
第
1
部

第
2
部

資
料
編

87

第2章 年齢期ごとの施策

ムを行っている。

イ　森林環境教育活動の推進

林野庁では，高校生が一定期間山村に滞

在して取組む下刈り，除伐等の森林整備・保

全活動を行う青年森林協力隊活動推進事業

に対する助成を行っている。

ウ　家庭教育支援の充実

（67ページ，第２章第２節２�ウ参照）

（その他は，76ページ，第２章第２節４�参

照）

第4節 青年期

1.大学教育等の充実
� 教育内容の充実

ア　大学入学者選抜

大学入学者選抜については，常により良

い方途を求めて，不断の努力を続けていく

べき重要な課題であり，昭和54年に共通第

１次学力試験，またこれに続く大学入試セ

ンター試験が導入され，各大学の個別試験

を適切に組み合わせることにより，国公私

立大学の入学者選抜方法の工夫・改善が進

められてきたところである。

また，各大学では，学力検査だけでなく，

面接や小論文，リスニングテストの実施や，

推薦入学，帰国子女や社会人を対象とした

特別選抜の採用，さらには詳細な書類審査

と時間をかけた丁寧な面接等を組み合わせ

て実施されるアドミッション・オフィス入

試を導入する大学が増加（平成15年度は国

公私立大学あわせて337大学）するなど，選

抜方法の多様化・評価尺度の多元化も進ん

できている。

なお，平成12年11月に大学審議会（現中央

教育審議会大学分科会）答申「大学入試の改

善について」において，広く国民に大学教育

を受ける教育機会を提供するとの観点か

ら，大学入試センター試験及び各大学の入

学者選抜について様々な改善策が提言され

ており，文部科学省ではこれらの提言を踏

まえながら，今後とも大学入学者選抜の改

善に努めることとしている。

イ　教育機能の充実

大学進学率の上昇に伴って学生の多様化

が進む中で，より一層学生の主体的学習を

促し，学生の卒業時における質の確保を図

ることが求められている。こうした観点か

ら，各大学においては，カリキュラムの改善，

少人数教育や厳格な成績評価の実施，セメ

スター制の導入や一定期間における履修科

目登録の上限設定，授業内容・方法の改善に

向けた組織的な取組（ファカルティ・ディベ

ロップメント）など，大学の教育機能の充実

に向けた取組を進めており，文部科学省に

おいては，こうした各大学の取組を促し，我

が国の大学における教育機能の充実に努め

ている。また，平成15年度から，大学教育改

革への種々の取組の中から，特色ある優れ

た教育プロジェクトを選定し，社会への広

範な情報提供や財政支援を行っている。

ウ　認証評価制度の導入

大学の教育研究の質の維持向上を図るた

め，すべての国公私立大学が，文部科学大臣

から認証された評価機関による定期的な評

価を受ける認証評価制度が，平成16年度か

ら導入された 。

� 学習支援サービス

優秀な大学院学生に対し，教育的配慮の下

に，学部学生等に対する助言や実験，実習等の

教育補助業務を行わせるティーチング・アシ

スタント制度や，大学の教員が学生の授業内

容等に関する質問・相談等に応じるための時
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間（オフィスアワー）を設けるなどの授業時間

