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１、はじめに 

 現在日本においてさまざまな形で雇用の不安定化が起きており、それに伴って生活経

済の困難、失業者、ニート・フリーターへの保護・支援における金額の増大に財政破綻

を招こうとさえしている。 

 フリーター・ニート人口は増加傾向にある。（【グラフ 1.2】参照）まずフリーターとは、

正社員として働くことをせず、アルバイトで生計を立てている人を差すが、その賃金は

正社員のそれより下回り、生涯得られる賃金にすると正社員は 2 億円から 3 億円だが、

フリーターでは 6000 万円から 1 億円と言われている。将来的に賃金が上昇することが

少ないため生活が安定しにくく、家庭をもつことが難しいという問題点もある。（【グラ

フ 3】参照）そしてここ数年で注目されてきたニートという存在がある。ニートは、無

業で通学も家事もせず求職活動もしていない 15～34 歳の若者と定義されている。（内閣

府定義）収入がある、ないという違いはあるにせよ、両者には共通した問題がある。そ

れは手に職を持つことがなく、経験・キャリアを積むことや技術を習得することがない

という点である。また経済的損失は税収が 1.2 兆円減少、フリーター・ニートの少ない

可処分所得により消費額が 8.8 兆円減少、貯蓄額 3.5 兆円減少という事実もある。（2006.
橘木）年金保険料未納者が増えることで年金財政の破綻の恐れなど、様々な問題がある。 

こういった問題があるため、日本では様々な支援策や解決策が行われている。フリー

ターやニートの増加は、若者の雇用の不安定という面もあるが、ここでは若者の社会的

自立の遅れという面に焦点を当てていく。 

労働政策研究所・研修機構が行った調査ではフリーターを、①モラトリアム型（正社

員のステップまでの一時的なあり方としてフリーターを選んだタイプ）、②夢追求型（やりた

いことがあるが正社員の仕事とは結びつかないために、アルバイトを選ぶタイプ）、③やむを

得ず型（本人の希望とは裏腹に周囲の事情でフリーターになったタイプ）という分類で分け

ている。（2003．小杉） 



ニートのタイプも①情報力必要型（就労についてのきめ細やかな情報提供を必要とする

層）、②社会力必要型（就労以前に、人間関係が苦手で社会に出てもすぐ挫折しそうな層）、

③人間力必要型（生きていくこと自体にあまり喜びを感じられない層）に分けられる。（2005.

二上）  

そこで、それぞれのタイプによって必要な支援策・解決策があるかどうか、日本では

職業訓練制度や教育訓練給付金、地域ごとで行われている様々な取り組みがあるが、果

たしてそれらがどの程度の効果をあげているのかを調べていく。まだフォローできてい

ない層があれば解決策を考え、また諸外国で導入されているフリーター・ニート支援制

度で日本に応用できるものがないか検討していく。 

 

 

【グラフ 1】フリーター人口 

  

【グラフ 2】ニート人口 
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【グラフ 3】若年社員とフリーターの年収 

若年正社員とフリーターの年収
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(出所)労働政策研究・研修機構「労働者の働く意欲と雇用管理のあり方に関する調査」(2005 年) 

 

【グラフ 4】年齢階級別フリーターの推移 
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 （出所）1982 年、87 年、92 年、97年については「平成17 年版 労働経済の分析」より転

記。 

2002 年以降については、総務省統計局「労働力調査（詳細集計） 

（注）1）1982年、87年、92年、97年については、フリーターを、年齢は15 ～ 34歳と限定し、①現在就

業している者については勤め先における呼称が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、男性につ

いては継続就業年数が1～5年未満の者、女性については未婚で仕事を主にしている者とし、②現在無業の

者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事希望する者と定義し、集計している。 

2）2002 年以降については、フリーターを、年齢15～34歳層、卒業者に限定することで在学者を除く点を

明確化し、女性については未婚の者とし、さらに、①現在就業している者については勤め先における呼称

が「アルバイト」又は「パート」である雇用者で、②現在無業の者については家事も通学もしておらず「ア

ルバイト・パート」の仕事を希望する者と定義し、集計している。 
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【グラフ 5】 
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（出所）総務省統計局「労働力調査」 

（注）若年無業者について、年齢を 15～34 歳に限定し、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者

