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「若者・女性活躍推進フォーラム（若者部分）」及び「再チャレンジ懇談会」 

を通じて実現・推進が図られた主要施策一覧 

平成 26 年 5月 8 日 

内閣官房・内閣府事務局配布資料 

 

１．社会人の学び直し支援 

 ・中長期的なキャリア形成支援措置 

⇒本年３月に「雇用保険法」を改正。本年 10 月から専門的・実践的な教育訓練と

して指定された訓練を受講する場合に、受講費用の最大６割を年間 48 万円を上

限として支給 

 ・成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進 

  ⇒専門学校・大学等と産業界等が協働して学習システムを構築し、学び直しを全国

的に推進 

 

２．就職・採用活動時期変更の円滑な実施に向けた支援 

（１）在学生に対するキャリア教育・就職支援機能の強化 

・産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業 

 ⇒10 大学グループを活用し、地域全体へのインターンシップの普及・定着を推進 

・中長期研究人材交流システム構築事業 

  ⇒理系修士・博士課程在籍者等に対する中長期インターンシップの枠組みを構築 

 

（２）中小企業への就職支援策の充実・強化 

・若者応援企業宣言事業 

 ⇒若者の採用・育成に積極的な企業を「若者応援企業」として積極的に PR。当該企

業を対象とした企業説明会等を開催しマッチングを促進 

・地域中小企業の人材確保・定着支援事業 

 ⇒経営者による出前講座等、事業者と学生のお互いの顔が見える関係づくりから、

マッチング、定着支援までの一貫した支援を全国展開 

・新卒者就職応援プロジェクト 

 ⇒既卒３年以内や新卒者の未就職者に対する全国規模での有償職場実習を展開 

 

（３）学卒未就職者への支援の拡充 

・新卒者等に対する就職支援 

 ⇒新卒応援ハローワーク等のジョブサポーターによる支援を引き続き推進 

 ・紹介予定派遣活用型正社員就職応援事業 

  ⇒今後３年間で 7,500 人の学卒未就職者等の支援を実施 

 

参考 参考資料 
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３．起業の促進 

 ・中小企業ワンストップ総合支援事業 

  －支援体制強化（よろず支援拠点） 

   ⇒地域の支援機関と連携しながら中小企業の様々な経営相談（起業支援を含む）

に対応する支援拠点を各都道府県に設置。産業競争力強化法に基づく創業支援

体制とも連携し、体制の構築を図る 

  －支援ポータルサイトの運用 

 ⇒昨年 10 月から支援ポータルサイト「ミラサポ」の運用開始 

・新事業創出のための目利き支援人材育成等事業 

⇒ビジネスプランコンテストの入賞者等を対象とした採択枠を設け、追加で 5 件

の支援案件を採択し、ハンズオン支援を実施 

 

４．事業失敗者等への支援 

 ・再チャレンジ支援融資の拡充 

  ⇒貸付限度額の 2,000 万円から 7,200 万円への増額など制度拡充を実現 

・個人保証制度の見直し 

  ⇒昨年 12 月、「経営者保証に関するガイドライン」が策定され、今年２月より適用

開始 

５．若年無業者への支援 

 ・サポステ卒業者ステップアップ事業 

  ⇒サポステの支援を受けて就職した者を対象に、新たに職場定着フォローをはじめ、

ステップアップのための相談支援を実施 

 ・地域若者サポートステーションにおける体験先コーディネーターの配置 

  ⇒職場体験等の協力依頼・開拓や企業・利用者のフォロー、ノウハウ提供を行う体

験先コーディネーターを４カ所に配置 

 

６．未来の地域経済を支える人材を共同で育成する仕組みの構築 

 ・地域企業人材共同育成事業 

  ⇒地域人材育成コーディネーターを核とする「地域人材育成コンソーシアム」を組

成し、複数の中小企業間で出向や共同研修の開催等の実証を実施 

 

７．ハローワークの民間活用等 

 ・民間活用によるキャリア・コンサルティング等就職支援事業 

  ⇒時間をかけた支援が必要なフリーター等に対し、キャリア・コンサルティングや

ジョブ・カード交付等の支援を、民間委託により東京・愛知・大阪において実施 

 ・ハローワークの保有する求人情報の提供 

  ⇒ハローワークの求人情報について、民間職業紹介事業者にも提供し、官民の連携

により、労働市場全体のマッチング機能を強化 

 ・ジョブ・カードを活用した派遣労働者等の職業能力の向上等に係る調査・研究事業 

  ⇒ジョブ・カードに記載された情報のデジタル・ネットワーク上の活用等について

の調査・研究を実施 

（注）本資料における各施策の矢印以下の記述は事務局の責任で施策のポイントを整理したも

のであり、各施策の正確な内容は別添を参照いただきたい。 



別添 

 

 

 

１．社会人の学び直し支援 
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教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設
（中長期的なキャリア形成支援措置）

⾮正規雇⽤労働者である若者等がキャリアアップ・キャリアチェンジし安定的に働くことができるよう、
教育訓練給付（受講費⽤の２割を⽀給、給付上限10万円）を拡充し、中⻑期的なキャリア形成に資する専⾨的・実践
的な職業能⼒の習得を⽀援する。

キャリアアップ・キャリアチェンジを希望する者
（雇⽤保険加⼊の在職者・離職後１年以内の者）

キャリア・コンサルティングの実施

中⻑期的なキャリア形成に資する専⾨的・実践的な
教育訓練（厚⽣労働⼤⾂が指定）の実施
・資格取得（医療・福祉など専⾨職）のための訓練
・企業等と連携した実践的なプログラム

訓練修了・資格取得の上被保険者として就職

【要件】
・被保険者期間２年
（２回⽬以降は10年以上の被保険者
期間が必要）

【追加給付】
・就職を条件として訓練費⽤の20％を
追加⽀給（合計60%、上限48万/年）

【給付内容】
・訓練費⽤の40％を⽀給
・45歳未満の若年離職者には、
基本⼿当の50％を訓練受講中に２箇
⽉ごとに⽀給（教育訓練⽀援給付⾦。
平成30年度までの暫定措置）

（⽬指す仕事と必要となる教育訓練の相談・助⾔）

改正の趣旨

改正の内容【平成26年10⽉１⽇施⾏】

相談・助言
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成長分野等における中核的専門人材養成等の戦略的推進
（前年度予算額：１,１０３百万円）

