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(要旨) 
 

○国の若年者雇用対策は、雇用機会の確保と職業能力開発という２つの政策目的に大枠で沿っており、

個々の施策でも人材確保や従業員の教育訓練について事業主を支援するものが多く展開されている。 

○若年者の完全失業率がピークに達した 2003 年に国は、基本計画「若者自立・挑戦プラン」を策定し、

対策強化に乗り出した。05、06 年の「フリーター25 万人常用雇用化プラン」には各年度約 300 億円

の予算が投入され、05 年度 23.2 万人、06 年度には 35.1 万人のフリーターが常用雇用化した。 

○若年者の雇用機会の確保に係る施策には、ジョブカフェによる就職支援、トライアル雇用などがある。

ジョブカフェは若年者へのカウンセリングや情報提供を行う施設だが、企業を会員化して、セミナー

や合同企業説明会を実施しているところもある。トライアル雇用はハローワークから紹介された労働

者を試用雇用することにより、適性等を見極めたうえで常用雇用に移行できる制度だ。 

○若年者の職業能力開発に係る施策には、日本版デュアルシステム、実践型人材養成システムなどがあ

る。いずれも企業の実習と教育訓練機関による座学を組み合わせた制度で、普及に向けた取り組みが

強化されている。また、新設予定のジョブ･カード制度は、日本企業の強みであるＯＪＴを外部と共

有化しつつ、同時に労働者の様々な職業能力を統合して証明するものだ。 

○限りある人的資源を有効活用するには、フリーターの常用雇用化等を通じ若年者の職業能力開発を継

続することが重要だ。労働需要が拡大している今こそ、官民一体となった「積極的雇用政策」の一層

の推進が求められる。事業主にとっても、職業能力開発プログラム等の施策に積極的に参加していく

ことが、良質な人材の安定的な確保に資することになると思われる。 

 

 
１．はじめに 
今回は、国の若年者雇用対策を解説する。 

前月号でも紹介した通り、先の国会で雇用対

策法が改正され、若年者雇用に係る事業主の努

力義務が規定された。事業主の対応指針は別途

示される予定だが、採用基準の明確化、通年採

用の導入、人物本位での採用、有期雇用から正

社員への登用、職業能力開発の推進等が盛り込

まれる見込みである。 

これらをみると、若年者の雇用機会の確保と

職業能力開発という２つの政策目的が根底にあ

って、その目的への具体的対応を国が事業主に

求めるものと解することができる。 

国の若年者雇用対策も、大枠としてこの２つの

政策目的に沿っており、個々の施策をみても、

人材確保や従業員の教育訓練について事業主を

支援するものが多く展開されている。 

本稿では、若年者雇用対策の基本計画の経過

をみた後に、この２つの目的が施策としてどう

具現化されているのかを解説する。その際には、

事業主が留意しておくべき事項や、活用可能な

施策についても言及したい。 

なお、フリーターを含めた非正規雇用者の処

遇に係る法改正については、来月号以降で別途

解説する予定である。 
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資料１ 国による若年者雇用関連の主要施策 

