
１　大学教育等の充実
⑴ 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20
年度は国公私立大学あわせて498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）
学部教育については，多年にわたり様々
な議論が重ねられてきた。学部教育の充実
のためには，各大学が「学位授与の方針」
「教育課程編成・実施の方針」「入学者受入

れの方針」を明確に示し，学部教育を組織
的・総合的に運用するとともに，教職員の
職能開発など質保証システムを強化するこ
とが必要である。具体的には，各大学にお
ける教育内容・方法の改善・充実にあたっ
ては，シラバスの作成，厳格な成績評価の
実施，一定期間における履修科目登録の上
限設定を通じた単位の実質化に向けた取
組，産学連携的なプロジェクト学修，長期
インターンシップ等を通じた実践的なキャ
リア教育，組織的な教育活動の展開や適切
な教育指導を行うための教育内容・方法に
ついての教員の職能開発などの取組が重要
となる。
このような大学の取組を支援するため，

文部科学省としては，国公私立大学を通じ
た競争的環境の下で，学士力の確保や教育
力の向上を図る取組の中から，効果の見込
まれる取組を選定し，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「大学教育・学生支援推進事業」
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，文部科学省と経済産
業省は連携の下，産学双方の対話と取組の
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し，高等学校において活用している（平成
20年度実績　30都道府県において119名配
置）。
厚生労働省では，全国の公共職業安定所に

「高卒就職ジョブサポーター」を配置してお
り，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ってい

くとともに，職業への理解促進，就職活動の
仕方などに関する講習を行う「就職ガイダン
ス」について，常用就職者とフリーターとの
賃金や生活面での格差の実態等フリーター化
の防止に資する内容等も盛り込み，就職希望
者が多い学校の希望者にガイダンスが実施で
きるよう支援している。
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場である「産学人材育成パートナーシッ
プ」を推進しており，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。
エ　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。

⑵ 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21年４月現在：
129大学182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，
国際的水準コースワーク（学修課題を複数の
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「組織的な大学
院教育改革推進プログラム」を実施してい
る。

⑶ 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20年度には，39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20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20年度現在，43大学であり，大学
院についても，308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。
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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19年度現在，712大学であり，科目
等履修生の数は，１万7,702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（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　社会人入試
近年，キャリアアップや生涯学習の

ニ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（社会人入試）を実施
する大学が増加しており，平成20年度
入試においては，国公私立合わせて511
大学で実施され，2,132人が入学した。

⑥　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20年度現在，５万3,667人となって
いる。
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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。
⑦　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。平成20年５月現在，
26大学で33の履修証明プログラムが開
設されている。

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21年４月現在，
地域総合科学科は，28短期大学34学科が
設置されている。

⑷ 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20年度においては，
学校数3,401校，生徒数65万7,502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
15.3％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
20年度は，2,637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21年２月まで
に，274校419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20年度の卒業者は，6,855
人で，そのうち688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，急激な雇用

情勢の変化等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21年度において，

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，就業を希望するが技術・知識等
の不足からそれが叶わない若者，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
「専修学校を活用した就業能力向上支援事業」
として実施するほか，若年者の職業意識の涵
養を図るため，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
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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
⑴ 職業的自立に向けての支援
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。
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，平成20年度は，20地域
で同事業を実施した。
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21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21年４月現在，40都道府県
において併設）。平成20年度の実績は，
サービス利用者数は約167万人（速報値），
就職者数は約８万５千人（速報値）に上
る。平成21年度においても，フリーター
等正規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。
なお，平成21年度補正予算において，

「緊急人材育成・就職支援基金」を創設し，
職業訓練の拡充，職業訓練期間中の生活保
障を実施する等，雇用保険を受給できない
若者等に対する職業訓練，再就職，生活へ
の支援を総合的に推進することとしてい
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。
（ht tp : / /www.met i . g o . j p /po l i cy/
kisoryoku/h19reference.htm）
平成20年度には，９つのモデル大学で，

様々な科目等により，体系的に社会人基礎
力の育成・評価を実施した。また，大学に
おける授業や活動等の中で，学生がどれだ
け成長できたかを競い合う「社会人基礎力
育成グランプリ2009」を開催し，全国か
ら40大学チームからの参加を得た。
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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20年
は，７月19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。

⑵ 職業選択の指導助言等の就職支援
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）
昨今の経済情勢の悪化に伴い，新規学校

