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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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事　　業　　名 内　　　　　　　　　容 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構
農業者大学校   

道府県が運営する農業大学校 
  

民間団体が運営する農村青少年研修教
育施設   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農業再チャレンジ支援事業等 
  

就農支援資金の貸付け  

○農業に関する専門科目及び一般教養科目の講義のほか，先進農家への派遣学習や在宅学習
等により3年間にわたり理論と実践を結び付けた総合的教育を全寮制により実施　 

○農村青少年や農外からの新規参入者及び農村Uターン青壮年等に対し，農業経営の改善や農
村生活の向上に関する科学的技術・知識を習得させるために実践的な研修教育を実施   

○鯉淵学園農業栄養専門学校，八ヶ岳中央農業実践大学校及び日本農業実践学園において，
将来青年農業者として活躍できる者を育成する実践的な農業教育実施のための施設及び指導・
運営体制の整備   

 ○協同農業普及事業    
　農村青少年の成長段階に応じて，就農意欲を喚起するとともに，近代的な農業経営を担当する
のにふさわしい農業生産技術，農業経営技術，農家生活技術等を計画的に習得させるための各
種研修を実施   
○農村青少年教育団体事業  
　農村青少年に対する農業技術等についての実践的研修教育，農業青少年が自ら取り組む農業
経営や技術向上の活動への支援等を実施  

 

○若者等が経験がなくても農業に就けるよう，情報提供，相談段階，体験・研修段階，受入準備
段階及び定着段階の各段階に対応したきめ細かな支援を実施 

○新たに就農しようとする青年等が作成した就農計画を達成するのに必要な①研修その他の就農
準備に要する資金②機械・施設の購入等に必要な資金を無利子で貸付け 

（1）農業者研修教育施設における研修教育  

（2）農村青少年の活動促進 

（3）新規就農者・青年農業者対策の充実 

第2-2-5表　農業への就業支援

さらに，労働者の主体的な能力開発を支援し，

その安定を図るため，厚生労働大臣が指定する

教育訓練を受講した場合，労働者が負担した一

部を支援している。

なお，主に若年労働者を対象として，キャリア

形成に係る相談（キャリア・コンサルティング）を

行うとともに，職業人としての経験が少ない若年

労働者特有の悩みや不安にこたえる相談（カウ

ンセリング）を平成17年度から行っている。

（5）就職支援

ア　学生に対する就職支援

学生職業センター等において，大学等と連携

しつつ，職業指導や職業相談，情報データベー

スによる広範な求人情報の提供等を実施する

とともに，就職面接会の開催等により，新規学

卒者及び既卒者の就職支援を実施している。

イ　トライアル雇用

厚生労働省では，フリーターや学卒未就職

者等若年失業者を短期間の試行雇用として受

け入れる企業に対する支援を行い，その後の

常用雇用への移行を図る「若年者トライアル

雇用事業」を実施している。

また，長期若年無業者等を対象に，働く自

信と意欲を高めつつ，段階的に常用雇用への

移行を促進するため，短時間勤務による試行

雇用を実施している。

ウ 「フリーター常用就職支援事業」の強化

常用雇用での就職を目指すフリーターに対

して，公共職業安定所において，担当者制に

より，利用者一人一人の課題等を踏まえた常

用雇用就職プランを策定するとともに，フリ

ーター常用就職サポーターも活用しつつ，利

用者のニーズに応じた就職支援を積極的に実

施し，常用就職の促進を図る。

（6）農林漁業への就業支援

農林漁業に就く意欲を持つ若者の様々な希望

や能力にこたえるため，農林水産省においては，

相談窓口における情報提供，技術習得のための

技術・経営研修，就業支援のための資金の貸付

等の施策を講じている。その概要は，第2-2-5

表，第2-2-6表，第2-2-7表のとおりである。
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また，平成19年度では，深刻化する雇用問

