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STEP2

STEP3

中小企業・小規模事業者人材対策事業

事業の内容 事業イメージ

補助（定額） 委託・補助基金積増し

平成24年度補正予算 中小企業庁 経営支援課 03-3501-1763
中小企業庁 新事業促進課 03-3501-1767

１．新卒者就職応援プロジェクト
　新卒者等及び平成22年３月以降に大学等を卒業した未就職者に
対し、中小企業・小規模事業者の事業現場で働く上で必要な技能・
技術・ノウハウを習得する機会を提供するため、中小企業・小規
模事業者で実施する職場実習を支援する。
　○対 象：新卒者等（２万人規模で実施）
　○助成金：実習生に最大日額 7,000 円
　　（実習期間は数ヶ月～６ヶ月程度）
２．中小企業新戦力発掘プロジェクト
　育児等で一度、退職し、再就職を希望する女性等（新戦力）に
対し、職場経験のブランクを埋める機会を提供するために、中小
企業・小規模事業者で実施する職場実習を支援する。
　○対 象：育児等で退職し、再就職を希望する女性等
　　　　　　（５千人規模で実施）
　○助成金：実習生に最大日額 7,000 円
　　　　　　（実習期間は数週間～６ヶ月程度）
３．地域中小企業の人材確保・定着支援事業
　中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保していくため、地
域の中小企業団体と大学等が連携し、中小企業・小規模事業者と
学生の日常的に顔が見える関係構築から両者のマッチング、新卒
者等の採用・定着までを一貫して支援する。

事業の概要・目的
○内外の厳しい経営環境の中、経営資源の乏しい中小企業・小規
模事業者は、自主的な取組だけでは優秀な人材を確保すること
が困難な状況です。また、中小企業・小規模事業者にとって、
採用後の人材定着も課題となっています。
○一方、魅力ある中小企業・小規模事業者を知らず、就職できな
い新卒者や留学生、育児等で退職し、再就職を希望する女性等
（新戦力）等、相当数の人材ストックが存在しています。
○こうした中、中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保して
いくためには、職場実習を通じた中小企業・小規模事業者と人
材等のマッチングのほか、地域特性に応じて大学等との日常的
な顔が見える関係作りから、マッチング、新卒者の採用・定着
までを一貫して支援する体制の構築が重要です。
○こうした取組を支援することで、地域における中小企業・小規
模事業者の将来を担う人材の確保・定着・育成を行い、我が国
経済や地域の産業・雇用を支える中小企業・小規模事業者の経
営力強化を図ります。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

委託：新卒者就職応援プロジェクト、中小企業新戦力発掘プロジェクト
補助（定額）：地域中小企業の人材確保・定着事業

経済産業省 基金管理団体 民間企業等

事業の概要・目的

支援対象等

全国中小企業団体中央会

中小企業団体等〈事業実施者〉※○中小企業を取り巻く環境が厳しさを増す中、海外市場の需要獲
得が喫緊の課題となっています。他方、中小企業には海外展開
を担えるグローバル人材が社内に不足しているため、多言語を
理解できる外国人留学生は、社内のグローバル化を進める上で
戦力となり得ます。
○中小企業が留学生を確保していくためには、職場実習を通じた
中小企業と留学生のマッチングの他、留学生が中小企業に就職
し定着するための体制の構築が重要です。
○このため、以下の事業を実施します。
　１．人材確保・定着支援（留学生向け）
　　　事業実施者（地域の中小企業団体等）と大学等が連携し、

留学生に向けた中小企業の魅力発信や中小企業に向けた留
学生採用ノウハウの提供、中小企業と留学生のマッチン
グ、外国人従業員の定着までを一貫して支援します。

　２．新卒者就職応援（留学生向け）
　　　大学４年生（10月以降）や卒業後就職活動を行っている未

就職の外国人留学生に対し、日本の中小企業で働く上で必
要な技能・技術・ノウハウを習得する機会を提供するため、
中小企業で実施する職場実習（インターンシップ）を支援
します。

事業実施者：中小企業団体、大学、民間企業等によるグループ
事業参加者：１．中小企業、国内大学在学中の留学生
　　　　　　２．中小企業、大学４年生（10月以降）や卒業後
　　　　　　　　就職活動を行っている未就職の外国人留学生

平成24年度補正予算

１．人材確保・定着支援

２．新卒者就職応援

支援・連携 支　援

２.委託１.補助

※事業実施者は、１.及び２.でそれぞれ異なる

中小企業・小規模事業者海外人材対策事業

※事業実施者は、１.及び２.でそれぞれ異なる

●「経営者による出前講座」・「短期インターンシップ」・
「若手従業員との交流会」などを通じて、地元中
小企業の肌感覚や生の魅力を留学生に伝える
●「留学生の採用に関するセミナー」などを通じて、
中小企業側の留学生に対する理解を深める
●実施団体職員が大学キャリアセンター等を定期巡
回し、大学との連携を推進する

●留学生に対して、会社説明会や職業紹介を実施
●中小企業の求人情報を発掘
●顔の見える関係の中で信頼できる企業のみ、留学
生に紹介
●中小企業の海外展開戦略に合った留学生を適切
にマッチング

