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政府における検討① 経緯 

2016年６月 「一億総活躍プラン」策定 
   ⇒ 保育・介護に力点 

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

「働き方改革」をスピンアウト 

• 「生産性向上」への回帰 
• 人生１００年時代（LIFE 

SHIFT）への注目 

人生100年時代構想会議 
（議長：安倍晋三 内閣総理大臣） 

中小企業・小規模事業者の活力向上のための
関係省庁連絡会議(議長：内閣官房副長官（参）) 

何歳になっても学び直し、職場復帰、転職が可能
となるリカレント教育・専門教育の充実、人材育
成のあり方、企業の人材採用の多元化、多様な高
齢者雇用、そのためのインセンティブ等を検討。 

中小企業・小規模事業者の活力向上に向けて取引
条件の改善、最低賃金引上げへの対応、生産性向
上、長時間是正、人手不足等の課題を把握すると
ともに、その対策を検討。 
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政府における検討② 働き方改革実行計画 

①長時間労働の是正 • 労基法に罰則付きの上限（単月100時間未満など）を新設 
• 中小企業を含め、十分な準備時間確保 

②同一労働同一賃金 • 典型的な事例を「ガイドライン案」として提示 
• 職務や能力等の内容の明確化とそれに基づく公正な評価を推進 
• パートタイム労働法、労働契約法、及び労働者派遣法の改正 

③柔軟な働き方（雇用関係
によらない働き方） 

• 有識者会議を設置してガイドラインを改定、法的保護の必要性を中長
期的課題として検討 

• 働き手のセーフティネット整備や教育訓練等援策を実施 

④柔軟な働き方 
（副業・兼業） 

• 原則副業・兼業を認める方向で、副業・兼業の普及促進を図る 
• 労働時間に関するガイドラインを策定し、モデル就業規則を改定 
• 創業・新事業の創出や中小企業の人手不足対応の事例発信 

⑤人材育成 • 専門教育講座の受講費用に対する教育訓練給付を拡充 
• 上記のうち第四次産業革命に関する講座を経済産業大臣が認定 

⑥転職・再就職支援 • 職業能力・職場情報の見える化（日本版O-NETの創設など） 

 平成29年3月28日、働き方改革実現会議（議長：安倍内閣総理大臣）が「働き方改革
実行計画」を決定。 

 今後、同会議を改組した「働き方改革フォローアップ会合」が進捗を継続的に調査し、
フォローアップを行う。 



平成29年9月11日(月)第1回「人生１００年時代構想会議」 
安倍総理大臣締めくくり発言（検討４項目について） 

 

 第一に、全ての人に開かれた大学教育の機会確保について。志があっても経済的に恵まれな
い若者が、勉学に専念できる環境整備が必要であり、教育負担の軽減のため、給付型奨学
金や授業料の減免措置などの拡充・強化を検討すべきとの意見をいただいた。この方向で議
論したい。 

 第二に、大学改革について、複数の議員が重要性に言及された。何歳になっても学び直し
ができる環境を整備するためには、社会人の多様なニーズに対応できる受け皿が必要であ
り、IT人材の育成も急がなければならない。学問追求と実践的教育のバランスに留意しつ
つ、実践的な職業教育の拡充を図る必要がある。同時に、リカレント教育を受けた方に就
職の道が開けるよう、産業界には、人材採用の多元化を検討いただきたい。 

 第三に、全世代型社会保障への改革である。若い世代への公的支援の充実という意見をい
ただいた。待機児童対策、幼稚園・保育所といった幼児教育無償化の加速、また、介護離
職ゼロに向けた介護人材の確保対策をしっかりと進める必要がある。 

 第四に、これらの施策の実行に伴う財源の問題についても御指摘があった。財源がなければ
政策は 実現できない。財源についても、この構想会議の場で、しっかりと御議論いただき、結
論を出していきたい。 

  ※年内に中間報告、基本構想は来年前半と言及あり 
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政府における検討③ 人生100年時代構想会議① 



（政府） 
 議長      
 議長代理 
 副議長    
 
 議員        
 

英ロンドンビジネススクール教授 
世界的ベストセラー「ライフシフト」著
者 
早稲田大学総長（教育再生実行
会議座長） 
名古屋大学総長 

 
榊原定征 
神津里季生 
宮島香澄 
樋口美雄 
高橋進 
宮本恒靖 
 
品川泰一 
米良はるか 
三上洋一郎 
 
若宮正子 
 

日本経済団体連合会会長 
日本労働組合総連合会会長 
日本テレビ報道局解説委員 
慶應大学商学部教授 
日本総合研究所理事長 
元サッカー日本代表主将、 
現ガンバ大阪U-23監督 
ユーキャン代表取締役社長 
READYFOR株式会社代表取締役 
GNEX代表取締役CEO、 
慶応大学総合政策学部2年 
1935年生まれ。高卒後、定年まで
銀行勤務。定年後パソコンを購入、
82歳でスマホ用ゲームアプリ開発 