題に対応しつつ，農業の新たな担い手を確保す

るため，農業の経験が無い若者でも就農できる

よう，就農支援機関やインターネット等を介し

た，各自治体の支援措置，各種研修・求人等の

情報提供，農業法人での学生向けインターンシ

ップなど，情報提供・相談段階，体験・研修段

階，参入準備段階及び定着段階の各段階に対応

した，きめ細かな支援を実施することしている。

厚生労働省においては，平成15年4月に農林

水産省と連携して策定した「農林業をやってみ

よう」プログラムに基づき，「U・Iターンフェ

ア」と農林水産省による「新・農林漁業人フェ

ア」の合同開催，各都道府県1か所の公共職業

安定所に「就農等支援コーナー」を設置する等

の施策を講じ，農林漁業の求人情報，農林漁業

体験など農林漁業に関する幅広い情報提供等を

行う等，農林漁業への多様な就職希望に応じた

職業相談・紹介を実施している。

さらに，平成18年度からは，農林水産省と

連携し，新たに農業への就業を希望するフリー

ター等若者を重点に，「就農等支援コーナー」

において，農業で働くことについての理解を深

めさせるとともに，個人の状況・希望に応じて，

農業就業のための情報提供，農業法人等への職

業紹介や農業研修施設へのあっせんを行う等，

きめ細かな相談を実施している。

漁業の新たな担い手を確保するため，平成19

年度では，これまでの漁業就業支援フェアや漁

業現場での研修等の実施に加え，新たに，夜間

や土日に参加できる漁業就業に必要な知識等を

学べる漁業チャレンジ準備講習会を実施するこ

ととしている。

事　　業　　名 内　　　　　　　　　容 

強い林業･木材産業づくり交付金 
林業担い手の育成確保 

林業就業促進資金造成費   
 

緑の雇用担い手対策事業  

○安定的に経営を継続できる意欲と能力を備えた林業事業体の育成及びこれを支える林業就業者
の確保・育成を図るため，林業就業者リーダー養成研修，新規就業者の確保対策等を実施  

○新たに林業に就業しようとする者について，円滑な就業が図られるよう，研修受講，資格の取得，
住居の移転等に要する費用を林業労働力確保支援センターから貸し付けるための資金を造成 

○森林の保全・整備に意欲を有する若者等を対象に，森林就業に必要な技術に関する研修を行う
とともに，併せて，かかり木処理等のより高度な技術に関する研修を実施 

○林業経営に意欲的な山村青少年を対象として，最新の林業技術の移転や経営手法等を習得さ
せるため，現地検討会や研修を実施 

（1）林業担い手の確保・育成対策    

（2）山村青少年の活動促進（林業普及指導 
　　事業） 

第2-2-6表　林業への就業支援

事　　業　　名 内　　　　　　　　　容 

担い手の育成・確保 
 

 
 
 
 
経営改善の促進 
 

青年漁業者等養成確保資金（沿岸漁業
改善資金）の貸付け 

○漁業就業者確保育成センターによる求人・求職情報及び地域情報の提供，漁業就業に必要な
知識等を学べる漁業チャレンジ準備講習会の開催，漁業就業支援フェアの開催及び漁業になじ
みのない都市部の若者を主な対象とした漁業現場での長期研修を実施 
○水産業改良普及組織が中心となって行う漁業後継者の受入地域の合意形成と自立漁家を目指
した実習，青年漁業者，漁村女性等が自発的に行う漁業技術・経営管理能力の向上等に関す
る活動の支援，普及職員の指導力強化 

○民間団体が行う青年・女性漁業者グループのリーダー資質向上対策，漁業経営や地域活動等
に関する取組の全国交流，中核的漁業者協業体等の経営改善の取組等の支援 

○青年漁業者等が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の実地の習得その他近代的な沿岸漁
業の経営を開始するのに必要な資金を無利子で貸付け 

