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第２部　青少年に関する国の施策

1　大学教育等の充実
（1）教育内容の充実
ア　大学入学者選抜（文部科学省）
　　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
重要な課題である。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，推薦入試，帰国子女や社会人を対
象とした入試の実施，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，入学志願者の能力・適性や学習に対する
意欲，目的意識等を総合的に判定するアド
ミッション・オフィス入試（AO入試）を導
入する大学（平成19年度は国公私立大学あわ
せて454大学）が増加するなど，入試方法の
多様化及び評価尺度の多元化が進んできてい
る。
　　文部科学省においては，各大学がそれぞれ
の大学・学部等の教育理念や教育内容等に応
じた入学者受入方針（アドミッション・ポリ
シー）を明確にし，入学後の教育との関連も
十分踏まえた上で，入試方法の工夫・改善に
努めるよう促している。
イ　教育機能の充実（文部科学省，経済産業省）
　　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※11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。
具体的には，国公私立大学を通じた競争的環
境の下で，教育の質の向上につながる取組の
中から，特に優れた教育プロジェクトを選定
し，大学教育の改革への財政支援を行うとと
もに，フォーラムの開催や事例集の作成など，
広く社会に情報提供を行う「質の高い大学教
育推進プログラム」等を実施し，各大学等に
おける教育改革の取組を推進している。

　　また，大学の人材育成機能について，大学
が注力している点と産業界が大学側に期待す
る点は必ずしも一致していないというミス
マッチを背景に，産学双方向の対話と取組を
推進するため，文部科学省と経済産業省の連
携の下，「産学人材育成パートナーシップ」
が創設された。文部科学省と経済産業省は，
産学連携による人材育成プログラム開発・実
証等の取組に対する支援を通じて，大学の教
育機能の強化を図っている。

ウ　認証評価制度の導入（文部科学省）
　　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。

（2）学習支援サービス（文部科学省）
　多様化した学生の学習活動をサポートするた
め，大学においては，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。

第４節　青年期

※11　セメスター制：学年を複数の学期に分け，学期ごとに授業を完結させる制度。留学生等の受入れが容易になるだけでなく，短期間の集中的な学習
による履修効果の向上，授業科目数の増加による選択の幅の拡大等が期待できる。
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（3）高度な大学教育の充実（文部科学省）
　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こたえるため，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年度に制
度化された（平成20年４月現在：125大学174専
攻）。文部科学省では，高度専門職業人の養成
を積極的に推進するため，専門職大学院におけ
る教育方法・内容の開発・充実等への取組につ
いて，国公私立大学を通じて重点的に支援して
いる。
　また，国公私立大学を通じ，国内外の大学・
機関との連携強化や優れた若手研究者の育成機
能の強化を含め国際的に卓越した教育研究拠点
の形成を重点的に支援する「グローバルCOE
プログラム」を実施するとともに，コースワー
ク（学習課題を複数の科目等を通じて体系的に
履修すること）の充実等による大学院における
優れた組織的・体系的な教育の取組を支援する
「大学院教育改革支援プログラム」を実施して
いる。

（4）生涯学習への対応
ア　大学等における生涯学習への対応（文部科
学省）
　　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，
職業人が知識及び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19年度には，45の大学・短期大学に
夜間の学部・学科が設置されている。

　　　また，専ら夜間に教育を行う夜間大学院
も，平成19年度現在，28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，平成19年度
現在，50大学であり，大学院についても，
307大学において実施されている。

　②　通信教育
　　　平成19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23
万人である。

　　　また，通信教育を行う大学院の修士課程
は，平成19年度現在，23大学（放送大学を
含む。），博士課程は，８大学に設置されて
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
18年度現在，697大学であり，科目等履修
生の数は，1万7,323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」（昭22文令11）を改正し，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
の弾力化を図っている。

　　　また，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こととし，
平成17年９月からは，専修学校の専門課程
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（専門学校）のうち一定の基準を満たすと
認められたものを修了した者に対して，大
学院入学資格を与えることとする等，大学
院入学資格の弾力化を図っている。

　　　高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）
は，従前の大学入学資格検定の見直しを行
い，高等学校卒業者と同等の学力を認定す
るための試験として，平成17年１月から創
設された。

