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�（81ページ，第2章第2節4（4）参照）
イ　家庭教育支援の充実

文部科学省では，子育てのヒント集である

「家庭教育手帳」の作成・配布や民間団体と連

携した「早寝早起き朝ごはん」国民運動の推進

など，家庭教育に関する様々な学習機会や情

報の提供等を通じ，家庭教育を支援している。

�（72ページ，第2章第1節2（5）ウ参照）
ウ　自然と触れ合う活動

環境省では，「自然と親しむ運動」等を通

じて，自然観察会や歩こう大会を実施するほ

か，自然解説等を行う指導者やボランティア

を始めとした人材を養成することにより，青

少年の健全な育成や自然系環境教育の推進に

努めている。

さらに，地域における環境保全活動等を支

援する「こどもエコクラブ事業」を地方公共

団体等と連携しつつ実施し，環境に関する分

かりやすい情報の提供や，全国交流会の実施

等を行っている。

1．大学教育等の充実
（1）教育内容の充実

ア　大学入学者選抜

大学入学者選抜については，常により良い

方途を求めて，不断の努力を続けていくべき

重要な課題である。各大学では，学力検査だ

けでなく，面接や小論文，リスニングテスト

の実施や，推薦入学，帰国子女や社会人を対

象とした特別選抜の採用，さらには，詳細な

書類審査と時間をかけた丁寧な面接等を組み

合わせて実施されるアドミッション・オフィ

ス入試を導入する大学（平成18年度は国公

私立大学あわせて425大学）が増加するなど，

入学後の教育との関連を踏まえつつ，選抜方

法の多様化及び評価尺度の多元化が進んでき

ている。

文部科学省としては，中央教育審議会答申

などを踏まえつつ，各大学・学部の教育理念

や特色等に応じた入学者受入方針を確立し，

入学者選抜が積極的に行われるよう促すとと

もに，入学者選抜における工夫・改善に向け

た取組を支援することとしている。

イ　教育機能の充実

大学進学率の上昇に伴って，学生の多様化

が進む中で，より一層学生の主体的学習を促

し，学生の卒業時における質の確保を図るこ

とが求められている。こうした観点から，各

大学においては，カリキュラムの改善，少人

数教育や厳格な成績評価の実施，セメスター

制8の導入や一定期間における履修科目登録

の上限設定，授業内容・方法の改善に向けた

組織的な取組（ファカルティ・ディベロップ

メント）など，大学の教育機能の充実に向け

た取組を進めており，文部科学省においては，

こうした各大学の取組を促し，我が国の大学

における教育機能の充実に努めている。具体

的には，国公私立大学を通じた競争的環境の

下で，大学教育改革の種々の取組の中から，

特色ある優れた教育プロジェクトを選定し，

大学教育の改革への財政支援を行うととも

に，フォーラムの開催や事例集の作成など，

広く社会に情報提供を行う「特色ある大学教

育支援プログラム」等を実施し，各大学等に

おける教育改革の取組を推進している。

ウ　認証評価制度の導入

大学の教育研究の質の維持向上を図るた

め，すべての国公私立大学が，文部科学大臣

から認証された評価機関による定期的な評価
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8 セメスター制：学年を複数の学期に分け，各学期ごとに授業を完結させる制度。留学生等の受入れが容易になるだけでな