○意欲と能力のある漁村青少年を対象として，最新の漁業生産技術や経営手法等を習得させるた
めの各種研修を実施 

（1）漁業の担い手確保・育成対策 

（2）漁村青少年の活動促進（水産業改良普 
　　及事業） 

第2-2-7表　水産業への就業支援
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（7）起業支援

経済産業省では，若年者を中心とした国民各

層の起業・独立意識を喚起・醸成し，挑戦者の

裾野拡大を図るため，総合的な起業支援サービ

スを提供する事業を推進している。具体的には，

Webサイト等を通じた起業支援サービス（「起

業に役立つメールマガジン」の配信及びインタ

ーネット専門家相談）を行っており，平成15

年7月の本格始動から，これまで40万人を超え

るユーザーが登録している。

厚生労働省では，雇用保険の受給資格者自ら

が事業を起こし，事業開始後1年以内に雇用保

険の適用事業主となった場合に，創業に係る経

費の一部を助成する制度により，失業者の自立

を積極的に支援している。

（8）労働市場づくり

厚生労働省では，能力を軸とした若年労働市

場の基盤を整備するため，技能系職種について

は，初級の技能労働者を対象とする3級技能検

定の実施職種を毎年追加しているほか，平成16

年度からは，受検資格を大幅に緩和し，専門高

校在学生等については，すべての者に受検資格

を付与することとした。

また，就職基礎能力の修得の目安を示し，修得

した能力の公証等を行う若年者就職基礎能力支

援事業（YES -プログラム;Youth Employablility

Support Program）を実施している（平成19年

4月現在：認定講座数1,753講座・226機関，認

定試験数315試験・48機関）。

経済産業省では，我が国経済を牽引する高度

な能力を持った人材育成を図るため，産業界の

ニーズに即応した人材の育成を産業界と大学等

の教育機関が連携して行っていくための取組を

支援しており，製造現場の中核人材やサービス，

IT分野や，技術経営（MOT）分野等の人材を

育成するための実践的な教育プログラムの開発

及び人材育成の拠点づくりを推進している。

（9）職場定着支援

厚生労働省では，インターネット等を通じて，

働くことにかかわる幅広い相談に身近に応ずる

体制を整備している。

3．生活設計・人生設計の支援
（1）奨学金等の充実

学ぶ意欲と能力のある学生等が，経済的な面

で心配することなく，安心して学べるよう，奨

学金を希望する学生等を支援するため，これま

でも，毎年奨学金の充実を図ってきている。

平成19年度においては，奨学金事業全体で

8,503億円（対前年度比504億円増）の事業費で，

114万3千人（対前年度比5万2千人増）の学生

等に奨学金を貸与することとしている。

（2）居住の支援

住宅に困窮する低額所得者に対して，低廉な

家賃で賃貸する公営住宅を整備している。平成

19年度からは，公営住宅を補完する公的賃貸住

宅制度（特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃

貸住宅）を再編し，子育て世帯，高齢者世帯等

各地域における居住の安定に特に配慮が必要な

世帯に施策対象を重点化し，整備費助成及び家

賃低廉化助成を通じて良質な賃貸住宅の供給を

促進する「地域優良賃貸住宅制度」を創設する

こととしている。

また，都市再生機構においては，「民間供給

支援型賃貸住宅制度」による良質なファミリー

向け賃貸住宅の供給を促進している。

住宅金融公庫等の融資や証券化支援事業によ

る長期・固定金利の民間住宅ローンの供給，住

宅ローン減税や住宅取得等資金の贈与に係る特

例措置などにより，若年世代などの住宅取得を

支援している。

なお，住宅金融公庫は平成19年4月より独立

行政法人住宅金融支援機構に移行し，証券化支

援事業を実施している。

（3）職業安定機関，社会保険機関，教育機関

等の連携による情報提供

ア　女性若年層に対する就業促進

内閣府では，平成17年度から，女性若年

層に対して，女性の進出が遅れている理工系

等の分野に関する情報提供・意識啓発キャン

ペーンを実施している。平成19年度も，引き

続き，情報提供・意識啓発キャンペーンを関

係機関・地方公共団体と連携して実施する。
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また，独立行政法人国立女性教育会館にお

