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項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（３）若者の職業的自立、就労等支援 
  ①職業能力・意欲の習得 

府省名：文部科学省 
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 

【キャリア教育・職業教育の推進】 
○小・中・高等学校の新学習指導要領において、「キャリア教育の充実」を明記するとともに、

キャリア教育の視点からの小・中・高等学校のつながりが明確となるよう整理。 
○学校、地域、産業界が一体となって社会全体でキャリア教育を推進する機運を高めるため、

「キャリア教育推進連携シンポジウム」を実施。 
○「キャリア・パスポート」の導入・活用に向け、教師用・児童生徒用の例示資料を作成し、平

成 31 年３月に全都道府県教育委員会等に周知。 
○キャリア教育の指導内容の充実を図るため、学校のキャリア教育の指導内容に関する手引き

やパンフレットを文部科学省ホームページに掲載、キャリア教育・進路指導担当指導主事連
絡協議会の実施等。 

○全国 48 校の専門高校を「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール」として指定し、社
会の変化や産業の動向などに対応した高度な知識・技能を身に着け、社会の第一線で活躍で
きる専門的職業人を育成。 

【インターンシップ（就業体験）の推進】 
○学校と地域・社会・産業界等をマッチングさせるための取組（「子どもと社会の架け橋となる

ポータルサイト」）等を実施。 
○平成 27 年 12 月に「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」（平成９年文部省、

通商産業省、労働省）を一部改正し、各大学等に周知。 

○様々な施策の結果、職場体験・インターンシップの実施率はおおむね上昇傾向であり、一定程
度成果が出ている。（詳細別紙参照） 
※公立中学校    98.3%(H27)→98.6%(H29) ※「職場体験・インターンシップ実施状況等調査結果」 
※公立高校     80.9%(H27)→84.0%(H29)   国立教育政策研究所より 
※大学、大学院 70.5%(H23)→81.7%(H29）※文部科学省調べ 

○大学進学希望者が多い普通科の高等学校においても、それぞれの高等学校や生徒の特性を踏
まえ、就業体験を充実する必要があり、例えば研究者や大学等の卒業が前提となる資格を要す
る職業も含めた就業体験（いわゆる「アカデミック・インターンシップ」）を充実していく。 

○2020 年から順次実施される小・中・高等学校の新学習指導要領において「キャリア教育の充
実」を明記したところであり、各学校段階におけるキャリア教育の推進を図る。 

○質の高いインターンシップを普及・拡充させるため、平成 29 年度よりインターンシップの届
出・表彰制度を実施しており、引き続き優れた取組みを全国に発信する。 



○小・中学校新学習指導要領（平成29年３月公示）

小学校 第１章 総則

第４ 児童の発達の支援

１ 児童の発達を支える指導の充実

(3) 児童が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身
に付けていくことができるよう，特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の充実を図ること。

中学校 第１章 総則

第４ 生徒の発達の支援

１ 生徒の発達を支える指導の充実

(3) 生徒が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身

に付けていくことができるよう，特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の充実を図ること。その中で，生
徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう，学校の教育活動全体を通じ，組織的かつ計画的な進路指
導を行うこと。

高等学校

○高等学校新学習指導要領（平成30年３月公示）
第１款 高等学校教育の基本と教育課程の役割

４ 学校においては，地域や学校の実態等に応じて，就業やボランティアに関わる体験的な学習の指導を適切に行うようにし，勤労
の尊さや創造することの喜びを体得させ，望ましい勤労観，職業観の育成や社会奉仕の精神の涵養に資するものとする。

第２款 教育課程の編成
３ 教育課程の編成における共通的事項
(7) キャリア教育及び職業教育に関して配慮すべき事項

ア 学校においては，第５款の１に示すキャリア教育及び職業教育を推進するために，生徒の特性や進路，学校や地域の実態
等を考慮し,地域や産業界等との連携を図り,産業現場等における長期間の実習を取り入れるなどの就業体験活動の機会を
積極的に設けるとともに，地域や産業界等の人々の協力を積極的に得るよう配慮するものとする。

第５款 生徒の発達の支援
１ 生徒の発達を支える指導の充実
(3)  生徒が，学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身

