
16
禁転載

若年就業支援

労働政策講義 2015



1［2015.05.14］

禁転載

若年就業支援16

禁転載労働政策講義 2015

イントロダクション
―ニート・フリーター

ニート 1 という言葉は今やすっかり社会に定着して
いるが、今世紀に入ってから初めてニートの存在が認
識されたわけではない。以前は無業者という名称で呼
ばれ、統計もとられている。統計上の無業者とは「非
労働力人口のうち家事も通学もしていない者」のこと
である（総務省「労働力調査」）。

2000 年代に入り、無業者のなかでも若年（15 ～ 34
歳）無業者の増加が問題となり、ニートという言葉と
ともにその存在がクローズアップされるようになった。

若年無業者数が爆発的に増えたのは 2002 年である。
それまでは 40 万人台で推移していたが、この年に 64
万人に達し、15 ～ 34 歳の若年人口に占める割合も前
年の 1.4%から 1.9%へと大きく跳ね上がった。2013
年の若年無業者数は 60 万人、15 ～ 34 歳の若年人口
に占める割合は 2.2%である（内閣府 2014）。また、最
近は 35 歳以上の無業者数も増えている。

若年無業者が就職を希望しない理由は年齢層によっ
て若干異なるが、20 ～ 24 歳と 25 ～ 29 歳では「病
気やけがのため」という回答がもっとも多い（内閣府
2014）。就職を希望しながらも無業者となっている若
年者のなかには、「探したが見つからなかった」「知識・
能力に自信がない」という回答も少なくない。

しかし、就職を希望する無業者のなかには「その他」
という回答が各年齢層で 25%前後ある一方で、無業者
のなかには「特に理由はない」が就職を希望しないと
いう人も15%前後いる。このあたりに若年無業者の問
題の深刻さが潜んでいるように思われる。

1 1999 年にイギリスの内閣府が作成したBridging the Gap とい
う調査報告書が言葉の由来で「学校に通っておらず、働いてもお
ら ず、 職 業 訓 練 も 行 っ て い な い 者 」（not in education, 
employment or training, NEET）の通称である。
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少子高齢化により日本の労働力人口が減少すること
は残念ながら避けられない。競争力・生産力を維持す
る重要な働き手となるべく若年層が働く意欲を持ち、
職業能力を高められる制度を作らなければ、日本の経
済力は弱まり、社会不安はこれまで以上に増大するに
違いない。近年、政府が若年者の就業支援に力を注い
できたのにはこのような背景がある。統計上のフリー
ターは、年齢が 15 ～ 34 歳で、男性は卒業者、女性は
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フリーターの職業能力を高める機会を増やしつつ、
企業におけるフリーター評価を改めるよう促しつつ、
フリーターを含めた非正規から正規への流動化を一層
図っていくべきであると思われる。
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卒業者で未婚の者のうち、①雇用者のうち勤め先にお
ける呼称がパート・アルバイトの者、②完全失業者の
うち探している仕事の形態がパート・アルバイトの者、
③非労働力人口で、家事も通学もしていないその他の
者のうち、就業内定しておらず、希望する仕事の形態
がパート・アルバイトの者、である（総務省「労働力
調査」）。

2013 年の数字ではフリーター数は 182 万人で、こ
の年齢階級に占めるフリーターの割合は 6.8%である。
フリーターの数はピークであった 2003 年（217 万人）
以降、若干減少しているが、派遣社員や契約社員とい
った非正規雇用に移った者も少なくなく、正社員の数
が増えているわけではない。

フリーターとしての経験が職業経験として認められ、
フリーターから正社員に転向する際に企業がプラスに
評価するのであればよい。しかし、厚生労働省の雇用
管理調査によると、約 3 割の企業がフリーターを正社
員として採用する際にマイナスに評価すると回答して
おり（労働経済白書 2006）、フリーター経験は職業経
験として認められにくいと考えたほうがよい。

若年者の都合だけでフリーターが存在しているわけ
ではない。安価で労働力調整弁的な役割としてフリー
ターを利用する企業が存在するからこそ、多くの若年
者がフリーターとして働いているという事実を見過ご
してはならない。

若年フリーターがフリーターから正社員に移行でき
なければ、フリーターのままで離転職を繰り返し「年
長フリーター」となるおそれもある。また、若年層の
失業率は全体の失業率よりも数ポイント高く推移して
いる。