（有識者） 
 リンダ・グラットン  
  
 
 鎌田薫 
  松尾清一  

安倍晋三 内閣総理大臣 
茂木敏充 人づくり革命担当大臣 
林芳正     文部科学大臣 
加藤勝信 厚生労働大臣 
麻生太郎 副総理   兼 財務大臣 
菅 義偉   官房長官 
世耕弘成 経済産業大臣 
野田聖子 女性活躍担当大臣   
松山政司 一億総活躍担当大臣 

＜人生100年時代構想会議 メンバー＞ 
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政府における検討③ 人生100年時代構想会議② 



 政府における検討④ 中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議① 

• 中小企業・小規模事業者の活力向上の観点から、下請取引の条件改善、最低賃金引き上げ、生産性向上、
人材確保、長時間労働是正等、関係省庁が一丸となって課題解決に取組む体制整備が必要。 

• このため、「下請等連絡会議」を発展解消し、「中小・小規模企業の活力向上のための連絡会議」及び３つの
WGを設置（2017年9月1日(金)に、第1回会議開催）。 
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下請等中小企業の取引条件改善に関する 
関係府省等連絡会議 

議長：内閣官房副長官（参） 

 
下請等の取引条件改善 

 
最低賃金の引上げ 

 

中小企業・小規模事業者の活力向上のための 
関係省庁連絡会議 

ワーキンググループ① 
下請等の取引条件改善 

ワーキンググループ② 
最低賃金の引上げ 

ワーキンググループ③ 
長時間労働是正・生産性向上・人材確保 

自
動
車
運
送
業 

 
 

建
設
業 

自動車運送事業の 
働き方改革に関する 
関係省庁連絡会議 
 
・副長官(参) 
・国交副大臣 

内閣府 
副大臣 

厚生労働 
副大臣 

経済産業 
副大臣 

国土交通 
大臣政務官 

議長：内閣官房副長官（参） 
議長代理：厚生労働 経済産業 
        副大臣  副大臣  

（6月設置済。大企業に関する部分を含む） 

建設業の 
働き方改革に関する関係
省庁連絡会議 
 
・副長官(参) 
・国交副大臣 

改組後 従来 

      ※ＷＧ③については、内閣官房副長官（衆）が総覧  

議長代理 



• 中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループの構成
員と検討項目等は以下のとおり（2017年9月27日に第一回ＷＧ開催）。 

総覧：内閣官房副長官（衆） 

座長 内閣総理大臣補佐官 
（政策企画担当） 

主査 厚生労働省政策統括官（総合政策担当） 
中小企業庁長官 

構成
員 

内閣官房内閣審議官 
（内閣官房副長官補（内政担当）付） 

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事
務局地方創生総括官補 
公正取引委員会経済取引局長 
金融庁監督局長 
総務省大臣官房長 
法務省入国管理局長 
国税庁次長 
文部科学省生涯学習政策局長 
厚生労働省労働基準局長 
厚生労働省職業安定局長 
農林水産省食料産業局長 
経済産業省経済産業政策局長 
国土交通省総合政策局長 
環境省環境再生・資源循環局長 

○長時間労働是正 
 ・中小企業・小規模事業者の課題を抽出 
 ・課題を解決するための方策の検討 
 ・地方における相談・支援体制の整備 等 
 
   

○生産性向上 
 ・模範的な手法の発掘と普及 
 ・Ｍ＆Ａの活用、必要な行政サポート等の検討 
 ・中小企業等経営強化法の執行体制の整備 
 ・各省庁の支援策間での連携強化 等 
 
 

○人材確保 
 ・大企業等の人材の中小企業等での活用促進に向けた取組、必要な行政サポー
ト等の検討 

 ・女性・高齢者・外国人等の多様な人材確保のための支援策の検討 等 
 
 

主な取組事項 

 政府における検討⑤中小企業・小規模事業者の活力向上のための関係省庁連絡会議② 
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①兼業・副業の促進 ③中小企業の人手不足対応力強化 ②雇用関係によらない働き方 