に付けていくことができるよう，特別活動を要としつつ各教科・科目等の特質に応じて，キャリア教育の充実を図ること。その中
で，生徒が自己の在り方生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう，学校の教育活動全体を通じ，組織的かつ
計画的な進路指導を行うこと。

新学習指導要領（総則）



第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動〕

２ 内容

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成

学級や学校での生活づくりに主体的に関わり，自己を生かそうとするとともに，希望や目標をもち，その実現に向けて日常の生活をよりよくしようとすること。

イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解

清掃などの当番活動や係活動等の自己の役割を自覚して協働することの意義を理解し，社会の一員として役割を果たすために必要となることについて主体的に考えて行動

すること。

ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

学ぶことの意義や現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考えたり，自主的に学習する場としての学校図書館等を活用したりしながら，学習の見通しを立て，振り返る

こと。

３ 内容の取扱い

(2) ２の(3)の指導に当たっては，学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活への意欲につなげたり，将来の生き方を

考えたりする活動を行うこと。その際，児童が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。

小学校

第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

〔学級活動〕

２ 内容

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

ア 社会生活，職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用

現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考えたり，自主的に学習する場としての学校図書館等を活用したりしながら，学ぶことと働くことの意義を意識して学習の見通し

を立て，振り返ること。

イ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成

社会の一員としての自覚や責任を持ち，社会生活を営む上で必要なマナーやルール，働くことや社会に貢献することについて考えて行動すること。

ウ 主体的な進路の選択と将来設計

目標をもって，生き方や進路に関する適切な情報を収集・整理し，自己の個性や興味・関心と照らして考えること。

３ 内容の取扱い

(2) ２の(3)の指導に当たっては，学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活への意欲につなげたり，将来の生き方

を考えたりする活動を行うこと。その際，生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。

〔学校行事〕

２ 内容

(5) 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや生産の喜びを体得し，職場体験活動などの勤労観・職業観に関わる啓発的な体験が得られるようにするとともに，共に助け合って生きることの喜びを体得し，ボラン

ティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるようにすること。

中学校

新学習指導要領（特別活動）



第２ 各活動・学校行事の目標及び内容
〔ホームルーム活動〕
２ 内容
(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現
ア 学校生活と社会的・職業的自立の意義の理解

現在及び将来の生活や学習と自己実現とのつながりを考えたり，社会的・職業的自立の意義を意識したりしながら，学習の見通しを立て，振り返ること。
イ 主体的な学習態度の確立と学校図書館等の活用

自主的に学習する場としての学校図書館等を活用し，自分にふさわしい学習方法や学習習慣を身に付けること。
ウ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成

社会の一員としての自覚や責任をもち，社会生活を営む上で必要なマナーやルール，働くことや社会に貢献することについて考えて行動すること。
エ 主体的な進路の選択決定と将来設計

適性やキャリア形成などを踏まえた教科・科目を選択することなどについて，目標をもって，将来の在り方生き方や進路に関する適切な情報を収集・整理し，自己の個性や
興味・関心と照らして考えること。

３ 内容の取扱い

(2) ２の(3)の指導に当たっては，学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活への意欲につなげたり，将来の

生き方を考えたりする活動を行うこと。その際，生徒が活動を記録し蓄積する教材等を活用すること。

〔学校行事〕
２ 内容
(5) 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し，就業体験活動などの勤労観・職業観の形成や進路の選択決定などに資する体験が得られるようにするとともに，共に助け合って
生きることの喜びを体得し，ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験が得られるようにすること。