概　要 2006年度 実績（速報値）
07年度
予算案

　「フリーター25万人常用雇用化プラン」 　約35.1万人の常用雇用化 218億円

　ジョブカフェにおける就職支援 　カウンセリング、職業紹介等の就職関連サービスをワンストップで提供 　就職者数：約5.0万人 26.3億円

　就職者数：約3.4万人
　常用雇用移行率：79.6％

　フリーター常用就職支援事業 　ハローワークにおけるフリーター常用就職サポーターによる就職支援 　就職者数：約24.8万人 6.3億円

　ヤングワークプラザにおけるフリーター就職支援 　全国５ヵ所での若年失業者、フリーター等への個別就職支援 　就職者数：0.6万人 4.0億円

　ジョブクラブ方式による就職支援 　セミナー、経験交流、グループワーク等の実施による常用就職支援 　（07年度新規施策） 1.2億円

　年長フリーター自立能力開発システムの整備 　年長フリーターのための企業実習先行型の職業訓練システム等の開発 　（07年度新規施策） 19.7億円

　経済団体等と連携して、セミナー等により相互理解を促進 　モデル事業実施 17.9億円

　若年層の職業意識の啓発や相互交流の場を提供 　利用者数：約13万人 7.5億円

　地域若者サポートステーションにおける自立支援 　ニート等に対するメンタル面のサポート等を行う地域の自立支援施設 　のべ来所者数：約3.5万人 9.6億円

　修了者数：1,021人
　就労者数：567人

　企業実習と訓練機関の座学を連結させた教育訓練プログラム 　（07年度にモデル事業） 3.7億円

　実習と座学による訓練プログラム実施と履修証明等を記載したカード交付 　（08年度予算化を検討中） 　　　　－　職業能力形成システム（ジョブ･カード制度）

　若者自立塾事業 　合宿形式による生活訓練・労働体験等を実施 10.1億円

60.0億円

　日本版デュアルシステム 　企業実習と訓練機関の座学を連結させた教育訓練プログラム 73.9億円

　若者と中小企業とのネットワーク構築事業

　受講者数：2.7万人

　実践型人材養成システム

施　策

　ヤングジョブスポットにおける就職支援

　トライアル雇用 　企業における３ヵ月間の試行雇用を通じ、常用雇用への移行を促進

（出所）厚生労働省「平成 19 年度厚生労働省予算案の主要事項」、多様な機会のある社会推進会議「再チャレンジ支援総合プラン行

動計画の進捗状況」等より第一生命経済研究所作成 

２．若年者雇用対策に係る基本計画の経過 

まず、若年者雇用対策に係る国の基本計画の

経過をみてみよう。若年者の完全失業率がピー

クに達した 2003 年に国は、文部科学省、厚生労

働省、経済産業省、内閣府の連携による基本計

画「若者自立・挑戦プラン」を策定し、対策強

化に乗り出した。このプランでは、①教育段階

から職場定着に至るキャリア形成･就職支援、②

若年労働市場の整備、③若年者の能力の向上、

就業選択肢の拡大、④若年者の就業機会創出の

４項目に係る施策、具体的には後述のジョブカ

フェや日本版デュアルシステム等が実施に移さ

れた。 

さらに 05 年には、２ヵ年計画である「若者の

自立・挑戦のためのアクションプラン」が策定

され、各年度 750 億円超の予算が組まれた。 

同アクションプランの６つの柱の１つである

「フリーター25 万人常用雇用化プラン」は、若

年者を対象とした就職支援・教育訓練サービス

を国が提供することにより、フリーター25 万人

の常用雇用化を目指したものだ。これには各年

度約 300 億円の予算が投入され、05 年度 23.2 万

人、06 年度には 35.1 万人のフリーターの常用雇

用化を達成している。景気回復と時期が重なっ

たため、その評価には留保が必要だが、個別の

施策については一定の成果を上げたと評されて

いる。 

「フリーター25 万人常用雇用化プラン」は、

06 年 12 月に策定された「再チャレンジ支援総合

プラン」の下で現在も継続中だ（資料１）。07

年度には総額 218 億円の予算が計上され、新た

な施策も実施される予定である。 

この他、07 年２月に国は「成長力底上げ戦略

（基本構想）」を策定し、労働者の雇用機会の

確保と職業能力開発をさらに推進すべく、「ジ

ョブ･カード制度」（後述）の創設を打ち出して

いる（注１）。 

以上のように、特に 03 年以降、国は積極的に

若年者雇用対策を進めていることが分かる。そ

こで次に、その具体的な施策について、雇用機

会の確保と職業能力開発という２つの目的に分

けて解説する。 

 
（注１）この制度は、フリーターのみではなく、子育

て終了後の女性、母子家庭の母親等の就職困難者

や新卒者もその対象に想定している。 
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３．若年者の雇用機会の確保 