●地域単位、業種単位での研修を通じて、地域で
真に必要な人材を育成
●教育プログラムの作成段階から協力し、大学での
学び直しにより知識・技術を向上
●地域レベルでの「同期」作り／地域の結束力の強
化（地域全体で外国人従業員のモチベーションアッ
プとメンタルケアを実施）

○対　象：大学４年生（10月以降）や卒業後就職活動を行っている
　　　　　未就職の外国人留学生等
○助成金：実習生に最大日額7,000円（実習期間は数ヶ月～６ヶ月程度）

中小企業・留学生双方の意識付け

豊富な情報を活かしたマッチング

人材育成・定着支援
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文部科学省・大学等 中小企業庁連携
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STEP3

中小企業・小規模事業者海外展開事業化・研修支援事業

事業の内容 事業イメージ

補助（定額）

平成24年度補正予算

平成24年度補正予算

事業の概要・目的
○国内需要の停滞等により、我が国中小企業を取り巻く環境が厳
しさを増す中で、中小企業の発展と地域経済の活性化・雇用確
保のため、成長著しい海外市場の需要獲得が喫緊の課題となっ
ています。
○このため、中小企業の海外展開に係る実現可能性調査（Ｆ／Ｓ
調査）等を通じた企業発掘・育成から、官民の支援機関が連携
した現地支援プラットフォームを活用した海外事業展開実現ま
での一貫した支援事業を行います（①）。
○また、サービス業の海外展開ニーズが近年急速に拡大する一
方、内需型産業であったサービス業にとって海外現地の人材の
層が薄いことが大きな課題です。
○このため、中小サービス業等が現地事業を担う中核人材を日本
で育成する取組等について支援を行い、海外展開の加速化を図
ります（②）。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 （独）中小企業基盤整備機構
（独）日本貿易振興機構

中小
企業

　中小企業庁・全国中小企業団体中央会では、中
小企業の経営力強化を図るため、地域で学んだ大
学生等を地域において円滑に採用でき、かつ定着さ
せるための自立的な仕組みを整備することで、継続
的に若手人材を確保し、中核人材を育成していくこ
とを目的として、本事業を実施します。

　現在、中小企業が若手人材を確保できる有効な仕組みは少なく、学生等の利
用度が高いナビサイトは高額で、また大企業と同じ土俵では学生の関心を集めに
くい状況です。一方、大学は学生の就職率向上が課題となっています。
　そこで、学生等と中小企業を直接結びつけ、地域で顔が見える関係を築くことが
最も効果的であると考えられます。また、若者の離職率の高さが、採用にコストや
人手をかけることを躊躇させるため、獲得した人材の定着も課題となっています。

支　援

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義」「若手従業員との交流会」などを通じて、地元中小企
業の肌感覚や生の魅力を伝える
●中小企業団体等が窓口になることで、継続的な関係を構築　等

●日常的な関わりがあるからこそ有する豊富かつ繊細な情報を活かした合同就職
説明会や職業紹介を実施
●本来業務の繋がりによって求人情報も発掘　等

●地域単位、業種単位での研修を通じて、地域で真に必要な人材を育成
●地域レベルでの「同期」作り／地域の結束力の強化　等

大学・学生等との日常的な顔の見える関係作り

豊富な情報を活かしたマッチング

地域全体での人材育成・定着支援

STEP1 ①採用活動や従業員
教育に資金や人手
をかけられない。
②単独では大学と恒
常的な関係を築け
ない。
③自社の魅力が伝え
られないなど、若
手人材確保・育成
は困難。

地域の中小企業が
「塊」となって情報
発信や従業員教育を
実施する仕組みが必
要。

①就活はナビサイト
中心。これらは形
式的には「オープ
ン＆フェア」の為、
誰もが大企業志向
に。身の丈にあっ
た就職活動が出来
ていない。
②親も大企業志向。
③中小企業の情報を
知ることが困難。

中小企業学　生 大学等教育機関 中小企業団体等〈事業実施者〉連　携

文部科学省 中小企業庁〈全国中小企業団体中央会〉連　携

地域内において、地元中小企業の若手人材の確保・育成の流れが確立し、若手人材の地域への定着が促進

中小
企業留学生

事
業
目
的

課
　
　題

全国でモデル事業を実施

①中小企業海外展開一貫支援事業

②中小サービス業等海外現地人材研修支援事業

ワンストップ相談窓口による
相談受付・指導

海外展開
支援協議会

海外展開計画の実行を現地で支援

海外展開計画策定に必要な F/S 調査等を支援

海外展開現地支援
プラットフォーム

発掘

現地
支援

②中小サービス業等海外現地人材研修支援事業

①中小企業海外展開一貫支援事業

○各地域の協議会と連携して、「攻め」のPRで企業発掘

①国内での事前準備支援
②海外での現地調査支援
※他予算と連携し、国内外の展示会出展支援等も実施

○現地の支援機関のプラットフォーム作り、
　現地パートナー、潜在顧客等とのマッチング、
　現地拠点設立等をサポート

事前準備
販路開拓

中小企業庁 新事業促進課 03-3501-1767
通商政策局通商政策課／貿易経済協力局技術協力課 03-3501-1654／03-3501-1937

補助（F/S調査）（2／3）

補助（定額） 基金化 補助（定額）

国 民間機関等 民間機関等 中小
企業

補助（研修費等）（2／3）研修運営管理

現地拠点の社員等を日本に
招聘
・日本での講義型研修
・日本企業での現場研修
　（日本のホスピタリティ等の
修得）

日本人の専門家を派遣
・現地拠点等での現場指導 中小企業現地拠点等

海　外 日　本

「人材育成・確保に係る支援施策のご案内」 （詳細は中国経済産業局 産業人材政策課（TEL082-224-5683）までお問い合わせください）
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中小企業・小規模事業者人材対策事業

