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挑戦支援事業」を実施している。平成17年度

からは新たに，社会的要請の高い課題に対

応する教育内容や方法等についての重点的

な研究開発を行う「専修学校教育重点支援

プラン」や若年者の職業意識の高揚を図る

「専修学校を活用した職業意識の啓発推進」

事業を行うこととしている。

また，社会人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，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，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，地域において，若者に就業促

進サービスを提供する「若年者のためのワン

ストップサービスセンター（ジョブカフェ）」事

業を平成16年度から開始した。

厚生労働省においては，都道府県がワン

ストップサービスセンターを設置する場合（平

成16年度末現在，43都道府県に設置），若年

者の職業意識啓発に関する事業（若年者地

域連携事業）を委託することや，都道府県の

要請に応じ，ワンストップサービスセンターに

公共職業安定所を併設し職業相談・職業紹

介事業を行うなどの支援を行っており（平成

16年度末現在，35都道府県において併設），

平成17年度には，若者のニーズを踏まえ，

ジョブカフェ利用者自身による集団的就職活

動支援やネットカウンセリングの実施等を新

たに委託し，引き続き推進するとともに「フ

リーター20万人常用雇用化総合プラン」の一

環として，フリーターを重点とした就職支援を

行う。

経済産業省においては，民間事業者の活

力やノウハウを積極的に活用しつつ，若者の

ニーズに即応したカウンセリングから研修等

までの一貫サービスをきめ細かく提供するた

めの先進的なモデル事業を行っている。平

成16年度には15のモデル地域を選定し，モ

デル事業を実施しており，平成17年度では，

さらに5地域を追加選定し，20のモデル地域

において引き続き事業を推進する。

さらに，「若者自立・挑戦プラン」の実効

性・効率性を高めるため，平成16年12月に

「若者の自立・挑戦のためのアクションプラ

ン」が取りまとめられた。

内閣府では，このアクションプランに基づき，

平成17年度において新たに，「若者フォーラ

ム（仮称）」として，インターネット上での意見

交換・情報発信・意見収集や「若者チャレン

ジキャラバン（仮称）（シンポジウム等）」の開

催，若年者の就業意識及び対策に係る調査

を実施して，人材育成等の必要性に係る広

報・啓発を行うこととしている。

なお，こうしたアクションプランに基づく取

組の一環として，雇用失業情勢が厳しい北

海道及び九州において，若年者問題の抜本

的な解決に向けた事業の一体的かつ効果的

な実施を図るため，自治体，労働局，経済産

業局，経済界，教育界等の地域関係者及び

関係府省が一堂に会する「地方版若者自立・

挑戦戦略会議」を開催し，地域レベルでの関

係機関等の連携・協力による支援システムづ

くりを推進している（平成17年5月11日に北海

道，5月30日に九州ブロックにおいて開催）。
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また，勤労青少年への福祉対策について

