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フォン等）使用実態アンケートを全国の高校等75校の協力を得て実施し，分析した結果を「青
少年がインターネットを安全に安心して活用するためのリテラシー指標（ILAS：Intenet 
Literacy Assessment Indicator for Students）」として公表39

・「インターネットトラブル事例集」40を用いた啓発
⑶　労働者の権利・義務に関する教育（厚生労働省）
（第2章第4節1．「社会形成に参画する態度を育む教育の推進」を参照）

⑷　消費者教育（消費者庁，文部科学省）
（第2章第4節1．「社会形成に参画する態度を育む教育の推進」を参照）

⑸　女性に対する暴力の防止（内閣府，警察庁）
内閣府では，女性に対する暴力の加害者及び被害者になることを防止する観点から，若年層に対す

る効果的な予防啓発を行うため，若年層に対して教育・啓発の機会を持つ教育機関の教職員，地方公
共団体において予防啓発事業を担当している行政職員，予防啓発事業を行っている民間団体等を対象
として研修を実施した。
警察では，ストーカー被害の未然防止・拡大防止に関する理解の増進を図るため，防犯教室等にお

いて，ストーカーの具体的事例，対応方法等を説明するなどして，被害者にも加害者にもならないた
めの教育啓発を推進している。

第3節 若者の職業的自立，就労等支援

1  職業能力・意欲の習得
⑴　キャリア教育の推進
ア　キャリア教育・職業教育の推進（文部科学
省，厚生労働省，経済産業省）
非正規雇用率の高さや雇用のミスマッチ，若

年無業者の存在など「学校から社会・職業への
移行」が円滑に行われていないことが課題とし
て挙げられる。また，職業意識・職業観が未熟
なこと，進路意識・目的意識が希薄なまま進学
する者の増加など，若者の「社会的・職業的自
立」に向けた課題がみられる。これらの原因・
背景には，産業構造や就業構造の変化など社会
全体を通じた構造的問題が存在しており，社会
が一体となった対応が必要である。このような
中で，学校教育においては，キャリア教育・職
業教育を充実していくことが重要である41。
文部科学省，厚生労働省，経済産業省の3省

は，学校，地域，産業界が一体となって社会全

39 http://www.soumu.go.jp/main_content/000315097.pdf
40 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
41 平成23（2011）年1月の中央教育審議会の答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」でこのような指摘がな

されている。この答申では，①幼児期の教育から高等教育に至るまでの体系的なキャリア教育の推進，②実践的な職業教育の重視と職業教
育の意義の再評価，③生涯学習の観点に立ったキャリア形成支援（生涯学習機会の充実，中途退学者などの支援）という3つの基本的方向
性に沿った具体的な方策が提言されている。

 第2-29図  キャリア教育推進連携シンポジウム

（出典）文部科学省，経済産業省及び厚生労働省資料
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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」を実施して
いる42。平成27（2015）年度は，「新しい時代に向けて社会とつくるキャリア教育」をテーマに，基
調講演，事例発表，パネルディスカッションを行った（第2-29図）。
文部科学省と経済産業省は，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」を実施している。平成27年度は，応募の
あった23件の中から，最優秀賞1件，優秀賞
1件，奨励賞3件を選定した（第2-30図）。
このほか，文部科学省は，次の取組を行って

いる43。
・企業による出前授業などの教育活動支援，
職場体験

・インターンシップ受入先の開拓やマッチン
グなど，地域における学校のキャリア教育
を支援する組織の整備の促進（地域キャリ
ア教育支援協議会設置促進事業）44。平成
27（2015）年度は12地域を採択。

・キャリア教育に係る中核的な時間の在り方
に関する研究45

・キャリア教育の趣旨の周知と指導内容の充実を図るため，小学校・中学校・高校において，学校
の特色を生かしたキャリア教育の年間指導計画を作成する際に参考となるパンフレットを作成・
配布し，文部科学省ホームページにも掲載46

・学校や教育委員会におけるキャリア教育に関する研修のための動画コンテンツと資料を文部科学
省ホームページで配信47

・学校が望む支援と地域・社会や産業界など
が提供できる支援をマッチングさせる特設
サイト「子どもと社会の架け橋となるポー
タルサイト」48の運用（第2-31図）

また，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，調査研究を全国10校で行ってお
り，平成27（2015）年度には，指定校を20校に増加し，さらに取組を充実させた。
厚生労働省は，企業で働く者などを講師として中学校や高校に派遣し，職業や産業の実態，働くこ

42 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1342369.htm
43 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/index.htm
44 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1339053.htm
45 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1338650.htm
46 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1312372.htm
47 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/detail/1315412.htm
48 http://kakehashi.mext.go.jp/