事業の内容 事業イメージ

補助（定額） 委託・補助基金積増し

平成24年度補正予算 中小企業庁 経営支援課 03-3501-1763
中小企業庁 新事業促進課 03-3501-1767

１．新卒者就職応援プロジェクト
　新卒者等及び平成22年３月以降に大学等を卒業した未就職者に
対し、中小企業・小規模事業者の事業現場で働く上で必要な技能・
技術・ノウハウを習得する機会を提供するため、中小企業・小規
模事業者で実施する職場実習を支援する。
　○対 象：新卒者等（２万人規模で実施）
　○助成金：実習生に最大日額 7,000 円
　　（実習期間は数ヶ月～６ヶ月程度）
２．中小企業新戦力発掘プロジェクト
　育児等で一度、退職し、再就職を希望する女性等（新戦力）に
対し、職場経験のブランクを埋める機会を提供するために、中小
企業・小規模事業者で実施する職場実習を支援する。
　○対 象：育児等で退職し、再就職を希望する女性等
　　　　　　（５千人規模で実施）
　○助成金：実習生に最大日額 7,000 円
　　　　　　（実習期間は数週間～６ヶ月程度）
３．地域中小企業の人材確保・定着支援事業
　中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保していくため、地
域の中小企業団体と大学等が連携し、中小企業・小規模事業者と
学生の日常的に顔が見える関係構築から両者のマッチング、新卒
者等の採用・定着までを一貫して支援する。

事業の概要・目的
○内外の厳しい経営環境の中、経営資源の乏しい中小企業・小規
模事業者は、自主的な取組だけでは優秀な人材を確保すること
が困難な状況です。また、中小企業・小規模事業者にとって、
採用後の人材定着も課題となっています。
○一方、魅力ある中小企業・小規模事業者を知らず、就職できな
い新卒者や留学生、育児等で退職し、再就職を希望する女性等
（新戦力）等、相当数の人材ストックが存在しています。
○こうした中、中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保して
いくためには、職場実習を通じた中小企業・小規模事業者と人
材等のマッチングのほか、地域特性に応じて大学等との日常的
な顔が見える関係作りから、マッチング、新卒者の採用・定着
までを一貫して支援する体制の構築が重要です。
○こうした取組を支援することで、地域における中小企業・小規
模事業者の将来を担う人材の確保・定着・育成を行い、我が国
経済や地域の産業・雇用を支える中小企業・小規模事業者の経
営力強化を図ります。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

委託：新卒者就職応援プロジェクト、中小企業新戦力発掘プロジェクト
補助（定額）：地域中小企業の人材確保・定着事業

経済産業省 基金管理団体 民間企業等

事業の概要・目的

支援対象等

全国中小企業団体中央会

中小企業団体等〈事業実施者〉※○中小企業を取り巻く環境が厳しさを増す中、海外市場の需要獲
得が喫緊の課題となっています。他方、中小企業には海外展開
を担えるグローバル人材が社内に不足しているため、多言語を
理解できる外国人留学生は、社内のグローバル化を進める上で
戦力となり得ます。
○中小企業が留学生を確保していくためには、職場実習を通じた
中小企業と留学生のマッチングの他、留学生が中小企業に就職
し定着するための体制の構築が重要です。
○このため、以下の事業を実施します。
　１．人材確保・定着支援（留学生向け）
　　　事業実施者（地域の中小企業団体等）と大学等が連携し、

留学生に向けた中小企業の魅力発信や中小企業に向けた留
学生採用ノウハウの提供、中小企業と留学生のマッチン
グ、外国人従業員の定着までを一貫して支援します。

　２．新卒者就職応援（留学生向け）
　　　大学４年生（10月以降）や卒業後就職活動を行っている未

就職の外国人留学生に対し、日本の中小企業で働く上で必
要な技能・技術・ノウハウを習得する機会を提供するため、
中小企業で実施する職場実習（インターンシップ）を支援
します。

事業実施者：中小企業団体、大学、民間企業等によるグループ
事業参加者：１．中小企業、国内大学在学中の留学生
　　　　　　２．中小企業、大学４年生（10月以降）や卒業後
　　　　　　　　就職活動を行っている未就職の外国人留学生

平成24年度補正予算

１．人材確保・定着支援

２．新卒者就職応援

支援・連携 支　援

２.委託１.補助

※事業実施者は、１.及び２.でそれぞれ異なる

中小企業・小規模事業者海外人材対策事業

※事業実施者は、１.及び２.でそれぞれ異なる

●「経営者による出前講座」・「短期インターンシップ」・
「若手従業員との交流会」などを通じて、地元中
小企業の肌感覚や生の魅力を留学生に伝える
●「留学生の採用に関するセミナー」などを通じて、
中小企業側の留学生に対する理解を深める
●実施団体職員が大学キャリアセンター等を定期巡
回し、大学との連携を推進する

