
Investing in Youth: Japan
Investing in Youth: Japan

OECD REVIEW ON NEETS
EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT AND POLICY OPTIONS

The series Investing in Youth builds on the expertise of the OECD on youth employment, social 
support and skills. It covers both OECD countries and countries in the process of accession to
the OECD, as well as some emerging economies.

The present report on Japan is the seventh report in the Investing in Youth series. In three 
statistical chapters, the report provides an overview of the labour market situation of young 
people in Japan, presents a portrait of young people who are not in employment, education or 
training (the “NEETs”) and analyses the income situation of young people in Japan. Two policy 
chapters provide recommendations on how Japan can improve the school-to-work transition 
of disadvantaged young people, and on how employment, social and training programmes 
can help the NEETs find their way back into education or work.

Earlier reviews in the same series have looked at youth policies in Brazil (2014), Latvia and 
Tunisia (2015), Australia, Lithuania and Sweden (2016).

http://oe.cd/youth-japan

Consult the full length version of this publication on line at http://dx.doi.org/10.1787/9789264275898-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical 
databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.

OECD REVIEW ON NEETS
EXECUTIVE SUMMARY AND ASSESSMENT AND POLICY OPTIONS

若者への投資：日本
OECDニートレビュー
概要 ・評価と政策提言



Investing in Youth: Japan 
OECD REVIEW ON NEETS 

Executive summary 
and Assessment and policy options 

若者への投資：日本 

OECDニートレビュー

概要・評価と政策提言 



 
 
This work is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. 
The opinions expressed and arguments employed herein do not necessarily reflect the 
official views of OECD member countries. 
 
This document and any map included herein are without prejudice to the status of or 
sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and 
boundaries and to the name of any territory, city or area. 
 
Photo credits: Cover © Lars Lindblad/Shutterstock.com, © Rido - Fotolia.com, © Inmagine 
LTD/Blend. 
 
OECD (2017), Investing in Youth: Japan, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264275898-en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

You can copy, download or print OECD content for your own use, and you can include excerpts from OECD publications, databases 
and multimedia products in your own documents, presentations, blogs, websites and teaching materials, provided that suitable 
acknowledgment of the source and copyright owner is given. All requests for public or commercial use and translation rights should 
be submitted to rights@oecd.org.  Requests for permission to photocopy portions of this material for public or commercial use shall 
be addressed directly to the Copyright Clearance Center (CCC) at info@copyright.com or the Centre français d'exploitation du droit de 
copie (CFC) at contact@cfcopies.com. 

mailto:rights@oecd.org
mailto:info@copyright.com
mailto:contact@cfcopies.com
mailto:rights@oecd.org
mailto:info@copyright.com
mailto:contact@cfcopies.com


FOREWORD – 3 
 
 

INVESTING IN YOUTH: JAPAN - OECD REVIEW ON NEETS © OECD 2017 

Foreword 

As highlighted in the OECD Action Plan for Youth, successful 
engagement of young people in the labour market is crucial not only for 
their own personal economic prospects and well-being, but also for overall 
economic growth and social cohesion. Therefore, investing in youth is a 
policy priority in all countries, including Japan, requiring concerted action to 
develop education systems and labour market arrangements that work 
together well. 

Following the launch of the OECD Action Plan for Youth in May 2013, 
the OECD is working closely with countries to implement the plan’s 
comprehensive measures in their national and local contexts and to provide 
peer-learning opportunities for countries to share their experience of policy 
measures to improve youth employment outcomes. 

This work builds on the extensive country reviews that the OECD has 
carried out previously on the youth labour market and vocational education 
and training (Jobs for Youth, Learning for Jobs and Skills beyond School), as 
well as on the OECD Skills Strategy. 

The present report on Japan is the seventh of a new series on Investing 
in Youth which builds on the expertise of the OECD on youth employment, 
social support and skills. This series covers both OECD countries and 
countries in the process of accession to the OECD, as well as some 
emerging economies. The report presents new results from a comprehensive 
statistical analysis of the situation of disadvantaged young people in Japan 
exploiting various sources of survey-based and administrative data. It 
provides a detailed diagnosis of the youth labour market and education 
system in Japan from an international comparative perspective, and offers 
tailored recommendations to help improve the school-to work-transition. It 
also provides an opportunity for other countries to learn from the innovative 
measures that Japan has taken to strengthen the skills of youth and their 
employment outcomes. Additional information related to this review can be 
found on the OECD web pages (http://oe.cd/youth-japan). 

The work on this report was mainly carried out within the Social Policy 
Division of the Directorate for Employment, Labour and Social Affairs 

http://oe.cd/youth-japan
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(ELS). The report was prepared by Stéphane Carcillo, Raphaela Hyee and 
Sebastian Königs under the supervision of Monika Queisser (Head of the 
Social Policy Division). Pierre Cahuc (École Polytechnique) and Yawen Sun 
(Hitotsubashi University) contributed to the review as consultants, Adrian 
Ochs and Yuki Ryogo provided research assistance and support. The report 
benefited from many useful comments provided by Stefano Scarpetta 
(Director for Employment, Labour and Social Affairs) as well as by staff in 
the OECD Economics Department and the Directorate for Education and 
Skills. 
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Executive summary 

Japan faces the challenge of a shrinking and rapidly ageing population 
as a consequence of low fertility, greater longevity and limited immigration. 
To secure future economic prosperity, Japan needs to pursue policies that 
promote labour force participation and increase workforce productivity. This 
must include fighting joblessness and unstable employment among young 
people.  

While young people in Japan have been much less affected by the Great 
Recession than their peers in other OECD countries, significant challenges 
remain:  

• The number of young people in work has shrunk by about 
1.5 million since 2007 as a result of the declining youth population. 
Half of all young people in work are on non-regular contracts, more 
than twice as many as in the early 1990s. These young people enjoy 
less job security and lower pay and are less well covered by social 
protection.  

• The share of young people who are not in employment, education or 
training (the “NEETs”) stood at 10.1% in 2015, corresponding to 
1.7 million youth. It has declined over the past decade, but was still 
higher in 2015 than in the best-performing OECD countries (OECD 
average of 14.7%). One quarter of all Japanese young people in their 
twenties are NEET at least once over a four-year period – and about 
half of them are NEET in multiple years. More than two-thirds of 
NEETs in Japan are inactive, i.e. not actively looking for work. 

