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ま え が き 

 

2011 年 10 月、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」（特定求

職者支援法）が施行され、求職者支援制度が始まった。この求職者支援制度は、リーマン・

ショックに伴う経済不況をきっかけに 2009 年に設けられた「緊急人材育成・就職支援基金」

の趣旨を引き継ぎ、特別な支援が必要とされている「長期失業者、新卒未就職者、ニート状

態の若者、母子家庭の母」などの「特定求職者」に対し、職業訓練・給付・就職支援等を行

うための恒久的な制度である。 

特定求職者支援法は、施行後 3 年を目途として、施行状況を踏まえた検討を行うことを規

定している（附則第十三条 1）。この検討に資することを目的として、労働政策研究・研修機

構では求職者支援制度に関する調査研究プロジェクトを発足させ、実態の把握・分析を行っ

てきた。本書はプロジェクトにおいて進められてきた調査研究のうち、求職者に対する訓練

と就職支援を担う、民間の株式会社、専門・各種学校、NPO などの訓練実施機関を対象とし

た調査研究を取りまとめたものである。 

訓練実施機関を対象とした調査研究では、①訓練実施プロセスの管理、②受講者の能力評

価とその活用、③就職支援活動などについて、アンケート調査・インタビュー調査を通じて

実態を把握し、調査結果を基とした分析を行った。その上で、今後の求職者支援制度のあり

方に対する検討を試みている。 

本書を作成するにあたって、アンケート調査ならびにインタビュー調査にご協力いただい

た数多くの訓練実施機関の関係者の方々に、この場を借りて厚く御礼申し上げたい。 

本書が訓練実施機関を始め求職者支援制度に携わる機関の方々、また訓練を活用する求職

者の方々にとって、資するところがあれば幸いである。 
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