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ま え が き 

 

本資料シリーズは、プロジェクト研究サブテーマ「非正規労働者の態様に応じた能力開発

施策に関する調査研究」の一環として実施された「ジョブ・カード制度の現状と今後の方向

性のための研究」の平成 22 年度の研究成果をとりまとめたものである。 

このプロジェクト研究サブテーマは、平成 19 年度から行われている研究で、職業能力開

発やキャリア形成の機会に恵まれない非正規社員の人たちの実態を明らかにするとともに、

関連する施策の推進や改善に役立つ政策提案を行うことを目的に実施し、効果的な施策の在

り方を検討するための資料を提供してきた。 

その一方で、2008 年度に「ジョブ・カード制度」が新たに導入された。この施策は、正社

員就職できず非正規にとどまる学卒者など職業能力形成機会に恵まれない人が「企業現場･

教育機関等で実践的な職業訓練を受け、修了証を得て、これらを就職活動など職業キャリア

形成に活用する制度｣（ジョブ・カード構想委員会、2007）である。ジョブ・カード制度は非

正社員等のキャリア形成機会に恵まれない人たちを支援する政策であることから、本プロ

ジェクト研究サブテーマの成果をより現実的な政策提言に結び付けるために、この制度の運

用の実態と課題、さらに改善の方向を明らかにするために実施したのが本研究である。 

本資料シリーズの成果が多くの人々に活用され、今後の職業能力開発に関わる政策論議、

さらには将来的な職業能力評価基準の普及のための議論に役立てば幸いである。 

また、本研究の実施にあたっては、厚生労働省、全国の都道府県労働局ならびにハローワー

ク、中央ジョブ・カードセンター、北海道地域ジョブ･カードセンター、富山県ジョブ･カー

ドセンター、群馬県ジョブ･カードセンター、神奈川県ジョブ･カードサポートセンター（横

浜）、福井県ジョブ･カードセンター（敦賀）、大阪府ジョブ･カードセンター、愛媛県ジョブ･

カードセンター、独立行政法人雇用・能力開発機構、全国の雇用・能力開発機構都道府県セ

ンター、職業能力開発促進センター中央職業能力開発協会に多大なるご協力をたまわるとと

もに、数多くの企業にヒアリング調査とアンケート調査にご協力いただいた。この場を借り

て、お礼を申し上げる。 

なお本資料シリーズの執筆は別記のそれぞれが担当したが、とりまとめは原ひろみ（人材

育成部門・副主任研究員）が行った。 
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