平成26年度予算額：１,６７９百万円

【 日本再興戦略 －JAPAN is BACK－（平成25年6月14日閣議決定）】
一．日本産業再興プラン ～ヒト、モノ、カネを活性化する～
２．雇用制度改革・人材力の強化
④女性の活躍促進 ○女性のライフステージに対応した活躍支援
・ ･･･社会人の学び直し支援等を行うほか、･･･女性の起業等を促進する。

⑤若者・高齢者等の活躍促進 ○若者の活躍促進
・ 大学、大学院、専門学校等が産業界と協働して、高度な人材や中核的な人材の育成等を行うオーダーメード型の職業教育プログラム

を新たに開発・実施するとともに、プログラム履修者への支援を行うなど、社会人の学び直しを推進する。

【 経済財政運営と改革の基本方針 ～脱デフレ・経済再生～（平成25年6月14日閣議決定）】
３．教育等を通じた能力・個性を発揮するための基盤強化
（２）女性の力の最大限の発揮

･･･継続就業・再就職支援等女性のライフステージに対応した活躍支援･･･を進める。
（４）若者・高齢者等の活躍推進、セーフティネットの整備

･･･企業ニーズに即した社会人の学び直し･･･により、若者の活躍を推進する。

（対象） 社会人、生徒・学生、育児休業中及び育児休業から復帰直
後の女性や子育てのために長期間離職している女性

（内容） 就労、キャリアアップ、キャリア転換に必要な実践的な知
識・技術・技能を身につけるための「社会人や女性の学び直
し教育プログラム」を開発・実証する。
その際、託児サービスなど、女性が学びやすい学習環境に

配慮する。

（手法） 平成25年度までに完成したモデルカリキュラム等を活用し
て、各地域の専修学校等において、地元の企業や業界団体等
のニーズを踏まえた「オーダーメード型教育プログラム」の
開発・実証を行い、その課題とノウハウを蓄積し、とりまと
め、全国に提供する。

【 36プログラム×3か所 】

等

「社会人や女性の学び直し教育プログラム」の全国
展開（地域版学び直し教育プログラムの開発・実証
等）

【新規】

専修学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、高等学校等と産業界等が産学官コンソーシアムを組織し、その下で具体
的な職域プロジェクトを展開し、協働して就労、キャリアアップ、キャリア転換に必要な実践的な知識・技術・技能を身につけ
るための学習システム等を構築する。そのような取組を通じて、成長分野等における中核的専門人材や高度人材の養成を図ると
ともに、特に、社会人や女性の学び直しを全国的に推進する。（平成23年度～）

「環境・エネルギー」「食・農林水産」「医療・福祉・
健康」「クリエイティブ」「観光」「ＩＴ」などの分野に
わたる67プロジェクトにおいて、➀モデルカリキュラムの
開発・実証、②モデルカリキュラムに係る達成度評価手法
の開発・実証 等

[うち、平成25年度中にモデルカリキュラムが完成するのは、
次の36プロジェクト]

○ 環境・エネルギー分野の「建築･土木･設備」

○ 食・農林水産分野の「６次産業化プロデューサー」

○ 医療･福祉･健康分野の「介護」「看護」

○ クリエイティブ（ファッション）分野の「グローバルビ
ジネス」

○ クリエイティブ（アニメ・漫画）分野の「アニメ人材」
「デザイン」

○ 観光分野の「プランナー」

○ IT分野の「クラウド」「スマホ」

等

職 域 プ ロ ジ ェ ク ト

・広域的な企業・業界団体等のニーズ調査・分析
・中核的専門人材養成のための目標設定・共有
・職域プロジェクト毎の進捗管理・評価 等

コ ン ソ ー シ ア ム （ 分 野 別 ）

引き続き、継続中の31プロジェクトにおいて、➀モデル
カリキュラムの開発・実証、②モデルカリキュラムに係る
達成度評価手法の開発・実証 等

・広域的な企業・業界団体等のニーズ調査・分析
・中核的専門人材養成等のための目標設定・共有
・職域プロジェクト毎の進捗管理・評価 等

各分野ごとにコンソーシアムを組織し、職域プロジェクトで
全国的な標準モデルカリキュラム等を開発・実証

引き続き、全国的な標準モデルカリキュラム等を開発・実
証するとともに、平成25年度までに完成したモデルカリキュラ

ム等を活用して、「オーダーメード型教育プログラム」の全国
展開のための地域版の教育プログラムを開発・実証 等

平成25年度 平成26年度

（背景）

（事業の趣旨）

社会人や女性の学び直しを全国的に推進

コ ン ソ ー シ ア ム （ 分 野 別 ）

職 域 プ ロ ジ ェ ク ト
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２．就職・採用活動時期変更の 

円滑な実施に向けた支援 

（１）在学生に対するキャリア教育・就職支援機能の強化 
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産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業
平成26年度予算額 19億円（継続）

○ 大学において、学生の社会的・職業的自立を重視した教育カリキュラムの導入が立ち後れている中、学生においては困難な就職活動の中で大学で学んだことと
一致しない職業を選ぶ例が依然として多く見られ、産業界も自らが望む人材を必ずしも十分に得られない状況が続いている。

○ 産業界が従来ほど人材育成に経費を割けない状況の中で、日本再生に向けた人材育成の充実を図っていくためにも、こうした状況を改善していく必要がある。

○ しかしながら、産学連携体制の拡充や各大学への取組の普及は、個々の大学の取組では限界があるため、産業界のニーズに対応した人材育成の取組を行う
大学が連携し、地域の産業界と一体となった人材育成や、大学に対するニーズを踏まえた教育改善・充実の取組を推進する必要がある。

○ また、「日本再興戦略」等に基づき、大学等のインターンシップ等の充実に向け、地域において大学等と産業界との調整を図りながら、キャリア教育から就職まで
一貫して支援する体制を整備する必要がある。

【背景・課題】

【テーマA】 産業界のニーズに対応した人材育成の取組を行う国公私立大学及び短期大学同士が連携し、地域の産業界等と一体となった人材育成や、産業界等の
大学に対するニーズを踏まえた取組を支援。

【テーマB】 インターンシップ等の取組拡大のため、地域でインターンシップ等を推進する組織・団体等との連携の下、インターンシップ等のマッチングや専門人材の養
成等の取組を支援するとともに、本事業を通じて得られた効果的な取組の全国への普及を行う。

