
21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

206,105,885 158,932,477 149,986,093 194,776,328 176,397,467

459,277,696 106,204,403 409,443,836 230,000,000 0

0 105,592,362 4,739 0 0

665,383,581 370,729,242 559,434,668 424,776,328 176,397,467

556,296,070 336,230,558 541,436,919 386,405,923

83.6% 90.7% 96.8% 91.0%

基準値 目標値

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

― 57.2% 57.0% 57.1% 57.3% 57.7%  (平成25年より指
標の見直し）

－ － － － 57.0％以上

基準値 目標値

23年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

16件以上 17件 16件 16件 16件 16件 16件

― ― ― 16件以上 16件以上

測定指標
指標１

労働力調査における60～64歳
の就業率

実績値

年度ごとの目標値

指標２
訪問個別指導（シルバー人材セ

ンター連合本部）

実績値

年度ごとの目標値

執行額（千円、d）

執行率（％、d/(a＋b＋c)）

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等

のうち主なもの）

施政方針演説等の名称 年月日 関係部分（概要・記載箇所）

①障害者基本計画
②重点施策実施5か年計画
③新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ
～
④「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済
対策」について
⑤「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対
策」について
⑥「日本再生の基本戦略」について
⑦社会保障・税一体改革大綱

①平成14年12月24日（閣議
決定）

②平成19年12月25日（障害
者施策推進本部決定）

③平成22年6月18日（閣議決
定）

④平成22年9月10日（閣議決
定）

⑤平成22年10月8日（閣議決
定）

⑥平成23年12月24日（閣議
決定）

⑦平成24年2月17日（閣議決
定）

①５．雇用・就業
②５．雇用・就業
③Ⅵ雇用・人材戦略
   1．若者の就労促進
　３．高齢者の就労促進
　４．障がい者の就労促進
④Ⅲ緊急的な対応の具体策
１「雇用の基盤づくり」
（１）新卒者雇用に関する緊急対策
⑤１．雇用・人材育成
（１）新卒者・若年者支援の強化
⑥４．新成長戦略の実行加速と強化・再設計
（２）分厚い中間層の復活（社会のフロンティアの開拓）
⑦５．就労促進、ディーセント・ワーク（働きがいのある人
間らしい仕事）の実現

繰越し等（c）

合計（a＋b＋c） 266,079,955

モニタリング結果報告書

（厚生労働省24（Ⅳ－3－１））

施策目標名 高齢者・障害者・若年者等の雇用の安定・促進を図ること（施策目標Ⅳ－3－1）

施策の概要

本施策は、以下の4点を推進するために実施しています。
①定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保を図ること
②障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進を図ること
③若年者の雇用の安定・促進を図ること
④就職困難者等の円滑な就職等を図ること

施策の背景・枠組み
（根拠法令、政府決定、関

連計画等）

  高齢者については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68号）に基づき、安定した雇用確保の促進、再就職の促進、就業
機会の確保等の措置を講じ、高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図ることとしています。
　また、人生100年時代を見据え、高年齢者の健康づくりや生きがいづくり、労働力の効果的配置の観点からも、就労等を通じて地域社会で「居場
所」と「出番」を得られること等により、働く意欲のある高年齢者が能力や経験を活かし、生涯現役で活躍し続けられる社会の実現に向けて検討を進
めていきます。
　障害者については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）に基づき、障害者が職業生活において自立することを促進す
るための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的として、
・障害者雇用率制度（※事業主に一定割合の障害者の雇用を義務づける制度）の運用
・障害者に対するきめ細かな相談、職業紹介等の実施
・雇用・福祉等との連携等による地域における障害者の就労支援力の強化
等を実施しています。
　若年者については、就職環境が厳しい状況のなか、安定した職業に就くことができるよう、新卒応援ハローワーク等において、ジョブサポーター等
によるきめ細かな職業紹介・職業紹介の実施、フリーター等に対する個々の状況に応じた就職支援を実施しています。
　また、「新成長戦略」(2010年6月18日閣議決定)における雇用・人材戦略において、2020年までに実現すべき成果目標として、高齢者については
「60歳～64歳までの就業率63％」としており、障害者については「実雇用率1.8％」とすること、「若年フリーター124万人」など、雇用の促進に取り組む
こととしています。

