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政府における検討の全体像 
安倍政権発足～ 「アベノミクス三本の矢」 （①金融・②財政・③成長戦略） 
2015年9月 「新・三本の矢」（①強い経済、②子育て支援、③社会保障） 

2016年6月 産業競争力会議 
 「日本再興戦略」2016 
 ⇒名目 GDP600 兆円」の実現 

2017年6月 未来投資会議 
 「未来投資戦略」2017 
 ⇒Society5.0の実現に向けた改革 

2016年6月 一億総活躍国民会議 
 「一億総活躍プラン」策定 （保育・介護に力点） 

2017年3月 働き方改革実現会議 
 「働き方改革実行計画」策定 
 （長時間労働是正、同一労働同一賃金に力点） 

2017年9月 
 「人生１００年時代構想会議」発足 

• 「働き方改革」に焦点 

• 「生産性向上」への回帰 
• 「LIFE SHIFT」への注目 

2017年9月25日 経済財政諮問会議 安倍内閣総理大臣発言 
 この内閣の経済政策の最大の柱は、人づくり革命であり、安倍内閣が目指す一億総活躍社会をつ
くりあげる上での本丸。もう一つの柱は、生産性革命であり、力強い賃金アップと投資を後押しするため、
2020年度までの３年間を集中投資期間と位置づける。この２本の柱の施策を具体化するため、内
閣をあげて、年内に新しい政策パッケージを策定する。 



新産業構造ビジョン／未来投資戦略２０１７ 

 勝ち筋となり得る「戦略分野」への選択と集中 
 価値の源泉の創出に向けた共通基盤の強化 

＜戦略５分野＞ ＜共通基盤の強化＞ 

① 健康寿命の延伸 

② 移動革命の実現 

③ サプライチェーンの 
次世代化 

④ 快適なインフラ・ 
まちづくり 

⑤ ＦｉｎＴｅｃｈ 

① ルールの高度化 

② 人材育成・活用 

③ イノベーション 

④ 経済の新陳代謝 

⑤ 地域・中小企業 

⑥ 社会保障 
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Ⅱ-A-２ 教育・人材力の抜本強化 

◆IT専門人材  ITベンダーで販売管理のシステムを古い言語（COBOL等）で開発していたが、30歳代半ばで、e-learningにより
新しいプログラミング言語を習得。転職先の会社で、顧客の好みにカスタマイズしたサービスを提供できる新たなシステムの開発を先導し、
海外の同業者と比べても遜色のない給料で活躍中。 
◆ 若手  小学校でのプログラミングの授業をきっかけに、10年後の社会で自動走行車やロボットが日常生活に溶け込んでいる姿を自分
で設計したいと思い、大学の工学部に進学。情報工学、機械工学のみならず、経営学など他分野も専攻した後、ベンチャー企業を創
業。大手企業との共同研究に邁進している。 

 
 
 
 

        働いていく上で求められる能力やスキルは常に変化していく中、「生涯学び直し」を続けられる人材の厚みが生まれている。
あらゆる産業でITとの組み合わせが進行し、日本で働く全ての人が「IT力」を備え、全ての企業人が、それぞれのニーズに応じた
「IT力」を身につけ、「IT力」を活用した付加価値の創造を絶え間なく行うようになる。 

50％ 

変革後の生活・現場 

目指す姿 

個々のドライバーのアクセルやブレーキ
を踏むクセをデータ化し、個々の顧客
の性向を自動車保険料算出に反映 

IoTを駆使して、受注・生産管理・
配送管理を行い、個々の注文者の
ニーズに応じた製品を効率よく生産し、
出荷する生産システムを実現 

旅館で宿泊客の好みなどの情報を 
クラウドで共有し、個別の宿泊客の 
ニーズに合ったおもてなしサービスを提供 

スーパーのレジ係 

製造ラインの工員 

定型・低額の保険商品の販売 

 労働需要が増加する仕事 

保険分野 

データ入力 
過去のデータ分析 
パターン化・反復継続 

の作業 

AI・ロボット等で代替 

AI・ロボット等を使いこなし、
高付加価値でカスタマイズ 
された商品・サービスを提供 

中間層崩壊
の危機 

質の高い雇用
創出のチャンス 

第４次産業革命による仕事の変化 付加価値の源泉は、資本（「モノ」・「カネ」）から「ヒト」、「データ」へ。 
「IT力」をコアとした人材力の抜本的強化が不可欠（「IT力」 × 「各分野の専門知識」× 「課題設定・解決力」） 
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目指すべき社会（「未来投資戦略２０１７」より） 