●留学生に対して、会社説明会や職業紹介を実施
●中小企業の求人情報を発掘
●顔の見える関係の中で信頼できる企業のみ、留学
生に紹介
●中小企業の海外展開戦略に合った留学生を適切
にマッチング

●地域単位、業種単位での研修を通じて、地域で
真に必要な人材を育成
●教育プログラムの作成段階から協力し、大学での
学び直しにより知識・技術を向上
●地域レベルでの「同期」作り／地域の結束力の強
化（地域全体で外国人従業員のモチベーションアッ
プとメンタルケアを実施）

○対　象：大学４年生（10月以降）や卒業後就職活動を行っている
　　　　　未就職の外国人留学生等
○助成金：実習生に最大日額7,000円（実習期間は数ヶ月～６ヶ月程度）

中小企業・留学生双方の意識付け

豊富な情報を活かしたマッチング

人材育成・定着支援
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文部科学省・大学等 中小企業庁連携

STEP2

STEP3

中小企業・小規模事業者海外展開事業化・研修支援事業

事業の内容 事業イメージ

補助（定額）

平成24年度補正予算

平成24年度補正予算

事業の概要・目的
○国内需要の停滞等により、我が国中小企業を取り巻く環境が厳
しさを増す中で、中小企業の発展と地域経済の活性化・雇用確
保のため、成長著しい海外市場の需要獲得が喫緊の課題となっ
ています。
○このため、中小企業の海外展開に係る実現可能性調査（Ｆ／Ｓ
調査）等を通じた企業発掘・育成から、官民の支援機関が連携
した現地支援プラットフォームを活用した海外事業展開実現ま
での一貫した支援事業を行います（①）。
○また、サービス業の海外展開ニーズが近年急速に拡大する一
方、内需型産業であったサービス業にとって海外現地の人材の
層が薄いことが大きな課題です。
○このため、中小サービス業等が現地事業を担う中核人材を日本
で育成する取組等について支援を行い、海外展開の加速化を図
ります（②）。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 （独）中小企業基盤整備機構
（独）日本貿易振興機構

中小
企業

　中小企業庁・全国中小企業団体中央会では、中
小企業の経営力強化を図るため、地域で学んだ大
学生等を地域において円滑に採用でき、かつ定着さ
せるための自立的な仕組みを整備することで、継続
的に若手人材を確保し、中核人材を育成していくこ
とを目的として、本事業を実施します。

　現在、中小企業が若手人材を確保できる有効な仕組みは少なく、学生等の利
用度が高いナビサイトは高額で、また大企業と同じ土俵では学生の関心を集めに
くい状況です。一方、大学は学生の就職率向上が課題となっています。
　そこで、学生等と中小企業を直接結びつけ、地域で顔が見える関係を築くことが
最も効果的であると考えられます。また、若者の離職率の高さが、採用にコストや
人手をかけることを躊躇させるため、獲得した人材の定着も課題となっています。

支　援

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義」「若手従業員との交流会」などを通じて、地元中小企
業の肌感覚や生の魅力を伝える
●中小企業団体等が窓口になることで、継続的な関係を構築　等

●日常的な関わりがあるからこそ有する豊富かつ繊細な情報を活かした合同就職
説明会や職業紹介を実施
●本来業務の繋がりによって求人情報も発掘　等

●地域単位、業種単位での研修を通じて、地域で真に必要な人材を育成
●地域レベルでの「同期」作り／地域の結束力の強化　等

大学・学生等との日常的な顔の見える関係作り

豊富な情報を活かしたマッチング

地域全体での人材育成・定着支援

STEP1 ①採用活動や従業員
教育に資金や人手
をかけられない。
②単独では大学と恒
常的な関係を築け
ない。
③自社の魅力が伝え
られないなど、若
手人材確保・育成
は困難。

地域の中小企業が
「塊」となって情報
発信や従業員教育を
実施する仕組みが必
要。

①就活はナビサイト
中心。これらは形
式的には「オープ
ン＆フェア」の為、
誰もが大企業志向
に。身の丈にあっ
た就職活動が出来
ていない。
②親も大企業志向。
③中小企業の情報を
知ることが困難。