外における履修上の指導など，学生に対する

支援サービスの充実に向けた取組を促進して

いる。

� 高度な大学教育の充実

社会経済の大規模な構造変化や国際競争の

激化に伴い，国際的視野と高度の専門職業能

力を有し，社会の各分野で指導的な役割を担

うことのできる人材が強く求められている。

それらの社会的要請に応えるため，高度専

門職業人の養成に特化した実践的な教育を行

う大学院として，専門職大学院が平成15年度

から制度化された。文部科学省では，専門職大

学院における教育内容・方法の開発・充実等へ

の取組を国公私立大学を通じて重点的に支援

し，その形成を促進する。

また，高度な人材育成機能も加味した国際

競争力のある世界最高水準の大学づくりを目

指し，国公私立大学を通じ，世界的な研究教育

拠点の形成を重点的に支援している。

� 生涯学習への対応

ア　大学等における生涯学習への対応

大学等の高等教育機関が広くその門戸を

開き，生涯学習機関としての機能を社会一

般に提供することは，従来から強く求めら

れているところである。また，技術革新や産

業構造の変化に伴い，職業人が知識，技術を

新たに修得したり，高等教育機関で教育（社

会人の再教育）を受け，生涯にわたり最新か

つ高度の知識，技術を身に付けることが重

要となっている。このような目的に資する

ものとして，以下のような対応が実施され

ている。

①　夜間部・昼夜開講制

平成15年度には，145の大学・短期大学

に夜間の学部・学科が設置されており，在

学者数は10万9,966人となっている。また，

専ら夜間に教育を行う夜間大学院も15年

度現在，21大学に設置されている。学生の

都合に合わせて，昼間，夜間の両方の授業

を受けることができる昼夜開講制を実施

している大学は，15年度現在，75大学であ

り，大学院についても，262大学において

実施されている。

②　通信教育

平成15年度に通信教育課程を設置して

いる大学・短期大学の数は41校（放送大学

を含む。）であり，在学者数は合計約26万

人である。また，通信教育を行う大学院の

修士課程も15年度現在，15大学（放送大学

を含む。）に設置されている。

③　科目等履修生

大学等における授業科目の一部を履修

し単位を修得することができる科目等履

修生制度を導入している大学の数は平成

13年度現在，609大学であり，科目等履修

生の数は１万8,315人（放送大学を除く。）

となっている。

④　大学・大学院の入学資格

学習の意欲と能力を有する者に広く入

学機会を提供する観点から，学校教育法

施行規則を改正し，平成11年８月に大学

を卒業等していない者であっても，大学

院における個別の入学資格審査により，

大学を卒業した者と同等以上の学力があ

ると認められた者で22歳に達した者につ

いては，当該大学院の入学資格を認める

ことができるよう，大学院入学資格の弾

力化を図った。

また，平成15年９月には，高校を卒業し

ていない者であっても，大学における個

別の入学資格審査により，高校を卒業し

た者と同等以上の学力があると認められ

た者で18歳に達した者について当該大学

の入学資格を認めることができるように

する等の，大学入学資格の弾力化を図っ
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た。

また，大学入学資格検定については，平

成12年度の資格検定から，中学校等卒業

の資格を有しない者を含め満16歳以上で

あれば，大学入学資格検定の受検を認め

ることとした（ただし，18歳に達した日の

翌日から合格者となる）が，平成15年９月

の大学入学資格の弾力化を踏まえ，中央

教育審議会へ「高等学校卒業程度の学力

を認定する試験としての性格をより明確

にすることや各種職業資格における取扱

いなどにおいてより広く活用されるよう

にするための方策等」について諮問し，検

討が行われている。さらに，平成13年度か

らは，年２回の検定を実施し，受検者への

便宜を図っている。

⑤　飛び入学

平成14年度からは，学校教育法（昭22法

26）の一部改正により，大学への飛び入学

において，今まで「数学及び物理学」に限

定していた対象分野を撤廃する等，能力・

適性に応じたより柔軟な教育を展開でき

るようにするとともに，大学入学資格検

定においても，受検科目のすべてに合格

し17歳に達した者に対し，大学への飛び

入学への対応措置として，特別合格証明

書の交付ができるよう平成14年度に関係

規程の整備を行った。

⑥　社会人特別選抜

近年，社会人を対象とした小論文や面

接等を適切に組み合わせて行う選抜試験

（社会人特別選抜）を実施する大学が増加

しており，平成15年度入試においては，国

公私立合わせて452大学947学部で実施さ

れ3，459人が入学した。

⑦　大学院における社会人の受入れ

平成12年度より，大学院修士課程１年

制コース・長期在学コースの設置を可能

とした。

また，平成15年度においては，北海道大

学大学院獣医学研究科をはじめ４大学院

において社会人ブラッシュアップ教育対

応講座を新設した。

また，平成14年の中央教育審議会の「大