く，短期間の集中的な学習による履修効果の向上，授業科目数の増加による選択の幅の拡大等が期待できる。



第4節　青年期

第
2
部

第2章■年齢期ごとの施策

93

第
2
章

を受ける認証評価制度が，平成16年度から

導入された。

（2）学習支援サービス

優秀な大学院学生に対し，教育的配慮の下に，

学部学生等に対する助言や実験，実習等の教育

補助業務を行わせるティーチング・アシスタン

ト制度や，大学の教員が学生の授業内容等に関

する質問・相談等に応じるための時間（オフィ

スアワー）を設けるなどの授業時間外における

履修上の指導など，学生に対する支援サービス

の充実に向けた取組を促進している。

（3）高度な大学教育の充実

社会経済の大規模な構造変化や国際競争の激

化に伴い，国際的視野と高度の専門職業能力を

有し，社会の各分野で指導的な役割を担うこと

のできる人材が強く求められている。

それらの社会的要請にこたえるため，高度専門

職業人の養成に特化した実践的な教育を行う大

学院として，専門職大学院が平成15年度に制度

化された（平成19年4月現在：106大学149専攻）。

文部科学省では，高度専門職業人の養成を積極

的に推進するため，専門職大学院における教育

方法・内容の開発・充実等への取組について，

国公私立大学を通じて重点的に支援している。

また，高度な人材育成機能も加味した国際競

争力のある世界最高水準の大学づくりを目指

し，国公私立大学を通じ，世界的な研究教育拠

点の形成を重点的に支援している。

（4）生涯学習への対応

ア　大学等における生涯学習への対応

大学等の高等教育機関が広くその門戸を開

き，生涯学習機関としての機能を社会一般に

提供することは，従来から強く求められてい

るところである。

また，技術革新や産業構造の変化に伴い，

職業人が知識及び技術を新たに修得したり，

高等教育機関で教育（社会人の再教育）を受

け，生涯にわたり，最新かつ高度の知識，技

術を身に付けることが重要となっている。こ

のような目的に資するものとして，以下のよ

うな対応が実施されている。

①　夜間部・昼夜開講制

平成18年度には，52の大学・短期大学

に夜間の学部・学科が設置されている。

また，専ら夜間に教育を行う夜間大学院

も，平成18年度現在，28大学に設置され

ている。学生の都合に合わせて，昼間，夜

間の両方の授業を受けることができる昼夜

開講制を実施している大学は，平成18年

度現在，60大学であり，大学院について

も，292大学において実施されている。

②　通信教育

平成18年度に通信教育課程を設置して

いる大学・短期大学の数は，44校（放送

大学を含む。）であり，在学者数は，合計

約27万4千人である。

また，通信教育を行う大学院の修士課程

は，平成18年度現在，19大学（放送大学

を含む。），博士課程は，7大学に設置され

ている。

③　科目等履修生

大学等における授業科目の一部を履修

し，単位を修得することができる科目等履

修生制度を導入している大学の数は，平成

17年度現在，681大学であり，科目等履修

生の数は，1万8,079人（放送大学を除く。）

となっている。

④　大学・大学院の入学資格

学習の意欲と能力を有する者に，広く入

学機会を提供する観点から，「学校教育法

施行規則」（昭22文令11）を改正し，平成

11年8月に大学を卒業等していない者であ

っても，大学院における個別の入学資格審

査により，大学を卒業した者と同等以上の

学力があると認められた者で22歳に達し

た者については，当該大学院の入学資格を

認めることができることとし，平成17年9

月からは，専修学校の専門課程（専門学校）

のうち一定の基準を満たすと認められたも

のを修了した者に対して，大学院入学資格

を与えることとする等，大学院入学資格の

弾力化を図った。
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また，平成15年9月には，高校を卒業し