 労働需要が減少する仕事 

ものづくり分野 

サービス分野 

保険商品 
ご案内 ○○コース 

急加速が少ない 
保険料DOWN 

急ブレーキ多用 
保険料UP 

保険分野 

ものづくり分野 

サービス分野 

出典：未来投資会議（第10回）配付資料６「『未来投資会議2017』概要」より引用 



4 出典：未来投資会議 金丸委員プレゼン資料を一部加工 



①ＩＴ分野 
 ⇒ ＡＩ、ＩｏＴ、クラウド、データサイエンス 等 【将来成長が見込める新技術・システムの習得】 
   （デザイン思考、アジャイル開発等の新たな開発手法との組み合わせを含む） 
  ⇒ 高度なセキュリティ 等 【必須スキルの習得】 
 
② IT利活用分野（今後、分野の拡大を予定） 
 ⇒ 自動車分野のモデルベース開発 等 【(製造業向け等)ITによる高度化対応】 

■今後のスケジュール（IT分野、IT利活用（自動車分野のモデルベース開発）） 

経済産業大臣が認定した教育訓練講座のうち、厚生労働省が定める一定の要件を満たすものは、「専門実践
教育訓練給付」の対象となる。 

■経済産業大臣認定の対象分野・目標 

第四次産業革命スキル習得講座認定制度について 

  10月28日    申請受付締切り（現在、審査中） 
      12月 経産大臣認定講座の認定 
平成30年4月 認定講座の受講開始 

 民間事業者が社会人向けに提供するIT・データ分野を中心とした専門性・実践性の高
い教育訓練講座について、経済産業大臣が認定する「第四次産業革命スキル習得講
座認定制度」を2017年7月に創設（告示公布:７月３１日）。 

 現在、認定の申請があった講座を審査中。本年12月中に講座を認定し、平成30年
4月から認定講座の受講を開始。引き続き、対象分野の拡大を検討する。 
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未来投資会議の検討状況（雇用・人材関係） 

11月8日、未来投資会議の分野別会合である「構造改革徹底推進会合（雇用・人材）」
が開催され、以下のアジェンダについて関係省庁よりプレゼンし、民間委員等が議論。 

１．成長分野への人材移動（厚労省） 
 （１）転職・再就職支援、（２）多様な選考・採用機会の拡大、 
 （３）労働市場の「見える化」、（４）解雇無効時における金銭救済制度 

２．「第４次産業革命」「人生100 年時代」のキャリア形成支援（経産省、厚労省、文科省） 
 （１）IT 人材の育成、（２）リカレント教育 

３．教育改革（文科省、経産省、総務省） 
 （１）実践的なIT・データスキルの育成、（２）教育の情報化 

＜主なアジェンダ＞ 

＜有識者＞ 
山田久  株式会社日本総合研究所理事【プレゼン】 
小城武彦 株式会社日本人材機構代表取締役社長【プレゼン】 
亀田浩樹 株式会社三菱東京UFJ 銀行執行役員システム本部長 
川田誠一 産業技術大学院大学学長 

小林喜光 議員（会長） 
金丸恭文 議員（副会長） 
 ＜主担当：雇用・人材＞ 

＜議員＞ 
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構造改革徹底推進会合（雇用・人材） 有識者プレゼン概要 
【日本総研 山田久理事プレゼン】  「生産性向上につながる人材投資・労働市場改革」 

• 日本の生産性低迷は、生産性の高い部門に労働移動していないことも原因。 

• 欧米では企業外に職業教育インフラが存在。日本はそれが貧弱。専門職比率を高めることで、専門ス
キルが向上し、職のセーフティネット提供を通じて事業転換が促進されるため、生産性向上に寄与。 