中小企業学　生 大学等教育機関 中小企業団体等〈事業実施者〉連　携

文部科学省 中小企業庁〈全国中小企業団体中央会〉連　携

地域内において、地元中小企業の若手人材の確保・育成の流れが確立し、若手人材の地域への定着が促進

中小
企業留学生

事
業
目
的

課
　
　題

全国でモデル事業を実施

①中小企業海外展開一貫支援事業

②中小サービス業等海外現地人材研修支援事業

ワンストップ相談窓口による
相談受付・指導

海外展開
支援協議会

海外展開計画の実行を現地で支援

海外展開計画策定に必要な F/S 調査等を支援

海外展開現地支援
プラットフォーム

発掘

現地
支援

②中小サービス業等海外現地人材研修支援事業

①中小企業海外展開一貫支援事業

○各地域の協議会と連携して、「攻め」のPRで企業発掘

①国内での事前準備支援
②海外での現地調査支援
※他予算と連携し、国内外の展示会出展支援等も実施

○現地の支援機関のプラットフォーム作り、
　現地パートナー、潜在顧客等とのマッチング、
　現地拠点設立等をサポート

事前準備
販路開拓

中小企業庁 新事業促進課 03-3501-1767
通商政策局通商政策課／貿易経済協力局技術協力課 03-3501-1654／03-3501-1937

補助（F/S調査）（2／3）

補助（定額） 基金化 補助（定額）

国 民間機関等 民間機関等 中小
企業

補助（研修費等）（2／3）研修運営管理

現地拠点の社員等を日本に
招聘
・日本での講義型研修
・日本企業での現場研修
　（日本のホスピタリティ等の
修得）

日本人の専門家を派遣
・現地拠点等での現場指導 中小企業現地拠点等

海　外 日　本

「人材育成・確保に係る支援施策のご案内」 （詳細は中国経済産業局 産業人材政策課（TEL082-224-5683）までお問い合わせください）



●⑳●㉑

成長分野の事業者の人材ニーズに適合した再教育・マッチングの
プログラムをPDCAサイクルを回しながら開発・実証

多様な「人活」支援サービス創出事業

事業の内容 事業イメージ

委託

経済産業政策局 産業人材政策室 03-3501-2259

事業の概要・目的
○我が国では産業構造の転換が重要な課題となっており、経済成
長や雇用の確保を図りつつこれに対応するためには、スキルと
経験をもつ社会人が成長分野で活躍し更なる価値創造を図るこ
とが不可欠です。
○しかし、そのような人材が実際に活躍した成功事例がほとんど
ないことや成長産業の人材ニーズを的確に把握出来ていない等
の様々な課題があることから、現状の民間ビジネスはこうした
人材の流れを促す役割を果たせていません。このため、新たな
人材の橋渡し役となるサービス（「人活」支援サービス）を提
供する産業の創出・振興が必要となります。
○このため、
　①成長分野の事業者、スキルと経験を持つ人材を擁する事業
者、新たに「人活」支援サービスを提供する事業者が一堂に
会するプラットホームの組成、

　②本事業における、成長分野で活躍するために必要な再教育・
マッチングのプログラムの開発、同プログラムを受講した人
材が実際に成長分野で働く実証等を通じた、成長分野での人
材活用の成功事例の組成、普及等により「人活」産業の創出・
振興を図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業の概要・目的
○今後の急成長が見込まれる開発途上国の市場獲得及び開
発途上国との貿易投資の促進に向けて、戦略的に技術協
力ツールを活用します。

○具体的には、
　― インフラビジネスの獲得や中小企業の海外展開支援等の

ための、我が国若手人材（学生・若手社会人）のグロー
バル競争力の強化や、相手国とのネットワーク強化に
向けた海外インターンシップ

　― 我が国が強みとするインフラ技術等の優位性の理解促進
に向けた途上国人材の育成

　― 政策対話に基づく現地人材育成協力や、我が国の産業政
策・制度・システムの移転等による事業環境整備を実
施します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

委託

国 民間機関等

事業の内容 事業イメージ

「人活」支援サービスの創出・振興が必要

成　長　分　野

等

貿易投資促進事業

分野ごとに異なる成長分野で必要とされる適性、スキルの明確化STEP1

成長分野で必要なマインドやスキルに係る再教育プログラムの開発
（マインドリセット、スキル・経験の汎用化等を含む）STEP2

再教育プログラム受講者の成長分野の事業者での就労STEP3

受講者の活躍状況の検証及び再教育プログラムへの反映STEP4

大学における社会人基礎力の育成を推進

キャリア教育を通じた産業界、地域社会との連携推進

工程管理・品質管理スキルを有する
管理職

●品質スキルを有するマネージャー
●金融、コンサル、商社など、海外進
出に必要な能力を持つ人材
●資格持ち

（生産部門から付加価値の高
い川上、川下へ）

（中小企業、サービス業）

・ヘルスケア・子育て産業
・クリエイティブ産業
・環境、エネルギー分野など

製造現場の中堅人材

就業可能な高齢者

スキルと経験を持つ層

グローバル展開企業

職　種　転　換

成　長　産　業

企業や経済団体による教育支援の取組を奨励・普及するための表
彰制度として『キャリア教育アワード』を平成 22年度に創設。平成 23
年度より各部門において最も優秀と認められる取組に経済産業大臣
賞を交付しています。

キャリア教育の充実に向け学校等の教育関係者と地域・社会や産
業界の関係者がより密接に連携・協働し、一体となった取組が一部
地域において進み始めており、このような取組を各地域に普及させる
べく、平成 23 年度より文部科学省・経済産業省共催により先進事
例を表彰しています。

キャリア教育アワード キャリア教育推進連携表彰

第３回キャリア教育アワード概要 第２回キャリア教育推進連携表彰の審査基準
〈賞の構成〉（平成 23年度より下記３部門で構成）
①普及型キャリア教育部門（大企業等を想定）
　多数の学校・地域で取り組んでいるケース
②地域ネットワーク型キャリア教育部門（商工会議所等を想定）
　地域コミュニティのネットワークを活かし複数企業・団体が連携して取り組ん
でいるケース
③地域密着型キャリア教育部門（中小企業等を想定）
　原則として単数の企業等の法人が、経済活動の拠点としている地域において
取り組んでいるケース