厚生労働省は 2009 年から時限措置で若年者等正規
雇用化特別奨励金を創設し、25 歳以上 40 歳未満の年
長フリーターや採用内定を取り消されて就職先が未決
定の学生等を正規雇用する事業主に一定額の奨励金を
支給する（2012 年 3 月 31 日で終了）といった支援を
していたが、助成金による支援の効果は限定的である。
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＜参考資料＞
内閣府 2014　内閣府「平成 26年版子ども・若者白書（全体版）（第 4
章第 2節 若年無業者、フリーター、引きこもり）」（2014年） 
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26honpen/
b1_04_02.html 
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4 若年者の就業機会創出
・ 創業に挑戦する人材の大量養成
・ 若手即戦力人材の重点的育成
・ サービス分野を中心とした新たなビジネス市場の

拡大

2004 年には同プランの実効性・効率性を高めるた
め、若者の自立・挑戦のためのアクションプランを取
りまとめた（若者アクションプラン 2004）ほか、2005
年には「若者の包括的な自立支援方策に関する検討会」
が報告を発表した（若者検討会 2005）。

なお、厚生労働省では、毎年度、若年者の就職促進
と自立支援に多くの予算を割り当て、若年雇用施策を
実行しているが、2015 年度（平成 27 年度）は「若者
の活躍推進・正社員雇用の拡大」のために、578 億円
の予算要求を充てている（厚労省平成 27 年度予算概
算要求の概要）。

（2）若年者向け就業施策

1 ハローワークによるフリーター常用就職支援事業
2005 年 5 月から、厚生労働省が全国の各ハローワ

ークで常用雇用を目指すフリーターを対象に実施して
いるものである。ハローワークの職業紹介担当職員や
専門相談員が、担当制により、利用者の課題等を踏ま
えた常用雇用就職プランを策定し、利用者のニーズに
応じた就職支援サービスを提供する。

具体的なサービスの流れは次の通りである（厚生労
働省 2005）。

1.日本の若年就業支援策

（1）若者自立・挑戦プランの策定

国は 2000 年代にいくつもの若者就業支援策を打ち
立て、増加の一途にあった若年失業者やフリーター・
ニート対策を講じるようになった。2003 年 4 月には
厚生労働省、経済産業省、文部科学省、内閣府の 4 閣
僚からなる「若者自立・挑戦戦略会議」を発足し、同
年 6 月に「若者自立・挑戦プラン」を取りまとめた

（若者プラン 2003）。同プランは当面 3 年間の目標を
「若者の働く意欲を喚起しつつ、すべてのやる気のある
若年者の職業的自立を促進」とした。具体的には次の
4 つの施策展開を掲げた。

1 教育段階から職場定着に至るキャリア形成・就職支
援

・ キャリア教育、職業体験等の推進
・ 実務・教育連結型人材育成システムの導入
・ 就職支援相談員による一対一の就職支援
・ 若年者の就職相談を専門的に行う人材の養成・配置

2 若年労働市場の整備
・ 就業経路の複線化に対応した多様な就職システム

の整備
・ 企業が若年者に求める人材要件の明確化
・ 学卒・若年者向けの実践能力評価・公証の仕組みの

整備

3 若年者の能力の向上/就業選択肢の拡大
・ 大学、大学院、専修学校等での社会人再教育のため

の教育プログラムの開発
・ 専門職大学院の設置促進による高度専門職業人養

成の強化
・ 大学教育の工夫改善に資する取組み等の強化
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職に向けて職業訓練を受ける意欲がある者で、具体的
には、学卒未就職者、無業者、フリーター等である。

類型としては、①専門学校などの教育訓練機関が主
導する型（「教育訓練機関主導型」）と、②企業が主導
する型（「企業主導型」）があるが、現在運営されてい
るのは、教育訓練機関主導型のみである。また、若年
者を受け入れる企業には、訓練に係る費用（受講料）
や賃金を負担した事業主に対し、助成金などの支援（キ
ャリア形成促進助成金の拡充）がある。