 兼業・副業や、それらを通
じた起業を促進。オープン
イノベーションを推進。 

 中小企業の現場での、働
き方改革による人手不足
対応のガイドラインをと
りまとめ、先進事例共有。 

 「雇用関係によらない働き
方」を「選択肢」として確
立。約4000人の方を対象に
大規模実態調査を実施。 

① ベストプラクティスの発信・
表彰の実施 

② 地方におけるリーディング
ケースの創出 

③ 制度的課題の打破と実務的な
環境整備 

多様で柔軟な働き方の働き手の方々と世耕大臣の懇談会 

① 働き手が安定した生計が立てら
れる教育訓練・人材育成システ
ムの構築 

② 働く環境（社会システム）の改善 

③ 企業（発注者）と働き手におけ
る取引環境の改善 

① ガイドラインの普及 

② ガイドラインに沿った取組の促
進 

３月１４日 ３研究会 報告書 発表 
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170314006/20170314006.html 
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「人生１００年時代」の「働き方」と「生き抜く力」 
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産業界と教育界をつなぐ ～「リカレント教育」と「Ed-Tech」～ 

社会人も生涯学び続ける「リカレント教育」や転職・再就職等の円滑化（大企業から中小企
業など）と、テクノロジーで教育現場を支えていく「Ed-Tech（エドテック）」について、
最先端の取組を行う方々にお越しいただき、意見交換。 

「リカレント教育」 と「Ed-Tech」に関する大臣懇談会（９／５） 

○経済産業省 
 ・経済産業大臣 世耕弘成 
 ・経済産業副大臣 西銘恒三郎 
○Ed-techに関する取組 
 ・Classi株式会社 加藤 理啓 様 
 ・株式会社LOUPE 浅谷 治希 様 
 ・株式会社スクー 森 健志郎 様 
 ・千代田区立麹町中学校 工藤 勇一 様 
○リカレント教育に関する取組 
 ・株式会社Waris 田中 美和 様 
 ・社会人材ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 宮島 忠文 様 

②産業の人材力強化 ①Ed-Tech、教育サービス産業 
産業界で求められる人材像・スキルやそれを
踏まえたリカレント教育の充実、転職・再就
職等の円滑化などについてパッケージで検
討。 

「Ed-Tech」や教育サービス産業の
活用を通じ、教育の生産性向上につ
いて検討。 

経済産業省において、第４次産業革命や「人生１００年時代」を受けた、 
人材育成・教育に関する課題と方向性を整理するため、検討の場を設置。 

懇談会の様子（2017/9/5＠経済産業大臣室） 



「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」について 
 「人生100年時代」を踏まえ、①リカレント教育の充実、② （特に大企業から中小
企業等への）転職・再就職等の円滑化、それらのベースとなる③必要とされる人材像
の明確化や確保・活用、④産業界として果たすべき役割をパッケージで検討。 

 研究会の下に２つのＷＧを設置し、本年度中にとりまとめる予定。 

WG1：必要な人材像と 
キャリア構築支援に向けた検討ＷＧ 

（働き手・送出し企業の課題） 

WG2：中小企業等における中核人材
の確保・活用促進に向けた検討ＷＧ 

（受入れ企業・労働市場の課題） 
 キャリアの基盤となる      
「社会人基礎力」の見直し 

 従業員のキャリア構築に向けた   
企業の役割 

 産業政策からみる必要な      
人材像の明確化 

 リカレント教育の在り方 

 中小企業における中核人材の    
具体的なニーズ把握 

 中小企業が取組むべき具体的な   
ステップとその共通手法 

 中小企業が中核人材確保に必要な  
サポートや有効なスキームの方向性 

人材力研究会 

一体的に検討 

※随時、「人生100年時代構想会議」にインプット 
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人材像WGの検討イメージ 

若い世代からのキャリア
教育・面談の在り方 

学び直し機会の提供 
兼業・副業等の能力や
キャリアを伸ばす柔軟な
勤務制度の導入 

必要とする人材像の明確
化（社会人基礎力、専門
スキルなど） 

中高年以降でも付加価値
労働参加できる職務の特
定・整備 

公正な業績・能力評価 

【送り出しの際の役割】 
キャリア構築機会の提供 

【受入れの際の役割】 
必要となる人材像の提示 

【個人】絶えず学び直しながら自らの人材力（能力・スキルなど）を向上 
【企業】優秀な人材の育成・確保／人材新陳代謝の向上 
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中核人材確保WGの検討イメージ 

① 中小企業における中核人材の具体的なニーズの把握 
 - 業種や経営課題等によって、求められる職種/スキル等に特徴があるか               
                      【アンケート調査を実施】 
 
 
② 中小企業が取組むべき具体的なステップと必要なサポートの方向性 
 -中小企業が経営課題見直しから求人・定着にいたる対応策を導き出すため   
  に、どのようなサポートが必要か、手法・ノウハウはあるか 
        【仲介機関・経営支援機関等有識者へヒアリングを実施】 
 
 
③ 中小企業が中核人材を確保するためのエコシステム構築に向けた取組 
 -具体的な事例創出につながるスキームのあり方（兼業・副業・複業、出向   
  等の多様な形態を含む） 



