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政策提言

ITを活用した若者支援プロジェクト「若者UP」の実践より

ゆたかに
働き続けられる
社会をめざして
若者 UPプロジェクト事務局

はじめに

http://www.wakamono-up.jp/

若者UP

若者が将来に希望を持てる社会へ。
マイクロソフトは、「世界中のすべての人々とビジネスの持つ

生まれた家庭の経済力と学歴の間にある相関関係はよく知ら

可能性を最大限に引き出すための支援をすること」を企業ミッ

れていますが、低学歴であることは若者を無業の状態にさせやす

ションとしています。そのミッションにのっとり、2012 年 9月に

いことも随分と知られるようになりました。

YouthSpark（ユーススパーク・若者支援）を発表いたしました。
YouthSparkでは、3 年間で全世界 3 億人の若者への支援を

子ども・若者を支援するNPO 団体とパートナーシップを組み、
従来の支援にIT の活用を加えて、進路選択・仕事選択の幅
を広げることをめざしています。

認定 NPO 法人育て上げネットでは、創設から10 年以上、無

子 ど も・若 者

世界中全ての若者の機会創出を支援するプログラムとして、

業の若者と社会をつなぎ、彼らの「働く」と「働き続ける」を支援
してきました。そのなかで多くの若年無業者が基本的なパソコン

マイクロソフト
● 最新のテクノロジーや
講習テキストの提供
● ITスキル講師養成機会の提供

目標に掲げ、ITの利活用促進やスキル習得機会の提供を通じて、

スキルを身に付ける機会を持っておらず、職業選択の幅が非常

若者の「教育」
・
「就労」
・
「起業」支援を行っております。「若者

に小さくなっていることに課題を抱えていました。その一方で、中

UP」プロジェクトは、このYouthSparkの取組みの中でも、特に

小企業の社長や人事担当者からは、若者が採用できずに困って

就労活動に困難を抱える若者の支援にフォーカスをあて、若者支

いるとの相談を頻繁に受けています。特にIT 人材不足は深刻な

援 NPOの皆様とともにIT 教育・訓練を通じて若者が自信を取り

状況で、「就労意欲と基本的なITスキル、
そして互いの相性（マッ

参加NPO団体

戻し、自らの手で人生を切り拓くお手伝いをしています。

チング）が合えば、今すぐにでも雇いたい」とおっしゃるのです。

● ITスキル講習の実施

●プログラムマネジメント

● 専門相談や支援サービスの提供

内閣府発行の子ども・若者白書（平成２６年度版）によれば、15

これまで支援活動を通じて1 万人を超える無業の若者から相談

～ 39 歳の非就労人口のうち、家事も通学もしていない若者の

を受けてきましたが、就労意欲がない若者はほぼ皆無です。そ

数は、日本全国で約 80 万人とされています。「若者 UP」プロジェ

もそも働きたい気持ちがなければ支援機関にはアクセスしてきま

クトでは、技能開発のきっかけをNPOで行い、専門の訓練機関、

せん。「若者 UP」プロジェクトでは、日本マイクロソフトと全国

企業でのインターンシップ体験等を通じて、若者たちに企業ニー

43の若者支援団体が協働し、のべ2 万人の若者にITスキル

講習はオリジナルテキストで

ズにマッチングするITスキルを身に着ける機会提供をしてまいりま

獲得の機会を提供してきました。タイピング、Word、Excel、

マイクロソフトの最新テクノロジーを活用して、プロジェクト専用

した。これまでに２万人を超える若者に参加いただき、約 48%が

PowerPoint、Access、WebMatrix、HTML、C#など、パソ

のオリジナルテキストを開発。

６カ月以内に就労を実現できました。「スキル形成」から「就労」

コンを普通に使いこなす人からすれば基本的なものばかりですが、

まで一つの道筋を示す事ができた背景には、NPOの皆様のご支

支援者の伴走と確かな技術の獲得により「働く自信」を取り戻

支援団体スタッフを講師に採用