は，勤労青少年福祉法（昭45法98）並びにこ

れに基づき厚生労働大臣が定める勤労青少

年福祉対策基本方針及び都道府県知事が定

める都道府県勤労青少年福祉事業計画によ

り，総合的かつ計画的に推進している。

ア　勤労青少年福祉対策基本方針

勤労青少年福祉対策基本方針について

は，昭和46年度以来これまで数次にわたり

策定してきたが，その間，少子・高齢化，技

術革新，国際化等の経済，社会情勢や雇

用情勢が急激に変化するとともに，勤労青

少年の高学歴化，就業意識の変化，多様

化が進んでおり，勤労青少年福祉対策の

推進にあたっては，こうした状況変化に的

確に対応していくことが求められている。

特に，将来の活力ある社会を担う勤労

青少年には，これまで以上に主体的，積極

的に自己を確立し，可能性を伸ばすこと，

有為な社会人，職業人として成長しその

責任を果たすことが強く期待されている。

こうした状況を踏まえ，平成12年12月，

「第7次勤労青少年福祉対策基本方針」（13

年度～17年度）を策定した。

なお，平成17年度中に，平成18年度を

初年度とする第8次勤労青少年福祉対策

基本方針を策定することとしている。

イ 「勤労青少年の日」を中心とした啓発活

動

「勤労青少年の日」は，広く国民が勤労

青少年の福祉についての関心と理解を深

めるとともに，働く若者の社会人，職業人

としての自主的な努力を励ますために設

けられており，勤労青少年福祉法第5条の

規定により毎年7月の第3土曜日と定められ

ている。平成16年は7月17日であったが，

その日を中心に，地方公共団体等の主催

により記念式典，スポーツ・レクリエーショ

ン大会等が全国的に実施された。

� 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，完

全失業率が全体的に改善するなど企業の

雇用動向に回復の兆しが見られるものの，

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，学生が自分がど

の仕事に向いているか理解した上で，主体

的に職業を選択できる能力を育てる，いわ

ゆるキャリア教育や，学生一人一人の個性

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，大学等の就職支援

体制の一層の充実に努めている。

また，学生の就職機会の拡充を図るた

め，大学側と企業側が参加する「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。
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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「現代的教育ニーズ取組支援プロ

グラム」の一環として，インターンシップな

どの産学連携教育について支援している。

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 と々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「就職協定」

に基づき行われていたが，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年度か

ら，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，尊重する形で行われている。なお，

平成17年度卒業予定学生の就職・採用活

動については，平成16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」の趣旨にのっとり，採

用選考活動の早期開始の自粛，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年度に引き続き，若年者向

けのキャリア・コンサルタント（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）を職業能力開発大学校

等で養成するとともに，平成17年度におい

ては，市町村の既存施設等を活用した

キャリア・コンサルティング等を実施する。

（123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，日本版デュアルシステム（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）を平成16年度から導入したところであり，

平成17年度においては，進路が決まらない

学卒者等の日本版デュアルシステムの受講を

促進するための体験講習を実施するととも

に，企業，民間教育訓練機関の取組を促進

する施策の強化等を行うことにより，日本版

デュアルシステムの更なる普及・定着を図る

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
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合，労働者が負担した一部を支援している。

なお，主に若年労働者を対象として，キャ

リア形成に係る相談を行うとともに，職業人

としての経験が少ない若年労働者特有の悩

みや不安に応える相談（カウンセリング）を平

成17年度から行うこととしている。

� 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

厚生労働省では，学卒未就職者等若年

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。

ウ 地域における若年者の職業的自立支援

の環境整備

厚生労働省では，フリーター等不安定就

労者，無業の状態にある若年者等を対象

に，地域において従来から行われてきた

各種行事等の企画・運営に自主的に参画

させることを通じて，社会の一員としての

自覚を持たせるとともに，職業に対する意

欲を喚起する若年者の「職業的自立支援」

のための取組を普及促進している。

平成16年度は，地域において自主的に

行われている職業的自立支援のための取

組について調査し，効果的な方策につい

て検討を行った。

また，平成17年度は，職業的自立支援の

ための取組の推進役となりうる人材（コー

ディネータ）の配置等を行うこととしている。

� 農林漁業への就業支援

農林漁業に就く意欲を持つ若者の様々な

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2－2－8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，農林漁業への

多様な就職希望に応じた職業相談・紹介を

実施している。

� 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。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16年7月の本格始動から，こ

れまで30万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

厚生労働省では，能力を軸とした若年労
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○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 

 

○農業・農村体験活動への支援と併せて，農業内のみならず他産業から農業への人材異動を加速化
し，新規就農者の確保を一層促進するため，就農・就業に関する相談活動・情報収集を強化すると
ともに，新規就農者の研修を行う先進経営体に対する研修用機械のリース事業等地域段階におけ
る実践的な支援等を実施 

○新たに就農しようとする青年等又は当該青年等をその営む農業に就業させようとする農業法人等が
作成した就農計画を達成するのに必要な①農業の技術等を実地に修得するための研修その他の
就農の準備に必要な資金②農業経営を開始するための機械・施設の購入等に必要な資金（②は
新たに就農使用とする青年等に対する貸付けに限る。）を無利子で貸付け 