• The gender gap in NEET rates is more pronounced in Japan than in 
most other OECD countries as many women in their late 20s 
withdraw from the labour force to care for children. This is likely 
due to limited access and affordability of institutional childcare. 
Survey evidence shows that many young women moreover still 
aspire to a life as full-time housewives.  

• An estimated 320 000 young people below the age of 30 years 
(about 1.8% of this age group) live in a state of acute social 
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withdrawal – the so-called hikikomori. They have given up personal 
relationships with anyone outside of their immediate family rarely 
leaving their home, or even their room, for a period of at least 
six months – but in many cases much longer. Many of them will 
require intensive assistance over a long time to find their way back 
into society and education or work, and – given their withdrawal – 
are very difficult to reach by social services. 

Educational attainment and skills are less linked to NEET status in 
Japan than in most other OECD countries; over one third of Japanese 
NEETs even have a tertiary qualification. 

The Japanese education system produces excellent academic outcomes. 
Japanese pupils achieved top scores in mathematics, reading and science in 
all PISA rounds, and socio-economic background mattered less for 
academic performance than in most other OECD countries. Pupils tend to 
face high academic expectations, and many take extra classes at private 
tutoring schools in the afternoon to boost their chances of being admitted to 
a prestigious high school and university. Educational reforms and shrinking 
cohort sizes have, however, mitigated the pressure on students. 

Japan does well at ensuring that all young people leave the education 
system with a qualification. Fewer than 6% of all young people do not 
obtain an upper-secondary degree – one of the lowest rates across OECD 
countries. While the share of futōkō students – young people who miss 
school for more than 30 days in an academic year – has doubled since the 
early 1990s, non-attendance remains low in international comparison. A 
challenge for Japan is to ensure adequate learning options for young people 
who cannot attend mainstream schools for personal, social or health reasons. 

Vocational training in Japan is traditionally provided on-the-job by 
employers, who recruit high school graduates through a strictly regulated 
procedure involving schools and the public employment service 
Hello Work (HW). This procedure has proven highly successful: nearly 98% 
of high school graduates who chose to enter the labour market were placed 
with an employer by the end of the 2015-16 academic year. The model of 
employer-provided on-the-job training is becoming less viable, however, as 
employers increasingly hire temporary workers and as the share of workers 
who remain with their employers for life is declining. 

NEETs in Japan can rely on a comprehensive system of social and 
employment support. HW provides targeted services for young jobseekers, 
including recently graduated students, through specialised front offices; so-
called Job Cafés offer career orientation and counselling in a non-formal 
setting; 160 Regional Youth Support Stations (RYSS) help NEETs who are 
not yet job-ready develop a career plan and overcome their employment 
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barriers. Staff at these institutions have moderate to low caseloads allowing 
them to engage closely with their users and provide personalised support. 
Community Hikikomori Support Centres provide counselling and other 
support to young people living in social withdrawal and their families. 

Non-governmental providers play an important role in delivering social 
services – and to a lesser degree employment services – for NEETs. While 
the government uses tendering procedures to select these providers, the 
competition for tendering contracts tends to be weak and compensation is 
usually not strongly performance-based. 

Only limited income support is available to young jobseekers. 
Unemployed youth with a contribution record of at least 12 months are 
entitled to relatively generous unemployment benefits, and those who lose 
their job because their fixed-term contract is not renewed only need to have 
contributed for six months. Young jobseekers typically receive benefits for 
only three months, however, and only 15% of jobseekers in their 20s are 
covered. Young people in low-income households are in principle entitled to 
mean-tested public assistance. Only around 0.5% of all young people 
receive such benefits, however, as welfare offices primarily support seniors 
and persons with low work capacity. The Japanese youth poverty rate is 
consequently among the highest across OECD countries, at nearly 20% 
among 18-25 year-olds. This is higher than for seniors, children or other 
working-age persons. 

Key policy recommendations 

• Improve the identification of at-risk youth by systematically sharing 
student attendance data between schools and education authorities.  

• Ensure the provision of adequate learning options for students of 
compulsory-schooling age who struggle in mainstream schooling by 
expanding special programmes for futōkō students and by regulating 
the role of Free Schools.  

• Establish clear follow-up procedures for students who leave school 
without upper-secondary qualification to ensure that they receive 
social and employment support quickly.  

• Strengthen work-based learning in upper-secondary education by 
introducing minimum requirements for practical training 
components, regulating contents and assessment procedures and 
promoting a closer co-operation of educational institutions and 
companies.  
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• Improve social service outreach by strengthening collaboration and 
information-sharing with schools, for instance by permitting and 
promoting a more visible RYSS presence at schools.  

• Enhance co-ordination and information exchange between Job Cafés 
and HW to avoid service duplication, and ensure that municipal 
welfare offices refer all employable users to HW for job search 
support and placement.  

• Improve access to childcare to raise labour market participation of 
young women. 

• Strengthen performance-related components in the selection and 
compensation of non-governmental employment and social service 
providers. 

• Test small-scale start-up subsidies for young jobseekers with 
entrepreneurial potential.  

• Establish or strengthen procedures for a systematic follow-up of 
RYSS or HW users after programme completion or job placement.  

• Introduce procedures that allow for a systematic and rigorous 
evaluation of employment and social programme impacts.  
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Assessment and policy options 

Japan faces the challenge of a shrinking and rapidly ageing population. 
After decades of rapid growth, the size of Japan’s population started 
declining in 2010, and it is projected to fall by almost 25% by 2050. The 
median age of the population is expected to rise to 53 years. Decades of low 
fertility and greater longevity have been the main causes for this process. 
Limited immigration is another contributing factor. 

The demographic transition is a drag on economic growth. As Japan’s 
shrinking working-age population needs to support a growing number of 
non-working seniors, productivity increases observed since the early 1990s 
have failed to translate into a corresponding rise in per-capita living 
standards – a trend that is going to accelerate over the next decades. To 
secure rising economic prosperity, it is vital that Japan pursue policies that 
promote labour force participation and increase the productivity of its 
workforce. Young people are a group for whom participation rates are 
comparatively low by international standards. In light of the enormous 
demographic challenge, Japan needs to remove obstacles to labour market 
participation and reduce unstable employment among young people so as 
not to leave part of its talent potential untapped. 