学等における社会人受入れの推進方策に

ついて」の答申を受けて，大学設置基準の

改正により，長期履修学生制度の導入，通

信制博士課程の制度化を行った。

さらに学校教育法の改正により，社会

的・国際的に活躍できる高度専門職業人

の養成に特化した教育を行う専門職大学

院の制度を平成15年度から整備した。

イ　短期大学の地域総合科学科への取り組み

短期大学においては，地域の身近な高等

教育機関として地域の多様なニーズに応え

るために，従来の学科のように分野を限定

せず多様なコースを設定した総合的な学科

として，地域総合科学科を設置する取り組

みが進んでいる。現在，地域総合科学科は14

短期大学16学科が設置されており（平成15

年度：４学科，16年度：12学科），文部科学省

としても引き続きその設置について推奨し

ていくこととしている。

� 専修学校の充実

専修学校制度は，職業や実際生活に必要な

能力を育成し，又は教養の向上を図ることを

目的として，昭和51年に発足した。以後着実な

発展を続け，平成15年５月には学校数3，439校，

生徒数78万6，091人に達しており，社会の変化

に伴う多様なニーズに即した教育を行う機関

として，また地域の身近な生涯学習機関とし

て大きな役割を果たしている。

専修学校には，入学資格の差異により，三つ

の課程（専門課程，高等課程，一般課程）が設け

られている。

高等学校卒業程度を入学資格とする専門課
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程（専門学校）には，高等学校新規卒業者の

18.9％が進学しており，高等教育の重要な一

翼を担っている。専門学校の卒業生に対する

処遇に関しては，各種の公的受験資格におい

て，大学等卒業者と同等に取り扱われている

ほか，平成11年度より文部科学大臣の定める

要件を満たす専門学校卒業生が大学に編入学

できることとなり，15年度は1，807人が大学に

編入学した。中学校卒業程度を入学資格とす

る高等課程（高等専修学校）は，後期中等教育

の多様化，活性化の見地から重要な役割を果

たしている。一定の要件を備える修業年限３

年以上の学校の卒業者には，大学入学資格が

付与されており，15年度の卒業者は9，052人で，

そのうち757人が大学・短期大学（通信教育を

含む。）へ進学した。一般課程は，入学資格を問

わず，誰でも専門的な知識・技術を学べるとこ

ろに特色がある。

産業構造の変化や急速な技術革新の進展に

伴い，専修学校が果たす社会的役割の重要性

を考慮し，国においても専修学校教育の振興

を図るため種々の施策を講じている。

文部科学省では，平成16年度から，正規雇用

を目指しながらそれが得られないフリーター

等（フリーター・若年失業者・無業者等）の能力

向上のため，産業界との連携・協力により，専

修学校を活用した短期教育プログラムの開発

などフリーター等が職を獲得する上で必要と

なる知識・技術に関する教育を提供する「専修

学校を活用した若者の自立・挑戦支援事業」を

実施する。

また，社会が求める即戦力となる人材養成

を図るために専修学校が緊急に対応すべき課

題に迅速に応えるための新しい教育方法等の

研究開発，IT関連分野に対応したスペシャリ

スト等の育成のための教育プログラム開発や

キャリアアップのための教育プログラム開発

等の推進，専修学校に対する大型教育装置・情

報処理関係設備の整備費補助，教員研修事業

費補助を引き続き行うとともに，日本学生支

援機構の奨学事業等についても充実を図って

いる。

2.職業能力開発・就業支援の充実
� 職業的自立に向けた総合的支援

若者の雇用情勢は極めて厳しい状況にあ

り，このような状況が続けば，中長期的な競争

力，生産性の低下といった経済基盤の崩壊や

社会不安の増大等を惹起しかねないため，平

成15年６月に『若者自立・挑戦プラン』が取り

まとめられた。

その中核的施策として，地方公共団体と産

業界，学校等の連携の下，ワンストップサービ

スセンター（関係機関の窓口一元化，関連情報

の集約化による包括的な一時相談の窓口）を

整備し，地域における主体的な取組を推進し，

若年者に対するきめ細かな支援を行ってい

る。

特に，モデル地域（15道府県）において，民間

を積極的に活用し，カウンセリングから研修

等までの一貫したサービスを若者に提供して

いる。

� 学校での就職指導

ア　大学等における就職指導の充実

最近の学生の就職を取り巻く状況は，厳

しい雇用情勢を反映して，依然として厳し

いものとなっている。また一方で，近年の社

会環境の変化や大学進学率の上昇などに伴

い，多様な学生が増加する中で，学生の職業

観や就職に対する意識も変化してきてい

る。このような状況に対応して，文部科学省

では，学生自身が自己の適性を理解した上

で，主体的に職業を選択できる能力を育て

る，いわゆるキャリア教育の充実を図り，学

生一人一人の適性や能力に応じた，きめ細

かな就職指導や就職相談が行われるよう，
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大学等の就職支援体制の一層の充実を図っ