【取組の概要】

地域の産業界等地域の大学グループ

産学協働の
ための連携
会議を設置

【期待される効果】

・グループ内の事例の共有を通
じた各大学の取組の質の向上

・グループ内の大学や産業界と
の対話と通じた推進方策の検討、
事業の評価、提言の取りまとめ

・産業界や地域のニーズの把握、
事業の効果の検証

・地域内外への取組成果の情報
発信

等

テーマAの取組

地域でインターンシップ
等を普及・推進する

組織・団体等

参画

テーマBの取組

効果的なインターン
シップの取組情報

【期待される効果】
・産業界ニーズ事業におけるインターン
シップ等の取組の拡充

・地域全体へのインターンシップ等の取
組の普及・定着

・地域の中小企業のインターンシップ及
び参加学生の増加

・インターンシップを通じた学生への企業
等の魅力発信

・地域の中小企業等への就職者の増加
等

全国的な
取組への拡大

【テーマA】
170百万円×10グループ
【テーマB】
1.7億円
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○社会で活躍する実践的視野を持ったイノベーション創
出人材の育成のためには、産学が一体となった人材育
成、産学間の活発な人材交流が不可欠です。

○本事業では、イノベーション創出能力を鍛える実践的
な研究現場の経験として有効な、中長期研究インター
ンシップの拡充のための複数大学・複数企業による枠
組構築を支援します。

○これにより、イノベーション創出人材の育成ととも
に、産学連携活動や人材流動化の促進を図ります。

中長期研究人材交流システム構築事業
０．８億円（１．０億円）

産業技術環境局 大学連携推進課
03-3501-0075

経済
産業省

2/3
補助

産学
コンソーシアム等

事業の内容 事業イメージ

事業の概要・目的

条件（対象者、対象行為、補助率等）

イノベーション創出人材
の育成

産学連携・
人材流動化の促進

中長期研究人材交流システム構築事業

企業

企業

業界
団体

企業

大学

大学

マッチング
システム

研究テーマ提案

○研究テーマ、企業側
ニーズの集約

○雇用契約、秘密保持
契約等の雛形の作
成・共有

研究テーマに応じた
研究人材等の受入

大学

産学連携運営ボード
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２．就職・採用活動時期変更の 

円滑な実施に向けた支援 

（２）中小企業への就職支援策の充実・強化 
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○ 学生等は、若者の採用・育成に積極的な中小企業の情報を入手することが容易ではなく、早期からこれらの企業に目を
向けることが少ない。

○ 若者の採用・育成に積極的な中小企業が各地域に存在するにもかかわらず、これらの企業が大企業のように個別に自社
の情報を学生等にＰＲすることが容易ではない状況。

→ 若者が必要な企業情報を十分に入手せずに就職すること等から、抱いていたイメージと現実とのギャップに苦しみ、
早期に離職してしまうことがある。

○ 企業による自発的で積極的な就職関連情報の公開により、
学生等が就職活動において、企業選択をしやすい環境を醸成

○ 若者と中小企業とのマッチングを促進し、若者の職場定着率が向上

「若者応援企業宣言」事業の実施

◆ 若者の採用・育成に積極的で、一定の基準を満たした地域の中小企業が「若者応援企業」を宣言
≪「若者応援企業」宣言基準≫
１．若者対象のいわゆる正社員求人をハローワークに提出すること
２．「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
３．就職関連情報を開示していること
４．労働関係法令違反を行っていないこと
５．事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
６．新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
７．助成金の不支給措置を受けていないこと

◆ 労働局・ハローワークによる「若者応援企業」のPR、重点的マッチングの実施
・ 魅力的な求人票・企業PR資料の作成指導、ハローワークが連携している大学等への企業PRの実施
・ 企業説明会、就職面接会の開催

① 社内教育、キャリアアップ制度等
② 過去３年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
③ 過去３年度分の新卒者以外の正規雇用労働者

（35歳未満）の採用実績と定着状況
④ 前年度の有給休暇および育児休業の実績
⑤ 前年度の所定外労働時間（月平均）の実績

「若者応援企業宣言」事業 平成２６年２月末現在：5,583社
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地域中小企業の人材確保・定着支援事業

○事業概要
優秀な人材の確保のため、中小企業・小規模事業者と学生との顔の見える関係作りから、新卒者等
の採用・定着までを一貫して支援する。また、実務経験豊富なシニア人材や、正規社員を希望する
非正規雇用者、若年離職者、就職を希望する主婦層等の確保・定着も支援する。

○ステップ１ 中小企業・小規模事業者の魅力発信・交流の場の設定

＜例＞ ・経営者による出前講座 ・交流会 ・短期のインターンシップ

○ステップ２ 中小企業・小規模事業者とのマッチング

＜例＞ ・合同就職説明会 ・個別マッチング

○ステップ３ 人材育成・定着支援

＜例＞ ・研修 ・カウンセラーによるメンタルケア

○事業実施団体：
４９機関（学生を対象）、１機関（シニア人材を対象）、５機関（非正規人材等を対象）

○２４年度の実績（２６団体）（平成２３年度補正：執行額４億円）
参加人数５１，２６４人 ／ 参加企業数：１０，１９７社 ／ 内定人数 １，６６４人

○２５年度の実績（４６団体） (平成２４年度補正：予算額２８２億円の内数)
参加人数１６４，０４９人 ／ 参加企業数：３５，５３８社 ／ 内定人数 ５，８３１人
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新卒者就職応援プロジェクト

○内容：既卒3年及び卒業年度にある大学生等を対象に、社会人基礎力や各分野ごと
の基本的知識・技能を習得するため、中小企業でカリキュラムに沿った職場
実習（いわゆるインターンシップ）を実施。

○実習期間：２週間～３ヶ月
○助成金：
・技能習得支援助成金 実習生に対し、 日額7,000円を支給
・教育訓練費助成金 受入企業に対し、日額3,500円を支給（第3期をもって廃止）

○これまでの成果
・第１期（平成22年 4月～平成22年12月）＜平成21年度2次補正：執行額79億円＞
就職率37%（職場実習成立件数：4,988人 うち就職した者：1,831人）

・第２期（平成22年10月～平成23年12月）＜平成22年度予備費：執行額107億円＞
就職率43%（職場実習成立件数：9,342人 うち就職した者：4,031人）

・第３期（平成24年1月～平成24年12月）＜平成23年度3次補正：執行額7億円＞
東日本大震災の被災地（青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉）
就職率40% （職場実習成立件数： 686人 うち就職した者： 272人)