How do Japanese young people fare in the labour market? 

Young people in Japan have been much less affected by the Great 
Recession than their peers in other OECD countries. The youth employment 
rate declined by a modest two percentage points over the course of the crisis 
and has already returned to pre-crisis levels. At 55%, it stood above the 
OECD average among 15-29 year-olds in 2015, though it is below the rates 
of the best-performing countries in Northern and Western Europe as few 
young people in Japan combine education and work. In absolute terms, 
youth employment has dropped by about 1.5 million since 2007, but nearly 
this entire decline reflects the shrinking youth population. 

An increasing share of young workers in Japan work on non-regular 
contracts – 43% of all employed 15-29 year-olds out of education in 2014. 
Non-regular workers enjoy less job security, are paid significantly less and 
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are not as well covered by social protection. They are also cut off from 
within-firm career paths and therefore have fewer opportunities for firm-
provided training and promotions. Women and those without tertiary 
education are most likely to be affected – among young women with at most 
upper-secondary education fewer than half had secured a regular position in 
2014.  

Real hourly wages have stagnated and even declined for many workers 
in Japan over the past 15 years, a development linked to persistent low 
labour productivity. Women’s wages were more stable than men’s such that 
the gender wage gap decreased over this period, though it remains the third-
highest across OECD countries. Differences in wages and earnings between 
young and prime-age workers are bigger in Japan than in other countries, 
caused by a pay system that traditionally rewards seniority within the firm. 
Full-time working Japanese men in their early fifties earn 57% more than 
their early-thirties counterparts, compared to 42% in Korea and 36% in the 
United States. The picture is less pronounced for women, who are less likely 
to be regular employees. Non-regular workers in their early twenties make 
15-20% less than their peers on permanent contracts, even after accounting 
for educational attainment. This difference increases with age, as non-
regular employers do not benefit from seniority pay. 

Who are the NEETs, and what are the risk factors? 

The fraction of 15-29 year-olds who are Not in Employment, Education 
or Training (the “NEET rate”) in Japan has been declining over the past 
decade, apart from a short increase during the Great Recession. At 10.1%, it 
was below the OECD average of 14.7% in 2015, but still higher than the 
rates in the best-performing countries in Northern and Western Europe. 
More than two-thirds of the 1.7 million NEETs in Japan are inactive, i.e. not 
actively looking for work.  

The main reason for high inactivity in Japan is that many women in their 
late twenties withdraw from the labour force to care for children. Both the 
employment rate of mothers with young children and the share of children 
enrolled in formal childcare are below the OECD average. This likely 
reflects both institutional and cultural factors: childcare costs are 
comparatively high and there are long waiting lists in many places. Close to 
20% of 18-34 year-old unmarried women moreover aspire to be full-time 
housewives – nearly the same share as one decade ago. Consequently, there 
is a pronounced gender gap in NEET rates, with young women being 70% 
more likely to be NEET than men. This is one of the highest differentials 
across the OECD and significantly above the gap of 40% observed in the 
OECD on average. NEET women spend substantially more time than NEET 
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men on unpaid work, such as housework and caring for children and adults 
(6 vs. 1 hour(s) per day on average) and they have only half as much leisure 
time (4.5 vs. 9 hours).  

Educational attainment and skills in numeracy or literacy are generally 
important determinants of a young person’s risk of being NEET, but the 
relationship is weaker in Japan than in most other OECD countries. A 
comparatively high share of NEETs in Japan – over one third – even have a 
tertiary qualification, and among tertiary educated young people in their 
late twenties, the NEET rate in Japan matches that for tertiary graduates in 
the OECD on average. Young people with a tertiary qualification are less 
likely than other young people to be NEETs for multiple years, however.  

The phenomenon of the hikikomori – young people who live in an acute 
state of social withdrawal – represents a serious challenge. They have given 
up personal relationships with anyone outside of their immediate family 
rarely leaving their home, or even their room, for a period of at least six 
months – but in many cases much longer. Estimates suggest that there were 
about 320 000 hikikomori among 15-29 year-olds in 2015; two thirds of the 
hikikomori below 40 are men. The majority of inactive NEET men and over 
one quarter of all inactive NEETs are hikikomori. The implications are 
severe, as many hikikomori will require intensive assistance over a long time 
period to find their way back into society and education or work, yet are 
difficult to identify and reach through social services.  

The study of NEET patterns over time shows that 24% of Japanese 
young people in their twenties are NEET at least once over a four-year 
period – and about half of them are NEET several years. Women, young 
people with less than tertiary education and those with ill health are over-
represented among the long-term NEETs. 

Income support and poverty 

While the principal goal of public policies for disadvantaged young 
people must be to help them on the path to self-sufficiency, those on low 
incomes – especially the NEETs – may require support to avoid poverty.  

The Japanese income support system for jobseekers has traditionally had 
a two-tiered structure:  

• Earnings-related unemployment benefits (UB) are available for 
young jobseekers with a contribution record of at least twelve 
months. Young people who lose their job because their fixed-term 
contract is not renewed only need to have contributed for six months. 
UB payments are relatively generous: in the initial phase of 
unemployment, a young person with previous earnings at 50% of 
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the average wage receives nearly 80% of his earlier income in 
benefits, and payments remain comparatively generous also for 
higher previous earnings. The maximum duration of benefit 
payments is generally short, however, at only three months – less 
than in most OECD countries.  

• Persons in low-income households, including those without 
UB entitlements, can apply for time-unlimited, means-tested public 
assistance (PA). PA benefits are relatively generous and high 
enough to lift recipient households out of poverty. 

To strengthen the support for jobseekers without UB entitlements, Japan 
recently introduced two new support schemes between the “first-tier” UB 
and the “last-resort” PA: the Support System for Jobseekers pays an 
allowance to unemployed persons without UB entitlements who participate 
in training; the Support System for the Self-Reliance of the Poor provides 
consultation services and job search support for “needy” households and 
temporarily covers rent payments for those affected by recent job loss. 

