を果たせるように

していかないといけないし、その関係機関のネットワークをきちんとつくらないといけな

いと思っております。そのための努力を、今、やっている最中でございます。 

 先ほど申しました若者の法案でございますけれども、従来、サポステは予算措置でやっ

ておったのですが、なかなかいろいろな行政改革の流れの中で、すぐに切られるようなメ

ニューということで、当初予算で要求していたものが、補正でないとつかなくなったりす

る、非常に何とか生き長らえている状態で今まで来たわけですけれども、今回はようやく

若者法案の中でサポステの根拠規定をつくり、継続的にそれが運営できる見込みとなりま

すので、その中で、より対応を強化していくということだと思っております。 

○北川主査 どうぞ。 

○本多総務課長 雇用対策といいますと、ハローワークを中心に求人と求職を結びつける

ところがメーンではあるのですが、今、局長が御説明しました若者サポートステーション

のように、働くところまで行きつけていないニートの方あるいは発達障害のようなものを

抱えた方に対しても、サポートステーションというメニューをもって対策を打っておりま

すので、その段階では、生活の立て直しのようなところから手がけている場合もございま

すので、そのような意味で、かなり幅広い青少年を対象にしているということでございま

す。 

○北川主査 ありがとうございました。 

 個人情報の問題とか、文科省との問題とか、さまざまなことで大変だと思うので、その

ようなことを頑張っていただきたいと思うのですが、きょうの御説明のことは民間に任せ

たら、そちらの方向へ行ってもらいたいという感じもなくはないのですが、これはどうな

のですか。 

○生田局長 この人材銀行の分野につきましては、もともと民間が専門管理的な人材の職

業紹介を扱っていて、それで事業をされているということに似ている分野でございますの

で、以前も、市場化テストの対象にするというときに、人材銀行は適しているのではない

かということで対象になった経緯もございます。 

 そのようなもろもろのことがございますので、今後、どうしていくのかということは、

じっくり考えてみたいと思います。 

○北川主査 よろしいですか。 

○井熊副主査 はい。 

○北川主査 ありがとうございました。 

 それでは、本案件はこれまでとさせていただきますが、本案件は、基本方針別表で、業

務フロー・コスト分析の結果を踏まえて、民間競争入札の活用を検討するとされていた事
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業で、本日の議論の中で、分析結果を踏まえて、一部の業務において民間競争入札を実施

する方針の説明があったところでございます。 

 しかしながら、業務全体について、民間競争入札の実施に係るさらなる検討を行う必要

があるなど、課題が残されていることから、引き続き、御対応について検討をお願いする

ということで御了解をいただきたいと思います。 

 本日の議論の内容につきましては、私と事務局とで調整の上、監理委員会への報告資料

として整理したいと思います。 

 整理したものにつきましては、事務局から監理委員会の本委員会に報告をお願いいたし

ます。 

 また、委員の先生方におかれましては、本日、質問できなかった事項や、確認したい事

項がございましたら、事務局にお寄せください。事務局において整理をしていただいた上

で、各委員にその結果を送付していただきます。 

 事務局からは何か確認すべき事項はございますか。 

○事務局 特にございません。 

○北川主査 これで、厚生労働省の皆さんにおかれましては、御退席をいただければと思

います。きょうは、御苦労さまでございました。 

（厚生労働省、傍聴者退室） 