高等学校

新学習指導要領（特別活動）



キャリア教育推進連携表彰
キャリア教育優良教育委員会、
学校及びＰＴＡ団体等
文部科学大臣表彰

キャリア教育アワード
（経済産業大臣賞）

表彰

主旨

○キャリア教育を行うにあたり、教育

界と、地域・産業界との連携のあり

方について優れた取組を表彰

○「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た教育委員

会、学校、ＰＴＡ団体等を表彰

○産業界による教育支援の取組を奨励・

普及するため、優れた教育プログラム

を実施する企業・団体等を表彰

表彰
対象

○学校を中心に、学校関係者（学校や

教育委員会等）と、行政（首長部局

等）や地域・社会（ＮＰＯ法人やＰ

ＴＡ団体等）、産業界の関係者（経

済団体や企業等）が連携・協働して

行う取組の実施主体の団体

○ 「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た教育委員

会、学校、ＰＴＡ団体等

○小学校から大学・大学院段階までの子

ども・若者向けにキャリア教育に取り

組む企業・経済団体等 及び 専門的

な知識、経験に基づいたキャリア教育

プログラムやマッチングサービス等を

提供するコーディネート機関

表彰者 ○審査委員会の委員長 ○文部科学大臣 ○経済産業大臣

審査
方法

○文科省・経産省が共同で設置する審

査委員会にて審査

○各都道府県・指定都市教育委員会か

らの推薦に基づき選定

○経済産業省が設置する審査委員会にて

審査

審査
基準
・
推薦
基準

○学校を中心としたキャリア教育推進

のための学校関係者と地域・社会や

産業界の関係者との連携・協働の在

り方が、キャリア教育の普及・啓発

に寄与するものであること。

○キャリア教育の充実に顕著な功績が

認められる教育委員会・学校、ＰＴＡ

団体等であること。

○企業の部

・継続性

・普及性

・汎用性

・企画性

・キャリア教育とし

ての教育効果

○コーディネー

ターの部

・有効性

・支援実績

・産学の関係構築

への貢献

開始
年度

○平成23年度～ ○平成18年度～ ○平成22年度～

国のキャリア教育に関する表彰制度（概要）



「キャリア・パスポート」について

○新学習指導要領 総則（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校（小・中・高等部））
児童生徒が，「学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤とな
る資質・能力を身に付けていくことができるよう，特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の
充実を図ること」

○新学習指導要領 特別活動（小・中学校、高等学校、特別支援学校（小・中・高等部））
「学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活への意
欲につなげたり，将来の生き方を考えたりする活動を行う」際に，児童生徒が「活動を記録し蓄積する教材等を活用
すること」

背景（新学習指導要領抜粋）

「キャリア・パスポート」の例示資料等を作成（Ｈ３１年３月、全都道府県教育委員会等に周知）

「キャリア・パスポート」

児童生徒が自らの学習活動等の学びのプロ
セスを記述し振り返ることができるポート
フォリオ的な教材

l 記述するワークシートは児童生徒の発達段
階を踏まえた構成とし、小学校から高等学校
までの「学びの記録」とする

l ワークシートの散逸を避け、有効に振り返
りができるように小学校から高等学校までの
記録を一冊に綴じ込むこととする

l 国及び教育委員会が示すワークシートを参
考としつつ、地域の実情や各学校の特色等に
応じたワークシートを作成する

l 進級進学時には、次の学年・上級学校に持
ち上がり、継続的かつ系統的に蓄積する

例：中学３年生（学期初め・学期末）



スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール 2019年度予算額 85百万円
(前年度予算額 149百万円)

社会の変化や産業の動向等に対応した、高度な知識・技能を身に付け、社会の第一線で活躍できる専門的職業人を育成するため、
先進的な卓越した取組を行う専門高校（専攻科を含む）において、実践研究を行う。

「スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール」の継続指定

指導・助言等

・特色あるカリキュラム
（実験・実習、起業家教育 等）
・技術開発研究の推進
・高度な技術・技能の習得、高度資格への挑戦
・他学科との連携 など

専 門 高 校

大学・高専・研究機関等

・生徒を対象とした講座の実施
・最先端の研究指導 など

管理機関
（教育委員会、学校法人、国立大学法人）

専 門 高 校（専攻科）

・特色あるカリキュラム
（実験・実習、起業家教育 等）
・高度な技術・技能の習得
・高度資格への挑戦 など

専 門 高 校（本科）

学校の指定（指定期間3年（最大5年））
指導・助言・評価

５年一貫３年

成果の普及連携・協力

地域の他の専門高校

スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール
（農業・工業・商業・水産・家庭・看護・情報・福祉）企業等