Only very few young people in Japan receive income support, however. 
A small 0.6%-share of all 20-to-29 year-olds received UB in a given month 
in 2014. This reflects the low share of unemployed among NEETs, but also 
weak coverage as only around 15% of all young jobseekers receive UB. 
Even fewer young people live in households that receive PA, as welfare 
offices primarily support seniors and persons with low work capacity. Little 
evidence exists on young people’s living arrangements, and in particular on 
the share of NEETs who live with their parents or a partner with income. 
Many unemployed young people, however, likely rely on families and 
informal networks for income support.  

Youth poverty rates are high – a likely consequence of the low benefit 
coverage among young people. Nearly 20% of 18-25 year-olds lived on 
incomes below the poverty line in 2012 – one of the highest rates across 
OECD countries and a greater share than among seniors, children or 
working-age persons. More generally, the Japanese tax-benefit system does 
little to reduce the risk of poverty of low-income households, and it 
redistributes incomes from the young to the seniors. 

Raising school completion rates and providing high-quality 
professional training 

The Japanese education system produces exceptional academic 
outcomes. Japanese pupils achieved excellent scores in mathematics, 
reading and science in all PISA rounds, and socio-economic background 
matters less for academic performance than in most other OECD countries. 



ASSESSMENT AND POLICY OPTIONS – 15 
 
 

INVESTING IN YOUTH: JAPAN - OECD REVIEW ON NEETS © OECD 2017 

The share of young people who attain a tertiary qualification is the second-
highest across OECD countries, and Japanese adults were the best 
performers in numeracy and literacy in the PIAAC Survey of Adult Skills. 
Students tend to face high academic expectations, and many take extra 
classes at private tutoring schools in the afternoon to boost their chances of 
being admitted to a prestigious high school and university. Educational 
reforms and shrinking cohort sizes have, however, mitigated the pressure on 
students. 

Japan does well at ensuring that young people leave the education 
system with a qualification. Nearly all young people enrol in upper-
secondary programmes, and programme drop-out has declined since the 
early 1990s. Fewer than 6% of young people do not obtain an upper-
secondary degree – one of the lowest rates across OECD countries. While 
the share of futōkō students – young people who miss school for more than 
30 days in an academic year – has doubled since the early 1990s, non-
attendance remains low in international comparison.  

A challenge for Japan is to ensure the provision of adequate learning 
options for young people who cannot attend mainstream schools for 
personal, social or health reasons: a few mainstream schools offer 
programmes specifically for futōkō students; public Education Support 
Centres (ESCs) provide subject teaching and counselling to help futōkō 
students return to mainstream schools but are not meant as alternatives to 
such schools; some futōkō students attend private Free Schools, which may 
co-operate with schools and ESCs, but which operate outside the formal 
education system and are neither accredited nor supervised by the 
government. Only a small share of futōkō students benefit from these offers. 

Vocational training in Japan is traditionally provided on-the-job by 
employers, who recruit high school graduates in a strictly regulated 
procedure involving schools and the public employment service 
Hello Work (HW). This procedure is very successful: nearly 98% of high 
school graduates who chose to enter the labour market were placed with an 
employer by the end of the 2015-16 academic year. The model of employer-
provided on-the-job training is becoming less viable, however, as employers 
increasingly hire temporary workers and as the share of workers who remain 
with their employers for life is declining. And while Japan’s post-secondary 
VET system – with the prestigious kōsen – is considered a best practice in 
many respects, vocational upper-secondary education plays a lesser role. 
Vocational high school programmes give graduates access to tertiary 
education, but are generally perceived as less attractive, and enrolment rates 
are among the lowest across OECD countries. 
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Social services for young people of schooling age are provided primarily 
at schools through a network of counsellors and social workers. Outside of 
schools, Regional Youth Support Stations (RYSS) deliver counselling and 
employment support to highly disadvantaged young people who are out of 
education or training. The co-operation of schools and the RYSS has been 
weakened, however, by a government decision made in 2013 to terminate 
RYSS support for at-risk students, focusing support instead on out-of-school 
youth. 

Japan could further strengthen the support for disadvantaged young people 
on their transition from school to work along the following dimensions: 

Strengthen educational and social support for at-risk students 

• Share information on school non-attendance: Schools are required to 
monitor student attendance, but these data are generally not 
systematically transmitted to the prefectural or municipal authorities. 
Stronger information-sharing requirements could help education 
authorities ensure that non-attendance is adequately dealt with. 

• Improve the collaboration of schools and social services: At-risk 
young people benefit from an extensive network of social services 
provided in and out of school through the municipalities or the 
RYSS. Co-ordination between these different actors is often weak, 
however. Better information-sharing between schools and social 
service providers could help ensure that at-risk students receive 
social support quickly. This may include mandating the RYSS to 
again provide services to students with social problems, and 
strengthening the presence of RYSS at schools.  

• Ensure the provision of diverse learning options: Few options exist 
for students of compulsory-schooling age who struggle in 
mainstream schooling. Japan should consider expanding those 
options by permitting more schools to offer special programmes for 
futōkō students and by improving educational authorities’ co-
operation with, and regulation of, private Free Schools. 

• Follow-up on high school drop-outs: Few young people leave 
school without upper-secondary qualification. But in cases where a 
young person does drop out of high school, authorities are currently 
not required to follow up. To further reduce early school leaving, 
Japan should consider mandating educational authorities or social 
services to reach out to all young people who leave school without a 
high school degree to assess their needs, ensure that they receive the 
necessary social or health support, and attempt to re-connect them 
with school quickly. 
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Make upper-secondary vocational education more attractive  

• Strengthen work-based training: Upper-secondary vocational 
education in Japan mostly happens in schools, and work-based 
components are largely unregulated. Relevant work-based training 
can greatly contribute to raising the attractiveness of vocational 
education programmes, however, in particular for students who do 
not wish to pursue higher education. Japan should consider giving 
greater weight to work-based learning in upper-secondary education 
by introducing minimum requirements for practical training 
components, regulating contents and assessment procedures and 
promoting a closer co-operation of educational institutions and 
companies.  

Guaranteeing employment or training options for NEETs in Japan 

Japan operates a comprehensive system of social and employment 
support for NEETs. HW provides targeted services for young jobseekers, 
including recently graduated students, through specialised front offices; 
so-called Job Cafés offer career orientation and counselling in a non-formal 
setting; 160 RYSS help NEETs who are not yet job-ready develop a career 
plan and overcome their employment barriers. Staff at these institutions 
have moderate to low caseloads allowing them to engage closely with their 
users and provide personalised support. Community Hikikomori Support 
Centres provide counselling and other support to young people living in 
social withdrawal and their families.  