援とともに、厚生労働省の地域若者サポートステーションを始めと

し、仕事を獲得していきました。

した国の政策による支援基盤、そしてインターン受け入れ先等と

当プロジェクトでは、支援者が若者と企業をつなぐ第三者調整

しての民間企業のご理解とご協力がありました。当初首都圏５団

役としてかかわる伴走型インターンシップを実施しています。複合

体で始まった「若者 UP」プロジェクトも、2014 年度には沖縄か

的な課題を抱えて来た若者の相談から就労支援および ITスキル

ら北海道まで全国 43NPO 法人が連携するまでに拡がりました。

形成の機会提供を行った支援者が最後まで伴走していく支援方

私どもは、これからも皆様とご一緒に、若者が将来に夢や希望を

法は、若者と企業の信頼関係を紡ぎ、相互に納得感のあるマッ

持てる豊かな社会創りを目指して支援してまいります。

チング、職場や労働市場へのスムーズな定着を支えていきます。

この度、若者支援政策提言懇談会により、「若者 UP」プロ

働きたい若者と、若者を採用したい中小企業をつなぐキーワー

ジェクトを通じて学んでまいりました数々の教訓を「提言」という

ドは「包摂」「連続」「再挑戦」です。私たちは、ITを活用し

形に纏めていただきました。本提言が今後の支援活動を広めて

た若者支援プロジェクト「若者 UP」の実践から、若者がゆたか

いく上で、少しでもお役に立てば幸いです。

に働き続けられる社会をめざして政策提言をさせていただきます。

日本マイクロソフト株式会社
執行役 法務政策企画統括本部長

2

若者と企業をつなぐ伴走型支援を。

IT スキル講習と NPO 団体の支援サービスで
子ども・若者をサポートしています。

菊地 麻緒子

認定特定非営利活動法人育て上げネット
理事長

工藤 啓

● 地域の支援機関・企業との連携等
包括的支援の窓口

各参加団体の「支援者」が講師になるため、若者たちは安心し
て参加できる。支援団体スタッフの IT 利活用も向上。

さらなるスキルアップを用意
修了生が 「マイクロソフト オフィススペシャリスト （ MOS：
Microsoft Office Specialist）」を取得するためのサポートを実施。

北海道から沖縄まで 43 団体、
のべ 2 万人。
進路決定率 48% を達成！
！
2010 年に首都圏 5カ所ではじまったプロジェクトは、地域若者
サポートステーション、児童養護福祉施設・自立援助ホーム支
援、東北復興支援、中退者・中退予防、多文化家庭の子供支
援を専門とするNPO 団体と連携し、全国へと広がっています。

2013 年度の社会的価値総額＊は
約

4 億1339 万円と試算されています。

＊出典：株式会社公共経営・社会戦略研究所による第三者評価
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若者支援の背景

「若者と仕事」の考え方

政策提言
100

若者が無業になるのは自己責任なのでしょうか？
「ニート」「フリーター」「ひきこもり」など、無業の若者に対す
るイメージには誤解があります。「そういう若者の現状は自己責任
であり、自分とは関係のない他人ごとだ」と思っている方も多い
ことでしょう。しかし、そのイメージは正しいのでしょうか。
若者無業者の数は、2002 年以降おおむね80 万人です。
景気の変化や少子化にも関わらず、一貫して80 万人前後で推
移しています。また、日本の完全失業率はだいたい4% 前後で
すが、
若年世代だけを見ると6 〜 10%にまで上がってしまいます。
これは、若者の自己責任だけでは片づけられない問題です。
「日本型システム」を見直すべき時に来ています。
立命館大学准教授の西田亮介氏は「若年無業者の背景に
は日本型システムの機能不全がある」「若者をどのように支援し
ていくかというビジョンに欠けている」と言います。
新卒一括採用、終身雇用、年功序列型賃金、企業別組合
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企業協働の
中負担
中福祉