として集計。 

 

【グラフ 4.5】について、これから挙げる日本、諸外国の制度が年齢別の対象を決めて

いるものもあるため、日本のフリーター・ニートの年齢の分布比を先に示しておく。 

  

２、日本の支援制度とその効果と問題点 

 ここで様々な日本において行われている支援制度を挙げる。 

１）教育訓練給付制度 

 働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るこ

とを目的とする雇用保険の給付制度。 

 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者（在職者）または一般被保険者であった

人（離職者）が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し終了した場合、その受講の

ために本人が教育訓練施設に払った教育訓練経費の 20％に相当する額をハローワーク

（公共職業安定所）から支給する。ただし、その 20％に相当する額が 10 万円を超える

場合の支給額は 10 万円とし、4 千円を超えない場合は支給されない。（注 1） 

 

２）職業訓練制度 

 公共職業訓練施設の行う訓練には金属加工・自動車設備・溶接・塗装・ビル管理・経

理ビジネスなどさまざまな科目があり、受講料は無料で、ハローワークから就職先を斡

旋してもらえるなどのメリットがある。雇用保険の受給資格があるうちに公共職業訓練

を受講すると、基本手当てが訓練終了まで延長される場合がある。 

 

 上記二つの問題点は、どちらも給付金はあっても、その習得期間の生活費が支給され

ないので生活苦に陥り、途中で資格取得を諦めてしまうケースがある。また条件を満た
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す者しか給付金は受け取れないので国民全体のための支援とは言えない。職業訓練につ

いては、有料の専門学校に比べて内容が劣るので、社会に出て必ずしも即戦力となれる

わけではなく、就職に結びつきにくい点がある。 

 

３）若者自立塾 

日本のニート支援のための助成事業に、アメリカ合衆国で実施されているジョブコア

を原型にした若者自立塾というものがある。厚生労働省から委託を受け、財団法人社会

経済生産性本部が実施し、3～6 ヶ月間の中、合宿形式で集団生活を行うとともに職場

体験やワークショップを行う。参加者たちは生活訓練と職業訓練を通じて、最終的な目

標である就職を目指す。 

2003 年に、内閣府をはじめ、経済産業省、厚生労働省、文部科学省で策定された「若

者自立・挑戦プラン」を受け、この若者自立塾の計画が発表され、2005 年には日本全

国からの 20 の事業主体者が選定され、2007 年時点では 30 団体に増加している。（次ペ

ージ図参照）各事業者は 2005 年から 5 ヶ年計画で事業を推進するとした計画である。 

 自立塾が対象としているのは 1 年以上仕事や求職活動をしておらず、学校や職業訓練

に通っていない、35 歳未満の未婚の者である。入塾にかかる費用は一部が自己負担と

なっているが、その額は塾によって異なる (10～40 万円) 。低所得世帯に関しては、参

加費の減免措置がとられている。（注 2） 

 公共の職業能力開発施設は全世代を対象としているが、これは青年世代の非就職者を

対象としている点で大きく異なり、また合宿生活でコミュニケーション力をつけようと

し、資格取得が可能なプログラムが存在することは青年時代の人々のニーズに適ってい

る。 

 この若者自立塾の問題点としては、まず認知度も低く、入塾希望者そのものが少ない

ことである。そして、2006 年 3 月 1 日時点で修了者の就業率は約 48％となり、施策を

実施している NPO 法人は、ある程度の成果はあったとしながらも期間の延長など改善

を訴えている。また、読売新聞社によるアンケートでは「ニートには人とのつながりを

持つこと、社会参加が苦手なものが多い」という結果が得られている。そのためこのよ

うな施設を設置して参加させるより、職員がニート側へ出向いていくアウトリーチ形式

のほうが現実的対策であるという意見も多い。また「入所条件は過去 1 年間の職歴がな

いことであるのにもかかわらず、入所費用は、20 万円から 30 万円かかる。入所の問い合わ

せは過半数が親からで、本人が問い合わせをしてくるのは 2 割程度、入所費用も親が負担

するケースが多い。」（2006．乾）これでは、当面の住まいや生活費に困らず、通所のため

の費用を負担する余裕があり、親の協力があるニートしか救済することが出来ない。 

  



 