 第2-30図  第5回キャリア教育推進連携表彰

（出典）文部科学省，経済産業省資料

 第2-31図  子どもと社会の架け橋となるポータ
ルサイト

（出典）文部科学省ホームページ（http://kakehashi.mext.go.jp/）
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との意義，職業生活を子供に理解させ，考えさ
せる「キャリア探索プログラム」を実施してい
る。平成26（2014）年度は，3,284校におい
て，約31.0万人の生徒が参加した。
経済産業省は，先進的な教育支援活動を行っ

ている企業・団体を表彰する「キャリア教育ア
ワード」を実施している49。平成27年度は，応
募のあった39件の中から，最優秀賞3件（内
1件大賞），優秀賞4件，奨励賞5件を選定した
（第2-32図）。
なお，経済産業省の実施事業により，平成

23（2011）年3月に設立された一般社団法人
キャリア教育コーディネーターネットワーク協
議会では，キャリア教育コーディネーターの育
成・研修や認定を行っており，平成28（2016）年2月時点で約250名のキャリア教育コーディネー
ターが全国で活動を行っている（第2-33図）。

 第2-33図  キャリア教育コーディネーター

（出典）経済産業省資料

また，職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力を「社会人基礎力」50

として整理し，大学教育を通した育成や評価の取組の普及を図っている（第2-34図）。平成27年度
は，以下の取組を行っており，地域の産学が互いに協働する教育が浸透し始めている。
・「社会人基礎力」の育成事例を学生自身がプレゼンテーションする「社会人基礎力育成グランプ
リ」の開催（平成27年度で9回目，全国46大学の55チームが参加）

・大学教職員や企業人事担当者を対象に社会人基礎力の教育手法などについて発信・意見交換を行
う「社会人基礎力育成研修会」の実施（全国6か所）

文部科学省は，平成27年度には新たに，地域を担う人材育成のためのキャリアプランニングスー
パーバイザーを配置する事業を実施した。
本事業は，都道府県や指定都市などに「キャリアプランニングスーパーバイザー」を配置し，地域

49 http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/career-education/index.html
50 http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/index.html

 第2-32図  キャリア教育アワード

（出典）経済産業省資料
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社会や地元産業などの実情を踏まえつつ，児童生徒の地元産業に対する理解やそこでの体験活動・イ
ンターンシップの推進などを行い，最終的に地元に根付く人材育成と地元での就労促進を図ることを
目標にするものである。

 第2-34図  社会人基礎力

（出典） 経済産業省ホームページ（http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/index.htm）

イ　インターンシップ（就業体験）の推進（文部科学省，厚生労働省，経済産業省）
◇中学校における職場体験実施率は，おおむね上昇傾向が続いている。
◇実施期間は2～3日間が7割を占めているが，5日以上設けている学校もある。

 第2-35図  中学校における職場体験の実施状況
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（出典）国立教育政策研究所「職場体験・インターンシップ実施状況等調査」
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◇高校におけるインターンシップの実施率は，平成26年，国公私立ともに前年より下がった。また，体験者数の割合
については，職業関係学科が6割以上であるのに対し，普通科では2割弱にとどまっている。
◇大学・大学院におけるインターンシップの実施率は，微増である。

 第2-36図  高校におけるインターンシップの実施状況

（1）実施率（全日制・定時制・通信制） （2）普通科と職業関係学科（公立・全日制）
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（出典）国立教育政策研究所「職場体験・インターンシップ実施状況等調査」，文部科学省資料
（注）「体験者数」とは，3年間を通して1回でも体験した3年生の数の全体に占める割合。

職場体験やインターンシップ（就業体験）
は，子供や若者が教員や保護者以外の大人と接
する貴重な機会となる。異世代とのコミュニ
ケーション能力の向上が期待されること，子供
や若者が自己の職業適性や将来設計について考
える機会となり主体的な職業選択の能力や高い
職業意識の育成が促進されること，学校におけ
る学習と職業との関係について子供や若者の理
解を促進し学習意欲を喚起すること，職業の現
場における実際的な知識や技術・技能に触れる
ことが可能となることから，極めて高い教育効
果が期待される。
文部科学省，厚生労働省，経済産業省では，

「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）を平成26（2014）年4月に一部改正し，
各大学・産業界に周知を行い，インターンシッ
プの普及・促進に努めている。
また，文部科学省では，前述の「子どもと社会の架け橋となるポータルサイト」などにより，キャ

リア教育の中核的な取組の一つとして，学校における職場体験やインターンシップの普及・促進や
「地域キャリア教育支援協議会」によるインターン受入先の開拓とマッチングの促進も行っている。
経済産業省は，地域における起業や中堅中小企業の中核的な人材の育成に教育的な効果が高い長期

インターンシップを推進するため，受入促進に向けたツール・メソッドの整備や産学をつなぐ専門人

 第2-37図  大学等におけるインターンシップの
実施率
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（出典） 平成17年度～19年度，23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，25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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