
１ 経済的基盤の安定

（若者の雇用の安定）
若者の就労支援

24歳以下の若者の完全失業率は、2018（平
成30）年には3.6％（前年差1.0ポイント減）、
25～34歳については3.4％（前年差0.3ポイン
ト減）と、前年より回復している。また、フ
リーター数は、2018年平均で143万人（前年
差９万人減）となっている。

2018年度に引き続き、2019（平成31、令
和元）年度においても、新卒者・既卒者の就
職支援やフリーター等の正社員就職の推進等
の各種対策を積極的に推進する。

・学校段階から職場定着に至るまでの総合
的・継続的なキャリア形成支援策

初等中等教育段階においては、子供たち
が、社会の一員としての役割を果たすととも
に、それぞれの個性、持ち味を最大限発揮し
ながら、自立して生きていくことができるよ
う、後期中等教育修了までに、生涯にわたる
多様なキャリア形成に共通して必要な能力や
態度を培うキャリア教育の推進が求められて
いる。

文部科学省では、関係省庁等とも連携し、
学校におけるキャリア教育・職業教育を推進
している。具体的には、教員向けの手引き等
の配布や研修用動画の配信、小学校からの起
業体験や中学校の職場体験活動、高等学校に
おけるインターンシップを促進するととも
に、児童生徒が主体的に進路を選択すること
ができるよう、児童生徒が活動を記録し蓄積
する教材としてキャリア・パスポートの例示
資料等を作成するなど、学校における体系的

なキャリア教育の充実を図っている。また、
「学校が望む支援」と「地域・社会や産業界
等が提供できる支援」を書き込めるサイト

（「子供と社会の架け橋となるポータルサイ 
ト１」）を運営するなど、学校と地域・社会
や産業界等との円滑な連携に向けた取組を
行っている。

このほか、2017（平成29）年度から、学
力格差の解消及び高校中退者等の進学・就労
に資するよう、高校中退者等を対象に、高等
学校卒業程度の学力を身に付けさせるための
学習相談及び学習支援のモデルとなる取組に
ついて実践研究を行うとともに、その研究成
果の全国展開を図るための事業を実施してい
る。

経済産業省では、「キャリア教育民間コー
ディネーター育成・評価システム開発事業」
を実施し、同事業により設立された一般社団
法人キャリア教育コーディネーターネット
ワーク協議会がコーディネーターの育成・研
修事業や認定等を行っている。

また、2011（平成23）年度より文部科学
省、厚生労働省及び経済産業省の３省合同で

「キャリア教育推進連携シンポジウム」を毎
年開催し、キャリア教育の充実・発展に尽力
し、顕著な功績が認められる学校等に対し文
部科学大臣表彰、先進的な教育支援活動を行
う企業・経済団体等に対し経済産業大臣表彰

（「キャリア教育アワード」）を行い、同時に、
学校、地域の産業界及び地方公共団体等の関
係者が連携・協働してキャリア教育を行う取
組を文部科学省及び経済産業省の両省で表彰
する「キャリア教育推進連携表彰」を行って
いる。

高等教育段階においては、若年者雇用が社
会的問題となる中で、高い職業意識・能力を
有する若者を育成することがますます重要な
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課題となっている。経済産業省では、2009
（平成21）年度から大学におけるゼミや研究
室等の取組を通した「社会人基礎力」の育成
事例を、学生自身によるプレゼンテーション
によって発表し、各取組の中で社会人基礎力
等がどれくらい向上したかを評価する「人生
100年時代の社会人基礎力育成グランプリ」

（2018年度で12回目）を開催している。2018
年度は2017年度に提唱した「人生100年時代
の社会人基礎力」を踏まえて、「人生100年
時代の社会人基礎力育成グランプリ」を開催
し、45校（58チーム）が参加し、最も高い

