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（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ただいまから 、第１回「 未来投資会 議

構造改 革徹底推進 会合『企業 関連制

度・産業構造改革・イノベ ーション』会合（雇用・人材 ）」を開会いたします。
御多忙の中、御参集いただきましてありがとうございます。
まず初めに、 越智副大臣 から御挨拶 をいただき たいと思い ます。よろ しくお
願いいたします。
（越智副大臣）
皆様おはようご ざいます。 本日はお忙 しい中、 お集まりい ただきまし てあり
がとうございます。
本日の構造改 革徹底推進 会合では、 生産性革命 の鍵となる 人材につい て、こ
れまでの成長戦 略に掲げら れた施策に 関する現状 分析と課題 の洗い出し を行い
まして、今後の取り組みの方向性について議論を行うこととしております。
人材について は、2013年 の日本再興 戦略の策定 以来、成長 戦略におい てさま
ざまな取り組み を進めてま いりました 。さらに、 昨年から第 ４次産業革 命人材
育成推進会議を 開催して、 第４次産業 革命の時代 に求められ る人材像や 、その
育成のあり方な どについて 議論して、 その成果をIT力強化集 中緊急プラ ンとし
て未来投資戦略2017に盛り込んだところでございます。
本日はこれら の施策につ いて、人材 を成長分野 にどうシフ トさせてい くかと
いう成長分野へ の人材移動 、人材の育 成のために どう取り組 んでいくの かとい
うキャリア形成 支援、人材 育成の基盤 となる教育 をどう改革 するかとい う教育
改革の３つの柱 で議論を進 めてまいり ます。この ３つの柱は 相互に関連 するも
のでありまして 、トータル な視点で施 策を検討し ていくこと が重要であ ると考
えています。
本日は小林会 長、金丸副 会長に加え まして、５ 人の民間有 識者の皆様 に御参
加をいただいて います。ぜ ひとも率直 な御意見を いただけた ら大変あり がたい
と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございます。
それでは、報道関係者の方はここで御退室をいただければと思います。
（報道関係者退室）
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
本日の会議は、 民間からの 有識者とい たしまし て、株式会 社日本総合 研究所
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の山田久理事。 株式会社日 本人材機構 代表取締役 社長の小城 武彦様。株 式会社
三菱東京UFJ銀行執行役員システム本部長の亀田浩樹様。産 業技術大学院大学学
長の川田誠一様の４名の方に御出席いただいております。
その他の出席 者の皆様に つきまして は、時間も 限られてお りますので 、失礼
ながらお手元に お配りさせ ていだいて おります座 席表と出席 者名簿でか えさせ
ていただきます。
なお、山田理事におかれましては、御都合により途中で御退席予定です。
本日は、株式 会社日本総 合研究所の 山田理事か ら「生産性 向上につな がる人
材投資・労働市 場改革」と いうテーマ で、生産性 向上に向け た人材育成 、教育
システム改革等 についてプ レゼンをい ただきまし て、その後 、日本人材 機構の
小城社長から「 地方経済圏 への人材移 動の重要性 」というテ ーマで、民 間人材
ビジネスのお立 場から、大 企業から地 方の中小企 業への経営 人材の移動 のため
にどのような取り組みをされているかなどについてプレゼンをいただきます。
その後、これ までの成長 戦略の進捗 状況と今後 の取り組み について、 成長分
野への人材移動 、「第４次 産業革命」 「人生100年 時代」のキ ャリア形成 支援、
そして教育改革 という３つ の項目に分 けて各省よ り御説明い ただいた上 で、自
由討議を予定しております。
早速でございますけれども、山田理事からプレゼンをお願いいたします。
（山田株式会社日本総合研究所理事）
日本総合研究所の山田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
私からは、表 題にありま すように、 生産性向上 のために人 材投資・労 働市場
改革としてどう いうことが 求められる のかという ことについ て、主にヨ ーロッ
パとの比較の観点からお話をさせていただきます。
まず前提とし てですけれ ども、労働 生産性の低 迷の状況、 ここのあた りは説
明する必要もな いと思いま すが、左側 が実質ベー スで見た労 働生産性、 右側が
名目ベースで見 た生産性で すけれども 、日本とド イツ、スウ ェーデン、 アメリ
カ、G7を比較し ております 。かつて日 本は高い労 働生産性を 誇っており ました
が、近年、諸外 国の中でも 劣る、特に 右側にあり ますが、名 目ベースの 生産性
が劣っているということが顕著だという、これは事実確認でございます。
その背景です けれども、 下に図表が 載っており ますが、産 業構造変化 によっ
て低い生産性の ものが減っ て、高い生 産性のもの が大きくな っていく。 そうい
う産業間の労働 移動による 要因と、そ れぞれの産 業ごとの生 産性がどう なって
いるか。その２つの要因に分けて分析をしてございます。
左側が全産業 ベースで右 側が製造業 ベースです けれども、 結論だけ申 し上げ
ますと、それぞ れの産業で の生産性の 上昇テンポ が鈍化して いることに 加え、
産業間の労働移 動も停滞し てきている 。その意味 では特に最 初に申し上 げまし
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た産業内での生 産性低迷の 背景には人 材投資の近 年の減少、 具体的に言 うと非
正規化とか、選 別化による 全体として の総量の不 足が１つあ ると思いま すし、
労働移動という のが大きな ネックにな っている。 このあたり が確認され ており
ます。
この背景にあ るものは何 かというこ とで、特に 冒頭に申し 上げました ヨーロ
ッパとの比較の 話をさせて いただきま す。ヨーロ ッパ、アメ リカも一部 同じよ
うな傾向があり ますけれど も、日本と 欧米との間 で人材育成 のあり方が 違うと
いうことかと思います。日本は特に個社別のOJTが中心になっている。これに対
して欧米ではもちろんOJTというのも非常に重要ですけれども 、それと同時にい
わばOFF-JTが有機 的に連関が なされてい るという ことかと思 います。ド イツの
デュアルシスム というのは 最も典型的 な例だと思 うのですけ れども、特 に教育
機関、学校教育 の中に、 かなりいわ ゆるOFF-JTの ところ、企 業以外のと ころで
も、特に学校教 育機関の中 にかなり実 践的な職業 教育の仕組 みが組み込 まれて
いるところが大きな違いということかと思います。
かつて日本は 企業も余裕 がありまし たので、十 分な人材投 資ができて いたと
思いますけれど も、近年、 非正規化の 進展あるい は収益が従 来に比べて 落ちて
きているという ことで、そ ういう意味 では企業だ けでは十分 な投資がで きなく
なってきているという状況かと思います。
もう一つ重要なのは、今回の人生100年プランというところとの関係でも、図
表2-3にありますように日本は極めて成人教育の割合が低いということ で、リカ
レント等の部分 ではかなり 遅れてきて いるという のが実態か と思います 。そう
いう意味では特 に大学ある いは高等教 育機関の改 革が必要に なっている という
ことかと思います。
ここでヨーロ ッパでどう いうメカニ ズムで、特 に高等教育 機関が人材 育成の
ところに貢献し ているのか ということ を少し分析 したのがこ の後ですけれ ども、
まず図2-4ですが、これは時間当たり労働生産性と、25歳以上の教育参加率をヨ
ーロッパの国ご とにプロッ トしたもの です。とり あえずざっ くり見たも のです
けれども、やは り成人参加 率の高い国 ほど時間当 たりの生産 性が高い。 これは
緩やかな相関が見られるということかと思います。
この背景にあ るものは、 これだけだ とはっきり わからない のですけれ ども、
ここにあるのは 何かという ことで言い ますと、結 論的に言い ますと、ヨ ーロッ
パの場合は職種 に対して働 く人々とい うのがかな り強い、ア イデンティ ティー
があって、その こともあっ て専門職比 率が高くな っておりま す。いわゆ るプロ
フェッショナル な人材が多 いというこ とが、労働 生産性が高 い非常に大 きな要
因になっているということかと思います。
少し分析めい たところを 解説させて いただきま すと、図表2-5ですけれ ども、
これも同じヨー ロッパ諸国 で専門職の 比率が縦軸 、横軸が成 人教育の参 加率と
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いうことでとり ますと、か なり強い相 関が観測さ れます。一 定程度有効 なプロ
グラムをつくっ ていくとき には、プロ フェッショ ンというと ころの定義 がしっ
かりしていて、 そのうえで カリキュラ ムをつくる ことが必要 だというこ とが背
景にあるということかと思います。
図表2-6をごらんいただきますと、労働生産性と専門職比 率の割合の関係とい
うのが極めて相 関性が高い ことになっ てございま す。この背 景にあるロ ジック
というのは、例 えば専門職 であります とプロフェ ッションと いうのはし っかり
定義できますの で、一定の プロフェッ ションに必 要なスキル は何かとい うこと
の定義ができていきますので、そういうことでは教育プログ ラムが組みやすい。
それから、一定 のそういう 資格等が特 に一部のヨ ーロッパで は普及して います
ので、資格等が 整備されて いきますと 、それをベ ースに転職 しやすい。 あるい
は転職しても賃金がそれほど下がらないということになってきますので 、結局、
専門職が増える ことによっ て能力を効 率的に育成 しやすい、 それから、 労働移
動も起こりやす いという、 ここが大き なポイント になってい るというこ とかと
思います。その関係を図2-7のように整理しますと、こういう形になるというこ
とかと思います。
以上が分析な のですけれ ども、結局 、政策的な インプリケ ーションは 何かと
いうことですが 、このペー ジの上から ３行目に書 いているの が今日の最 も言い
たいことなので すけれども 、企業の外 部に職業教 育システム を整備、拡 充する
ことが重要にな ってきてい るというこ とが改めて 確認できる ということ かと思
いますし、もう 一つ重要な のは、単純 にそれを教 育機関だけ がつくると いうこ
とではなくて、 企業がそれ と連動して プロフェッ ショナル型 の人材を積 極的に
育成、活用して いく。これ が両輪にな ってお互い の有機的な 関連ができ て、有
効性が上がってくるということかと思います。
教育改革のほ うにつきま しては、こ の後、恐ら く文科省様 から御説明 がある
ということかと 思いますけ れども、2019年度から 新たな専門 職大学ある いは専
門職短期大学が 創設される ことが決ま っていると いうことか と思います 。この
内容自体は今日 は時間の関 係で余り説 明できませ んが、例え ばドイツの 専門大
学の制度、ある いはアメリ カのコミュ ニティーカ レッジ、ス ウェーデン にある
高等職業教育制 度を見まし ても、枠組 みとしては 基本的には 有効なもの ができ
上がっているということかなと思います。
ただ、やはり 問題は実効 性というこ とであって 、特に重要 なのはこの ページ
の下から３分の １のところ に書いてい るところで すけれども 、産業界の 積極的
な協力が重要に なってくる かと思いま す。特に課 題になって くるのは、 適切な
指導体制が確保 された企業 内実習、先 ほども申し 上げたよう なドイツに しろ、
アメリカにしろ 、スウェー デンにしろ 、職業教育 がうまくい っていると 言われ
ているところは 、間違いな く企業内実 習、インタ ーンが制度 化されてい て、そ
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こに企業が積極 的に関与し ているとい うことがあ ります。そ れをしっか りでき
るのか。
それから、大 学の教員も もちろん理 論的な教育 が非常に重 要ではあり ますけ
れども、同時に 実務的な部 分がよくわ かっている 教員も必要 だというこ とにな
ってきますと、 人材面でど れだけ協力 ができるか というのは 、大きなポ イント
になってくるということかと思います。
そうしてみま すと、企業 のほうの人 材育成ある いは人材活 用のあり方 に関し
ても連動してや る必要があ るというこ とかなと思 います。具 体的にはこ こで３
点、御提案をさせていただいています。
１つは、イン ターンシッ プというこ との意味合 いを改めて しっかり位 置づけ
ていくというこ となのでは ないか。近 年インター ンシップは 増えており ますけ
れども、どちら かというと 採用に直結 していると いう形だと 思いますが 、例え
ばドイツなんか ですと６カ 月タームの インターン シップとい うのはかな り普及
しているという ことで、一 定程度の期 間を確保し て、そこで それなりの 課題を
与え、かなりい ろいろな実 践的な経験 を積むため の仕組みと いうのが重 要にな
ってくるのでは ないか。こ れを整備す ることで、 結果として 企業も実践 的な教
育をする枠組み ができて、 先ほど申し 上げました 企業との連 携というの ができ
てくるのではな いか。これ 自体、企業 にとっても 多くの人に さまざまな 教育機
会を与えますと 、結果的に その企業に 就職しなく ても日本の 人材全体に つなが
りますので、こ れ自体は日 本全体の活 性化が結果 として企業 にとっては プラス
になると思いま すし、ドイ ツなんかは そうですけ れども、イ ンターンシ ップを
することによっ て結果的に いい人材を 選別してい く、あるい はマッチン グの効
果が上がるということで、これが極めて重要かと思います。
採用のルート も少し変わ ってきてい ますけれど も、従来ど うしてもス トレー
トで大学を卒業 し、そのま ま就職する 、あるいは 理系であれ ば大学院を ストレ
ートで出てとい うケースが 多かったと 思いますが 、それはや はりいろい ろな形
で多様にしてい くべきでは ないか。例 えば海外で の留学をす るとか、一 定の職
業訓練や実際に アルバイト したりして 就職してい くというの がヨーロッ パの基
本になっている わけですけ れども、非 常にさまざ まな変化が 起こる中で そのよ
うな経験を積ま せていくよ うなことを していくこ とになりま すと、今の 就職の
やり方を大きく 変えていか ないと、将 来的に多様 な変化に対 応できるよ うな人
材というのは育 成できない のではない か。学校か ら職場への 移行に対す るルー
ルづくりというのは極めて重要になってくるのではないかと思います。
２つ目は、最 終的には人 材がプロと して独立、 自立してい くには、急 に中高
年になってから ということ ではなくて 、若い時代 からキャリ アの棚卸し をする
プロセスをつく っていく必 要がある。 それから、 大学の人材 と企業の人 材の交
換というか交流 、そこが重 要だと思い ます。時間 の関係でこ のあたりは 割愛さ
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せていただきますが、課題として提起させていただきます。
あと２点。１ つは実際に は不採算事 業というの は残ってい て、ここか ら人を
ある意味、解放 していって 、成長分野 に持ってい くというの が、特に日 本の場