・第４期（平成25年3月～平成26年2月）＜平成24年度補正：予算額282億円の内数＞
就職率41% （職場実習成立件数：7,984人(延べ9,322人)うち就職した者：3,275人

・第５期（平成26年3月～）＜基金延長＞
全国7千人規模で実施
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２．就職・採用活動時期変更の 

円滑な実施に向けた支援 

（３）学卒未就職者への支援拡充 
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「ジョブサポーター」によるきめ細かな支援

ハローワーク・新卒応援ハローワークが学校と連携し、 「ジョブサポーター」（※）によるきめ細かな
支援を行う。

【就職者数】平成22年度（22年９月～23年３月末） 約6.0万人 平成23年度 約16.3万人 平成24年度 約19.4万人

【主な活動】

○ 新卒者・既卒者向けの求人開拓。平成24年度は約19.8万人分を開拓

○ 担当者制の個別支援（定期的な求人情報の提供、応募先の選定や就職活動の進め方の
相談、エントリーシートや履歴書などの作成相談、面接指導など）

○ 学校担当者制による、出張相談・就職支援セミナーなど学校のニーズに合わせた支援

※ 『ジョブサポーター』とは、新卒者・既卒者の就職支援を専門とする職業相談員。企業の人事労務管理経験者などを採用。
全国のハローワーク・新卒応援ハローワークに２，１０８名配置（平成26年度）

【新卒応援ハローワークで相談】 【高校生を企業に引率】

○文部科学省・経済産業省との連携による「卒業前の集中支援」（平成22年度からの取組）
卒業が迫った年度末には、卒業までの就職を目標に、学校等の協力を得て新卒応援ハローワークやハローワークへの未内定者の

誘導、ジョブサポーターによる電話等での来所の呼びかけ・来所者への個別支援、面接会の集中開催などを実施。

平成22年度は約3.3万人が就職（23年1～3月）、さらに卒業後も集中的な支援により、同年4～6月末までに約2.0万人が就職。

平成23年度は約3.9万人が就職（24年1～3月）、さらに卒業後も集中的な支援により、同年4～6月末までに約2.5万人が就職。

平成24年度は約4.1万人が就職（25年1～3月）、さらに卒業後も集中的な支援により、同年4～6月末までに約2.0万人が就職。

○保護者への働きかけの推進
労働局等から学生・生徒の保護者に、就職をあきらめないこと、中小・中堅企業にも目を向けること、新卒応援ハローワークや

ハローワークを積極的に活用することなどを呼びかける啓発文書を送付。平成24年度の送付件数は約17.9万件。

○「地域若者サポートステーション」との連携によるニート等の若者の就職支援に取り組んでいます！
就労準備ができたニートなどの若者を「地域若者サポートステーション」と連携し、ジョブサポーター等がケースワーク方式で支援。

新卒者・既卒者への就職支援
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全都道府県に設置している「新卒応援ハローワーク」における就職支援

全都道府県に、就職活動中の学生・既卒者が利用しやすい専門のハローワークとして「新卒応援ハ
ローワーク」を設置（平成２２年９月２４日設置、平成２５年４月１日現在５７カ所）。

【利用者数（延べ）】平成22年度（22年９月～23年３月末） 約22.9万人 平成23年度 約58.1万人 平成24年度 約71.0万人
【就職者数】 平成22年度（22年９月～23年３月末） 約3.0万人 平成23年度 約7.5万人 平成24年度 約9.4万人

【新卒応援ハローワークの風景】

【主な支援メニュー】

○ 全国ネットワークによる豊富な求人情報の提供・職業紹介・中小企業とのマッチング

○ 職業適性検査や求職活動に役立つ各種ガイダンス・セミナーなどの実施

○ 担当者を決めての個別支援（定期的な求人情報の提供、応募先の選定や就職活動の進め方の相談、

エントリーシートや履歴書などの作成相談、面接指導など）

○ 臨床心理士による心理的サポート

「３年以内既卒者の新卒扱い」の普及

雇用対策法に基づく「青少年雇用機会確保指針」（※）を改正（平成22年11月15日）し、事業主が取り組むべ

き措置として、学校等を卒業後少なくとも３年間は新卒として応募できるようにすることを盛り込み、
労働局・ハローワークにおいて事業主への周知を進めています。
※ 雇用対策法第７条において事業主の努力義務として「青少年の雇用機会の確保」が定められており、事業主が具体的に取り組むべき事項を定めたものが『青少年の雇用機会の
確保等に関して事業主が適切に対処するための指針（青少年雇用機会確保指針）』。

新卒者等と中小企業とのマッチング支援

新卒者が中小・中堅企業の人事担当者に直接、仕事の内容・魅力などを直接確認・応募できるように、企業説明会や
就職面接会を開催しています。 【左：企業説明会】 【中：キャリア探索プログラム】【右：高校生の職場体験】

さらに、高校生等を対象に、学校推薦開始前の職場見学会や企業
経営者などによる仕事についての講演会（キャリア探索プログラ
ム）、職場体験受け入れ先の開拓支援などを行っています。
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「紹介予定派遣活⽤型正社員就職応援」事業
・ 「日本再興戦略」において、民間人材ビジネスを最大限に活用して、学卒未就職者等について、紹介予定

派遣を活用した正社員就職支援を検討の上、概算要求等に反映することとされた。

・ 「学卒未就職者」など就業経験の乏しい若者の正社員就職を促進するため、「紹介予定派遣」制度
を活用したモデル事業を行い、その成果をビジネスモデルとして普及する。

・ 対象者は、派遣社員として社会人としてのマナーを身につけたり、派遣先で就業経験を積み、派遣
期間終了後（６ヶ月以内）に、派遣先での正社員としての就職を目指す。

中央職業能力開発協会

経費支出（国が事業計画を認定）

一般派遣元事業主

若者等

①派遣労働者として雇用

②研修の実施

③派遣先の開拓・マッチ
ング

⑥派遣就業中の定期的な
サポート

④派遣契約
（紹介予定派
遣）の締結

⑤派遣

⑦派遣期間終了後
（最長６ヶ月）に
派遣先で正社員化

【イメージ図】

派遣先

＜事業の概要＞

１．支援対象者数

○ ３年間で ７,５００人

２．実施地域

○ 東京・大阪などの主要都市を含む５地域で実施（対象
事業主を国で公募）

３．対象となる経費等

○ 派遣元社員の人件費（事業実施に伴い新たに必要な社
員について）

○ 諸経費（営業経費、広告経費、消耗品費、研修経費、
賃借料 等）

○ 派遣先での正社員就職が成功した場合、紹介料相当額
（紹介先からの紹介料は受取らない）

４．その他

○ 対象事業主については、

・対象者に対するキャリアカウンセリング

・効果的な研修

・正社員化に資する派遣先の選定・マッチング

・派遣中のきめ細かいフォロー

等を行うことができる体制を整えていることを要件とす
る。

○ 対象事業主は、効果的な研修・マッチング等の取組に
ついて、実績と併せて報告する。
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３．起業の促進 
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○中小企業・小規模事業者の起業・成長・安定の各段階