　　　同試験は，合格者に大学入学資格を付与
することだけでなく，就職等においても幅
広く社会に活用されることを目的としてい
る。

　　　また，受験資格については，全日制高等
学校の在籍者等にも拡大し，多様化する就
学形態にも対応できるようにした。平成19
年度は３万1,796人（前年度より2,117人増
加）の出願があり，うち全日制高等学校在
籍者は2,978人（前年度より251人増加）だっ
た。

　　　さらに，就職・資格試験等においても高
卒認定合格者が高等学校卒業者と同様に扱
われるよう，経済団体や地方公共団体に働
きかけ，社会的通用性を高めるよう努めて
いる。

　　　平成19年からは新たに法務省と連携し，
受験希望者がいる全国の矯正施設（刑事施
設及び少年院）延べ133施設で試験を実施
し，388人が出願した。

　⑤　飛び入学
　　　「学校教育法」（昭22法26）の一部改正に
より，平成14年度からは，大学への飛び入
学において，それまで「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
定においては，平成14年度に，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関係規定の
整備を行ったが，高等学校卒業程度認定試

験についても，同様に関係規定の整備を
行っている。

　⑥　社会人入試
　　　近年，キャリアアップや生涯学習のーズ
の高まりを受けて，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19年度入試において
は，国公私立合わせて495大学で実施され，
2,261人が入学した。

　⑦　大学院における社会人の受入れ
　　　平成12年度から，社会人のキャリアアッ
プやスキルアップに資するよう大学院修士
課程１年制コース・長期在学コースの設置
を可能としている。

　　　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。

　　　なお，大学院における社会人の数は，平
成19年度現在，51,142人となっている。

　　　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年度に整備した。

　⑧　履修証明制度
　　　大学等が社会人のキャリアアップに役立
つプログラムを提供し，より積極的な社会
貢献が促進されるよう，「学校教育法」（昭
22法26）の一部改正により，平成19年度か
らは，大学等において社会人等の学生以外
の者が一定のまとまりのある学修を行った
場合にその成果を証明する修了証などを授
与する「履修証明制度」を創設した。

　　　今後，この制度の普及を図るとともに，
その成果の展開を図ることとしている。

イ　短期大学の地域総合科学科への取組（文部
科学省）

　　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こたえ
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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組が進ん
でいる。平成20年４月現在，地域総合科学科
は，26短期大学32学科が設置されている。

（5）専修学校教育の充実（文部科学省）
　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19年度においては，学校数3,435
校，生徒数70万3,490人に達しており，社会の
変化に即応した実践的な職業教育を行う機関と
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，３つ
の課程（専門課程，高等課程及び一般課程）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
程（専門学校）には，高等学校新規卒業者の
16.8％が進学しており，高等教育の重要な一翼
を担っている。平成11年度から，文部科学大臣
の定める要件を満たす専門学校の卒業生が大
学に編入学できることとなり，平成19年度は，
2,709人が大学に編入学した。
　また，平成17年９月には，専門学校の教育内
容の高度化及び修業年限の長期化を踏まえ，修
業年限が４年以上で授業時数が3,400時間以上
等の要件を満たす課程の修了者に対して，「高
度専門士」の称号及び大学院への入学資格を付
与する制度が創設された。高度専門士の称号及
び大学院入学資格が付与される課程（学科）と
して，平成20年２月までに，240校359学科が官
報告示されている。
　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年以上の専修学
校の卒業者には，大学入学資格が付与されてお
り，平成19年度の卒業者は，7,619人で，その
うち753人が大学・短期大学へ進学した。
　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。

　フリーター・ニートの増加や，中高年が平成
19年以降に定年を迎え退職するいわゆる「2007
年問題」等の社会問題に直面している現在，専
修学校がこれまで培ってきた職業教育のノウハ
ウを積極的に活用することが期待されている。
　文部科学省では，平成20年度においても，大
学・専修学校等における社会人等の学び直しの
機会の充実を図るため，専修学校の機能を活用
して新たなチャレンジを目指す若者，中高年，
女性，ニート等に対し，それぞれの特性等に応
じた職業能力向上のための学習機会の提供を
「大学・専修学校等における再チャレンジ支援
推進プラン」において行っているほか，若年者
の職業意識の涵

かん

養
よう

を図るため，高等学校と連携
し，高校生に対して多種多様な職業体験の機会
を提供する「専修学校・高等学校連携等職業教
育推進プラン」を行っている。
　また，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」を実施して
いるほか，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及び教員研修事業
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
（1）職業的自立に向けた総合的支援
ア　包括的な就職支援施策（内閣府，文部科学
省，厚生労働省，経済産業省）

