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◎ (1)-(ウ)-⑤ 分散型エネルギーの推進 

豊かな自然に恵まれた地方で、その豊富な再生可能エネルギー資源や地域 

におけるコジェネレーションの活用等により、分散型のエネルギー開発・利

用を推進していくことは、防災面、エネルギー・セキュリティ面からも、地

域に根付いた雇用の供給という面からも、重要な課題となっている。 

具体的には、バイオマスなど地域資源に由来するエネルギーを活用した農

林水産業の６次産業化、送電線・ガス管など地域のエネルギーインフラの整

備・充実、自然環境と調和した地熱発電等の電源開発の推進など、様々な角

度から、分散型エネルギーを強力に推進していく必要がある。その際には、

支援施策の利用を希望する事業者が、それぞれの地域の課題特性に応じ、迷

うことなく最もふさわしい施策を選び、準備が進められるよう、各事業者を

しっかりと支えていくことが重要である。 

このため、施策の選択や利用について的確なアドバイスが行えるワンスト

ップ窓口を関係府省庁の地方支分部局及び希望する都道府県に整備するとと

もに、利用者目線の政策ガイドブックの作成を進める。また、分散型エネル

ギーの推進という共通の目標に向けて、各種連絡会議等の場を通じ関係府省

庁間の施策内容の調整を行うとともに、2016年目途に実施が予定されている

電力自由化等を踏まえ、2015年度中に、更なる施策の整理や進め方について

検討を行い、成案を得る。 

 

(エ)地方への人材還流、地方での人材育成 、地方の雇用対策  

【施策の概要】 

多くの若者が大都市圏で就職し、地域では人口流出や少子高齢化により、中小

企業や農業等で人材確保が厳しい現状にある。このため、地域が必要とする人材

を大都市圏で掘り起こし、地域への還流を促す仕組みの強化が重要である。これ

を実現し、地域活性化に資するため、府省庁ごとに制度化されている人材の確保・

育成に関する施策について、それぞれの役割分担や連携を明確にして取り組む必

要がある。 

地域に人材を還流する一方で、地域に活力を取り戻すためには、地域の若者の

就職・育成を促進する若者雇用対策や正社員化など職場の魅力向上を促進し、女

性や高齢者・障害者が活躍できる地域社会の実現や、高齢化・後継者問題が深刻

な農林漁業の新規就業・後継者育成を図る必要がある。また、建設業における技

能労働者の処遇改善、生産性の向上や若手、女性等の多様な人材の活用等を通じ、

地域経済を支える建設業、造船業、運輸業等が「地域の担い手」として持続的に

役割を担えるよう、中長期的な担い手確保・育成を推進する。 

こうした観点を踏まえ、2020 年までに国が達成すべき重要業績評価指標(KPI)

を以下のとおり設定する。 

■東京圏から地方へ約 10万人の人材を還流（2020年までの５年間の累計） 
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■地方から東京圏への転入をとどめる人材育成、雇用対策により約 20 万人の

地方への定着を図る（2020年までの５年間の累計） 

■上記により、2020 年までの５年間の累計で 30 万人の若い世代の安定した雇

用の創出を目指す 

 

【主な施策】 

◎ (1)-(エ)-① 若者人材等の還流及び育成・定着支援 

人材確保が困難となっている地域の中小企業や農業等において必要とされ

る人材を大都市圏で掘り起こし、地域への還流を促す仕組み等を強化するた

め、地域における良質な雇用の確保・創出や人材育成・定着を支援するとと

もに、府省庁ごとに制度化されている人材の確保・育成に関する施策につき、

役割分担や連携を明確にする。 

そのため、2015年度には「全国移住促進センター（仮称）」と連携しつつ、

就職関係情報や地方での生活に関する情報等を一元的に収集・提供する「地

域しごと支援センター（仮称）」の整備を推進する。また、各地域の UIJター

ン等の受け皿となるよう、各地域での魅力あるしごとづくりとそれに必要な

人材の呼び戻しや育成・定着等の、地域の創意工夫を生かした取組を実施し、

地方への人材還流等を進める。2016年度以降は人材還流等の本格稼働を進め

る。 

 