3 若年者トライアル雇用
定職に就かない若年者が増えていることを深刻に受

け止め、若年者の雇用を促進するために、厚生労働省
は 2001 年 12 月から若年者を対象としたトライアル
雇用事業を開始した。

トライアル雇用事業は、1999 年 1 月から障害者向
けに行われたのが最初である。

若年者トライアル雇用は、若年者（45 歳未満）を一
定期間（原則 3 カ月、1 カ月または 2 カ月も可能）試
行的に雇用するとともに、当該期間中に若年者の実務
能力の向上等を図るために必要な措置を講ずる事業主
に対して奨励金を支給する等の支援を行い、企業の求
める能力等の水準と若年求職者の現状との格差を縮小
しつつ、その業務遂行の可能性を見極め、その後の常
用雇用への移行を図ることを目的としている。トライ
アル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実
施する若年者 1 人につき、1 カ月当たり 4 万円が支給
される。

なお、2014 年現在、若年者の他に、中高年齢者、母
子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働
者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪
失不安定就労者についてもトライアル雇用事業が行わ
れている。

4 ジョブカフェ
ジョブカフェとは、2003 年に国が策定した「若者

○就職後の職場定着アドバイス

○職業紹介

○予約制等による、利用者の希望する時間帯での綿密な相談

○求職の受付、就職支援メニューのご案内

就　職

○求人情報の見方、効果的な企業訪問、履歴書作成の方法に
関する助言、模擬面接の実施等による、就職活動スキルの
向上
○就職セミナー、求職者同士のグループワークへの参加等に
よる、就職活動に向けた自信の獲得
○個別求人開拓・求人情報提供、就職面接会への参加等によ
る求人企業とのマッチング

※上記以外にも、就職に向け技術習得が必要な場合、職業訓練を受
講するなど、幅広いサービスメニューを用意。

＊利用者の課題、希望等に
応じ具体的な支援メニュ
ーを選定・組合せ

＊希望等に応じて

フリーター常用就職支援事業サービスの流れ

出所　厚生労働省 2005

2 日本版デュアルシステム
日本版デュアルシステムは、2004 年 4 月からスタ

ートした制度で、「働きながら学ぶ、学びながら働く」
ことにより、若者を一人前の職業人に育てる新しい職
業訓練システムである。具体的には、企業における実
習訓練と教育訓練機関における座学（企業における実
習訓練に関連した内容）を並行的に実施する。たとえ
ば、週 3 日は専門学校などで接客マナーなどの講習を
受け、残りの週 2 日は実際に企業で仕事をするという
方式をとる。

日本版デュアルシステムの主な対象は、①概ね 35
歳未満であり、②就職活動を続けているが安定的な就
業につながらず、③日本版デュアルシステムを通じ、就
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ーワークと同じようにパソコンで求人情報が検索でき
るほか、定職に就いたことのない若年者のために、職
業適性診断の実施や仕事の内容をビデオで紹介するコ
ーナーも設けられている。

6 わかものハローワークほか
厚生労働省は 2012 年から「わかものハローワーク」

「わかもの支援コーナー」「わかもの支援窓口」を設置
し、正規雇用を目指す若者（おおむね 45 歳未満）を
対象に、個別支援を行っている。2014 年 7 月現在、わ
かものハローワークは全国に 25 カ所、わかもの支援
コーナーは 37 カ所、わかもの支援窓口は 173 カ所に
設置されている。

また、主に大学院・大学・短大・高専・専修学校の
学生を対象に、仕事探しに関する相談を受けたり、就
職フェアや各種セミナーを開催したりする「新卒応援
ハローワーク」がある。

このほか、働くことに悩みを抱えている 15 歳～ 39
歳までの若者に対し、キャリア・コンサルタントなど
による専門的な相談や協力企業での職場体験などによ
り、就労に向けた支援を行う「地域若者サポートステ
ーション（サポステ）」もある。サポステは、厚生労働
省が認定した全国の若者支援の実績やノウハウのある
NPO法人、株式会社などが実施している。

政府は「正社員実現加速プロジェクト」を立ち上げ、
フリーター・ニートの正社員就職の実現や派遣労働者
の正社員転換を進めるなど、若者のための総合的・体
系的な法的整備を図っている。

なお、2015 年 3 月、厚生労働省は若者の就職支援
を強化するとともに、企業における若者の雇用管理改
善を図ることなどを目的とした「青少年の雇用の促進
等に関する法律」案を国会に提出した（勤労青少年福
祉法等の一部を改正する法律案）。概要は以下の通りで
ある。

自立・挑戦プラン」の中核的施策に位置付けられたも
ので、地域の実情に合った若者の能力向上と就職促進
を図るため、若年者が雇用関連サービスを 1 カ所でま
とめて受けられるようにしたワンストップサービスセ
ンター（若者向け就労支援施設）のことである。