　　青少年に望ましい勤労観や職業観をはぐく
む取組を推進するため，平成19年５月にキャ
リア教育等推進会議が取りまとめた「キャリ
ア教育等推進プラン」においては，進学や就
職に困難を抱える青少年に対する関係機関等
が連携した包括的な支援をプラン策定に当
たっての基本的な考え方の一つとして，関連
施策を同プランの中に位置付けている。

　　また，平成18年12月に取りまとめた「再チャ
レンジ支援総合プラン」においても，フリー
ター・ニートなど若者の自立に関する問題が
新たな課題として取り上げられ，平成19年５
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月に取りまとめた「再チャレンジ支援策の今
後の方向性」においては，地域における若者
支援を，
　　①　すべての若者に対応する。
　　②　一人の人があらゆる悩みに答える。
　　③　アウトリーチ（訪問支援）を行う。
　　④　ネットワークを構築する。
　　⑤　早期に対応する。
　の５原則の下で拡充することとしている。
　　経済産業省では，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及び関連情報
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，若者に就職支援サー
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。

　　平成18年度からは，ジョブカフェ・モデル
事業（平成16年度～平成18年度）の成果・ノ
ウハウを活用し，その事業を自立して実施す
るジョブカフェへの支援を通じて，若者と中
小企業との接点の拡大，中小企業の魅力を発
信して中小企業の人材確保支援を行う「若者・
中小企業ネットワーク事業」を実施しており，
平成20年度は，20地域で同事業を実施してい
る。
　　また，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20年４月現在，46都道府県に設
置），企業説明会や各種セミナーの実施等の
事業（若年者地域連携事業）を委託すること
や，都道府県からの要望に応じ，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，若者を対象とした職業相談・職業紹介事
業を行うなどの支援を行っている（平成20年
４月現在，40都道府県において併設）。平成
19年度の実績は，サービス利用者数は約159
万人，就職者数は約８万８千人に上る。平成
20年度においても，フリーター常用雇用化プ
ランの一環として，若者の状況に応じたきめ
細かな支援を実施している。

　　経済産業省では，職場や地域社会で求めら
れている力を，「社会人基礎力」（「前に踏み
出す力」，「考え抜く力」，「チームで働く力」）
として整理し，その育成や評価の取組の普及
を図っている。平成19年度には，７つのモデ
ル大学で，企業等から与えられた課題を解決
する実践型教育を通じて，学生の社会人基礎
力を育成・評価する事業を実施し，そのノウ
ハウ等を取りまとめたリファレンスブックを
公表した。

　　（http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku 
/h19reference.htm）
　　平成20年度には，９つのモデル大学で，学
生が入学してから卒業するまでの間に受講す
る様々な科目等を通じて，徐々に社会人基礎
力を育成し，定着させられる体系的な教育モ
デルを構築し，その更なる普及を図ることと
している。

イ　勤労青少年への福祉対策（厚生労働省）
　　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。

　①　「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
に当たっては，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18年10月に
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策定された「第８次勤労青少年福祉対策基
本方針」（平成18年度～平成22年度）にお
いては，勤労青少年福祉対策の対象として，
無業ながらも職業人としての自立を目指す
べくその成育を支える必要のある青少年を
も視野に入れ，勤労青少年福祉対策の一層
の推進を図ることとしている。

　②　「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，働く若者の社会人及び職業人
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19年は，７月21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
ション大会等が各地で実施された。

（2）学校での就職指導
ア　大学等における就職指導の充実（文部科学
省，厚生労働省）
　　最近の学生の就職を取り巻く状況は，企業
の雇用採用動向に回復の兆しが見られ，改善
してきている。
　　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」の場などにおいて，企業側に対し
て，学生の採用枠の拡大や就職の機会均等の
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（文
部科学省，厚生労働省，国土交通省）

　　学生が，在学中に自らの専攻及び将来の
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。

　　また，平成18年度からは，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」の公募テーマ
の一つとして「実践的総合キャリア教育の推
進」を設定し，大学等におけるキャリア教育
の取組を支援している。

　　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
等に委託して実施している。

　　なお，国土交通省では，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。

（3）職業選択の指導助言
ア　求人秩序の確立（文部科学省）
　　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，
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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」（以下「倫理憲章」という。）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20年度卒業予定学生の就職・採
用活動については，平成19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）
　　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。