卒業者の内定取消しの問題等が生じる等，
学生の雇用環境が不安定となっている。
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，各大学等が公共職業安定所等と連携
しつつ，新規学校卒業者の内定取消し問題
等について適切な対応を行うよう周知徹底
するとともに，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，「大学教育・学生支援推進
事業」を実施するなど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
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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。
ウ　職業選択の指導助言
①　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，協定に代えて，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」（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，尊重する形となっている。
学生の就職・採用活動はここ数年早期

化する傾向にあり，平成21年度卒業予
定学生の就職・採用活動については，平
成20年10月に「申合せ」「倫理憲章」を
互いに尊重することに合意し，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。

②　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。

エ　就職支援
①　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。

②　トライアル雇用（厚生労働省）
職業経験，技能，知識の不足等により

就職が困難な若年者等（40歳未満）に
ついて，一定期間試行的に雇用すること
により，求職者及び求人者の相互理解を
促進し，その後の常用雇用への移行を図
ることを目的として「若年者等トライア
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等
（25～39歳）や採用内定を取り消されて
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就職先が未決定の学生等について，求人
枠を積極的に設けて正規雇用する場合
に，「若年者等正規雇用化特別奨励金」
を支給することにより，今後３年間で集
中的に年長フリーター等の雇用機会の確
保を図ることとしている。
③　「フリーター等常用就職支援事業」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
及び30代後半の不安定就労者に対して，
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。
④　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等を
行っており，平成21年度も引き続き実
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。

オ　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。

⑶ 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い者が，その能力を向上
させ，安定した雇用へと移行できるようにす
るため，平成20年４月に「ジョブ・カード
制度」を創設した。この制度は，きめ細かな

キャリア・コンサルティングを通じた意識啓
発や，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ものである
（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，雇用の安定と再就職の促進を図るため，
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。

⑷ 能力を評価するための仕組みづくり（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，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
年実施している。
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
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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。
⑸ 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。さらに平成20年度には，農業法人等が
就業希望者を雇い入れ，実践的な研修を行う
費用を支援する「農の雇用事業」を創設した
ところである。

 第2-2-3図 「ジョブ・カード制度」の全体像

職業能力形成機会
に恵まれない者

ハローワーク
ジョブカフェ等

ハローワーク
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ジョブ・カード
の作成（1）

ジョブ・カード
の作成（1）

職業能力
証明書

【利用者の例】
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取得資格等を記載

職業能力，キャリア
形成上の課題，
希望等を整理 職業能力，キャリア

形成上の課題，
希望等を再整理

職業選択や職業キャ
リアの方向付け

キャリア・コンサルタ
ントによる就業希望・
訓練希望等の確認

訓
練
へ
の
推
薦

情報提供
による紹介 支援

支援

官民共同の
構想委員会

大学・専門学校等

国 産業界 労働界 教育界 等
推進協議会

実践型教育プログラム

職業能力形成プログラム

●大学・専門学校等において職業能力形成に資するプログラム提供
●プログラム履修者に「履修証明」を発行

履修証
明　書

職業能力
証 明 書
交 　 付

ジョブ・カード
の作成（2）

訓
練
実
施
企
業
で
正
式
採
用

他
の
企
業
で
雇
用

就
職
活
動
に
活
用

有期実習型訓練

実践型人材養成システム

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［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）

●対象は，フリーター，子育て終了後の 
女性，母子家庭の母等の就職困難者

●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
●40歳未満の者を対象

●実習＋座学を委託形態（企業，教育訓
練機関）で実施

●訓練の標準期間は４ヶ月
●対象は，フリーターや子育て終了後の 
女性， 母子家庭の母等の就職困難者

資料：内閣府，文部科学省，厚生労働省，経済産業省
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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，平成20年度は，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。
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。
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。
⑹ 起業支援（厚生労働省，経済産業省）
経済産業省では，多様な事業者による新規
事業の成長を支援するため，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）又は高齢者（55歳以上）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。

３　生活設計・人生設計の支援
⑴ 奨学金等の支援（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，毎年奨学金事業の充実を
図ってきている。
平成21年度の奨学金事業においては，9,475

億円（対前年度比462億円増）の事業費，
115万人（対前年度比６万人増）の学生等に
奨学金を貸与することとしている。

⑵ 居住の支援（国土交通省）
若い世帯が自立した住生活を営むことがで

きるよう，公営住宅，地域優良賃貸住宅制
度，高齢者等の住み替え支援制度，あんしん
賃貸支援事業などを推進しており，また，住
宅金融支援機構においては，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，住宅取
得を促進している。
ア　良質な住宅の確保（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。
①　子育てを支援するゆとりある住宅の確
保の支援
持家の取得を促進するため，住宅金融