2015 年 3 月 1 日現在、46 都道府県にジョブカフェ
がある（ジョブカフェサポートセンターホームペー
ジ）。利用者が受けられるサービスは各施設によって異
なるが、キャリアカウンセリング、適性診断、パソコ
ンおよびマナー研修、求人情報提供など幅広い。「カフ
ェ」と名の付く通り、コーヒーが飲める施設もある。な
お、ジョブカフェは厚生労働省と経済産業省が実施し
ているが、前者の 2014 年度（平成 26 年度）予算要
求は 14.6 億円となっている。また、2012 年度のサー
ビス利用者数は約 178 万人である（厚労省 2013）。

ジョブカフェはスタートから 10 年以上経過してい
るが、各施設がハローワークと連携しつつ地域の独自
性を活かして、まずまずの成果をあげている。たとえ
ば、京都の「京都ジョブパーク」では、公労使が一体
となり、求職者の就労支援だけでなく、生活支援や企
業の人財確保・定着支援まで、幅広くサポートしてい
る。また、雇用創出や人財育成において、「企業応援
団」が京都ジョブパークを支えている（2,416 社、2014
年 1 月 31 日現在）。利用者起点のサポートで、内定者
数の実績も増加し、2012 年には 7,000 人を超える人
が内定を獲得している（以上、京都ジョブパークHP 
h t t p : / /www .p r o j e c t d e s i g n . j p / 201404 /
hitpolicy/001316.php）。

5 ヤングハローワーク
ヤングハローワークは、就職できない 20 代までの

若年者の職探しを支援する施設である。東京・渋谷の
ヤングハローワーク渋谷のほか、全国に数カ所設置さ
れている。従来の公共職業安定所と異なり、ゆったり
とした明るい雰囲気で、若者が気軽に訪れられるよう
になっている。ヤングハローワークでは、一般のハロ

http://www.projectdesign.jp/201404/hitpolicy/001316.php
http://www.projectdesign.jp/201404/hitpolicy/001316.php


16.若年就業支援禁転載

7［2015.05.14］

労働政策講義 2015

＜参考資料＞
若者プラン 2003　経済財政諮問会議「若者自立・挑戦プランのポイン
ト」（2003年） 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/ 
03101401/001/001.pdf

若者アクションプラン 2004　若者自立・挑戦戦略会議「若者の自立・挑
戦のためのアクションプラン」（2004年）
若者検討会 2005　内閣府「若者の包括的な自立支援方策に関する検討
会報告」（2005年） 
http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/jiritu/19html/houkoku2.html

厚生労働省 2005　厚生労働省「『ハローワークによるフリーター常用就
職支援事業』の推進について」（2005年） 
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/05/h0509-2.html 
（2005年 5月 9日現在）
厚労省 2013　厚生労働省「平成 25年行政事業レビューシート（事業番
号 548）」（2013年） 
http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/ 
2013/h24_pdf/548.pdf

6 円滑な就職実現等に向けた取組みの促進
関係者の責務の明確化、適職選択のための取組み促

進、職業能力の開発・向上および自立の促進など。
具体的には新卒者の募集を行う企業に対し、企業規

模に関係なく、情報提供を努力義務化し、また、ハロ
ーワークに対し、一定の労働関係法令違反の求人者に
ついて、新卒者の求人申込みの受理を拒否できるよう
にするという内容等を含んでいる。

7 職業能力の開発・向上の支援
ジョブカードの普及・促進、キャリアコンサルタン

トの登録制の創設、対人サービス分野等を対象にした
技能検定制度の整備（厚生労働省HP　http://www.
mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/
dl/189-26.pdf）。

個別相談： キャリアコンサルタントによる個人の状態に応じた相談支援
 ・課題、問題点の洗い出し
 ・個別支援計画の作成、目標設定
 ・各種プログラム後のふりかえり

ハローワーク
などを経て

社会へ踏み出す
（進路決定）

〈進路決定内訳〉
8割が就職

残りは職業訓練、
進学など保護者からの

相談も受付

職場見学・職場体験

ステップアップのプログラム
・コミュニケーション能力向上のための訓練など

○地域の若者支援機関や学校等と連携
○中退者等を対象とした訪問支援

その他、サポステによっては
○合宿形式を含む生活面等のサポートと職場実習、資格取得講座な

どを組み合わせた訓練プログラムを実施

小さな成功体験の
積み重ねを繰り返す

地域若者サポートステーション（サポステ）による支援のイメージ（平成26年度）

出所　厚生労働省HP（http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/ys-station/dl/shien_nagare.pdf）をもとに作成