〈審査基準〉
①継続性（長期にわたり運営していくためのPDSAサイクルが実行されているか）
②普及性（より多くの学校（または地域）で実施しているか）
③汎用性（教育ニーズに対応できる取組となっているか）
④企画性（プログラムの内容に工夫があるか（目標設定、授業の進め方等））
⑤キャリア教育としての教育効果（授業内容が、社会的・職業的自立に向けた力
の育成支援となっているか）

①協力性
　（教育関係者とそれ以外の者が、互いの理念を共有し、如何に協働したか。）
②継続性
　（長期にわたり運営していくため工夫がなされているか。）
③実践性
　（学校・地域のニーズを捉えた取組となっているか。また、これらの取組が下
支えとなって学校における効果的なキャリア教育が推進されているか。）
④発展性
　（当該団体が実施する取組が地域社会全体へ波及し、より多くの協力を得ら
れる取組となっているか。）

最　優　秀　賞　諏訪市教育委員会
優　　秀　　賞　飯田市キャリア教育推進協議会
審査委員特別賞　東京で丸森の風吹がせっぺ（丸森町立丸森中学校　ほか）

大　　賞（経済産業大臣賞を受賞した３団体より選出）
　　　　　練馬区・練馬アニメーション協議会
最優秀賞（経済産業大臣賞）
　　　　　練馬区・練馬アニメーション協議会
　　　　　シャープ株式会社
　　　　　株式会社ケミカル山本（※）→中国地域からの受賞事例
　　　　　（所在地：広島市佐伯区）　　

（※審査委員の評価コメント）
●同社は、従業員数に比して毎年その人数と同等数の地域の子供
達に「化学の面白さ」や「研究の大切さ」を継続して伝え続けている。
●理科実験の実施に当たっては安全面での配慮が特に必要な
中、積極的に取り組んでいる点を評価したい。
●経験豊富なシニアがリーダーシップを発揮し地域の若者を育成
する活動は、今後普及させていくべき好事例。

【第３回受賞団体等】

【第２回受賞団体等】

　経済産業省では、我が国経済を担う産業人材の確保・育成の観点から、職場や地域社会において多様な人々とともに仕事を行っていく上
で必要とされる「社会人基礎力」を整理、公表し、平成 20年度～平成 21年度、様々な年次・科目において、学力とともに社会人基礎力の育
成を目指す大学の取組を支援しました（体系的な社会人基礎力育成・評価システム開発・実証事業）。
　また、社会人基礎力の育成を目指す大学の取組をコンテスト形式で表彰する「社会人基礎力育成グランプリ」を平成 19年度より実施して
おり、年々参加大学・チームが増加しています。平成 23年度からは日本経済新聞社主催、経済産業省共催のスタイルで開催されています。

○全国の大学（短大・大学院含む）のゼミ・研究・授業等におけ
る「社会人基礎力」の育成事例とその成果を担当教員＆学生
チームが発表します。
○審査の結果、最も成長したと思われるチーム（大学）に「社会人
基礎力大賞」（経済産業大臣賞）が授与されます。
○本グランプリは平成 19年度に開始され、参加校は７校（19年
度）、40校（20年度）、53校（21年度）、100 校（22年度）、88校
108 チーム（23年度）、92校 109 チーム（24年度）と推移。
○21年度より予選大会を地域ブロック別に開催し、年末に開催
される地方予選を通過した８校が東京で開催される決勝大会
に進出するスタイルとなっています。

経済産業省では、2006 年 2月、社会が求める「学んだ知識を実践
に活用するために必要な力」を『社会人基礎力』と名付け、「社会
人基礎力に関する研究会」（座長：諏訪康雄法政大学大学院教授）
において、以下の内容に整理。

自分の意見をわかりやすく伝える力
相手の意見を丁寧に聴く力
意見の違いや立場の違いを理解する力
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
社会のルールや人との約束を守る力
ストレスの発生源に対応する力

物事に進んで取り組む力
他人に働きかけ巻き込む力
目的を設定し確実に行動する力

新しい価値を生み出す力

現状を分析し目的や課題を明らかにする力
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力

社会人基礎力育成グランプリ『社会人基礎力』とは？

◆社会人基礎力の内容（３つの能力/１２の要素）
前に踏み出す力（アクション）

考え抜く力（シンキング）

チームで働く力（チームワーク）

主体性
働きかけ力
実行力

発信力
傾聴力
柔軟性
情況把握力
規律性

ストレスコントロール力

創造力

課題発見力
計画力

～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～

～多様な人 と々ともに、目標に向けて協力する力～

～疑問を持ち、考え抜く力～

貿易経済協力局 技術協力課 03-3501-1937

●我が国学生・社会人の開発途上国の政府系機関・現地企業へ
の海外インターンシップを通じて、グローバル人材育成を行
うとともに、相手国とのネットワークを強化。
　（派遣先の例）
　― 若手社会人→インドネシアの電力公社
　― 若手社会人（中小企業）→スリランカの茶栽培企業
　― 学生→我が国中小企業のタイにおける現地工場