「人生100年時代の社会人基礎力」の成長が
みられたチームを経済産業大臣賞として表彰
している。

文部科学省では、2010（平成22）年に「大
学設置基準」（昭和31年10月22日文部省令第
28号）等を改正し、2011年度から、全ての
大学と短期大学において、当該大学及び学部
等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自ら
の資質を向上させ、社会的及び職業的自立を
図るために必要な能力を培うよう取り組むこ
ととなっている。2015（平成27）年度に学
部段階においてキャリア教育を実施している
大学数は723大学（97％）となっており、勤
労観・職業観の育成を目的とした授業科目の
開設については2009年の491大学（67％）か
ら650大学（87％）となっている。

・新卒者・既卒者の就職支援
厚生労働省では「青少年の雇用の促進等に

関する法律」（昭和45年法律第98号。以下
「若者雇用促進法」という。）に基づき、〈１〉
新卒者の募集を行う企業による職場情報の提
供、〈２〉若者の雇用管理が優良な中小企業
を認定する「ユースエール認定制度」等の取
組を促進するとともに、ハローワークにおい
て一定の労働関係法令違反を繰り返す事業所
等の新卒求人を受け付けない求人不受理を実
施している。

また、新卒者・既卒者の就職支援のため、
全国56か所の新卒応援ハローワーク等にお

いて、ジョブサポーターによるきめ細かな就
職支援を実施するとともに、大学等との連携
による学校への出張相談などを行っている。

さらに、卒業後３年以内の既卒者の就職を
促進するため、若者雇用促進法に基づく「青
少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関
して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事
業者等その他の関係者が適切に対処するため
の指針」（平成27年厚生労働省告示第406号。
以下「事業主等指針」という。）において、
学校等の新規卒業予定者の募集を行う場合
は、学校等の卒業者が卒業後少なくとも３年
間は応募できるものとすること等を定め、そ
の周知に取り組んでいる。また、既卒者等の
新規学卒枠での応募機会の拡大及び採用・定
着の促進を図るため、2016（平成28）年２
月より、既卒者及び中退者を対象とした助成
金制度を創設し、当該助成金を活用した既卒
者等の応募機会の拡大を推進した。

その他、新卒者等が希望する地域において
働き続けることができる環境を整備するた
め、2018年３月に事業主等指針を改正し、
事業主等が講ずべき措置として、新たに地域
限定正社員制度の積極的な導入等を盛り込
み、その周知啓発に取り組んだ。

経済産業省では、中小企業・小規模事業者
の人材の確保を支援することを目的に、地域
特性に合わせ、各地の中小企業・小規模事業
者が必要とする人材を地域内外から発掘し、
紹介、定着等を行う「地域中小企業人材確保
支援等事業」を行っている。

・就職経路の複線化に対応した多様な就職シ
ステムの整備

フリーター等の正社員就職の推進のため、
全国のハローワークでのきめ細かな職業相
談・職業紹介、職業訓練の情報提供・相談な
どを実施している。また、支援拠点として、

「わかものハローワーク」（2018年４月１日現
在、全国28か所）、「わかもの支援コーナー」

「わかもの支援窓口」を設置し、若者の就職
支援を実施している。
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また、2008（平成20）年度から職業訓練
受講者を中心に活用されてきたジョブ・カー
ドについて、2015年10月には、ジョブ・カー
ドを「生涯を通じたキャリアプランニング」
及び「職業能力証明」のツールとして見直
し、2018年４月には、ジョブ・カードの更
なる利便性の向上を図るため、一部の項目等
を見直すとともに、様式に所要の調整を加え
ることを可能にするなどの改正を行った。併
せて、求職活動やキャリア選択等の場面にお
けるジョブ・カードの活用促進のため、ジョ
ブ・カード制度総合サイト等を通じた周知広
報等を実施している。

その他様々な要因により働くことに悩みを
抱えている若者の職業的自立を支援するた
め、2006（平成18）年度から、地方公共団
体との協働により地域の若者支援機関から成
るネットワークを構築するとともに、その拠
点となる地域若者サポートステーションを全
国に175か所設置し、若者の置かれた状況に
応じたキャリアコンサルタントなどによる専
門的な相談や各種プログラムの実施など、多
様な就労支援メニューを提供している。

