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第１  監査の概要  

 

１  監査のテーマ  

  ｢高知県ふるさと雇用再生特別基金事業、高知県緊急雇用創出

臨時特例基金事業について｣ 

 

２  監査対象期間  

（１）平成 23 年度及び平成 24 年度  

（２）ただし、必要に応じて過年度及び平成 25 年度についても対

象とした。  

 

３  監査テーマを選定した理由  

（１）平成 25 年６月に公表された総務省の労働力調査（基本集計）

によると、同年５月の完全失業率は 4.1 パーセントであり、

前月と同率、完全失業者数は 279 万人、前年同月に比べ 18 万

人減少し、 36 か月連続の減少が続いている。  

（２）本県でも、有効求人倍率が、これまで 0.4 から 0.5 倍台で

とどまっていたものが平成 23 年度から 0.6 倍台に乗り、高校

生の就職内定率が上昇するなど、幾分明るい兆しが見られて

いる。  

（３）これらは、国の交付金を活用し、県が積極的に雇用確保に

取り組んできた成果が表れたともいえるが、一方で、非正規

雇用の割合が多く、県内への就職を希望する新卒者が県外に

出て行かざるを得ないという状況がある。  

（４）平成 21 年度以降、基金を造成して取り組んだ高知県ふるさ

と雇用再生特別基金事業（以下「ふるさと雇用基金事業」と

いう。）、高知県緊急雇用創出臨時特例基金事業（以下「緊急

雇用基金事業」という。）が、地域においてどのような雇用を

生み出したのか、また、雇用継続ひいては正規雇用につなげ

るためには今後どういった手立てが求められるのか、精査す

ることが必要である。  
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４  監査の方法及び着眼点  

県が実施している、ふるさと雇用基金事業及び緊急雇用基金事

業（以下「雇用創出基金事業」という。）について、事務局であ

る商工労働部雇用労働政策課から関係書類の提出を受け、以下の

点を中心に監査した。  

 

（１）取組状況の確認  

高知県は組織としてどのように雇用創出基金事業に取り組

んだか。  

（２）仕組みの有無及び適否  

雇用創出基金事業を実施するに当たり、国及び県の実施要

領に沿った事業の策定、選定及び効果測定を適切に行ったか。 

（３）継続的雇用創出目標の達成度  

ふるさと雇用基金事業は継続的な雇用の創出に結びついた

か。  

（４）費用対効果  

ふるさと雇用基金事業は、継続的雇用の創出という目的達

成のために有効な公費投入が行われたか。  

 

５  監査の体制  

包括外部監査人  松 本 隆 之  （弁護士）  

外部監査人補助者  金 子  努  （弁護士）  

外部監査人補助者  紫 藤 秀 久  （弁護士）  

 

６  包括外部監査の実施期間  

   平成 25 年７月 22 日  ～  平成 26 年３月 26 日  

 

７  利害関係  

外部監査人及びその補助者において、監査対象との間で利害関

係はない。  
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第２  雇用創出基金事業について  

 

１  ふるさと雇用再生特別基金事業  

（１）概要  

     国が、都道府県に対し「ふるさと雇用再生特別交付金」を

交付して基金を造成し、この基金を活用して地域の実情に応

じて、各都道府県及び市町村の創意工夫に基づき、地域の雇

用再生のために地域求職者を雇い入れて行う雇用機会を創出

する事業を実施し、地域における継続的な雇用機会の創出を

図ることを目的とするもの。  

 

（２）ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領について  

       基金事業の対象となる委託事業を実施するに当たっては、

国が定める「ふるさと雇用再生特別基金事業実施要領」に沿

って実施する必要がある。  

ア  基金事業の対象となる事業について  

（ア）都道府県・市町村が企画した新たな事業であること（既

存事業（実質的にそのように判断されるものを含む。）の

振替でないこと。）。  

（イ）建設・土木事業でないこと。  

（ウ）雇用機会を創出する効果が高い事業であること。  

（エ）地域内にニーズがあり、かつ、今後の地域の発展及び

地域における継続的な雇用が期待される事業であること

（草刈り、単純清掃等の軽作業、事業継続性の見込まれ

ない調査研究事業等は除く。）。  

イ  新規雇用する労働者について  

労働者を新規雇用する際に、本人に失業者であるか否か

の確認を行うこと。確認方法については、雇用保険受給資

格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失業者であ

ることを証明できるものの提示を求めること等によること。 

ウ  継続雇用に係る一時金の支給について  

委託事業のために新規に雇い入れた労働者をその契約期

間の終了日までに、継続して雇用する正規労働者として引

き続き雇い入れた事業主に対し、対象労働者１人当たり 30

万円の一時金を支給するものとされており、都道府県は当

該事業主からの申請を受けて支給する。  

 