（4）能力開発（厚生労働省）
　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，事業主
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。
　厚生労働省では，フリーター等の職業能力形
成機会に恵まれなかった者が，その能力を向上
させ，安定的な雇用へ移行できるようにするた
め，平成20年４月に創設された「ジョブ・カー
ド制度」（きめ細かなキャリア・コンサルティ
ングを通じた意識啓発，課題の明確化を行った
上で，企業実習と座学を組み合わせた実践的な
職業訓練を提供し，企業からの評価結果や職務
経歴等を「ジョブ・カード」として取りまとめ
ることにより，就職活動等に活用する制度）の
整備・充実を図ることとしている（第2-2-3図）。
　また，労働者が職業生活設計に即して更なる

■第 2-2-3 図　「ジョブ・カード制度」の全体像
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● プログラム履修者に「履修証明」を発行

大学・専門学校等

訓練を要せず就職

ジョブ・カード
の作成（２）

●実習＋座学を委託形態（企業，教育訓
　練機関）で実施
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●対象は，フリーターや子育て終了後の
　女性，母子家庭の母親等の就職困難者

日本版デュアルシステム

●企業実習＋教育訓練機関での座学で
　実施　［厚生労働大臣認定］
●訓練期間は６ヶ月以上２年以下
●35歳未満の若年者を対象として想定

●企業実習＋教育訓練機関での座学で
　実施　［雇用･能力開発機構認定］
●訓練期間は３ヶ月超６ヶ月以内
　（資格取得等の場合は１年以内）
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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，一定の条件を満たす
雇用保険の一般被保険者又は被保険者であった
方が，厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講
し修了した場合，本人が負担した費用の一部を
「教育訓練給付金」として支給している。
　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（キャリア・コンサルティン
グ）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こたえる相
談（カウンセリング）を平成17年度から行って
いる。

（5）就職支援
ア　学生に対する就職支援（厚生労働省）
　　学生職業センター等においては，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，
新規学卒者及び既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）
　　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，正社員としての就業経験が少ない，
特に就職が困難な年長フリーターについて，
トライアル雇用後に，「若年者雇用促進特別
奨励金」を支給することにより，常用雇用に
移行した事業主の教育研修に係る負担を軽減
し，安定した雇用を促進している。
ウ　「フリーター常用就職支援事業」の強化（厚
生労働省）
　　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，フ
リーター常用就職サポーターも活用しつつ，
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る。

（6）農林漁業への就業支援（厚生労働省，農林
水産省）
　農林水産省においては，農林漁業に就く意欲
を持つ若者の様々な希望や能力にこたえるた
め，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。
　具体的には，農業の新たな担い手を確保・育
成するため，道府県農業大学校など農業者研修
教育施設等における実践的な研修教育への支援
や農村青少年が自ら取り組む経営改善や技術向
上の活動等への支援を実施しているとともに，
平成19年度からは，農業の経験が無い若者等で
も就農できるよう，就農支援機関やインター
ネット等を介した各自治体の支援措置や，各種
研修・求人等の情報提供，農業法人でのインター
ンシップ，就農の際に必要な資金の無利子貸付
など就農までの各段階に対応した，きめ細かな
支援を実施している。
　また，林業の担い手を確保・育成するため，
平成19年度は「緑の雇用」により，林業就業に
意欲を有する若者等に対して就業相談会を実施
するとともに，林業に必要な基本的な技術が習
得できるよう，OJT研修等に対しても支援を実
施している。
　さらに，漁業の新たな担い手を確保・育成す
るため，従来からある漁業就業希望者への情報
提供，就業準備講習会や漁業就業相談会の開催，
漁業現場での長期研修等を実施し，経験ゼロか
らでも漁業に就業できるよう，就業までの各段
階に応じたきめ細かな支援措置を講じている。
平成19年度では，これまでの漁業就業相談会や
漁業現場での研修等の実施に加え，新たに，夜
間や土日に参加できる漁業就業に必要な知識等
を学べる漁業チャレンジ準備講習会を実施して
いる。
　厚生労働省においては，平成15年４月に農林
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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。
　また，平成18年度から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。

（7）起業支援（厚生労働省，経済産業省）
　経済産業省では，女性・若者／シニア起業家
支援資金制度により，女性や若年者（30歳未満）
などの起業家による事業のうち，新規開業して
おおむね５年以内の者に対して，株式会社日本
政策金融公庫による設備資金や運転資金に対す
る低利融資を実施している。
　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。