(出所 若者自立塾ポータルサイト http://www.jiritsu-juku.jp/ 「全国の塾実施者」2008 年) 

４）ワンストップサービスセンター 

 ワンストップセンターとは通称「ジョブカフェ」と呼ばれ、若年者への就職支援を行

う拠点として、都道府県をはじめ地域の産業界、教育界等の連携・協力のもとに運営さ

れる。平成 16～18 年での合計登録者は 206.9 万人、延べ就職者数は 11.9 万人と報告さ

れている。（注 3）都道府県ごとにジョブカフェには特有の名前がつけられており、ここ

で具体的に愛知県のジョブカフェとして、ヤング・ジョブ・あいちについて説明する。 

 ヤング・ジョブ・あいちとは、企業、学校等の幅広い連携協力のもと、愛知県が中心

となって運営する学生及び 35 歳未満の若者の就職を支援する総合施設である。職業適

性診断、職業相談、職業紹介、キャリアコンサルティング等の就業関連サービスをワン

ストップ（一度の手続き）で提供する場であり、定期的に通うことが義務づけられてい

るのではなく、様々なセミナーを自由に受講したり、相談に訪れたりといった方法で利

用されている。2006 年のヤング・ジョブ・あいちにおいてキャリアコンサルティング

の実施は 3763 件で、同県のハローワークにおけるキャリア形成相談援助 17,953 件に

比べるとまだ少ないが、各機関との連携を強めより多くの若者のキャリア開発に努めて

いこうとしている。（注 4） 
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３、外国の支援制度について 

 

      日本 イギリス フランス ドイツ アメリカ 

政策タイプ     
政策分野

広域型 

政策分野

中間型 

政策分野

広域型 

政策分野

中間型 

弱者限定

型 

社会的 社会的経済的弱者 ○ ○ ○ ○ ○ 

経済的弱者 失業者 非自発的 ○ ○ ○ ○ ○ 

    自発的 ○ ○ ○ ○   

就業前若年者     ○ ○ ○ ○   

在職者     ○ ○ ○ ○   

事業主・企業     ○   ○     

(出所)日本労働研究機構(2003) 

これは、5 カ国の就業支援制度について、政策のタイプを表にしたものである。アメ

リカは公共政策の範囲を最も狭くしており、「社会的経済的弱者」と、失業者の中でも

再就職の厳しい「非自発的失業者」に限っている。これは先ほど若年自立塾でも触れた

アメリカのジョブコアの制度も当てはまっている。 
それに対して日本やイギリスでは対象範囲が広い。日本とイギリスの違いは「事業

主・企業」が入るかどうかだが、これは職業訓練費の調達方法の違いに因っている。イ

ギリス（さらにはアメリカやドイツも）は一般財源から職業訓練費を調達しているが、日

本（フランスも）は事業主が行う社員教育の費用を、事業主から直接徴収している。フ

ランスの教育訓練賦課金、日本の雇用保険事業がこれに当たる。 
 若年者対象の就業前職業訓練政策についても上記の国では３つのタイプに分かれて

いる。第一は日本型である。①政府あるいは政府直轄公的機関が企画から実施までを包

括的に担当していること、②訓練内容は公共職業訓練施設内での Off-JT 教育が中心で

あること、③したがって訓練生の身分は職業訓練施設の学生であり、④民間が関与する

程度はきわめて低いことに日本型の特徴がある。これらは他の国とは大きく異なる点で

あり、日本は最も特徴的な就業前訓練システムをとる国である。 
 第二は、アメリカ型（アプレンティス訓練制度）である。訓練生の身分は雇用者である

こと、OJT 訓練と理論教育とを組み合わせた訓練内容であること、理論教育は社外の

公的機関が担当すること、公的資格が取得できることについては後述する欧州型と類似

している。しかし政府の関与の仕方が異なり、①資金援助はしない、②主な役割は制度

の普及・促進とアプレンティス（見習い）登録制度の運営としており、政府の関与はき

わめて限定的である。 
 最後のタイプは、政府の強力な支援のもとで職業訓練が実施されている欧州型であり、

イギリス、フランス、ドイツがこれにあたる。イギリスとフランスでは職場訓練を受け

る企業と雇用契約を結ぶ「雇用者型」の形態を、ドイツでは企業と契約を結ぶ「訓練生」

と職業学校の「生徒」の二重の身分を持つという形態をとっている。このように国によ

って身分の決め方に違いはあるが、いずれの国においても有給で職場訓練を受けるとい
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う点で、雇用者的な身分で訓練を受ける点で変わりはない。また公的資格の取得が訓練