●受注率を高めるため、具体的な案件形成の前段階で我が国技
術の優位性に対する理解の促進を図るため、現地企業関係者
等への研修等を実施。

我が国の若手人材の海外インターンシップ

●相手国との政策対話に基づいた、公害防止管理者制度等の導
入支援に向けた人材育成。

産業政策・制度・システムの移転による事業環境設備

中小・中堅企業の環境技術の輸出の促進

●参入規制緩和に向けた政策対話と並行して、流通関連事業者
に対する我が国流通政策の研修等を実施。

流通業の途上国への参入促進

インフラ等輸出促進のための人材育成

　（具体的な事業例）

平成25年度予算

平成25年度予算
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成長分野の事業者の人材ニーズに適合した再教育・マッチングの
プログラムをPDCAサイクルを回しながら開発・実証

多様な「人活」支援サービス創出事業

事業の内容 事業イメージ

委託

経済産業政策局 産業人材政策室 03-3501-2259

事業の概要・目的
○我が国では産業構造の転換が重要な課題となっており、経済成
長や雇用の確保を図りつつこれに対応するためには、スキルと
経験をもつ社会人が成長分野で活躍し更なる価値創造を図るこ
とが不可欠です。
○しかし、そのような人材が実際に活躍した成功事例がほとんど
ないことや成長産業の人材ニーズを的確に把握出来ていない等
の様々な課題があることから、現状の民間ビジネスはこうした
人材の流れを促す役割を果たせていません。このため、新たな
人材の橋渡し役となるサービス（「人活」支援サービス）を提
供する産業の創出・振興が必要となります。
○このため、
　①成長分野の事業者、スキルと経験を持つ人材を擁する事業
者、新たに「人活」支援サービスを提供する事業者が一堂に
会するプラットホームの組成、

　②本事業における、成長分野で活躍するために必要な再教育・
マッチングのプログラムの開発、同プログラムを受講した人
材が実際に成長分野で働く実証等を通じた、成長分野での人
材活用の成功事例の組成、普及等により「人活」産業の創出・
振興を図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業の概要・目的
○今後の急成長が見込まれる開発途上国の市場獲得及び開
発途上国との貿易投資の促進に向けて、戦略的に技術協
力ツールを活用します。

○具体的には、
　― インフラビジネスの獲得や中小企業の海外展開支援等の

ための、我が国若手人材（学生・若手社会人）のグロー
バル競争力の強化や、相手国とのネットワーク強化に
向けた海外インターンシップ

　― 我が国が強みとするインフラ技術等の優位性の理解促進
に向けた途上国人材の育成

　― 政策対話に基づく現地人材育成協力や、我が国の産業政
策・制度・システムの移転等による事業環境整備を実
施します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国 民間企業等

委託

国 民間機関等

事業の内容 事業イメージ

「人活」支援サービスの創出・振興が必要

成　長　分　野

等

貿易投資促進事業

分野ごとに異なる成長分野で必要とされる適性、スキルの明確化STEP1

成長分野で必要なマインドやスキルに係る再教育プログラムの開発
（マインドリセット、スキル・経験の汎用化等を含む）STEP2

再教育プログラム受講者の成長分野の事業者での就労STEP3

受講者の活躍状況の検証及び再教育プログラムへの反映STEP4

大学における社会人基礎力の育成を推進

キャリア教育を通じた産業界、地域社会との連携推進

工程管理・品質管理スキルを有する
管理職

●品質スキルを有するマネージャー
●金融、コンサル、商社など、海外進
出に必要な能力を持つ人材
●資格持ち

（生産部門から付加価値の高
い川上、川下へ）

（中小企業、サービス業）

・ヘルスケア・子育て産業
・クリエイティブ産業
・環境、エネルギー分野など

製造現場の中堅人材

就業可能な高齢者

スキルと経験を持つ層

グローバル展開企業

職　種　転　換

成　長　産　業

企業や経済団体による教育支援の取組を奨励・普及するための表
彰制度として『キャリア教育アワード』を平成 22年度に創設。平成 23
年度より各部門において最も優秀と認められる取組に経済産業大臣
賞を交付しています。

キャリア教育の充実に向け学校等の教育関係者と地域・社会や産
業界の関係者がより密接に連携・協働し、一体となった取組が一部
地域において進み始めており、このような取組を各地域に普及させる
べく、平成 23 年度より文部科学省・経済産業省共催により先進事
例を表彰しています。

キャリア教育アワード キャリア教育推進連携表彰

第３回キャリア教育アワード概要 第２回キャリア教育推進連携表彰の審査基準
〈賞の構成〉（平成 23年度より下記３部門で構成）
①普及型キャリア教育部門（大企業等を想定）
　多数の学校・地域で取り組んでいるケース
②地域ネットワーク型キャリア教育部門（商工会議所等を想定）
　地域コミュニティのネットワークを活かし複数企業・団体が連携して取り組ん
でいるケース
③地域密着型キャリア教育部門（中小企業等を想定）
　原則として単数の企業等の法人が、経済活動の拠点としている地域において
取り組んでいるケース

〈審査基準〉
①継続性（長期にわたり運営していくためのPDSAサイクルが実行されているか）
②普及性（より多くの学校（または地域）で実施しているか）
③汎用性（教育ニーズに対応できる取組となっているか）
④企画性（プログラムの内容に工夫があるか（目標設定、授業の進め方等））
⑤キャリア教育としての教育効果（授業内容が、社会的・職業的自立に向けた力
の育成支援となっているか）