の課題やニーズに応じたきめ細かな対応を行うため、
経営支援体制の強化を図る必要があります。 

○こうした中、①既存の支援機関では十分に解決できない
経営相談に対する「総合的・先進的経営アドバイス」、②事
業者の相談に応じた「適切なチームの編成」、③「的確な支
援機関等の紹介」、等の機能を持つ常設拠点（よろず支援
拠点）を全国各地に設置するとともに、専門家派遣を実施し
ます。 

○また、支援ポータルサイト「ミラサポ」を運営し、専門家や
先輩経営者と時間や場所にとらわれずに経営相談を行い、
国や地方の課題やニーズに合わせた支援施策をわかりや
すく提供します。 

中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 
 平成2６年度予算 ４１．２億円（新規） 

中小企業庁 経営支援課 
03-3501-1763 

中小企業庁 創業・技術課 
03-3501-1816 

 

（１）支援体制強化（よろず支援拠点・専門家派遣） 
   コーディネータを中心として、相談に来た中小企業・小規模

事業者の経営課題を分析し、課題解決に最適な手法を選
択して支援を行う拠点を各都道府県に設置するとともに、中
小企業・小規模事業者の高度な経営課題等の相談に対応
するため、専門家派遣を実施（３回まで無料） 

（２）支援ポータルサイトの運用  
 ①中小企業・小規模事業者向けの支援情報の提供、政府・

中小機構等の支援施策の申請受付 
 ②企業、専門家、支援機関間のコミュニティ形成 
 ③中小会計要領に基づく財務データ管理、高度な経営分析

等の経営改革支援 

事業の内容 事業イメージ 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

国 

委託 
中小企業・ 
小規模事業者 

専門家 
謝金 

派遣 

支援 

中小企業・ 
小規模事業者 

委託 

委託 

拠
点 

オンライン上で日々の気軽な
相談等を実施。全国の様々な
コミュニティに参加可能。 

病院 大学 

大企業 

オンライン支援ポータル よろず支援拠点 

地域金融機関 

公的支援機関 

商工会、商工会議所 等 

個別の相談に対し、総合的なサポート
を実施。 

サイト内コミュニティ 

ものづくり
コミュニ

ティ 

税理士コ
ミュニティ 

大田区コ
ミュニティ 

知財コミュ
ニティ 

流通業コ
ミュニティ 中小企業 

診断士 
協会 

税理士法人 

サイト運営者 
（民間団体等） 

事務処理機関 
（民間団体等） 

サービス提供 

支援拠点 

全国本部 

支援等 
委託 
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ナビダイヤル（通話料有料）

0570-057-222

ミラサポ事務局（平⽇9:00〜17:00）

「ミラサポ」は、中⼩企業・⼩規模事業者の未来をサポートする
ポータルサイトです！ （中⼩企業庁の委託により運営）

ミラサポの主な機能 ミラサポ 検索
施策情報提供
 国や公的機関の施策情報を⼀元的に提供します。

また、メールマガジンも配信します。
 平成２５年度補正予算や平成２６年度当初予算の公募情報を

わかりやすく提供していきますので、お役⽴てください。

コミュニティ
 中⼩企業者等が先輩経営者や専⾨家との情報交換ができる場

（コミュニティ）を提供します。
 ユーザーが⾃らの課題に応じて、新たなコミュニティを作る

ことも可能です。

専⾨家相談
 分野ごとの専⾨家のデータベースを整備し、その中からユー

ザーが⾃らの課題に応じた専⾨家を選んで、コミュニティ上
で情報交換したり、⽀援機関を通じて派遣を受けたりできま
す（３回まで無料）。

補助⾦電⼦申請受付
 ⼀部補助⾦は、ミラサポ上で電⼦申請を受付けます。
ミラサポに企業情報を登録しておくと、企業情報⼊⼒を省
略可能です。

IP電話等からの番号（通話料有料）

045-330-1818

 URL:www.mirasapo.jp/
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○我が国には、優れたビジネスアイデアや研究機関や大企業
内に埋もれている技術など、潜在的な成長力のあるシーズ
が存在しているものの、大きく成長する新事業の創出が進ん
でいないのが現状です。この背景には、成長可能性を有する
起業家等に創業前や創業後初期段階の支援をする人材と
ネットワークが不十分なことがあります。 

  

 ○本事業は、新事業創出を支える支援者を支援し、「成長力
のある技術やビジネスモデルのシーズを事業化につなげる
手法やノウハウ」を具体的なケースを通じて向上させ、優秀
な支援人材を育成するとともに、支援者のネットワークを形
成し、成長する新事業の創出を促進します。 

  
 

新事業創出のための目利き・支援人材育成等事業 
平成2４年度補正予算 ７.３億円 

経済産業政策局 新規産業室 
03-3501-1569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○全国各地のビジネスプランコンテストの入賞案件や、研究
機関・大企業内に埋もれている技術等から案件を選定し、
支援者のグループ支援の活動を通じて、成長可能性の高
い技術やビジネスプランを事業化につなげていきます。 

・これにより、創業前や創業後初期の支援をする人材の育成
やネットワーク形成を促進します。 

・その過程で得られた手法やノウハウを他の新事業創出支
援者へ「横展開」して、支援の幅を拡大します。 

・特に、大企業発の案件については、スピンアウト等を阻む
課題（労働債務、知財保護等）の解決策の確立を図ります。 

事業の内容 事業イメージ 

国 民間団体等 支援事業者 

委託 
 

 
委託 

 

事業の概要・目的 

条件（対象者、対象行為、補助率等） 

起業家、大企業、VC、公的機関 
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４．事業失敗者等への支援 
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再挑戦支援資金（再チャレンジ支援融資）再挑戦支援資金（再チャレンジ支援融資）