ていない者であっても，大学における個別

の入学資格審査により，高校を卒業した者

と同等以上の学力があると認められた者で

18歳に達した者について，当該大学の入

学資格を認めることができるようにする等

の大学入学資格の弾力化を図った。

高等学校卒業程度認定試験（高卒認定）

は，従前の大学入学資格検定の見直しを行

い，高等学校卒業者と同等の学力を認定す

るための試験として，平成17年1月から創

設された。

同試験は，合格者に大学入学資格を付与

することだけでなく，就職等においても幅広

く社会に活用されることを目的としている。

さらに，受験資格については，全日制高

等学校の在籍者等にも拡大し，多様化する

就学形態にも対応できるようにした。

今後は，経済団体や地方公共団体に対し

て，各種資格試験や採用試験，採用後の処

遇等において，高卒認定合格者が高等学校

卒業者と同等に扱われるよう理解を求めて

いくこととしている。平成18年2月には，

企業や地方公共団体における高卒認定の認

知度や合格者の採用・評価に関する現状を

把握するため，「高等学校卒業程度認定試

験に関する調査」を実施した。

また，平成19年3月には，平成18年度

の合格者を対象に，進路状況を把握するた

め調査を実施した。

⑤　飛び入学

平成14年度からは，「学校教育法」（昭22

法26）の一部改正により，大学への飛び入学

において，それまで「数学及び物理学」に限

定していた対象分野を撤廃する等，能力・適

性に応じたより柔軟な教育を展開できるよ

うにするとともに，大学入学資格検定におい

ては，平成14年度に，受検科目のすべてに合

格し17歳に達した者に対し，大学への飛び

入学への対応措置として，特別合格証明書

の交付ができるよう関係規定の整備を行っ

たが，高等学校卒業程度認定試験について

も，同様に関係規定の整備を行っている。

⑥　社会人特別選抜

近年，社会人を対象とした小論文や面接

等を適切に組み合わせて行う選抜試験（社

会人特別選抜）を実施する大学が増加して

おり，平成18年度入試においては，国公

私立合わせて483大学で実施され，2,440人

が入学した。

⑦　大学院における社会人の受入れ

平成12年度から，大学院修士課程1年制

コース・長期在学コースの設置を可能とし

ている。

また，平成14年の中央教育審議会の

「大学等における社会人受入れの推進方策

について」の答申を受けて，大学設置基準

の改正により，長期履修学生制度の導入，

通信制博士課程の制度化を行った。

なお，大学院における社会人の数は，平

成18年度現在，48,609人となっている。

さらに，「学校教育法」の改正により，社

会的・国際的に活躍できる高度専門職業人

の養成に特化した教育を行う専門職大学院

の制度を平成15年度に整備した。

イ　短期大学の地域総合科学科への取組

短期大学においては，地域の身近な高等教

育機関として，地域の多様なニーズにこたえ

るために，従来の学科のように分野を限定せ

ず，多様なコースを設定した総合的な学科と

して，地域総合科学科を設置する取組が進ん

でいる。現在，地域総合科学科は，26短期大

学32学科が設置されており，文部科学省と

しても，引き続き，その設置について推奨し

ていくこととしている。

（5）専修学校教育の充実

専修学校制度は，職業や実際生活に必要な能

力を育成し，又は，教養の向上を図ることを目

的として，昭和51年に発足した。以後着実な

発展を続け，平成18年度においては，学校数3，

441校，生徒数75万208人に達しており，社会

の変化に即応した実践的な職業教育を行う機関
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として，大きな役割を果たしている。