◎ (1)-(エ)-② 「プロフェッショナル人材」の地方還流 

地方の中堅・中小企業では、経営等に携わる「プロフェッショナル人材30 」

の不足が目立つ一方、大企業等においては事業企画・運営に実績のある 30代

～50代の人材が存在している。こうした「プロフェッショナル人材」のマッ

チング促進のため、「お試し就業」による人材還流の促進とその費用への助成

制度により人材送出し側・受入側双方の負担を軽減するとともに、地方にお

ける住環境・教育環境等を充実させることが重要である。 

2014 年度中には、「プロフェッショナル人材」のマッチング支援に関する

検討会を開催する。また、2014 年 10 月より拡充された株式会社地域経済活

性化支援機構の特定専門家派遣事業31を推進する。2015 年度には、人材マッ

チングに携わる民間人材サービス事業者、金融機関、NPO 等の活動を支援す

る等の「プロフェッショナル人材センター（仮称）」の仕組みを検討していく

とともに、経営（サポート）人材のマッチングを行う地域経済活性化支援機

構の子会社を設立する。2016年４月の「プロフェッショナル人材センター（仮

称）」の本格稼働を目指す。 

                                                 
30 地方の中堅・中小企業における経営人材、経営サポート人材、専門人材をいう。 
31 株式会社地域経済活性化支援機構は、2014年 10月より、金融機関等が事業再生等に関し支

援、資金提供等を行う事業者に対して、機構の専門家を派遣する機能拡充を行った。 
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◎ (1)-(エ)-③ 地域における女性の活躍推進 

地域における女性の活躍推進は、地域内の多様な人材の確保につながり、

企業活動、行政、地域等の現場に多様な価値観や創意工夫をもたらす。そし

て、地域経済が活性化され、魅力ある多様な就業の機会の創出や地域社会全

体に活力をもたらすものとなる。 

地域における女性の活躍を迅速かつ重点的に推進するため、多様な主体に

よる連携体制の構築や女性活躍推進のためのワンストップ支援体制の整備な

ど、身近な地方公共団体が行う、地域の実情に応じた取組を進める。 

これらの取組によって、各地域における女性就業率及び指導的地位に占め

る女性の割合を着実に高める。 

 

◎ (1)-(エ)-④ 新規就農・就業者への総合的支援 

農林水産業への新規就業を促進するため、農林水産業の成長産業化のため

の施策を推進するとともに、所得の確保や技術の習得等の支援を行う。 

 

◎ (1)-(エ)-⑤ 大学・高等専門学校・専修学校等における地域ニーズに対応

した人材育成支援 

大学・高等専門学校・専修学校・専門高校をはじめとする高等学校におい

て、地元の地方公共団体や企業等と連携した実践的プログラムの開発や教育

体制の確立により、地域を担う人材育成を促進する。 

 

◎ (1)-(エ)-⑥ 若者、高齢者、障害者が活躍できる社会の実現 

若者、高齢者、障害者が活躍できる「全員参加の社会」の実現に向け、地

域において若者向けの安定した雇用の場を確保するとともに、「生涯現役社会」

の実現に向けた高齢者の就労促進、障害特性に応じた就労支援の推進等を行

う。 

 

(オ)ICT等の利活用による地域の活性化  

【施策の概要】 

地域において、安定した収入につながる高付加価値を生む産業が少ないことが

若年世代の人口流出の一因である。地域産業の生産性向上やイノベーションの創

出により、地域の活性化を図っていく上で、ICT が有効なツールとなる。ICT の

活用により、地域のサービス水準の維持・向上や柔軟な就労環境の整備が可能と

なるとともに、こうした課題解決に ICTを活用する過程で、イノベーションとそ

れに伴う新産業の創出も期待される。 

また、このためには、有線・無線のブロードバンドの整備とその利活用の推進

が不可欠であるが、ブロードバンドが未整備の地域や、ブロードバンドが整備さ
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れているがその利活用が進まない地域が依然として多数存在している。 

そのため、距離や時間等の制約を克服し、地域の創意工夫を生かしたイノベー

ションや新産業の創出を可能とする ICTの一層の利活用を、医療・教育・雇用・

行政・農業など幅広い分野で推進する。特に、中山間地域や離島等においても良

質な医療を効果的・効率的に提供していくため、遠隔医療の推進を図る。また、

遠隔教育等の教育における ICTの活用を推進する。さらに、地域においても、こ

のような ICTの恩恵を十分に享受することができるよう、Wi-Fi、高速モバイル、

ブロードバンドなど地域の通信・放送環境の整備を推進することが必要である。 

さらに、地域の産業基盤の強化に資するよう、異常気象や気候変動に関するデ

ータの利活用を進める仕組みを構築する。 

こうした観点から、国が 2020年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■週 1 日以上終日在宅で就業する雇用型在宅型テレワーカー（2020 年目標）：