予算書との関係
・関連税制

本施策は、予算書の以下の項に対応しています。
一般会計
（項）高齢者等雇用安定・促進費  ：高年齢者等就業機会確保事業の実施等に必要な経費（全部）
                                                                〔平成25年度予算額：　10,909,231千円〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：高年齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費（全部）
                                                                〔平成25年度予算額：　12,478,899千円〕
東日本大震災復興会計
（項）社会保障等復興政策費：高年齢者等就業機会確保事業の実施等に必要な経費（全部）
                                                                〔平成25年度予算額：　78,508千円〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：高年齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費（全部）
                                                                〔平成25年度予算額：  458,942千円〕
労働保険特別会計雇用勘定
（項）高齢者等雇用安定・促進費：高齢者等の雇用の安定・促進に必要な経費（全部）

                                                                〔平成25年度予算額：　152,471,887千円〕

施策の予算額・執行額等

※　「執行額」欄には、独法
の運営費交付金は含まな

い。

区分 26年度要求額

予算の
状況

（千円）

当初予算（a） 266,079,955

補正予算（b）



基準値 目標値

22年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

52,931件以上 44,663 45,257 52,931 59,367 68,321
前年度実績
（68,321件）

以上

― ― ―
前年度実績
（52，931件）

以上

前年度実績
（59,367件）

以上

基準値 目標値

22年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

47.0%
（平成22年6月

1日現在）

44.9%
（平成20年6月

1日現在）

45.9%
（平成21年6月

1日現在）

47.0%
（平成22年6月

1日現在）

45.3%
（平成23年6月

1日現在）

46.8%
（平成24年6月

1日現在）

前年度実績と比較
して1.5％pt以上上

昇
（平成26年6月1日

現在）

― ―
45.0％以上

（平成23年6月
1日現在）

47.0％以上
（平成24年6月

1日現在）

43.0％以上
（平成25年6月

1日現在）

基準値 目標値

－ 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

－ 8,321 8,545 10,650 11,378 5,048 　
（指標の見直し)