• 最終的には、教育改革と連動して産業界の人材育成・活用の在り方が変わるかどうかが重要。 

• ①長期インターンなど学校から職場への移行に新たなルール、②職業人生の早期からキャリアの棚卸
し実施、③プロ人材と大学教員の相互交流加速が必要。 

  
【日本人材機構 小城社長プレゼン】  「地方経済圏への人材移動の重要性 重要な成長分野」 

• ３大都市圏以外の地方のＧＤＰは日本の６割。ポテンシャルは高いが生産性が低い。地方中小企業
のオーナーに経営の「右腕人材」がいれば変革の可能性は高い。 

• 東京の大企業で働いている人の中で、ベンチャーや中小企業での実践経験がある層は、中小企業で
「右腕」として十分活躍可能。複数の地方中小企業に非常勤として月５回など務める（複業する）こ
とで、収入も一定程度確保可能。 

• 大企業の働き手に聞くと、やり直せるなら転職を選択。大企業の人事部が選抜結果を言っていないこ
とが問題。大企業はもっと早い段階で働き手をリリースすべき。 
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人生100年時代構想会議 
本年9月11日、安倍内閣総理大臣を議長として発足。検討テーマは以下。 
 １）教育の負担軽減・無償化、リカレント教育 
 ２）上記に対応した大学の改革 
 ３）企業の人材採用の多元化、多様な形の高齢者雇用 
 ４）全世代型の社会保障 

＜第２回（10月27日）＞ 
 安倍総理より、以下４点を指示。 
①３歳から５歳までの幼稚園・保育所の費用の無償化、及び、０歳から２歳児の低所得者世帯に
対する全面無償化 

②低所得者層の高等教育の無償化、及び、給付型奨学金の支給額の拡充 
③支援措置の対象となる大学に対して、産業界からの外部人材の理事としての任命や、実務家教員
による授業の実施など、要件を課すこと 

④財源として、年内に取りまとめる２兆円規模の新しい経済政策パッケージについて、消費税引上げ
時の増収分の使い道を見直し、政府から１兆7000億円程度の財源を振り向ける一方で、経済
界に対して、3000億円程度の財源を求める。 

 
 経産省（世耕大臣）より、以下を発言。 
○無償化・負担軽減にあたっては、教育の「質」についてもしっかり考慮することが重要との観点から、
「リカレント教育」と「Ed-tech」の２つのキーワードが重要 
○高等教育については、外部人材の活用やガバナンス改革が重要 



人材像WGにおけるこれまでの論点 

第四次産業革命や人生100年時代を見据えて、就学前から中高年社会人まで全ての層の人
材が、これから求められる資質・能力を新たな「社会人基礎力」として備えられるようにするため
には、下記の論点について議論が必要ではないか。 
① 個人がそれぞれの仕事や生活の環境の中で「社会人基礎力」を発揮し続けられるよう、

キャリア形成の羅針盤を示す必要があるのではないか。（第１回ＷＧの議論の対象） 
② 「社会人基礎力」を就学前から中高年社会人までの全ての層の人材に普及させるために

はどのような取組が求められるのか。（第４回ＷＧで議論） 

＜第１回人材像WG（10/16）＞ 

＜第２回人材像WG（11/9）＞ 

前回のＷＧの議論では、主体性を持って経験学習を積み重ね、体験総量を上げることや、兼
業・副業（複業）などを通じた意識改革の重要性が挙げられたが、これらを後押しするために
できることは何か。 
① グローバル化する世界や、多様な働き方・学び方を踏まえ、「人生100年時代の社会人

基礎力」を常に発揮し、活躍し続けるために必要な人材のマインドは何か。 
② 個人の経験を後押しするために、企業ができる取組や、社会として整えるべき仕組みは何

か。 
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第１回人材像ＷＧ（10/16）の主な意見 
 人生の時間軸が長くなった時に、どうすれば社会人基礎力を発揮し続けられるかが重要。 
 人間としての芯を育てることが大切。一番は主体性。体験総量を上げて、没頭する体験
などが必要。教えるのではなく、経験によって育てる視点が重要。 

 チームのパフォーマンス総量を上げるような「パートナー力」が重要。 
 主体性をもって経験学習を積み重ねることが必要。自らのキャリア・主体性のために複数
の仕事を掛け持つことが必要。 