①協力性
　（教育関係者とそれ以外の者が、互いの理念を共有し、如何に協働したか。）
②継続性
　（長期にわたり運営していくため工夫がなされているか。）
③実践性
　（学校・地域のニーズを捉えた取組となっているか。また、これらの取組が下
支えとなって学校における効果的なキャリア教育が推進されているか。）
④発展性
　（当該団体が実施する取組が地域社会全体へ波及し、より多くの協力を得ら
れる取組となっているか。）

最　優　秀　賞　諏訪市教育委員会
優　　秀　　賞　飯田市キャリア教育推進協議会
審査委員特別賞　東京で丸森の風吹がせっぺ（丸森町立丸森中学校　ほか）

大　　賞（経済産業大臣賞を受賞した３団体より選出）
　　　　　練馬区・練馬アニメーション協議会
最優秀賞（経済産業大臣賞）
　　　　　練馬区・練馬アニメーション協議会
　　　　　シャープ株式会社
　　　　　株式会社ケミカル山本（※）→中国地域からの受賞事例
　　　　　（所在地：広島市佐伯区）　　

（※審査委員の評価コメント）
●同社は、従業員数に比して毎年その人数と同等数の地域の子供
達に「化学の面白さ」や「研究の大切さ」を継続して伝え続けている。
●理科実験の実施に当たっては安全面での配慮が特に必要な
中、積極的に取り組んでいる点を評価したい。
●経験豊富なシニアがリーダーシップを発揮し地域の若者を育成
する活動は、今後普及させていくべき好事例。

【第３回受賞団体等】

【第２回受賞団体等】

　経済産業省では、我が国経済を担う産業人材の確保・育成の観点から、職場や地域社会において多様な人々とともに仕事を行っていく上
で必要とされる「社会人基礎力」を整理、公表し、平成 20年度～平成 21年度、様々な年次・科目において、学力とともに社会人基礎力の育
成を目指す大学の取組を支援しました（体系的な社会人基礎力育成・評価システム開発・実証事業）。
　また、社会人基礎力の育成を目指す大学の取組をコンテスト形式で表彰する「社会人基礎力育成グランプリ」を平成 19年度より実施して
おり、年々参加大学・チームが増加しています。平成 23年度からは日本経済新聞社主催、経済産業省共催のスタイルで開催されています。

○全国の大学（短大・大学院含む）のゼミ・研究・授業等におけ
る「社会人基礎力」の育成事例とその成果を担当教員＆学生
チームが発表します。
○審査の結果、最も成長したと思われるチーム（大学）に「社会人
基礎力大賞」（経済産業大臣賞）が授与されます。
○本グランプリは平成 19年度に開始され、参加校は７校（19年
度）、40校（20年度）、53校（21年度）、100 校（22年度）、88校
108 チーム（23年度）、92校 109 チーム（24年度）と推移。
○21年度より予選大会を地域ブロック別に開催し、年末に開催
される地方予選を通過した８校が東京で開催される決勝大会
に進出するスタイルとなっています。

経済産業省では、2006 年 2月、社会が求める「学んだ知識を実践
に活用するために必要な力」を『社会人基礎力』と名付け、「社会
人基礎力に関する研究会」（座長：諏訪康雄法政大学大学院教授）
において、以下の内容に整理。

自分の意見をわかりやすく伝える力
相手の意見を丁寧に聴く力
意見の違いや立場の違いを理解する力
自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
社会のルールや人との約束を守る力
ストレスの発生源に対応する力

物事に進んで取り組む力
他人に働きかけ巻き込む力
目的を設定し確実に行動する力

新しい価値を生み出す力

現状を分析し目的や課題を明らかにする力
課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力

社会人基礎力育成グランプリ『社会人基礎力』とは？

◆社会人基礎力の内容（３つの能力/１２の要素）
前に踏み出す力（アクション）

考え抜く力（シンキング）

チームで働く力（チームワーク）

主体性
働きかけ力
実行力

発信力
傾聴力
柔軟性
情況把握力
規律性

ストレスコントロール力

創造力

課題発見力
計画力

～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～

～多様な人 と々ともに、目標に向けて協力する力～

～疑問を持ち、考え抜く力～

貿易経済協力局 技術協力課 03-3501-1937

●我が国学生・社会人の開発途上国の政府系機関・現地企業へ
の海外インターンシップを通じて、グローバル人材育成を行
うとともに、相手国とのネットワークを強化。
　（派遣先の例）
　― 若手社会人→インドネシアの電力公社
　― 若手社会人（中小企業）→スリランカの茶栽培企業
　― 学生→我が国中小企業のタイにおける現地工場

●受注率を高めるため、具体的な案件形成の前段階で我が国技
術の優位性に対する理解の促進を図るため、現地企業関係者
等への研修等を実施。

我が国の若手人材の海外インターンシップ

●相手国との政策対話に基づいた、公害防止管理者制度等の導
入支援に向けた人材育成。

産業政策・制度・システムの移転による事業環境設備

中小・中堅企業の環境技術の輸出の促進

●参入規制緩和に向けた政策対話と並行して、流通関連事業者
に対する我が国流通政策の研修等を実施。

流通業の途上国への参入促進

インフラ等輸出促進のための人材育成

　（具体的な事業例）

平成25年度予算

平成25年度予算