ている。

また，学生の就職機会の拡充を図るため，

大学側と企業側の双方の参加を得て，「全国

就職指導ガイダンス」を開催しているほか，

経済関係団体に対して，学生の採用枠の拡

大や女子学生の就職の機会均等の確保など

についての要請を行っている。

厚生労働省においても，大学等と連携し，

適職選択のための自己理解等を促進するた

めの各種セミナーや適職相談を実施している。

イ　インターンシップ（就業体験）の推進

学生が在学中に自らの専攻，将来のキャ

リアに関連した就業体験を行うインターン

シップは，教育の改善充実及び学生の学習

意欲の喚起，高い職業意識の育成などの意

義を有するものであり，その積極的な推進

が重要である。

文部科学省では，インターンシップを推

進するための全国フォーラムの開催，イン

ターンシップを実施する大学等への必要な

経費の支援，ガイドブックや事例集の作

成・配布などの施策を実施し，インターンシ

ップの推進を図っている。

また，平成16年度においては，新たに，国

公私立大学を通じた大学教育改革の支援を

行う「特色ある大学教育等支援プログラム」

の一環として，長期的インターンシップ導

入などの産学連携教育について支援するこ

ととしている。

厚生労働省では，大学生等を対象とする

インターンシップ受入企業開拓事業を経済

団体に委託して実施している。

なお，国土交通省では，就業体験に準ずる

取組みとして，砂防を専攻する大学生や砂

防に関心を持つ大学・高専の学生を対象に，

地元の人々との共同作業や生活を通じて中

山間地域に果たす砂防の役割等を体験的に

学ぶキャンプ砂防を推進している。

� 職業選択の指導助言

ア　求人秩序の確立

大学等卒業予定者の就職採用活動につい

ては，学生の学習に支障なく秩序ある形で

行われるように，かつ，学生が適切な職業を

選択するための公平な機会が得られるよう

にするという観点から，大学側と企業側と

の間で，昭和28年以来の就職協定がされて

いたが，実態との乖離が生じていたことな

どを踏まえ締結しないこととなり，代わる

ものとして，平成９年度以降は大学側が「大

学，短期大学及び高等専門学校卒業予定者

に係る就職について（申合せ）」を，企業側が

「新規学卒者の採用・選考に関する企業の倫

理憲章」をそれぞれ定め，双方が各大学等・

企業へ十分周知し，尊重するというルール

で就職・採用活動が行われている。なお，平

成16年度卒業予定学生の就職・採用活動に

ついては，平成15年10月に合意を行い，趣旨

の徹底を図った。

文部科学省では，各大学，短期大学，高等

専門学校等に「申合せ」の周知徹底と遵守に

ついて指導を行うとともに，企業側に対し

ても「倫理憲章」の趣旨に則し，採用活動の

早期化の自粛，大学等の教育を尊重するよ

う要請している。

イ　支援体制の整備

厚生労働省では，在学中の早い段階から

の職場見学等による職業理解の促進から就

職後の職場定着までの各段階を通じて一貫

した支援を行う若年者ジョブサポーター

（就職支援相談員）を全国の公共職業安定所

に配置している。

また，平成16年度，若年者に対してキャリ

ア・コンサルティング（職業選択，将来の職

業生活設計等に関する専門的な相談）を行

う人材に必要な能力要件等を策定し，その
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第2-2-7表　農業への就業支援 