・熟練技能者による実践的な技術
指導
・長期の就業実習
・共同商品開発

・外部人材の積極的な活用 など

５年一貫の
教育

連
携
・
協
力

連
携
・
協
力

文部科学省

・我が国の産業の発展のため、社会の第一線で活躍できる専門的職業人の育成
・成果モデルを全国に普及し、専門高校全体の活性化を推進

先進的な卓越した取組



子供と社会の架け橋となるポータルサイト
積極的な活用をお願いします！！



※公立高等学校については全て全日制における体験者数の割合

※高等学校については、3年間を通して1回でも体験した3年生の数を体験者数とし、3年生全体に
占める割合。（高等学校の場合、インターンシップを夏季休暇などに任意で参加を求めるプログラ
ムとしているところが多い。）

※中学校は、原則全員参加のためデータが存在せず。

資料：国立教育政策研究所生徒指導研究センターの公表資料を基に作成

※公立高等学校については全て全日制における実施率

公立
中学校

公立高等学校

全体 普通科
職業に関す

る学科
総合学科

H19年 95.8 68.1  59.4 89.3 82.5 

H24年 98.0 83.0 80.2 93.9 94.5 

H29年 98.6 88.5 86.9 95.5 96.4

公立高等学校

全体 普通科
職業に関す

る学科
総合学科

H19年 27.4 14.9 60.1 43.3

H24年 30.9 18.4 65.0 45.2

H29年 35.9 22.8 71.5 50.3

職場体験・インターンシップを実施している学校の割合 在学中にインターンシップを経験した生徒の割合
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○ 中学校における職場体験実施率は98.6％であり、ほぼ全ての中学校で実施している。
○ 高等学校におけるインターンシップ実施率は、88.5％である一方、在学中にインターンシップを経験した生徒の割合は35.9％であり、特に普通科において

はインターシップを体験した生徒が少なく（22.8％）課題となっている。

職場体験・インターンシップを実施している学校の割合 在学中にインターンシップを体験した生徒の割合

職場体験・インターンシップ実施率



大学等におけるインターンシップの実施率

実施率
大学・大学院 短期大学 高等専門学校

平成17
（2005）

62.5 37.8 95.2

18
（2006）

65.8 40.6 98.4

19
（2007）

67.7 43.6 100

23
（2011）

70.5 46.4 100

24
（2012）

69.2 39.5 100

25
（2013）

69.8 40.7 100

26
（2014）

72.9 39.3 100

27
（2015）

74.3 39.4 100

29
（2017）

81.7 40.7 94.7

（出典）平成17年度～19年度、23年度、29年度：科学省「大学等におけるインターンシップ実施状況調査」

平成24年度～27年度：独立行政法人日本学生支援機構「大学等におけるインターンシップの実施状況に関する調査」

（注）１．単位認定を行う授業科目として実施されているもの。

２．特定の資格取得を目的として実施するもの（教育実習・医療実習・看護実習など）を含まない。
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子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（３）若者の職業的自立、就労等支援 
  ①職業能力・意欲の習得 

府省名：厚生労働省 
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・職業能力開発の場面においては、職業訓練受講者を対象にジョブ・カードを活用した
キャリアコンサルティングや職業訓練成果の評価を実施しており、とりわけ、生涯を通
じた職業能力開発、キャリア形成の観点から、職業生活の起点となる学生段階において
自らのキャリア・プランを明確にする必要があることから、大学・専修学校の学生に対
するジョブ・カードの活用促進を図っている。 
・職業に必要な知識・技能を習得させることにより若者の就職を支援するため、公共職
業訓練や求職者支援訓練を実施している。 
・女性の活躍・両立支援総合サイトでは、求職者が職業選択に当たって企業が開示した
女性活躍に関する情報を参照できるよう、「女性の活躍推進企業データベース」の運用
を本格的に開始した。運用開始後、求職者等のユーザビリティ向上のため、検索機能の
充実等の機能強化・改善を図るとともに、学生等の利用を促進するためスマートフォン
版を作成した。また、「両立支援のひろば」においては、仕事と家庭の両立に取り組む企
業事例の充実に取り組んでいる。 
 

