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ま え が き 

 

わが国においては成長分野への労働移動を促進する外部労働市場の役割等が注目されて

いる中、外部労働市場とつながる能力開発を促進する仕組みの確立や、個人が主導する能力

開発の実現が中長期的な課題になっている。 

こうした問題意識の下、厚生労働省の「労働市場政策における職業能力評価制度のあり方

に関する研究会」報告書（2014 年 3 月）においては、国内外の能力評価制度の労働市場にお

ける活用の実態・課題等の分析に基づき、新たな能力評価制度のあり方に関し、施策の方向

性が提言された。提言の 1 つが対人サービス職等の分野における新たな「業界検定」の整備

であり、内閣府の「日本再興戦略改訂 2014」にも盛り込まれた。これらの提言・方針を受け

て 2014 年度からは厚生労働省において「業界検定スタートアップ支援事業」が進められてい

る。 

本書では、小売や卸売、医療・介護、冠婚葬祭といった対人サービス職種を含む産業分野

で、能力評価のための制度運営や取り組みがどのように進められているかについてケースレ

コードに取りまとめ、今後の能力評価制度の構築に向けていかなる示唆が得られるかについ

て検討した。具体的には対人サービス職を含む産業において活動する業界団体等の制度・取

り組みに焦点をあて、インタビュー調査や資料収集を通じて、そうした制度・取り組みをめ

ぐる現状と課題を捉えることに努めた。 

本書を作成するにあたって、インタビュー調査に協力いただいた業界団体等の関係者の

方々にこの場を借りて厚く御礼申し上げたい。 

本書が、業界全体での能力開発の活性化に心を砕いておられる方々、あるいはより有効な

能力開発・能力評価の取り組みについて検討・模索されている方々にとって、資するところ

があれば幸いである。 
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