合、大手の場合 は解雇のル ールが実態 的に極めて 厳しいとい うことでで きてい
ませんけれども 、スウェー デンのケー スを紹介し ます。１つ 興味深いの は図表
4-2なのですけれども、これは日本で言うと経団連と連合のようなところが、一
定の不採算事業 の整理をす る場合は、 人材の削減 をするとい うことは合 意をと
るわけですけれ ども、同時 に非営利の 財団のよう なものをつ くりまして 、そこ
に絶えずお金を プールして おく。企業 が毎年人件 費の一定割 合を拠出し てプー
ルする。それと同時に再就職のサービスを手厚く提供してい るのですけれども、
このような仕組みというのは参考になるのではないかということであります。
最後に、最終的にはキャリア自立ということで、図表5-1は１つのモデルケー
スなのですけれ ども、基本 的にはプロ 人材をふや すというこ とですが、 一方で
全部日本の仕組 みをがらっ と変えるこ とがいいの かというと 、必ずしも そうで
はないのではな いか。若い ときはいろ いろなこと を経験させ ることが、 むしろ
いい側面がある のではない かと考えて います。そ ういう意味 では途中か らシフ
トしてくるよう な仕組みに していく。 そのような ことが重要 ではないか という
ことです。
あと、いろい ろな労働法 周りのとこ ろで言うと 限定正社員 。数年前に 議論に
なりましたけれ ども、途中 でこの議論 が止まって いるような 形になって おりま
す。それから、 副業・兼業 、雇われな い働き方に 関する就業 ルールをし っかり
して、このよう な働き方が 行われやす いような形 にしていく 。それによ ってキ
ャリア自立を促すという視点が重要ではないかと思います。
以上、駆け足 になりまし たけれども 、とりあえ ず私からの 報告は終わ らせて
いただきます。どうもありがとうございました。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
山田様、どうもありがとうございました。
続きまして、日本人材機構の小城社長からプレゼンをお願いいたします。
（小城株式会社日本人材機構代表取締役社長）
小城でございま す。資料２ をごらんく ださい。 私からは地 方経済圏へ の人材
移動の重要性と いうテーマ でお話を申 し上げます 。ぜひ皆様 には地方経 済圏が
大事な成長分野 であるとい うことを御 理解いただ きたいとい うのが狙い でござ
います。
２ページ目、 まず弊社の 簡単な御紹 介を申し上 げます。政 府主導でで きた会
社でございまし て、2015年 末から仕事 を始めてお ります。業 務内容は地 域の中
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小企業に対して 首都圏から いわゆるオ ーナーの右 腕人材、経 営幹部人材 を御紹
介することを業 務にしてお ります。目 的は生産性 の向上です 。それを通 じて雇
用と賃金を拡大 ・向上させ ていきたい と思ってお ります。終 期が決まっ ており
まして、あと５ 年半で解散 が義務づけ られており ます。した がいまして 、この
５年半の間で何 とかマーケ ットをつく っていきた いと思って 仕事をして ござい
ます。
４ページ目、 これは改め てなのです けれども、 地方経済圏 のポテンシ ャルの
大きさを再確認 したいと 思っており まして、日 本のGDP500兆 円プラスア ルファ
から１都３県と大阪市、名古屋市を全部引いても314兆円残ります。日本の経済
圏は現状でも６割は地方経済圏で動いているわけでございます。
５ページが地域別、業種別の生産性でございますけれども、地方圏の製造業、
特にサービス業 の生産性が 大変低い。 ここを何と か上げるこ とができな いか、
ということでやっておるところでございます。
６ページ目以 降が地域の 中小企業の 現状です 。我々は2015年以降、さ まざま
な地域にお邪魔して、本当に多くのオーナーにお目にかかってきました。
現状こんな感 じです。７ ページ目を ごらんくだ さい。地域 の中小企業 の現状
は、少子高齢化 、人手不足 、内需縮小 がとっくに 顕在化して いるのは御 承知の
とおりでござい ます。した がいまして 、オーナー にとっては 現在の延長 線上に
は解がないとい うことは百 も御承知。 何とか事業 モデルを変 えたい、業 務プロ
セスを何とかしたいと思っています。しかしながら、オーナーは孤軍奮闘です。
社内には相談で きる相手が 一人もいら っしゃいま せん。オー ナー御本人 と現場
しかいない。したがって、次の打ち手をどうするか悩んでいらっしゃいます。
少しブレーク ダウンしま すと、中段 にあります とおりいわ ゆる大企業 であり
ますと経営戦略 とか、経営 管理とか、ITとか人事 という部署 がございま す。中
小企業はそんな部署はございません。全てオーナーが１人で やっておられます。
したがって、こ の機能が全 く欠落して います。し たがって、 ここができ る人が
欲しい。加えて 特に２代目 、３代目の オーナーの 場合には、 仮に銀行が つくっ
た計画があると しても、そ れをハンズ オンで実行 できる力が どうしても 不足し
ている。加えて 御承知のと おり事業承 継には大変 悩んでいら っしゃいま す。し
たがいまして、 その赤いと ころにあり ますとおり オーナーの 右腕人材と して変
革を主導できる 幹部人材が どうしても 必要です。 こういう方 がもし入れ ば即効
性ある変革の実現性は高いと読んでおります。
８ページ目、１つ例をお持ちしました。創業150年を超えている造り酒屋さん
です。地元では誰もが知っている老舗。売 り上げ約20億、従業員100名です 。内
需縮小によって 売り上げの 減少がずっ と続いてお ります。過 去の蓄積が ありま
すので財務状態 は良好。し たがって、 現状すぐ心 配はないの ですが、将 来展望
が描けないとい う悩みをお 持ちでいら っしゃいま した。オー ナーは58歳 、７代
8

目です。長男20代、東京の 大企業で３ 年間勤務し ましたが、 入ってきた ばかり
なのです。したがって、まだ力不足です。
メインの地域 金融機関が つくった中 期経営計画 があるので すけれども 、全然
実行されないと いうことで 、オーナー 及び金融機 関双方から 御相談があ りまし
た。我々が御紹 介したメン バーがこの 赤いところ でございま す。大手銀 行及び
ベンチャー企業 両方を経験 した人間、44歳の男性 を紹介しま した。勤務 につい
ては週２日でい いことにな りました。 これで十分 なのです。 オーナーの 右腕兼
長男の教育係と して現場に 入りまして 、この計画 の実行を牽 引しており ます。
即座に効果が出 ておりまし て、新商品 の開発のス ピードアッ プ及び営業 強化。
これは銀行及びオーナー双方から大変感謝されております。
９ページ以降 で、供給源 の首都圏の 人材の我々 の分析を御 紹介してま いりま
す。
10ページ目、 こんな方が 地域の中小 企業では活 躍できると いう人材像 です。
オーナーの意向 を踏まえて 範囲を限定 せずに、何 でもやりま すと主体的 に動け
る方が必要です 。異文化集 団に飛び込 みながら信 頼を勝ち得 るコミュニ ケーシ
ョン能力と柔軟 性が必要で す。混沌、 未知、異文 化を楽しむ 姿勢であっ たり、
何 よ り もみ ず か らの 力 、経 験 を社 会 のた め に 使い た いと い う志 を 持っ た 方 を
我々は優先的に 探しており ます。した がって赤い ところにあ りますとお り、基
本はシニアでは ございませ ん。我々シ ニアは民業 圧迫になる ので実はや ってお
りません。した がって、東 京での転職 しか考えて いないよう な30代から50代前
半までのバリバ リの方を口 説いて地方 にお連れし ております 。大企業の 仕事の
仕方、「自分は これしかで きません」 という方は 不向きです 。また、中 小企業
では部下はつき ません。し たがって、 大企業だけ ではなくて ベンチャー 、中小
企業での実践も しくは修羅 場経験があ った方を優 先的に探し て御紹介を してい
ます。
11ページ、昨 年１年間の 実績を御紹 介します。 やってわか ったことは 、首都
圏幹部人材は動 きます。東 京には地方 企業の情報 がほとんど ないからで す。仕
事のやりがいを しっかり伝 え、オーナ ーが直接口 説けば人は 動きます。 さらに
わかったことは 、中小企業 は規模は小 さいですが 、経営技量 を高めるに はもっ
てこいです。し たがって、 経営者志向 の人間には 大企業より もよっぽど 魅力的
な職場ということが見えてきました。
また、先ほど も少し御紹 介しました が、非常勤 ニーズも結 構あります ので、
我々副業・兼業 は地方が先 行すると読 んでおりま す。昨年の 実績、件数 が入っ
ておりますが、 御注目いた だきたいの は下から２ 行目です。 決定年収を ごらん
ください。年収 は下がりま せん。オー ナーは基本 的にはハロ ーワークと 縁故し
か採用した経験 がありませ ん。オーナ ーが自分の 課題がクリ アになり、 自分が
会ったことがな いような東 京から来た 人材が目の 前に座りま すと、財布 のひも
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が緩むのです。 したがって 、年収がほ とんど下が らないこと がわかりま した。
これはうれしいサプライズでした。
12ページ目、 これも例で ございます 。副業のお 話なのです けれども、 実はこ
んなケースがあ りました。 岩手県北部 のＡ社、地 元の水産品 を扱ってい る地域
商社から相談が ありました 。何とかブ ランディン グ、マーケ ティングを 強化し
たい。でも年収300万しか払えない。したがってＫさんを紹介し ました。Ｋさん
は大手自動車メーカー出身です。中堅水産加工販売業にて生 産現場から始まり、
経営まで経験を されまして 、自分の成 長を志向さ れていると いう方でし た。彼
を紹介しました。すごい力を発揮しました。300万ですから月５日勤務となりま
した。驚いたこ とは、すご い人が東京 から来たと 地元で一気 にうわさが 広まり
まして、短期間 でぱんぱん とＢ社、Ｃ 社が決まっ たのです。 したがって 、今、
彼は３社で仕事 をしており ます。全部 パートタ イムです。300～400万し かもら
っていませんが、合計すれば1,000万を超えるわけでございます。こんな形が地
方で先に広がるのではないかと思っているところでございます。
13ページ、一 方で東京の 人材の状況 はどうか。 大企業の人 材は何とか したい
と思っているの ですが、今 、東京に勤 務されてい る大手企業 の管理職の 状態を
定点的に調べて おりまして 、我々はこ のように見 ています。 一億総活躍 では全
くないと思って おりまして 、左側のグ ラフをごら んください 。「あなた の会社
の同年代で、能力を発揮し活躍している人の割合はどの程度 だと思われますか」
と聞きますと、 こんな回答 が返ってき ます。３割 以下との回 答が５５％ にのぼ
ります。右側、 彼らは転職 をしていら っしゃいま せん。もし キャリアを やり直
せるとしたら転 職したかっ たか。イエ スは56％で す。つまり ２人に１人 以上の
方が、この会社 をやめてお けばよかっ たと思って 仕事をして いらっしゃ る。こ
れは本当にもっ たいない。 こういった 方々がもっ と若いうち に１割でも ２割で
も地方に来てい ただければ 、地方経済 のもっと大 きな成長が 実現できる と強く
思っています。
14ページ、こ の背景に何 があるのか 。彼らに聞 いてみまし た。おたく の会社
の選抜はいつご ろ終わって いるのです かと。つま り将来の経 営幹部陣で す。大
体40前に終わっ ているそう なのです。 では、その 選に漏れた 人にどのよ うな通
達があるのです かといいま すと、しっ かり伝えて キャリアを やり直せ、 考え直
せという機会を 提供してい る会社はす ごく少ない ようでござ います。22％しか
そういう機会が ないという 回答が返っ てきました 。したがっ て、実際に 人事側
は選抜が終わっ たにもかか わらず、そ れを伝えず にずっと抱 え込んでし まって
いる。これは何 とかならな いかという ふうに思っ ておりまし て、我々は 大企業
の人材がもっと 早い段階で 、つまり役 職定年50代 後半ではな く、できれ ば40ぐ
らいで出てきて いただけれ ば、地方に 幾らでも活 躍する場は あるし、成 長をも
っと牽引できると強く思っているところでございます。
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最後になりま す。私のき ょうのメッ セージは16ページです 。ぜひ地方 の経済
圏が大事な成長 分野である ことをぜひ 御認識いた だきたい。 大変大きな 成長潜
在力がある会社 さんはたく さんいらっ しゃいます 。その鍵は 首都圏から の幹部
クラスの人材移 動です。ぜ ひ大企業人 材が早い段 階で市場に 出る仕組み が何と
かできないかと悩んでおるところです。
また、先ほど も少し申し ました。兼 業・副業は 先に地方か ら来ると思 ってい
ますし、また、 いきなり転 職が難しい のであれば 、まず兼業 ・副業から 入ると
いう方法もある のではない か。こんな ことで何と か首都圏人 材を地方に 流動化
させ、新しい成 長の源泉を つくってま いりたいと 思っている ところでご ざいま
す。
最後の２ペー ジは会社の 概要と私の プロフィー ルでござい ます。御参 考まで
にごらんください。
以上でございます。ありがとうございました。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
小城社長、どうもありがとうございました。
今お二方から プレゼンを いただきま したけれど も、質疑応 答の時間を 設けさ
せていただきま す。山田理 事は９時半 ごろ御退室 と聞いてお りますので 、山田
理事、小城社長のプレゼンに対しまして、まずは質疑応答の時間でございます。
御自由に御質問 、コメント をいただけ ればと思い ます。よろ しくお願い いたし
ます。
（金丸副会長）
ありがとうござ います。非 常に有意義 にお二人 のプレゼン テーション を聞か
せていただきました。
お二人に質問 があるので すが、山田 さんの説明 だと、私も 共感してお 聞きし
ましたけれども 、専門性が 高くないと マーケット バリューと いうのはわ かりづ
らいし、今後の 道がはっき りすれば向 上プランも あり得ると 思ったので すが、
専門性の話と先 ほど小城さ んが地方の 企業にとっ て何でもで きる人という 話は、
ゼネラリストみ たいな人の イメージで 捉えていら っしゃるの か、そうで はなく
て何でもできる人ということなのか。お二人の話は矛盾する のか対立するのか、
それとも包含さ れるものな のかという のをお二人 それぞれの 意見を聞き たいで
す。
（山田株式会社日本総合研究所理事）
いろいろケース があるとい うことなの だと思い ます。ただ 、プロとい うのも
多分、１つは先 ほどおっし ゃったよう に深くやる ということ で言うとプ ロでな
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いとだめだと。 また、プロ とエキスパ ートみたい な、あるい はスペシャ リスト
との比較という のがあると 思うのです けれども、 ともかく専 門的なこと だけを
やっていて、供 給サイドと いうか個人 の好きなこ とをやって いるという のは当
然だめで、プロ というのは 市場とか世 の中の必要 なことを要 求されてや るとい
うことなのだと 思うのです 。結果的に 一芸に秀で ていろいろ なことをや ってい
くうちに、結果 的に汎用的 な対応力と いうのがつ いているの が本当のプ ロとい
うのではないか。そこで必ずしも矛盾しないということでは ないかと思います。
あとは経営のプロみたいなのはやはりありますので、そう いう意味でのプロ。