 
・平成 29 年度のジョブ・カード取得者数は約 20.8 万人となっている。そのうち、公共職業訓
練は約 9.2 万人、求職者支援訓練は約 2.8 万人となっており、職業訓練の場面においても活用が
進んでいる。 
・平成 29 年度において、公共職業訓練の受講者数は 112,306 人で、就職率は施設内訓練で 87.1％、
委託訓練で 74.9％であり、求職者支援訓練の受講者数は 26,822 人で、就職率は基礎コースで
58.0％、実践コースで 65.0％であり、職業に必要な知識・技能を習得させることにより若者の就
職を支援した。 
・平成 31 年３月末時点の女性の活躍推進企業データベースで情報公表を行っている企
業は約１万社、両立支援のひろばで一般事業主行動計画公表を行っている企業は約６万
４千社、両サイトの平成 30 年度における年間アクセス件数の合計は 499,773 件となっ
ている。 

 
 



（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 

 

・ジョブ・カードの作成支援機能を持つ「ジョブ・カード制度総合サイト」や「ジョブ・
カード活用ガイド」により操作の利便性やアクセス性の向上及び周知広報に取り組んで
いるところであり、引き続き企業・学校におけるジョブ・カードの普及促進に積極的に
取り組む。 
・職業に必要な知識・技能を習得させることにより若者の就職を支援するため、公共職
業訓練や求職者支援訓練を引き続き実施する。 
・今後も、より求職者の職業選択に資するサイトとなるよう、掲載情報の充実を図るた
めに、画面レイアウトの工夫や検索機能の充実等を行っていく。併せて、登録企業数の
増加に取り組んでいく。また、利便性の観点から、データベースを活用する企業に法人
番号の明示も求めていく必要があることから、企業への働きかけを積極的に行ってい
く。 

 
 



ジョブ・カード制度について
－個人が生涯活用するキャリア・プランニング及び職業能力証明のツールとして普及を促進－

○ 免許・資格、学習・訓練歴、雇用型訓練、公的職業訓練をはじめとする訓練の評価、職務経験、仕事ぶりの評価の情報を蓄積し、応募書類等としても活用

○ 個人が履歴、職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積の上、キャリアコンサルティングを受けつつ ジョブ・カードを作成 し、 訓練の受講、キャリア
選択等で活用

u 生涯を通じたキャリア・プランニングのツール

u 円滑な就職等のための職業能力証明のツール

学校卒業 求職 在職(非正規雇用、正規雇用) ミドル～引退

対象情報を拡大し、職業能力の見える化

目 的

○ 個人の状況に応じた職業能力開発、多様な人材の必要な分野への円滑な就職の支援等のため、下記のツールとして、生涯を通して活用

○ 職業能力開発促進法第15条の4第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が
「職務経歴等記録書」(ジョブ・カード)の様式を定めている。

○ 職業人生を通じて、個人が、各情報を項目別に各様式に記入（必要に応
じてキャリアコンサルティング等の支援を受けて記入）。

原則、電子化（個人自らのパソコン等に入力）し継続的に蓄積、場面に応じ
て抽出･編集して活用。様式の一部に所要の調整等を加えることも可能。

活用の形態・様式

・様式１ キャリア・プランシート

・様式３－３ 訓練成果・実務成果シート

・様式２ 職務経歴シート

・様式３－１ 免許・資格シート

・様式３－２ 学習・訓練歴シート

様式
１

様式
２

様式
３－１

様式
３－２

様式
３－３

周知・広報

○ジョブ・カード制度総合サイト

・ジョブ・カードの各様式やその記入例、
スキルチェック機能、メール相談サービ
ス、免許・資格や労働関係の統計情報
等の関係情報を提供。

・ジョブ・カード作成支援、履歴書・職務
経歴書の作成ができる「ジョブ・カード作
成支援ソフトウェア（ＷＥＢ版含む）」や
「スマートフォン版アプリ」等を提供。

○パンフレット・リーフレット・ポスター・動画
求職者・在職者、事業主、学生など幅広い層への周知広

報のためパンフレット・リーフレット等を配布。

ジョブ・カード制度の説明や活用好事例をまとめた動画を
配信。

職業能力証明シート



子供・若者育成支援推進大綱 
点検・評価シート 

 
項目：１．全ての子供・若者の健やかな育成 

（３）若者の職業的自立、就労等支援 
  ①職業能力・意欲の習得 

府省名：経済産業省 
 
（１）大綱策定（平成 28 年２月）から現在までの主な取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）取組の進捗に係る自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
（３）現在の課題と今後の方向性 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●経済産業省として、先進的な教育支援活動を行う企業・団体を表彰する「キャリア教
育アワード」を実施。 