②送り出し企業 ⇒キャリア自律を促す人事制度の整備 
○兼業・副業／出向の促進や、キャリア面談の徹底 

④労働市場・制度 ⇒求人ニーズ・求職ニーズのミスマッチ解消 
○労働をめぐる情報の「見える化」 
 ・労働市場や資本市場における働き方や労働移動等に関する情報の見える化 
○支援体制の整備（来年度に事業化） 
 ・兼業・副業・複業、出向等多様な形態での働き方の推進、具体的事例の創出 
 ・企業と人材をつなぐコーディネータの在り方 

①働き手 ⇒終身雇用を前提としたスキル・マインドの再教育 
○リカレント教育の強化 
 ・「第４次産業革命スキル経済産業大臣認定制度」の創設・対象分野拡大（来年４月～） 
 ・女性復職の円滑化や中高年のキャリア研修の推進 
 ・リカレント教育に対応する高等教育改革 
 ・リカレント教育講座の認証の仕組み検討 
○「人生１００年時代における社会人基礎力」の見直し 

③受入れ企業 ⇒中核人材活用に向けて中小企業等が取組むべき具体的方向性の提示 
○外部人材活躍に向けた中小企業向けノウハウの抽出・普及 
 ・各社の経営戦略/課題の優先度を踏まえた人手不足業務の特定 
 ・業務に対する生産性の見直しと求人像の明確化［ミスマッチ解消］ 
 ・働き手の立場に立った求人方法の見直しと職場環境の改善 

リカレント教育 
キャリア自律 
の促進 

人材像 
（企業ニーズ） 
の明確化 

転職・再就職 
等の円滑化 

①働き手のマインドチェンジとリカレント教育の充実、②送出し企業における環境整備、
③受入れ企業の変革、④労働市場の整備などに一体的に取り組む。 

（全体像）我が国産業における人材力強化に向けた方向性 
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（参考資料） 
 
 １．人材像WG 関連資料 
 
 ２．中核人材確保WG 関連資料 
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近年の働き方や生き方の変化 

職務の無限定 
長時間労働 
年功序列 
新卒一括採用 
終身雇用 
正規／非正規の格差 
ＯＪＴ中心 
仕事と家庭の峻別 
他律的キャリアの受容 
妥協・忍耐 

＜これまで＞ 
Work for Life 

人口減少 
人生100年 

第四次産業革命に
よる急激な 

産業構造の変化 
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働き方や生き方 

生産性が置き去り 
IoT時代に通用しないスキル 
学び直しの機会の未整備 

人手不足の深刻化 
人材流動性の低さ 

専門性の追求 
生産性の向上 
成果による評価 
多様な働き手の参加 
労働移動の円滑化 
人材の最適活用 
Off-JTの活用 
仕事と家庭の両立 
自律的キャリア形成 
モチベーションの維持 

＜これから＞ 
Work as Life 
働き方や生き方 



Explorer 

“ LIFE SHIFT “ （2016年 リンダ・グラットン、アンドリュー・スコット著） 

人が100年も“健康に”生きる社会が到来する時、従来の3つの人生のステージ（教育を受ける／
仕事をする／引退して余生を過ごす）のモデルは大きく変質する。 

＜100年ライフにおいて必要性が増すもの＞ 
・教育（専門技能を高め、世界中の競合との差別化が必要） 
・多様な働き方（７０才超まで働くことを想定し、独立した立場での職業を考える） 
・無形資産（お金だけでなく、経験や人的ネットワークなど） 

教育 仕事 引退 

Independent producer Portfolio stage 

自分の生き方に関して考える時
期、知識やスキルの再取得 
（職業訓練・学び直しなど） 

組織に雇われず、独立した
立場で生産的な活動に携
わる人（フリーランスなど） 

異なる活動を同時並行で行う 
（例）週３仕事、週１ボラン
ティア、週１NPO活動など 

～２５ ２５～６０ ６０～ 

個人の状況に応じて、それぞれのタイミングで３つのステージを行ったり来たりするように 

15 
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３つの示唆 雇用の未来 

リンダ･グラットン （９／１１ 第１回「人生１００年時代構想会議」 プレゼン資料） 



「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。 

17 

社会人基礎力 

専門スキル 

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） 



• 企業も個人もニー
ズを感じていない 

• サービスを提供し
ても就職を保証で
きない（ピント外
れの講座を提供） 

• 講座を展開しても
スケールしない 

• 学び直す時間・お
金がない 

• 会社／周囲の理解
がない 

• 学び直す必要がな
い（終身雇用） 

• 社会が求める知識
を学び直す場がな
い(学び直しても
就職できない) 