支援機構の証券化支援事業の枠組みを活
用し，親子リレー返済制度による子育て
に適した広い住宅の建設の支援や，優良
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住宅取得支援制度による耐久・可変性能
が特に高い住宅に係る金利引下げを行っ
ている。
高齢者等が所有する戸建て住宅等を，
広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃
貸することを円滑化する高齢者等の住み
替え支援制度により，子育て世帯等に広
い住宅を供給する取組を支援している。
子育て世帯等を対象とした良質な賃貸
住宅の供給を支援するため，地域優良賃
貸住宅制度により，整備費助成や家賃低
廉化助成を行っている。また，都市再生
機構の民間供給支援型賃貸住宅制度によ
り，良質なファミリー向け賃貸住宅の供
給を促進している。さらに，あんしん賃
貸支援事業により，民間賃貸住宅におけ
る子育て世帯等の入居の円滑化と安定し
た賃貸借関係の構築を支援している。
②　公共賃貸住宅における多子世帯等への
支援
公営住宅においては，小さな子どもの
いる世帯や多子世帯等について，入居者
の選考に際し地方自治体の判断により優
先入居の取り扱いを行っている。また，
小学校就学前の子どものいる世帯につい
て，入居収入基準を緩和している。都市
再生機構賃貸住宅においては，子育て世
帯や子育て世帯との近居を希望する支援
世帯に対して，新規賃貸住宅募集時の当
選倍率優遇や，既存賃貸住宅募集時の優
先申込期間の設定をしている。
③　保育所等を併設した住宅の供給
大規模な公共賃貸住宅団地の建替えに

際し保育所等との併設を推進するととも
に，2008（平成20）年度からは公的賃貸
住宅団地を地域の福祉拠点として再整備
する安心住空間創出プロジェクトを推進
している。また，市街地再開発事業等に
おける施設建築物内への保育所等の導入
の促進，総合設計制度における保育所等
に係る容積率制限の緩和等を行っている。

さらに，平成21年４月の改正児童福
祉法（昭22法164）の施行に併せ，地域
子育て支援拠点事業及び一時預かり事業
の用に供する施設を，公営住宅建替事業
において建替後の戸数要件が緩和される
特例対象に追加した。

イ　良好な居住環境の確保（国土交通省）
大都市等の既成市街地において，快適な

居住環境の創出等を図りつつ職住近接型の
良質な市街地住宅の供給を推進するため，
住宅・公共施設等の整備を総合的に行って
いる。
また，シックハウス対策として，建築基

準法（昭25法201）においてホルムアルデ
ヒドに関する建材の制限，換気設備設置の
義務付け等が規定されている。さらに，子
どもの健康への影響を考慮し，シックハウ
ス対策に係る調査研究を進めている。

⑶ 社会保険機関，教育機関等の連携による情
報提供
ア　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
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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。

⑷ 社会保障制度についての情報提供・意識啓
発（厚生労働省）
医療保険制度，介護保険制度，年金制度な
どの社会保障制度の意義・役割の周知を図る
ため，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。

４　社会への参画の促進
⑴ 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
ホームページで税務手続・案内，統計情
報，通達，報道発表資料などの様々な情報
を掲載したり，動画と図解で分かりやすく
税情報などを解説するインターネット番組
「Web－TAX－TV～ジャンルで選べる税
金ガイド～」を配信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
して，全国各地で講演会，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20年度は，61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20年度は，東京及び京都で合わ
せて３回開催した。
なお，平成20年度は，大学生を対象と

した「国際問題討論会フォーラム2008」
を京都で開催し，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。

⑵ 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，
平成21年度から，「ユース特命報告員」を募
集し，内閣府から提示する課題等について，
Eメールにより意見等を報告してもらう「青
少年目安箱事業」を開始した。
なお，青少年育成施策大綱（前大綱）の見

直しに当たっては，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12月に新しい
「青少年育成施策大綱」が青少年育成推進本
部において決定された。
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⑶ 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。
また，青少年教育施設においては，青少
年が地域社会へ参画することを支援するた
め，ボランティア活動に関する研修等を実
施し，ボランティア活動を通じて社会性を
はぐくむ機会を提供している。
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，スポーツ及び計画・行政の８分野であ
る。平成21年４月末現在，75か国に対し，
2,373名（うち女性は，1,450名）を派遣中
であり，累積の派遣人数は，32,761名（う
ち女性は，14,152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，日本と各国の青年が，国際

