
第２回内閣府特命担当大臣と有識者との懇談

厚生労働省説明資料

平成１９年１２月１８日



○○フリーター・ニートの推移フリーター・ニートの推移
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（資料出所）総務省統計局「就業構造基本調査」労働省政策調査部で特別集
計（～平成9年）、総務省統計局「労働力調査詳細集計」（平成14年～）

フリーターの数の推移 ニートの数の推移

（資料出所） 総務省統計局「労働力調査」

○ いわゆる「ニート」の数は、平成13年の49万人か

ら64万人に増加し高止まりしていたが、平成18年に
は減少し、62万人となっている。
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○ いわゆる「フリーター」の数は、平成18年では187万人

と、３年連続で減少し、25歳以上の年長フリーターにつ
いては小幅ながらも減少している。
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○○ 合宿形式による集団生活の中での生活訓練、労働体験等を通じて、職業人、社会人

として必要な基本的能力の獲得、勤労観の醸成
→ 働く自信と意欲の付与

○ 民間事業者、ＮＰＯ等により、
平成１７年度から全国２０カ所で実施、平成１８年度は全国２５カ所で実施。
→ 平成１９年度は新たに５カ所を選定し、全国３０カ所で実施

○ 修了者数１，１８１名(事業開始から平成１９年７月３１日までの累計)
→ 平成１９年１月までの修了者の６か月経過後の就労率 ５９．８％

若者自立塾での活動風景

「若者自立塾」事業の推進 平成19年度予算額：10.1億円 平成２０年度概算要求額：６億円

28 (N)かごしま青少年自立センター

【鹿児島県】

29 (社)沖縄産業開発青年協会【沖縄県】 20 (学)神須学園【奈良県】

6 企業組合 労協センター事業団【千葉県】

30 (社)日本青少年育成協会【沖縄県】

12 (N)北陸青少年自立援助センター【富山県】

8 (N)文化学習協同ネットワーク【東京都】

7 (N)青少年自立援助センター【高知県】

1 (有)青少年自立支援センター 「ビバ」【北海道】

17 (N) おおさか若者就労支援機構【大阪府】

9 (N)子どもと生活文化協会(CLCA)【神奈川県】

4 (財)ユースワーカ ー能力開発協会【栃木県】

11 (N)教育研究所【富山県】

5(N)ニュースタート事務局【千葉県】

15 (N)ＩＣＤＳ【愛知県】

21 (社福) みどりの町【広島県】

25 (学)久留米ゼミナール【福岡県】

18 (N) フェルマータ【大阪府】

23 (財)喝破道場【香川県】

22 四国進学(株)【徳島県】

14 人材サポート(有)【静岡県】

13 (N)侍学園
スクオーラ・今人

【長野県】

10 (株) K2インターナショ ナルジャパン

(よこはまアプレンティ スシップセンター)【神奈川県】

2 (N)くりこま高原・地球の暮らしと自然教育研究所【宮城県】

24 (有)プラネット【愛媛県】

3 (有)ユザネイチャーズネイチャー【山形県】

27 (N)
フロンティア会

【宮崎県】

16 (N)ライフステージ支援ネットワーク【滋賀県】

19 (N) こうべユースネット【兵庫県】

26 合資会社

知心学舎倫理教育研究所【福岡県】



○○ ニート等の若者の自立を支援するため、地方自治体との協働により「地域若者サポートス
テーション」を設置（平成18年度 25か所 → 平成19年度 50か所）

○○ 若者の置かれた状況に応じた専門的な相談や職業意識啓発プログラムの実施、地域におけ

るネットワークの中核として各支援機関への適切な誘導の実施
（のべ来所者数：３５，２４４名（平成１８年度） 、５０,６５８名（平成１９年４～８月））

38 （N）中国ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

研究会 【広島県】

45 （N） NPOｽﾁｭｰﾃﾞﾝﾄ

・ｻﾎﾟｰﾄ・ﾌｪｲｽ 【佐賀県】

12 （職）ﾃｸﾉﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞ運営機構 【千葉県】

34 （N）ｺﾑｻﾛﾝ２１ 【兵庫県】
35 （Ｎ）こうべﾕｰｽﾈｯﾄ 【兵庫県】

21 （N）福井県ｾﾙﾌﾟ振興ｾﾝﾀｰ 【福井県】

11 （N）「育て上げ｣ﾈｯﾄ 【埼玉県】

42 ｲﾖﾃﾂｹｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ（株） 【愛媛県】

23 （N）ジョ イ フル 【長野県】

3 （N）いわてNPOｾﾝﾀｰ 【岩手県】

1 （財）札幌市青少年女性活動協会 【北海道】

28 （財）三重県労働福祉協会 【三重県】

6 山形県中小企業団体中央会 【山形県】

30 (財)京都市ﾕｰｽｻｰﾋﾞｽ協会【京都府】

20 （社）石川県雇用支援協会 【石川県】