事業部 国民生活事業部 中小企業事業部

貸付対象者

新たに事業を始める者または事業開始後７年以内の者で、次のすべての要件に該当
する者
（1）廃業歴等がある者
（2）廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込等がある者
（3）廃業の理由・事情がやむを得ないものである者

資金使途
設備資金及び長期運転資金（長期運転資金には、前事業に係る債務を返済するために
必要な資金を含む）

貸付限度額 7,200万円（うち運転資金4,800万円） 7億2,000万円（うち運転資金2億5,000万円）

貸付期間
運転資金：5年以内（特に必要な場合は7年以内）
設備資金：15年以内（特に必要な場合は20年以内）

据置期間 運転資金：1年以内、設備資金：3年以内

貸付利率

基準利率（次の場合を除く）

女性・若者・シニアの場合：特別利率①
技術・ノウハウ等に新規性がある場合（設備資金）：特別利率③

日本政策金融公庫が、いったん事業に失敗した起業家の経営者としての資質や事
業の見込み等を評価することにより、再起を図る上で、困難な状況に直面している
者を支援する制度。

※太字部分は25年度補正において拡充
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「経営者保証に関するガイドライン」の概要 

（１）保証を提供せずに資金調達を希望する場合は以下の経営状況が必要  
 ➢法人と経営者の関係を明確に区分・分離 
 ➢財務状況や経営成績の改善を通じた返済能力の向上等による信用力の強化 
 ➢信頼性の高い情報を債権者に開示・説明 
（２）債権者は、保証の機能を代替する融資手法（注１）のメニューを充実 
   （注１）停止条件又は解除条件付保証契約、ＡＢＬ等 

（３）上記の経営状況等が将来に亘り維持されると見込まれる場合、 
    保証を求めない融資や代替的な融資手法を活用する可能性を検討 

［平成25年12月5日公表］ 

 
        やむを得ず保証契約を締結する場合、以下の対応に努める 
 （１）主債務者や保証人に、保証契約の必要性、必要性が解消された場合の 
    保証契約の変更・解除等見直しの可能性等を丁寧かつ具体的に説明 

   （２）適切な保証金額の設定 
       ➢形式的に保証金額を融資額と同額とせず、保証人の資産及び 
                 収入の状況等を総合的に勘案して設定 
       ➢保証履行請求額に一定の基準日以降の保証人の収入は含まない   
      などの適切な対応を誠実に実施する旨を保証契約に規定 

Ⅰ．保証契約時等の対応 

１．経営者保証に依存しない融資の一層の促進 ２．経営者保証の契約時の債権者の対応 

３．既存の保証契約の適切な見直し 

Ⅱ．保証債務の整理手続 （準則型私的整理手続（注２）を原則利用） 

一律かつ形式的に経営者の交代は求めず、経営者の帰責性や経営資質、事業再生への影響等を総合的に勘案し、経営者が引き続き経営に携わる 
ことに経済合理性が認められる場合には、これを許容 

１．経営者の経営責任の在り方 

２．保証債務の履行基準（残存資産の範囲） 
➢残存資産の範囲の決定に際し、保証人の履行能力、保証人の経営責任や信頼性、破産手続の自由財産の考え方との整合性等を総合的に勘案 

➢保証人は、自らの資力の情報開示、表明保証を行い、支援専門家が情報の正確性を確認 

➢債権者は、保証人の要請を受け、回収見込額の増加額（注３）を上限として、経営者の安定した事業継続、事業清算後の新たな事業の開始等のため   
  一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅等を残存資産に含めることを検討 
➢事業継続に必要な資産は、保証人から法人に譲渡し、保証債務の返済原資から除外 

保証人が表明保証した資力が事実に反した場合は追加弁済する旨の契約締結等の要件が充足されれば、債権者は残存する保証債務の免除に誠実に対応 
３．保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取扱い 

４．その他 
①債務整理を行った保証人の情報は、信用情報登録機関に報告、登録しない ②平成26年2月1日より適用（準備体制が整った金融機関には先行適用） 

（注２）中小企業再生支援協議会、事業再生ＡＤＲ、私的整理ガイドライン、特定調停等利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続 
（注３）破産手続に至らなかったことや、早期の清算手続の着手により保有資産の劣化防止が図られたことに伴う回収見込額の増加額 

 保証契約の見直しの申入れ時には、主債務者、保証人及び債権者は上記１．や２．に即して対応するが、特に事業承継時には以下のように対応 
（１）主債務者や保証人は、経営者交代の事業への影響を説明するなど債権者の情報開示要請に適切に対応 
（２）債権者は、後継者に当然に保証債務を引き継がせず、必要性を改めて検証。前経営者との保証契約の解除についても適切に判断 

１.   2. 
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経営者保証に関するガイドラインＱ＆Ａの主な概要 

 
・本社、工場等の事業用資産は法人所有とすることが望ましい。資産の 
 処分が契約において制限されている場合や、自宅兼店舗等で明確な 
 分離が困難な場合等には、適切な賃料を支払う。    

・事業上の必要性が認められない法人から経営者への貸付は行わない、
 個人として消費した費用（飲食代等）について法人の経費処理としない 
・取締役会の適切な牽制機能の発揮等による社内管理体制の整備、 
 「中小企業の会計に関する基本要領」等に拠った信頼性のある計算書 
 類の作成 

［平成25年12月5日公表］ 

Ⅰ．保証契約時等の対応 － 経営者保証に依存しない融資の一層の促進 

 
・今後も借入を順調に返済し得るだけの利益（キャッシュフロー）の確保 
・業況の下振れリスクを勘案しても、借入金全額の返済が可能な内部留保  
 の蓄積 

２．財務基盤の強化 

 
・決算書上の各勘定明細（資産・負債明細、売上原価・販管費明細等）の提出    
・年1回の本決算の報告のみでなく、試算表・資金繰り表等の定期的な報告 

３．適時適切な情報開示等による経営の透明性の確保 

中小企業が、保証を提供せずに資金調達を希望する場合は、以下のような対応が求められる 

１．法人と経営者との関係の明確な区分・分離 

⇒こうした対応状況についての公認会計士、税理士等の外部専門家による検証の実施と、対象債権者に対する検証結果の適切な開示が望ましい 

Ⅱ．保証債務の整理手続 － 保証債務の履行基準（残存資産の範囲） 
 
➢保証人の手元に残る資産 
  ●破産手続における自由財産（現金９９万円や差押禁止財産等破産財団に属しないとされる財産） 
  ●経営者たる保証人による早期の事業再生等の着手の決断に対し、債権者は （主たる債務と保証債務を合算した）回収見込額の増加額（注２）の 
 範囲内で、上記の自由財産に加えて、安定した事業継続等のため、「一定期間の生計費に相当する現預金」や「華美でない自宅」等を残存資産に 
 含めることを検討（ただし、主たる債務の整理手続の終結後に保証債務の整理を開始したときは、この限りでない）。 
 （注２）破産手続に至らなかったこと、あるいは早期の清算手続の着手により保有資産の劣化防止が図られたこと、に伴う債権者の回収見込額の増加額 