・若年者に対する技能啓発の推進
公共職業能力開発施設、認定職業訓練施設

及び工業高校等において技能を習得中の若者
（原則20歳以下）であり、企業等に就職して
いない者を対象に、技能競技を通じ、これら
若年者に目標を付与し、技能を向上させるこ
とにより就業促進を図り、併せて若年技能者
の裾野の拡大を図ることを目的として「若年
者ものづくり競技大会」を実施している。直
近では、2018年８月に石川県産業展示館（金
沢市）を主会場として、「第13回若年者もの
づくり競技大会」を開催し、全15職種の競
技に全国から445名の選手が参加した。

また、工業高校や職業訓練校等で技能を学
ぶ学生や訓練生等を主な対象に、若年技能者
の人材育成を目的として３級技能検定を実施
しているが、さらなる受検機会の拡大を図る
ため、受検ニーズの高い職種について年２回

の試験を実施するなど、若年者の技能離れの
防止や若年技能者の職場への定着化に努めて
いる。加えて、2017年度から、「ものづくり
分野」の技能検定の２級又は３級の実技試験
を受検する35歳未満の者に対して、受検手
数料を最大9,000円減額する措置を実施して
いる。

非正規雇用対策の推進
非正規雇用労働者の数は近年増加傾向にあ

り、2018（平成30）年において、非正規雇
用の労働者数は2,120万人、役員を除く雇用
者に占める割合は３分の１を超える状況であ
る。非正規雇用の労働者は、正規雇用の労働
者と比較して、〈１〉雇用が不安定、〈２〉賃
金が低い、〈３〉能力開発機会が乏しい、と
いった課題がある。

雇用情勢が着実に改善しているタイミング
を捉え、正社員を希望する人の正社員転換や
非正規雇用を選択する人の処遇改善を推進す
ることが重要である。このため、厚生労働大
臣を本部長とする「正社員転換・待遇改善実
現本部」において「正社員転換・待遇改善実
現プラン」を2016（平成28）年１月に策定
した。各都道府県労働局にも本部を設置し、
同年３月までにそれぞれの「地域プラン」を
策定した。これらのプランに基づき、非正規
雇用労働者の正社員転換・処遇改善を強力に
推進している。

また、正社員転換を進めるとともに、正
規・非正規にかかわらず労働者が安心して生
活ができる環境整備を推進することとしてい
る。さらに、派遣労働者、有期契約労働者、
パートタイム労働者といった非正規雇用の態
様ごとに、以下のとおり必要な施策を講じて
いる。

派遣労働者については、2018年９月に「労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律等の一部を改正す
る法律（平成27年法律第73号。以下「平成
27年改正労働者派遣法」という。）」の施行
から３年が経過し、期間制限ルールや雇用安

86



定措置等の平成27年改正労働者派遣法によ
り設けられた新たな制度が順次適用されてい
ることから、法令違反が生じないよう、積極
的な周知や相談対応を行っている。具体的に
は、派遣労働者、派遣元事業主、派遣先の対
象者別に、制度の内容に関するリーフレット
を作成し、都道府県労働局を通じた周知を進
めるとともに、派遣労働者向けのQ&Aや、
SNS等により、困ったときには都道府県労働
局へ相談するよう派遣労働者に対して呼びか
けている。

有期契約労働者については、労働契約法に
基づく「無期転換ルール」（有期労働契約が、
更新等により通算５年を超えた場合に、労働
者の申込みにより期間の定めのない労働契約
に転換させる仕組み）について、その円滑な
導入が図られるよう、これまで「無期転換
ルール取組促進キャンペーン」を実施したほ
か、「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」

（0570－069276（円満に無期になろう））の
開設による相談対応の強化、先行導入した企
業の好事例、支援策等をまとめたポータルサ
イト１やSNS等を活用した情報発信、無期転
換ルールの導入手順等をまとめたハンドブッ
クの配布、全国47都道府県でのセミナー開
催など、あらゆる機会を活用して無期転換
ルールの周知・啓発及び導入支援を行った。
さらに、無期転換ルールの適用を意図的に避
ける目的での雇止め等を把握した場合には、
啓発指導を行っている。

