
No.
担当
府省庁

点検・評価会議の指摘事項 今年度（平成25年度）までの対応状況 備考（今後の予定）

＜学校におけるキャリア教育について＞

1

文部科学省 　学校における外部人材の協力による
キャリア教育推進に向け、インターネッ
ト等を通じた、学校の支援ニーズとNPO
法人、産業界ができる支援のマッチン
グの仕組みを構築すること。

　学校の支援ニーズとNPO 法人・産業界等ができる支援をそれぞ
れ掲載できる「子どもと社会の架け橋となるポータルサイト」を平成
24年8月から開設し、運用を行っている。

　「子どもと社会の架け橋となるポータルサイト」の運用を継続し、
学校、地域・産業界等の双方によるさらなる活用を促していく予定。

2

文部科学省 　学校における外部人材の協力による
キャリア教育推進に向け、キャリア教育
の窓口を校務分掌上明確にすることに
ついて周知する必要がある。

　平成23年12月取りまとめのキャリア教育における外部人材活用
等に関する調査研究協力者会議報告「学校が社会と協働して一日
も早くすべての児童生徒に充実したキャリア教育を行うために」に
おいて、「学校と学校外部を結ぶ窓口として、学校においても外部と
の連携を担当する組織や教職員が必須と考えられる」ことについて
記載されており、本報告についての通知やＨＰへの掲載、解説動画
の配信等により周知を行い、キャリア教育の窓口を学校内に設置
することを促している。

　キャリア教育における外部人材活用等に関する調査研究協力者
会議報告「学校が社会と協働して一日も早くすべての児童生徒に
充実したキャリア教育を行うために」について、解説動画の配信等
による周知を継続して行っていく。

3

文部科学省 　学校における職場体験・インターン
シップの実施に当たっては、子ども・若
者にとって勤労観・職業観を涵養する機
会となるよう、単なる体験に終わらず、
その意義を十分理解できるように配慮
する必要がある。

◆中学校・高等学校等
　職場体験活動・インターンシップの事前・事後において、そのねら
いや体験した職業の社会的役割などについて指導することで、学
習効果をより一層引き出すことができること等を教員に伝えるた
め、キャリア教育の指導用手引きやパンフレット、また、各都道府県
における教員を対象とした説明会「キャリア教育推進アシストキャラ
バン」等において、その趣旨を周知している。

◆大学等
　大学等におけるインターンシップについては、平成25年２月に設
置した「体系的なキャリア教育・職業教育の推進に向けたインター
ンシップの更なる充実に関する調査研究協力者会議」において、イ
ンターンシップの今後の推進方策の検討を行い、８月に「インターン
シップの普及及び質的充実のための推進方策について（意見のと
りまとめ）」を取りまとめた。これに基づき、平成９年に取りまとめた
「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を年内に見
直し、各大学等に周知する予定。

◆中学校・高等学校等
　各都道府県において、学校関係者を対象に、キャリア教育の実践
等についてのワークショップ等を行う「キャリア教育推進アシスト
キャラバン」を継続して実施する予定。

◆大学等
　平成27年度以降の卒業・修了予定者に対する就職・採用活動時
期の後ろ倒しへの円滑な移行が図られるよう、インターンシップ等
のマッチングや専門人材の養成の支援を行うことを通じ、大学等に
おけるキャリア教育の充実を図る予定。

子ども・若者育成支援推進点検・評価会議による
指摘事項（若者の職業的自立、就労等支援関係）への対応
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No.
担当
府省庁

点検・評価会議の指摘事項 今年度（平成25年度）までの対応状況 備考（今後の予定）

＜就労支援について＞

4

文部科学省
厚生労働省

　キャリアカウンセラー及びジョブサ
ポーターについて、カウンセリングを受
ける学生の置かれている状況や心理的
な状態等に則した適切な支援が行われ
るよう、雇用状況を含めた子ども・若者
に関する全般的な知識や困難を有する
若者に対する心理的な状態についての
基本的理解がなされている上でカウン
セリング等を行うようにすること。

　関係省庁と連携しつつ、大学の就職相談員等と新卒応援ハロー
ワークのジョブサポーターとの連携による学生に対する個別支援を
徹底し、きめ細やかな対応に取り組んでいる。

