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広島県リスキリング推進検討協議会の設置について 
 
 

１ 設置目的 

 デジタル化が進展する中，生産性の向上や新たな価値創造，成長分野での競争力強化に

資するリスキリングを推進するとともに，将来の需給ギャップに対応した円滑な労働移動

の実現を目指し，習得が必要なスキルの明確化，働きながら学ぶ労働環境や雇用管理のあ

り方，労働市場の流動化に向けた社会システム等の課題などについて，公労使で検討する

ための協議会を設置する。 

 

２ 組織体制 

 協議会の下に２つの分科会を設置し，分科会において専門的な議論を行うとともに，協

議会において議論を取りまとめ，リスキリングの取組指針及びロードマップを策定する。 

 

 

 

 

 

 

３ 検討事項・役割 

協議会 
・議論の取りまとめ 

・取組の指針及びロードマップの策定 

スキル分科会 
・DX の進展により生じる職種ごとの需給ギャップの整理 

・職種ごとの需給ギャップから，習得が必要となるスキルの整理 

雇用環境分科会 

・働きながら学ぶために必要な労働環境・雇用管理のあり方の検討 

（企業内での労働移動の視点） 

・労働市場の流動化に向けた社会システム等の課題の整理 

（企業の枠を越えた労働移動の視点） 

 

４ スケジュール 

 R４上期 R４下期 R５上期 

協議会 
   

 

 
分科会 
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広島県リスキリング推進検討協議会 

スキル分科会 雇用環境分科会 

・第２回 

（中間まとめ） 

・第３回 

（最終報告） 

・スキル分科会 

・雇用環境分科会 ・分科会 

・分科会 

・分科会 

・第１回 

（４/２５） 

＜リスキリング推進企業応援ＰＪ＞ 
・デジタル基礎知識習得支援 
・リスキリングの機運醸成 
・労働移動の実現に向けた対応策の検討 
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５ 委員名簿 

（１）協議会 

会 長 知事 （会長代理：副知事） 

経済団体 

広島県商工会議所連合会   会頭 池田 晃治 

広島県経営者協会      会長 西川 正洋 

広島経済同友会     代表幹事 田村 興造 

労働団体 日本労働組合総連合会広島県連合会  会長 大野 真人（JFEスチール福山労組） 

有 識 者 
広島市立大学大学院     教授 前田 香織（分科会会長兼務） 

県立広島大学大学院     教授 木谷 宏（分科会会長兼務） 

行政機関 
広島県（事務局兼務） 

オブザーバー：中国経済産業局，広島労働局 

 

（２）分科会 

・スキル分科会 

前田 香織 広島市立大学大学院 情報科学研究科 教授 

後藤 宗明 一般社団法人ジャパン・リスキリング・イニシアチブ 代表理事 

菅 由紀子 株式会社 Rejoui 代表取締役，データサイエンティスト協会 スキル定義委員 

福永 哲士 マツダ工業技術短期大学校 校長 

山藤 昌志 株式会社三菱総合研究所 政策・経済センター 特命リーダー 

 

・雇用環境分科会 

木谷 宏 県立広島大学大学院 経営管理研究科 教授 

中野 博之 広島県経営者協会 専務理事 

藤井 則正 連合広島 事務局長 

石原 直子 株式会社エクサウィザーズ はたらくＡＩ＆ＤＸ研究所 所長 

森光 孝雅 株式会社八天堂 代表取締役 

小倉 一哉 早稲田大学 商学学術院 教授 

 

６ 第１回協議会の開催について 

（１）日時 令和４年４月２５日（月）１５：００～１６：３０ 

（２）場所 第一会議室 

（３）議事 

①協議会設置について 

②これまでの県の取組，国の動向 

③論点と今後の進め方 

④有識者プレゼン 
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 参考  

 

「リスキリング推進企業応援プロジェクト」におけるその他事業について 

 
 