• 学び直した成果が
評価できない 

• OJTが基本 
• 中途採用者の育成
にコストをかけら
れない 

• 女性、リストラ等
で一時離職した者
が必要以上に採用
されにくい 

18 

社会人が学び直さない（リカレント教育が盛んでない）理由 
 【仮説】 

企業 個人 サービス事業者 
大学等 

①リカレント教育 
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高等教育機関における25(30)歳以上入学者割合の国際比較  
 日本の「学士」課程及び「修士」課程における社会人入学者の割合は、低いものにとど
まっている。（2014年） 

※ 文部科学省将来構想部会（第9期～）（第1回）配付資料より抜粋 

25歳以上の「学士」課程への入学者の割合 

30歳以上の「修士」課程への入学者の割合 

①リカレント教育 
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典型的なリカレント教育の類型 

カテゴリ ターゲット 

①ものづくり • 工場ＯＢ、ＩＴ人材 

②専門人材 • 転職サービス利用者 

③女性の復職 • 出産・育児後に正社員
として復帰を狙う女性 
（30代～40代中心） 

④大企業ミド
ル人材 

• 大企業から中小企業な
どに活躍の場を移すミ
ドル人材 

⑤ＩＴスキル • 在職者、失業者含め幅
広く 

汎用スキル 

ビジネススキル 

専門スキル 
業種特殊スキル 

業種横断スキル 

専門職正社員として 
転職・再就職 

在職者・離職者の基礎的なスキルアップ 

正社員として 
再就職 

新・社会人 
基礎力 

（いわばＯＳ） 

中小企業への 
転職・再就職 

カイゼン・ＩｏＴの専門家 

①リカレント教育 



「社会人基礎力」（平成18年）について 
平成18年１月に経済産業省が主催した産学の有識者による委員会（座長：諏訪康雄法
政大学大学院教授（当時））により、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくため
に必要な基礎的な力を「社会人基礎力(＝３つの能力・1２の能力要素）」として定義。 

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 

主体性 
物事に進んで取り組む力 

働きかけ力 
他人に働きかけ巻き込む力 

実行力 
目的を設定し確実に行動する力 

創造力 

課題発見力 

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 

計画力 

前に踏み出す力 （アクション） 
～一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力～ 

考え抜く力 （シンキング） 
～疑問を持ち、考え抜く力～ 

チームで働く力（チームワーク） ～多様な人々とともに、目標に向けて協力する力～ 
発信力 自分の意見をわかりやすく伝える力 
傾聴力 相手の意見を丁寧に聴く力 

柔軟性 

情況把握力 
規律性 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 ｽﾄﾚｽｺﾝﾄﾛｰﾙ力 

②社会人基礎力 

21 
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「新・社会人基礎力」の課題 
 ＡＩやＩｏＴをはじめとした第四次産業革命による産業構造の変化や人生100年時代に対応
するための資質・能力として、３つの能力・12の能力要素は十分と言えるか。 

 大学教育、就職・採用、新入社員研修など、限られた年代での活用が中心となっている「社会人
基礎力」は、学び直しにあたって、全ての年代が意識すべきものなのではないか。 

②社会人基礎力 

これまでの
キャリア形成
の課題 

結婚・育児 
マミートラック 
第二新卒 大学

卒業 就職 
知識・技術の陳腐化 
産業構造の変化 

介護 
役職定年 定年

退職 
再就職困難 
健康・生活不安 

・孤独 

人生100年
時代の 

キャリア形成 

天寿
全う 

先端知識・技術 
の吸収 

知識・技術 
の体系化 

大学
卒業 

知識・技術を活かした 
多様で柔軟な働き方 

社内外での転職 
起業 

知識・技術を活用した 
中堅・中小・ベンチャー企業や 
地域活動の支援 

就職 

社会人基礎力 

新たなスキル 
の獲得 



第１回人材像ＷＧ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に行って、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でて活躍するのが難しく、ＥＱなど
は学校だけでは育成しきれず社会で揉まれながら高めないといけない。 

23 



（参考資料） 
 
 １．人材像WG 関連資料 
 
 ２．中核人材確保WG 関連資料 

24 



25 

 多くの中小企業が、即戦力となる中堅層、専門家、第二新卒といった中核人材が必要と感じている。 
 成長・拡大を志向する中小企業では中核人材の不足感が顕著。 

中小企業等の人材不足の実態把握（１） 

 各部門の中枢として、高度な業務・難易度の高い業務を担う人材 
 組織の管理・運営の責任者となっている人材 
 複数の人員を指揮・管理する人材 
 高い専門性や技能レベル、習熟度を有している人材 

 各部門において、比較的定型的な業務を担う人材 
 組織の管理・運営の責任者となっていない人材 
 中核人材の指揮・管理のもと、各業務を行う人材 
 中核人材の補助的な業務を行う人材 
 その他、高い専門性や技能レベル、習熟度を有していないが、事業