― ― ― 9,000人以上 9,200人以上

基準値 目標値

－ 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

－ ― ― ― 77.5% 61.7% 60.0%以上

― ― ― 60.0%以上 60.0%以上

基準値 目標値

23年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

24万人以上 ― ― ― 25.0万人 30.2万人 29万9千人

― ― ― 24万人以上 24万人以上

基準値 目標値

23年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

①10万4千
人以上

②11万1千
人以上

― ― ―

①16万3千
人以上
②17万6千
人以上

①19.4万人
②19.8万人

(25年度より指標
の一部見直し）

― ― ―

①10万4千
人以上

②11万1千
人以上

①12万4千人以上（大
卒等8万人以上、高

卒等4万4千人以上を
目安に取り組む）
②12万9千人以上

基準値 目標値

－ 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

－

支給対象者
1.5%
一般
3.3

支給対象者
1.9%
一般
3.5

支給対象者
3.0%
一般
5.0

支給対象者
2.1%
一般
5.8

支給対象者
1.5%
一般
4.0%

助成金の支給対
象者でない雇用保
険被保険者の事
業主都合離職割

合以下

指標５
障害者トライアル雇用事業の開

始者数

実績値

年度ごとの目標値

指標６
精神障害者雇用トータルサポーターの相談支援

を終了した者のうち、就職に向けた次の段階
（※）へ移行した者の割合

※　就職（トライアル雇用、精神障害者等ステッ
プアップ雇用含む）、職業紹介、職場実習、職業
訓練・職場適応訓練へのあっせん、面接訓練

実績値

年度ごとの目標値

指標７
ハローワークの職業紹介により
正規雇用に結びついたフリー

ター等の数

実績値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

指標８
学卒ジョブサポーターの支援によ

る
　①正社員就職者数

　②開拓求人数

実績値

年度ごとの目標値

指標9
特定就職困難者雇用開発助成金
の支給対象者の事業主都合離職

者割合

実績値

年度ごとの目標値

指標３
公共職業安定所における就職

件数（障害者）

実績値

年度ごとの目標値

指標４
障害者の雇用率達成企業割合

実績値

助成金の支給対象者でない雇用保険被保険者の事業主都合離職割合以下



平成25年8月担当部局名 職業安定局 作成責任者名

高齢者雇用対策課長　中山　明広
障害者雇用対策課長　山田　雅彦
若年者雇用対策室長　牛島　聡

就労支援室長　畑　俊一
外国人雇用対策課長　堀井　奈津子

雇用開発課長　北條　憲一

政策評価実施時期

○障害者基本計画（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonkeikaku.html）
○重点施策実施5か年計画（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/5sinchoku/h19/5year_plan.pdf）
○障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/zeisei.pdf）
○「新成長戦略実現に向けた３段構えの経済対策」について（http://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku2010/keizaitaisaku.pdf）
○「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」について（http://www.kantei.go.jp/jp/keizaitaisaku2010/keizaitaisaku_step2.pdf）
○「日本再生の基本戦略」について（http://www5.cao.go.jp/keizai2/keizai-syakai/k-s-kouzou/shiryou/k-s-6kai/pdf/1.pdf）
○障害者基本計画　（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonkeikaku.pdf）
○重点施策実施5か年計画　（http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/5sinchoku/h19/5year_plan.pdf）
○障害者を雇用する事業所に係る税制上の優遇措置
（http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/index.html#yugusochi）
○「社会保障・税一体改革大綱」（http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/syakaihosyou/kakugikettei/240217kettei.pdf）
【関連法令】
○高齢者等の雇用の安定に関する法律
（http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1367）
○障害者の雇用の促進等に関する法律
（http://law.e-gov.go.jp/cgi-
bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%e1%8a%51%8e%d2&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&
H_FILE_NAME=S35HO123&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
○雇用保険法（http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-
bin/t_docframe2.cgi?MODE=hourei&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&EFSNO=1278&FILE=FI
RST&POS=0&HITSU=239）
【関連事業の行政事業レビューシート】
○高年齢者雇用指導推進経費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0602.pdf）
○希望者全員65歳雇用確保達成事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h24_pdf/0019.pdf）
○中高年齢者トライアル雇用奨励金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0595.pdf）
○定年引上げ等奨励金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0603.pdf）
○高年齢者就業機会確保等事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0283.pdf）
○障害者の雇用の促進等に関する法律
○障害者試行雇用奨励金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0284.pdf）
○精神障害者等ステップアップ奨励金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0285.pdf）
○働く障害者からのメッセージ発信事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0287.pdf）
○労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会
（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0288.pdf）
○医療機関等との連携による精神障害者等の就労支援の実施
（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0523.pdf）
○障害者初回雇用（ファースト・ステップ)奨励金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0598.pdf）参考・関連資料等
○特例子会社等設立促進助成金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0599.pdf）
○発達障害者雇用開発助成金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0600.pdf）
○難治性疾患患者雇用開発助成金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0601.pdf）
○雇用と福祉の連携による地域に密着した就労支援の実施（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0607.pdf）
○障害者雇用促進関係経費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0712.pdf）
○障害者等の職業相談経費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0713.pdf）
○障害者雇用状況等の調査（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0714.pdf）
○発達障害者の特性に応じた支援策の充実・強化（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0715.pdf）
○精神障害者雇用安定奨励金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0771.pdf）
○障害者雇用促進のための意識改革形成促進事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0773.pdf）
○重度障害者等多数雇用施設設置等助成金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0873.pdf）
○職場支援従事者配置助成金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0874.pdf）
○精神障害者に対する雇用管理ノウハウの蓄積と普及（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0875.pdf）
○フリーター等正規雇用化支援事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0706.pdf）
○新卒者等に対する就職支援 （http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0705.pdf）
○外国人雇用サービスセンター等運営費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0710.pdf）
○日系人集住地域を管轄する公共職業安定所のマッチング機能の強化
（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0711.pdf）
○外国人看護師・介護福祉士受入支援事業費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0289.pdf）
○雇用・適正就労対策推進費 （http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0709.pdf）
○難民就職促進費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0453.pdf）
○母子家庭の母等に対する就労支援事業費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0696.pdf）
○中国残留邦人等永住帰国者に対する就労支援事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0697.pdf）
○刑務所出所者等就労支援事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0698.pdf）
○アイヌ地区住民就職促進費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0699.pdf）
○在日韓国・朝鮮人等就職差別解消啓発指導費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0700.pdf）
○公正採用選考等推進費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0701.pdf）
○住居・生活総合支援事業費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0702.pdf）
○日雇労働者等技能講習事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0703.pdf）
○ホームレス等に対する就労支援事業（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0791.pdf）
○「福祉から就労」支援事業費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0865.pdf）
○生活・就労総合支援事業費（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/1008.pdf）
○特定就職困難者雇用開発助成金（http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2012/h23_pdf/0593.pdf）