（１）ジョブカフェ等の就職支援施設 

若年者を対象とした職業紹介や情報提供･相

談事業を展開する公的施設として、就職支援全

般を取り扱うジョブカフェ、若年者向けハロー

ワークであるヤングワークプラザ、職業意識の

啓発や相互交流の場を提供するヤングジョブス

ポットなどがある。 

いずれも若年者の就職を支援するものだが、

機能的な重複が生じている部分があり、求人求

職いずれの利用者からみても、やや分かりづら

い状況にある。利便性の向上や効率的な予算執

行のため、今後、機能整理・施設統合が進めら

れるだろう。すでに 07 年３月には、全国展開さ

れていたヤングジョブスポットが東京と大阪を

除きすべて閉鎖され、同施設が実施していたジ

ョブクラブ事業（グループワーク等による就職

支援）は、ジョブカフェやヤングワークプラザ

に移管されている。 

若年者雇用対策の中核と位置付けられるジョブ

カフェは、「若者自立・挑戦プラン」にもとづ

いて経済産業省と厚生労働省が設置した若者向

けの就職支援施設である（注２）。ここでは、

専門相談員によるカウンセリングや情報提供等

を行っている（資料２）。 

運営主体は都道府県であり、設置場所や運営

方法は自治体によって違いがある。情報提供か

ら職業紹介までのワンストップサービスセンタ

ーという位置付けで、企業を会員化して、セミ

ナーや合同企業説明会を実施しているところも

ある。事業主としては、若年人材確保の場とし

て利用する価値がある施設である。 

ただ、ジョブカフェ自体が無料職業紹介事業

の許可を得ているケースは少数で、職業紹介に

ついてはハローワークに依拠するところが多い。 

そのハローワークも、同様に若年者向け就職

支援事業を行っている。資料１にある「フリー

ター常用就職支援事業」は、全国のハローワー

クに専用窓口を設け、専任担当者（フリーター

常用就職サポーター）を配置、相談事業、職業

紹介等を行うものだ。ジョブカフェとの機能的

な棲み分けは不明瞭だが、ジョブカフェをハロ

ーワークと併設するなど、両者が連携するケー

スが多くなっている。 

ところで、ハローワークが行っている無料職

業紹介事業については、官民競争入札である市

場化テストが導入されることとなり、民間に開

放される可能性が出てきている（注３）。 

市場化テストの趣旨は、官民が同じ土俵で競

争することで、より良質・低廉なサービスを提

供することだが、留意すべきは、競争の結果、

事業として収益性が低い長期失業者や生活保護

者等の就職困難者への支援が手薄とならない仕

組みにすることである。国民の生活に直結する

ような公共サービスを民間開放する場合は特に、

いわゆるクリームスキミング（注４）を防ぐ制

資料２ ジョブカフェの概要 
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（出所）経済産業省「ジョブカフェモデル事業の成果と今後の展開」（2006 年３月）等より第一生命経済研究所作成 

第一生命経済研レポート 2007.8 



第一生命経済研レポート 2007.8 

度とすることが望ましい。職業紹介施設を利用

する事業主にも、就職困難者に採用の門戸を広

げるなど、この点について理解と協力が求めら

れるところである。 

 

（２）若者と中小企業のネットワーク構築事業 

事業主と求職者の双方にとって、求人求職の

マッチングは重要な課題である。最近では、ジ

ョブカフェが求人開拓を積極的に行ったり、経

営者団体との連携を図るなど、関連の取り組み

が強化されている。 

経済産業省が 06 年度から開始した「若者と中小

企業のネットワーク構築事業」も、マッチング

の改善を図る施策の１つだ。この事業は、セミ

ナーやインターンシップ等を通じて若年者と中

小企業の相互理解を促進するというもので、昨

年度は全国で 38 のモデル事業が実施された。 

今後も、経営者団体や商工会議所とジョブカ

フェが主体となって展開されるケースが増える

と予想される。若年者の人材確保に苦戦してい

る中小企業には、積極的な利用を勧めたい。 

 