パートタイム労働者については、多様な就
業実態に応じた正社員との均等・均衡待遇の
確保や、正社員への転換の推進等を内容とす
る「短時間労働者の雇用管理の改善等に関す
る法律」（平成５年法律第76号。以下「パー
トタイム労働法」という。）に基づき、事業
主への行政指導や専門家による相談・援助等
を実施している。

また、2016年９月に「働き方改革実現会
議」が開催され、同年12月に、正規雇用労

働者と非正規雇用労働者の待遇差がどのよう
な場合に不合理とされるか等を事例等で示す

「同一労働同一賃金ガイドライン案」が示さ
れた。さらに、2017（平成29）年３月に策
定された「働き方改革実行計画」では、正規
雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理
な待遇差の解消を目指し、その根拠を整備す
る法改正を行うこととしている。同計画に基
づき、雇用形態にかかわらない公正な待遇の
確保に向け、「働き方改革を推進するための
関係法律の整備に関する法律案要綱」につい
て、同年９月に労働政策審議会に諮問し、答
申を得た。これを受け、パートタイム労働
法、労働契約法、「労働者派遣事業の適正な
運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律」（昭和60年法律第88号）の改正等を内
容とする法律案が2018年４月に国会に提出
され、同国会において成立し、同年７月６日
に公布された。「同一労働同一賃金ガイドラ
イン案」についても、同審議会での議論を経
て、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働
者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指
針」（平成30年厚生労働省告示第430号）と
して、同年12月28日に告示されている。

（高齢世代から若者世代への経済的
支援の促進）
結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与に係
る贈与税の非課税制度

将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を
躊躇させる大きな要因の一つとなっているこ
とを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移
転することを通じて、子や孫の結婚・出産・
子育てを支援することを目的として、祖父母
等から孫等に対して結婚・子育て資金の一括
贈与を行った場合について、贈与税を非課税
とする制度が2015（平成27）年４月から実
施されている。本制度は、2016（平成28）
年度税制改正において、非課税の対象となる

１　https://muki.mhlw.go.jp/
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一部の費目につき、対象範囲の明確化を行
い、2019（令和元）年度税制改正において、
その適用期限を2021（令和３）年３月31日
までに延長することや、2019年４月１日以
降に贈与するものについては受贈者である孫
等に所得要件が課されることとされた。

また、金融資産の世代間移転を促進し、子
育て世代を支援することを目的として、祖父
母等から孫等に対して教育資金の一括贈与を
行った場合についても、贈与税を非課税とす
る制度が2013（平成25）年４月から実施さ
れている。本制度も、2019年度税制改正に
おいて、教育資金管理契約の終了年齢につ
き、従来の30歳から、就学等の継続を条件

に最大で40歳まで引き上げられるとともに、
受贈者である孫等に所得要件が課される等、
制度の適正化が行われた上で、その適用期限
を2021年３月31日までに延長することとさ
れた。

（若年者や低所得者への経済的負担
の軽減）
若年者や低所得者への経済的負担の軽減

公営住宅においては、子育て世帯等につい
て、入居者選考に際し、地域の実情を踏まえ
た地方公共団体の判断により優先入居の取扱
いを行っている。
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２ 結婚に対する取組支援

（地方公共団体、商工会議所等によ
る結婚支援の充実に向けた国の支援）
全国的な機運の醸成

地方公共団体において結婚支援に取り組む
担当者、及び結婚を希望する独身男女に出会
いの機会を提供する結婚支援者を対象に、結
婚支援の更なる充実に向け、情報の共有や機
運の醸成を図るため、「結婚応援に関する全
国連携会議」を開催した（2019（平成31）
年２月）。同会議では、「結婚の意思決定にか
んするプロセスとタイミング」と題して、若
者の結婚に踏み切るタイミングについての基
調講演や、農業従事者に向けた行政とJA、
企業が連携した結婚応援の取組や企業職員向
け結婚応援事例の紹介等を行った。

また、各地域における結婚応援の機運の醸
成を図ることを目的に、各地方公共団体主催
の様々なフォーラム等が開催され、2018（平
成30）年度は13件の結婚応援のためのフォー
ラムやイベント等が開催された。（第2-1-11
図）