プロの定義の問 題かと思い ます。そこ はいろいろ なレベルが あるので、 ただ、
日本の場合は相 対的に見た ときにはプ ロが弱い。 最後に私か ら簡単に申 し上げ
たのですけれど も、例えば ヨーロッパ 型のプロが いいかとい うと、あそ こは職
務の考え方とか 職種の考え 方が強過ぎ て、逆に硬 直的になっ てしまって いる部
分があるので、 若いときは 特に日本の 場合、大企 業でいろい ろなことを むしろ
経験されるほう がいいので はないか。 そういう広 い視野と深 い部分のミ ックス
を考えていくと いうこと。 そう考える と必ずしも 矛盾しない のではない か。そ
ういうふうに考えます。
（小城株式会社日本人材機構代表取締役社長）
地方の中小企業 オーナーの 右腕人材に 求められ る専門性と いうのは、 そんな
に高いものでは ないと思っ ているので す。つまり 東京のビジ ネスパーソ ンだと
社内で当たり前 に行われて いることが 、地方企業 ではできて いないケー スが多
いのです。した がって、例 えばPDCAを しっかり回 すとか、管 理会計とい う意味
がわかっている とか、少な くとも戦略 の基本的な ことがわか っていると いった
基礎知識は当然 必要です。 つまり経営 の基礎知識 と知的体力 は要るかも しれま
せんが、どこで も飯を食っ ていけるよ うな突き抜 けたプロフ ェッショナ リティ
ーまで言うつもりは全然ないです。

（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうござ います。私 のほうから 、お配り いただきま した資料の ５ペー
ジのところで、 まさに専門 職比率が高 いのが欧州 での特徴だ ということ で、特
に企業横断的に 職業の知識 が標準化さ れている。 したがって 、教育機関 も教育
プログラムを組 みやすくな っていると いうことで 、この点に つきまして まさに
今年の春ぐらい まで、第４ 次産業革命 人材育成会 議という場 で、特にITに焦点
を当てていたの ですけれど も、どのよ うなIT人材 が必要なの かというス キル標
準を作っていく ことで、大 学のほうも どのような 教育ができ るか、プロ グラム
を作ればいいか 分かるとい うことをや っていたの ですけれど も、あのと きはIT
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だったのです。
山田様の目か ら見て、IT以外のいろ いろなプロ フェッショ ンのところ でのス
キル標準的なも のを仮につ くっていく とすると、 日本ではど のような形 でやっ
ていくとうまくいき得るのかどうかという点が１つ。
もう一つは７ ページのと ころで、ま さに実践的 な教育を行 っていくと いうこ
とで専門職大学 の話があり ました。き ょうは後半 で各省庁か ら、文科省 からも
説明があると思 いますけれ ども、御退 室されると いうことな ので、まさ に産業
界との協力とい うのがいろ いろな教え る人材とか 、カリキュ ラムを編成 する上
では基本的に大 事だと思い ますが、現 状の専門職 大学の準備 状況をはた からご
らんになってい て、産業界 の協力とい う点で足り ない部分が 日本では結 構ある
という感じなの か、どうす ればいいの か、この２ 点について コメントを いただ
ければと思います。
（山田株式会社日本総合研究所理事）
資格のほうは、 実はヨーロ ッパを見て いると物 すごく資格 が整備され て発展
している国と、 必ずしもそ うではない 国というの があります 。伝統的に 例えば
ドイツなんかは ギルド的な ものがあっ て、そうい う伝統の中 で資格制度 がつく
られていったと いうことだ と思います 。例えばき ょうの話で 出しました スウェ
ーデンなんかは 、実は必ず しも職業資 格というの はそんなに 整備されて いない
のです。日本の 場合は伝統 的に職業資 格というの が、一部の 分野はあり ますけ
れども、必ずしもそういうことがない 。過去、何度も資格を 整備したのですが、
必ずしもワーク していない ですね。と いうことを 考えますと 、将来的に はそう
いうものを整備 したほうが 明確になる のでやりや すいと思う のですが、 それよ
りは実態的に大 事なのは２ つ目の御質 問ともかか わるのです が、産業界 と教育
界がいろいろコ ミュニケー ションをし っかりとり ながら、実 践的なカリ キュラ
ムをつくってい くという、 そこから始 めるという のが第一歩 なのではな いかと
思います。
２点目の関係 で言います と、今回、 私も必ずし も詳しいと ころまでは フォロ
ーし切っていな いのですけ れども、ど ちらかとい うと大学側 の改革とい う視点
になっていて、 これはこれ で改革する 必要がある のだと思う のですが、 産業界
のほうはそこに 対して、こ れは企業と か産業によ ってばらつ きがあると 思いま
すけれども、大 学側の問題 だというこ とで考えら れている部 分もあるの ではな
いか。もう少し そこは産業 界として主 体的にかか わっていか ないとワー クして
いかない。だか らまさに１ つの重要な メルクマー ルになって くるのは、 今回の
専門職大学制度 の中では、 企業での実 習を一定期 間、義務づ けることに なって
きますので、こ こで具体的 なプラクテ ィスをどう つくってい くのか。こ れが最
大の焦点で、ま ずここのと ころに注力 していくと いうことな のではない かとい
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う印象を持っております。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございます。小城社長、お願いいたします。
（小城株式会社日本人材機構代表取締役社長）
先ほどの御質問で補足させていただきます。
地方の中小企 業の場合に は、グロー バルプレイ ヤーでグロ ーバルに勝 負する
ような会社とい うのはごく 少数ですの で、大半が 内需型なの です。なの でロー
ルモデル、成功 例がどこか に必ずある ような感じ の課題を抱 えた会社が 多いの
です。したがっ て、探せば どこかにあ る。それを 探してきて きちんと適 用でき
るということの 能力が逆に あったほう がいいのか なと思いま す。なので この会
社の部長しかで きませんと いう方はさ すがに厳し いのですけ れども、一 般的な
フレームワーク が頭に入っ ていた上で ロールモデ ル、成功例 を日本中か ら探し
てきて適用できるような知的体力が必要かなと思います。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
小林会長、お願いします。
（小林会長）
山田さんに御 質問があり ます。経営 者教育とい うレイヤー だけでも、 スイス
だ、スペインだ、アメリカだ 、といろいろな大学が絡ん で、MBAのみならず 、い
ろいろな試みが なされてい る。そうい うトップ教 育の世界比 較で日本は どうい
う位置づけにあ るのか。日 本でも経営 者教育の私 塾だとか、 経営学者な どがい
ろいろな会社か ら集まった 幹部候補生 を１年間徹 底して教育 するコース だとか
があって、私にもそういうところから協力してほしいと声が かかったりします。
既に確立された歴史あるMBA教育なども含め、各企業は相当 経営者教育に関心を
持っていますし 、教育投資 もしている のですけれ ども、今の 日本の取組 の世界
の中での水準を簡単に御説明いただけませんか。
（山田株式会社日本総合研究所理事）
多分、前提とし て特にアメ リカがそう だと思う のですけれ ども、欧米 ではも
ともと経営まで 上がってい く人材と、 いわゆるワ ーカーとい うか、最初 から入
り口が違う。実情、プロフェッショナルス クール、MBAとかを取って 、そういう
世界から入らな いと経営の 道はひらけ ないという 、多分入り 口のところ の違い
が結構あるのではないか。
アメリカの場合はMBAツールを習得していることがある意味 、共通言語として
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されていますか ら、それで もっても仕 事が進んで いっている わけです。 日本の
場合はそうでは なくて、企 業独自の最 初から採用 してやって いっている という
ことですので、 そこのベー スがかなり 違うのでは ないか。そ うすると、 アメリ
カでは、専門職 大学院の教 育なんかも ある意味、 共通言語と してそれが 共有さ
れていますので 、それから 、一定の流 動性もあり ますので、 より効率的 なもの
ができ上がって いるという 側面がある のではない かと思いま す。だから そこが
大分違う。
だからアメリ カ型に全部 変えていく べきかとい うのは難し いところな のでは
ないか。ある意 味、日本の 強みという のは、平均 的な人材が 底上げされ てきた
というのはある と思います ので、それ である意味 、内部昇進 の中でそれ を社長
が、経営がわか っているか らこそ全体 を底上げ、 鼓舞できる というカル チャー
もありますので 、ここは非 常に難しい ところだな と正直、思 っておりま す。た
だ、相対的にそ の部分が弱 いので、将 来の幹部候 補生をアメ リカに留学 させる
という形もある のでしょう 。あるいは 日本の大学 院の中でそ ういうプロ グラム
を意識的につく っていく。 そこのミッ クスを考え るというこ とが大事な のでは
ないかという印象を持っております。
（越智副大臣）
端的に１つ山田 さんにお伺 いしたいと 思います が、山田さ んの話と小 城さん
のお話をお伺い して、小城 さんの話は 個別性の高 い話で、山 田さんの話 は汎用
性の高い話だと思います。
これからメン バーシップ 型からジョ ブ型に移行 していく中 で、企業側 はジョ
ブ・ディスクリ プションを はっきりさ せる一方で 労働者側は 自分は何が できる
んですよという タレント・ ディスクリ プションを はっきりさ せるという ことに
なってくると思 うのですけ れども、そ れは今後ど のくらい細 かくなって いくの
かが重要です。先ほどMBAを持っていたらある一定の能力が あると評価されると
いう話がありま したけれど も、私が考 えるタレン ト・ディス クリプショ ンの評
価軸はそれより ももう少し 一般的な能 力の部分で す。どのぐ らいタレン ト・デ
ィスクリプショ ンは精緻化 される必要 があるのか ないのか。 それは実態 的にど
ういう想定をされているのかお伺いしたいと思います。
（山田株式会社日本総合研究所理事）
比較的その分野 では有名な 研究という か、事例 というか調 査があって 、ロミ
ンガー社という アメリカの いわゆる人 材のコンサ ルタント会 社が行った 、経営
になった人の人 材育成にど ういう要素 が効いてい たかという ので、70：20：10
の法則というの があります 。70は実践 です。実際 にプラクテ ィスをやる こと。
20というのはコ ーチングで す。いわゆ るリーダー 、自分の指 導員とか、 指導員
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でなくてもいい のですけれ ども、コー チでもいい のですが、 そういう人 の指導
を受ける。10％が実際の座学、理論的なところになってくる。
多分この資格 みたいなと ころという のは結局、 理論とか、 要は全体の 職業能
力のうちのある 意味、一部 。それが実 態なのだと 思います。 だから10％ しかな
い、あるいは20％のコーチ 部分を含め てもせいぜ い30％部分 しかない。 だから
実践こそが重要 だというの が、ある意 味これまで 日本はその ように考え てきた
のだと思います 。しかし、 最近出た本 で非常にお もしろいな と思ったの は、ス
ティグリッツが 出した本で ラーニング ・ソサエテ ィーという ものがある のです
が、これでなる ほどなと思 ったのは、 大体経済学 の世界だと 最も効率的 な―技
術的に言います と生産可能 性フロンテ ィアと言う のですけれ ども、いろ いろな
技術を使った企 業のやり方 というのが 大体、競争 することに よって全て それが
実現されている という想定 になってい るのですが 、実際はそ れを実現す るのは
トップ企業だけで、全然生産性が低いところがいっぱいあるのです。
逆に言うと、 そういうベ ストプラク ティスを形 式化するこ とによって 、低生
産性企業を生産 可能性フロ ンティアに 近づけると いうところ がすごく効 果があ
る。今のは経営 全体の話に なりますけ れども、あ る意味、ミ クロの働く 人のケ
ースに当てはめ ると、資格 みたいなも のは、一定 のプロがう まくいって いるや
り方を分析して、ある程度分解していって、一般の人をそこに近づけるという、
そこの意味があ る。だから それはやら ないとだめ なのですけ れども、だ からと
いってどんどん 精緻化して 細かくして いけばいい かというと 、実はそれ は全体
の能力のうちの せいぜい30％部分です ので、むし ろ基本的な ところをし っかり
見えやすくしていってつくっていくことがよいのではないか。
メンバーシッ プからジョ ブという話 があります けれども、 逆に言うと アメリ
カなんかはかつ てジョブに もなり過ぎ て、例えば80年代には むしろブロ ードバ
ンディングと言 うのですが 、要はもう 少し日本的 な曖昧さみ たいなもの を、特
にGEなんかは導 入していっ た経緯があ りますので 、日本は余 りにも曖昧 過ぎる
ので問題なので すけれども 、逆に精緻 化し過ぎる とまた難し い。だから そうい
う意味でもハイブリッドというところなのではないかと思います。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうござ います。そ れでは、山 田理事、 どうもあり がとうござ いまし
た。小城社長に おかれまし ては、お時 間の許す限 り引き続き お願いでき ればと
思います。
続きまして、これまでの成長戦略の進捗状況と今後の取り 組みにつきまして、
各省から御説明をお願いいたします。
まず初めに成 長分野の人 材移動につ きまして、 厚生労働省 から御説明 をお願
いできればと思います。よろしくお願いいたします。
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（藤澤厚生労働省政策統括官）
厚生労働省の政策統括官の藤澤と申します。どうぞよろしく お願いいたします。
お手元の資料３で御説明をいたします。
今ございまし たように、 成長産業へ の人材移動 などという ことでお話 を申し
上げたいと思います。
２ページでご ざいますけ れども、我 が国の労働 市場の現状 と今後の目 指す方
向性について、まず初めに御説明を申し上げたいと思います。
日本の労働市 場ですが、 現在、全国 で雇用情勢 の着実な改 善が進んで いると
ころではありま すけれども 、そういっ た中で成熟 産業から成 長産業への 労働移
動が求められる とともに、 人手不足へ の対応とい った観点か らも女性、 若者な
どにとっても働 きやすい職 場へのニー ズが高まっ ているとい う状況かと 思いま
す。
そうした中で 、日本の転 職市場は中 高年の採用 経験のない 企業では中 高年の
採用意欲が低い こと。また 、年齢が上 がるにつれ て転職が難 しくなると か、賃
金が低下するといったような課題が指摘されているところでございます 。また、
柔軟な働き方で ありますテ レワークや 副業・兼業 については 、それらを 導入、
容認する労働者 、企業はま だ少なくて 、また、雇 用類似の働 き方につい ては、
現時点で私どもも十分に実態を把握できていないということでございます。
こうした現状 におきまし て、今後の さらなる成 長に向けて 転職が不利 になら
ない労働市場や 企業慣行を 確立する。 職業能力、 職場情報の 一層の見え る化を
図る。さらに多 様で柔軟な 働き方を選 択できるよ うにすると いったよう なこと