事　業　名 内　　　　　　　　　　　　　　　容 

（1）農業者研修教育施設における 
　　 研修教育 

（2）農村青少年の活動促進 

（3）新規就農者・青年農業者対策の充実 

新規就農・就業キャリア形成 
プログラム推進事業 

就農支援資金の貸付け 

独立行政法人農業者大学校 

道府県が運営する農業大学校 

民間団体が運営する 
農村青少年研修教育施設 

○農業に関する専門科目及び一般教養科目の講義のほか，先進農家への派遣学習や在宅学
習等により３年間にわたり理論と実践を結びつけた総合的教育を全寮制により実施 

○農村青少年や農外からの新規参入者及び農村Uターン青壮年等に対し，農業経営の改善や
農村生活の向上に関する科学的技術・知識を習得させるために実践的な研修教育を実施 
・養成部門：高校卒業レベルの者を入校資格とする全寮制２年課程 
・研究部門：養成部門卒業者・短大卒業レベルの者を入校資格とする１～２年課程 
・研修部門：生涯教育の観点から経営等の発展段階に応じて短期の研修を実施 

　鯉渕学園，八ヶ岳中央農業実践大学校，日本農業実践学園において，将来青年農業者と
して活躍できる者を育成する実践的な農業教育実施のための施設，指導・運営体制の整備 

○協同農業普及事業 
　農村青少年の成長段階に応じて，就農意欲を喚起するとともに，近代的な農業経営を担
当するのにふさわしい農業生産技術，農業経営技術，農家生活技術等を計画的に習得さ
せるための各種研修を実施 
○農村青少年教育団体事業 
　農村青少年に対する農業技術等についての実践的研修教育，自主的な集団活動の促進 

○全国及び都道府県新規就農相談センターにおいて就農・生活関連情報の収集・提供，就
農相談，農業法人等への就農を希望する者に対する無料職業紹介等を実施 
○市町村等において就農関連情報の収集・提供，就農相談，農業体験活動等を実施   
○都道府県農業大学校での在職者向けの休日・夜間，長期休暇を活用した研修体制の整備，
就農希望地域での実践的な技術習得のための研修農場の設置・運営，青年農業者等への
技術習得支援，援農支援体制等の整備 
○ I JUターン等により就農を希望する大都市圏の就農希望者等に対し，就農準備校等にお
いて基礎から実践までの農業技術が習得できる研修体制を整備 

　農業内外からの新規就農者，特に将来効率的かつ安定的な農業経営に発展する可能性の
高い青年の新規就農者の増大を図るため，青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関
する特別措置法に基づき，無利子の就農支援資金として，実地研修その他の就農の準備や
経営開始時の施設の設置，機械の購入等に必要な資金の貸付けを実施 
　また，就農形態の多様化に対応して，新たに就農をしようとする青年をその営む農業に
就業させようとする者に対し，就農支援資金を貸し付けることができるようにする等を内
容とする青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正 

第2-2-8表　林業への就業支援 

○安定的に経営を継続できる意欲と能力を備えた林業事業体の育成及びこれを支える林業
就業者の確保・育成を図るため，林業就業者リーダー養成研修，新規就業者の確保対策
等を実施 
○新たに林業に就業しようとする者について，円滑な就業が図られるよう，研修受講，資
格の取得，住居の移転等に要する費用を林業労働力確保支援センターから貸し付けるため
の資金を造成 
○緊急雇用対策により森林作業に従事した者を対象に，林業事業体への本格雇用や地域へ
の定着を促進するため，担い手として必要な専門的技能・技術の習得等を図る実地研修
等を実施 