　引き続き、関係省庁と連携しつつ、大学の就職相談員等と新卒応
援ハローワークのジョブサポーターとの連携による学生に対する個
別支援を徹底し、きめ細やかな対応に取り組んでいく。

5

文部科学省
厚生労働省

　キャリアカウンセラー及びジョブサ
ポーターについて、自分で動けない人
に対しては具体的な行動をアドバイス
ができるようにする仕組みを構築する
必要がある。

　関係省庁と連携しつつ、大学の就職相談員等と新卒応援ハロー
ワークのジョブサポーターとの連携による学生に対する個別支援を
徹底し、きめ細やかな対応に取り組んでいる。

　引き続き、関係省庁と連携しつつ、大学の就職相談員等と新卒応
援ハローワークのジョブサポーターとの連携による学生に対する個
別支援を徹底し、きめ細やかな対応に取り組んでいく。

6

厚生労働省
（文部科学省）

「地域若者サポートステーション」につい
ては、仕事をしていない若者には一定
程度認知されているものの、在学中の
子ども・若者にはそれほど認知されてい
ない状況であり、若者の就業上の困難
を予防又は早期に対応する観点から、
より一層周知を図っていく必要がある。

　各都道府県教育委員会等に対し、高等学校と各地域における「地
域若者サポートステーション」等の職業的自立支援施策に係る関係
機関との連携の充実を図るよう周知しているところ。

　引き続き、各都道府県教育委員会等に対し、高等学校と各地域
における「地域若者サポートステーション」等の職業的自立支援施
策に係る関係機関との連携の充実を図るよう周知していく。

7

文部科学省
厚生労働省
経済産業省

　新規学卒者の就職支援については、
全ての生徒・学生に対して一律の対応
では就職に結び付かない者も存在する
と考えられるため、個々の生徒・学生の
意欲や能力、適性等に応じた支援を、
民間事業者との役割分担に考慮しなが
ら重層的に行っていく必要がある。

◆高等学校
　高等学校においては、教員とハローワークのジョブサポーターが
緊密に連携し、的確な情報に基づく指導助言等を行うことで、多様
な高校生一人一人に対してきめ細かな就職指導が行われている。

◆大学等
　関係省庁と連携しつつ、大学の就職相談員等と新卒応援ハロー
ワークのジョブサポーターとの連携による学生に対する個別支援を
徹底し、きめ細やかな対応に取り組んでいる。

◆高等学校
　高等学校においては、引き続き、教員とハローワークのジョブサ
ポーターが緊密に連携し、的確な情報に基づく指導助言等を行うこ
とで、多様な高校生一人一人に対してきめ細かな就職指導が行っ
ていく。

◆大学等
　引き続き、関係省庁と連携しつつ、大学の就職相談員等と新卒応
援ハローワークのジョブサポーターとの連携による学生に対する個
別支援を徹底し、きめ細やかな対応に取り組んでいく。
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子ども・若者育成支援推進大綱（「子ども・若者ビジョン」） 
点検・評価シート 

 
項目：若者の職業的自立、就労等支援 

①  就業能力・意欲の習得 
 

省庁名：厚生労働省  
 

※一の省庁につき原則１枚以内で簡潔に記載してください。  

※項目に関係する政策（子ども・若者白書や関係予算調べに記載しているもの）を、個別

施策・事業ごとに別葉にせず、全体として１枚以内にまとめてください。  

※補足資料を添付してください（様式自由）。          

 

（１）大綱策定（平成 22 年７月）から現在までの取組 

    ※政策評価などで用いている関連データ（アウトカム・アウトプット指標）の推移も付記してください。  

 

 

 

 

 

 

 

（２）進捗に係る自己評価 

 

 

 

 

 

 

 

（３）現在認識している課題 

 

 

 

 

（４）今後の方向性 

 

 