が必要と考えて おりまして 、未来投資 戦略2017な どに基づい て一層の取 り組み
を進めていきた いというこ とを、まず 前置きとし て申し上げ ておきたい と思い
ます。
３ページ以降 で、これま でと今後の 主な取組に つきまして 、以下ここ にござ
います各項目ごとに御説明を申し上げたいと思います。
初めに①でご ざいますけ れども、転 職・再就職 支援であり ます。これ までも
労働移動支援助 成金を段階 的に拡充し て、成熟企 業から成長 企業への労 働移動
を促進してきた ところでご ざいますが 、雇用情勢 の改善によ って対象者 が減少
しておりますが 、今後は転 職者を採用 し、採用後 に賃金アッ プを図った 成長企
業であったり、 中途採用拡 大に取り組 む企業を重 点的に支援 していきた いと考
えてございます。
また、これま で労働市場 のマッチン グ機能を強 化するため に、ハロー ワーク
の求人・求職情 報の民間開 放を進めて きたところ であります けれども、 今後も
こうした取り組 みを進める とともに、 産業雇用安 定センター による出向 支援に
より、労働者の キャリアチ ェンジを積 極的に推進 していきた いと考えて おりま
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す。
②でございま すが、多様 な選考・採 用機会の拡 大でありま す。これま ではハ
ローワークの生 涯現役支援 窓口を段階 的に拡充し 、特に65歳 以上の再就 職を支
援してきたとこ ろでござい ますけれど も、今後、 生涯現役支 援窓口のさ らなる
拡充を進めてい きます。ま た、転職が 不利になら ない労働市 場や企業慣 行の確
立に向けて、年 齢にかかわ りない多様 な選考・採 用機会の拡 大のための 指針を
策定し、今年度 中、29年度 中に経済界 に要請する べく検討を 進めていく 予定で
ございます。
３点目が労働 市場の見え る化でござ います。こ れまで次世 代育成支援 対策推
進法、女性活躍 推進法、ま た、若者雇 用促進法に 基づいて、 くるみん認 定やプ
ラチナくるみん 認定、える ぼし認定、 ユースエー ル認定を着 実に実施し 、仕事
と子育ての両立 や女性、若 者の活躍促 進に積極的 な企業の見 える化を図 ってき
たところでござ います。今 後、女性、 若者などの 求職者が働 きやすい企 業の勤
務実態、各種の 認定取得な どの職場情 報をワンス トップで閲 覧すること のでき
るサイトであっ たり、仕事 内容や求め られる知識 、能力ある いは平均年 収とい
ったような職業 情報を総合 的に提供す るサイトを 構築し、労 働市場の一 層の見
える化を進めていきたいと考えております。
また、ジョブ・カードでございますけれども、平成32年度までに300万人とい
う目標達成に向 けて、ジョ ブ・カード の作成支援 、ソフトウ ェアの改善 などに
よって、企業及 び労働者双 方にとって より役立つ ものにして いきたいと 考えて
おります。
最後４ページ でございま すが、ここ で２項目ご ざいます。 まず４点目 の多様
で柔軟な働き方 の促進でご ざいますけ れども、テ レワークや 兼業・副業 といっ
たような柔軟な 働き方につ いては、10月に検討会 を立ち上げ たところで ござい
ます。今年度内 のガイドラ インの作成 や制度的な 課題の抽出 、整理等を 行って
いきたいと考えております。
また、雇用類 似の働き方 でございま すが、同じ く10月に検 討会を立ち 上げた
ところでござい ますけれど も、これは まずはどの ような働き 方がされて いるの
が実態把握をし て、労働政 策審議会労 働政策基本 部会におい て、法的保 護の必
要性も含めて中長期的に検討していきたいと考えているところでございます。
高度プロフェ ッショナル 制度の創設 や企画業務 型裁量労働 制の見直し であり
ますが、それら を含む労働 基準法の改 正案につき ましては、 健康確保措 置の強
化などの見直し を行った上 で、働き方 改革の関連 法案に盛り 込むことと してお
ります。国会への早期提出を図っていきたいと考えていると ころでございます。
最後の５項目 目でござい ます。解雇 無効時の金 銭救済制度 の検討でご ざいま
す。透明かつ公 正な労働紛 争解決シス テム等のあ り方に関す る検討会の 報告書
が出ております けれども、 それに基づ きまして労 働政策審議 会において 有識者
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による法技術的 な論点につ いても専門 的な検討を 加えて、さ らに検討を 深めて
いきたいと考えておるところでございます。
以上でございます。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございます。
続きまして、「第４次産業 革命」「人生100年時代」のキ ャリア形成支援とい
うことで資料４ でございま すけれども 、この資料 ４の前半のIT人材のと ころに
つきまして、経済産業省からお願いいたします。
（前田経済産業省大臣官房審議官（訟務情報政策局担当））
資料４でござい ます。２ペ ージですが 、この夏 にある調査 を発表した もので
すから、それをまず初めに簡単に御紹介いたします。
IT関連企業を対象にアンケートをとりました。IT関連企業 でございますので、
結構ほかの企業 よりも柔軟 だろうなと 思いつつと ったところ 、左側を見 ていた
だきますと、こ のIT関連企 業を３つの グループに 分けて、あ なたの企業 は給料
をどのように払 っています かといった ときに、能 力・成果重 視ですか、 あるい
は年功重視です か、その中 間ですかと いう３分類 をしました 。３分類を した上
で、年功の影響 と年齢別の 年収水準の 推移を見た のが左側の グラフです 。見て
いただきますと 、全てにお いて年功型 です。能力 ・成果重視 型の赤い線 ですら
25歳と35歳では 高くなって おりますけ れども、45歳と55歳で も上がって いくと
いうことでござ いまして、 右肩上がり の給与カー ブになって いる。小城 社長か
ら御説明があり ましたが、 働けば働く ほどほって おいても給 料が上がる という
ことで、大企業 から人材の 供給ができ るのかとい う議論は、 こういう実 態にも
あらわれているのではないかと思います。
右側のグラフ 。その年代 で一番給料 をもらって いる人は、 どういう能 力に着
目をして一番高 い給料が支 払われてい るんですか という質問 項目です。 そのと
きの赤いところは実務的な技術能力、現場の技術能力です。これはさすが25歳、
35歳は高いです 。55歳にな りますと緑 になります 。緑は何で すか。マネ ジメン
ト能力です。こ のマネジメ ント能力と いうのを少 しブレーク ダウンとい たしま
すか、突っ込ん で見るとポ ジティブに 捉えるか、 そうでない のかという 議論が
多分出てくると 思うのです けれども、 ここで言っ ているマネ ジメントと いうも
のがどういうマ ネジメント なのかとい うことにつ いては、も う少し深く 考察す
る必要があるのではないかと思っております。
さらなる調査 の結果を見 ますと、給 料を決定す る際に比較 的IT関連企 業です
ら先端的な技術 のスキルと か知識、企 画力、発想 力というも のの決定要 因が低
いことが次のグ ラフでわか ります。左 側を見てい ただきます と、給与水 準に与
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えた要因として 一番左側が 一番重視し ていますと 答えるのが 一番濃いブ ルー。
薄いブルーが２ 番目となっ ております が、下から ４番目、上 から５番目 のとこ
ろを見ていただ きますと、 先端分野の 知識・スキ ルが重要で すといった ところ
のこの数字の低 さです。会 社の中にお いてその人 材をどうい うことを念 頭に給
与を決める際に 評価してい るのかとい うことが、 現在の実態 ではなかろ うかと
推測しておりま す。このあ たりをうま く会社の外 にある資格 等々とどう 連動さ
せていくのかと いうことが 、１つ大き な問題では なかろうか と推測して おりま
す。
４ページ、こ れは既に会 合で御報告 いたしまし たので簡単 にさせてい ただき
ます。現在、私 どもITのス キルスタン ダードにつ きまして11種やってお ります
が、今回、新しく追加としてIoTソリューションとアジャイル 、初めて働き方の
アジャイル領域に踏み込みます。今年度末までに仕上げます。
その次のペー ジを見てい ただきます と、今つく っておりま して、この 前、発
表しましたセキ ュリティ。 左側を見て いただきま すと薄い赤 のところで いろい
ろ書いてありま すが、専門 分野をブレ ークダウン し、レベル は１～７を 設定し
ております。我 々の議論の 中では、リ カレントに 可能領域は レベル５が アッパ
ーではないかと いう議論を しておりま すけれども 、こういっ たところで きめ細
かくスキルをつくってきているということでございます。
８ページ、こ ちらの会議 でも宿題に なっており ました人材 の需給調査 につき
ましては、IPAのつくっている白書をもとに関係省庁とこれ から調節させていた
だきますけれども、この調査も踏み込んでやっていきたいと思っております。
９ページ、10ページはい わゆる未踏 です。天才 型の未踏人 材がどんど ん生ま
れてきている。
10ページに行きますと、今まで2000年以降 、1,680人輩出、うち255人が起業、
そのうちのユニ コーン候補 が６社とい うことでご ざいまして 、これから この人
材育成も評価をしていきたいと考えております。
以上です。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございます。
続きまして、 資料４の後 半の人材育 成の取組の 部分につき まして、関 係各省
それぞれから御説明をお願いいたします。
（安藤厚生労働省人材開発統括官）
厚生労働省人材開発統括官から御説明を申し上げます。
２．（２）人材育成の取り組みの概要につきましての御説明でございます。
具体的な取り 組みについ て御説明を 申し上げる 前に、まず 厚生労働省 の人材
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開発行政の全体 像について12ページに １枚、御用 意しており ます。厚生 労働省
では職業能力開 発や向上の ための取り 組みといた しまして、 離職者や在 職者、
学卒者などに対 して、国や 都道府県が 実施主体と して行う公 的職業訓練 、これ
はハロートレー ニングと呼 んでおりま すが、これ を行ってい るほか、教 育訓練
給付制度などを 通じた労働 者の主体的 なキャリア 形成の支援 、助成金な どによ
る事業主が行う教育訓練への支援といったものを行っております。
若干歴史を申 し上げます と、従来は 離職者など に対する公 的教育訓練 サービ
スの提供であり ますとか、 事業主に対 する支援を 中心として 施策を組み 立てて
おりましたが、90年代以降 、特に労働 者が主体的 に能力開発 に取り組む ことが
重要だという流 れが強まり まして、98年に教育訓 練給付制度 が創設され た。こ
れは個人に対する給付となります。これが創設されたわけでございます。
その次のペー ジにまいり まして、教 育訓練給付 制度でござ いますが、98年に
始まりましたの は右側にご ざいます一 般教育訓練 給付でござ いまして、 これは
雇用の安定や就 職の促進に 資するとい ったものを 広く対象に いたしまし て、講
座指定をしてお りましたが 、これに対 しまして左 側にござい ますのが専 門実践
教育訓練給付で ございまし て、これは 2014年、平 成26年に創 設されまし て、一
般教育訓練給付 の対象とさ れていたも のの中から 特に業務独 占資格であ ります
とか、名称独占 資格を取得 するための 養成施設の 課程であり ますとか、 特に労
働者の中長期的 なキャリア 形成に資す るという視 点から、高 度な教育訓 練講座
を抽出いたしま して、それ を対象とし て手厚い給 付を行うと いう仕組み になっ
てございます。
概要につきま しては以上 でございま して、その 次のページ のところに 御用意
をしているのが 、今年度に 取り組みを 始めました 基礎的ITリ テラシー習 得のた
めの公的職業訓練の充実に向けた取り組みでございます。
これまでも公 的職業訓練 、ハロート レーニング におきまし ては、プロ グラマ
ーやウエブデザ イナーとい ったIT業界 への就職を 目的とした 職業訓練コ ースを
設定しておりま したけれど も、今後はIT業界に限 らず、ITを 活用する幅 広い産
業の人々が、基 礎的なITリ テラシーを 備えておく 必要がある ということ で始め
ましたのがこれでございます。
まずはIT業界 のヒアリン グでありま すとか、各 企業へのア ンケート調 査など
を行いながら、 幅広い産業 の人材が基 礎的ITリテ ラシーとし て標準的に 装備し
ておくべき能力 はいかなる ものかとい うことにつ きまして、 調査研究を まさに
始めたところで ございます 。今後これ により具体 化させまし た基礎的ITリテラ
シーを効果的・ 効率的に習 得させられ るような職 業訓練カリ キュラムを 今年度
中に構築するこ ととしてお りまして、 これをさら に公的職業 訓練の在職 者訓練
コース、これは 短期のもの になると思 いますが、 あるいはそ の離職者訓 練にお
いては１カ月程 度のコース を組んで、 さらに特定 技能に関す る専門的な 訓練コ
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ースを連続受講 していただ くという形 で汎用性を つけていき たいと考え ており
ます。
資料をさらに おめくりい ただきまし て16ページ でございま す。次にリ カレン
ト教育への厚生 労働省の対 応状況につ いて御説明 申し上げま す。未来投 資戦略
や働き方改革実 行計画にお いても、個 人の学び直 しへの支援 の充実が挙 げられ
ておりますが、 労働者の主 体的なキャ リア形成に 対する支援 が重要であ るとい
うことで、今年 雇用保険法 を改正いた しまして、 先ほど御説 明を申し上 げまし
た専門実践教育 訓練給付の 給付率や上 限額の引き 上げなどを 行い、また 、あわ
せて対象講座に つきまして も土日、夜 間、e-ラー ニングとい った形で行 う講座
に対しても指定 ができるよ うにする。 あるいは特 に高度なIT資格の取得 を目標
とする講座に関 する指定基 準の緩和を するといっ た形で充実 を進めており ます。
一方で、それ ぞれのライ フステージ において課 題を抱える 多様な層が 存在し
ておりまして、 これらの方 々にきめ細 かく対応し た教育訓練 のあり方と いうこ
とを考えていく 必要がある ということ で、その下 の取組①の ところにな ります
が、子育てによ ってキャリ アを中断し た女性や非 正規雇用の 若者、キャ リアチ
ェンジを望むシ ニアの方々 の課題に焦 点を当てて 、特に中長 期的なキャ リア形
成に資するよう な教育訓練 プログラム の開発を進 めておりま すほか、専 門性や
職業実践性など の観点で一 定のレベル を担保しな がら、時間 に制約のあ る社会
人が柔軟に受講 できるよう な教育訓練 の開講形態 あるいは教 育手法とい ったも
のにどういうも のがあるか といった調 査研究を行 っておりま して、これ はその
成果を広くお示 しすること で専門実践 教育訓練講 座の質、量 ともに拡充 できる
ような方向へつなげていけたらと考えております。
また、取組② になります が、現在、 文部科学省 が開学に向 けた準備を 進めて
おられます専門 職大学につ きましても 、専門実践 教育訓練給 付の対象と するこ
とについて今後、検討してまいる所存でございます。
このように関 係省庁と連 携の上、引 き続き専門 実践教育訓 練講座拡充 をしっ