Non-governmental providers play an important role for delivering social 
services – and to a lesser degree of employment services – for NEETs. 
While the government uses tendering procedures to select these providers, 
the competition for tendering contracts tends to be weak and compensation 
is usually not strongly based on performance. The private providers 
operating Job Cafés, for instance, are paid on a cost basis irrespective of 
whether their users later successfully find employment.  

HW currently relies primarily on job search assistance and counselling, 
hiring subsidies and vocational training to help young jobseekers find work. 
International empirical evidence suggests that these types of interventions 
are indeed most suited to help even disadvantaged young jobseekers find 
work. Only little is known, however, about the actual impact of Japanese 
programmes for NEETs on participants’ social outcomes, employment or 
incomes. Spending on labour market programmes is moreover lower than in 
most other OECD countries. 
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Japan could further strengthen the support for NEETs along the 
following dimensions: 

Ensure that inactive NEETs are connected quickly 

• Expand outreach of social services: The RYSS provide high-quality 
support for NEETs with special barriers to employment, and 
Community Hikikomori Support Centres are a vital first contact point 
for families affected by social withdrawal. The RYSS and – at least in 
some municipalities – also the Community Hikikomori Support 
Centres engage in relatively little direct outreach, however, relying 
instead mostly on (self-)referrals to get in touch with their users. Japan 
could ensure that inactive NEETs are contacted by social services 
more quickly by strengthening “street outreach” and promoting closer 
collaboration and information exchange with schools.  

• Improve access to childcare to raise labour market participation of 
young women: Families with small children often face long waiting 
times for a place in childcare and the costs are relatively high by 
OECD standards. Many Japanese young women in their twenties 
therefore withdraw from the labour force upon childbirth. By 
promoting access to childcare and making it more affordable, Japan 
could reduce the gender gap in NEET rates – currently one of the 
largest across OECD countries.  

Raise the efficiency of service delivery 

• Improve co-ordination and information exchange between 
employment service providers: Different institutions provide 
employment support to NEETs, but co-ordination and data exchange 
between these actors tends to be weak. Japan could increase the 
quality and efficiency of service delivery and reduce service 
duplication by promoting a stronger co-operation. Job Cafés could 
collaborate more closely with HW, ideally by setting up offices in 
the same location. This would allow strengthening operations at the 
local level. Municipal Offices for Health and Welfare could more 
systematically refer at-risk young people who are employable to 
HW rather than to provide employment services directly. 

• Strengthen the incentives for non-governmental service providers: 
Job Cafés, the RYSS and, in some cases, Community Hikikomori 
Support Centres are all either operated by non-governmental 
providers or partly rely on such providers for their service delivery. 
While public authorities use tendering procedures to select 
providers, the competition for contracts tends to be weak and 
compensation is usually not strongly performance-based. Japan 



ASSESSMENT AND POLICY OPTIONS – 19 
 
 

INVESTING IN YOUTH: JAPAN - OECD REVIEW ON NEETS © OECD 2017 

could increase the quality and reduce the cost of service delivery by 
linking provider selection and compensation more explicitly to 
clearly specified performance indicators, lengthening contract 
durations from currently mostly one year and encouraging 
participation by large national providers and for-profit companies. 

Promote sustainable transitions into employment 

• Intensify and broaden the labour market programmes available to 
young jobseekers: HW relies primarily on job search assistance and 
counselling, hiring subsidies and vocational training to help young 
people find employment, but few jobseekers participate in such 
programmes. Japan should consider expanding active programme 
participation among young jobseekers, in particular for longer 
training programmes that can be very effective for promoting 
regular employment. HW should also consider testing small-scale 
start-up subsidies for young jobseekers with entrepreneurial 
potential – a programme type that has proven effective in other 
countries. The impact of public-work schemes on participants’ 
pathways should be evaluated, and these programmes targeted only 
to very disadvantaged youth. Disadvantaged young parents who find 
work could benefit from specific support to reduce the cost of 
institutionalised childcare. 

• Establish or strengthen procedures for systematic follow-up: 
Jobseekers who have participated in a programme or found work may 
require continued support to avoid slipping back into unemployment 
or inactivity, especially if they have a history of social or health 
problems. Social and employment services in Japan do not, however, 
systematically follow up on their former users. To ensure that positive 
programme effects endure over the long term, Japan should consider 
introducing formalised follow-up requirements with dedicated 
financial resources for service providers such as HW and increase 
existing resources in case of the RYSS.  

• Rigorously evaluate programme impacts: Helping disadvantaged 
young people return to education or find work can be difficult and 
costly, and limited resources should be directed to those 
programmes that have the largest impact. Japan currently does not, 
however, systematically evaluate the impact of labour market and 
social programmes on participants’ outcomes. To increase the 
effectiveness of support, Japan should systematically collect 
outcome data for programme participants, introduce evaluation 
requirements in programme funding contracts and share anonymised 
administrative data with researchers for evaluation purposes. 
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序文 

「若年層のための OECD 行動計画」で強調されているように、

労働市場への若者の有意義な関与は、若者自身の個人的な経済的

展望や幸福のみならず、全体的な経済成長と社会的団結のために

も決定的に重要である。そのため、若者への投資は日本を含めた

全ての国において政策優先度の高い取組であり、教育制度と労働

市場制度が共に適切に機能するよう、一致した行動をとる必要が

ある。 

 2013 年 5 月の「若年層のための OECD 行動計画」を策定した

後、OECD は、国レベルまた地域レベルにおいて同計画の包括的

な政策を実行し、かつ若者の雇用成果を改善するための政策経験

を共有できる機会を提供するため、各国と緊密に協働してきた。 

この取組は、若者の労働市場や職業訓練についての OECD に

よる広範な各国レビュー（「若者ための仕事」、「仕事に向けた

学習」、「学校を超えたスキル」）、及び OECD スキル戦略に

基づくものである。 

日本に関する本報告書は、若者の雇用、社会的支援、スキル

に関する OECD の専門知識を基に策定した「若者への投資」の

新シリーズの７カ国目となる。このシリーズは、OECD 加盟国、

OECD 加盟審査手続き中の国、新興国を対象としている。本報告

書は、日本の不利な状況に置かれている若者の状況についての調

査や行政で収集されるデータといった様々な出典を活用し、包括

的な統計分析から新たな結果を提示した。また、国際比較の観点

から日本の若者の労働市場と教育制度についての詳細な分析結果

を示すととともに、学校から仕事への移行を改善する一助として

実情に則した提言を行っている。加えて、若者のスキルとその雇

用成果を高めるために日本が導入した革新的な措置について、各

国が学ぶことができる機会を提供している。このレビューに関す
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る追加情報は、OECD のウェブページ（http://oe.cd/youth-japan）
に掲載されている。 