目標として戦略的に設定されている点でも共通しており、イギリスについては NVQ（後

述）、フランスでは第五水準資格（後期中等教育レベル）、ドイツでは専門労働者の職業資

格（後述）等が訓練終了にあたって取得する資格になっている。三国の教育訓練費用の

企業負担の方法については若干の違いが見られる。Off-JT による理論教育（あるいは学

校教育的な訓練内容）は、政府機関（ドイツの職業学校）あるいは公的支援を受けている

公的機関が担当し、企業負担はなく、OJT に限り企業が負担するという点で共通して

いる。ただしフランスは、企業が直接負担するイギリスとドイツと異なり、政府に徴収

される見習い訓練税が当てられる。ここで詳しく各国が行っているフリーター・ニート

に対する支援制度について述べていく。 
 
１）アメリカのジョブコアとインターンシップ 
話が挙がったアメリカの「ジョブコア（job Corps）」について、これはどういった制

度だろうか。アメリカでは主に社会的弱者とされた人にのみ支援策を施しているが、ジ

ョブコアの範囲もまた 16～24 歳の経済的に不利な環境に置かれている若者，高校を中

退し追加的な教育や職業訓練が必要な者を対象としている。 

85％の人がその施設に居住する形をとり、対人コミュニケーション、問題解決能力、

社会及び個人マネジメント能力に関しての指導を受ける。教育面では、特に数学、読解

（リーディング）、情報技術（IT）、コミュニケーションを基礎として教育している。職

業訓練では、製造、機械工、建設、ビジネスサービス、ヘルスケア、レストランやホテ

ル、情報技術、再生可能資源、販売、警備員や保育などのサービス、交通に関する職業

訓練が提供される。また、近年では地元の学校や短大等との協力体制を築いて高校教育

や職業訓練の選択肢を増やしているセンターもある。また、カウンセリングサービスも

提供している。 

アカデミックスタッフ、キャリア移行スタッフなどが、入所生の就職支援を行う。住

宅、交通手段など就職に必要なものについても調整を行う。2004 年には，卒業生のう

ち就労した入所生が 80.0％、就学した人が 11.0％であった。就労後の平均時給は 8.18
米ドル（当時約 962 円）であった。また、卒業生の平均入所期間は 11.4 か月で、2004
年には約 20,570 人が高校卒業又はそれと同等の資格を取得したと報告されている。一

方，ジョブ・コア・センターにおける支援に適さず退所する場合もあり、入所後 60 日

以内に退所する割合は 16.0％である 

 アメリカは若年失業率が低い結果が出ているが、（注 4）その中でもインターンシッ

プによる効果が大きい。インターンシップとは、学生が在学中に自らの専攻、将来の

キャリアに関連した就業体験を行うことである。アメリカでこの制度の必要性が唱え

られたのは 100 年も前のことである。インターンシップの普及度も高くほとんどの学

生が在学中に一回は経験している。 
 インターンシップの最も重要な役割は、インターンシップを通じて学生の就労意欲を

高めることである。学生は、与えられた職務を確実にこなすことを通じて、自分の能力

や適性について理解を深めたり、雇用側が求めている社会的スキルなどを理解したりす



 10

ることが出来る。学生は、自分が望む雇用先を見いだすスキルの訓練ができ、企業側は、

学生が正規社員として一人前に働く姿を観察できるので有効な人材発掘の手段につな

がるというメリットを得られる。学校と雇用の 2 つの立場にとってお互いに良い結果が

得られるシステムが若年失業率の低さを示している。 

 