 



 

4 

 

 

エ  地域協議会  

地域協議会は、都道府県、都道府県労働局、労使団体、

必要に応じその他の地域関係者、有識者等で構成されるも

のとされ、実施事業の選定・事業計画の策定、事業終了後

の事業評価等の事務をつかさどるとされている。  

オ  その他の要件  

幅広い層の地域求職者等に雇用機会を与える観点から、

特定の失業者のみを対象とした事業や教員等公務員の退職

者対策のための事業とならないようにすることとされてい

る（なお、対象労働者について、事業の性質上必要と認め

られる条件を付することは認められている。）。  

 

   （３）実施状況・事業実績  

平成 21 年度から平成 24 年度まで実施された高知県ふるさ

と雇用再生特別基金事業の実績は、総計 65 億 8,028 万 9,844

円、雇用者数は 1,050 人となっている。  

また、委託事業のために新規に雇い入れた労働者をその契

約期間の終了日までに継続して雇用する正規労働者として引

き続き雇い入れた事業主に対し支給される一時金（対象労働

者１人当たり 30 万円）については、 103 団体・ 195 人が対象

となり、合計 5,850 万円が支給されている。  
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高知県ふるさと雇用再生特別基金事業実績          

年度 事業区分 
件数

（件） 

雇用者数（人） 事業費 

（千円） 全体 新規 継続 

平成 21年度 

県事業 47 121 121 － 315,744 

市町村事業 127 272 272 － 723,605 

広報管理運営等経費  3,228 

正規雇用促進費

(一時金) 
 6,300 

合計 174 393 393 － 1,048,877 

平成 22年度 

県事業分 61 167 71 96 665,898 

市町村事業分 206 516 288 228 1,584,879 

広報管理運営等経費  5,040 

正規雇用促進費

(一時金) 
  

合計 267 683 359 324 2,255,817 

平成 23年度 

県事業分 64 163 40 123 740,898 

市町村事業分 239 640 241 399 2,313,523 

広報管理運営等経費  5,885 

正規雇用促進費

(一時金) 
 48,000 

合計 303 803 281 522 3,108,306 

平成 24年度 

県事業分 ２ ５ 1 4 18,160 

市町村事業分 29 77 16 61 143,286 

広報管理運営等経費  1,644 

正規雇用促進費

(一時金) 
 4,200 

合計 31 82 17 65 167,290 

総計  312 － 1,050 － 6,580,290 
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（４）基金終了後の継続雇用数  

国は､ふるさと雇用基金事業終了後の継続雇用について､「事

業終了後に雇用が継続された者の割合が 20 パーセント以上」

との目標を設定していた。  

これについて､高知県においては、基金事業終了時（平成 23

年度末まで実施した事業は平成 24 年 4 月 1 日時点及び平成 24

年 9 月末まで実施した事業は平成 24 年 10 月 1 日時点。以下同

じ。）、実施されていた事業数は 303 事業、それらの事業で雇用

されていた労働者は 723 人であった。  

基金事業終了後、それらの労働者のうち、継続雇用となった

者は 570 人であり、雇用継続された者の割合は、約 80 パーセ

ントに上る（ 570 人／ 723 人）。  

なお、雇用継続の形態及び雇用終了の内訳は次のとおりとな

っている。  

       

ふるさと雇用基金事業終了後の雇用継続数・形態・雇用終了数  

 区分 事業数 雇用人数（人） 

雇用継続 

県単独支援1 177 368 

市町村等支援2 19 41 

自立3 55 108 

その他4 30 53 

継続雇用合計  570 

雇用終了 94 153 

合計  723 

            ※「その他」及び「雇用終了」の事業数は他の区分と重複する分が含まれる 

 

雇用継続となった 570 人のうち、およそ７割に相当する 409

人については、県や市町村の別の支援等を受けて雇用されてい

る。  

  

                                                   

 
1 県からの補助や委託による支援を受けて事業を継続するもの。 
2 市町村からの補助や委託による支援を受けて事業を継続するもの。 
3 県や市町村からの支援を受けず、委託先事業者による事業及び雇用が継続されるもの。 
4 当該事業では継続しないが、事業者の既存事業で雇用を継続するもの。 
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２  緊急雇用創出臨時特例基金事業  