いて，多様なキャリア形成を支援するための

情報提供システムを充実する。

さらに，平成17年度及び平成18年度は，

地域の女性センターにおいて，女性若年層向

けの就業支援・意識啓発セミナー等を実施す

るとともに，ジョブカフェとも連携し，講師

派遣や女性のチャレンジ支援関連の広報活動

を実施した。

イ　国民年金保険料免除制度等の周知

国民年金保険料を納付することが困難な者

に対して，社会保険事務所と大学等及び社会

保険事務所と公共職業安定所が連携し，学生

納付特例制度や免除制度の周知等を行ってい

る。

具体的には，国民年金の第1号被保険者と

なっている学生に対しては，国民年金保険料

を社会人になってから後払いできる「学生納

付特例制度」について，大学等の協力を得て制

度周知用リーフレットを配布する，ガイダン

スや学園祭などで相談窓口を設置するなど，

制度の周知や申請書の受付を実施している。

また，失業等により，国民年金保険料を納付

することが困難な者に対しては，公共職業安

定所の失業者向け生活関連情報提供サービス

事業の生活関連情報相談窓口及びハローワー

クインターネットサービスにおいて，失業等の

場合に申請により国民年金保険料が免除され

る免除制度の相談・情報提供等を行っている。

（4）年金等社会保障についての情報提供・意

識啓発

厚生労働省では，社会保障制度の意義・役割

の周知を図るため，年金制度や介護保険制度，

医療保険制度等について，ホームページ上で情

報提供を行うとともに，ポスターの配布や白書

の作成等により広報啓発活動を行っている。

4．公共への参画の促進
（1）公的制度に関する情報提供・意識啓発

国税庁では，青年層を含む納税者が，租税の

意義や役割，税務手続について，正しく理解し，

自らが適正な申告と納税を行えるよう，様々な

広報媒体を通じて広く税に関する情報を提供し

ている。

具体的には，納税者が知りたい情報をいつで

も入手できるようにするため，国税庁ホームペー

ジに動画で税を分かりやすく解説しているイン

ターネット番組を掲載するなどインターネットを中

心とした情報提供に努めるほか，ポスター，パン

フレット等の各種広報媒体も活用している。

また，全国的な統一行事として，毎年11月

11日～17日を「税を考える週間」と定め，講

演会，座談会等の各種施策を実施し，納税者意

識の高揚に努めている。

外務省では，外交問題に関する青少年層の理

解を深めてもらうために，外務省ホームページに

おいて，動画や画像等を含む理解しやすいコン

テンツの制作に努力するとともに，外交をより身

近に感じてもらうために，外務省職員のエッセイ，

インタビュー記事等「生の声」を掲載している。

また，国際社会における我が国の役割と責任

がますます大きくなっている情勢の下，将来，

我が国の様々な分野で活躍すると考えられる大

学生に，国際情勢・外交問題に関する関心を喚

起し，理解を深めてもらうことを目的に，外務

省職員等が全国各地の大学に赴き，講演を行っ

ている。この「外交講座」を平成18年度は，

67校で開催した。

さらに，若手外務省職員との直接的な意見交

換・交流の機会を設けることにより，大学生の国際

情勢や外交政策に対する理解を促進させるとと

もに，国際社会に対する関心を高めてもらうこと

を目的に，「学生と語る」を実施している。平成18

年度は，東京及び京都で合わせて3回開催した。

なお，平成18年度は，大学生を対象とした

「国際問題討論会フォーラム2006」を開催し，

日本外交が直面する問題について，質の高い議

論が行われた。

防衛省では，自衛隊に対する青少年の理解を

一層深めるため，ホームページを活用した情報

提供，大学生を対象とした隊内生活体験等の広

報活動を実施している。
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（2）政策形成過程への参画促進

日本の社会や青少年を取り巻く様々な問題な

どについて，広く青少年から意見・要望等を聴

取するため，内閣府において，平成14年4月か

ら，インターネットを利用しての「青少年電子