的視野に立ち，共通の課題の研究・討論，
自国の文化紹介などの各種活動や産業・文
化・教育施設の訪問，ホームステイ，ボラ
ンティア活動の体験などを行うことによ
り，相互の理解と友好を促進するととも
に，国際協調の精神を養い，次代を担うに
ふさわしい青年を育成することを目指し，
青年国際交流事業を実施している。これ
は，我が国のイニシアティブの下，各国政
府の協力も得つつ，人材育成という観点か
ら我が国として目に見えるかたちで国際社
会に貢献しようとするものである。
この青年国際交流事業として，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。
「国際青年育成交流」事業は，日本青年
を世界各国に派遣し，また，各国の青年を
我が国に招へいし，日本や各国で各種交流
活動を行うもので，平成20年度は，合計
68名の日本青年を４か国・地域に21日間
派遣するとともに，合計88名の外国青年
を11か国から21日間招へいした。
「日本・中国青年親善交流」事業は，日
本青年を中国に派遣し，また，中国の青年
を我が国に招へいし，日本や中国で各種交
流活動を行うもので，平成20年度は，30
名の日本青年を19日間派遣するとともに，
29名の中国青年を19日間招へいした。
「日本・韓国青年親善交流」事業は，日
本青年を韓国に派遣し，また，韓国の青年
を我が国に招へいし，日本や韓国で各種交
流活動を行うもので，平成20年度は，29
名の日本青年を15日間派遣するとともに，
30名の韓国青年を15日間招へいした。
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「東南アジア青年の船」事業 「日本・韓国青年親善交流」事業

「世界青年の船」事業は，日本と世界各
国の青年が，船内で共同生活をしながら，
船で各国を訪問し，船内・訪問国で各種交
流活動を行うもので，平成20年度は，108
名の日本青年と12か国の合計138名の外国
青年とが40日間の航海を行い，日本以外
に２か国に寄港した。
「東南アジア青年の船」事業は，日本と
ASEAN（東南アジア諸国連合）各国の青
年が，船内で共同生活をしながら，船で
ASEAN各国を訪問し，船内・訪問国で各
種交流活動を行うもので，平成20年度は，
40名の日本青年とASEAN10か国の合計
282名の外国青年とが42日間の航海を行い，
日本以外に５か国に寄港した。
「青年社会活動コアリーダー育成プログ
ラム」は，日本で，青少年関連，高齢者関
連，障害者関連の各分野で社会活動に携
わっている青年を各国に派遣し，また，各
国で実際に３分野の社会活動を運営してい
るリーダーを我が国に招へいし，両者の交
流により，国際的なネットワークを持っ
た，社会活動の中核を担う青年リーダーを
育成するもので，平成20年度は，合計27
名の日本青年を，社会活動の盛んな先進国
３か国に10日間派遣するとともに，合計
35名の外国青年を，同じ３か国から15日
間招へいした。
内閣府の青年国際交流事業の参加者は，
これまでに日本青年約１万５千名，外国青
年は約１万８千名を数える。事業既参加青
年たちは，事業を通じて得た知識や経験，

ネットワークを活かし，各国・各地域で，
国際交流や青少年育成などの社会貢献活動
を始め，多くの事後活動を活発に展開して
いる。また，既参加青年たちは，各国で自
主的に事後活動組織を立ち上げ，現在，日
本を含む世界約50か国で事後活動組織が
設立されている。
事後活動の例としては，各国への訪問研

修，独自の青年相互交流プログラム，被災
国の子どもたちに絵本を贈る取組など，
ネットワークを活かした国際的な活動か
ら，外国文化の紹介イベントや在住外国人
との交流会といった地域密着型の活動まで
多岐に渡る。
これらの事後活動は，既参加青年たちが

自主的に行っているものであるが，内閣府
としても，各国事後活動組織の代表者を日
本に招へいし，代表者間で事後活動につい
て意見・情報交換を行う会議を開催した
り，既参加青年向けに各国・各地域の事後
活動を紹介するニュースレターを発行する
など，既参加青年を核とする国際的な人的
ネットワークの充実強化を側面支援し，事
後活動の一層の活性化を推進してきている
ところである。
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。
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