２）フランスのミッション・ローカル 

フランスでは「ミッション・ローカル」と呼ばれる支援策がある。取組のポイントと

しては若者に対する包括的な支援を行うことが特徴である。 

 対象は、16～26 歳（26 歳の誕生日まで）の若者で、主に「学校との関係が切れている

若者」となっており、短期雇用の者なども対象とする。支援内容は、職業紹介、教育・

訓練、職業適性診断、住宅の支援、健康・医療カウンセリング、市民生活への参加、レ

ジャー・スポーツ・文化活動を通じた社会参加活動などを提供している。また，１人の

若者に対して、原則として同一のアドバイザーが継続的に担当し、同行して確実に就職

できるまで共同で作業を進め、必要に応じて就職後のフォローも行っている。  

 ミッション・ローカルは実質的にはゲートウェイ機能を担っており、初期相談や就職

診断を行い、その先の専門的な部分は、対応している機関や企業をパートナーとして活

用している。相談員に、企業との関係の構築・維持に専業で従事する者もいる。個々の

ミッション・ローカルは、設立団体であるコミューンのモチベーションや政治色などに

より、その活動の充実度や多様性などにかなり大きな開きがあることが課題である。 

相談員は勤務時間の半分を相談対応に充て、１人がマンツーマンでフォローする。「若

者への対応」、「支援対象の若者のポートフォリオの管理」、「外部パートナーとの協力の

在り方」、「企業との関係（維持・構築）」、「組織コミュニケーションマネジメント」、「若

者のモチベーションを高めるための面接方法」、「若者のグループとのミーティング運

営」、「困難な若者の対応と対立状況の管理」などが養成プログラムとして組み込まれて

いる。 

 
３）ドイツのデュアルシステム 
 「デュアルシステム」は、中世の徒弟制が起源とされるドイツ独特の職人養成制度で

ある。手工業などの職場で実習しながら、公立の職業学校で週１～２日間、理論を学ぶ。

修了試験に合格すると、国家公認の「職人」資格を得ることができる。義務教育を修了

した 7 割（約 60 万人）に上る若者がこの職業訓練制度のもとで、仕事に必要な専門資

格を取得している。企業と一定期間の雇用契約（有給）を結び入社した若者は、職業学

校の学生として学びながら職場での実践訓練を 3 年間受ける。専門職労働者としての公

的職業資格の取得が目的で、定められた研修期間内に卒業できなければ失業する。企業

内の OJT 費用は企業が負担し、職業学校の費用は政府が負担している。 

 養成コースは、菓子作り、製パン、ソーセージ作り、製靴など４０職種を超える。期

間は２年から最長３年半であり、修業中は給料が支給される。「職人」資格を取った後、

一定の実務経験を積み、マイスター学校に通って試験に合格すると、開業に必要な「マ

イスター」の資格を取得できる。 



 11

 日本でも、厚生労働省が 2004 年度から、「日本版デュアルシステム」を導入した。

企業での実習と養成機関などでの教育を組み合わせ、人材を育成する仕組みである。ド

イツのものと違い、2 年コースで約 80 万円の費用がかかり、修業中に給料は支給され

ない。また問題点として、このプログラムを経て就職した人で、企業の正社員になった

人は 5 割に満たない。企業側が将来の中核的人材を求めるのに対して、期待に応えるよ

うな魅力的な人材が育っていないと同省は分析している。 
 日本版デュアルシステムは、早期離職者やフリーターなどを対象とした雇用促進対策

であるので、一人前の職人や熟練工の養成を目指すドイツのシステムとは出発点がまる

で違う。団塊の世代の退職が始まる 2007 年以降、不足が懸念される熟練工などの人材

を、手工業職場や企業に代わって体系的に育てる制度は、日本にはまだない。 
 「コスト削減のため、企業内訓練の規模が大幅に縮小しているが、必要な人材を確保

するためには、企業は本腰を入れて次世代の育成に取り組まなければならない。それに

は、資金面などでの公的支援も必要だ」と、名古屋大学大学院の寺田盛紀教授は指摘す

る。（2006 年 6 月 12 日  読売新聞） 
 
４）イギリスの職業訓練制度とコネクションズ 

イギリスの職業訓練制度はまず、職業資格アプローチ、地域アプローチ、産業アプロ

ーチの 3 つから構成されていることをはっきりと念頭においておく。 
 職業資格アプローチは、1986 年から導入したイギリス職業資格 National Vocational 
Qualification(NVQ)／スコットランド職業資格Scottish Vocational Qualification(SVQ)
を軸に、職業訓練制度を運営するアプローチである。ともに 95％の職業に対しレベル 1
からレベル 5 まで設定されている。 
 地域アプローチは地域別に認可されている民間組織のイギリス訓練委員会 Training 
and Enterprise Council(TEC)／スコットランド地域委員会 Local and Enterprise 
Council(LEC)がそれぞれの管内の職業訓練ニーズを考慮して、適切な職業訓練を推進す