事　業　名 内　　　　　　　　　　　　　　　容 

林業担い手の確保・育成対策 

・森林・林業雇用総合対策事業 

・林業就業促進資金造成費 

・緑の雇用担い手育成対策事業 



第
1
部

第
2
部

資
料
編

93

第2章 年齢期ごとの施策

能力を付与するための訓練を職業能力開発

大学校等で実施し，若年者対策での活用を

推進する。（122ページ，第４章第１節１�参

照）

� 能力開発

国及び都道府県は，公共職業能力開発施設

のほか，専修学校，大学・大学院，NPO，求人企

業等あらゆる民間教育訓練機関等も活用しつ

つ，公共職業訓練を推進している。特に，平成

16年度からは，新たな人材育成システムとし

て，企業における実習と教育訓練機関におけ

る座学を並行して行うことにより，一人前の

職業人を育成する日本版デュアルシステムの

導入を推進していくこととしている。

また，労働者が職業生活設計に即して更な

る職業能力の開発・向上を図るため，長期間の

休暇制度を導入し，休暇を与えた企業に対し，

キャリア形成促進助成金により支援してい

る。さらに，労働者の主体的な能力開発を支援

し，その安定を図るため，厚生労働大臣が指定

する教育訓練を受講した場合，労働者が負担

した一部を支援している。

� 就職支援

ア　学生に対する就職支援

学生職業センター等において，大学等と

連携しつつ，職業指導や職業相談，情報デー

タベースによる広範な求人情報の提供等を

実施するとともに，就職面接会の開催等に

より，新規学卒者の就職支援を実施してい

る。

イ　トライアル雇用

学卒未就職卒業者等若年失業者を短期間

の試行雇用として受け入れる企業に対する

支援を行い，その後の常用雇用への移行を

図る若年者トライアル雇用事業を実施して

いる。

� 農林漁業への就業支援

農林漁業に就く意欲をもつ若者の様々な希

望や能力に応えるため，農林水産省において

は，相談窓口における情報提供，技術習得のた

めの技術・経営研修，就業支援のための資金の

貸付等の施策を講じている。その概要は第

2－2－7表～第2－2－9表のとおりである。

また，厚生労働省においては，平成15年４月

に農林水産省と連携して策定した「農林業を

やってみよう」プログラムに基づき，「Uター

ンフェア」と農林水産省による「ニューファー

マーズフェア」の合同開催，「就農等支援コー

ナー」の各都道府県一か所の公共職業安定所

への設置等の施策を講じている。

第2-2-9表　水産業への就業支援 

事　業　名 内　　　　　　　　　　　　　　　容 

（1）漁業の担い手確保・育成 
　　 対策総合推進事業 

（2）青年漁業者等養成確保資金 
　　（沿岸漁業改善資金）の貸付け 

担い手育成支援事業 

経営改善促進事業 

　就業者確保育成センターによる求人・求職情報の提供，漁業者フェア等の開催及び漁業
現場でのオリエンテーション（体験乗船等）の実施等，水産業改良普及組織が中心となっ
て行う漁業後継者の受入地域の合意形成と自立漁家を目指した実習等を支援 
　水産業改良普及組織による青年漁業者等が自発的に行う漁業技術・経営管理能力の向上
等に関する活動の支援 
　認定漁協による担い手の自営漁業への受入れや中古漁船による実務研修等を支援 

　民間団体が行う青年・女性漁業者グループのリーダー資質向上対策，漁業経営や地域活
動等に関する取組の全国交流，中核的漁業者協業体等の経営改善の取組等の支援 

　青年漁業者等が研修を受けるために必要な費用及び近代的な漁業経営を開始するために
必要な費用を無利子で貸付け 
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� 起業支援