モニター」の募集を行っている。

（3）社会貢献活動

ア　ボランティア活動の支援・推進

文部科学省では，青年期においても，奉仕活

動・体験活動の充実を図るため，様々な取組を

進めている（80ページ，第2-2-3表参照）。

また，ボランティア団体，企業，学校及び

行政などが協力して推進体制を作っていくた

め，関係者による連携協力関係を構築する協

議の場として，「青少年ボランティア活動等

促進連絡協議会」を開催し，都道府県青少年行

政主管課及び青少年関係各課の担当者並びに

関係機関等の担当者の参加により，活動に関

する情報提供及び活動報告等を行っている。

イ　青年海外協力隊派遣事業

政府ベースの技術協力の一環として，昭和

40年に発足した「青年海外協力隊派遣事業」

は，開発途上国が要請する技術・技能を有する

青年男女を募集，選考及び訓練の上，相手国

と締結した「派遣取極」に基づき，開発途上国

へ，原則として2年間派遣する事業である。派

遣された協力隊員は，相手国の住民と生活を

共にしつつ，草の根レベルの技術協力を行い，

相手国の経済・社会の発展に寄与している。

協力隊の派遣分野は，農林水産，加工，保

守操作，土木建築，保健衛生，教育文化及び

スポーツの7分野である。平成19年1月末現

在，77か国に対し，2,402名（うち女性は，

1,465名）を派遣中であり，累積の派遣人数

は，29,453名（うち女性は12,135名）である。

ウ　国の行う国際交流事業

多様な文化とともに生きていく意識を向上

させ，国際的な活動や地域における社会的な

活動への貢献を促進するためには，次代を担

う青少年が，諸外国の青年と生活をともにし，

忌たんのない意見交換を行い，交流を深める

ことが極めて効果的である。

そこで，内閣府では，「国際青年育成交流

事業」，「日本・中国青年親善交流事業」，「日

本・韓国青年親善交流事業」，「世界青年の船

事業」，「東南アジア青年の船事業」及び「青

年社会活動コアリーダー育成プログラム」を

毎年実施している（第2-2-8表）。

また，国内における事業参加青年たちの国

際交流活動を支援するのみならず，海外の外

国青年の事後活動組織とも連携を図り，参加

後の活動の一層の活性化を推進している。

文部科学省では，我が国の青少年の海外派

遣・海外の青少年の日本招へいを行い，両国

の共同体験活動，各国の伝統・文化の体験活

動などの交流事業を行う「青少年交流推進事

業」を青少年団体に委託して実施している。

エ　青少年団体が行う国際交流事業

文部科学省では，全国的な組織を持つボーイ

スカウト等の青少年団体が，諸外国との間で実

施する青少年や青少年指導者の相互交流事業等

の国際交流事業に対し，補助を行っている。

事　　業　　名 
平成17年度  

派遣人数 受入人数 

平成18年度  

（人） 

派遣人数 受入人数 

国 際 青 年 育 成 交 流  

日 本 ・ 中 国 青 年 親 善 交 流  

日 本 ・ 韓 国 青 年 親 善 交 流  

世 　 界 　 青 　 年 　 の 　 船  

東 南 ア ジ ア 青 年 の 船  

2 1 世 紀ルネッサンス青年リーダー招へい  

青年社会活動コアリーダー育成プログラム  

留 　 　 学 　 　 生 　 　 交 　 　 流  

語 学 指 導 等 を 行 う 外 国 青 年 招 致 事 業  

合　　　　　　計 

70 
30 
29 
118 
39 
－ 
18 
708 
－ 

1,012

95 
27 
30 
132 
288 
39 
39 

9,891 
5,853 
16,394

68 
29 
29 
117 
39 
－ 
18 
739 
－ 

1,039

85 
30 
30 
135 
286 
40 
36 

9,869 
5,508 
16,019

■国における派遣・受入事業に参加した青少年数 

第2-2-5表　科学技術に関する理解の増進のための施策第2-2-8表　青少年国際交流事業の実施状況（平成17，18年度）
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