本報告書に係る作業は主に、雇用労働社会問題局（ELS）社

会政策課で行われ、Monika Queisser（社会政策課長）の監督のも

と、Stéphane Carcillo、Raphaela Hyee、Sebastian Königs により執

筆された。Pierre Cahuc（エコール・ポリテクニーク）、Yawen 
Sun（一橋大学）はコンサルタントとして貢献し、Adrian Ochs と
領五有希が研究の助言と支援を提供した。本報告書は、Stefano 
Scarpetta（雇用労働社会問題局長）及び、OECD 経済総局と教

育・スキル局の職員からの有意義な数多くのコメントより有益な

示唆を受けている。 
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概 要 

日本は少子高齢化と限定的な外国人受入れのため、人口の減少と

急速な高齢化という課題に直面している。将来の経済的繁栄を確保

するために、日本は労働参加を促進し労働生産性を高める政策を進

める必要がある。これには若者が直面する失業と不安定な雇用に取

り組む施策を含めなければならない。 

他の OECD 諸国の若者と比べ、日本の若者への世界経済危機の

影響ははるかに小さかったが、重要な課題は残っている。 

• 若者人口の減少の結果として、働いている若者の人数は 2007 年

から約 150 万人減少している。働いている若者の半数が非正規

雇用であり、1990 年代初めの 2 倍以上である。このような若者

の職の安定はより少なく、賃金はより低く、社会的保護もより

少なくなっている。 

• 2015 年の雇用、教育又は訓練に従事していないニートの若者の

割合は 10.1％であり、人数にして 170 万人である。この割合は

過去 10 年で減少したが、2015 年時点で OECD 加盟国で最も実

績の良い国々より高い割合である（OECD 平均は 14.7％）｡20
代の日本の若者 4 人に 1 人は 4 年間で少なくとも一度はニート

になっている。そして、その約半数が複数年においてニートで

あった。日本のニートの 3 分の 2 以上が非活動、すなわち積極

的に仕事を探していない状態である。 

• 20 代後半の女性の多くが育児のために労働市場から退くため、

ニート率における男女差は他の OECD 加盟国より日本において

より顕著である。これは保育施設へのアクセスと費用の手頃さ

が限定的であることが理由である可能性がある。さらに多くの

若い女性が専業主婦としての生活を希望しているとの調査結果

もある。 

• 30 歳未満の若者の推計 32 万人（この年齢グループの約 1.8％）

が深刻な社会的離脱―いわゆるひきこもり－の状態で暮らして
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いる。彼等はめったに家から、時には部屋からも、出ること無

く、最も身近な家族以外の誰とも個人的な関係を持とうとしな

い。このような期間は少なくとも 6 か月、多くの場合より長く

続く。彼等の多くが、社会や教育、仕事に戻る道を見つけるに

は長期の集中的な支援を必要とするが、ひきこもっているため、

社会的サービスによって手を差し伸べるのは非常に困難である。 

日本ではニート状態と学歴やスキルの関連は OECD 諸国と比べて

少ない。日本のニートの 3 分の 1 以上が高等教育修了資格さえ保持

している。 

日本の教育制度は素晴らしい教育成果を生んでいる。日本の子ど

も達は全ての回の PISA（OECD 生徒の学習到達度調査）の数学的リ

テラシー、読解力、科学リテラシーにおいて上位の成績を修めてお

り、社会経済的な背景が教育成果に与える影響は他の OECD 諸国と

比べて少ない。生徒は高い学業的期待に直面する傾向があり、有名

な高等学校や大学に入学する機会を増やすために、多くの生徒は放

課後に塾で追加の授業を受けている。しかし、教育改革や少子化に

より、生徒へのプレッシャーは軽減されている。 

日本は全ての若者が教育の修了資格を得て教育を終えることを確

保するという点に関して良くやっている。後期中等教育資格を得な

い若者は 6％未満であり、これは OECD 諸国で最も割合が低いうち

に入る。不登校児童生徒－年間の欠席日数が 30 日以上の者－の割合

は 1990 年初めから比べて倍増しているが、国際的にみると欠席は依

然として少ない。日本にとっての課題は、心理的、情緒的、社会的、

身体的な理由で正規の学校への登校が困難な若者に多様な教育機会

を確保することである。 

職業訓練は日本では伝統的に雇用主によって OJT の形で提供さ

れてきた。雇用主は学校と公共雇用サービスであるハローワークが

関与した明確に定められた手続きを経て高校の卒業生を採用する。

この手続きは成功率が高いことが実証されている。2015 年度末には

就職を選択した高校卒業生のうち 98％近くが就職している。しかし、

雇用主が非正規雇用を増やし、終生同じ雇用主のもとで働く労働者

の割合が減るにつれ、雇用主による OJT 訓練モデルの存続可能性が

低くなりつつある。 

日本のニートは社会的支援と雇用支援の総合的制度を活用するこ

とができる。ハローワークは最近卒業した既卒者を含む若い求職者

に対象を絞った支援を、それに特化した窓口となる施設を通して提
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供している。いわゆるジョブカフェでは、キャリアの指導と相談を