 

（１）概要  

国が、緊急雇用創出事業臨時特例交付金を都道府県に交付し

て基金を造成し、この基金を活用することにより、離職を余儀

なくされた非正規労働者、中高年齢者等の失業者に対して、こ

れらの者の生活の安定を図るため、次の雇用までの短期の雇

用・就業機会を創出・提供する等の事業を実施するものである。  

本事業は、平成 21 年に「緊急雇用創出事業（その後「緊急雇

用事業」に名称変更）」が始まり、その後、経済対策や震災対応

のために、「重点分野雇用創出事業」「地域人材育成事業」及び

「震災等緊急雇用対応事業」の各事業が創設された。また、平

成 25 年度からは「起業支援型地域雇用創造事業」が実施されて

いる。  

都道府県・市町村は、民間企業等に事業委託し、当該受託者

が求職者を新たに雇い入れることにより雇用を創出する。また、

起業支援型地域雇用創造事業以外の事業については、地方公共

団体による事業の直接実施も可能である。  

事業を実施するに当たっては、国が定める「緊急雇用創出事

業実施要領」に沿って実施する必要がある。  

 

（２）実施状況  

緊急雇用創出臨時特例基金事業については、平成 25 年４月１

日時点において、１万 2,330 人の雇用を創出している。  
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第３  監査の内容  

 

１  総論  

（１）高知県は、「ふるさと雇用基金事業」及び「緊急雇用基金事

業」を効果的に活用すべく、平成 21 年度から、基金事業によ

る雇用目標を設定し、「あったか高知・雇用創出プラン」に取

り組み、平成 21 年度から平成 26 年度の６カ年で１万 4,000

人の雇用目標を立て、この目標自体は達成される見込みであ

る。  

（２）次の雇用までの短期の雇用・就業機会を創出・提供するこ

とを目的とする緊急雇用基金事業については、概ねその目的

を達しているといえる。  

（３）ふるさと雇用基金事業は平成 24 年度で終了した。  

ふるさと雇用基金事業終了後に雇用継続となった 570 人の

うち、およそ７割に相当する 409 人については、県や市町村の

別の支援等を受けて雇用されているなど、実際には、自立した

継続的な雇用には必ずしも結びついていない現状があり、同基

金事業の根底にある、継続可能な新規事業を実施して継続的な

雇用を創出するという目的は未だ達成途上である。  

 

２  雇用情勢  

（１）課題  

ア  高知県では少子高齢化により人口自体が急速に減少し、こ

れに加えて労働力の県外流出により労働力人口の減少も進

行中である。  

イ  失業率は徐々に改善がみられるものの満足すべき段階で

はない。  

ウ  雇用者の３人に１人は非正規就業者である。  

エ  高校や大学の卒業者の県内就職内定率も改善していると

はいえ、高校卒業者の就職者のうち３人に１人、大学卒業者

の就職者のうち３人に２人は県外で就職している状況にあ

る。  

オ  県内では少人数・小規模な事業所が圧倒的多数であり、比

較的雇用余力のある①電気・ガス・熱供給・水道業、②医療・

福祉、③運輸業、郵便業、④情報通信業等の事業所は少ない。  
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（２）目指すべき方向  

労働力の減少傾向に歯止めをかけるために少子化対策が必

要なことは言うまでもない。  

しかし、まず県内で雇用機会を創出していく仕組み作りが必

要である。 U ターン、 I ターンを促進して県外から知識・経験

を持つ労働力を獲得していくことも有用であるが、新卒者や失

業者など今存在する労働力を県外に流出させないことや、雇用

余力のある産業の事業展開を促進することが重要と思われる。 

また、その場限りの雇用創出ではなく、安定的な労働人口を

確保するためには、非正規ではなく正規就業者として働ける場

を増やしていくことも必要である。  

 

３  緊急雇用基金事業について  

（１）緊急雇用基金事業については、平成 25 年４月１日時点にお

いて、１万 2,330 人の雇用を創出しており、基金を利用して

短期の雇用・就業機会を創出・提供するとの目的は一定達成

されていると評価できる。  

（２）また、包括外部監査人らは、本件監査を実施するに当たり、

緊急雇用基金事業の事業実績一覧のうち一部を抽出し、その

実績報告書を精査したが、特段問題は見当たらなかった。  

 