かりと進めていきたいと思っております。
取組③は離職 者訓練にな りますけれ ども、ハロ ートレーニ ングの中で 託児サ
ービスつき訓練 や、離職し た保育士の 方々の職場 復帰支援で ありますと か、育
児との両立に配 慮して１日 の訓練時間 を短く設定 した短時間 の訓練コー スをつ
くるといったよ うなさまざ まな工夫を しながら、 特に出産・ 育児でキャ リアブ
レークが生じた方々の再就職支援を進めていきたいと考えております。
私からの説明 は以上でご ざいますが 、資料のこ の後の部分 には各省が 実施し
ている取り組みをさらに記載しております。
まず経済産業 省におかれ ましては、ITデータ分 野を中心と した専門性 、実践
性の高い教育訓 練講座につ いて、経済 産業大臣が 認定する第 ４次産業革 命スキ
ル習得講座認定 制度を創設 されたとこ ろでござい ます。この 認定された 講座に
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つきましては、私どもの専門実践教育訓練給付の指定対象と もなっております。
また、20ページに飛びますけれども、経 済産業省では「人生100年時代 」を見
据えた働き手の マインドチ ェンジや、 リカレント 教育の充実 などに取り 組むた
めの研究会を開催して検討を進めているところでございます。
戻りまして18ページになりますが、総務省におかれてはIoTを支えるネットワ
ークを運用管理 する人材の 育成やサイ バーセキュ リティ人材 育成プログ ラムな
どに取り組んでいる。
さらにその次 のページに なりますけ れども、文 科省におい てはリカレ ント教
育に対応するた めの大学改 革を検討さ れるという ことでござ いまして、 それぞ
れの取り組みにつきまして各省から御説明を差し上げます。
（伊藤経済産業省大臣官房参事官（経済産業政策局担当））
経産省でござい ます。今、 統括官から 全体像の お話があり ました中に 位置づ
けられるもので ございます けれども、17ページ、 「第４次産 業革命スキ ル習得
講座認定制度」 はIT力強化 プランを具 体化する各 省連携の取 り組みの１ つとし
まして、厚労省 さんと新し い制度を創 設すること になりまし たので御報 告申し
上げます。来年 ４月からの スタートと いうことで ございまし て、まずこ ちらに
ついては既に在 職をしてい る社会人が さらにITデ ータ分野を 中心として専 門性、
実践性の高いス キルを身に つけること を目的とし まして、ま ず対象分野 としま
しては中段にご ざいますよ うにAI、IoT 、データサ イエンス、 セキュリテ ィ等、
そしてIT利活用 の分野、端 的には例え ば自動車分 野での開発 等におけるITの利
用といったことを想定してございます。既に申請を今、受け付けておりまして、
非常に多数の事 業者さんか ら多数の講 座の申請が 受け付けら れてきてい るとこ
ろでございまして、今、審査中でございます。
先ほど統括官 のお話がご ざいました ように、既 に労働政策 審議会の御 審議、
御承認をいただ いておりま すので、経 産大臣が認 定した講座 のうち厚労 省さん
が定める一定の 要件を満た すものにつ いては、専 門実践教育 訓練給付の 対象と
なるということで７割まで支給が可能ということでございまして 、ITベンダー、
ユーザー双方に おきまして 、ある程度 レベルの高 いスキルを 具備する人 材の育
成を意図しているものでございます。
20ページ、こ れも統括官 からお話が ございまし たように、 冒頭、金丸 副会長
からも特に今後 、中堅企業 、中小企業 で大企業人 材が働くに 当たって、 プロフ
ェッショナル人 材とゼネラ リスト、ど ういう関係 があるかと いうお話が ござい
ましたけれども、ある種これを包含する概念としまして「人生100年時代に身に
つけるべき社会 人基礎力」 ということ で、リカレ ント教育で 何を学ぶか 、どう
学ぶか、そして 学んだ上で どう活躍し ていくかと いうことで 、きょうお いでの
小城社長にも委 員として御 参画をいた だき、また 、文部科学 省さん、厚 生労働
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省さんにもオブ ザーバーと して参加を していただ きながら、 検討してい るとこ
ろでございます。
私からは以上です。
（吉田総務相大臣官房総括審議官（情報通信担当））
総務省でございます。18ページをごらんください。
総務省ではIoT、AI等の新たな時代を見据えたIT等のトッ プ人材の専門人材の
組織という観点から取り組みを行っております。
まず １つ はIoTを支 えるネ ット ワー クを 運用管 理す る人 材の 育成と いう こと
で、IoT時代、膨大なデータがネットワーク上に流れるわけでございますけれど
も、そういうト ラフィック を支えるSDN、NFVとい ったいわゆ るネットワ ークの
仮想化技術とい うものが注 目されてお りますが、 これに対応 した人材を 早急に
育成、確保する 必要がある という観点 から、今年 ７月に産学 の連携で高 度ITア
ーキテクト育成 協議会とい う一般社団 法人が立ち 上がってお りますけれ ども、
ここと連携をい たしまして 、育成する 人材像やス キルや資格 認定のあり 方を検
討するプロジェ クトを開始 したところ でございま す。これに つきまして は、こ
の社団法人では ただいま経 産省から御 紹介のあり ました、第 ４次産業革 命スキ
ルの習得講座認 定制度に対 応する準備 等も進めて おりまして 、来年度中 を目標
にまず は100名規 模の 人材を 育成 する とい うこと に取 り組 んで まいり たい と考
えております。
２番目でござ いますが、 サイバーセ キュリティ の人材育成 プログラム の実施
ということで、 私どもの関 連の国立研 究開発法 人の情報通 信研究機構 （NICT）
におきまして、 今年からナ ショナルサ イバートレ ーニングセ ンターとい うもの
を組織いたしまして、実践的な防御演習というものを行っております。CYDERと
称しておりますけれども、本年度は受講者3,000人を目標にしておりまして、継
続的に、来年度 は5,000人程 度を目標と して取り組 んでまいり たいと思い ます。
そのほか2020東京 オリ・パ ラを見据え たサイバー コロッセオ 、あるいは 若手セ
キュリティーエ ンジニアの 育成といっ たような取 り組みもあ わせて行っ ている
ところでございます。
３番目、独創 的な技術課 題の挑戦の 支援で、先 ほど経済産 業省から御 紹介が
ございましたけ れども、私 どもは人材 というより は、むしろ 直接的には 奇想天
外なとがった技 術課題への 挑戦という ことへの取 り組みを行 っておりま すが、
これは、その結 果としてこ ういうもの を考える人 材、さまざ まな社会的 な挑戦
の雰囲気の醸成 に資すると ともに、こ ういう人材 が社会に進 出し、起業 につな
がっていく。結 果としての 人材育成と いう効果も あると考え ておりまし て、御
紹介をさせていただいております。
また、これ以 外に人生100年時代を見 据えました 高齢者や障 害者等を含 めた、
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誰もがIo TやAIが 当た り前の 時代 に対 応で きるよ うな スキ ルや リテラ シー を身
につけ、活躍で きる人づく りの必要な 施策につい ても今後、 検討してま いりた
いと考えております。
以上でございます。
（義本文部科学省高等教育局長）
文部科学省でございます。
19ページをお 開きいただ きたいと存 じます。先 ほど安藤統 括官からお 話がご
ざいましたよう に、文科省 においても 経産省、厚 労省と連携 させていた だきな
がら、リカレン ト教育の充 実をしっか りやりたい と取り組ん でいるとこ ろでご
ざいますけれども、まだまだ課題がございます。
現状と課題と しましては 、平成27年 度に文科省 が調査を企 業と社会人 と国民
の意識について 行いました けれども、 左でござい ますが、専 門的な知識 、技能
に対するニーズ が高いとい うところが ございます 。それから 、真ん中で ござい
ますが、社会人 としては費 用の問題と ともに、短 期間で学べ るプログラ ムが不
足していること についての 課題意識を 挙げており ます。それ から、右で ござい
ますが、国民と しては学び 直しに関す る情報ある いは効果に 対する機会 が十分
ないということについての課題を挙げているところでございます。
それを踏まえ ながら現在 の取り組み と今後の方 向性でござ いますが、 下半分
でございますが 、左のほう でございま すように、 産学連携に ついては特 に不足
しているITデー タ人材につ きましては 、産学連携 を中心にし ました実践 的な教
育のネットワー クを構成し ましてプロ グラムの開 発、実施に 取り組んで いると
ころでございます。
真ん中でござ いますけれ ども、いわ ゆる職業実 践育成プロ グラム（BP）とい
うものにつきま して厚労省 と連携させ ていただき まして、認 定した対象 につい
て教育訓練給付 制度の対象 にするとい う形にして おりますけ れども、現 状にお
いては正規課程または120時間以上というプログラムでございますが 、より短期
のプログラムに 対応するた めのより短 いショート のBPプログ ラムについ ての制
度改正を今、準備しているところでございます。
特にアクセス につきまし て課題と思 っておりま して、セグ メント別に 大学が
実践するリカレ ント教育に 関する情報 あるいはそ の効果につ いて、より 発信で
きるような仕組 みが今後必 要だと思っ ております 。特に産業 界のニーズ にしっ
かり応えること について言 えば、大学 が自前でプ ログラムを 開発するだ けでは
なくて、大学と 企業が連携 してマーケ ットニーズ あるいは企 業のニーズ に応え
るようなプログ ラムの開発 実施がまだ まだ十分で はございま せんので、 そのよ
うな課題意識を持って今後、人生100年の会議などの議論を踏まえながら、さら
に進化させていきたいと思っているところでございます。
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説明は以上でございます。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございました。
続きまして、 資料５でご ざいます。 教育改革に つきまして 文部科学省 から御
説明をお願いいたします。
（義本文部科学省高等教育局長）
資料５をおめくりいただきたいと思います。
１ページでき ょうの項目 を５点ほど 挙げており ます。実践 的なIT・デ ータス
キルの育成と教 育の情報化 でございま す。実践的 なIT・デー タスキルの 育成に
つきまして、私から３点、御説明したいと存じます。
２ページ、官 民コンソー シアムでご ざいます 。これは未 来投資戦略201 7にお
いても御指摘い ただきまし たし、先ほ ど山田先生 からも産業 界と教育界 のコミ
ュニケーション をしっかり とっていく ような体制 が必要だと いう御指摘 をいた
だいたところで ございます 。この点に つきまして は、この資 料にござい ますよ
うに大学の協議 体、特に大 学の各団体 の推薦する 委員等で構 成しており ますけ
れども、産業界 と連携しま して産業界 のニーズの 分析、それ から、将来 のニー
ズに対する議論 を今、行っ ているとこ ろでござい ます。理工 系人材の質 的な充
実、量的な確保 についての 対応策の検 討も含めて いますが、 今後このよ うなプ
ラットフォーム の中で今年 度、情報分 野からスタ ートしまし て、他分野 にも展
開したいと思っているところでございます。
下のほうにご ざいますよ うに、専門 学校につき ましては人 材育成協議 会とい
うものを立ち上 げまして、 こちらも産 業界と連携 しながら専 門学校が対 応する
ような業界のニ ーズの実態 調査、将来 ニーズの議 論、人材像 ですとか知 識、技
能の明確化などについて取り組んでいるところでございます。
そのような取 り組みを糾 合いたしま して、この 上でござい ますけれど も、官
民コンソーシア ムというも のを大学の 協議体、人 材育成協議 会の教育界 ・産業
界の代表に参加 いただきま して、ここ にございま すように産 業界のニー ズ調査
の結果を共有す る、あるい はその産学 連携の例え ば講師の派 遣、インタ ーンシ
ップ、教材の作 成等につい ての連携手 法の共有あ るいはパー トナーの開 拓、プ
ログラム開発等 についてし っかり取り 組んでいく べく、今年 度を目途に 設立す
べく今、準備をしているところでございます。
３ページ、革新的工学系教育改革でございます。この点についてもSociety 5.0
の実現において 肝になって くると思っ ているとこ ろでござい ます。この 点につ
いては工程管理 をしっかり し、スケジ ュールに基 づいて進め ていきたい と思い
ます。
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平成29年度中 に制度改正 の検討を今 、中教審、 それから、 関連する工 学系の
有識者会議、懇 談会と連携 しながら進 めておりま して、29年 度中に制度 改正の
中身をまとめま して、それ は後ほど御 説明します けれども、29年度内あ るいは
30年度頭を目途 にしまして 設置基準等 の改正を行 いたいと思 っています 。30年
度につきまして は、それを 踏まえた上 で学部とか 大学院の組 織の見直し 、モデ
ルとなる教育プ ログラムの 開発、コア カリキュラ ムの策定等 について着 手し、
31年度から一貫 的な教育の プログラム の開設、プ ログラムの 実施等につ なげて
いくことにしていきたいと思っております。
中身について 御説明しま す。まず工 学系につき ましては学 科と専攻の 縦割り
をまず解消して いくことが 大事でござ います。そ の点に柔軟 な教育の体 制を組
めるような形での設置基準改正を行いたいと思っているところでございます。
具体的にはこ こにござい ますように 、従来は学 科専攻にお いて縦割り であり
ましたけれども 、それを廃 しまして専 任教員の配 置、定員の 管理等につ いて柔
軟に横断的にで きる形にし たいと思っ ているとこ ろでありま す。あわせ まして
実践的な教育を 促進する観 点から、企 業から実務 家の教員が 来ておりま すが、
その配置を容認 するような 制度見直し 等を進めた いと思って いるところ でござ
います。
４ページ、あ わせて工学 系教育改革 につきまし ては、学部 ・大学院を 通じた
ような一貫教育 をしっかり やっていく ことが大事 でございま す。特別な 深い専
門知識と同時に 、幅広い知 識・俯瞰的 な視野を持 つ人材を育 成していく という
観点から、具体的には学部、研究科を６年一貫で教育課程を促進するとともに、
その中でいわゆ るメジャー 、サブメジ ャーを実現 し、専門を 勉強すると ともに
副専攻として他 の分野ある いは有望分 野について の教育がで きる形にし ていき
たいと思ってお ります。そ れによりま して工学部 、研究科、 一貫した教 育課程
の編成や、２つ 以上の専攻 あるいは工 学以外の分 野での授業 を科目とし て構成
するとか、ある いは一貫教 育でござい ますので、 単位の上限 を緩和しま して進
めるとか、大学 院の入学者 選抜を省略 するという 形で取り組 みを進めて いく。
この点について は予算要求 をしており まして、確 保できれば それを促進 してい
きたいと思って おります。 また、その モデルも例 えば東京工 業大学です とか、
５ページ、６ペ ージにある ような形で の取り組み をするよう なタイプが ござい
ますので、それを参考までにつけさせていただいたところでございます。