の運営に不可欠たる労働力を提供する人材 

中核人材 

労働人材 

中小企業が求める人材の区分 中小企業が必要と感じている人材 

48.7

43.7

62.8

59.7

48.8

54.6

35.5

39.5

2.6

1.7

1.8

0.8

0% 100%

労働人材
(n=1,756)

中核人材
(n=1,812)

労働人材
(n=857)

中核人材
(n=899)

【安
定
・維

持
】

【成
長
・拡

大
】

不足 適正 過剰

人材の過不足状況（事業展開の方針別） 

成長・拡大を志向する
中小企業の約６割で、
中核人材は『不足』 

（出典）日本商工会議所「『人手不足等への対応に関する調査』集計結果」 

（出典） 中小企業庁（2017）「中小企業白書」 

（出典） 中小企業庁（2017）「中小企業白書」 
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 中小企業が必要と感じている人材として、即戦力となる中堅層、専門家、第二新卒といった中核人
材が挙げられる。また、他社で兼業・副業する中核人材の活用についても一定のニーズあり。 

 また、管理職向けアンケートによれば、中年世代の多くは活躍の場を求めている。 
 このため、大企業等から中小企業への兼業・副業を通じた人材移動は潜在的に実現可能性がある。 

中小企業・小規模事業者の人材不足の実態（２） 

中小企業が必要と感じている人材 

（出典）日本商工会議所「『人手不足等への対応に関する調査』集計結果」 

6.6  
5.6  

21.1  

66.7  

雇用している 

現状実績はないが雇用を検討中 

関心はあるが、雇用は難しい 

特に関心はない 

(％) 

(n=3,416) 

雇用中７％ 

検討中・関心あり２６％ 

他社で兼業・副業する中核人材の活用 

（参考）中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人材確保・定着等に関する調査」(2016年11月、みずほ情報総研(株)) 

中年世代のキャリア意識 

【調査概要】  首都圏管理職の就業意識調査2016（日本人材機構）  
調査方法：インターネット調査  対象年齢：35歳～65歳 回収数：1641名 

各部門の中枢として、高度な業務・難易度の高い業
務を担う人材 

組織の管理・運営の責任者となっている人材 
複数の人員を指揮・管理する人材 
高い専門性や技能レベル、習熟度を有している人

材 

中核人材 
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 中小企業においては、全体として、特に「研究開発・製造」や「国内営業」分野等の中
核人材への不足感が強い。 

→業種や経営課題等によって、求められる職種/スキル等に特徴があるか【論点１】 

中小企業等の人材不足の実態把握（３） 

0.8%

1.2%

0.3%

0.7%

1.2%

1%

74.8%

67.3%

57.0%

55.9%

48.0%

41.8%

24.3%

31.5%

42.7%

43.4%

50.9%

57.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

財務・会計(n=1,892)

経営(n=1,949)

IT関連(n=1,324)

海外営業(n=703)

国内営業(n=2,035)

研究開発・製造(n=1,678)

過剰 ちょうど良い 不足

中小企業が求める中核人材 

（資料） 中小企業庁（2015）「中小企業白書」 

中小企業における中核人材の育成の必要性 

58.0%

49.8%

41.2%

37.0%

31.5%

10.5%

42.0%

50.2%

58.8%

63.0%

68.5%

89.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

商品・サービス開発、ものづくり人材

（n=2,505）

販路開拓人材（国内）

（n=2,456）

財務・会計人材

（n=2,452）

経営戦略人材

（n=2,423）

IT人材

（n=2,355）

販路開拓人材（海外）

（n=2,233）

必要性がある 必要性がない

（資料） 中小企業庁（2015）「中小企業白書」 

※中小企業委託「中小企業・小規模簿事業者の人材確保と育成に関する調査」（2014年12月、(株)野村総合研究所） 
  中小企業・小規模事業者：製造業、卸売業、小売業、サービス業、宿泊・飲食業、建設業、運輸・通信・インフラ業、不動産業、物品賃貸業 



 人手不足対応に関し、100を超える中小企業の好事例を集め、そのエッセンスを抽出し
た「人手不足対応ガイドライン」（３つのステップ）を2017年3月にとりまとめ。 

 人手不足対応について、求人のみならず、①経営課題/業務の見つめ直し、②生産性や
求人像の見つめ直し、③（働き手の立場に立った）職場環境の改善等、総合的に取り組
むことの重要性が示された。 

 

１．人手不足対応への基本的な考え方 ～人手不足を成長のチャンスに～ 
（１）女性・高齢者・外国人等の多様な人材に視野を広げ、働き手の立場にたった職場環境整備により人材を確保 
（２）ＩＴやロボット等の設備導入や業務改善・人材育成等により生産性を向上 
 