全労働者数の 10%以上（2013年度 4.5%） 

 また、国家公務員のテレワークの比率についても、政府全体として、上記目

標と遜色ないレベルを目指す 

■テレワーク導入企業数（2020 年目標）：2012 年度比３倍（2012 年度 11.5%） 

■放送コンテンツ関連海外市場売上高を 2010 年度（66.3 億円）の３倍超に増

加 

 

【主な施策】 

◎ (1)-(オ)-① ICT の利活用による地域の活性化 

地域産業の活性化や地域サービスの維持・向上、柔軟な就労環境の整備を

実現するため、距離や時間等の制約を克服し、地域の創意工夫を生かしたイ

ノベーションや新産業の創出を可能とする ICT の一層の利活用を、医療・教

育・雇用・行政・農業など幅広い分野で推進する。特に、中山間地域や離島

等においても良質な医療を効果的・効率的に提供していくため、遠隔医療を

推進する。また、遠隔教育等の教育における ICTの活用を推進する。さらに、

地域の経済社会活動を支える通信・放送環境の整備を推進する。 

2015年度から、ICTを活用した新たな街づくりや地域からの情報発信強化、

柔軟な就労環境を実現する新たなテレワークの実現に向けた取組や、公衆無

線 LAN や高速モバイル、ブロードバンドなどの地域の通信・放送環境の整備

を推進する。さらに、2016年度以降、医療・教育など幅広い分野における新

たな ICT の利活用モデルの確立に向けた取組を加速化するともに、地方の創

意工夫を生かしたイノベーションの創出を可能とする ICT の一層の利活用を

推進する。 

また、農業、医療、教育、防災など各分野で地域が直面する課題解決に貢

献し、各地域の産業や行政の効率化、生産性向上を通じて地域の活性化に資
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する ICTの利活用を推進する。 

これらの取組により、2020 年までに、テレワーク導入企業数を 2012 年度

比３倍（2012年度 11.5%）に拡大、放送コンテンツ関連海外市場売上高を 2010

年度（66.3 億円）の３倍超に増加させるなど、ICT の一層の利活用を推進す

ることにより、地域の雇用創出・地域経済の活性化に貢献する。 

 

◎ (1)-(オ)-② 異常気象や気象変動に関するデータの利活用の促進 

近年、日本各地で異常気象や気候変動による地域産業への影響が懸念され

ており、2020年までに異常気象や気候変動に関するデータの利活用を進める

仕組みを構築し、全国の地方公共団体においてデータを用い、農産物等の被

害軽減等への活用を図る。 

 

  



33 
 

（２）地方への新しいひとの流れをつくる  

 

(ア)地方移住の推進  

【施策の概要】 

東京都在住者の約４割、特に 10代・20代男女の 47%、50代男性の 51%が地方へ

の移住を検討したいと回答している。また、60 代男女は、「退職」などをきっか

けとして２地域居住を考える人が 33%に上る。移住する上での不安・懸念としては、

雇用・就労、生活の利便性のほか、移住に係る情報の提供が不十分であることも指

摘されている。 

地方移住についてのワンストップ相談など支援施策を体系的・一体的に推進し

ていくことが重要である。また、都市と農山漁村交流の推進、「お試し居住」を含

む「二地域居住」の推進、住替え支援策の検討が必要である。また、退職期を控え

て移住を検討する場合には、「お試し居住」等により地域のコミュニティとの交流

機会を持つなどの対応を検討することも必要である。 

さらに、都会の高齢者が地方に移り住み、健康状態に応じた継続的なケア環境の

下で、自立した社会生活を送ることができるような地域共同体（「日本版 CCRC」32）

について検討を進める。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■年間移住あっせん件数 11,000件 

■「お試し居住」に取り組む市町村の数を倍増（2014年 23%の市町村で実施） 

■都市と農山漁村の交流人口 1,300万人（2013年度 925万人） 

 