るアプローチである。 
 産業アプローチは、各産業の職業訓練ニーズの把握や職業資格の取得要件を明記した

仕事基準書の作成を、産業ごとの雇用主組織である産業別訓練協会 National Training 
Organization(NTO)が行い、効果的な職業訓練を促進するアプローチである。 
 この３つが綿密にかかわりあってこそ成り立っている。 
 またイギリスでは若年層と、失業者で支援方法が別れており、「若年者訓練プログラ

ム Youth Credits(YC)」には NVQ/SVQ のレベル 1 から 2 の取得を促す。 
 これに対して、「新しい徒弟制度 Modern Apprenticeship(MA)」は 25 歳を上限とし

て、NVQ/SVQ のレベル 3 以上の中級レベルの職業資格取得を目的とする職業訓練プロ

グラムである。産業ごとの特性に応じて、OJT（On the Job Training）と off-JT（off the 

Job Training）を組み合わせた職業訓練を行う。OJT はその仕事の現場を体験し、実務

を積み重ねながら習得するのに対し、off-JT は、現場を離れ学校教育に近い形でその仕

事に対しての学習をする。他方、失業者訓練は「Training for Work(TfW)」と呼ばれる

プログラムを運営している。TfW の場合も TEC/LEC が訓練機関と契約し、失業者能



力と管内の雇用機会をにらみながら、どの産業のどの職種の訓練コースをどのように受

講させるのかを失業者と相談の上で決める。職業資格ごとに分けられているレベルの違 
いは以下のとおり。 

レベル 5 多様かつしばしば予測不能な諸状況の下で広範な基本原

則と複雑な技法を業務に適応する能力。他者にたいする仕

事上の責任、リソースの配置に対する重要な責任を有する

⇒公認された専門職、熟練した管理・経営者 
レベル 4 多様な状況の下で複雑な技法を駆使し、学位に基づく基

本原則を業務に適用する能力。しばしば、他社に対して

仕事上やリソースの配置について責任を持つ。 
⇒専門的職業、経営の基礎的な職業 

レベル 3 多様な状況の下で基本原則を業務に適用する能力。ほと

んどの業務は複雑で、決まった手順がない。相当の責任

と自立が求められ、しばしば他者を調整し指導すること

が求められる。 
⇒テクニシャン、クラフトマン、熟練者、監査的な職業

レベル 2 基本原則を業務に適用する能力。その業務は複雑である

か、決まった手順が無い。個人的な責任と自立が求めら

れ、しばしば、グループで協調して仕事を進めることが

求められる。→操作的で、少し熟練が必要な技能 

レベル 1 定型的または予測可能な性格の業務を遂行する能力 

→職業の基本的な技能 
(出所)  英国における職業能力評価制度 NVQ ２００２（注 6） 

イギリスの仕組みは主として、職業ルートにいながら、職業能力が欠けている若年層

のための制度である。むろん失業者向けの訓練でもあるが、比重の違いは非常に大きい。

失業者訓練に基金が流れにくいという問題もある。また、流動的な労働市場など狙って

いない。訓練の後、以下に労働者を定着させるかという点こそ、重大な関心ごとなので

ある。 
またイギリスでは、パーソナル・アドバイザー（Personal Adviser 以下「PA」と言う）

の取組があるが、それはコネクションズ・パートナーシップに雇用されている相談員で

ありすべての 13～19 歳の若者に対して、若者の抱える様々な問題について相談を受け、

就学や就業の機会を提供し、若者が正しい道を歩き続けること、あるいは正しい道に戻

ることを手助けする存在である。1 人の PA が個々の若者を継続的にサポートするとい

う特徴があり、ネットワークを形成し、若者が直面する教育、職業選択、差別、いじめ、

健康問題、家族関係の問題などあらゆる問題に対し包括的支援を提供し、そのために各

種の専門組織と効果的に仲介することも重要な役割である。 
 若者にとっては PA が唯一の相談相手である場合が多いため、PA は若者が必要とし

ている様々なサポートを提供するために、保健省（Department of Health）やユース・
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ジャスティス・ボード（Youth Justice Board）、ソーシャルサービス（Social Services）