（8）労働市場づくり（文部科学省，厚生労働省，
経済産業省）
　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。
　また，就職基礎能力の修得の目安を示し，能
力を修得するための講座・試験の認定や修得し
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;Youth Employability 
Support Program）を実施している（平成20
年10月現在：認定講座数1,566講座（201機関），

認定試験数313試験（46機関））。
　なお，平成19年度における認定講座修了者数
は116,401人（対前年度比8,815人増），認定試験
合格者数は273,518人（同58,104人増）となって
いる。
　さらに，文部科学省と経済産業省が連携して
推進する「産学人材育成パートナーシップ」に
おいても，「化学」や「機械」といった業種・
分野ごと，及び，共通に求められる人材像や産
学の課題等について議論が行われ，平成20年７
月に中間取りまとめが公表された。文部科学省
と経済産業省は，産学がこうした議論を踏まえ
て行う人材育成プログラムの開発・実証等の取
組に対して，支援を行っている。

（9）職場定着支援（厚生労働省）
　インターネット等を通じて，働くことにかか
わる幅広い相談に身近に応ずる体制を整備して
いる。

3　生活設計・人生設計の支援
（1）奨学金等の充実（文部科学省）
　学ぶ意欲と能力のある学生等が，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等を支援するため，これま
でも，毎年奨学金の充実を図ってきている。
　平成20年度においては，奨学金事業全体で
9,305億円（対前年度比801億円増）の事業費で，
121万９千人（対前年度比７万５千人増）の学
生等に奨学金を貸与することとしている。

（2）居住の支援（国土交通省）
　「住生活基本法」（平18法61），「住生活基本計
画」（平成18年９月19日閣議決定）及び「住宅
確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に
関する法律」（平19法112）においては，子ども
を育成する家庭など住宅の確保に特に配慮を要
する者の居住の安定確保を図ることを旨として
おり，国土交通省では，以下の施策を総合的に
推進している。
ア　良質な住宅の確保（国土交通省）
　　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している。
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　　平成19年度からは，公営住宅を補完する公
的賃貸住宅制度（特定優良賃貸住宅・高齢者
向け優良賃貸住宅）を再編し，子育て世帯等
各地域における居住の安定に特に配慮が必要
な世帯に施策対象を重点化し，整備費助成及
び家賃低廉化助成を通じて良質な賃貸住宅の
供給を促進する「地域優良賃貸住宅制度」を
創設している。
　　また，高齢者等の持ち家を借り上げ，子育
て世帯等に転貸することにより住み替えを支
援するモデル事業を平成18年度から実施し，
子育て世帯等に広い住生活空間を提供してい
る。
　　さらに，地方公共団体，支援団体，仲介事
業者等と連携して，子育て世帯等の入居を受
け入れることとする民間賃貸住宅（あんしん
賃貸住宅）の登録や居住に関する各種サポー
ト等を行うあんしん賃貸支援事業を行ってお
り，子育て世帯等の入居の円滑化と安心でき
る賃貸借関係の構築を支援している。
　　独立行政法人都市再生機構においては，「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。
　　独立行政法人住宅金融支援機構において
は，政策的に重要でありながら民間では対応
が困難な分野である子育て世帯向けの賃貸住
宅融資を実施している。
　　また，証券化支援事業を通じて民間金融機
関の長期・固定金利の住宅ローン供給を支援
することにより，子育て世帯の住宅取得を促
進している。
イ　良好な居住環境の確保（国土交通省）
　　新規に整備する公営住宅，都市再生機構賃
貸住宅は，すべてバリアフリー仕様を標準化
しており，既設公営住宅，都市再生機構賃貸
住宅についても，バリアフリー化へ向けて改
善を図っている。
　　さらに，シックハウス対策など，子どもの
健康への影響を考慮した調査研究を進めてい
る。

（3）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，文
部科学省）

　　内閣府では，平成17年度から，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
ペーンを行っており，平成20年度も引き続き，
関係機関・地方公共団体と連携して実施する。

　　独立行政法人国立女性教育会館では，多様
なキャリア形成を支援するための情報提供シ
ステムを引き続き運用する。

イ　国民年金保険料免除制度等の周知（厚生労
働省・社会保険庁）

　　国民年金保険料を納付することが困難な者
に対して，社会保険事務所と大学等及び社会
保険事務所と公共職業安定所が連携し，学生
納付特例制度や免除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。

