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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。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18年度卒業予定学生の就

職・採用活動については，平成17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や大学等

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，平成18年度から，離

職等による挫折感や対人関係に係る不安

等を有する若年求職者を対象として，臨床

心理士等専門的人材を活用し，個々人の

課題に応じた心理面も含む相談サービス

を提供し，その就職促進を図っている。

さらに，関係機関の連携の下，広く若者

を対象に，ボランティア活動など無償の労

働体験等の参画を促すとともに，これらの

活動の実績を記録，整理すること等を通じ

て就職力の強化を図るジョブパスポートの

普及を図っている。

このため，労働体験等の活動実績が，

企業の採用選考に反映されるよう企業に

働き掛けるとともに，公共職業安定所，ジョ

ブカフェ等の就職支援窓口においても，

ジョブパスポートの活用を若者に促してい

る。

なお，平成17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，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（詳しくは，146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，若年失業者やフリー

ターに対して，教育訓練機関が主体となった

就職支援策として，企業実習と座学を連結さ

せた教育訓練（日本版デュアルシステム）を実

施しており，平成18年度においては，企業や

民間教育訓練機関における導入促進を通

じ，同システムの社会的定着を図ることとし

ている。

また，新規学卒者を主な対象として，企業

が主体となって，現場の戦力となる人材を育

成するため，座学と雇用関係の下での一定

期間の実習を組み合わせる「実践型人材養

特
　
集



青少年に関する国の施策第2部

第
1
部

第
2
部

資
料
編

104

成システム」を「職業能力開発促進法」に位置

付け，就労と就学双方の要素を併せ持った

「第三の選択肢」として普及，定着させること

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，労

働者が自発的に行う職業能力の開発・向上

について経費を負担し，又は，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。

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年度から行なっている。

� 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，フリーターや学卒未就

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。

また，平成18年度から，新たに，長期若

年無業者等を対象に，働く自信と意欲を高

めつつ，段階的に常用雇用への移行を促

進するため，短時間勤務による試行雇用

を実施している。

ウ 「フリーター常用就職支援事業」の強化

常用雇用での就職を目指すフリーターに

対して，公共職業安定所において，担当者

制により，利用者一人一人の課題等を踏

まえた常用雇用就職プランを策定するとと

もに，若年者ジョブサポーター（フリーター

支援担当）も活用しつつ，利用者のニーズ

に応じた就職支援を積極的に実施し，常

用就職の促進を図っている。

エ　若者の募集採用方法等の見直しの推進

若者の就職機会の拡大，公平性の確保

等を促す観点から，経済団体の協力によ

るモデル事業の推進等により，若者の募集

採用方法等の見直しの取組を推進すると

ともに，フリーター正社員登用に取り組む

企業の拡大を図っている。

オ 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）の配置等を行なった（全国20か所）。

� 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2－2－6表，第2－2－7表，第

2－2－8表のとおりである。

また，平成18年度では，若年者の雇用問

題が深刻化していることに対応しつつ，農業

の新たな担い手を確保するため，農業就業
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体験・研修等の充実に加え，新たに，若年者

の雇用就農の促進に向けた支援を実施する

こととしている。

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・I

ターンフェア」と農林水産省による「新・農林

漁業人フェア」の合同開催，各都道府県1か

所の公共職業安定所に「就農等支援コー

ナー」を設置する等の施策を講じ，農林漁業

の求人情報，農林漁業体験など農林漁業に

関する幅広い情報提供等を行う等，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。

 

○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 

・養成課程：高校卒業レベルの者を入校資格とする全寮制2年課程 
・研究課程：養成課程卒業者・短大卒業レベルの者を入校資格とする1～2年課程 
・研修課程：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 

　鯉淵学園農業栄養専門学校，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，新規就農相談センター等における就農・就業相談活動及
び無料職業紹介，就農関連情報の収集及びインターネット等を通じた情報提供，先進経営体にお
ける実践的な技術・経営研修等の実施 

○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
新たに就農しよう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2-2-6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・食品産業技術総合研
究機構農業者大学校 

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 

新規就農等促進総合支援事業 

 就農支援資金の貸付け  

内　　　　　　　　容 

○林業経営に意欲的な山村青少年を対象として，最新の林業技術の移転や経営手法等を習得させるた
め，現地検討会や研修を実施 

（2）山村青少年の活動促進（林業普
及指導事業） 

第2-2-7表　林業への就業支援 

事　業　名 内　　　　　　　　容 

（1）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 
　林業担い手等の育成確保 
 
・林業就業促進資金造成費 
 
 
・緑の雇用担い手対策事業 

○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 
 
○森林の保全・整備に意欲を有する若者等を対象に，林業就業に必要な技術に関する研修を行うとと
もに，併せて，かかり木処理等のより高度な技術に関する研修を実施 
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○意欲と能力のある漁村青少年を対象として，最新の漁業生産技術や経営手法等を習得させるための各
種研修を実施 

（2）漁村青少年の活動促進（水産業
改良普及事業） 

第2-2-8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  

担い手の育成・確保 ○漁業就業者確保育成センターによる求人・求職情報及び地域情報の提供，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）を実施 
 
○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，
青年漁業者，漁村女性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，普及
職員の指導力強化 

経営改善の促進 

青年漁業者等養成確保資金（沿
岸漁業改善資金）の貸付け 

○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 

○青年漁業者等が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁業の経
営を開始するのに必要な資金を無利子で貸付け 

さらに，平成18年度からは，農林水産省と

連携し，新たに農業への就業を希望するフ

リーター等若者を重点に，「就農等支援コー

ナー」において，農業で働くことについての

理解を深めさせるとともに，個人の状況･希

望に応じて，農業就業のための情報提供，

農業法人等への職業紹介や農業研修施設へ

のあっせんを行う等，きめ細かな相談を実施

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15年7月の本格始動から，こ

れまで39万人を超えるユーザーが登録して

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

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，

すべての者に受検資格を付与することとし

た。

また，就職基礎能力の修得の目安を示し，

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（平成18年4月現在認定講座数 1,688

講座・210機関，認定試験数 348試験・55機

関）。

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
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