  ＜残存資産検討の目安＞ 
 一定期間の生計費に相当する現預金： 「一定期間」 ⇒ 雇用保険の給付期間（９０日～３３０日）の考え方を参考 

                               「生計費」  ⇒ 1月当たりの「標準的な世帯の必要生計費」として民事執行法施行令で定める額（３３万円） 
 華美でない自宅： 安定した事業継続等に必要な場合 ⇒ 残存資産に含めることを検討 

                   上記に該当しない場合           ⇒ 当分の間住み続けられるよう、処分換価の代わりに、当該資産の公正な価額から 
                                          担保権者等への優先弁済額を控除した金額の分割弁済を許容 

金融機関等の対応 

内外からのガバナンスが十分働いている場合 内外からのガバナンスが十分ではない場合 

経営者保証を求めない可能性の検討 代替的な融資手法（注１）の活用の検討 （注１）停止条件又は解除条件付保証契約等 
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５．若年無業者への支援 
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ニートの若者の就労を⽀援する「地域若者サポートステーション」(愛称：サポステ、平成18年度
より事業開始）を活⽤し、サポステの⽀援を受けて就職した者を対象に、新たに職場定着フォロー
をはじめ、中⻑期的なキャリア形成⽀援措置につなげるなど、安定した就職機会にキャリア
アップできるよう、ステップアップのための相談⽀援を⾏う。

サポステ卒業者ステップアップ事業

就

職

○サポステ相談⽀援事業
・専⾨的相談の実施
・職場体験等、各種セミナー
の実施

○サポステ・学校連携推進事業
・⽀援が必要な中退者等に対する
⽀援

○若年無業者等集中訓練プログラム
事業
・合宿形式を含む⽣活⾯等の
サポートと職場実習の訓練を
集中的に実施。

地域若者サポートステーション
(サポステ）

訓練等進路決定

職場定着
フォロー(新規)

ﾆｰﾄであった期間が
長く職場になじむ
まで時間がかかる

キャリア
アップ

中⻑期的な
キャリア形成

⽀援

雇⽤保険制度
の⾒直し等に
よる社会⼈へ
の⽀援措置の
実施

現⾏事業

誘 導

ステップアップ相談(新規)

中長期的なキャリア形成
支援措置等につなげるた
めのキャリアコンサル
ティングを行い、安定し
た雇用を目指す

平成26年度予算額
285百万円

現行事業は、就職するまでを支援。ステップアップ事業は、サポステによる支援を経て就職した若者を支援。
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支援が必要な若者

地域ネットワークを活用した支援

地方自治体 保健・福祉機関

NPO等

地域社会
自治会、
町内会等

教育機関
等

○サポステ相談支援事業
・キャリア・コンサルタント等による職業的自立に向けた専門的相談
・各種セミナー等を通じた啓発
・職場体験等

・他の支援機関に誘導（リファー）

○サポステ・学校連携推進事業

・支援が必要な中退者等に対する支援

（一部のサポステで実施）
○若年無業者等集中訓練プログラム事業

合宿形式を含む生活面等のサポートと職場実習の訓練を集中的に実施。
・職場実習（OJT訓練）による基礎的能力の付与
・就職活動の基礎知識等の獲得

○体験先コーディネーター（４か所）
・職場体験等の協力依頼・開拓、企業・利用者のフォロー、ノウハウ提供

18年

度

19年

度

20年

度

21年

度

22年

度

23年

度

24年

度

25年

度

設置箇所数 25 50 77 92 100 110 116 160

誘
導
（
リ
フ
ァ
ー
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等

就
職
等
進
路
決
定

若者育成支援事業 25年度補正予算額：34.6億円

○ 若者の数が減っているにもかかわらず、ニート（※１）の数は近年、60万人超で高止まり。
※１ ニートとは、15～34歳で、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者

○ ニートの若者が、将来生活保護に陥ることのないよう、経済的に自立させ、社会の支え手とすることが必要。
○ このため、地域若者サポートステーション(「サポステ」）において、地方自治体と協働し（※２） 、

※２ 地方自治体から予算措置等

①一人一人に応じた専門的な相談やコミュニケーション訓練、職場体験等
②学校と連携した中退者支援等、
③若年無業者等集中訓練プログラム事業（一部のサポステで実施）
等、地域ネットワークを活用した就労支援を実施。（H18年度～。若者支援の実績・ノウハウのあるＮＰＯ法人等が実施。）

【サポステの実績の推移】

地域若者サポートステーション
（全国 1 6 0箇所 ） 進路決定者

数は年を追う
毎に増加！

650
1930

2925

4660

6742

12165

14713

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

公民館

商工会・商店街
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６．未来の地域経済を支える人材を 

共同で育成する仕組みの構築 
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○地域の中小企業では、大企業に比べて事業範囲や配属部署が限られているために社員が様々な部署での経験を経
て能力を伸ばすことが難しい場合も多いことから、社員の能力を伸ばす多様な機会を提供することで、地域の中小
企業の魅力を向上させることができるのではないかとも言われています。

○このような課題に対応するために、地域の複数の中小企業等が集まり、今後の自社の成長を担う若手社員や中堅
社員向けに、他企業での多様な経験を積む人材育成を目的とした出向・他社でのOJT研修や共同研修の実施による
人材育成等を共同で進めていくことが考えられます。

○このため、「地域人材育成コーディネーター」を中心とした、地域の複数の中小企業等による「地域人材育成コ
ンソーシアム」の組成を支援し、地域の企業間での人材育成を目的とした出向・他社でのOJT研修による人材育成
等の実証を行うことで、地域の中小企業における人材育成を推進します。