（３）トライアル雇用制度 

トライアル雇用は、若年者等のハローワークか

ら紹介された労働者を最大３ヵ月間試用雇用す

ることにより、その適性等を見極めた上で、常

用雇用に移行できる制度である。 

事業主は、トライアル雇用期間中、対象労働

者１人につき月額４万円の「試用雇用奨励金」

を受給することができる。対象となる労働者は、

35 歳未満の若年者の他、45 歳以上 65 歳未満の

中高年者、母子家庭の母親（生活保護受給者）、

障害者等となっている。 

また、この制度を活用した場合、その他の奨

励金も受給可能だ。「雇用支援制度導入奨励

金」は、就業規則の変更等の雇用環境の改善を

行って常用雇用に移行した場合に、「若年者雇

用促進特別奨励金」は、25～35 歳のフリーター

をトライアル雇用後に常用雇用した場合に、そ

れぞれ受給できる（注５）。 

なお、トライアル雇用期間終了後の本採用は

労使合意が前提で、事業主にそれを義務付ける

ものではないが、06 年度の就職者数は約 3.4 万

人、常用雇用移行率は 79.6％に及んでいる。 

 
（注２）ジョブカフェは現在、全国 46 都道府県 95 ヵ

所に設置されている。詳細は、厚生労働省サイト

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunen

sha-jobcafe.html）、ジョブカフェサポートセン

ターのサイト（http://www.jobcafe-sc.jp/）を

参照。 

（注３）市場化テストとは、公共サービス改革法にも

とづき、政府が独占して実施してきた公共サービ

スを対象として、その運営主体を官民による競争

入札で決定、政府が業務を委託する仕組みをいう。 

（注４）クリームスキミングとは、公共サービスにつ

いて、規制緩和によって参入した民間事業者が、

収益性の高いところにサービスを集中させるこ

とをいう。この結果、サービスを必要とする人の

中に、それを受けられない人が生じるという問題

が起こる可能性がある。 

（注５）「雇用支援制度導入奨励金」は 1事業主 1回

あたり 30 万円、「若年者雇用促進特別奨励金」

（09 年度末までの暫定措置）は、対象者が 25 歳

以上 30 歳未満の場合１人１回 10 万円、30 歳以

上 35 歳未満の場合１人１回 15 万円、半年経過ご

とに最大２回支給される。 

 

４．若年者の職業能力開発 

次に、若年者の職業能力開発に係る施策をみ

てみよう。 

我が国の場合、労働者の職業能力開発は企業

内教育、特にＯＪＴに負うところが大きく、対

象も正社員に限られる場合が多い。したがって、

フリーター等の非正規雇用者の職業能力は向上

しにくく、その結果、常用雇用に転じることが

さらに難しくなるという構造的な問題を抱える。 

そこで国は、若年者雇用対策の一環として、

企業における実習と教育訓練機関による座学を

組み合わせた職業能力開発プログラムを構築し、

近年その普及に取り組んでいる。 

 

（１）日本版デュアルシステム 

「日本版デュアルシステム」は、若年者を対象

とした職業能力開発プログラムであり、04 年度

から全国で実施されている（注６）。具体的に

は、企業における実習訓練と、公共職業訓練施

設等の教育訓練機関における座学を並行して実

施し、修了時に能力評価を行うという仕組みで

ある。 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha-jobcafe.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha-jobcafe.html
http://www.jobcafe-sc.jp/


この制度は、実施主体によって、教育訓練機

関主導型と企業主導型に分けられる。前者は、

教育訓練機関が若年者を訓練生として受け入れ

ると共に、実習先企業と共同で訓練計画を立案、

実習部分を企業に委託する形態であり、後者は、

企業が若年者を有期パート等で雇用して実習を

自社で実施し、座学を教育訓練機関に委託する

形態である。ただし、導入実績があるのは、教

育訓練機関主導型のみである。 

同制度の受講者は 06 年度で 2.7 万人であり、

全員が常用雇用ではないものの、就職率は例年

約７割となっている。 

事業主からみると、即戦力を育成しつつ実習

を通じた人材の見極めができること、座学を外

部の教育訓練機関で実施するため、育成負担を

軽減できるなどのメリットがある。だが一方で、

教育訓練機関主導型では、事業主が主体的に活

用することができない等のデメリットも指摘さ

れている。 

 

（２）実践型人材養成システム 

「実践型人材養成システム」は、「日本版デ

ュアルシステム」とは別の新たな実習併用型職

業能力開発プログラムとして導入され、07 年度

にモデル事業がスタートした。 

これは、「日本版デュアルシステム」の企業

主導型を分離、再編したものといえる。企業主

導型では事業主の費用負担が問題点として指摘

されていたが、この制度の場合、座学の費用を

訓練生負担にすることが可能となっている。07

年４月からは、同システムを実施する事業主に

ついては、「キャリア形成促進助成金（訓練等

支援給付金）」も受給可能となった（注７）。 

 

（３）ジョブ･カード制度 

「成長力底上げ戦略（基本構想）」で打ち出

された「職業能力形成システム」は、労働者の

職業能力開発と雇用機会の確保を同時に促進す

る施策といえる（資料３）。 

通称「ジョブ・カード制度」といわれるこの制

度は、イギリスのＮＶＱ（注８）を参考に構想

されたもので、協力企業が提供する実習と座学

を組み合わせた職業訓練プログラムを履修した

者に、その実績をカードに記載して交付する制

度だ。労働者は、このカードを提示することに

よって、自己の職業能力を証明する。 

このプログラムで提供される職業訓練と「日

本版デュアルシステム」「実践型人材養成シス

テム」との関連は現在のところ不明だが、この

他にも、大学・専門学校等を活用した「実践型

教育システム」というプログラムも構想されて

おり、いずれ制度の整理・統合が検討課題にな

るだろう。 

「成長力底上げ戦略（基本構想）」が明らか

となってから、ジョブ･カードは職歴を記載した

履歴書と大差ないのではないかとの疑問も呈さ

れたようだが、この制度の特長は、日本企業の

強みであるＯＪＴを外部と共有化しつつ、同時

資料３ 職業能力形成システム（通称「ジョブ・カード制度」）の概要 

 