２．人手不足対応に取り組むための３つのステップ 
 ステップ１： 経営戦略/課題の優先度を再確認した上で、人手が不足している業務を見つめ直す（業務細分化等）。 
 ステップ２： 業務に対する生産性（IT・ロボット等（ハード）と段取変更等（ソフト）の両アプローチ）に加え、 
        業務に対する求人像を見つめ直す（求人像の拡大、明確化等）。 
 ステップ３： 働き手の立場にたって、求人方法（自社ＰＲ・採用手段等）を見つめなおすとともに、 
                    職場環境の改善を図る 

人手不足ガイドラインのポイント 

【委 員】 （座長）今野 浩一郎（学習院大学経済学部経営学科教授）   
       海老原 嗣生（株式会社ニッチモ代表取締役）           
       苧野 恭成（全国商工会連合会総務部長）               
       島貫 智行（一橋大学商学研究科准教授）             
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中小企業等の取組むべき方向性（４） 

 宇佐川 邦子（リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター長） 
 及川 勝 （全国中小企業団体中央会事務局次長兼政策推進部長） 
 小林 治彦（日本商工会議所産業政策第二部部長） 
 原 正紀（株式会社クオリティ・オブ・ライフ代表取締役社長） 



中小企業等の取組むべき方向性（５） 
 人材の確保・定着のためには、中小企業側が経営課題を見直し、必要な人材の職種・スキル等を明

確化することが重要。 
   

   →中小企業等が、自社の経営課題見直しから求人・定着に至るまでの対応策を導き出すために                    
    ノウハウはあるか。【論点２】 

社名 業種 経営戦略/課題の明確化 
(ステップ１) 

求人像の明確化、 
求人方法の見直し 
(ステップ２～３) 

対応による効果 
(獲得した中核人材) 

エーゼロ(株) ｻｰﾋﾞｽ業等 
 

トップと各現場とのコ
ミュニケーション不足、
社内の体制整備・経営基
盤の整理進まない状況。 

今後の事業、必要な人材に
ついて、外部機関((株)日本
人材機構等)との対話で明確
化し、募集する人材像を絞
り込んだ。 

マーケティング担当マネジ
メント人材、農林水産担当
マネジメント人材の２名の
中核人材を獲得。 

(株)瀬戸内ジャ
ムズガーデン 
 

製造販売業 
 

従来の「モノづくりのブ
ランド」から、「瀬戸内
のライフスタイルを売る
ブランド」への転換にあ
たり、地域を巻き込むた
めの人材がいない状況。 

対象人物像を「地域の様々
な機関・企業と連携するた
めの高いコミュニケーショ
ン力」に絞り込んだ。 
 

(地域を巻き込む戦力とな
る)多様な職業経験を有し
利害関係の調整で手腕を発
揮してきた中核人材を獲得。 
 

(株)鮮冷 製造業 
(水産加工業) 

海外事業を営業部総務課
長が兼務し、海外事業を
専任で取り組む人材がい
ない状況。 

プロジェクトのゴール(売上
目標、競争優位性等)、5年、
10年後の姿を明確化し、募
集する人材像を絞り込んだ。 

外資系コンサル出身、食品
メーカーマーケティング出
身の人材から応募があり、
中核人材として獲得。 
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中核人材確保スキームの方向性（６）中小企業における大企業人材活用の現状 

• 中小企業において、他社で兼業・副業する中核人材の活用についても一定のニーズが
存在。 

（出典）中小企業庁（2017）「中小企業白書」 

6.6  
5.6  

21.1  

66.7  

雇用している 

現状実績はないが雇用を検討中 

関心はあるが、雇用は難しい 

特に関心はない 

(％) 

(n=3,416) 

雇用中７％ 

検討中・関心あり２７％ 

（出典）中小企業庁（2017）「中小企業白書」 

59.7  
52.2  

24.0  
17.8  19.1  19.1  

15.8  

0

10

20

30

40

50

60

70

必要な 
業務領域の 
人材確保 

優秀な 
人材の確保 

業務効率化 既存の 
従業員の 
能力向上 

優秀な人材を
低コストで 
活用可能 

新しい 
ノウハウ･ 

コネクションの
獲得 

社内全体の 
活性化 

(％) 

(n=404) 

（n=575） 

雇用14% 検討中16% 

中小企業の大企業人材の雇用状況 

他社で兼業・副業する中核人材の活用 

兼業・副業する中核人材を活用する理由 
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• 大企業は35～50歳の人材を多く抱え、50％近くの企業において管理職に余剰感。 

（出所） 総務省（2012）「就業構造基本調査」 

42%

34%

48%

14%

27%

13%

44%

39%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

300名以下

301～1000名

1001名以上

非管理職に比べ、管理職の人員比率が多すぎる
非管理職に比べ、管理職の人員比率が少なすぎる
非管理職と管理職の人員比率は、ほぼ適正である

（出所） トランストラクチャ（2014）「『適正人員数・人員
構成に関する調査』結果レポート」 

919,000

1,326,600

1,260,500

1,473,200

1,579,300

1,416,200

1,187,200

961,600

657,600

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

中核人材確保スキームの方向性（７）大企業における中高齢者の雇用の現状 

大企業の年齢別雇用者数 

大企業の管理職の余剰感 

（人） 

従業員 



  