活に困窮している人だけを救う対症療法を繰り返してきたのです。
もはや 「他人ごと」 では済ませられません。

包摂

経済成長を
前提とした福祉

発表された厚生労働省の試算によれば、25 歳の若者が就業し

65
～

支援

若者を雇用しにくい構造。
IT人材不足が深刻化。

連続

再挑戦

no problem
問題のない
若者

た場合と生活保護を受給し続けた場合では、コストギャップが 1

非熟練労働、定型業務、
高付加価値業務間の
移行を支援

多様な労働市場からの
阻害理由に対応した
再参入支援と予防

高付加
価値労働
problem
問題を
抱えている若者

潜在的に
困っている若者

予防

日本的経営

無業の若者を放置しておくとどうなるのでしょうか。2012 年に

IT利活用が日常化するなか
経済格差と IT格差は比例する。

若者と中小企業を IT でつなぐ

機会の格差解消と
統合された支援環境

2
0

働く世代人口が減少。
高まる若者の希少価値化。

中小企業

2007～2013年

4
8

こうした日本的経営を背景に、「経済成長を前提とした福祉」を

欧米各国では労働市場への再参入を推奨しながら、福祉と労働
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80
40

2
6

れましたが、今後この構造を維持していくことは難しいでしょう。

25～29歳

20～24歳

80
〈グラフ①〉
●若年無業者数の推移

などの日本的経営はもともと参入離脱コストの高いシステムです。
押し進めた結果、企業協働の中負担・中福祉の構造が完成さ

15～19歳

制度・政策の狭間を埋める支援
39歳までの若者に対して
早期予防が必要

定型業務

困難な若者の
再チャレンジ支援

非熟練労働
困っている若者

離転職

問題を抱える若者

どのステージにも参画できる
流動・移行のための
支援が必要

学びの
複線化

若者、女性、高齢者等の
新規チャレンジ支援

仕事の
複線化

くらしの
複線化

さまざまな事情に応じた
再チャレンジをきめ細かく
支援することが必要

人あたり約 1 億 2 千〜 5 千万円にのぼるとされています。日本の
財政状況が取り沙汰されるなか、こんなにも莫大な社会保障費

このまま放置しておくと
莫大な社会保障費が必要になる

を負担することは不可能でしょう。私たちは、若年無業者の問題
をもはや「他人ごと」としてすませてはいられないのです。
問われるべきは 「誰を、どう支援するか」 です。

若年世代を中心とした能力開発機会の多様化／多元化／多段階化

〈チャート①〉

社会保障給付（医療介護・年金等）

省によって「若者自立・挑戦戦略会議」が設置され、
、2004

正規雇用された
25歳単身の場合

生活保護給付

サポートステーションをつくりました。しかし、どちらも相談事業が
その中心を占めています。
今、問われているのは、「若者が労働市場に参入し、定着し
ていくためには、一人ひとりをどう支えるべきか」なのです。

25 歳から
生活保護給付を
受けた場合

コストギャップ

1億5千万円

約

西田亮介，2014，
「『無業社会』の現在形と政策提言に向けて」より再構成

4

中小企業を中心とした探索により就労機会損失の回避と橋渡し

就労に伴う税金・
社会保険料額

2003 年、内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業
年には経産省がジョブカフェ、2006 年には厚労省が地域若者

若者が労働市場＊に参入しやすい社会へ

＊グラフ①：内閣府「 H25 年版子ども・若者白書」 ＊グラフ②：総務省統計局「 H25 年労働力調査年報」
＊チャート①：厚生労働省／ 2012 年「生活保護を受給し続けた場合と就業した場合の社会保障等に与える影響について」

