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材のための活用ガイドを策定してホームページ
で公開している51。また，地域において，産学
官が協働して構築している連携組織の実態を調
査し，シンポジウムを開催するなど，普及に取
り組んだ（第2-38図）。
ウ　女性若年層に対する啓発（内閣府，厚生労
働省，文部科学省，経済産業省）
内閣府は，女性若年層に対して，女性の進出

が遅れている理工系などの分野に関する情報提
供を行っている。平成26（2014）年には，主
に中学生・高校生を対象とし，研究者による講
演や研究者とキャリアなどについて討議を行う
「女子中高生の医理系進路選択支援～医理系の
研究って，すっごくおもしろい！」52や，大学，
企業，研究機関，メディア，海外などの様々な
分野の最前線で活躍する理系の女性による講演
やグループディスカッションを行う「理系の仕
事～いつか未来を創るあなたへ」53を開催した。
厚生労働省は，女子学生が的確に職業や進路

を選択するために自らの将来を多角的に考える
契機となる資料を作成し，高校や大学を通じて
配布している。また，就職先を選択する際には
「女性の活躍・両立支援総合サイト」54などを参
考にして各企業の女性の活躍状況やポジティ
ブ・アクションの取組も考慮するよう，大学等
を通じて，学生に対する啓発を図っている（第
2-39図）。
文部科学省は，男女ともに多様な選択が可能

となるよう，男女共同参画の視点に立ったキャ
リア形成支援の推進を図るため，ブックレット
を作成し，普及・啓発を図っている。
経済産業省は，地域の中小企業・小規模事業

者が必要とする人材を発掘するために，地域人
材コーディネート機関を全国47箇所に設置し，
地域の関係機関と協力しながら，地域事業者の
魅力発信や，地域内外の女性・若者・シニア等
多様な人材とのマッチングの促進を図る支援イベント等を2,800回以上55実施した。

51 http.//www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/intern/intern.html
52 公立大学法人奈良県立医科大学などと共催して1月に奈良県で実施。
 http://www.gender.go.jp/public/event/2013/renkeievent0111.html
53 日本女性科学者の会などと共催して2月に福島県で実施。
 http://www.gender.go.jp/public/event/2013/renkeievent0202.html
54 http://www.positive-ryouritsu.jp/
55 平成27年12月までの開催分（平成28年2月18日時点把握分）。

 第2-39図  女性の活躍・両立支援総合サイト

（出典）女性の活躍・両立支援総合サイト（http://www.positive-ryouritsu.jp/）

 第2-38図  経済産業省主催産学協働教育シンポ
ジウム

（出典）経済産業省資料
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独立行政法人国立女性教育会館56は，大学などと連携し，女子学生を対象に，就業も含めた女性と
してのキャリア形成について学ぶ研修や支援サイトによる情報提供を行っている。
⑵　能力開発施策の充実
ア　公的職業訓練（厚生労働省）
厚生労働省は，都道府県とともに，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，公共職業能力開発施設のほか，大学を含む多様な民間教育訓練機関なども活用しつ
つ，公共職業訓練を実施している。また，求職者支援制度57により，雇用保険を受給できない若者な
どに対して，職業訓練を実施しつつ，訓練期間中の生活を支援するための給付金を支給し，ハロー
ワークにおけるきめ細かな就職支援を行っている（第2-40図）。

 第2-40図  公的職業訓練の概要

（出典）厚生労働省資料

イ　ジョブ・カード，若年技能者の人材育成（文部科学省，厚生労働省）
厚生労働省は，平成27（2015）年10月からジョブ・カード58を「生涯を通じたキャリア・プラン

ニング」及び「職業能力証明」のツールとして活用し，個人のキャリアアップや，多様な人材の円滑
な就職などを促進しており，平成28（2016）年1月末現在，ジョブ・カード取得者数は約143万人
に達している（第2-41図，第2-42図）。

56 http://www.nwec.jp/
57 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html
58 http://jobcard.mhlw.go.jp/
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 第2-41図  ジョブ・カード制度

・生涯を通じたキャリア・プランニングの
ツール
個人の履歴や職業経験の棚卸し，職業生
活設計等の情報を蓄積し，生涯における
キャリア選択等の場面において活用す
る。

・職業能力証明のツール
免許・資格，学習歴・訓練歴，職業経
験，訓練成果の評価，職場での仕事振り
の評価等に関する職業能力証明の情報を
蓄積し，必要に応じて情報を抽出・編集
し，求職活動の際の応募書類，キャリア
コンサルティングの際の資料等として活
用する。

また，若年技能者の人材育成を図るため，工業高校や職業訓練校で技能を学ぶ学生や訓練生を対象
として3級技能検定を毎年実施している。さらに，若年者のものづくり離れ・技能離れがみられる中
で，技能の魅力・重要性を啓発し，若年ものづくり人材の確保・育成を促すため「若年技能者人材育
成支援等事業」を実施しており，ものづくり体験など若者へのものづくり技能の魅力発信を図るとと
もに，「ものづくりマイスター」による実技指導を実施し，若者のものづくり技能分野への積極的な
誘導に取り組んでいる。
こうした取組を通じて，若年者の技能修得意欲を向上させるとともに，教育訓練の成果を社会一般

 第2-42図  ジョブ・カード取得者数（累計）
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（出典）厚生労働省資料
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の評価として明確化するなど，能力を軸とした若年労働市場の基盤整備を図っている。
企業内の人材育成に取り組む事業主などに対して訓練経費や賃金の一部を助成する「キャリア形成

促進助成金」について，平成27年10月より，若者雇用促進法に基づく認定事業主が「若年人材育成
コース」を実施した場合に助成率引上げを行ったところであるが，さらに平成28（2016）年度は他
のコース（「雇用型訓練コース」及び「重点訓練コース」）を実施した場合にも同様に助成率引上げを
行うことにより，企業内における若者への技能継承や中核人材の育成を図っている。
文部科学省は，産業界のニーズを踏まえた中核的専門人材養成を推進していく観点から，専修学

校，大学，大学院，短期大学，高等専門学校，高校と産業界などが産学官コンソーシアムを組織し，
社会人や大学生，専門学校生，高校生が就労やキャリアアップに必要な知識・技術・技能を習得する
ための学習システムの構築を図っている。

2  就労等支援の充実
⑴　新卒者等に対する就職支援
◇高校，短期大学，大学の卒業者の就職率は上昇が見られる。

 第2-43図  就職率
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（出典）文部科学省「学校基本調査」
（注）1．各年3月卒業者のうち，就職者の占める割合。

2．上記の中学校と高校の卒業者には，中等教育学校前後期課程修了者が含まれている。
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