７ページ、全 学的な数理 ・データサ イエンスの 教育でござ います。い わゆる
IoT、AIをベースにするにおいて、数理・データがその肝でございます 。その教
育を文理を通じ ましてしっ かりした形 での基礎と して学べる ような体制 づくり
をしようということで、取り組みを今、進めているところでございます。
具体的には２ 点ございま す。数理・ データサイ エンスの基 礎的な素養 を持つ
人材を育成する という観点 から、29年 度からでご ざいますけ れども、国 立大学
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の６大学におい て拠点を整 備しまして 、そこにお きまして標 準的なカリ キュラ
ムの作成あるい は地域とか 分野での拠 点として展 開するよう な取り組み を進め
ておりますが、 できればそ の６拠点を さらに拡大 するという ことで今、 予算要
求をしているところでございます。
下でございま す。高度な 技術を持つ 専門人材の 育成という ことで、教 育のネ
ットワークをこ のスライド の資料にご ざいますよ うに、ベン ダー企業、 ユーザ
ー企業、大学、 学術機関を ネットワー クで組むこ とによりま して産学連 携で教
育を行うという、いわゆるenPiTと呼んでいますけれども、その事業を進めてい
るところでござ います。特 にサイバー セキュリテ ィ人材、デ ータサイエ ンス人
材の育成ととも に、IT技術 者向けの学 び直しのプ ログラムを 進めるとい うこと
で今、取り組みをしておりますし、予算要求もしているところでございます。
８ページ、９ ページはそ の実例であ りますので 、また御参 照いただけ れば幸
いでございます。
最後に専門職 大学の制度 化でござい ます。山田 先生からも ございまし たよう
に、この取り組 みにつきま しては産業 界とのコミ ットメント 、連携が肝 でござ
います。制度的にそれを埋め込む形でしているところでございます。
10ページの資 料の右のほ うで公表さ せていただ きますと、 教育課程に つきま
しては産業界と 連携し、プ ログラムの 策定につき ましては産 業界あるい は地域
の方も入ってい ただいた連 携協議会を 設置して、 そこで決め ていくとい う形に
しております。 教員につき ましては、 おおむね専 任教員のう ちの４割以 上は実
務家を教員とし て義務づけ るとともに 、その２分 の１につき ましては先 ほどの
議論にあります ように、研 究能力とあ わせ持つ実 務家を求め るという形 で、実
践と理論の架け 橋をみなし ていこうと いうことを しておりま す。教育課 程の実
習につきまして は、先ほど の話もござ いますよう に、実習、 演習を強化 するこ
とに重んじると いうことで 、特にここ にございま すように企 業とのイン ターン
シップ、臨地実 務実習と言 っておりま すけれども 、それを４ 年制で20単 位以上
組むことを義務づけしたいと思っているところでございます。
めくっていた だきまして 、その具体 的なスケジ ュールでご ざいますが 、さき
の通常国会で法 律が制定さ れまして、 その設置基 準も９月に スタートし たとこ
ろでございます 。これは２ 種類のタイ プがござい ます。いわ ゆる専門学 校自身
が転換するよう な専門職大 学と、既存 の学部・学 科が転換す る専門職学 科・学
部というものが ございまし て、それぞ れあわせて 進んでいこ うというこ とでし
ているところで ございます 。専門職大 学、専門学 校が転換す るほうにつ きまし
ては、11月から 設置認可の 申請の受け 付けをしま して、数大 学来ている ところ
でございます。 それから、 専門職学科 につきまし ても同じよ うな形で、 これは
設置基準の改正 をしまして 進めている ところでご ざいます。 いずれにせ よ、こ
の前、説明会をしましたけれども、700人を超える関係者が議論しておりますの
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で、そこをしっかり取り組んでいきたいと思っております。
説明は以上でございます。
（常盤文部科学省生涯学習政策局長）
12ページから教育の情報化、これは初等中等教育分野となります。
プログラミン グ教育の充 実に向けた 教育内容の 改善と書い てございま すけれ
ども、ことし３ 月に小中学 校の学習指 導要領の改 訂を行いま して、情報 活用能
力を学習の基盤 となる資質 ・能力と位 置づけまし て、教科等 横断的に育 成をす
る中でプログラ ミング教育 を小学校に おいて必修 化すること を盛り込ん でござ
います。現在、 既に新学習 指導要領の 説明会等が 順次行われ ておりまし て、学
習指導全体の趣 旨の周知徹 底の中で、 プログラミ ング教育に ついての説 明もあ
わせて各都道府県、市町村に行っているという状況でございます。
その趣旨をさ らに深めて いこうとい うことで、 小学校プロ グラミング 教育指
針というものを 今年度中に 策定したい ということ がございま す。スケジ ュール
はこの表のとおりでございます。
この点につき ましては、 総務省さん 、経済産業 省さんとも 連携をいた しまし
て、民間の企業あるいは団体による教材開発の促進などを目的といたします「未
来の学びコンソ ーシアム」 、これは金 丸副会長に 大変な御指 導をいただ いてい
るわけでござい ますけれど も、これを 立ち上げま して、軌道 に乗せてま いりた
いと取り組んでいるという状況でございます。
次のページで ございます けれども、 今後の工程 でございま すが、こと し３月
に学習指導要領 が策定され ましたが、29年度にお いて今、申 しました小 学校プ
ログラミング教 育指針の策 定を考えて ございます 。30年度に おいては、 さらに
この推進を進め ていきたい ということ で、ここに 書いてある とおりでご ざいま
すけれども、30年度までに そういう取 り組みを進 めまして、31年度にお いては
各学校でしっか りとこの中 身を深めて いくという 構造をつく っていきた いとス
ケジュール感としては考えてございます。
14ページ、その際の教育の情報化を本格的に進めていくた めのICT環境整備と
いうことでござ いますけれ ども、この 点につきま しては地方 自治体に対 して地
方財政措置を講 じていると ころでござ います。平 成30年以降 の整備目標 の見直
しに向けて、現 在、検討を 進めており ます。現状 につきまし ては真ん中 、中段
の左側に現在の目標と現状。それから、今後のICT環境の整備の例ということで
記させていただ いておりま す。これに ついても現 在、地方財 政措置につ いての
要望を行ってい るところで ございます 。自治体に おける環境 整備を促進 するた
めに、ICT環境整備指針というものを本年度末を目途に策定 をしたいと考えてご
ざいます。
そういうこと を踏まえて 、下にござ いますよう にセキュリ ティーポリ シーの
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ガイドラインも既に公表したということでございます。
最後のページは参考資料でございます。御参照いただければと思います。
以上でございます。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございました。
以上、これま での有識者 の方々のプ レゼン、そ して各省か らの説明を 踏まえ
て自由討議に入 りたいと思 います。当 初、前半と 後半で議論 の対象を分 けよう
かと思いました けれども、 あと30分程 度ございま すので、ま とめてどこ からで
もコメント、御 質問をいた だければと 思いますの で、ぜひよ ろしくお願 いいた
します。どこか らでも結構 でございま すので、御 自由に御発 言いただけ ればと
思います。
（金丸副会長）
今、たくさんの メニューと いうか政策 について の御説明を お伺いした のです
けれども、ではきょうのような話を国民が自分のキャリアア ップをしようとか、
あるいは転職し ようとか、 いろいろ考 えたときに 、どこに何 をまず相談 すれば
いいのかという のはわかり にくいと思 いました。 これは別途 、そういう チェッ
クインカウンターというのは１カ所であるべきではないかと思った次第です。
具体的なこと をお伺いし ますけれど も、せっか く小城さん がいらっし ゃるの
で労働移動につ いてお聞き したいので すが、先ほ どの厚労省 の御説明の 中で労
働移動支援助成 金というも のが出てき て、一方で 試行在籍出 向プログラ ムとい
うものが出てき て、労働移 動支援助成 金について は、あたか も事業再編 等で余
剰となった人を 移動すると いうような 、何となく 救済型みた いなイメー ジでお
伺いしたのです けれども、 そうすると 意外と執行 率はそれほ ど高くない のでは
ないかというこ とを踏まえ ると、もう 少しポジテ ィブにキャ リアアップ とかキ
ャリアチェンジ で自発的に 移動するよ うなことを 後押しする という、前 提を変
えて、考え方も 変える必要 があるので はないかと 思ったので すが、その 点をお
伺いしたいと思います。
それから、試 行在籍出向 プログラム も、送り出 し企業の協 力を得よう という
ことになってい るのですけ れども、先 ほど小城さ んのプレゼ ン資料の13ページ
ですと、これま でのキャリ アをやり直 せるとした ら現在の勤 務先から転 職を選
択すると思いま すかという と、過半を 超える人た ちがそう思 っていると いうこ
とからすると、送り出し企業の協力を得るというプロセスが 必要なのかどうか。
ここは厚労省の お考えも伺 いした上で 、小城さん に今の２つ の話につい てもコ
メントをいただければと思います。
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（小林厚生労働省大臣官房審議官（職業安定担当））
まず労働移動支 援助成金で ございます けれども 、もともと のスタート はリー
マンショック等 の雇用調整 目的からと いうことが ございます 。そういう ことで
スタート時は送 り出し元に 対する助成 と受入側に 対する助成 というのがあ って、
送り出し側につ いては再就 職させよう とする方に 対する再就 職援助計画 という
のを求めていた わけです。 実際には今 の状況を御 案内のとお り、非自発 失業が
５年前と比較し ただけでも 半分以下に なっている という状況 があって、 そもそ
もそういうプッ シュ型の移 動ニーズと いうのは大 きく変わっ ているとい うこと
がございます。 そういう中 で先ほどの 試行在籍出 向も低調、 それから、 労働移
動支援助成金も低調というのが正直なところなのです。
では今どうい うニーズに 変わってき ているのか ということ ですけれど も、基
本的に潜在的に 移動したい という方は おられるわ けです。そ ういう方を どうや
って後押しして あげられる かというこ とが１つと 、受入型の プル型の需 要とい
うのは当然人手 不足だから 非常に強い わけです。 ただし、中 高年を受け 入れる
かということになると、ここでまたハードルが上がってしまうわけです。ただ、
中高年を受け入 れて成功し たところは 、また次も 受け入れる ということ で、最
初の一歩という ものの壁を どうやって 突破してい くかという ことがある と考え
ています。
そういう中で 労働移動支 援助成金に つきまして は、先ほど の送り出し 元に対
する助成あるい は送り出し 元の再就職 援助計画を 前提とする 助成という のはも
ちろん残ってい ますが、そ れと同時に 、そこを離 れて受入側 に対する助 成に今
シフトしてきて います。具 体的には中 高年の中途 採用を大幅 にやったと ころと
か、あるいは成 熟産業から 成長産業、 成長産業と して受け入 れて、そこ で処遇
の改善を図った 場合とかい うものに対 する助成に 今、転換し ている。ま だ転換
したばかりで具 体的な実績 にまではつ ながってい ないですけ れども、そ ういう
発想に切りかえています。
もう一つ、試 行在籍出向 というもの をやったの ですが、こ れもなかな か実績
が上がっていな いのです。 これは産業 雇用安定セ ンターとい う産業界が 拠出し
てつくった、先 ほどの山田 先生の話に も出てきた 、企業と企 業を出向と いう形
でつなぐ取り組 みだったの ですけれど も、企業間 での労働移 動というの は今や
はり人手不足に なっている ものですか ら、なかな か動かない のです。無 理やり
やろうとすると 本当に受入 側も要らな い人を出し ますみたい な話になっ てしま
って、そういう 意味で支援 のあり方と しては先ほ ど申し上げ たような個 人に対
するハードルを 下げる。そ れから、中 高年を受け 入れる企業 を増やして いく。
ただし、ここは 先ほどもお 話がござい ましたけれ ども、年功 賃金だとか 専門職
が少ないとか、 そういう日 本の企業の 人材活用の 仕組みと非 常に密接に つなが
っている部分も あって、な かなか課題 としては難 しいのです が、一応、 多少の
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後押しをしたい ということ で、今年度 末に企業向 けの指針を つくろうと いうこ
とで今、検討を進めているところでございます。
以上です。
（小城株式会社日本人材機構代表取締役社長）
やはり人が移動 するときに は、だめだ ったから 出ていくと か、だめだ ったか
ら移るという、 こういう認 識をいかに 払拭するか だと思うの です。なの で、政
策のブランディ ングをぜひ お願いした い。だめだ からでは全 くなくて、 挑戦す
るとか、自分の 能力を生か すとか、も しくは自分 は自立する とか、そう いった
ブランディングにしていただくと、個人の手がもっと挙がり やすいと思います。
あと、人事部 を関与させ ることにつ いて私はネ ガティブで す。我々の 会社が
できる前、恐ら く経済産業 省が大企業 の人事と組 んで、地方 への労働移 動に少
しチャレンジし たことがあ ったと思う のですが、 大企業都合 の方しか出 てこな
かったというこ とを我々は 聞いていま す。キーワ ードは依存 から自立だ と思う
のです。実はみ んな大企業 に依存した くないはず で、そうい う自分より は充実
した自分が好き なはずで、 そういった 人がみずか ら手を挙げ るようなブ ランデ
ィングなり制度 にしていく べきと思い ます。私は 組織の論理 が入った瞬 間にい
ろいろなことが おかしくな ると思うの で、ぜひそ ういった取 り組みをも っと強
化いただきたいと思います。
（越智副大臣）
関連して、今の 小城さんの 聞きながら 、挑戦だ という話と 、人事部と いう組
織の機関が仲介 するのはだ めだという 話がありま した。私も そのとおり だと思
います。私も実 は13年間、 大企業にい た身として 感じるわけ であります が、先
ほどのお話の中 で地方では 潜在力があ って人材ニ ーズがある 。一方で首 都圏の
大企業では人材 は転職をし たがってい るというこ となのです 。そこでど うして
も挑戦に結びつ かないこと として幾つ かあると思 うのですけ れども、１ つは、
大企業人材は別 の仕事をし たことがな い。一方で 地方の人は 別の人材を 受け入
れたことがない 。地方はい ろいろと対 策を打たれ る可能性が あると思う のです
が、別の仕事を したことが ない人に仕 事をさせる ためにはど うすればい いか。
そこは自立だと 思うのです 。そこに対 してどのよ うなことが あるのかと いうの
が１つ目。
２つ目は、大 企業にいた 人は、ある 一定の年齢 まで、60、65ぐらいま でその
ファミリーの中 にいること で何となく 雇用の保障 があるわけ です。その 枠から
出るということ に対するリ スクが極め てでかい。 出てしまう とあとは個 人の責
任。まさに自立 なわけです 。そこを手 助けする何 か政策とか ファシリテ ィーと