＊労働市場とは、中間的就労、福祉的就労、クラウドソーシングなど多様な働き方を含みます。

「若者」と「中小企業」を「 IT」でつなぐ。

支援のポイントは「包摂」
「連続」
「再挑戦」。

若者採用の意欲はあるものの求職中の若者を見つけるのが難

性別、資本、状況等に基づく機会格差を回避しながら、若

しいなどといった理由から、中小企業が若者を雇用できずにいる

者全体を包摂的に支援し、多様な労働市場からの阻害理由に

という現状があります。一方、中小企業の人材不足は顕著なも

対応した再参入支援と予防を行わなければなりません。また、無

のになっています。そこで、IT 教育を受けた若者を中小企業に

業の若者が労働市場に参入しやすくするとともに、非熟練労働

つなぎ、就労機会損失の回避と橋渡しを行います。 若者が IT

〜定型業務〜高付加価値業務などへ移行するための連続的支

教育を受けることは、IT 格差と如実に結びついた経済格差を解

援も必要です。ゆたかに働き続けられる社会のために、これら3

消することでもあります。

つのポイントを総合的に加味した支援策を行うべきです。

5

各支援段階を一貫サポート

パソコンにさわったことがなく
タイピングすらできなかった、ある若者のケース

分野横断型ワンストップ支援の確立

高校卒業後、接客・販売職に就職したAくんは、激務で体をこわして退職。ハードな立
ち仕事は無理だと、オフィスワークを志望しました。しかし、いくら就職活動をしても、タ
イピングもままならないAくんは次々と断られ続けます。そこで、Aくんは若者 UPに応募。

相談〜訓練〜マッチング〜就労までを
ワンストップでサポート。

支援者とともにタイピング練習をして講座にのぞみました。Excelの上級編までをマスター
したAくんは、IT 系企業のインターンを経て、現在、同じ会社で働いています。

2000 年代以降、若者支援がはじまりましたが、そのほとんどが相

「働く自信をつけたい」という
若者のニーズ。

談事業で、相談窓口から職業訓練、職場での試行、マッチング、就
労までのステップを一貫して支援している機関はほとんどありません。
【若者 UPの実践より】若者 UPプロジェクトは、支援団体のスタッ
フ自身が講師となり、段階的なIT 講座を行うと同時に就労支援を
行います。こうした一貫サポートが成果を上げ、のべ2 万人が参加、

インターン

受講生の48%が就労等進路を決定しました。

若者と伴走し続けながら
企業側の事情にも配慮できる人材。

練

ともに職業訓練を経験し、企業側の事情にも配慮しながら、

することができます。

自分に合う仕事をしたい

相談

民間
支援団体

職業
訓練校

漠然とした不安を解消したい
0

10

0

10
【若者 UPの実践より】〈＊1〉
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自信向上

約

IT 利活用が日常化するなか、IT 教育は、受益者である若

民間
専門学校

者に便益をもたらすだけではなく、経済・生活活動の効率

変わらない

トライアル
雇用
（厚労省）

75.8%

どちらかというと自信がついた
自信がついた

人材橋渡し事業
（経産省・中企庁）

（ハローワーク経由）

相談

化やコミュニケーション改善により、市民社会や経済の発

50.7%

約

コミュニケーションの苦手を
改善したい

既存の縦割型ワンストップサービス

IT 教育・訓練の重要性と
IT 格差解消への貢献。

自信つけたい

PCスキルを習いたい

自信がなくなった

がら、企業と支援者が一体となって若者を育成していくこと

民間
職業紹介
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不登校〜高校中退から就職した
ある若者のケース
不登校のため高校中退。通信制高校で高卒資格を得たものの、なかなか就
職できなかったBくん。若者 UPに参加後、ITに興味を持ち、マイクロソフト オ

相談

展に貢献します。

フィススペシャリスト（ MOS： Microsoft Office Specialist）の資格を取得。

OA 活用職種に就労することによる所得増〈＊1〉

くんは、その後、IT 機器のラウンダーに就職することができました。

OA 活用職種への就労

OA 活用職種以外への就労

年収において
約

大手 IT 企業でインターンすることになりました。インターン経験で自信をつけたB

再チャレンジ
支援事業
（文科省）

【若者 UPの実践より】

約

47万円の差 150 万円

IT 用語の理解度に大きな向上＝IT 格差解消に貢献〈＊1〉
【若者 UP 講座受講前】

＊ 1：株式会社公共経営・社会戦略研究所による第三者評価
＊ 2：
『若年無業白書』2013 年、NPO 法人育て上げネット

after

ITへの理解が浅い

ていない無業の若者 10 人に1 人が携帯電話を持っていな
い〈＊2〉という「就活格差」「 IT 格差」状態にあります。

【若者 UP 講座受講後】
ITへの理解が
深まった

before

無業の若者 3 人に1 人がパソコンを持っておらず、求職をし
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働く自信をつけたい