や各種ボランティア組織などのパートナー組織をコーディネートすることも業務範囲

となる。 
実務上の問題としては、若者の学校を離れてからの状況（就学しているのか，訓練を受

けているのかなど）がコネクションズ・センターで把握不能になってしまうケースが存

在すること、パートナー組織が、若者の担当・受入れを拒む場合などが多々あることな

ど、コネクションズの理念がうまく機能していない一面が指摘されている。 
 イギリスでの取組について最後に、PA と関連してコネクションズが行っているニー

ト対策である、コネクションズ・カードという継続学習および職業訓練のプログラムに

ついて触れておく。 
 このカードはイギリスの 16～19 歳未満の者に対して無償で提供され、決められた機

関での学習・職業訓練・ボランティア活動を行った際にポイントが付与される仕組みに

なっている。そのポイントで商品と交換したり、そのカードの提示で様々な割引サービ

スを受けたりできる。どのような学習コースがポイント付与対象として利用できるかは

ウェブサイト（http://www.connexionscard.com)で検索できるようになっており、2004 年

11 月時点で、887 の学習センター、150 のボランティアプロジェクト、一般チャリティ

が 100 箇所ある。学習センターも無料で、遠方から通学する場合は交通費や宿泊費を

イギリス教育技能省から各種補助を受けることができる。また、交換・割引購入できる

商品やサービスは、例えば娯楽施設の割引や雑誌や洋服などの割引購入券など、民間企

業から無償で提供されている。ポイント賞品の中には、ラジオ番組での出演権、映画ス

タジオ見学といった職業体験に近い賞品もある。民間企業にとっては景品などの提供に

より将来の顧客を取り込むマーケティング活動となる上、その企業の職業体験を提供す

ることで就職のプロモーションとしても活用できる。2002 年 9 月から本格導入され、7
年間の期限付きプログラムである。年々カード保有者が増えることにより、協力する企

業も増え、学習者からは、学習へのきっかけとなる、今後のキャリアに関する情報を得

られた、継続教に進むべきか高校教育へ進むべきかなどの決心がついたといった意見も

聞かれ、良い効果を生み出している。 
 
４、日本での有効的な職業訓練、または支援制度とは 
経済社会データランキングを、単純に(15歳から24歳の)若年失業率だけを見てみると、

男女差はあるが、2005 年度 1 位ポーランド 37.8％、2 位スロバキア 29.9％、3 位スウ

ェーデン 26.2％、4 位ギリシャ 25.3％、5 位イタリア 24.0％、6 位フランス 22.8％と

続き、ヨーロッパが比較的若年雇用が悪いようである。他(18 位イギリス 11.8％、19 位ア

メリカ 11.3％、21 位韓国 10.2％、28 位オーストラリア 10.8％…) 日本は 8.7％で世界 25
位と特に高くはない。その一方で、日本は、フリーターの数や非正規雇用者の割合の伸