 副業により、本業でも積極的に提案できる人材に変わる。シニアでもベンチャーへの副業
で行動が変わる。 

 人材は環境・文化があって育つもの、人事はその環境・文化をつくることが仕事。 
 求められる人材像やビジョンに明確に共感を得られる人材を採用し、育成し、行動した
人を評価することが必要。 

 在職年数が増えて会社で生き抜くための戦術を覚えるとダメになるので、流動化が必要。 
 最も重要なのは意識改革。年齢を重ねると、主体性などが損なわれてしまう人材が多い。 
 大企業の管理職がそのまま地方中堅中小企業に行くと、自分で手を動かすことができな
くなっているので、活躍できる可能性は低い。 

 教育はＩＱが中心なので、学校教育だけでは社会に出て活躍するのが難しく、ＥＱなど
の学校だけでは育成しきれない能力は、社会で揉まれながら高めないといけない。 
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第２回人材像ＷＧ（11/9）の主な意見 
 自分らしいキャリア形成には、仕事への主体的取り組み、積極的なネットワークづくり、計
画的な自己投資といった習慣が必要。 

 キャリア自律促進のため、企業はトップコミットメント、個人のマインドセットへの働きかけ、
キャリア形成のための多様な機会提供が必要であり、離職率低下にも効果がある。 

 自己啓発に対する意識の希薄さや、自己投資をしない意識・カルチャーが日本のリカレン
ト教育の課題。 

 個人のキャリア形成能力や学び続ける力は、自分にとっての成長原則を自覚し、主体的
に発達させることにより獲得できる。 

 学び、考え、行動できる人材に育成が重要。輝いている大人は圧倒的な努力を楽しみ、
好奇心旺盛で引き出しが多く、職業の先にあるものが見えている。 

 時代が変わって国も企業も守ることができなくなっている危機感を知る必要がある。 
 個人の成長や満足度向上たけでなく、同時に「企業競争力を上げる」観点も必要。 
 人が変わるためには「共感」が重要であり、中間管理職が「空気」を作ることが重要。 
 キャリア形成を自分事として考えられる姿勢を持つことが重要。出向モデルや兼業・副業
の推進でも、個人が受ける影響は大きい。 

 個人の自己肯定感を高めるためには、企業が個人の能力や資格を評価できるようになる
ことが必要。 

 マインドが大きい課題であり、仕事では「何をしたいか」「どうすべきか」を考えることが必
要。 

 リカレント教育が進まない本当の理由は、周囲の理解や応援がないことではないか。 
11 



今回ご議論いただきたい論点 

 前回のＷＧでは、自己投資をしないマインドセットや企業文化を変えてい
く必要性などを中心にご議論いただいた。今回は、これらを変えていくための
具体的な学びの内容等についてご議論いただければ幸いです。 

 

①  働き手の「学び直し」に対するマインドセットの現状分析を踏まえ、今後
どのように働き手のマインドセットを変えていけばよいのか。 

②  第四次産業革命時代に産業界が求める「能力・スキル」は、具体的
にどのようなものか。マインドセットとは別に、「ＩＴ・データリテラシー」
なども含まれるのではないか。 
 また、これを踏まえ、企業ができる取組や、社会として整えるべき仕組
みは何か。 
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「人生１００年時代」の「働き方」と「生き抜く力」 
「人生１００年時代」において、キャリア・オーナーシップや「成果」を出
すマインド、そのための社会人基礎力は必要不可欠な土台。 

付加価値を発揮し続けるためには、「一億総学び」社会の下で、絶えず学び
直しを通じたアップデートや新たなスキルの獲得が必要不可欠。 

社会人基礎力 

汎用スキル 

社内スキル 

キャリア意識、マインド 

パフォーマンス 

年齢 

• 全ての基盤 
• 絶えず持ち続けることが必要 

• 社会人としての基礎スキル 
• 初期に身につけておく必要 

• 人材としての付加価値の源泉 
• 絶えず新たなスキルの獲得や
アップデートが必要 

• 職場によって異なる 

専門スキル 

社会人として
の共通能力 
（随時メンテナ
ンスが必要） 

業界等の特性
に応じた能力 
（絶えず学び直
しが必要） 

論点① 

論点② 
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