有期実習型
訓練
（厚労省）

います。ときには、若者育成の方法を企業へアドバイスしな
で、スムーズな労働市場への移行を実現しています。

れることにより、働く自信が生まれます。

若者 UPを受講してから働くことへの自信に変化はあったか？

相談

側とコミュニケーションしながら、若者に寄り添い、支援して

自己肯定感を醸成し、そのスキルを社会から客観的に評価さ

支援機関に来所した目的〈＊2〉

（ハローワーク経由）

【若者 UPの実践より】企業ニーズをよく知る支援者が企業

103 万円

定着

求職者
支援制度

者と企業の関係性を醸成。ミスマッチを回避し、定着を促進

約

就労

ハロー
ワーク

職業訓練

走者」の存在が不可欠です。一貫して伴走することで、若

マッチング

分野横断型ワンストップ支援

伴走者

相談

職場体験、就職までをデザインし、コーディネートする「伴

たい」と考えています。職業訓練で得られたスキルは若者の

ミスマッチ回避

訓
職業

的

段階

支援機関に来所する若者の2 人に1 人が「働く自信をつけ

スムーズな移行

レベル0

レベル5

レベル0

レベル5

「縦割型ワンストップサービス」の
問題点と課題。

若者と企業側の間を取り持つ
コーディネーターの必要性。

行政の縦割りに応じて相談事業が立ち上げられている場合、
その

支援現場と求人募集をする企業との間には大きな溝があります。

事業の範疇を越えて若者の困難を支援することはできません。若

支援現場には企業の情報がなく、企業には若者の情報がないま

者たちはその事業ごとに、違う場所を探し、一人で試行錯誤しなが

ま、若者は何度も応募を繰り返し、その間に若者のモチベーショ

ら、次のステップを歩まなければならず、支援が分断されてしまい

ンが低下してしまいます。企業側に若者の採用と育成についてア

ます。誰が責任を持って若者に関わり、最後まで伴走していくか

ドバイスし、同時に若者に対しても適切に助言していく……企業

不明確であり、困難を抱える若者にとって大きな障壁となります。

と若者の間に立つコーディネートが求められています。
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政策提言懇談会コメント