本業先以外での就業経験を積むことの意義 

（資料）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（2017）「本業先以外での就業経験に関する実態調査」 
    中小企業以外を本業先とする全国の30歳代～50歳代の正社員を対象に2017年3月実施 
     （4,000人、クロスマーケティング社モニター） 

（n=4,000） 

【調査概要】  首都圏管理職の就業意識調査2016（日本人材機構）  
調査方法：インターネット調査  対象年齢：35歳～65歳 回収数：1641名 

中核人材確保スキームの方向性（８）大企業における中高齢者の雇用の現状 

中年世代のキャリア意識 

 本業先以外で就業経験を積むことについて、30代が最も積極的だが、40～50代におい
ても相当な割合が積極的。 

 管理職向けアンケートによれば、中年世代の多くは活躍の場を求めている。 
 このため、大企業等から中小企業への移動は潜在的に実現可能性がある。 
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（外部に出るタイミング別） 

～29歳 
16％ 

30～34歳 
27％ 

35～39歳 
20％ 

年齢は特に設定 
されていない 

14％ 

よくわからない 
9％ 

50歳～ 
1％ 

45歳～49歳 
3％ 

40歳～44歳 
10％ 

1割 
52％ 

3割 
12％ 

2割 
24％ 

6割以上 
5％ 5割 

5％ 4割 
2％ 

そう思う 
36％ 

どちらかとうと、 
そう思う 

54％ 

どちらかというと、 
そう思わない 

8％ 

そう思わない 

1％ 
そう思わない 

5％ 

どちらかというと、 
そう思う 

55％ 

そう思う 
20％ 

どちらかというと、 
そう思わない 

21％ 

選抜対象者である 
N＝392 

選抜対象者ではない 
N＝453 
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• 中小企業が中核人材確保にかけられる費用は50万円以下。 
• 多くはハローワークか知人・友人の紹介だが、求める人材を十分に確保できていない
状況。 

９割が５０万円以内 

中核人材確保スキームの方向性（９） 中小企業の人材確保に関する手段の現状 

中核人材確保にかけられる費用 中核人材確保の採用手段 

大企業からの人材確保の手段 中核人材確保における課題 

資料：中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人材確保と育成に関する調査」（2014年12月、(株)野村総合研究所） 
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• 近年、兼業・副業・複業、出向等の多様な形態での働き方を提供する動きが見られる。 
 

 →具体的な事例創出につながるスキームのあり方（兼業・副業・複業、出向等の多様な   
  形態を含む）【論点３】 

中核人材確保スキームの方向性（１０） 直近の動きと今後の可能性 

兼業・副業・複業、出向等に取組む民間企業・仲介事業者の例 

民
間
企
業 

仲
介
事
業
者 

（出典）「兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集」（2017年､5月 中小企業庁） 



第１回中核人材確保ＷＧの主な意見 

 [伴走型支援人材の必要性]中小企業の経営者と対話し、マッチする人材要件を定義で
きる伴走型人材が必要。こうした人材をどう増やすかが政策的課題。 

 [中核人材のカテゴリー]中小企業が求める中核人材には事業を背負う人材と専門的人
材がある。また、事業承継の文脈で、経営者の息子のメンター、ワンポイントリリーフや、社
内の人材の目線を上げるための人材といったニーズがある。 

 [中核人材確保の方法（兼業・副業）] パートタイム（兼業・副業）は、初期の警戒感
や金銭的負担の観点から中小企業側にもニーズがある。また、人材の需要と供給両面で
の「量のマッチング」を可能とする。転職ではハードルの高い地方案件も、プロジェクトベース
（週２など）であれば、30～40代でも好んで参加している。 

 [中核人材確保の方法（その他）] 「戻れる場所」がないと、意思決定が重くなる。大企
業で「本社があるから地方にいってもいい」と考えられるように、心理的に「戻れる・頼れる」場
所を作ることが重要。 

 都市部の中核人材候補が、地方へ動くのはハードルが高い。例えば、行政が人材をプール
しプロジェクトを通じた体験を提供するなど、仕事以外の地域との関わり等を通じた距離感
の詰め方・ステップが重要。 

 [本WGのアプローチ（中小企業のカテゴリー）]本WGでは全中小企業が対象。①中
核人材を活用しようとする意欲も実態も伴った企業、②意欲はあるが方法が分からない企
業、③意欲もない企業の３つに中小企業を分類して、その傾向と対策を検討していく。 
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