いうのは、小城 さんの目か ら見ていろ いろと御苦 労されてい る中で何を 必要だ
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と考えていらっしゃるのかを聞きたいです。
（小城株式会社日本人材機構代表取締役社長）
まずポイントは 、出るタイ ミングだと 思います 。若いうち だと、それ までの
業務経験は仮に 狭くても柔 軟性があり 、知的体力 があるので 、少なくと も大企
業に入った人は ほとんど何 とかなると 見ています 。やはり56、57まで一 定の業
務しかやったこ とがないと 、そのやり 方にかなり 凝り固まっ てしまって いるの
で、私はタイミ ングではな いかと。で きれば先ほ どあった、 さまざまな 経営に
関するリテラシ ーを追加で きることが あればなお 可だと思い ます。そこ はぜひ
お願いしたいと思いますが、私の一番のポイントは年齢。
あとはリスク を下げるた めに兼業・ 副業でまず １回入って みることが 一番い
いのではないか と思いまし て、先ほど 地方からと 申し上げま したが、ま ずは兼
業でも副業でも いいのでま ず１回やっ てみて、ど れだけ自分 の力が通用 するの
か。意外と通用 するのです 。それをま ず実感して もらって自 信を持って いただ
くことが大事なのかなと思っています。
我々は今、１ つ、考えて みたいと思 っておりま すのは、い きなり地方 の何と
か会社に転職す るのはさす がにハード ルが高いの で、１回バ ッファー機 関を置
けないか。例え ば地域の何 とか会社、 これはでき れば民間ベ ースだと思 ってい
ます。そこに１ 回転職をし てもらって 、そこはそ れなりに信 用力があっ て、奥
さんも反対しな いというよ うなところ にして、そ こから１回 、副業で２ ～３社
入ってもらって 、例えば週 ２日、３社 やってもら おう。オー ナーと本当 に息が
合ってビジョン に共感した ら移ればい いではない かといった ような、何 らかの
バッファー的な ものもひょ っとしたら あっていい のかなと。 いずれにせ よ、お
見合い期間をう まくつくっ ていくとい うことを工 夫できない かなと思っ ている
ところです。
（小林会長）
先ほど小城さ んが指摘さ れた「人事 部を通さな いほうがい い」という のは、
まさに賛成です。社内公募制度はいろいろな会社が持ってい ると思うのですが、
何か新しいプロ ジェクトを やろうとし ても、既存 の事業ライ ンだったら 絶対に
有能な人材を手 離したがり ませんから 、ネットか 何かを通じ た社内公募 で、人
事部関係なく個 人単位で手 を挙げても らうほうが いい。そう いった社内 公募制
度の対象を、小 城さんの手 掛けるよう な社外、中 小も含めた 案件にまで 広げる
のは決して難しいことではないなと感じました。
（小城株式会社日本人材機構代表取締役社長）
ありがとうござ います。我 々も現在、 地方のそ ういう右腕 的な、まさ に腕が
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鳴るようなポジ ションを公 に出せるよ うな準備を しておりま して、そこ でまさ
にこれはオール ジャパンの 公募なのだ ということ をぜひやっ ていきたい と思い
ます。
あと、先ほど 小林会長か ら人材育成 の話で山田 さんに質問 があったの で、１
つだけ補足しま すと、地方 の中小企業 の右腕をや ることは経 営力が急激 に高ま
ると思っている のです。し たがって別 に地方に行 ったきり東 京に戻って これな
いということは 全くないと 思っていま す。今、労 働市場は残 念ながら首 都圏と
地方で分断され ています。 それをくっ つけること によって東 京の例えば40歳の
ビジネスパーソンが地方の会社でオーナーの右腕を５、６年ぐらいやる。多分、
経営力は一気に 上がります 。その方が 東京に戻っ てくれば、 これはすご い経営
人材になると思 うのです。 今、日本中 で経営人材 が足らない と言われて います
けれども、実は地方にそれを育成するプラットフォームがあ ると見ていまして、
そういった労働 市場がくっ つくことに よって、そ のこともあ わせて解決 できる
のではないかと現在、考えているところです。
（金丸副会長）
また厚労省と 小城さんに お聞きしま す。小城さ んは副業・ 兼業という のを相
当ポジティブに 捉えていら っしゃる。 そういう中 、厚労省で は副業・兼 業がど
うあるべきか検 討なさって おられて、 そのとき労 働時間がす ごく気にな る議論
のテーマの１つ だと思うの ですが、労 働時間の通 算を一律に 規制すると いうの
は、私はやめた ほうがいい のではない かと思って いまして、 その点、現 在の厚
労省の検討の様子と小城さんの意見をお聞かせいただければと思います。
（土屋厚生労働省大臣官房審議官（労働条件政策担当））
厚生労働省の土屋でございます。よろしくお願いいたします。
今、お話があ りました副 業・兼業に つきまして は、働き方 改革実行計 画の中
で一定の方向を いただいて おりまして 、先ほどデ ータでもお 示しをいた しまし
たように、そも そも認めて いる企業が 14.7％とい うような状 況の中で、 まずは
副業・兼業のメ リットのお 示しを、こ れは働く方 にとっても 企業にとっ てもと
いう意味だと思 っておりま す。お示し をし、かつ 、ネックに なっている ものの
１つに、私ども がモデル就 業規則とい うものをお 示ししてい ますが、こ のモデ
ル就業規則で原 則禁止とい う前提で今 、私どもが お示しをし てしまって いると
いう現状があり 、特にこの モデル就業 規則は中小 企業には広 く御参照い ただい
ているようなも のになって おりますの で、そこを 一種解除い たしまして 、メリ
ットを承知して いただき、 そもそも副 業・兼業と いうのは認 める方向だ よとい
う方向を出していく。そういった形で推進を図っていきたい と思っております。
あわせて今、 金丸副会長 からお話が あった点で ございます が、働き方 改革実
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行計画の中にも 、副業・兼 業の普及促 進が長時間 労働を招く ことがあっ ては本
末転倒だという お話も頂戴 している中 でございま して、現行 の労働基準 法の規
定といたしまし ては、事業 場を異にす る場合でも 、労働時間 の規定の適 用につ
いては通算する という規定 があって、 これを私ど もの解釈で 、事業場を 異にす
る場合というの は事業主を 異にする場 合も含むと いう解釈を 持っておりま して、
それが先ほどの 副会長のお 話につなが っているの だと思いま す。現状そ ういう
解釈を持ってい るという状 況でござい ますので、 こういった ことにも御 留意を
いただく必要があるかなと思っています。
先ほどモデル 就業規則の 改定とあわ せて、さま ざまな労働 時間管理や 各種の
制度の適用とい う意味での 現状の制度 について御 留意いただ きたい点を まとめ
てガイドライン にして、そ れを御参照 いただきな がら副業・ 兼業につい て各企
業でお考えをい ただくとい う方向で、 これを先ほ ど申し上げ ました検討 会で年
度内につくっていくという方向で考えているということであります。
なお、副会長 から御提示 のあったよ うな制度的 な検討につ いてのいろ いろな
議論もこれから 出てくるも のと思って おりますが 、それはガ イドライン を策定
した上で今後の議論としてまた深めていきたいと思っておるところです。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
１点確認ですけ れども、今 の労働時間 の通算の ところが、 たしか通達 という
のは相当前、数 十年前に出 た通達だと 思いますが 、あれは普 通、別の雇 用主で
兼業するという ことがもと もとない時 代のもので 、１つの雇 用主で別々 の事業
場で働くという 場合に通算 をするとい うことだと 理解してい ますが、今 、留意
をしていただき たいという 御発言があ りましたけ れども、今 後まさにい ろいろ
なところで副業 ・兼業をし ていくとい う時代の中 でも、基本 はそれを維 持する
方向で御検討されているという意味ですか。
（土屋厚生労働省大臣官房審議官（労働条件政策担当））
今、申し上げま したように 、私どもの 解釈とし て持ってい るという現 状がご
ざいまして、そ の前提で今 の制度のも とで副業・ 兼業をやっ ていただく に当た
ってのガイドラ インという のを、これ は年度内に ということ でやってい るとい
うことでありま す。その上 で先ほど申 し上げまし たように、 さまざまな 御議論
に関しての検討 は、引き続 き深めてい く場面とい うのがある かなと思っ ている
ということであります。
（小城株式会社日本人材機構代表取締役社長）
御参考までに、先ほど我々が御紹介したアンケート と同じサンプルに、兼業・
副業と聞いて何 を思うかと 聞いたこと があるので す。一番に 返ってくる のが、
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まず小売店舗と かああいっ たところの アルバイト です。２つ 目がインタ ーネッ
トを使ったｅコ マースとか 投資。これ が副業・兼 業の今のイ メージなの です。
それが大層なのです。
私たちが本当にやってほしいのは、例えば週末CIOだった ら山ほどニーズがあ
るのです。週１ 日でいいの です。その 方というの は恐らくい わゆる労働 力、労
働者というより は、大企業 に在籍して いるかもし れないけれ ども、実態 上は自
立していて、か つ、高度な 仕事をして いて、自分 の能力を使 いたいとい う思い
を持っている人 だと思うの です。した がってター ゲットをど こに置くの か、も
しくはどのよう な仕事を想 定するのか 。兼業・副 業はすごく 広い概念な ので、
もう少し精緻に したほうが いいのでは ないかと思 います。多 分、週１回 、札幌
に来てCIOしませんかと言ったら結構手が挙がると思うのです 。そういうニーズ
は地方に山ほどあるので、その辺で東京の能力をぜひ使いた いと思っています。
それが実現できるような制度設計をぜひ政府にお願いしたいと思います。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございます。
私のほうから １つ厚労省 と小城さん に御質問な のですけれ ども、まさ に小城
さんのほうから も、大企業 に眠ってい る人材をど う持ってい くか、気づ かせる
ということも大 事ですし、 先ほどの山 田理事のプ レゼンの中 にも、節目 節目で
キャリアの棚卸しをすることが大事だというお話がありました。
厚労省の政策 の中でジョ ブ・カード の仕組みが あって、ま ず厚労省さ んにお
聞きしたいのは 、ジョブ・ カードを実 際に持つ人 が累計でい くと増えて いると
いうことですけ れども、実 際に例えば 登録をした けれども、 その後、全 然見た
ことがないという人がいるとすると、それは余り意味がない ということなので、
実際に累計で増 えてはいま すが、厚労 省さんとし てジョブ・ カードを実 際に始
めて、それが実 際のいろい ろな働いて いる方々の 気づきの機 会につなが ってい
るという感じで 評価されて いるか、あ るいはこう いう部分が 足りないと いう風
に思われている かどうかと いう点を１ つお聞きし たいのと、 逆に小城さ んのほ
うには、まさに 気づかせる ということ が大事にな ってきます し、年齢が 非常に
大事だという話 がありまし たけれども 、今、厚労 省とか関係 各省の政策 をお聞
きになって、こ ういう政策 のところが もっとこう なると、よ り気づきの 点が後
押しされるので はないかと か、あるい は今ジョブ ・カードの 話とか、労 働移動
支援助成金の政 策とかあり ましたけれ ども、うま く組み合わ せていくと より人
が移動をするこ とが楽にな るような政 策につなが り得るかと か、いろい ろな視
点があると思う のですけれ ども、何か コメントが ありました らぜひお願 いをい
たします。
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（安藤厚生労働省人材開発統括官）
厚生労働省の人材開発統括官でございます。
ジョブ・カー ドについて の御質問で ございます けれども、 ジョブ・カ ードに
ついては御承知 かと思いま すが、始め たころにな かなか普及 しないとい うこと
でいろいろ検討を重ねまして、27年10月にコンセプ トを整理しまして、ジョブ・
カードというの は生涯を通 じたキャリ アプランニ ング、それ から、職業 能力証
明の機能を担う １つのツー ルなんだと いうことで 整理をして 、対象につ きまし
てもそれまでは どちらかと いうと雇用 型の訓練と 言っていま すけれども 、訓練
と組み合わせて 使うための ツールとい う性格がか なり強かっ たわけです が、発
行対象について も広く在職 者、離職者 、学生にも 使えるよう なものにし ていく
ということで整理をしているところでございます。
確かに累計枚 数はそこそ こ出ており ますけれど も、おっし ゃるように それが
そこから先、使 えているか ということ についての 網羅的なチ ェックがで きる仕
組みになってお りませんの で、動いて いるかどう かというこ とについて はまた
検討が必要かと 思いますが 、ただ、使 われている ところにつ きましては 特に企
業の中でお使い になる場合 がありまし て、それは 訓練とセッ トで使われ ている
ころですけれど も、それは 雇用型の訓 練を行う事 業主の方か らも訓練の 進捗状
況が評価できる 。また、節 目節目で客 観的な自分 の能力の上 がり具合と いうも
のが労働者の方 にも具体的 に把握でき て、次に目 指すべきポ イントをす り合わ
せることができるということで、非常に評価されております。
そういった形 でキャリア コンサルテ ィングとセ ットにして ジョブ・カ ードを
使えるツールに していくこ とを考えて いかなけれ ばいけない のですけれ ども、
ジョブ・カード そのものは 今、告示で 様式も定ま っていまし て、かなり リジッ
トな形になって いますので 、そのもの を活用しろ と言っても 多くの企業 の皆様
は既にいろいろ な人材管理 のためのツ ールをお持 ちですので 、そういう わけに
もいかないだろ うというこ ともござい ますし、そ れは働く側 にとっても 同じよ
うな事情がある と思います 。ですので そういった ことについ てもう少し 柔軟に
活用できるよう な方策につ いて今、検 討をしてい まして、結 論を出して いきた
いと思っております。
以上でございます。
（小城株式会社日本人材機構代表取締役社長）
早いタイミング で１回、自 分自身と向 き合う、 もしくは人 事が正直な ことを
言ってあげると いう場をど うつくるか だと思うの です。40歳 のときに言 ってや
ったほうが絶対にいい人がたくさんいるはずなのです。
日本の企業は 人にやさし いというの はうそだと 思っていま して、本当 にやさ
しかったら言う べきですと 。大企業の 出世なんて 半分以上が 運なので、 その人
37

の実力で決まる わけがない 。だったら 残念ながら 君はここで チャンスが ないか
もしれないけれ ども、ほか だったらい けるのでは ないかとい うことをど うして
人事は言わない んだという のを40歳前 に何かそう いうことを 入れたらい い。リ
クルートがなぜ すごいかと いうと、あ の会社では40歳前に独 立しないや つはで
きないやつだと いうのが社 内の共通認 識なのです 。なのでみ んなやめて いくわ
けです。当たり 前のように 。みんな自 立している わけです。 もしくはい つかは
ちゃんと自立し ないといけ ないと思っ て日々暮ら すわけです 。そういう 緊張感