職業能力形成プログラム ジョブ・カードの交付
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＜記載内容＞
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（出所）成長力底上げ戦略円卓会議「ジョブ・カード構想委員会資料」（2007 年５月）等より第一生命経済研究所作成 
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に労働者の様々な職業能力を統合して証明する

点にある。上記の職業訓練プログラムの他、厚

生労働省策定の職業能力評価制度等(注９)との

連動など、より客観的に評価する仕組みも検討

されている。 

この制度を真に実効性あるものとするために

は、企業に受け入れられるような基準や仕組み

を構築することが必須だが、それに加え、実際

の訓練と評価、採用を繰り返すことにより、ジ

ョブ･カードの記載情報に対する客観性・信頼性

を高めることが重要だ。そのためには何より、

実習を提供し、労働者を評価・採用する事業主

の協力が不可欠だといえる。 

 

若年者雇用は、デフレ不況下で「就職氷河期」

といわれるほど厳しい状況が続き、大きな社会

問題となった。不安定な雇用形態の代表とされ

るフリーターは 03 年に 217 万人に達し、若年低

所得層の増加・固定化が懸念された。 

その後、景気回復によって雇用環境は好転、

一時10％超まで上昇した15～24歳の完全失業率

は 07 年５月に 7.3％まで低下し、フリーターの

人数もピークから 30 万人減少した。新卒者の就

職状況をみても、企業の正社員需要の増加で売

り手市場に転じ、新たなフリーターが生じる可

能性は減じつつある。 

だが、労働力不足時代を迎える我が国にとっ

て、若年者の雇用は依然重要な課題である。減

少に転じたとはいえ、いまだフリーターは 187

万人、うち 25～34 歳の年長フリーターは 90 万

人以上いる（注 10）。 

限りある人的資源を有効活用するという観点

からは、フリーターの常用雇用化等を通じて若

年者の職業能力開発を継続し、雇用のミスマッ

チを改善しなければならない。雇用環境が好転

したからといって対策の手を緩めるのではなく、

労働需要が拡大している今こそ、官民一体とな

った「積極的雇用政策」の一層の推進が求めら

れる（注 11）。事業主にとっても、職業能力開

発プログラム等の施策に積極的に参加すること

が、良質な人材の安定的な確保に資することに

なると思われる。 

次回は、女性の就労に関連する法整備と雇用

政策を解説する。 

 
（注６）ドイツのデュアルシステムを参考に導入され

た制度だが、ドイツのそれは、職人育成のための

マイスター制度の流れを受ける技術者養成制度

であり、若年失業者やフリーターの雇用対策とし

て導入されたものではない。 

（注７）ＯＪＴについては訓練生１人１時間あたり

600 円、ＯＦＦ－ＪＴについては社外訓練費用や

訓練期間中の賃金等の４分の１（中小企業は３分

の１）を受給できる。 

（注８）ＮＶＱ（National Vocation Qualification）

制度は、職業訓練とその評価・公証がワンパッケ

ージとなったもので、試験方式ではなく、職業訓

練のプロセス・成果を評価する仕組みである点が

特徴である。現在対象職種は約 800 に及び、400

万人以上が認定を受けている。 

（注９）厚生労働省が策定した職業能力評価制度には、

若年者の就職基礎能力の習得を証明する「ＹＥＳ

－プログラム（若年者就職基礎能力支援事業）」、

技能習得を公証する国家検定制度である「技能検

定制度」、ホワイトカラーの職業能力を証明する

「ビジネス･キャリア検定制度」、業種別、職種･

職務別に必要とされる能力の評価基準である「職

業能力評価基準」などがある。 

（注 10）国は、2010 年までにフリーター数をピーク

時の８割、約 174 万人とすることを目標にしてい

る（多様な機会のある社会推進会議「再チャレン

ジ支援総合プラン」（2006 年 12 月））。 

（注 11）「積極的雇用政策」とは、就職支援、職業紹

介、職業能力開発など能動的に雇用を増やす政策

の総称で、失業給付など所得保障を中心とした

「消極的雇用政策」と対比される。ＯＥＣＤやＥ

Ｕが奨励し、90 年代の欧州で広く実施された。

労働需要の拡大期には雇用増に効果を及ぼすが、

労働需要が縮小する局面では、雇用機会が限られ

るので効果は限定的だとの指摘もある。 

 
（続く） 

 
さいとう かつひこ（主任研究員） 