びは、イギリスなどに比べはるかに高くなっている。（注 5）このため、日本では他国と

比べて若年層の失業者・ニートは少ないのも、多くのフリーターを生み出していること

がその理由となっている。 
 

http://www.connexionscard.com/


ここでひとつの仮説を立てる。「イギリスの職業訓練制度とコネクションズの活動が

日本のフリーター・ニート対策に有効である」というものである。イギリスの職業訓練

再編の経験から何かを学ぶとすれば、フォーマルな OJT を厚くしたという点が、イン

フォーマルな OJT や off-JT に良好な影響を与えている点である。そしてフォーマルな

OJT と職業資格取得の関係にも注目する必要がある。 
 まず、イギリスは職業制度の再編によって、職業資格も体系的なものに変わった。他

国の職業資格と同様に、かつてイギリスでも様々な団体の職業資格があったが、再編後

はわかりやすく整理された。ほとんどすべての仕事をカバーし、それぞれ 5 段階の職業

資格を設定するという改革は圧巻である。もちろん経験的にわかるように、特定の職業

資格がその仕事に必要な職業能力をすべて明らかにできるわけではない。しかし、明ら

かにできるところから実行したことの意義は大きい。フォーマルな OJT の推進力とし

て職業資格を利用せざるをえなくなり、それはここの労働者の能力開発の向上の道しる

べとなった。初級レベルの職業資格取得プロセスだけを考えてみても、これを日本企業

における入社前や直後のごく短期の研修やその後の定期的な短期研修と比べてみると、

職業資格取得というプロセスでははっきりとフォーマルな OJT を行うほうがずっと効

果が大きい。制度の核がしっかりしているからこそ、その職業訓練を受けることの意義

を実感できる。【グラフ 6】を見てもわかるように、長い年月をかけ有資格者数を増や

している。2001年のイギリスの労働力人口が2920万6000人であるので、取得率は11.4％
になるが若い世代を中心に今後さらに取得率は上がっていくと思われる。 
【グラフ 6】 

   NVQ 有資格者数（累計） 2001 年 6 月 

 
(引用)  日本労働研究機構 資料シリーズ 2002 
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５．まとめ 
 以上のことから他国の、とりわけイギリスの成功事例を参考にした日本における職業

訓練の向上に対して、3 点のことを挙げる。 
1) 長期的な経済全体の利益を考えた計画を立てるべきである。 
2) 職業訓練における OJT 重視の意味を再考するべきである。 
3) 職業資格を整理することの意味を見極めるべきである。 

イギリスではそれらを無視せず、改めて熟考した上で大胆な改革を行っており、とり

わけ、日本が職業訓練制度の再編に着手するときには、これらの点について徹底した議

論を重ねることが大事であり急がれるべきことである。1）について、ドイツのデユア

ルシステムを紹介した際にも日本版デュアルシステムは修業期間が短く、即戦力となる

技術や資格が手に入らない問題点があり、企業側も本腰を入れて次世代の育成に取り組

まなければならないという指摘があった。イギリスの職業訓練制度の再編も長く、手間

のかかるものであったが、わかりやすく、若年層にも取り組みやすい形となった。費用

の面をとっても、今後長く続くであろうフリーター・ニートの経済損失を考えるならば、

数年は赤字が出たとしても、長期的に見て利益が出るような試算をするべきである。国

民一人ひとりが安定した生活を送れるようになることが長期的にみた理想であると言

える。 
 2）について日本での OJT は政府が導入してきたというよりも、企業自らが社員育成

のために進めてきてその言葉が広まってきた。主に新入社員に一人に対し、先輩社員が

一人つき、具体的な仕事を通じて必要な知識・技術・技能・態度などを、意図的・計画

的・継続的に指導し、習得させることによって、全体的な業務処理能力や力量を育成す

るものである。日本の OJT は、企業が入社後の社員の育成に力を入れ、その資金的余

裕のある場合のみに行われている。よってそうした企業に就職する以前の若年層をOJT
で育てるような機関がないため、フリーター・ニートばかりが育たないでいると言える。

先の若者自立塾のような取組に、国からより多くの費用を充て安く提供し、長期間かけ

て社会に対応できるような人材へなるべく計画的に進めるよう、改善策を盛り込むべき

である。フランスのミッション・ローカルの相談員がマンツーマンで対応する仕組みや、

イギリスのパーソナル・アドバイザーが個々の若者を継続的にサポートする仕組みは若

者自立塾だけでなく他の支援制度でも取り入れるべきである。そうした取組により多く

就職者を輩出していることから、日本でも人に親身に支えられる環境があることは、自

身の就職への意欲につながっていくと思われる。 
 3）についてはまさにイギリスのシステムがそうしたように、あらゆる職業に等級を

つけ資格取得というわかりやすい基準を設けることで、職種横断的な評価基準が出来、

雇用の際の判断も容易になり、労働市場が活性化すると思われる。日本版 NVQ は 2001
年に民主党からが発案され、まだ採択されていないが今も党の方針としては持たれてい

るようで、今後日本でも検討されうることとなっている。職種を絞るという決断力や、

やりたい仕事を考える、選ぶという意思、初歩的なレベルから上級レベルへと段階を踏

んで進んでいけるという意欲の維持も、フリーター・ニートからの脱却に必要なことで

ある。 
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