ピックアップ

2014 年 11 月〜 12 月にわたって政策提言懇談会が行われました。

若者UPプロジェクトのポイント
ります。

なったこと。関係性の醸成が高い効果を生んだのだと思います。

星野 たとえば、私どもの会社で受け入れているインターン生た

工藤 仕事を探すときはハローワークへ行き、スキル向上のため

ちが、彼らが受けたスキル向上のための訓練を、さらに下の世代

に職業訓練校に行くというふうに、支援は分断されています。し

たちに伝えていくというような循環ができると、好ましいサイクルが

かし、「若者 UP」は一貫した支援が結果を生んだ。教えるスキ

できていくかもしれませんね。

星野 晃一郎さん

▲

に通わせるのではなく、ふだん相談業務をやっている人が講師に

湯浅

東京の中小企業は人材を確保できない状態にあります。

に立っていただける団体や仕組みがあるといいのですが……。

できない。IT 企業はこれから5 年ぐらいで、人材が見つからなく

人材が必要ですよね。会社側が若者に直接言いにくいことを、
フォ

て倒産するところが出てくると思います。

ローしながら若者に伝え、若者側の不安を会社側に質問すると

小関 一人を採用するのに何十万円もかかるのは、「お金を払っ

いうような役割を持つ人材です。

て人を雇う」という違和感がぬぐえません。私どもの会社は採用

湯浅 トライアル雇用してくれる会社に助成金を出すというような

にあたって、その人と一生つきあっていくつもりで雇いますが、必

話ばかりですが、そこまで若者を連れてきてくれる団体は何もケア

要以上にお金が発生すると、
どうしても「回収しなければならない」

されていないんですね。また、若者たちができる程度の仕事を切

と考えてしまいます。

り出してもらおうと思っても、そのためには企業支援のノウハウが

鏑木 人材を求めている会社と就職したい若者のマッチングの術

必要です。そうしたことができるコーディネーター的存在が不可欠

がないんですよね。こういう状況が何年も続いています。この間

なのだと思います。

冨沢 高明さん

鈴木 寛さん

時間や場所にとらわれない
テレワークという働き方に
注目している。
困難を抱える若者にとっても
働きはじめの糸口として
突破口になるのではないか。

若者と中小企業をつなぐのは
一期一会のマッチングだ
ということを押さえるべき。
どのようにマッチングを
カスタマイズ化するかが大切。

古賀 和香子さん

提案をして欲しいですね。

実効性が乏しいと思っていて、現実に即したものを提案

鈴木 たとえば、若者と中小企業のマッチングにしても、

したいと思っています。

一期一会のマッチングのはずで、同じマッチングはほとん

湯浅 SROI（社会的投資収益分析）の結果などを見て、

どないでしょう。行政事業の場合は、要件を明確にして

何がポイントだったのかを列挙し、さらにその部分を強化

事業を実施し、1%の慣用も許されない。こういう人と人

していくような提案を行えばいいと思います。何かを積み

との出会いが大事だというような支援の場合、民間連携

上げていくとき、次の一歩を獲得できるよう、的を絞った

が一層重要になると思います。

若者たちを中小企業に
つなぎたいと思っても
協力してくれる企業の
情報が得られない。
人材が欲しい中小企業と
私たち若者支援団体が、
どうすれば手を組めるのか。

支援者と話すと、「日本のIT 教育は遅れ

者 UP」を提供しています。ITスキル獲

ている」と痛感します。コーディング（コ

得以外に、予想していなかった副次的な

ンピュータが処理するためのプログラムを記述するこ

効果もありました。講座を通じて、私たち

と）のスキルがあれば、学歴がなくても実

と生徒との距離が自然に縮まり、進路の

力を発揮することができるんですね。です

悩みを気軽に打ち明けてくれるようになっ

から、貧困層の若者にコーディング教育

たのです。Youth Advisorとして各国の

することを考えています。

代表取締役

技術がなくてもすぐに
配属できる部署があるので、
IT スキルの高さは問わない。
勤怠力、挨拶力、メモ力など、
いわゆる一般的な
ビジネススキルが大事だ。

森 啓子さん
日本財団

ソーシャルイノベーション本部

主婦などを対象にした
インターンシップでは
中小企業は高度な ITスキルよりも
コミュニケーション力を重視。
もっとも重要なのは
本人たちのモチベーション。
これは若者支援の現場でも
重要になってくるはず。

砂金 信一郎さん

▲

私たちは定時制高校・通信制高校へ「若

ディースタンダード株式会社

▲

朴 基浩さん（Microsoft YouthSpark Youth Advisor ／ NPO 法人 D×P 共同代表）

小関 智宏さん

認定 NPO法人育て上げネット
若年支援事業課長

進路未決定卒業者が45%にのぼる通信制高校への支援
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政策企画本部 技術政策部長

文部科学省参与

▲

根本的に何かを一気に変化させるような提言は

日本マイクロソフト株式会社

東京大学・慶應義塾大学 教授

政策提言の手法と考え方
工藤

一般的な就職で採用すると、
入社まで内定者に会えない。
インターンシップで
ともに仕事できれば
お互いの不安感、
特に入社する側の不安感は
払拭される。

▲

工藤 若者と企業の間に立って間を取り持つ、通訳者のような

▲

私たち中小のIT 企業は、情報技術を学んできた学生をまず採用

株式会社ダンクソフト代表取締役社長

社会活動家

「若者 UP」の良さは
スタッフが講師になる部分。
雇用マッチングにも、
伴走者が欲しい。
事業主と若者の間を取り持つ
コーディネーターの存在が
ミスマッチの回避になる。