13 （N）「育て上げ｣ﾈｯﾄ 【東京都】

14 （Ｎ）文化学習協同ﾈｯﾄﾜｰｸ 【東京都】
15 （N）青少年自立援助ｾﾝﾀｰ 【東京都】

29 （株）東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 【滋賀県】

地域における若者自立支援ネットワーク整備モデル事業
平成19年度予算額 9.6億円 平成２０年度要求額 １８億円

2 (財)21あおもり産業総合支援ｾﾝﾀｰ 【青森県】

7 （Ｎ）ﾋﾞｰﾝｽﾞふくしま

【福島県】

4 （Ｎ）わたげの会
【宮城県】

5 企業組合労協ｾﾝﾀｰ
事業団 【宮城県】

39 （Ｎ）ｺﾐｭﾆﾃｨ友志会

【山口県】

46 若者自立支援長崎

ﾈｯﾄﾜｰｸ(株) 【長崎県】

50 (社)日本青少年
育成協会 【沖縄県】

49 （Ｎ）かごしま青少年自立
ｾﾝﾀｰ 【鹿児島県】

47 （Ｎ）おーさぁ 【熊本県】

48 (株)ﾍﾞﾝﾁｬｰﾗﾎﾞ 【大分県】

17 （N）新潟NPO協会 【新潟県】
18 企業組合労協ｾﾝﾀｰ事業団 【新潟県】

37 （N）ﾘｽﾀｰﾄ 【岡山県】

36 奈良県中小企業団体中央会 【奈良県】

26 （Ｎ）青少年自立援助ｾﾝﾀｰ北斗寮

【愛知県】

27 （Ｎ）ＩＣＤＳｷｬﾘｱ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ
【愛知県】

24 （Ｎ）ﾘﾍﾞﾗﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄ 【静岡県】

25 (株)東京ﾘｰｶﾞﾙﾏｲﾝﾄﾞ 【静岡県】

22 （財）山梨県青少年協会 【山梨県】

8 （Ｎ）すだち 【茨城県】

9 （N)とちぎﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ

【栃木県】

16 （Ｎ）ﾕｰｽﾎﾟｰﾄ横濱 【神奈川県】

19 （財）富山勤労総合福祉ｾﾝﾀｰ 【富山県】

44 （N）九州ｷｬﾘｱ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
協会 【福岡県】

31 （N)おおさか若者就労

支援機構 【大阪府】
32 （財）大阪労働協会 【大阪府】

33 （N)ﾌｪﾙﾏｰﾀ 【大阪府】

10 （Ｎ）キャリア倶楽部 【群馬県】

43 (福）高知県社会福祉協議会 【高知県】

40 （社）徳島県労働者福祉協議会 【徳島県】

41 （株）穴吹ｶﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ 【香川県】

ネットワークを活用した若者の職業的自立支援の流れネットワークを活用した若者の職業的自立支援の流れ
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支援が必要な若者 中央サポートセンター
・技能向上研修

・情報交換会
・情報収集、提供 等

地域若者サポートステーショ ン

・相談支援事業（国）
・アウトリーチ(訪問支援)モデル事業等(国)
・職業意識啓発事業（地方自治体）
・ネットワーク事業（地方自治体）

地域資源を活用した支援教育機関等

保健・福祉機関

・社会適応訓練
・引きこもり相談

NPO等の支援プログラム

・就労基礎訓練

・ボランティア活動 等
地方自治体の支援プログラム

・セミナー、キャリア相談会

・農業体験 等若者自立塾

就労支援機関へのリファ ー
・ハローワーク、職業訓練等

就 労

キャリア・

コンサルタント

臨床心理士等

地域からの、支援が

必要な若者の誘導

地域社会
・自治会、町内会 等



経済財政改革の基本方針２００７（抄） 

平成１９年６月１９日 

閣  議  決  定 

 

第４章 持続的で安心できる社会の実現 

 

３．少子化対策の推進・再チャレンジ支援 

（２）再チャレンジ支援 

勝ち組と負け組が固定化せず、働き方、学び方、暮らし方が多様で複線化している社会、すなわち、

チャンスにあふれ、誰でも何度でもチャレンジが可能な社会を創り上げる。 

 

【改革のポイント】 

１． 長期デフレ等による就職難、経済的困窮等からの再チャレンジ：フリーターの常用雇用化やニー

トの職業的自立を促進するとともに、多重債務者や事業に失敗した人などが再チャレンジできる

よう支援する。 

２． 機会の均等化：様々な事情や困難を抱える人が就労や学習に積極的にチャレンジできるよう支援

する。 

 

【具体的手段】 

（１）「再チャレンジ支援総合プラン」の着実な実行 

「再チャレンジ支援総合プラン」と「再チャレンジ支援策の今後の方向性」に基づき、次の事項を

中心に引き続き再チャレンジ支援を一体的かつ総合的に推進する。 

・地域において支援を必要とする若者を対象に、①すべての若者に対応、②１人の人があらゆる悩

みに対応、③アウトリーチ（訪問支援）、④ネットワークの構築、⑤早期の対応、という５原則の

下、支援を拡充する。 