【主な施策】 

◎ (2)-(ア)-① 地方移住希望者への支援体制 

生活面の情報のみならず、求人情報も含めた地方移住に必要となる情報の

一元的な情報提供システム（キーワード等で一括して移住関連情報を検索す

る、いわば「全国移住ナビ」ともいうべきシステム）を整備するため、2014

年度中に関連情報の一元的な収集・提供体制を構築し、2015年度より当該シ

ステムを本格稼働させ、2016年度以降、随時情報コンテンツの充実を図って

いく。 

併せて、地方への移住関連情報の提供・相談支援の一元的な窓口となり、

全国各道府県に仲介する役割を果たす「全国移住促進センター（仮称）」を今

年度内に開設し、2015年度には本格稼働させる。また、地方公共団体が実施

する移住希望者に対する移住関連情報の提供や相談支援について、2015年度

                                                 
32 米国では、高齢者が移り住み、健康時から介護・医療が必要となる時期まで継続的なケアや

生活支援サービス等を受けながら生涯学習や社会活動等に参加するような共同体

（Continuing Care Retirement Community）が約 2,000か所存在している。 
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より地方財政措置を創設する。2016年度以降はセンターの活動と各道府県が

行う移住の相談支援事業との連携の拡大を図るとともに、受入れ側となる地

方に対する支援を講ずることで、2020年までに同センターから地方の受入れ

組織や民間組織へつなげるあっせん件数を 11,000件とすることを目指す。 

 

◎ (2)-(ア)-② 地方居住の本格推進（都市農村交流、「お試し居住」を含む「二

地域居住」の本格支援、住み替え支援） 

 2015年度に「地方居住推進国民会議」を設置し、地方居住推進運動を展開

する。地方移住を促進するため、地方との交流の促進、「お試し居住」を含む

「二地域居住」の推進や住み替え支援を行う。 

地方との交流の促進のため、都市と農山漁村の交流活動を農山漁村におけ

る所得・雇用の確保に結び付けるとともに、一過性の取組とせず、一時滞在

から継続的な滞在、移住・定住に移行するよう、観光・教育・福祉・農業各

分野における連携プロジェクト等を推進し、滞在期間の長期化、来訪の定期

化を図り、都市と農山漁村の交流人口を 2013 年の 925 万人から 2020 年に

1,300万人にする。 

 「お試し居住」を含む「二地域居住」の推進については、支障となってい

る費用負担の軽減を図るため、個人所有の空き家や公的賃貸住宅の活用、

LCC33の参入促進などの取組を推進する。併せて、住み替え促進のため、中古

住宅市場の流通促進等の市場環境整備に取り組む。さらに、地方公共団体が

実施する移住体験、移住者に対する就職・住居支援等について 2015年度より

地方財政措置を創設する。 

また、一元的な地方居住に関する情報の提供を行うなど、総合的に地方居

住を推進していく。これらの取組により、2020年までに「お試し居住」の推

進等に取り組む市町村の数を倍増する。 

このほか、休暇取得を促進する運動や、地方への新しい人の流れをつくる

サテライトオフィス34・テレワーク35等の遠隔勤務（以下「ふるさとテレワー

ク」という。）の促進により、就労者が仕事をしながらも十分な滞在時間を確

保し場所にとらわれない就業ができる環境づくりを図る。 

 

◎ (2)-(ア)-③ 「日本版 CCRC」の検討 

東京都在住者のうち、50代男性の半数以上、また、50代女性及び 60代の

約３割が地方への移住の意向を示していることに鑑み、健康時から地方に移

住し、安心して老後を過ごすための「日本版 CCRC」の導入に向け、2014年度

                                                 
33 Low Cost Carrier (ローコストキャリア)の略。低コストかつ高頻度の運航を行うことで低運

賃の航空サービスを提供する航空会社のこと。 
34 企業等が、本拠から離れたところに設置する遠隔勤務のためのオフィスのこと。 
35 情報通信技術を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 
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中に有識者や関係府省庁が参画する検討会を設置し、2015年度中に事業実施

主体、サービス内容、居住者によるコミュニティの形成等について課題及び

論点を整理する。同年度中に結論を得た上で、成果目標を設定し、2016年度

以降、モデル事業を実施し、その実施状況を踏まえ所要の措置を講じつつ、

全国展開する。 

 

◎ (2)-(ア)-④ 「地域おこし協力隊」と「田舎で働き隊」の統合拡充 

「地域おこし協力隊」と「田舎で働き隊」については、「地域おこし協力隊」

の名称に統一し、募集情報の一元化、合同募集説明会・マッチング会の開催、

合同研修の実施、隊員間の交流促進などを合同で行うなど、一体的な運用を

実施する。 

 

 