若者と中小企業をどう結びつけるか
星野

誠さん

▲

ルを外注でなく自分たちで持つということは、持続性の担保にもな

▲

湯浅 「若者 UPプロジェクト」の良さは、外部のパソコン教室

日本マイクロソフト株式会社
エバンジェリスト

クラウドソーシングでの
仕事は人と接する機会を
最小にできる。
無業の若者にとっては
最初の一歩に
ふさわしいのではないか。
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おわりに
寛容な社会と多様な働き方を求めて。
一見豊かな日本社会にも、いろいろな事情で働くこと

内容になっていると自負しています。そのなかでも、
とくに、

ができない若者たちが存在することは、よく知られるよう

「ワンストップ」を標榜しながら、現実には多様で、複

になってきました。データを分析してみると、彼ら、彼女

雑過ぎる制度体系によって、各所に制度の谷間が生じ

らが、そのような状態になってしまった理由は、必ずしも

ている現行制度の修正は、行政サイドのみならず政治

怠惰や主体的な選択に起因するわけではなく、病気や

的な介入が不可欠な領域でしょう。

怪我、そして昭和期に定着した日本特有の働き方の慣

今回の提案は、潜在的に多様な展開可能性を有し

習の変容など、予測不可能な、社会的要因の影響が大

ています。例えば、2013 年に具体化した生活困窮者

きいことが明らかになってきています。それに対して、社
会保障改革や政策の対応は、後手に回っています。若
年無業者の就労支援が本格化したのは2000 年代半
ばのことでした。その後、さまざまな事業が設けられました
が、いずれも問題解決の決定打には至っていません。
このような環境のなかで、若年無業者の支援に重要
な役割を果たしてきたのが、育て上げネットをはじめとす
る民間の担い手でした。暗中模索のなかで支援のプロ
グラムを構築し、矢継ぎ早に投入される新規の政策を
実施するにあたって、現場を支えてきたのもこれらの主
体です。
日本マイクロソフトとの協働による「若者 UP」も、
新しい若年無業者支援の可能性を示唆しています。IT
という今後も大きな成長可能性をもつ分野を学ぶことの
重要さ、また研修先に支援者が常駐することで、受け
入れ先企業と当事者双方の負担を軽減できるといったこ
れまであまり知られていなかった、さまざまな知見が見え
てきています。加えて、2014 年には、育て上げネット、
日本マイクロソフト、筆者で、関連政策とその課題に関
する調査研究も行ってきました。
今回の政策提言に関するプロジェクトは、これまでの

自立支援法等は、福祉部門が主たる領域になりますが、
その対象は一部重複しているようにも見えます。今回の
提案では、具体的に両者の連携について言及してはい
ませんが、双方の知見を重ね合わせることは不可能で
はないはずです。「若年」という制限も、あくまで現行
制度にならったものであり、上下の世代の就労支援に
活用できる知見もありうるのではないでしょうか。その展
開可能性の検討は、今後の課題でしょう。
課題といえば、政策の合理性の検討を挙げることもで
きます。 例えば、省庁間での類似事業の人件費の積
算方法の違いが、支援現場の事務コスト増大に影響し
ている可能性があります。これらはおそらく省庁の長年
の慣習として構築されてきたものですから、その見直しと
統一によって、低コストで、支援現場の（投入コスト以上の）
負担軽減を実現できる道筋がありそうです。昨今の日本
の財政事情のなかで政策論争をするとき、ともすれば合

政策提言 「若者と仕事」
政策提言懇談会委員

＊若者 UP 政策提言プロジェクトチームが、政策提言「若者と仕事」をまとめるにあたり、ご意見をいただきました。

砂金 信一郎
古賀 和香子
鈴木 寛
冨沢 高明
朴 基浩
星野 晃一郎
森 啓子
湯浅 誠

●日本マイクロソフト株式会社 エバンジェリスト
●認定 NPO 法人育て上げネット 若年支援事業課長
●文部科学省参与 東京大学・慶應義塾大学 教授
●日本マイクロソフト株式会社政策企画本部 技術政策部長
● NPO 法人 D×P 共同代表
●株式会社ダンクソフト 代表取締役社長
●日本財団 経営支援グループ
●社会活動家 法政大学 教授				