４  ふるさと雇用基金事業について  

（１）ふるさと雇用基金事業は、平成 21 年度の事業開始から平成

24 年９月末までの３年６か月間で 312 件の事業を実施し、

1,050 人の雇用創出につながっている。  

（２）初期の負担が大きく、これまで取り組むことができなかっ

た新たな事業にもチャレンジが可能となり、「高知県産業振興

計画」や「日本一の健康長寿県構想」の関連事業にも積極的

に活用されてきている。  

（３）基金事業終了時、 303 事業で 723 人が雇用されていた。   

そのうち、自立や自治体からの一定の支援を活用するもの

も含めて、約 80 パーセントが雇用継続されており、国が事業

の目標として設定した「事業終了後に雇用が継続された者の

割合が 20 パーセント以上」を大幅に上回っており、継続的な

働く場の創出につながっていることは成果であるといえる。  

（４）もっとも、より効果的な事業となるよう、以下、意見を述

べる。   
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５  意見  

（１）  事業選別をするべきであること  

ア  もとより、ふるさと雇用基金事業は収益事業ではないので

費用対効果のような視点で単純に事業の善し悪しを判断す

ることはできないが、さりとて公費を投入する以上は、高知

県にとって真に必要な事業目的を明確に定めた上で、事業目

的遂行のための適格な事業内容を選別する必要があること

は言うまでもないことである。  

イ  包括外部監査人らは、本件監査を実施するに当たり、近年の 

ふるさと雇用基金を利用した全ての県事業及び、市町村事業

の雇用労働政策課に提出されている実績報告書を精査した。 

ウ  その結果、高知県産業振興計画に沿った事業などは短期的

視点による評価は困難であるため現時点での評価は困難な

ものが多数見受けられたが、例えば県事業の「ふるさと雇用

再生輸出促進企業支援事業」や「ふるさと雇用移住ビジネス

創出事業」などは高知県が推進している地産外商、あるいは

移住促進といった目的にまさに合致した事業であり、その事

業内容についても非常に評価できるものも見受けられた。  

エ  しかしながら、基金事業終了時、 303 事業で雇用されてい

た 723 人のうち、約 20 パーセントの雇用が終了しているの

は残念である。事業継続区分のうち結果として事業終了に至

っているものにおいては、ふるさと雇用基金事業の要件は満

たしているが、事業の具体的な取組内容について十分な検討

を行った上で実施されたか否かについてはやや疑問の残る

事業も散見された。  

 また、市町村事業においても同様に、目標設定が必ずしも

明確とはいえず、事業終了に至っていることなどから、十分

な検討を行った上で、実施するべきであったと感じる事業も

見受けられた。高知県は、市町村事業であっても交付要綱等

に基づく監督責任はないとは言えず、事業目的これ自体が市

町村の地域ニーズ、ひいては高知県にとって必要であるのか、

事業目的は必要であっても事業内容は目的達成に適格であ

るといえるかといった観点から事業採択（事業選定）をする

必要があった。  

オ  今後実施する雇用創出基金事業については、基金の有効活

用かつ効果的な事業実施のため、基金要件を満たした上で、

これまで以上に目的や計画の明確化を行うことが必要である。  
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（２）  事業実施に際して目標設定を求めるべきであること  