勤労観・職業観と職業的自立に必要な能力を形成するため、企業で働く者を

講師として学校に派遣したり、キャリア教育の専門人材を養成している。 

また、就業能力を高めるため、公共職業訓練や求職者支援訓練を実施すると

ともに、ジョブ・カード制度の活用を推進し、非正規雇用労働者等の安定的

な雇用への移行を促進している。 

公共職業訓練・求職者支援訓練は平成 23 年度以降、常に目標就職率を上回っ

ている。また、ジョブ・カード制度について、ジョブ・カード取得者数は目

標を下回っているものの、平成 24 年度における雇用型訓練就職率は 95.1%（目

標値 75.0%）、職業能力形成プログラム修了者は約 55 万人（平成 25 年３月末

時点）となっており、着実に求職者等への訓練の受講が進んでいる。 

ジョブ・カード取得者数が目標値を下回っており、今後は、一層の普及を図

ることが必要。 

ジョブ・カードについて、今後は、社会的なインフラとしての定着を目指し、

一般求職者等を含めたより幅広い層への普及を図る。 
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22年度 23年度 24年度 25年度

【成果指標（アウトカム指標）】
講習受講者アンケートで、講習で学んだ
内容を「今後に活かせる」と回答した者の
割合

（目標値）80％
（実績値）92％

（目標値）80％
（実績値）93％

（目標値）90％
（実績値）96％

（目標値）90％

【活動指標（アウトプット指標）】
講習受講者数

（実績値）1,557人 （実績値）1,073人 （実績値）1,116人 －

【成果指標（アウトカム指標）】
①公共職業訓練（離職者訓練・委託訓
練）の修了者における就職率
②公共職業訓練（離職者訓練・施設内訓
練）の修了者における就職率

（目標値）①65%②80%
（実績値）①63.7%②77.6%

（目標値）①65%②80%
（実績値）①66.8%②80.3%

（目標値）①65%②80%
（実績値）①69.2%②81.0%

（目標値）①65%②80%

【活動指標（アウトプット指標）】
公共職業訓練（離職者訓練）受講者数
①委託訓練
②施設内訓練

（実績値）①120,729人
②45,952人

（実績値）①106,473人
②42,639人

（実績値）①109,822人
②41,730人

－

【成果指標（アウトカム指標）】
求職者支援訓練における、訓練終了３ヶ
月後の就職率
①基礎コース
②実践コース

（目標値）－
（実績値）－

（目標値）①60%②70%
（実績値）①73.4%②75.1%

（目標値）①60%②70%
（実績値）①80.4%②78.6%

（目標値）①60%②70%

【活動指標（アウトプット指標）】
訓練受講者数

（実績値）－ （実績値）50,758人 （実績値）98,544人 －

【活動指標（アウトカム指標）２】
ジョブ・カード取得者数
（20～24年度までに100万人）

（目標値）-
（実績値）累計451,898人

（目標値）-
（実績値）累計673,755人

（目標値）累計100万人
（実績値）累計858,073人

（目標値）単年度197,000人

【成果指標（アウトカム指標）１】
雇用型訓練終了３ヶ月後の就職率

（目標値）75.0%
（実績値）87.5%

（目標値）75.0%
（実績値）87.8%

（目標値）75.0%
（実績値）95.1%

（目標値）85.0%

【活動指標（アウトプット指標）１】
職業能力形成プログラム修了者数
（20～24年度までに40万人）

（実績値）累計111,689人 （実績値）累計351,489人 （実績値）累計551,109人 －

ジョブ・カード制度

求職者支援訓練

子ども・若者ビジョン－若者の職業的自立、就労等支援「①就業能力・意欲の習得」における関連事業の実績

キャリア教育専門人材養成事
業

公共職業訓練

事業名
実績
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《事業のスキーム》 厚生労働省

委託事業
労働行政としてこれまで培ってきたキャリア・コンサルティング
の専門性を活かし、発達課題に応じた実践的なキャリア教育をサ
ポート・推進する専門人材を養成するための研修を実施
（委託先事業者：キャリア・コンサルタント養成・試験機関、キャリア教育プログラ
ムの開発・人材育成に実績を有するＮＰＯ・企業等から選定）

研修の実施（平成25年度予定規模）
・ 中学のキャリア教育を担う人材を対象（全国8箇所）
・ 高校のキャリア教育を担う人材を対象（全国8箇所）
・ 大学等のキャリア教育を担う人材を対象（全国18箇所）

キャリア教育専門人材養成事業
平成25年度予算額 ２５百万円（14百万円）

養成

文部科学省・経済産業省
との連携表彰

学校と地域・社会や産業界が連携・協働し
てキャリア教育に取り組んでいる好事例を
表彰

表彰

《平成２５年度要求のポイント》
・キャリア教育を効果的に企画・運用・調整する人材の養成、外部人材（キャリア・コンサルタント等）の活用促進
・学校・産業界等によるキャリア教育に関する好事例について、新たな表彰制度を創設