(イ)企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大  

【施策の概要】 

人口の東京への過度な集中を是正するためには、地方での安定した良質な雇用

確保が必要であるが、企業の本社等の東京 23区への集中が進んでおり、採用にお

いても東京での一括採用がほとんどである。地方の企業による優秀な人材の確保

や定着を促進するため、特に、東京 23区からの本社機能の一部移転等による地方

拠点強化や企業の地方採用枠拡大に向け、官民挙げての取組を推進する必要があ

る。また、地方においては若い女性の雇用のミスマッチが生じていること、それが

地域からの若い女性の転出につながっているという指摘も踏まえ、地方における

女性の採用を進める企業を支援する必要がある。加えて、農村地域への農業関連産

業等の導入促進により、地方における就業機会を拡大する必要がある。 

さらに、東京に居住せず地方に住みながら仕事ができるような環境が整備され

れば、若者や女性を含め一層多くの人々が地方において産業・社会の担い手として

能力を発揮することができる。 

また、政府関係機関（独立行政法人等の関連機関を含む。）の中には、地方の発

展に資するものが存在することが指摘されており、こうした政府関係機関につい

て、地方からの提案を受ける形で地方への移転を進めることが、地方への新しいひ

との流れをつくることに資すると考えられる。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■本社機能の一部移転等による企業の地方拠点強化の件数を 2020年までの５年

間で 7,500件増加 

■地方拠点における雇用者数を４万人増加 
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【主な施策】 

◎ (2)-(イ)-① 企業の地方拠点強化等 

地域再生法（平成 17年法律第 24号）の改正法案を次期通常国会に提出し、

地方公共団体が作成する地域再生計画に企業等の地方拠点強化に係る事業を

新たに位置付けるとともに、事務所、研修施設等の本社機能の移転・新増設

を行う事業者に対して支援措置（税制措置等）を講じる。こうした取組を効

率的に進めるため、経済団体にも働きかけを行っていく。 

また、多様な正社員の普及・拡大（「キャリアアップ助成金」の活用等）に

よる更なる正社員化を実現し、2020年までに、若い世代の正規雇用労働者等

（自らの希望による非正規雇用労働者等を含む。）割合について、全ての世代

と同水準を目指す（2013 年は、15～34 歳の割合 92.2%、全ての世代の割合

93.4%）。 

 

◎ (2)-(イ)-② 政府関係機関の地方移転 

政府関係機関（独立行政法人等の関連機関を含む）の中で地方が目指す発

展に資する機関について、地方公共団体から移転要望があること等を踏まえ、

2014年度内に各府省庁が所管している研究機関・研修所等のリストを作成す

る。2015年度には、道府県等は関係市町村の意見を踏まえ、国に対し、地方

創生に資すると考えられる政府関係機関について、誘致のための条件整備の

案を付して機関誘致の提案を行う。まち・ひと・しごと創生本部においてそ

の必要性や効果につき検証した上で移転すべき機関を決定し、2016年度以降

その具体化を図っていく。なお、可能なものについては、前倒しで実施する。 

 

◎ (2)-(イ)-③ 遠隔勤務（サテライトオフィス、テレワークの促進） 

都市部に居住せずとも地方に住みながら仕事ができるような環境を整備す

るため、ICT基盤の整備を進め、関係府省庁で連携し、モデル実証等による好

事例の把握やそれを踏まえた事例の周知や支援策の実施等を行う。さらに、

地方への新しいひとの流れをつくるため、地方の実情や企業のニーズを踏ま

えつつ、モデルケースの検証を行い、ふるさとテレワークを推進する。これ

らの取組により、2020年までに、週１日以上終日在宅で就業する雇用型在宅

型テレワーカーを全労働者の 10%以上（2013年度 4.5%）とし、また、テレワ

ーク導入企業数を 2012年度比３倍（2012年度 11.5%）に拡大する。 

 

(ウ)地方大学等の活性化  

【施策の概要】 

地方の若い世代が大学等の入学時と卒業時に東京圏へ流出している。その要因

には、地方に魅力ある雇用が少ないことのほか、地域ニーズに対応した高等教育機

関の機能が地方では十分とはいえないことが挙げられる。このことを踏まえ、地方
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大学や高等専門学校、専修学校等において、地域とのつながりを深め、地域産