第2-2-7表　農業への就業支援 

事業名 

（1）農業者研修教育施設における研修教育 

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 

（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 

内　　　　　　　　　　　　容 

第2-2-8表　林業への就業支援 

事　業　名 内　　　　　　　　容 

林業担い手の確保・育成対策  

・強い林業･木材産業づくり 
　交付金 
　　林業担い手等育成確保対策 
・林業就業促進資金造成費 
 
 
・緑の雇用担い手育成対策事業 

○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 

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 

 

担い手育成支援事業 　就業者確保育成センターによる求人・求職情報の提供，地域情報等提供体制整備，漁業就業支援フェ
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 

経営改善促進事業 　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 

（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 

　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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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，経済産業省では，我が国経済を牽

引する高度な能力を持った人材育成を図る

ため，産業界のニーズに即応した人材の育

成を，産業界と大学等の教育機関が連携し

て行っていくための取り組みを支援しており，

製造現場の中核人材やサービス，IT分野や，

技術経営（MOT）分野等の人材を育成する

ための実践的な教育プログラムの開発及び

人材育成の拠点づくりを推進している。

	 職場定着支援

厚生労働省では，中小企業等における若

年労働者の職場定着促進のため，地域の業

界団体が主体となった若年労働者の相互交

流，企業人管理者を対象とした講習等の取

組を促進するとともに，インターネット等を通

じて，働くことに関わる幅広い相談に身近に

応ずる体制を平成17年度から整備することと

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17年度においては，奨学金事業全体

で7,510億円（対前年度比690億円増）の事業

費で，103万4千人（対前年度比6万9千人増）

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賃貸住宅の供給を促進

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

ア　女性若年層に対する就業促進

内閣府では，平成17年度において，「若

者自立・挑戦プラン」の一環として，女性若

年層に対して，女性の進出が遅れている

理工系等の分野に関する情報提供・意識

啓発キャンペーンを関係府省・機関と連携

して実施する。また，独立行政法人国立女

性教育会館において，多様なキャリア形

成を支援するための情報提供システムを

構築する。

さらに，地域の女性センターにおいて，

雇用，起業，NPO，農林水産等，タイプ別

の就業支援・意識啓発セミナー等を実施

する。

加えて，ジョブカフェとも連携し，講師派

遣や女性のチャレンジ支援関連の広報活

動を実施する。

イ 国民年金保険料免除制度等の周知

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。

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
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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・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

を考える週間」（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

るエッセイ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」を平

成16年度は48校で開催した。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16年度は関西での開催を含め，3回開催し

た。また，平成16年度は大学生を対象とした

国際問題討論会「フォーラム2005」を開催し，

日本外交が直面する話題の論点につき白熱

した議論が行われた。

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
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年電子モニター」の募集を行っている。

� 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

（75ページ，第2－2－4表参照）。

また，ボランティア団体，企業，学校及び

行政などが協力して推進体制を作ってい

くため，関係者による連携協力関係を構

築する協議の場として，青少年ボランティ

ア活動等促進連絡協議会を開催し，都道

府県青少年行政主管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，活動に関する情報提供及び活

動報告等を行っている。

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17年3

月末現在，70か国に対し，2,628名（うち女

性は，1,482名）を派遣中であり，累積の派

遣人数は，26,932名（うち女性は，10,646名）

である。

新たな取り組みとして，平成15年度の募

集から「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月に派遣を開始

し，平成17年3月末現在，16名の隊員が活

動している。

ウ 国の行う国際交流事業

多様な文化と共に生きていく意識を向

上させ，国際的な活動や地域における社

会的な活動への貢献を促進するために

は，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

を毎年実施している。（参考資料14参照）

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するのみならず，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。

文部科学省では，我が国の青少年の海

外派遣・海外の青少年の日本招へいを行

い，両国の共同体験活動，各国の伝統・文

化の体験活動などの交流事業を行う「青

少年交流推進事業」を青少年団体に委託

して実施している。

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。
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