理化という名の、コストカットが圧力としてのしかかってき

若者UP政策提言プロジェクトチーム

ます。しかし、合理性の観点からすれば、投資（費用対

西田 亮介
菊地 麻緒子
工藤 啓

効果）という考え方があっても良いのではないでしょうか。

誰もが――あるいは身近で親しい誰かが――陥る可

（敬称略・50音順）

●立命館大学特別招聘准教授
●日本マイクロソフト株式会社 執行役 法務・政策企画統括本部長
●認定 NPO 法人育て上げネット 理事長

能性があり、また一度その状態になると抜け出すのが困
難な無業社会を予防し、
労働市場に（再び）参入可能な、

育て上げネットの取り組みや調査の結果と、それらを踏

そして納税主体に飛躍するための機能的な足がかり（政

まえた有識者との意見交換を踏まえて作成しました。キー

策）を、エビデンスにもとづいて構築する作業は、来る

ワードは、「包摂」「連続」「再挑戦」。寛容な社会と、

べき少子高齢化社会のなかで、十分にリーズナブルな

その基盤となる多様な働き方への道筋を示唆する提案

投資といえるのではないでしょうか。このような社会を実
現するために、このパンフレットをお読みいただいた方が、

龍治
鏑木
友村
新宅

玲奈
優子
真実
圭峰

●日本マイクロソフト株式会社 政策企画本部渉外・社会貢献課長
●株式会社テクノアライアンス 取締役 業務本部長
●株式会社テクノアライアンス 営業統括本部
●認定 NPO 法人育て上げネット 事業戦略室

永冨奈津恵●デザイン・編集

それぞれの持ち場で、改めて若年無業者と支援のあり
方についてご一考いただけますと幸いです。

発行日

● 2015 年 1月

編集・発行 ● 若者 UPプログラム事務局 www.wakamono-up.jp

立命館大学特別招聘准教授

西田 亮介

認定特定非営利活動法人育て上げネット
〒190-0011 東京都立川市高松町 2-9-22 生活館ビル3F 042-527-6051 www.sodateage.net

本書の無断複写・複製・転載を禁じます。
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●若者 UP プロジェクト参加団体（ 2014 年度）
NPO 法人 キャリアコーチ【栃木県北サポステ】
NPO 法人 キャリアデザイン研究所【かしわサポステ】
公益社団法人 徳島県労働者福祉協議会【徳島サポステ】
NPO 法人 Switch
NPO 法人 市民社会研究所【北勢サポステ】
NPO 法人 育て上げネット【立川・川口・川崎・大阪サポステ】
一般社団法人 日本青少年育成協会【沖縄サポステ】
NPO 法人 キャリア・サポート・ネット・おきなわ
NPO 法人 いせコンビニネット
NPO 法人 Design Net-works Association
NPO 法人 多文化共生子ども・若者プラットフォーム
NPO 法人 ジョイフル【塩尻サポステ】
NPO 法人 子どもと生活文化協会【神奈川県西部サポステ】
NPO 法人 ICDS キャリア・デザイン・サポーターズ【名古屋・岐阜サポステ】
NPO 法人 侍学園スクオーラ・今人【上田サポステ】
NPO 法人 D × P
NPO 法人 こうべユースネット【神戸サポステ】
社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会【伊賀サポステ】
NPO 法人おーさぁ【熊本サポステ】
一般財団法人 北海道国際交流センター【函館サポステ】
一般社団法人 とちぎ青少年自立援助センター
NPO 法人セカンドスペース【ふなばしサポステ】
NPO 法人リソースパートナー【連携：会津サポステ】
NPO 法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい
企業組合労協ながの
（若者 UP プロジェクト HP より）

若者UPプロジェクト事務局

www.wakamono-up.jp

認定特定非営利活動法人育て上げネット
〒 190-0011 東京都立川市高松町 2-9-22

生活館ビル 3F

042-527-6051

www.sodateage.net