ア  地方自治法第２条第 14 項は、「地方公共団体は、その事務

を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、

最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならな

い」と規定し、地方財政法 (昭和 23 年法律第 109 号 )第４条

第１項は、「地方公共団体の経費は、その目的を達成するた

めの必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならな

い」と定めている。  

この規定の法理からすれば、前提として①目的から導かれ

る、適切で効果測定可能な目標を設定すること、②当該目標

を達成するために必要最小限の予算を設定することが必要

となろう。  

イ  また、前述の規定を待つまでもなく、あらゆる事業には、

目的、目標、目標を達成にするための｢人｣、｢物｣、｢金｣、行

動計画、期限設定等のいわゆるビジネスプランが必要であり、

それがない事業は有り得ないというべきである。そして、事

業の採否を行う者は、経営者的視点すなわち必要最小限の経

費で目標を達成することができるか否かという視点からこ

のビジネスプランを評価することが期待される。  

ウ  ビジネスプランの評価に当たっては、まず目的がなけれ

ばならないのは言うまでもない。  

エ  次に必要となるのは適切な目標設定である。目標があっ

て初めて、その目標達成に必要な｢人｣、｢物｣、｢金｣が決ま

る。また、目標がなければ実施した事業の効果を測定する

ことも困難となる。効果が測定できなければ結果の評価も

できない。そこで、効果を測定するための目標は、情緒的

であってはならず、可能な限り客観的に数値化されること

が望ましい。  

オ  ふるさと基金事業に関していえば、まず、雇用機会を創

出する事業を実施し、継続的な雇用機会の創出を図るとい

う大きな目的がある。新規事業が継続可能というためには、

少なくとも新規事業で創出した雇用に要する人件費に見合

う効果の創出を見込み得ることが必要である。ここに言う

効果としては、当該人件費を投入するに見合うだけの直接

又は間接の経済的効果を産み出すことができれば十分とい

える。いずれにせよ、計画段階で達成すべき目標値が見え

ていないようではふるさと基金事業としての目的達成は期

待し難い。したがって、ふるさと基金事業の目的を達成す
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るためには、事業を企画、選定する前提として、可能な限

り適正な数値目標が示されていることが望ましかったとい

える。  

   今回調査した事業の大多数は、その業務仕様書において

｢～を行う｣、｢～を作る｣、｢～を育成する｣、｢～を活用する｣、

｢～と連携する｣、｢～を整える｣、｢～につなげていく｣等と

言う風に業務内容そのものは規定されている。また、雇用

すべき失業者の人数及びその人件費の計画も規定されてい

る。しかし、その事業によってどのような目標をどれだけ

達成する計画なのか具体的に数値化された目標のあるもの

は少なかった。数値目標のない事業計画は、あたかも事業

を実施すること自体が目的であるかのような誤解を受けか

ねない。  

 営利企業であれば利益を得て存続していくことが目的で

あり、新製品を開発して品揃えを強化したり、従業員教育

を施して生産性を上げたり、他社と連携して販路を拡大し

たり、展示会に参加して商品の認知度向上を図ったりする

ことはその利益目標達成のための手段である。費用を伴う

手段を実施する際にはそれを実施することによってどれだ

けの利益を上げ得るのか、より少ない費用で多くの利益を

上げられる手段はないのか、慎重に検討するのが通常であ

ろう。基金事業は、直接の金銭的利益を追求するものでは

ないが、より高い効果を目指す視点は必要である。  

 業務仕様書や雇用労働政策課に提出された実施報告書を

見ると、目標を示さない事業がふるさと基金事業として選

択され実施されているように見えることから、数値目標設

定の重要性に関する県の認識が十分ではないことが伺われる。 

 県は、基金事業たる要件を満たしているか否かの確認だ

けでなく、必要かつ最小限の費用で、継続的な雇用を創出

することができるか否かという視点から、新規事業を選

定・企画・実施することが望ましかったといえるし、今後

の施策においても、かかる経営者的な視点を意識すること

は重要である。今後ふるさと基金事業のような施策を実施

するにおいて県は、可能な限り適正な数値目標を設定し、

そこから目標達成に必要とされる｢人｣、｢物｣、｢金｣を算定

するような仕組み作りをすべきと考える。数値目標があれ

ば、結果的に達成できなくても、その原因を追究すること

によって将来の成功につなげることができる。  
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カ  また、限りある基金を有効活用し、最大の効果を上げる

ためには、所管各課の計画内容を調整し、戦略的に事業を

実施することも必要であると思われる。  

 雇用対策本部は、その所掌事務として①働く場の確保・

創出に資する施策の調整と推進に関すること、②経済・雇

用動向の把握等情報収集及び連絡調整に関することを上げ、

本部長（知事）を中心に、県と国（労働局）が一体となっ

て、雇用対策本部会議を開催し、雇用情勢や雇用対策実施

状況を把握し理解の一致を得た上で、今後の雇用対策の方

針を議論し、決定している。  

同本部の方針に基づく施策は、まだまだ改善の余地があ

るとはいえ、確実に成果を上げてきており、同本部は基金

を有効に活用するため、高知県の産業振興等に活用すると

いった戦略的な事業実施方針を示すという責務を果たすに

ふさわしい組織といえる。  

今後の施策においては、同本部がリーダーシップを取っ

て、より少ない費用でより大きな効果が期待できる事業と

なるような方針を示していくべきであろう。   



 