業を担う人材養成など地方課題の解決に貢献する取組を促進する必要がある。 

また、地方大学等への進学、地元企業への就職や都市部の大学等から地方企業

への就職を促進するため、奨学金（「地方創生枠（仮称）」等）を活用した大学生等

の地元定着や、地方公共団体と大学等との連携による雇用創出・若者定着に向けた

取組等を推進する。さらに学校を核として、学校と地域が連携・協働した取組や

地域資源を生かした教育活動を進めるとともに、郷土の歴史や人物等を採り上

げた地域教材を用い地域を理解し愛着を深める教育により、地域に誇りを持つ

人材の育成を推進し、地域力の強化につなげていく。 

人材育成の観点から、大学や高等専門学校、専修学校、専門高校をはじめと

する高等学校における、地元の地方公共団体や企業等と連携した取組を強化す

ることにより、地域産業を担う高度な専門的職業人材の育成や地元企業に就職

する若者を増やすとともに、地域産業を自ら生み出す人材を創出する。また、

地域に根ざしたグローバル・リーダー育成の取組を推進する必要がある。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■地方における自県大学進学者の割合を平均で 36%まで高める（2013 年度全国

平均 32.9%） 

■地方における雇用環境の改善を前提に、新規学卒者の県内就職の割合を平均

で 80%まで高める（2012年度全国平均 71.9%） 

■地域企業等との共同研究件数を 7,800件まで高める（2013年度 5,762件） 

■各事業において、地方公共団体や企業等による地元貢献度への満足度 80%以上

を実現する 

■大学における、地元企業や官公庁と連携した教育プログラムの実施率を 50%ま

で高める（2013年度 39.6%） 

■全ての小・中学校区に学校と地域が連携・協働する体制を構築する 

 

【主な施策】 

◎ (2)-(ウ) 「地方大学等創生５か年戦略」（以下の３つのプランを推進する。） 

① 知の拠点としての地方大学強化プラン（地方大学等の地域貢献に対する評

価とその取組の推進） 

地域社会経済の活性化や地域医療に大きく貢献する大学等の教育研究環境

の充実を図る。また、地元の地方公共団体や企業と連携し、地域課題の解決

に積極的に取り組む大学を評価し、その取組を推進する。さらに、地域活性

化の中核となる国立大学においては、第３期中期目標期間（2016年度～2021

年度）の評価に地域貢献の視点を採り入れるなど、大学の地域貢献に対する

評価と資源配分が連動するようにしていく。また、経営改革や教育研究改革

を通じて地域発展に貢献する地方私立大学の取組を推進する。これらを通じ
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て、2020年には地域の企業等との共同研究を 7,800件（2013年度 5,762 件）

とするとともに、共同研究による特許出願数を大幅に増加させる。さらに、

各事業において、地方公共団体や企業等による地元貢献度への満足度 80%以

上を実現する。 

 

② 地元学生定着促進プラン（地方大学等への進学、地元企業への就職や、都市

部の大学等から地方企業への就職を促進するための具体的な措置、学校を

核とした地域活性化及び地域に誇りを持つ教育の推進） 

地方大学等への進学、地元企業への就職や都市部の大学等から地方企業へ

の就職を促進するため、奨学金（「地方創生枠（仮称）」等）を活用した大学

生等の地元定着の取組や、地方公共団体と大学等との連携による雇用創出・

若者定着に向けた取組への支援策等を講ずるとともに、都市部の大学生等が

地方の魅力を実体験できる取組を推進する。さらに、大都市圏、なかんずく

東京圏への学生集中の現状に鑑み、大都市圏、なかんずく東京圏の大学等に

おける入学定員超過の適正化について資源配分の在り方等を検討し、成案を

得る。これらにより、2020年までに地方における自県大学進学者の割合を平

均 36%（2013 年度全国平均 32.9%）、地方における雇用環境の改善を前提に、

新規学卒者の県内就職の割合を平均で 80%（2012 年度全国平均 71.9%）まで

引き上げる。 

また、学校を核として、学校と地域が連携・協働した取組や地域資源を生

かした教育活動を進めることにより、全ての小・中学校区に学校と地域が連

携・協働する体制を構築するとともに、地域を担う人材の育成につながるキ

ャリア教育や、地域に誇りを持つ教育を推進する。 

 