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/03101401/001/001.pdf
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo2/siryou/03101401/001/001.pdf
http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/jiritu/19html/houkoku2.html
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/05/h0509-2.html
http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2013/h24_pdf/548.pdf
http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2013/h24_pdf/548.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-26.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-26.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-26.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/ys-station/dl/shien_nagare.pdf
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助成も行う。
ユース・コントラクトには、開始から 3 年間で 10

億ポンドの予算が割り当てられ、50 万人の若年者の就
業支援と 16 万人の賃金助成という目標が掲げられて
いたが、期待されたほどの成果は出ていないようであ
る。2012 年 4 月の開始から 2013 年 5 月までの間に、
賃金助成の対象となったのは 4,700 人にも満たず、目
標の数値を大きく下回っている。

また、職業訓練・教育訓練支援制度としては、フル
タイムの教育を受けていない 16 歳以上を対象とした

「養成訓練制度」、イングランド在住の 16 ～ 24 歳で養
成訓練や職探しのサポートを必要とする若者を対象と
した「見習い訓練制度」、19 歳以上で一定の要件を満
たした成人に対して特定の資格取得に向けた無料の職
業教育訓練を提供する「成人のための学習する権利

（Adult Entitlement to Learning）」などがある（リ
クルート 2014（1））。

（2）アメリカの若年向け雇用政策

アメリカでも古くから若年者の高い失業率と、低い
雇用率が問題となっているが、ここでは 1964 年から
導入されている不利な立場にある若年者のためのアメ
リカ最大のキャリア・トレーニング・プログラム、ジ
ョブ・コア（Job Corps）を中心に紹介する。

ジョブ・コアは、全米 125 カ所で学業とキャリア技
術のトレーニングを提供している。また、参加者には
医療サービスと修了後の職業紹介も行っている。ジョ
ブ・コアへの参加資格は、①合法なアメリカ（アメリ
カ領土を含む）居住者または司法長官がアメリカでの
就労を認めた者で、②低所得基準を満たし、③学業を
修了し職に就くために技術トレーニング、教育、カウ
ンセリングなどを必要とし、④ジョブ・コア参加中に
問題行動を起こしたり、他の参加者へ迷惑をかけたり
するおそれがなく、⑤裁判所による直接的な監視下に

2.諸外国におけるニート対策

（1）イギリスの若年問題と若年向け雇用政策

イギリスでは 1990 年代末、「学校にも通わず、雇用
にも就かず、職業訓練にも参加していない」、いわゆる

「ニート」と呼ばれる 16 ～ 18 歳の若者が同年齢層の
9%を占めることがわかり（Bridging the Gap 1999）、
当時のブレア政権はニューディール政策やコネクショ
ンズ・サービスといった斬新ともいえる若年向けの雇
用推進施策を実行した。

その後、ブラウン政権を経て、2010 年からはキャ
メロン政権になったが、現政権になってから政策に変
化があった。

現政権は、それまであった各種支援策、「ニューディ
ール」、「エンプロイメントゾーン」、「フレキシブル・
ニューディール」などを新たな「ワーク・プログラム」
と呼ばれる雇用支援策に統合している。ワーク・プロ
グラムは、一定期間を超えて失業状態にある若年者を
含む求職者手当受給者や就業困難者向け給付制度の受
給者を対象として、2011 年に導入されたものである。
窓口はジョブセンター・プラス（公共職業安定所）で
あるが、プログラムの実施は民間事業者や非営利団体
に委託されている（詳細についてはWorks University 
労働政策講義 2015 11 公共職業安定所を参照）。

加えて、イギリスでは失業対策の一環として、若年
向けの就業支援や職業訓練支援を行っている。

代表的な施策の一つは 2012 年 4 月からスタートし
た「ユース・コントラクト（Youth Contract）」であ
る。これは、若年失業者に対して養成訓練や就業体験
の場を提供するのと同時に、ワーク・プログラムやジ
ョブセンター・プラス、産業別ワーク・アカデミーに
おいてサポートを行うというものである。ワーク・プ
ログラムを通して 18 ～ 24 歳の若年失業者を 26 週間
以上雇用した企業に対して、最高 2,275 ポンドの賃金
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の基礎能力を向上させ、職業に就かせている。ジョブ・
コアが 50 年以上にわたって続いているのも、それだ
けの実績があるからである。ただ、卒業者の 10 年後
の状況などを追跡調査した報告はほとんどなく、ジョ
ブ・コアの長期的な影響力についての検証を行うこと
が今後の課題であろう（Mathematica 2006）。