気軽な雰囲気で受けられる。160 か所の地域若者サポートステーショ

ンは仕事につく準備が出来ていないニートのキャリア計画の作成や

雇用への障壁を克服するための支援を行っている。これらの機関で

支援に従事する者の取扱件数は、通常、利用者と緊密に関わり、個

別の支援を行うことができるよう、比較的少ない件数となっている。

ひきこもり地域支援センターは社会的ひきこもりの若者や家族に対

して相談やその他の支援を提供している。 

ニートへの社会的サービスの提供において、非政府の提供者は重

要な役割を果たしている。また雇用サービスにおいてもそれよりは

少ない程度だが役割を果たしている。政府は提供者の選定に入札を

行っているが、入札の競争は激しくなく、委託費は通常、強く業績

ベースとなってはいない。 

若い求職者が利用できるのは限られた所得支援だけである。雇用

保険の被保険者期間が 12 か月以上ある若年失業者は比較的手厚い失

業手当の受給資格を得られ、有期契約の雇い止めにより離職した者

は 6 か月以上の雇用保険の被保険者期間があれば、失業手当の受給

資格が得られる。しかし、給付期間は 3 か月が一般的で、20 代の求

職者の 15％のみが失業給付を受給している。低所得世帯の若者は原

則として資産要件のある生活保護の受給資格がある。しかし、福祉

事務所は高齢者と働く能力の低い人々を主に支援しているため、若

者の約 0.5％のみが生活保護を受けている。結果として日本の若者の

貧困率は OECD 諸国でも高い方に入り、18 歳から 25 歳の 20％近く

に達する。これは高齢者や子どもや他の生産年齢の人々より高い。 

主な政策提言 

• 児童生徒の出欠状況を学校と行政の教育担当者との間で共有

する体制を整えることでリスクを抱えた若者の把握を向上さ

せる。 

• 義務教育年齢の児童生徒で正規の教育の中で困難を経験して

いる者に対して、不登校児童生徒のための特別の教育課程の

拡大やフリースクールの役割への規制によって、多様な教育

機会を確保する。 

• 後期中等教育資格を得ずに学業を離れた生徒に対し明確なフ

ォローアップ制度を確立し、彼等が社会的支援や雇用支援を

迅速に受けられることを確実にする。 
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• 実践的な訓練要素の最低要件を導入し、内容と評価手順を管

理し、教育機関と企業の密接な連携を促進することによって

後期中等教育での実践ベースの学習を強化する。 

• 学校との連携と情報共有の強化、例えば学校での地域若者サ

ポートステーションの存在をより目に見えるものにすること

を許可し促進することを通して、社会的サービスのアウトリ

ーチを改善する。 

• サービスの重複を避けるためにジョブカフェとハローワーク

の連携と情報共有を強化する。また、自治体の福祉事務所が

就職可能な利用者を全てハローワークに誘導し、求職支援と

就職のあっせんを受けられることを確実にする。 

• 若い女性の労働参加率を上げるため保育へのアクセスを改善

する。 

• 雇用サービスや社会的サービスを提供する非政府の受託者の

選定と委託費の決定に際して成果をより踏まえたものとする。 

• 起業の可能性を持つ若い求職者に対する小規模の起業補助金

制度を試行する。 

• 地域若者サポートステーションやハローワークの利用者のプ

ログラム終了後や就職後のフォローアップを行う制度を確立

又は強化する。 

• 雇用プログラムや社会プログラムの効果の堅固で体系的な評

価を可能にする手順を導入する。 

 

 

 

注：本報告書におけるニートの定義は、以下のとおり日本における定

義とは異なっている。 
本報告書における定義：雇用・教育・訓練のいずれも受けていない若

者（15 歳から 29 歳）。求職活動を行っている（Active）者と、非求職

／非希望型（Inactive）の者を含む。 
日本における定義：15 歳から 34 歳で、非労働力人口のうち家事も通学

もしていない者。 
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評価と政策提言 

日本は人口の縮小と急激な高齢化という課題に直面している。数

十年の急成長の後、日本の人口は 2010 年から減少し始め、2050 年ま

でに 25％近く減少すると予測されている。人口の年齢の中央値は 53
歳まで上昇すると予測されている。何十年も続く少子高齢化がその

主な原因である。限定的な外国人受入れはもう一つの要因である。 

人口動態の変化は経済成長の足かせとなる。日本では減少してい

る生産年齢人口が働いていない高齢者を支える必要があるため、

1990 年代初頭から観察された生産性の向上が一人あたりの生活水準

の向上に結びついていない。この傾向は今後数十年より加速する。

経済成長を確保するには、日本が労働参加を促進し、生産性を上げ

る政策を進めることは不可欠である。若者は、国際的に見て労働参

加率が相対的に低いグループである。人口動態の問題の大きさに鑑

み、日本は若者が直面する雇用への障壁を取り除き、不安定な雇用

を減らすことで、その能力の一部が手つかずで放置されないように

する必要がある。 

日本の若者は労働市場でどうしているか？ 

日本の若者が受けた世界経済危機の影響は他の OECD 加盟国の

若者への影響と比べるとはるかに少ない。危機前後での就業率の低

下はわずかに 2％ポイントであり、現在既に危機前の水準まで回復し

ている。15-29 歳の日本の若者の就業率は 2015 年に 55％であり、

OECD 平均は上回っているが北欧や西ヨーロッパの最も就業率の高

い国々より劣っている。これは勉強と仕事を両立させる若者が日本

にはほとんどいないことを反映している。絶対数では、若者の雇用

は 2007 年以降、150 万人減少している。この減少のほとんどは若者

人口の減少が原因である。 

日本では非正規雇用で働く若者の割合が増加している。2014 年

には教育を終えて働く 15-29 歳の若者の 43％が非正規雇用である。
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非正規雇用は仕事が安定せず、賃金も低く、社会保障制度でカバー