14 

（３）  １年ごとの事業のモニタリングを徹底するべきである

こと  

ア  今回の監査を通じて、複数年度にわたる継続事業の場合、

委託先から担当事業課に対して１年ごとに事業報告がな

された上で次年度の事業計画書も提出されており、継続事

業においては１年ごとの事業のモニタリングがなされて

いることは確認できた。  

イ  もっとも、次年度の事業内容は、基本的に事業担当課内

で協議検討がなされ、事業担当課以外の部署が協議に加わ

ることは少ないものと思われる。  

例えば、地域版アウトソーシング受託者等育成事業は、

３カ年の継続事業として、３段階にステップアップするこ

とを事業内容としていたが、「テレワークを利用した県庁の

仕事への参加を通じた」人材育成といった観点よりも、地

域を担う人材育成、地域の活性化という観点により比重が

移った事業内容にシフトしていった。その結果、本事業を

通じて育成されたテレワーカーの人数の把握ができていな

いため間接的な雇用効果が分からないこと、ひいては雇用

創出数や地域振興の担い手育成等の実績が把握できていな

いことにつながる結果となった。  

仮に、継続事業については、事業担当課以外の部署など

も交えた上で次年度事業計画の協議等がなされていれば、

様々な視点から、直接的・間接的雇用効果を把握するため

に、雇用創出数や地域振興の担い手等の実績などを後追い

調査し、新たな雇用の創出、継続的な雇用の創出に資する

ような点を事業内容に付加することも期待できたはずであ

る。  

ウ  やはり、継続事業であっても、公費が投入される以上は、

１年ごとの事業のモニタリングを徹底し、次年度の事業内

容を精査すること、あるいは、次年度に事業を継続するか

否かを検討する必要がある。  

その意味では、雇用労働政策課は、事業担当課に対し、

その検討経過の分かる資料の提出を求めることが望ましい

といえる。  
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（４）  実施後の事業評価を実施するべきであること  

ア  国の実施要領によれば、ふるさと基金事業については、

事業終了後、地域協議会が事業評価を実施することが規

定されているが、実際には、事業終了後の地域協議会に

よる事業評価は、事務局である雇用労働政策課から各構

成員への事業実績や委託事業終了後の事業・雇用の継続

状況等の報告にとどまっている。  

イ  確かに地域協議会による事後評価を行うことが法的に

義務づけられているわけではない。  

しかし、事業実施後の事業評価は、今後の雇用対策を

有効に行う上でも効果的であり、事業終了後の事業評価

を実施することが望ましいと思われる。  

ウ  ふるさと基金終了時には地域協議会での事業評価は実

施されていないものの、高知県産業振興推進ふるさと雇

用事業費補助金により現在継続している事業については、

補助金終了時において、各事業実施主体が自立できるよ

うに平成 24 年度から経営計画書の提出を求め、地域産業

振興アドバイザーによる財務面を含めた経営計画の評価

を行い、事業者へのヒアリングやアドバイス、また外部

アドバイザーの派遣などによる支援を行っているとのこ

とであり、そうした取組で更に事業効果を高めるととも

に、事業終了時に雇用効果、産業振興の効果等事業の分

析・評価を行い、今後の高知県の雇用政策及び産業振興

政策に活かすべきである。  
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（５）  失業者対策であることが重視されるべきであること  