をどれだけ早く から持って もらうか。 これはどれ だけ制度に なじむかわ かりま
せんが、企業の 人事セクタ ーもしくは それをバッ クアップす るところに 大きな
改善ポイントがあるのではないかと強く信じております。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
今の点について 、せっかく 亀田部長に も来てい ただいてお りますので 、ある
意味では今の話 も含めて、 あるいは先 ほどIT人材 の処遇のと ころが、ど うして
もマネジメント 的になって いくのでは ないかとい う指摘もあ りました。 まさに
企業のほうのい ろいろな選 考や採用機 会などをど う柔軟にし ていくかと いうこ
とも、ある意味 では産業界 の取り組み として大事 になってく ると思いま すけれ
ども、今ご覧に なっていて 企業として 何ができる かとか、ど う変わって いく兆
しがあるかという、そういった点についてコメントをいただ けますでしょうか。
（亀田株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員システム本部長）
まず先ほど経済 産業省さん からお話の あった処 遇の話は、 まさにその とおり
だと思っており ます。特に 我々のよう なシステム ユーザー企 業において は、シ
ステムを開発す るという行 為自体が、 プロジェク トマネジメ ントや、組 織をマ
ネジメントする という部分 に極めて大 きく依存し ております 。尖ったス キルを
使ってシステム を作るとい う側面より はむしろ、 コミュニケ ーションや リーダ
ーシップでプロ ジェクトを しっかりと マネージし 、期限と品 質とコスト をキチ
ンと守ってシス テムをつく っていくこ とが重視さ れる傾向に あります。 コミュ
ニケーション能 力が重用さ れる傾向が あるといっ たところが その理由の 一つだ
と思っております。
スキル定義に ついては、 スキルの標 準化をもう 少し明確に する必要が あると
思います。スキ ルを標準化 するITSSの 取り組みは 非常にすば らしいと思 います
が、定義し切れ ないところ もあります 。いかに定 義しきれな い部分の見 える化
を図っていける かも大きな 課題だと思 っておりま して、例え ば今後益々 重要性
を増すグローバ ルな人材活 用という観 点で申し上 げると、グ ローバルに スキル
の標準化が定義 されれば、 より人材の 活用も可能 になる。ア ジアなど海 外でも
IT人材を供給で きるところ がたくさん あり、その 活用も考え ると、ITス キルを
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見える化していくことが重要だと思っています。
一方で先ほど の小城さん の話に絡む のですが、 大企業でITプロジェク トをマ
ネジメントして きた人は、ITだけでは なくて、投 資・経費管 理や人材育 成を含
むいろいろな経 験をしてい ます。こう いった経験 を持つメン バーがグル ープの
会社や外の企業 に行って、 例えばシス テムのマネ ジメント等 の役割を任 される
と非常に重宝されるのです。中小企業に行くとシス テムだけではなくて、経営・
企画・管理など 一体で見て いかれるよ うな組織も 多いので、 テクノロジ ーの専
門家として来て もらったの だけれども 、実はいろ いろなこと を知ってい て、あ
らゆるマネジメ ント、経営 ができると いうことで 重宝される ケースが多 くある
ように思います 。ですから 、先ほど小 城さんがお っしゃった ように、大 企業で
経験を積んだ人 材を地方で 有効活用す るという考 え方も当然 あるのかな と思っ
ております。
（金丸副会長）
亀田部長に今の 関連でお聞 きしたいの ですが、 例えば今、 データサイ エンテ
ィストという人 たちの専門 性の高い職 種に対する 処遇という のは、例え ばシリ
コンバレーだ と、Ph.D.を取 っている ような新卒 で入ってき た人でも2,000万ぐ
らいの年俸で、大体平均5,000万とか言われているのですが、では亀田さんのと
ころでそういう スペシャリ ティーを持 っている人 たちの処遇 についての 企業体
系上の手当みたいなものは、おありになられるのでしょうか。
（亀田株式会社三菱東京UFJ銀行執行役員システム本部長）
私どもはITだけ ではなくト レジャリー のエリア などの幅広 いエリアで 、プロ
認定制度を設け ておりまし て、プロフ ェッショナ ル処遇とい う制度も持 ってお
ります。ただ、 今おっしゃ ったような レベルで大 きくジャン プアップが 可能と
いうようなことは、現状ではまだございません。
一方で私どもは 、グループ の中にIT企 業も抱え ております ので、そう いった
ところで処遇にメリハリをつけることも検討しうると考えております。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございます。
あと一点、川田学長がいらしていますので、先ほど専門職大学のところでも、
あるいは官民コ ンソーシア ムのところ で、教育を 行うに当た っていかに 産業界
と協力をしてい くのかとい うことが大 事だという 話もござい ましたけれ ども、
学校現場から見 てどういう インプット をしてもら うといいか 、ある意味 、学校
側からむしろこういうことができているという情報提供と、産業界からの人材、
カリキュラム、 教材などの 提供という 、双方向だ と思うので すが、官民 コンソ
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ーシアムなり専 門職大学を 今後より意 味があるも のにしてい く上で、ど のよう
なことをしてい けばいいの かというこ とについて コメントを いただけれ ばと思
います。
（川田産業技術大学院大学学長）
産業界からの要請については、我々が専門職大学を12年前に 開学したときに、
運営諮問会議と いう日本の ベンダー系 企業を中心 に執行役員 以上の方に 集まっ
ていただき、当時、日本IBMの会長をされていた方々を中心に 、現在も続いてい
るコンソーシアムをつくり産業界からの要請を受け入れるようにしました。
このコンソー シアムでは 参加企業の 部長クラス の方に実務 担当者会議 をつく
っていただき、 年に５～６ 回、大学に 来ていただ いています 。そして、 本学の
あらゆる事業を 見ていただ いています 。そういう ことを通じ てどういう スキル
が今、必要で、 ここでは今 、何が足り ないか。あ るいは業界 の中ではそ れぞれ
ユーザー系とベ ンダー系も 両者取りま とめており ますけれど も、時代に 応じて
必要となるスキ ルは変わっ てきますの で、必要な スキルが何 かという情 報を得
られるようにす るというこ となど、コ ンソーシア ムを組むこ とで、かな りいい
産学の融合ができていると思います。
あと、我々の 大学はキャ リアの見本 みたいな学 生が集まっ ております 。最近
74歳の方が起業 したいとい って入学さ れましたけ れども、そ ういった状 況で企
業のいろいろな キャリアの 方と大学と の交流の中 で、今産業 界において 何が必
要かということがわかるようになっていると思います。
あと一点だけ 、グローバ ル化のこと で今ちょう どお話があ ったのです けれど
も、本 学で は、 日ASEAN基金 で１ 億円ほ どの 資金 を得 て、 我々 の主催 して いる
ASEANの大学のネットワークがあり、そのネットワークを通じて最近、専門職教
育のカリキュラ ムとかそう いったもの の標準化み たいなもの を取りまと めまし
た。日本企業と 接するだけ では、日本 のスキル標 準とかそう いうものを 見てい
るだけでは限界があります。ASEAN諸国もタイとかベトナムとか、ミャンマーで
あるとかラオス であるとか カンボジア など各国で 格差がござ います。そ れぞれ
の国でどういっ た人材が必 要になって いて、どう いうスキル が今、必要 かとい
うことを把握することを通じて、今後、日本企業の方が我々の大学院で学んで、
そしてASEA N諸 国と 交流 する 中で 重要な ジャ ンル は何 だと いう ことも わか るよ
うになると考え ています。 今後いろい ろな専門職 大学院であ るとか、専 門職大
学のカリキュラ ムを検討す る上で、近 隣の特にア ジア諸国の 動向も必要 だと考
えております。
（金丸副会長）
最後、ITのとこ ろをお話し たいのです が、最近 、シリコン バレーで子 供用の
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絵本というの がベストセ ラーにな って、それ がGirls Who Codeという絵 本なの
ですけれども、 これは小さ な女の子が プログラミ ングをする というもの です。
これをたくさん の両親たち が買い求め て、ベスト セラーにな った。ちょ っと前
はもともとフィ ンランドの リンダさん という女性 が、これも 同じように 女の子
にプログラミン グというも のをどうや って教える か、と絵本 をつくった ものが
あって、世界中 でヒットし たのです。 文科省さ んも2020年か ら小学校、 中学校
から義務教育化 に取り組ん でいただい ているわけ ですけれど も、我々は おくれ
ながらやるので スピードは 先行してい る人より早 くないと追 いつかない ことに
なりますので、 文科省さん も勿論本気 で取り組ん でいただい ているので すが、
世界との差はぜ ひ意識して ほしい。そ のためにも この分野に おける、民 間に広
くキックして大 きく動いて いただくと いう官民共 同ももちろ ん重要なの ですけ
れども、ぜひ来 年度、再来 年度の予算 取りだとか 推進体制に ついてはど うお考
えなのか、そこを改めてお聞かせいただければと思います。
（常盤文部科学省生涯学習政策局長）
ありがとうござ います。予 算というこ とで言い ますと、１ つは先ほど の資料
で申しますと資 料５の13ペ ージのとこ ろからご覧 いただけれ ばと思いま す。29
年度は既に本年 度でござい ますので、 平成30年度 に向けまし ては、文部 科学省
においては小学 校プログラ ミング教育 支援推進事 業というこ とで指導事 例、グ
ッドプラクティ スの創出で あるとか、 指導手引書 の作成ある いは各地域 のリー
ダーとなる教員に対する研修、校内研修教材の作成等を予定しています。また、
総務省さんのほ うでも取り 組んでいた だいている ということ でございます ので、
予算をしっかり と確保して 、今、御指 摘がござい ましたよう に32年度か ら本格
実施ですので、31年度には 各学校現場 でしっかり と取り組み が深められ るよう
な準備を進めら れるよう、 予算事業の 確保も取り 組んでいき たいと思っ ており
ますので、ぜひ 御指導、応 援をよろし くお願い申 し上げます 。ありがと うござ
います。
（吉田総務省大臣官房統括審議官（情報通信担当））
総務省でございます。
今、文科省さ んからお話 がございま したけれど も、これに つきまして は私ど
も文科省と連携 、協力をず っとやって いる中でい ろいろな取 り組みをや ってお
ります。今の資料の総務省のところの右の30年度以降のとこ ろでございますが、
予算ということですと、今そこに地域におけるIoTの学び推 進事業と書いており
ますけれども、仮称で地域IoTクラブとか言っておりますが、イメージといたし
ましては今、サ ッカークラ ブですとか 少年野球団 みたいなも のが全国津 々浦々
にございますけ れども、そ れと似たよ うな形でプ ログラミン グ教育の必 修化に
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よって関心を持った子供たちが学校帰りでも、まさに地域のIoT版の野球団、サ
ッカークラブ的 な取り組み ができるよ うな環境を 整えられな いかというこ とで、
これは 来年 度か らト ライ をし てい きた いと思 って いま して 、先 ほどGirls Who
Codeみたいなお話 もござい ましたが、 長期的に、10年後の高 度人材の輩 出の裾
野を広げる取り 組みも課程 外でありま すけれども 、やってい きたいと思 ってい
ます。引き続き このあたり は文部科学 省さんと連 携、協力を しながら取 り組ん
でまいりたいと思っております。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうござ います。小 林会長、最 後に何か コメントは ございます でしょ
うか。
（小林会長）
文科省、経産 省、総務省 、厚労省と いう複数の 省庁が、同 じ資料を使 ってま
とめて御説明い ただいたと いうのは、 私にとって 初めての経 験でした。 これは
見事に府省連携 ができつつ あるなと非 常に意を強 くいたしま した。どう もあり
がとうございました。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございます。
それでは、最後に越智副大臣から御挨拶をいただきます。
（越智副大臣）
本日も朝早く から活発に 御議論をい ただきまし て、本当に ありがとう ござい
ました。
今、小林会長 から話がご ざいました が、本当に 各省が一緒 になって御 準備い
ただいて、これまでの成長戦略の進捗状況や今後の取り組み の方向性について、
御説明をいただきました。
その中でいろ いろと議論 が出たよう に、どのよ うな取り組 みが足りな いのか
とか、もう少し わかりやす くしたほう がいいので はないかと か、国民目 線にし
たほうがいいの ではないか とか、ある いはこれか らどのよう な方向性で 具体的
に取り組んでい くべきかな ど、いろい ろと課題が 明らかにな ってきたと 思いま
すので、ぜひき ょうの議論 を斟酌して いただいて 、各省でさ らに検討を 加速化
していきたいと思っております。
また、有識者 の皆様から は斬新な視 点で御提案 をいただい たと思いま す。小
城社長からはい ろいろなこ とを聞いて しまいまし たけれども 、地方経済 と首都
圏人材、幹部人材の融合といいますか、それによって地方経済を強化していく、
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その道筋につい ていろいろ とお考えを 聞かせてい ただきまし たし、山田 さんか
らは専門職を重 視するとい う企業側の 努力と、社 会人教育と いう学校側 の努力
と、この産学の 協力の中で 生産性を向 上していく ことがいい のではない かとい
う御提案をいた だいたと思 いますけれ ども、これ からも私た ちも既存の 枠組み
にとらわれるこ となく、新 たな発想で 施策を検討 していくこ とが重要で あると
いうことを改めて感じさせていただいた次第でございます。
最後になりま すけれども 、生産性革 命の実現に 向けて人材 力を強化す るため
には、産業政策 、労働政策 、教育政策 等が一体と なって取り 組んでいく ことが
必要でございま す。引き続 き各省にお かれまして は、連携し てパッケー ジで施
策を検討してい ただくよう お願い申し 上げして、 御挨拶とい たします。 きょう
はありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
（広瀬日本経済再生総合事務局次長）
ありがとうございました。
以上をもちまして、本日の会議を終了させていただきます。
この後、11時45分から本 日の会議の 中身につき まして、事 務局からプ レスへ
ブリーフィング をさせてい ただきます 。ブリーフ ィングは原 則、民間議 員の皆
様方の御発言に つきまして は名前を伏 せることと いたします けれども、 発言者
の確認を経た上 で後日、議 事要旨を公 開したいと 思いますの で、よろし くお願
いいたします。
それでは、本日はどうもありがとうございました。
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