専修学校には，入学資格の差異により，3つ

の課程（専門課程，高等課程及び一般課程）が

設けられている。

高等学校卒業程度を入学資格とする専門課程

（専門学校）には，高等学校新規卒業者の

18.2％が進学しており，高等教育の重要な一翼

を担っている。平成11年度から，文部科学大

臣の定める要件を満たす専門学校の卒業生が大

学に編入学できることとなり，平成18年度は，

2,557人が大学に編入学した。

また，平成17年9月には，専門学校の教育内

容の高度化及び修業年限の長期化を踏まえ，修

業年限が4年以上で授業時数が3,400時間以上等

の要件を満たす課程の修了者に対して，「高度

専門士」の称号及び大学院への入学資格を付与

する制度が創設された。高度専門士の称号及び

大学院入学資格が付与される課程（学科）とし

て，平成19年2月までに，182校280学科が官

報告示されている。

中学校卒業程度を入学資格とする高等課程

（高等専修学校）は，後期中等教育の多様化，

活性化の見地から重要な役割を果たしている。

一定の要件を備える修業年限3年以上の専修学

校の卒業者には，大学入学資格が付与されてお

り，平成18年度の卒業者は，8,429人で，その

うち607人が大学・短期大学へ進学した。

一般課程は，入学資格を問わず，誰でも専門

的な知識・技術を学べるところに特色がある。

フリーター・ニートの増加や，中高年が平成

19年以降に定年を迎え退職するいわゆる「2007

年問題」等の社会問題に直面している現在，専

修学校がこれまで培ってきた職業教育のノウハ

ウを積極的に活用することが期待されている。

文部科学省では，平成19年度から，新たに，

大学・専修学校等における社会人等の学び直し

の機会の充実を図るため，専修学校の機能を活

用して新たなチャレンジを目指す若者，中高年，

女性，ニート等に対し，それぞれの特性等に応

じた職業能力向上のための学習機会の提供を

「大学・専修学校等における再チャレンジ支援

推進プラン」において行っているほか，若年者

の職業意識の涵養
かんよう

を図るため，高等学校と連携

した高校生に対する多種多様な機会を提供する

「専修学校・高等学校連携等職業教育推進プラ

ン」を行っている。

また，社会的要請の高い課題に対応する教育

内容や方法等についての重点的な研究開発を行

う「専修学校教育重点支援プラン」を実施して

いるほか，専修学校に対する大型教育装置・情

報処理関係設備の整備費補助及び教員研修事業

費補助を引き続き行うとともに，奨学事業等に

ついても充実を図っている。

2．職業能力開発・就業支援の充実
（1）職業的自立に向けた総合的支援

ア　包括的な就職支援施策

若者の雇用情勢は極めて厳しい状況にあ

り，このような状況が続けば，中長期的な競

争力，生産性の低下といった経済基盤の崩壊

や社会不安の増大等を惹起しかねないため，

平成15年6月に「若者自立・挑戦プラン」が

取りまとめられた。

「若者自立・挑戦プラン」及び「若者の自

立・挑戦のためのアクションプラン」の内容

である，フリーター・ニート対策，若者のキ

ャリア教育や能力開発等の施策は，引き続き

極めて重要であるが，政府全体としての取り

まとめについては，これらの施策の大宗（予

算額ベースで約95％）を含む「再チャレン

ジ支援総合プラン」（平成18年12月25日

「再チャレンジ推進会議」決定，同26日「再

チャレンジ支援に関する関係閣僚による会

合」了承）が策定された。

そこで，平成19年度以降は，「再チャレン

ジ支援総合プラン」の中で施策の充実を図っ

ていく方針である。

なお，キャリア教育等の推進に向けた取組

を強化・加速化するため，平成19年5月に

「キャリア教育等推進プラン」が取りまとめ

られたところである�（52ページ，特集「キ
ャリア教育等の時代へ～自分でつかもう自分
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「若者自立・挑戦プラン」の中核的施策とし