アメリカでは 1994 年に「学校から職業への移行法」
（School to Work Opportunities Act of 1994）が成
立し、高校の出席率をあげ、中退を食い止めるプログ
ラムや授業を活性化するプログラムを導入し、各州に
プログラム実施のための助成金を交付したが、同法は
2001 年 10 月までの時限立法で、延長されることもな
かったため、期限が終了した時点で、プログラムを継
続するか否かは各州と各学校の判断に委ねられた。同
法が失効した後、同様の法律が制定されることはなく、
アメリカでの若年者向けの雇用支援策は今世紀に入っ
て縮小したといわざるを得ない。2009 年制定のアメ
リカ回復・再投資法（The American Recovery and 
Reinvestment Act of 2009）は教育への投資もその
内容に含んでいるが、主な目的はあくまでも景気刺激
であり、別名「刺激策」（Stimulus Package）といわ
れている。「学校から職業への移行法」のような若年者
をターゲットにした雇用支援策の復活を望む声もある
が、現在のところ、そのような法律が再導入される様
子はない。

その他の若年者向けの政策には、「労働力投資法
（WIA）若年者向けプログラム」「登録養成訓練制度」
「ユースビルド」「ユースキャリアコネクト」「サマージ
ョブズ+」などがある。

労働力投資法（WIA）若年者向けプログラムは、14
～ 21 歳の低所得の学生および高校中退者を対象とし
た学位取得支援および就業支援で、アメリカンジョブ
センターを通して支援を提供する。細かい受給要件は
地域によって異なるが、労働力投資法によって、予算
の 30%以上を学校中退者の支援に充てることが義務
付けられている。

なく、⑥違法ドラッグを使用していない者。なお、未
成年者の場合は親または後見人の同意が必要で、要扶
養の子を持つ場合は育児計画を立てている必要がある

（詳細はJob Corps 2015）。
ジョブ・コアは自動車整備、機械修理、建設業、金

融業、医療、サービス業、IT、製造業などを含む 100
種の業種・職種の職業訓練を提供するが、入学から卒
業までは次のような手順である。
① 入学カウンセラーが各生徒と入学時期について検

討する（数日～数週間）。
② プログラムが始まると、スタッフが各生徒にあった

個別のキャリア開発プランを立てる（2 ～ 3 週間）。
③ 各生徒がそれぞれの目標に向かってキャリア技術

トレーニングを開始する。それぞれのペースでトレ
ーニングは進む（1 ～ 2 年）。

④ 卒業が近くなった時点で、スタッフが履歴書の書き
方や面接のアドバイスを行う。キャリア移行カウン
セラーが卒業後も各生徒をサポートする（最高 21
カ月）（Job Corps HP　http://www.jobcorps.
gov/Libraries/pdf/parents_guide.sflb）。

ジョブ・コアでは高校卒業資格や一般教育修了資格
（GED）を得る機会も提供する。すでに高校を卒業し
ている者については地元の大学と提携して、大学入学
準備の支援をする。

ジョブ・コアの 2013 年度（2013 年 7 月 1 日～
2014年6月30日）の成果をみると、全米で4万5,047
名の生徒が参加し、63.8%が高校卒業資格または一般
教育修了資格を得、65.9%がジョブ・コアでのキャリ
ア・トレーニングを修了している。卒業者の就職率は
82.3%である。また、卒業 6 カ月後にも職に就いてい
る人の割合は 72.8%、1 年後の割合は 72.0%となって
いる（Job Corps 2014）。

ジョブ・コアに対する評価は総じて高い。高校を卒
業しておらず、識字力や数学技能の低い若者に対して
教育と職業訓練を住み込みで提供することで、参加者

http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/parents_guide.sflb
http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/parents_guide.sflb
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the Gap: New Opportunities for 16-18 year olds not in 
Education, Employment or Training, 1999. 