経済産業省では，若年者を中心とした国民

各層の起業・独立意識を喚起・醸成し，挑戦者

の裾野拡大を図るため，総合的な起業支援サ

ービスを提供する事業を推進している（「起ち

あがれニッポン　DREAM GATE」）。具体

的には，Webサイト等を通じた起業支援サー

ビス（「起業に役立つメールマガジン」の配信，

インターネット専門家相談）を行っており，平

成15年７月の本格始動から，これまで20万人

を越える方々にユーザー登録をしていただい

ている。

また，大学生等を中心とした「インターンシ

ップ事業（起業家のかばん持ち）」を実施し，参

加した学生が実際に起業したり，インターン

シップ先のベンチャー企業で学生のビジネス

プランが事業化されるなど，その成果が着実

に現れてきている。

厚生労働省では，雇用保険の受給資格者自

らが事業を起こし，事業開始後１年以内に雇

用保険の適用事業主となった場合に，創業に

係る経費の一部を助成する制度により，失業

者の自立を積極的に支援している。

� 労働市場づくり

能力を軸とした若年労働市場の基盤を整備

するため，技能系職種については，初級の技能

労働者を対象とする３級技能検定の実施職種

を毎年追加しているほか，平成16年度からは

受検資格を大幅に緩和し，専門高校在学生等

については，全ての者に受検資格を付与する

こととした。また，事務・営業職種については，

16年度から，能力修得の目安を示し，修得した

能力の公証等を行う若年者就職基礎能力支援

事業（YES-プログラム）を実施している。

また，我が国経済を牽引する高度な能力を

持った人材の育成を図るため，企業のニーズ

を把握し，IT，技術経営（MOT），事業再生等

の分野において，能力評価基準の策定，それに

対応したカリキュラム・教材の開発，実証研修

等の環境整備を図る。

	 職場定着支援

若者の安易な早期離職を防止し，職業生活

設計に即した職業訓練や実務経験の積み重ね

による実践的な職業能力の習得を支援するた

め，若年者のキャリア形成支援に積極的に取

り組んでいる企業の取組や手法について調査

研究を実施することとしている。

3.生活設計・人生設計の支援
� 奨学金等の充実

学ぶ意欲と能力のある学生が経済的な面で

心配することなく，安心して学べるよう，奨学

金を希望する学生を支援するため，これまで

も毎年奨学金の充実を図ってきている。

平成16年度においては，奨学金事業全体で

6,820億円（対前年度比1，030億円増）の事業費

で，96万５千人（対前年度比約10万人増）の奨

学生に奨学金を貸与することとしている。

� 居住の支援

住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な

家賃で賃貸する公営住宅を整備するほか，特

定優良賃貸住宅制度や都市基盤整備公団（都

市再生機構）における民間供給支援型賃貸住

宅制度による，良質なファミリー向け住宅の

供給を促進している。

また，住宅金融公庫等の融資や証券化支援

事業による長期・固定金利の民間住宅ローン

の供給，住宅ローン減税や住宅取得等資金等

の贈与に係る特例措置などにより，若年世代

などの住宅取得を支援している。

� 職業安定機関，社会保険機関，教育機関等の

連携による情報提供

国民年金保険料を納付することが困難な者

に対して，社会保険事務所，公共職業安定所及

び学校が連携し，免除制度や学生納付特例制

度の周知等を行っている。
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具体的には，国民年金の第１号被保険者と