ア  ふるさと雇用基金事業実施要領には、労働者を新規雇

用する際に、本人に失業者であるか否かの確認を行うこ

とが必須要件であり、確認方法については、雇用保険受

給者資格者証、廃業届、履歴書、職務経歴書、その他失

業者であることを証明できるものの提示を求めること

等によることとされている。  

イ  包括外部監査人らが基金事業の事業報告を精査した

際にも、全ての事業において上記方法により失業者であ

ることの確認がなされており、失業者対策事業の形式に

ついては徹底が図られていた。  

ウ  しかし、雇用労働政策課に提出されている実施報告書

には、履歴書等の失業者であることの疎明資料が添付さ

れていない。かかる情報は当然個人情報であるが、公費

を支出する以上、履歴書等の疎明資料の提出を求めるこ

とが望ましい。  

エ  次に、一部の事業においては、事業の遂行に必要な条

件を付したため、結果的に、雇用された者が金融機関Ｏ

Ｂなどに限定されたものがあった。かかる運用は、国の

示した実施要領等に沿ったものであり、また、産業振興

を図る事業を実施するためには必要なものであったが、

事業を実施する場合には、産業振興の効果等があるか、

条件設定が適切かを慎重に吟味する必要がある。  

オ  また、以前の従業員が退職した直後にふるさと基金で

雇用されたという事例があった。実施要領の要件は満た

しており、調査したところ問題はなかったものの、雇用

対策の趣旨に反することがないように、事業の新規性・

当該従業員の就労状況等のその他の要件も慎重に考慮

して、雇用対策の趣旨に合致しているか判断されるべき

である。  

カ  さらに、県として、かかる雇用をいかに正規雇用につ

なげていくかという視点での取組も、あわせて行うべき

であると考える。  
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（６） 雇用対策は、産業振興・少子化対策とあわせて行うべ

きであること  

ア  高知県の人口は、 1985 年に比べ約９万人も減少し、あ

わせて労働力人口も減少が続いている。  

労働力人口の減少は、少子高齢化や労働力の県外流出

といった要因があると考えられる。  

イ  労働力の県外流出の大きな要因としては、産業基盤が

弱く雇用の受け入れ先が少ないことがある。言うまでも

なく、今後もより一層産業振興を図り、雇用の基盤づく

りを進めていくことが大切である。その意味では、中核

企業等育成支援事業、地域産業支援事業のように、高知

県が、ふるさと基金を積極的に活用して、産業振興対策

の事業を実施したことは重要なことである。また、高知

県が、高知県産業振興計画に基づく産業振興を図るべく、

ふるさと基金終了後県費で高知県産業振興推進ふるさと

雇用事業費補助金を創設し、地域の取組を支えようとし

ていることは、ふるさと雇用基金を活かすために必要な

ことである。  

ウ  少子高齢化は、高知県に限ったことではないが、産業

基盤が弱く労働力の県外流出が続く高知県においては、

その影響は他県よりも重大である。県人口が減少すれば、

市場がさらに縮小し、それにより雇用状況がより一層悪

化することは明らかである。  

エ  こうした中、継続的雇用を創出するためには、単なる

雇用対策にとどまらず、産業振興・少子化対策が必要不

可欠であり、県はより一層産業振興・少子化対策を進め

るべきである。  

オ  また、少子化は、高知県だけではなく、国全体の問題

である。既に高知県知事が全国知事会を代表して、抜本

的な対策として基金創設等の要望を国に訴え、これによ

り、地域における少子化対策の強化として国の平成 25 年

度補正予算において、新たな交付金が設立されている。

県としては同交付金を活用して、少子化対策により積極

的に取り組むとともに、引き続き、国に対して、少子化

対策をより一層強化するよう要望していくことが必要で

ある。  
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第４  最後に  

 

高知県においては、知事を本部長とする「雇用対策本部」を設

置し、雇用対策に取り組むとともに、県経済活性化のためのトー

タルプランとして「高知県産業振興計画」を策定し、平成 24 年

度からは「第２期産業振興計画」により、高知県産業の将来像や

計画全体の目標を掲げるなど、官民協働での取組を進めてきた。 

その結果、高知県の有効求人倍率は、３年連続で前年度比を上

回り、本年１月には、0.79 倍と、昨年 11 月から３か月連続して

過去最高となるなど、雇用情勢は着実に改善している。  

この改善の動きを確実なものとするため、引き続き、雇用の拡

大や正社員化に向けた取組が必要である。  

包括外部監査人らは、前記のとおり、①事業選別をするべきで

あること、②事業実施に際して目標設定を求めるべきであること、

③１年ごとの事業のモニタリングを徹底するべきであること、④

事業実施後の事業評価をするべきであること、⑤失業者対策であ

ることが重視されるべきであること、⑥雇用対策は、産業振興・

少子化対策とあわせて行うべきであることといった意見を述べ

た。  

ふるさと雇用基金事業は既に終了しているが、県はふるさと雇

用基金事業を活かすべく、高知県産業振興ふるさと雇用事業補助

金を創設し、これに基づき現在事業が実施されており、また、国

は都道府県に造成されている基金を積み増し、「地域人づくり事

業」を創設した。これらの事業実施に際しては、ふるさと雇用基

金が抱えていた課題点・問題点を改善するべく、上記６点の意見

などを踏まえた制度・運用とされることを提言したい。  

適切かつ的確な公費の支出によって、高知県が進めている高知

県産業振興計画と相まって、真に継続的な雇用の創出に資する事

業が展開されることを切に希望する次第である。  

以上  