リクルート 2014（1）　リクルートワークス研究所「英国の労働政策と
人材ビジネス 2014」Works Report 2014 （2014年） 
http://www.works-i.com/pdf/g_000028.pdf

Job Corps 2015　U.S. Department of Labor Office of Job 
Corps, “Policy and Requirements Handbook,” Apr. 17, 2015.  
http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/prh.sflb

Job Corps 2014  U.S. Department of Labor Office of Job Corps, 
“Outcome Measurement System Center Report Card （OMS-10）,” 
2014.
http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/oms10_py2013.sflb

Mathematica 2006  Mathematica Policy Research, Inc., 
“National Job Corps Study and Longer-Term Follow-Up Study: 
Impact and Benefit-Cost Findings Using Survey and Summary 
Earnings Records Data （Final Report）,” 2006.
http://wdr.doleta.gov/research/FullText_Documents/National% 
20Job%20Corps%20Study%20and%20Longer%20Term%20
Follow-Up%20Study%20-%20Final%20Report.pdf

リクルート 2014（2）　リクルートワークス研究所「米国の労働政策と
人材ビジネス 2014」Works Report 2014（2014年） 
http://www.works-i.com/pdf/g_000029.pdf

＜その他の参考資料＞
独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国の若者就業支援政策の展
開―ドイツとアメリカを中心に―」労働政策研究報告書No.1（2004年） 
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2004/documents/001.pdf

登録養成訓練制度は、1937 年全国養成訓練制度法
（National apprenticeship Act of 1937）にもとづく
OJTと学科講習を組み合わせた熟練工を養成する職
業訓練制度である。対象年齢は 16 歳以上だが、危険
職種では 18 歳以上（上限なし）となっている。

ユースビルドは、16 ～ 24 歳の高校中退者を主な対
象とする職業訓練制度で、半年から 2 年間、オルタナ
ティブスクールで学業指導と実習ベースの職業訓練を
交互に受け、長期キャリア形成に必要な技能を習得し
ながら、同時にGEDの取得を目指すというものであ
る。若者に就業支援や訓練を提供すると同時に、地域
における低所得者への住宅供給や犯罪防止を図るほか、
若者のリーダーシップ能力の開発や地域貢献活動に対
する意識向上にも力を入れている。

ユースキャリアコネクトは、2013 年にオバマ大統
領が一般教書演説の中で提案した高校教育改革の一環
として始まった制度で、その目的は現実社会に即した
学習を与えることで、高校卒業と、業界で認定されて
いるクレデンシャル取得の両方をサポートする。科学、
テクノロジー、エンジニアリング、数学といったH-1B
ビザの発給が多い成長分野における職業教育とアカデ
ミック教育を組み合わせた厳しいカリキュラムを設計
し、エンプロイアビリティの向上に取り組む高校と企
業のパートナーシップを助成する。

サマージョブズ+は、16 ～ 24 歳の低所得の若年者
に就業体験の機会を提供する夏季雇用促進施策である。
大企業や公共機関と連携し、最大 18 万人にフルタイ
ムおよびパートタイムの雇用、インターンシップ、ジ
ョブシャドウイング、メンタリング、ソフトスキル開
発、キャリア探求といった機会を与えることで、高校
卒業や大学進学のモチベーションを高め、将来的に正
社員雇用につなげることを目的とするオバマ大統領主
導の官民連携施策である（リクルート 2014（2））。

http://www.works-i.com/pdf/g_000028.pdf
http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/prh.sflb
http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/oms10_py2013.sflb
http://wdr.doleta.gov/research/FullText_Documents/National%20Job%20Corps%20Study%20and%20Longer%20Term%20Follow-Up%20Study%20-%20Final%20Report.pdf
http://wdr.doleta.gov/research/FullText_Documents/National%20Job%20Corps%20Study%20and%20Longer%20Term%20Follow-Up%20Study%20-%20Final%20Report.pdf
http://wdr.doleta.gov/research/FullText_Documents/National%20Job%20Corps%20Study%20and%20Longer%20Term%20Follow-Up%20Study%20-%20Final%20Report.pdf
http://www.works-i.com/pdf/g_000029.pdf
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2004/documents/001.pdf


16.若年就業支援禁転載

11［2015.05.14］

労働政策講義 2015

アも利用している。日本の場合、欧米と比較すると、公
的部門のソーシャルメディアの活用が遅れているよう
に思われる。フェイスブックやLINEアカウントを開
設しているハローワークもあるが、認知度、利用度、充
実度がいずれも高いとはいえない。利用者のニーズに
見合ったサービスを長期的かつ臨機応変に提供してい
くことも課題の一つであろう。