（4）社会保障についての情報提供・意識啓発（厚
生労働省）
　社会保障制度の意義・役割の周知を図るため，
医療保険制度や介護保険制度，年金制度等につ
いて，ホームページ上での情報提供，ポスター
の配布，白書の作成等を行っている。

第２章　年齢期ごとの施策

第４節　青年期
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4　公共への参画の促進
（1）公的制度に関する情報提供・意識啓発
ア　租税（財務省・国税庁）
　　国税庁では，青年層を含む納税者が，租税
の意義や役割，税務手続について，正しく理
解し，自らが適正な申告と納税を行えるよう，
様々な広報媒体を通じて広く税に関する情報
を提供している。
　　具体的には，納税者が知りたい情報をいつ
でも入手できるようにするため，国税庁ホー
ムページに動画で税を分かりやすく解説して
いるインターネット番組を掲載するなどイン
ターネットを中心とした情報提供に努めるほ
か，ポスター，パンフレット等の各種広報媒
体も活用している。
　　また，全国的な広報活動として，毎年11
月11日～ 17日を「税を考える週間」と定め，
講演会，座談会等の各種施策を実施し，納税
者意識の高揚に努めている。
イ　外交（外務省）
　　外交問題に関する青少年層の理解を深める
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，外交をより身近に感
じるよう，外務省職員のエッセイ，インタ
ビュー記事等「生の声」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
れる大学生が，国際情勢・外交問題に関する
関心を持ち，理解を深めることを目的に，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19年度
は，66校で開催した。

　　さらに，若手外務省職員との直接的な意見
交換・交流の機会を設けることにより，大学
生が国際情勢や外交政策に対する理解を深
め，国際社会に対する関心を高めることを目
的に，「学生と語る」を実施している。平成
19年度は，東京及び京都で合わせて２回開催
した。

　　なお，平成19年度は，大学生を対象とした
「国際問題討論会フォーラム2007」を開催し，
日本外交が直面する問題について，質の高い
議論が行われた。

ウ　防衛（防衛省）
　　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，大
学生を対象とした隊内生活体験等の広報活動
を実施している。

（2）政策形成過程への参画促進（内閣府）
　平成14年から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インターネットを利用
して青少年から意見要望等を聴取する「青少年
電子モニター」制度を実施してきた。平成20年
度においては，同制度を見直し，行政が青少年
から直接声を聞く新たな仕組みを整備している
ところである。
　なお，青少年育成施策大綱の見直しに向けて，
平成19年度から，子どもたちからの意見募集や
内閣府特命担当大臣と青少年との懇談の開催な
どを実施してきたところであり，これらの取組
も踏まえ，平成20年７月には新しい大綱の枠組
みが青少年育成推進本部において決定された。

（3）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）
　　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（外務省）
　　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
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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20年７月末
現在，76か国に対し，2,566名（うち女性は，
1,576名）を派遣中であり，累積の派遣人数は，
31,800名（うち女性は13,572名）である。
ウ　国の行う国際交流事業（内閣府，文部科学
省）
　　多様な文化ととも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ともにし，
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。
　　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」及び「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（第2-2-2表）。
　　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。

■第 2-2-2 表　青少年国際交流事業の実施状況（平成 18，19年度）

■国における派遣・受入事業に参加した青少年数
（人）

事　　　　業　　　　名
平成 18年度 平成 19年度

派遣人数 受入人数 派遣人数 受入人数
国 際 青 年 育 成 交 流 68 85 68 84
日 本 ・ 中 国 青 年 親 善 交 流 29 30 30 30
日 本 ・ 韓 国 青 年 親 善 交 流 29 30 29 30
世 界 青 年 の 船 117 135 116 134
東 南 ア ジ ア 青 年 の 船 39 286 39 285
21 世 紀 ル ネ ッ サ ン ス 青 年 リ ー ダ ー 招 へ い - 40 <18年度限り >
青 年 社 会 活 動 コ ア リ ー ダ ー 育 成 プ ロ グ ラ ム 18 36 26 39
留 学 生 交 流 - 9,869 - 10,020
語 学 指 導 等 を 行 う 外 国 青 年 招 致 事 業 - 5,508 - 5,119

合　　　　　　　　　　　　　計 300 16,019 308 15,741
資料：内閣府調べ
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