結婚応援に関する全国連携会議の様子

	第2-1-11図	「結婚応援のためのフォーラム」開催状況一覧

資料：内閣府資料

91

第２節　結婚・出産の希望が実現できる環境の整備
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地域少子化対策重点推進交付金の活用
2013（平成25）年度補正予算で創設され

た「地域少子化対策強化交付金」（2015（平
成27）年度補正予算より「地域少子化対策
重点推進交付金」に名称変更）では、結婚支
援センター等におけるマッチングシステムの
構築・高度化や、結婚応援のためのフォーラ
ムの開催など、地方公共団体が行う結婚支援
の取組を支援している。

2018（平成30）年度においては、「ニッポ
ン一億総活躍プラン」（2016（平成28）年６
月２日閣議決定）の推進のため、地域におけ
る総合的な結婚支援に係る取組を支援した。
また、ワーク・ライフ・バランス等の推進に
資する多様な交流の機会の提供など、地方公

共団体と連携した企業・団体・学校等の自主
的な参加による取組等を引き続き支援した。

結婚新生活支援事業費補助金の活用
2015（平成27）年度補正予算で創設され

た「結婚新生活支援事業費補助金」では、一
定の所得以下の新婚世帯に対し、結婚に伴う
新生活のスタートアップに係るコスト（新居
の家賃、引越費用等）を支援する地方公共団
体を支援している。（2018（平成30）年度は
260自治体を支援。）なお、2017（平成29）
年度当初予算からは、「地域少子化対策重点
推進交付金」のメニュー（結婚新生活支援事
業）として措置されている。（第2-1-12図）

	第2-1-12図	 地域少子化対策重点推進交付金（結婚新生活支援事業）

●対象世帯：夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下かつ世帯所得340万円未満の新規に婚姻した世帯
（但し、奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返済額を世帯所得から控除）

●補助対象：婚姻に伴う住宅取得費用又は住宅賃借費用、引越費用
●補助率： １／２ ●補助上限額：１世帯あたり30万円（国が15万円補助）

※対象世帯、補助対象、補助上限額は地域の実情に応じて上乗せ・縮小が可能。ただし、上乗せ部分は本補助金の補助対象外。

※結婚祝い金（現金）や金券等の支給、地域優良住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分については対象外

結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト（新居の家賃､
引越費用等）を支援する地方自治体を対象に、国が地方自治体による支援額の一部を補助する。

背 景

事業概要

内閣府都道府県市町村
夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下
かつ世帯所得340万円未満の新婚世帯

事業計画 事業計画

補 助補 助

申 請

【出典】 ①国立社会保障・人口問題研究所「第15回出生動向基本調査（独身者調査）」 ②内閣府「平成22年度結婚・家族形成に関する調査」

＜新婚世帯への支援を要する理由＞

●結婚に踏み切れない主な要因は経済的理由 ①

結婚の障害として「結婚資金」と回答した割合
⇒未婚男性（18～34歳）…43.3% 未婚女性（18～34歳）…41.9%

結婚の障害として「結婚のための住居」と回答した割合
⇒未婚男性（18～34歳）…21.2% 未婚女性（18～34歳）…15.3%

回答者：20～30代の未婚及び結婚3年以内の男女

●結婚を希望する人に対して、行政に実施してほしい取組 ②

17.7
31.5

37.6
40.2
42.3

49.1
55.4

0 20 40 60

結婚に関する悩み相談

出会いの場の提供

長時間労働の是正など自由な時間の確保

結婚した方が有利となるような税制や社会保障

結婚や住宅に対する資金貸与や補助支援

夫婦がともに働き続けられるような職場環境の充実

安定した雇用機会の提供

（％）

補 助

「希望出生率1.8」の実現に向けては、若者の希望する結婚が、それぞれ希望する年齢でかなえられるような環境を整備することが重要であり、「ニッポン一億総活躍
プラン」（平成28年6月2日閣議決定）においても、「結婚に伴う新生活支援などの先進的取組の展開を進める」こととされている。

事業の流れ

資料：内閣府資料
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