１ デジタル基礎知識習得支援 

 ＜ITパスポート取得支援補助金＞ 令和 4 年 4 月 1 日～制度開始 

【補助対象者】県内企業，県内産業支援団体等 

【対象経費・補助限度額】 

   ≪講座受講料補助≫ 

    対象経費 ：県内企業等が従業員の登録講座受講のために 

支払った講座受講料 

    補助限度額：登録講座を受講し試験に合格した従業員１人につき 20,000 円 

                    （大企業の場合）１人につき 10,000 円 

   ≪試験受験料補助≫ ※補助要件あり 

    対象経費 ：県内企業等が従業員の試験受験のために支払った受験料 

    補助限度額：登録講座を受講し試験に合格した従業員１人につき 6,800 円 

【目標】ＩＴパスポート試験合格者 3,750 人/年 

 

２ リスキリングの機運醸成 

 ＜リスキリング推進企業宣言＞ 令和 4 年 4 月 1 日～制度開始 

【目的】リスキリングに取り組む企業に宣言をしてもらい， 

HP 上で公表することで，機運醸成や他の企業への 

波及につなげる。 

  【対象】県内すべての企業・団体 

  【目標】100 社（令和 4 年度） 

  【内容】リスキリングに取り組む企業が具体的な取組内容を各社 HP 等に掲載するとと

もに，県 HP に宣言企業を掲載し県内外へ PR 

  

 
補助金紹介 HP 

 

 
宣言制度紹介 HP 
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 ＜意識啓発イベント＞ 令和 4 年 6 月 7 日開催予定 
 

社員の学び直しで 会社と社員の成長を実現 ～広島県リスキリングセミナー～ 
 

【目的】経営者等にリスキリングの必要性等への理解を深め，課題意識を与える 

【対象】リスキリングに関心のある県内の経営者，人事担当役員・担当者など 

【日時】令和 4 年 6 月 7 日(火) 13:30～15:45 

【場所】広島 YMCA 国際文化ホール 

【主なプログラム】 

基調講演 
「海外のリスキリング事情と日本の現状」 

 （一社）ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘｽｷﾘﾝｸﾞ･ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 代表理事 後藤宗明 氏 

取組事例紹介 リスキリングに取り組む企業の具体的な事例を紹介 

トークセッション 

「なぜ今リスキリングに取り組むべきなのか」 

 （株）Indigo Blue 代表取締役会長 柴田励司 氏 

 （一社）ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾘｽｷﾘﾝｸﾞ･ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 代表理事 後藤宗明 氏 

 広島県知事 湯﨑英彦  ほか 

 

 ＜経営者層向け研修＞ 令和 4 年 7 月～開催予定 
 

  自社を環境変化に対応できる組織に変える ～広島県リスキリング研修プログラム～ 
 
  【目的】経営者の意識改革により，リスキリング推進企業の増加に繋げる 

【対象】自社のリスキリングを考えたい県内の経営者，人事担当役員・担当者など 

【日程・場所】令和 4 年 7 月～令和 5 年 3 月 

         （第 1 期（広島市内）：7 月～，第 2 期（福山市内）：10 月～， 

第 3 期（広島市内）：12 月～） 

【主なプログラム（1 期分（3 ヶ月程度））】 

Day-1 
「これからの組織・人事マネジメント／リーダーシップについて」 

 （株）Indigo Blue 代表取締役会長 柴田励司 氏 

講話シャワー 

（オンライン） 

「イノベーショントレンドと日本の課題」 

「プラットフォームビジネスのこれから」 

「AIの光と影」 

 （株）CarpeDiem 代表取締役 辻村清行 氏 

Day-2 
「『リスキリング』が求められている背景と導入のための To do」 

 （一社）ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾘｽｷﾘﾝｸﾞ・ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ 代表理事 後藤宗明 氏 

Day-3 課題の特定と課題解決のための検討 

Day-4 プレゼンテーション 検討内容の共有 

 