●文部科学省と連携し、学校関係者や地域社会、産業界といった関係者の連携・協働に
よる取組を表彰する「キャリア教育推進連携表彰」を実施。 

●文部科学省、厚生労働省と連携し、学校関係者、地域社会、産業界が一体となって社
会全体でキャリア教育を推進する気運を高めるため、「キャリア教育推進連携シンポ
ジウム」を実施。 

●「社会人基礎力」を、人生１００年時代を迎えるにあたって、平成２９年度に「人生
１００年時代の社会人基礎力」として新たに定義、普及・啓発活動を実施。 

３省連携の体制により、キャリア教育の充実発展に向けて継続的に取り組んでいる。 
経済産業省が実施しているキャリア教育アワードでは、毎年度の開催により、産業界に
おけるキャリア教育の意義は浸透しており、産学連携の取組は増えている。 
また、「人生１００年時代の社会人基礎力」については、様々な教育機関や産業界が主
体となって普及・啓発が進んでいる状況である。 

キャリア教育アワードについては、エントリーする案件全体の質的向上、キャリア教育
全体の教育効果を高めることを企図し、以下の観点を評価項目に組み込んで実施する。 
① 複数年度にまたがり、継続的なＰＤＣＡサイクルが具体化されていること。 
② 受講者の意欲・態度や能力がどのように変容したかというアウトカム指標を含む定

量的ＫＰＩが設定されていること。 



職業能力・意欲の取得についての取組

２０１９年６月１９日
経済産業省 産業人材政策室

「子供・若者育成支援推進のための有識者会議」第３回会合資料
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政府のキャリア教育に関する表彰制度 全体像
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キャリア教育アワードの概要
【趣旨】
・子供たちに対する社会的投資としての企業・経済団体等による教育支援活動をさらに
促進する観点から、企業等における教育支援活動の先進的な取組を表彰し、その成
果を広く社会で共有する。

【表彰の対象】
・小学校から大学・大学院までの子ども・若者を対象に「キャリア教育」に取り組む企業・
団体等

・専門的な知識、経験に基づいたキャリア教育プログラムやマッチングサービス等を提供す
るコーディネート機関

【被表彰者の選出方法】
・事務局にて事前審査を実施し、各部門5企業・団体に絞った後、審査委員会におい
て、各部門毎に書類審査を行い最優秀賞、優秀賞、奨励賞を選出。

・最優秀賞のうち、最も優れた企業・団体１つを大賞として選出。

【表彰の方法】
・表彰は、キャリア教育推進連携シンポジウムにて開催される表彰式にて、表彰状を授
与して行う。
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キャリア教育アワード受賞案件
l 平成３０年度は、株式会社日本ＨＰ「Project Mars -Education League JP-」、

ふくいの担い手づくりプロジェクト「地域（まち）の担い手づくりプログラム」が経済産業大
臣賞を受賞。

株式会社 日本ＨＰ

・将来の福井を支える子供たちが、夢と希望を抱き、
地域の担い手として成長できるようにすること、そして
地域全体で子供を育てる社会環境を形成することを
目的として、地域の社会人が学校を訪れ、生徒たち
に仕事の内容や意義・社会人の心がけや志などを伝
えるプログラムを実施。

・火星における人類１００万人の暮らしを科学的根拠に
基づき設計する国際的プロジェクト「HP Mars Home 
Planet」を、日本の学生のキャリア教育を目的としたプロ
ジェクト「Project Mars -Education League JP-」と
してJAXAともに国内にて推進。

・答えのない課題に対し、多様なメンバーと協働し、最新テ
クノロジーを活用したプログラムとして実施。

ふくいの担い手づくりプロジェクト
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キャリア教育推進連携表彰