③ 地域人材育成プラン（大学、高等専門学校、専修学校、専門高校をはじめと

する高等学校の人材育成機能の強化、地域産業の振興を担う人材育成） 

 地域の企業や地域社会の求める人材ニーズの多様化に対応し、地元の地方

公共団体や企業等と連携して、地域産業を担う高度な地域人材の育成に取り

組む大学の取組を推進することにより、2020年までに大学における地元企業

や官公庁と連携した教育プログラムの実施率を 50%（2013 年度 39.6%）まで

高める。また、地域産業の振興を担う高度な専門的職業人材の育成を行う高

等専門学校、専修学校、専門高校をはじめとする高等学校の取組を推進する。 

さらに、地域の人材育成においては、職業教育は極めて重要であり、今後、

関係府省庁において総合的に推進を図ることが必要である。こうしたことを

踏まえ、専門高校等においては、職業能力等を高める質の高い教育を充実す

るとともに、卒業生が地元企業等の求める職業能力等を有していることを明

らかにする取組を進めることで、地元企業等の適切な評価につなげ、育成さ

れた人材の地域社会での認識向上を図る。 
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 併せて、大学・高等学校等における地域に根ざしたグローバル・リーダー

の育成や外国人留学生の受入れを推進するため、官と民とが協力した海外留

学支援制度（「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム」等）の推進や地域

における留学生交流の促進のほか、グローバル化に対応した教育を行うとと

もに、国際的に通用する大学入学資格が取得可能な教育プログラム（国際バ

カロレア36）の普及拡大を図り、2020年までに国際バカロレア認定校等を 2014

年の 33校（候補校を含む。）から 200校以上に増やす。 

  

                                                 
36 グローバル化に対応した素養・能力の育成を重視した国際的な教育プログラム。学校段階等

に応じ４種類あるプログラムの中で、高校レベルのディプロマプログラムは国際的に通用す

る大学入学資格を取得可能であり、世界の主要大学の入学審査等で広く活用されている。 
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（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる  
  

(ア）若い世代の経済的安定  
【施策の概要】 

独身男女の約９割は結婚意思を持ち、希望子ども数も２人以上である一方、未婚

率は上昇し、夫婦の子ども数は長期的に減少傾向にあるなど、結婚・妊娠・出産・

子育ての希望がかなっていない現状にある。結婚を実現できない背景には、雇用の

不安定さや所得が低い状況があると指摘されている。 

これまでの若者雇用施策は、雇用情勢の悪い地域での雇用失業対策が中心とな

ってきた。今後は、人口減少や人口流出等に伴う地域課題の解決という視点が求め

られる。また、若い世代が希望通り結婚し、子どもが持てるような年収水準（例え

ば独身で 300万円、夫婦で 500万円程度が必要との指摘もある。）を確保する安定

的雇用が必要である。 

こうした観点から、国が 2020 年までに達成すべき重要業績評価指標(KPI)を以

下のとおり設定する。 

■若者（20～34歳）の就業率を 78%に向上（2013年 75.4%） 

■若い世代の正規雇用労働者等（自らの希望による非正規雇用労働者等を含む。）

の割合について、全ての世代と同水準を目指す（2013 年 15～34 歳の割合

92.2%、全ての世代の割合 93.4%） 

■フリーター数を 124万人に減少（2013年 182万人） 

 

【主な施策】 

◎ (3)-(ア)-① 若者雇用対策の推進、「正社員実現加速プロジェクト」の推進 

 若者や非正規雇用労働者の安定雇用を実現し、地域の若者の自立と、地域

経済の活性化を促進することが必要である。 

 そのため、2015年度に、法的整備も含めた総合的かつ体系的な若者雇用対

策（新卒者等への就職支援、フリーター等の正規雇用化支援等）を推進する

とともに、「正社員実現加速プロジェクト」（ハローワークによる正社員就職

の実現、正社員実現に取り組む事業主への支援）の強力な推進により正社員

化を促進する。特に、ハローワーク（「新卒応援ハローワーク」等）において、

地方公共団体や学校とも積極的に連携し、個々の様々なニーズに対応した、

担当者制による、継続的できめ細やかな相談支援を行う取組を進める。また、

2016年度以降も、若者雇用対策の推進による雇用の安定の実現、非正規雇用

対策を推進していく。これらの取組により、2020 年までに「20～34 歳の就

業率：78%（2013 年 75.4%）」、「若い世代の正規雇用労働者等（自らの希望に

よる非正規雇用労働者等を含む。）の割合：全ての世代と同水準（2013年 15

～34歳の割合 92.2%、全ての世代の割合 93.4%）」を目指し、「フリーター124

万人（2013年 182万人）」を実現する。 
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