○「地域人材育成コンソーシアム」の組成により、以下のよう
な取組に関する実証を実施。

（１）－１ 地域の企業間での人材育成を目的とした出向・他
社でのOJT研修の実施

（１）－２ 他企業等との人材交流によるOJT研修の実施

（２）OFF-JT研修の共同企画・実施

（３）教育訓練のための助成金の申請サポート

○上記のような取組に必要となる費用への支援を実施。

Ｄ社

地域人材育成コー
ディネーター

地域人材育成コンソーシアム

「地域企業人材共同育成事業」

事業の背景・目的

事業イメージ

Ａ社 Ｂ社

Ｃ社

※平成25年度補正予算：「小規模事業者等人材・支援人材育成等事業」の内数（０．６億円）

大学、研究機関等

・地域の企業間での人材育
成を目的とした出向・他社で
のOJT研修の実施

・他企業等との人材交流に
よるOJT研修の実施
・OFF-JT研修の共同企画、
実施 等

Ｅ社 Ｆ社
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７．ハローワークの民間活用等 
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民間活用によるキャリア・コンサルティング等就職支援事業

○ 時間をかけたきめ細かいカウンセリング等の継続的な支援が必要なフリーター等に対し、
ジョブ・カードの交付等、円滑な就職の実現に向けた支援を実施。

○ 具体的には、わかものハローワークを設置しているなど、若年者の利用者が多い主要な都市
において、民間人材ビジネスへの委託により、以下の支援を実施。
・ キャリア・コンサルティングの実施
・ ジョブ・カードの活用に関するセミナーの開催、ジョブ・カードの交付等
・ 就職支援講習等の開催 等

労働局・
ハローワーク

民間人材ビジネス

委託

わかものハローワーク等に
隣接する場所に相談等窓口を設置

・ 就職支援講習等の開催

・ ジョブ・カードを活用した雇用型訓練などに
関する情報提供、受講の提案等

・ きめ細かなキャリア・コンサルティング
・ ジョブ・カードの活用に関するセミナーの開催
・ ジョブ・カード交付

常用雇用への移行

ジョブ・カードを活用した
雇用型訓練付き求人への
職業紹介等

東京、愛知、大阪において
６箇所で実施

時間をかけた支援が
必要なフリーター等

利用者の誘導など、連携
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○ 労働市場全体としての求人・求職のマッチング機能を強化するため、職業紹介を行う民間人材ビジネスや地方自治体
が希望する場合に、ハローワークが保有する求人情報※をオンラインで提供する。※求人事業主が提供を希望しない場合を除く。

○ 提供方式は、民間人材ビジネスや地方自治体が選択（併用も可能）
① ハローワークの求人情報提供端末と同等の端末を設置する方式
② 加工可能な形式でデータをダウンロードできるようにする方式

（希望に応じ、①と②は選択可能（併用も可能））

ハローワーク求人情報の民間人材ビジネス及び地方自治体へのオンライン提供

ハローワーク

厚生労働省

ハローワークの求人情報
提供端末と同等の端末を
自ら設置

職業紹介
事業者Ａ社

地方自治体Ｂ県

ハローワークのネット
ワークへ接続する回線
やＬＡＮ等を自ら整備

【①求人情報提供端末方式】

ハローワークの端末と同等の操作性

～ 実施方法（イメージ）～

概要概要

○ 平成26年９月１日より開始予定。

実施時期実施時期

独自のデータ編集等が可能

ハローワーク

【②データ提供方式】

厚生労働省

汎用ＰＣ（データ編集のた
めのソフトウェア等を自ら
用意）

職業紹介
事業者Ｃ社

地方自治体Ｄ市

インターネット回線により
ダウンロード
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ジョブ・カードを活
用したキャリア・コ
ンサルティング、
能力評価の実施

派遣先での

業務
能力開発

ジョブ・カードを活用した登録型派遣労働者等の職業能力の向上等に係る調査・研究事業

Job Card

○ 柔軟で多様な働き⽅が求められる中、職業能⼒を向上する機会に恵まれにくい登録型派遣労働者等の職業能⼒の向上等を含め
たキャリア形成の促進は重要な社会的課題となっている。

○ ジョブ・カードの活⽤は登録型派遣労働者等を含めた⾮正規雇⽤労働者の職業能⼒の向上に有効であるため、これを活⽤した
登録型派遣労働者等の職業能⼒の向上等のための取組の促進を⽬指し、⺠間事業者等が実施するこうした取組の実効性と課題等
について調査・研究を実施し、その結果の普及を⾏うこととする。

○ また、ジョブ・カードのデジタル・ネットワーク上での活⽤（データベースを活⽤した登録型派遣労働者等の情報管理、
マッチングの実施）についても、併せて調査・研究を実施し、その成果について派遣業の団体等をはじめ、ジョブ・カードに関⼼
を持つ他業界の団体や⺠間事業者等にも普及をし、当該活⽤を通じて社会全体におけるジョブ・カードの活⽤を促進することとす

る。

事業実施の必要性等

モデル取組例（⺠間実施）

②ＤＢ
・ 登録型派遣労働者等のキャリアアップ
（資格の取得や賃⾦の向上等）の状況調査
・ キャリア形成に係る意向に応じた
具体的な能⼒開発の在り⽅等の研究

・ 円滑なマッチング等の実施、適切なデータ
ベースの構造に係る研究

・ 情報セキュリティ等の留意点の整理

①

労働者の職業能⼒や今後
のキャリア形成に係る意
向に対応した教育訓練

ジョブ・カードを
⽤いたデータ管理
等による効率的な
運⽤

ジョブ・カードを活⽤した登録型派遣労働者
等の職業能⼒の向上を⽬指した取組の促進
ジョブ・カードを活⽤した登録型派遣労働者
等の職業能⼒の向上を⽬指した取組の促進 デジタル・ネットワーク上での活⽤を通じ

社会全体におけるジョブ・カードの活⽤促進
デジタル・ネットワーク上での活⽤を通じ
社会全体におけるジョブ・カードの活⽤促進

①ジョブ・カードを活⽤した登録型
派遣労働者等の職業能⼒の向上等
に係る取組に関する調査

（成果を広く公開）

派遣業界･他業界(業界団体・⺠間事業者)

新卒採用支援 社内人事管理 中途転職支援

能⼒を⽣かせる職場へ
（適切なマッチング）

② ジョブ・カードを活⽤した
データベースに関する調査
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