委託
連携
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公的職業訓練の概要

公
共
職
業
訓
練
（離
職
者
訓
練
）

求
職
者
支
援
訓
練
（求
職
者
支
援

制
度
に
お
け
る
職
業
訓
練
）

○雇用保険を受給できない方（例えば非正規労働者や就業経験の無い者等）に対して、

基礎的能力から実践的能力までを一括して付与する職業訓練を実施

➢受講者の多様な状況に対応できるよう、基礎的能力のみを付与する訓練も設定

○実施機関：民間教育訓練機関等（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）

訓練コース：ホームヘルパー養成科、Webプログラミング科等

訓練期間：３～６か月

※訓練期間中、収入・資産など一定要件を満たす方に職業訓練受講給付金を支給

・月10万円の他、訓練機関へ通うための交通費（通所経路に応じた所定の額）を支給

・希望する方には貸付を上乗せ（月５万円、配偶者等がいる場合は月10万円）

○主に雇用保険受給者（例えば一定の職業経験を有し、基礎的な能力を有する者）に対して、

実践的能力を習得する職業訓練を実施

＜施設内訓練＞

○国（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構） ※主にものづくり分野の訓練を実施

訓練コース：制御技術科、ﾃｸﾆｶﾙ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ科、金属加工科等

訓練期間：標準６か月

○都道府県 ※地域の実情に応じた訓練を実施

訓練コース：自動車整備科、溶接技術科、造園科等

訓練期間：標準６か月～１年

＜委託訓練＞ （委託元は都道府県）

・委託先：民間教育訓練機関等

・訓練コース：介護サービス科、情報処理科等

・訓練期間：標準３か月（最長２年）
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Job Card
ジョブ・カード制度について

他
の
企
業
で
就
職

職業能力の評価

職務経歴・学歴・訓練歴等を整理

職業意識やキャリア形成上の課題の明
確化

「これまでの経験をもとに自分の長所を
説明できるようになった」

「実現可能なやりたい仕事の内容を説明
できるようになった」

学生

（大学等）
学習歴・インターンシップ・アルバイ
ト歴等を整理

キャリア意識の醸成、職業意識の明確化

訓練せずに就職

職業訓練の実施

○雇用型訓練
企業が正社員経験に恵まれない者を雇用
して訓練実施

○日本版デュアルシステム
都道府県が民間教育訓練機関に委託
して訓練実施

○公共職業訓練（離職者訓練、学卒者訓練）
主に雇用保険受給者が対象

○求職者支援訓練
雇用保険を受給できない者が対象

訓練修了者に対する評価を記入した
ジョブ・カードの交付
約56万人(H25.8)

（訓練実施企業、訓練実施機関）

訓練修了後に職業能力評価を
行い、その結果をジョブ・
カードに記入

訓
練
実
施
企
業
で
就
職

「ジョブ・カード作成で自分の不足
しているスキルが明らかになった」
「訓練を受けている会社に就職しな
くても、訓練実績として他社の求職
活動に活かせるので安心」

求職者

OJT＋Off-JTによる実践的職業訓練
職務経歴などを記入したジョブ･カードの交付

約９3万人(H25.8)

キャリア・コンサルティングの実施

訓練修了者

学生用ジョブ・
カードを活用

ジョブ・カード
評価シート
を活用

ジョブ・カード

履歴シート、職務
経歴シート、キャ
リアシートを活用

制度の目的

① 一定の知識等を有するキャリア・コンサルタントによるジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングの実施
② 企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わせた訓練を含む実践的な職業訓練（職業能力形成プログラム）の受講機会の提供
③ ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングにより整理された職務経歴等のほか訓練修了後の職業能力評価の情報を取りまとめた「ジョブ・
カード」の就職活動等における活用

を促進することにより、求職者と求人企業とのマッチングや実践的な職業能力の習得を促進し、安定的な雇用への移行等を促進することを目的とした制度

ジョブ・カード制度は

・ 有期実習型訓練
・ 実践型人材養成システム
・ 若者チャレンジ訓練
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