て，地方公共団体，産業界，学校等の連携の

下，ワンストップサービスセンター（関係機関の

窓口一元化及び関連情報の集約化による包括

的な一時相談の窓口）を整備し，地域におい

て，若者に就職支援サービスを提供する「若年

者のためのワンストップサービスセンター（ジョ

ブカフェ）」事業を平成16年度から開始した。

厚生労働省においては，都道府県がワンス

トップサービスセンターを設置する場合（平

成19年6月末現在，46都道府県に設置），企

業説明会や各種セミナーの実施等の事業（若

年者地域連携事業）を委託することや，都道

府県からの要望に応じ，ワンストップサービ

スセンターに公共職業安定所を併設し，若者

を対象とした職業相談・職業紹介事業を行う

などの支援を行っている（平成19年6月末現

在，37都道府県において併設）。平成18年度

の実績は，サービス利用者数は約167万人，

就職者数は約9万3千人に上る。平成19年度

には，職場定着を促進するための支援を行う

とともに，各地域のジョブカフェが相互に連

携を図りつつ就職支援を行うなど，「フリー

ター25万人常用雇用化プラン」の一環とし

て，若者の状況に応じたきめ細かな支援を実

施している。

経済産業省においては，民間事業者の活力

やノウハウを積極的に活用しつつ，若者のニ

ーズに即応したカウンセリングから研修等ま

での一貫サービスをきめ細かく提供するため

の先進的なジョブカフェ・モデル事業を厚生

労働省と連携して行っており，平成18年度

は，20のモデル地域において事業を実施して

いる。

また，平成18年度から，ジョブカフェ・

モデル事業の成果・ノウハウを活用し，その

事業を自立して実施するジョブカフェへの支

援を通じて，若者と中小企業との接点の拡大，

中小企業の魅力を発信して中小企業の人材確

保支援を行う「若者・中小企業ネットワーク

事業」を実施しており，平成19年度は，21

地域で同事業を実施している。

経済産業省では，平成18年2月，「学んだ

知識を実践に活用するために必要な力」を

「社会人基礎力」と定義し，その育成の必要

性と，産業界・教育界等を始めとした関係者

に期待される役割について，報告書を取りま

とめ（社会人基礎力に関する研究会「中間取

りまとめ」），平成19年度から，大学等にお

ける課題解決型授業や実践的インターンシッ

プのような実践型教育について調査し，「社

会人基礎力」の育成・評価に取り組む際のポ

イントを整理・公表することで，大学における

自主的な取組の促進を図ることとしている。

内閣府では，「若者の自立・挑戦のための

アクションプラン」（改訂版）に基づき，平

成17年度及び平成18年度において，「若者フ

ォーラム」として，Webサイト「ニュートラ

（http://www5.cao.go.jp/neutra/）」によるインタ

ーネット上での意見交換・情報発信・ 意見

収集や若者就職支援のためのシンポジウム

「なるにはメッセ」の開催等の広報・啓発を

行った。

また，厚生労働省においては，若者の雇用

問題について，国民各層の関心を喚起し，若

者に働くことの意義を実感させるため，経済

界，労働界，教育界，マスメディア，地域社

会，政府等が一体となって取り組む「若者の

人間力を高めるための国民運動」を引き続き

推進する。

なお，こうしたアクションプランに基づく

取組の一環として，雇用失業情勢が厳しい北

海道や九州において，若年者問題の抜本的な

解決に向けた事業の一体的かつ効果的な実施

を図るため，自治体，労働局，経済界等の地

域関係者により，地域レベルでの関係機関等

の連携・協力による支援システムづくりを推

進している。

イ　勤労青少年への福祉対策

勤労青少年への福祉対策については，「勤

労青少年福祉法」（昭45法98）並びにこれに



第4節　青年期

第
2
部

第2章■年齢期ごとの施策

97

第
2
章

基づき厚生労働大臣が定める「勤労青少年福

祉対策基本方針」及び都道府県知事が定める

「都道府県勤労青少年福祉事業計画」により，

総合的かつ計画的に推進している。

○ 「勤労青少年福祉対策基本方針」

「勤労青少年福祉対策基本方針」につい

ては，昭和46年度以来これまで数次にわ

たり策定してきたが，その間，少子・高齢

化，技術革新，国際化等の経済・社会情勢

や雇用情勢が急激に変化するとともに，勤

労青少年の高学歴化，就業意識の変化，多

様化が進んでおり，勤労青少年福祉対策の

推進に当たっては，こうした状況変化に的

確に対応していくことが求められている。

特に，将来の活力ある社会を担う勤労青

少年には，これまで以上に主体的，積極的

に自己を確立し，可能性を伸ばすこと，有

為な社会人，職業人として成長し，その責

任を果たすことが強く期待されている。

こうした状況を踏まえ，平成18年10月，

「第8次勤労青少年福祉対策基本方針」（平

成18年度～平成22年度）を策定した。

本方針では，勤労青少年福祉対策の対象

として，無業ながらも職業人としての自立

を目指すべくその成育を支える必要のある

青少年をも視野に入れ，勤労青少年福祉対

策の一層の推進を図ることとしている。

○ 「勤労青少年の日」を中心とした啓発活動

「勤労青少年の日」は，広く国民が勤労

青少年の福祉についての関心と理解を深め

るとともに，働く若者の社会人及び職業人

としての自主的な努力を励ますために設け

られており，「勤労青少年福祉法」第5条

の規定により，毎年7月の第3土曜日と定

められている。平成18年は，7月15日であ

ったが，その日を中心に，地方公共団体等

の主催により記念式典，スポーツ・レクリ

エーション大会等が各地で実施された。

（2）学校での就職指導

ア　大学等における就職指導の充実

最近の学生の就職を取り巻く状況は，企業

の雇用採用動向に回復の兆しが見られ，改善

してきている。

また，一方で，近年の社会環境の変化や大

学進学率の上昇などに伴い，多様な学生が増

加する中で，学生の職業観や就職に対する意

識も変化してきている。このような状況に対

応して，文部科学省では，学生が，自分がど

の仕事に向いているか理解した上で，主体的

に職業を選択できる能力を育てる，いわゆる

キャリア教育や，学生一人一人の個性や能力

に応じた，きめ細かな就職指導や就職相談が

行われるよう，大学等の就職支援体制の一層

の充実に努めている。

また，学生の就職機会の拡充を図るため，

大学側と企業側が参加する「全国就職指導ガ

イダンス」の場などにおいて，企業側に対し

て，学生の採用枠の拡大や就職の機会均等の

確保などについての要請を行っている。

厚生労働省においても，大学等と連携し，

適職選択のための自己理解等を促進するため

の各種セミナーや適職相談を実施している。

イ　インターンシップ（就業体験）の推進

学生が，在学中に自らの専攻及び将来のキ

ャリアに関連した就業体験を行うインターンシ

ップは，教育の改善充実及び学生の学習意欲

の喚起，高い職業意識の育成などの意義を有

するものであり，その積極的な推進が重要で

ある。

文部科学省では，インターンシップを推進

するための全国フォーラムの開催，インター

ンシップを実施する大学等への必要な経費の

支援などの施策を実施し，インターンシップ

の推進を図っている。

また，平成18年度においては，国公私立

大学を通じた大学教育改革の支援を行う「現

代的教育ニーズ取組支援プログラム」の公募

テーマの一つとして「実践的総合キャリア教

育の推進」を設定し，大学等におけるキャリ

ア教育の取組を支援している。

厚生労働省では，大学生等を対象とするイ

ンターンシップ受入企業開拓事業を経済団体
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等に委託して実施している。