なっている学生に対しては，国民年金保険料

を社会人になってから後払いできる学生納付

特例制度について，大学等の協力を得て制度

周知用リーフレットを配布する，ガイダンス

や学園祭などで相談窓口を設置するなど，制

度の周知や申請書の受付を実施している。

また，失業等により，国民年金保険料を納付

することが困難な者に対しては，公共職業安

定所の失業者向け生活関連情報提供サービス

事業の生活関連情報相談窓口及びハローワー

クインターネットサービスにおいて，失業等

の場合に申請により国民年金保険料が免除さ

れる免除制度の相談・情報提供等を行ってい

る。

� 年金等社会保障についての情報提供・意識

啓発

厚生労働省では，社会保障制度の意義・役割

の周知を図るため，これまでも年金制度や介

護保険制度について，ホームページ上で情報

提供を行うとともに，ポスターの配布や白書

の作成等により広報啓発活動を行っている。

特に，若者に対しては，成人式の際に年金制度

に関するパンフレットを新成人に配布するな

どの取り組みを行っており，16年度について

も，引き続き実施していくこととしている。

4.公共への参画の促進
� 公的制度に関する情報提供・意識啓発

国税庁では租税の意義や役割について正し

い理解を得ることにより，納税者自らが適正

な申告と納税を行うという基盤を築くため，

広く税に関する情報を提供している。

具体的には，テレビ・ラジオ・新聞等の各種

媒体による広報のほか，パンフレット，ポスタ

ー等の広報資料を作成し，税に関する知識の

普及と向上を図っている。なお，平成10年

（1998年）11月からは，インターネットに「国税

庁ホームページ」を開設し，税情報の充実に努

めている。

また，全国的な統一行事として，毎年「税を

知る週間」（毎年11月11日～11月17日）を実施

し，座談会，税金展等の各種施策を実施してい

る。

外務省では，外交問題に関する青年層への

啓発をより強化するために，外務省ホームペ

ージにおいて，動画や画像等を含む理解しや

すいコンテンツの制作に努力するとともに，

青年層に対し，外交をより身近に感じてもら

うために，外務省職員の生の声を掲載する「省

員近思録」や大学生が現役外務省職員にイン

タビューをする「聞きたい！知りたい！外務

省」等の企画コンテンツを掲載している。

また，国際社会における我が国の役割と責

任がますます大きくなっている情勢の下，将

来我が国の様々な分野で活躍すると考えられ

る大学生に国際情勢・外交問題に関する関心

を喚起し，理解を深めてもらうことを目的に，

外務省職員及びOB等が全国各地の大学に赴

き，講演を行っている。この「外交講座」を毎年

50校以上（平成15年度は62校で実施）で開催し

ている。さらに，若手外務省職員との積極的な

意見交換・交流の機会を設けることにより，大

学生の国際情勢や外交政策に対する理解を促

進させるとともに，国際社会に対する関心を

高めさせることを目的に，講演会，分科会等を

実施している。この「タウンミーティング『学

生と語る』」を平成15年度は関西での開催を含

め，４回開催した。

防衛庁では，自衛隊に対する青少年の理解

を一層深めるため，ホームページを活用した

情報提供，隊内生活体験等の広報活動を実施

している。

� 政策形成過程への参画促進

日本の社会や青少年を取り巻く様々な問題

などについて，広く青少年から意見・要望等を
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聴取するため，内閣府において，平成14年４月

から，インターネットを利用しての「青少年電

子モニター」の募集を行っている。大綱の策定

に当たっては，青少年電子モニターを含む広

く一般からの意見募集を実施した。

� 社会貢献活動

ア　ボランティア活動の支援・推進

文部科学省では，青年期においても，学校

内外を通じた奉仕活動・体験活動の充実を

図るため，様々な取組を進めている。（第

2－2－4表参照）

また，青少年ボランティア活動等促進連

絡協議会を，昭和63年度から全国を６ブロ

ックに分け，都道府県青少年対策課及び青

少年関係各課の担当者並びに関係機関等の

担当者の参加により，毎年２ブロックで開

催している。

イ　青年海外協力隊派遣事業

政府ベースの技術協力の一環として，昭

和40年に発足した青年海外協力隊派遣事業

は，開発途上国が要請する技術・技能を有す

る青年男女を募集，選考及び訓練の上，相手

国と締結した派遣取極に基づき，開発途上

国へ原則として２年間派遣する事業であ

る。派遣された協力隊員は，相手国の住民と

生活を共にしつつ，「草の根レベル」の技術

協力を行い，相手国の経済，社会の発展に寄

与している。

協力隊の派遣分野は，農林水産，加工，保

守操作，土木建築，保健衛生，教育文化及び

スポーツの７分野である。平成16年３月末

現在，69か国に対し，2，331名（うち女性は，

1,229名）を派遣中であり，累積の派遣人数

は，25，184名（うち女性は，9，640名）である。

新たな取り組みとして，平成15年度の募

集より「エイズ対策」という職種を新設し，

政府機関や民間援助団体（NGO）において，

感染経路に関する正しい知識の普及や，エ

イズ予防活動を行うことにより，開発途上

国におけるエイズの問題に積極的に取り組

むこととし，平成16年４月には５名の隊員

をアフリカ諸国に派遣した。

ウ　国の行う国際交流事業　

我が国と諸外国との相互理解を一層深め

るためには，おう盛な知識欲と柔軟な思考

力を持った次代を担う青少年が，諸外国の

青年と生活を共にし，忌たんのない意見交

換を行い，交流を深めることが極めて効果

的である。

そこで内閣府では，国際青年育成交流事

業，日本・中国青年親善交流事業，日本・韓国

青年親善交流事業，世界青年の船事業，東南

アジア青年の船事業，21世紀ルネッサンス

青年リーダー招へい事業，青年社会活動コ

アリーダー育成プログラムを毎年実施し，

青年間の相互理解と友好を深めている。（参

考資料12）

また，国内における事業参加青年たちの

国際交流活動を支援し推進させるため地方

公共団体等と連携を図るのみならず，海外

の外国青年の事後活動組織とも連携を図り

参加後の活動の一層の活性化を推進してい

る。

エ　青少年団体が行う国際交流事業

文部科学省では，全国的な組織を持つボ

ーイスカウトやガールスカウト等の青少年

団体が諸外国との間で実施する青少年や青

少年指導者の相互交流事業等の国際交流事

業に対し，補助を行っている。