＜参考資料＞
JILPT 2014　独立行政法人労働政策研究・研修機構「若年者雇用支援施
策の現状と更なる発展に向けての課題」JILPT 調査シリーズ No.131
（2014年） 
http://www.jil.go.jp/institute/research/2014/documents/0131.
pdf

労働政策審議会 2015　労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問
題部会「若年の雇用対策の充実について（案）」（2015年） 
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutou 
katsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000071845.pdf

3.今後の課題 

若年者を取り巻く雇用環境が依然として厳しいこと
は、失業率や就職内定率をみてもあきらかであるが、若
年者をターゲットとした雇用支援策は 2000 年代後半
以降、若干変化しつつあり、なかには効率性の観点か
ら廃止された施策もある。

労働政策研究・研修機構が 2014 年 11 月に公表し
た「若年者雇用支援施策の現状と更なる発展に向けて
の課題」では、ハローワーク求人企業に対して実施し
た、「若年者雇用支援施策の利用状況等に関する調査」
にもとづき、雇用支援施策を利用して採用された若年
者の雇用管理実態を中心に取りまとめているが、学歴
の点で不利な立場にある若年者や在学中に専門的な知
識・技能を学ぶ機会がなかった若年者に学び直しの機
会を提供すると同時に、その習得した知識・技能が正
当に評価される社会的な仕組みを作り出す必要があり、
また、企業内教育を期待できない仕事に就いた若者が、
自らの能力開発のために活用できる社会的インフラを
より一層整備していくべきであると報告している

（JILPT 2014）。
政府は 2010 年以降、新卒者雇用に関する緊急対策

を行うとともに、2014 年からは労働政策審議会にお
いて若年者雇用対策について議論を重ねてきた。同審
議会は 2015 年 1 月に「若者の雇用対策の充実につい
て（案）」をとりまとめ、そのなかで新卒者への就職支
援の充実、中途退学者・未就職卒業者への対応、非正
規雇用で働く若者に対する支援、企業における若者の
活躍促進に向けた取組みへの支援などを提案している

（労働政策審議会 2015）。これを基軸として、先に紹
介した「青少年の雇用の促進等に関する法律」案が
2015 年 3 月に国会に提出された。

大々的な雇用対策を打ち出すのも重要であるが、効
率的で効果的な就業支援を行うためには、利用者の現
実的なニーズを考慮する必要がある。若年者の多くは
コンピューター技術に長け、また、ソーシャルメディ

http://www.jil.go.jp/institute/research/2014/documents/0131.pdf
http://www.jil.go.jp/institute/research/2014/documents/0131.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000071845.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000071845.pdf


16.若年就業支援禁転載

12［2015.05.14］

労働政策講義 2015

No. 資料名 出   所

1
若年無業者の推移、15～ 34歳人口に占める若年無業
者の割合、フリーター数の推移、当該年齢階級人口に
占めるフリーターの割合

内閣府「平成 26年版子ども・若者白書（全体版）（第 2節若年無業者、フリーター、
引きこもり）」（2014年）
http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h26honpen/b1_04_02.html

2 完全失業率の推移、若年層の完全失業率の推移
総務省「労働力調査（基本集計）」平成 26年（2014年）平均（速報）結果（2015
年）
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/

3 フリーター常用就職支援事業
厚生労働省「『ハローワークによるフリーター常用就職支援事業』の推進について」
（2005年）
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/05/dl/h0509-2a.pdf

4 アメリカのジョブ・コアに関する資料
U.S. DOL Office of Job Corps, “Policy and Requirements Handbook,” Feb. 23, 2015.

http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/prh.sflb

5 アメリカのジョブ・コアの成果
U.S. DOL Office of Job Corps, “Outcome Measurements System Center Report Card 
（OMS-10）,” 2014.

http://www.jobcorps.gov/Libraries/pdf/oms10_py2013.sflb

6 大学等卒業予定者の就職（内定）率の推移
厚生労働省「平成 26年度『大学等卒業予定者の就職内定状況調査』」（2015年）
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11652000-Shokugyouanteikyokuha
kenyukiroudoutaisakubu-Jakunenshakoyoutaisakushitsu/0000077818.pdf
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