なお，国土交通省では，砂防を専攻する大

学生や砂防に関心を持つ大学・高専の学生を

対象に，地元の人々との共同作業や生活を通

じて，中山間地域に果たす砂防の役割等を体

験的に学ぶキャンプ砂防を推進している。

（3）職業選択の指導助言

ア　求人秩序の確立

大学等卒業予定者の就職採用活動について

は，学生の学習に支障なく，秩序ある形で行

われるように，かつ，学生が適切な職業を選

択するための公平な機会が得られるようにす

るという観点から，大学側と企業側との間で，

昭和28年以来「就職協定」に基づき行われ

ていた。実態との乖離が生じていたことなど

を踏まえ，締結しないこととなり，代わるも

のとして，平成9年度から，大学側が「大学，

短期大学及び高等専門学校卒業予定者に係る

就職について（申合せ）」を，企業側が「新規学

卒者の採用・選考に関する企業の倫理憲章」

（以下「倫理憲章」という。）をそれぞれ定め，

双方が各大学等・企業へ十分周知し，尊重す

る形で行われている。

なお，平成19年度卒業予定学生の就職・

採用活動については，平成18年10月に合意

を行い，趣旨の徹底を図った。

文部科学省では，各大学，短期大学，高等

専門学校等に「申合せ」の周知徹底と遵守に

ついて指導を行うとともに，企業側に対して

も，「倫理憲章」の趣旨にのっとり，採用選

考活動の早期開始の自粛や大学等の教育を尊

重するよう要請している。

イ　支援体制の整備

厚生労働省では，離職等による挫折感や対

人関係に係る不安等を有する若年求職者を対

象として，臨床心理士等専門的人材を活用し，

個々人の課題に応じた心理面も含む相談サー

ビスを提供し，その就職促進を図っている。

さらに，関係機関の連携の下，広く若者を対

象に，ボランティア活動など無償の労働体験等

の参画を促すとともに，これらの活動の実績を

記録，整理すること等を通じて就職力の強化

を図るジョブパスポートの普及を図っている。

このため，労働体験等の活動実績が，企業

の採用選考に反映されるよう企業に働き掛け

るとともに，公共職業安定所，ジョブカフェ

等の就職支援窓口においても，ジョブパスポ

ートの活用を若者に促している。

なお，若年者向けのキャリア・コンサルタ

ント（職業選択，将来の職業生活設計等に関

する専門的な相談を行う人材）を普及促進す

るため，若年者支援施設の運営担当者に対し

て，導入レベルのキャリア・コンサルティン

グセミナーを実施するとともに，市町村の既

存施設等を活用したキャリア・コンサルティ

ング等を実施する。

�（131ページ，第4章第1節1（6）参照）
（4）能力開発

国及び都道府県は，公共職業能力開発施設の

ほか，専修学校，大学・大学院，NPO，求人企

業等あらゆる民間教育訓練機関等も活用しつ

つ，公共職業訓練を推進している。特に，平成

16年度から，若年失業者やフリーターに対して，

教育訓練機関が主体となった就職支援策とし

て，企業実習と座学を連結させた教育訓練（日

本版デュアルシステム）を実施しており，平成

19年度においても，企業や民間教育訓練機関に

おける導入促進を通じ，同システムの社会的定

着を図ることとしている。

また，現場の中核となる人材を育成するため，

新規学校卒業者を主たる対象とし，企業が主体

となって，企業における雇用関係の下での実習

と教育訓練機関における学習とを組み合わせて

行う「実践型人材養成システム」を「職業能力

開発促進法」（昭44法64）に位置付け，就労・

就学に並ぶ「第三の選択肢」として普及及び定

着させることとしている。

また，労働者が職業生活設計に即して更なる

職業能力の開発・向上を図るため，労働者が自

発的に行う職業能力の開発・向上について経費

を負担し，又は，休暇を与えた企業に対し，キ

ャリア形成促進助成金により支援している。
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