キャリア教育アワードとキャリア教育推進連携表彰の違い

l キャリア教育の充実に向け学校等の教育関係者と地域・社会や産業界の関係者がより
密接に連携・協働し、一体となった取組が一部地域において進み始めている。

l このような取組を各地域に普及させるべく、平成２３年度より文部科学省・経済産業
省共催により先進事例を表彰する「キャリア教育推進連携表彰」を実施。

キャリア教育アワード キャリア教育推進連携表彰

表彰趣旨 ○産業界の教育支援活動を奨励・普
及するため、優れた教育プログラム
を実施する企業・団体等を表彰

○キャリア教育を行うに当たり、学校等の教
育関係者と地域・社会や産業界との連携の在
り方について優れた取組を表彰

表彰対象 ○小学校から大学・大学院における
キャリア教育に関し先進的な取組を
行っている企業・経済団体等を表彰

○小・中・高校におけるキャリア教育推進の
ため連携・協働している教育関係者（学校、
教育委員会等の機関や団体）と、地域・社会、
産業界との合同の組織等を表彰

表彰内容 ○企業・経済団体が行う教育プログ
ラムの内容を評価

○教育界と、地域・産業界との連携のあり方
を評価
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キャリア教育推進連携表彰受賞案件
l 平成３０年度は、最優秀賞を「福井市キャリア教育連絡協議会」、優秀賞を「肢体不

自由特別支援学校における、「遠隔職場実習」「キャリア教育の出前授業」」が受賞

福井市キャリア教育連絡協議会

・重度障害があり、実習先に通えない生徒に対して、
自宅や学校に居ながらにして職場実習ができる「遠
隔職場実習」を導入し実習している。

・テレワークシステムなど多様な働き方を紹介する「キャ
リア教育の出前授業」や、移動が困難で社会見学
等に行けなくともICT機器を活用し疑似体験を行う
「遠隔社会見学」の取組も実施し、社会的・職業的
自立に向けた支援を行っている。

・市内各種経済団体、企業の社員等が教育支援者とし
て学校を訪問し、教科の学習内容と地域の企業の人づ
くり・ものづくり等を結び付けた授業を支援している。

・市教育委員会では、これらを授業や行事等で活用しや
すいように福井市キャリア教育プログラムとして一覧表にま
とめ、学校に情報を提供している。

・プログラムの実施においては、キャリア教育コーディネーター
が中心となり、各種経済団体、企業、学校をつなぐ。

自由特別支援学校における、
「遠隔職場実習」「キャリア教育の出前授業」



7

キャリア教育推進連携シンポジウム

【平成３０年度のシンポジウム（表彰者集合写真とポスターセッションの様子）】

l 学校関係者、地域社会、産業界が一体となって社会全体でキャリア教育を推進する気
運を高めるため、文部科学省、厚生労働省と共同で開催。

l シンポジウムにおいては、受賞団体による事例紹介（ポスターセッション）やキャリア教育
アワード・キャリア教育推進連携表彰審査委員長による講評・講演の他、「キャリア教育
アワード」「文部科学大臣表彰」「キャリア教育推進連携表彰」の表彰を行う。
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産業界におけるキャリア教育支援活動（例）

一般社団法人経済団体連合会

・３３社・４４プログラムについて、教員が無償で活用できる
出張授業・教材を提供。

・会報誌（１８００の教育委員会に配布）・ＷＥＢサイ
トを通じて年間６５万人以上の学生に授業により提供。

・「企業等の教育支援プログラムポータルサイト」を開
設。

・７１企業・団体、１０１プログラムを掲載し、教育
関係者とのマッチングを行い、出前授業の実施を推
進。

キャリア教育プログラム開発推進コンソーシアム
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l ３つの能力／12の能力を内容としつつ、能力を発揮するにあたって、自己を認識してリフレクショ
ン（振り返り）しながら、目的、学び、統合のバランスを図ることが、自らキャリアを切りひらいて
いく上で必要なもの。

どう活躍するか
【目的】

自己実現や社会貢献
に向けて行動する

３つの視点

リフレクション （振り返り）

３つの能力
12の能力要素

考え抜く力
課題発見力、

計画力、創造力

チームで働く力
発信力、傾聴力、

柔軟性、情況把握力、
規律性、ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力

どのように学ぶか
【統合】

多様な体験・経験、能力、キャリアを組み
合わせ、統合する

何を学ぶか
【学び】

学び続けることを学ぶ

前に踏み出す力
主体性、働きかけ力、

実行力
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