されない。また企業内のキャリアパスから切り離されているため企

業が提供する訓練を受けたり、昇進する機会も少ない。女性と高等

教育を受けていない者が最も影響を受けやすい。最終学歴が後期中

等教育修了以下の女性のうち正規雇用に就けたのは 2014 年には全体

の半分以下であった。 

日本では多くの労働者の 1 時間あたりの実質賃金が過去 15 年間ほ

とんど増加していないか、減少している。これは労働生産性が長ら

く低いままであることと関係している。女性の賃金は男性と比べて

安定しており、賃金の男女差は OECD 諸国の中で 3 番目に大きいも

のの、この間に縮小した。若年・壮年間の賃金及び所得の格差は他

国と比べて大きい。これは年功序列による伝統的な賃金制度が原因

である。日本では 50 代前半の正規雇用労働者は 30 代前半の正規雇

用労働者より 57％高い所得を得ているのに対し、韓国では 42％、米

国では 36％である。正規雇用の割合が低い女性ではこの差はそれほ

ど明らかではない。20 代前半の非正規雇用労働者の場合、学歴を計

算に入れても正規雇用労働者の賃金と 15-20％の開きがある。非正規

労働者は年功序列の賃金システムの恩恵を受けないため、賃金格差

は年齢と共に大きくなる。 

誰が NEET であり、NEET になるリスク要因は何か？ 

日本の雇用、教育、訓練に従事していない 15-29 歳の若者の割合

（ニート率）は、世界経済危機時の短い上昇を除いて、過去 10 年に

わたり減少している。2015 年には 10.1％で OECD 平均の 14.7％より

低いが、北欧や西欧の最も実績の良い国に比べると高い。日本のニ

ートのうち 3 分の 2 は非活動、すなわち、求職活動をしていない。 

日本において非活動型の割合が高い主な理由は、多くの女性が

20 代後半で子どもを世話するために労働力から撤退しているからで

ある。幼児を持つ母親の就業率と正規の保育を受けた子供の割合は、

OECD 平均以下である。これは制度的要因と文化的要因の両方を反

映している可能性が高い。保育費用は比較的高く、多くの場所で長

い待機リストがある。18〜34 歳の未婚女性の 20％近くが専業主婦に

なることを強く希望しており、これは 10 年前とほぼ同じ割合である。

結果として、ニート率の男女格差が大きく、若い女性は男性よりも

ニートになる可能性が 70％高い。これは OECD 諸国で最も差が大き

いうちに入り、OECD 平均の差である 40％をはるかに上回っている。

ニートの女性はニートの男性に比べてかなり多くの時間を、家事や
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子どもの世話、家族の世話を含む無償の労働に費やしており（女性

が 1 日平均 6 時間に対し男性は 1 時間）、娯楽の時間は半分しかな

い（女性が 4.5 時間に対し男性は 9 時間）。  

教育の達成度と読み書きや計算の能力は、若者がニートになるリ

スクを決める重要な要素であるが、他の多くの OECD 諸国に比べて

日本においてはその関係性が弱い。日本のニートは比較的高い割合

（3 分の 1 以上）で高等教育を修了しており、20 代後半の高等教育

を修了している若者の間では、日本のニート率は OECD 平均に匹敵

する。しかし、高等教育修了資格を持つ若者は、他の若者よりも複

数年に渡りニートである可能性は低い。  

社会的に離脱した深刻な状態にあるひきこもりの若者の現象は、

大きな課題である。彼らは、6 か月以上（実際は多くの場合さらに長

い期間）、最も近い家族以外の誰とも個人的な関係を持とうとせず、

自らの家や部屋からほとんど出ない。2015 年の推計によれば 15-29
歳において約 32 万人のひきこもりがおり、40 歳未満のひきこもりの

3 分の 2 が男性である。非活動型のニートの男性の大部分と、全ての

非活動型のニートの 4 分の 1 以上は、ひきこもりである。多くのひ

きこもりは、社会や教育、仕事に戻る道筋を見つけるために長い時

間をかけた集中的な支援を必要としており、また社会的サービスを

通じて彼らを特定し、手を差し伸べることは難しいため、その意味

は深刻である。 

ニートになるパターンの研究は、20 代の若者の 24％が 4 年の間

に一度はニートの状態になったことがあり、その約半数は数年に渡

ってニートであることを示している。女性、高等教育を受けていな

い若者、及び健康を害している若者は、長期に渡ってニートである

者の中でよく見られる。 

所得支援と貧困 

恵まれない若者に対する公共政策の主な目標は、彼らが自立でき

るように助けることでなければならないが、低所得者、特にニート

は貧困に陥らないために支援を必要とするだろう。 

求職者のための日本の所得支援システムは、伝統的に 2 段階の構

造を持っていた。 

• 12 か月以上の被保険者期間のある若年求職者は、離職前の賃金

に応じた水準の失業給付（UB）を利用できる。有期契約の雇い
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止めにより離職した者は被保険者期間が 6 か月以上あれば失業

給付を受給できる。失業給付の水準は比較的高く、離職前の賃

金が平均賃金の 50％であった者は、離職前の賃金の約 80％を

失業給付として受け取ることができる。しかし、最長の給付期

間は一般的に 3 か月で短く、ほとんどの OECD 諸国よりも短い。 

• 失業給付の資格を持たない人を含め、低所得世帯の人は、無期

限で、所得制限のある生活保護（PA）を申請することができる。

給付水準は比較的高く、受給者世帯を貧困から脱出させるのに

十分な水準である。 

失業給付の資格のない求職者への支援を強化するため、日本は近

年、「最初の段階」の失業給付と「最後の手段」の生活保護の間と

なる新たな支援制度を開始した。求職者支援制度は、訓練に参加す

る失業給付の資格を持たない失業者に手当を支払う。生活困窮者自

立支援制度は、困窮世帯に相談支援や求職支援を提供するとともに、

一定期間、離職した世帯の家賃支払いをカバーしている。 

しかし、所得支援を受けている日本の若者はわずかである。2014
年のある月には、20-29 歳の全人口のうち失業給付を受けていたのは

わずか 0.6％であった。これはニートの中で失業者の割合が少ないこ

とを反映しているが、同時に若い求職者のうち失業給付を受けてい

るのが約 15％のみと、失業給付により経済的支援を受けている者の

範囲の狭さも反映している。福祉事務所は高齢者や就業能力の低い

者を主に支援しているため、生活保護の受給世帯の若者はさらに少

ない。若者の生活環境、特に両親や収入のあるパートナーと一緒に

暮らしているニートの割合についてのデータはほとんどないが、多

くの失業した若者は、所得支援を家族やインフォーマルなネットワ

ークに頼ることが見込まれる。 

若者の貧困率は高く、それは若者に対する給付のカバレッジが低

い結果であると思われる。2012 年には 18-25 歳のうち 20％近くが貧

困線より低い所得で生活しており、OECD 諸国の中で最も高いうち

に入り、高齢者、子ども、労働力人口の年齢の者よりも高い割合で

ある。より一般的には、日本の税と給付の制度は、低所得世帯の貧

困のリスクを軽減することはほとんどなく、若年から高齢者へと所

得を再配分している。 
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学校の修了率を高め、質の高い専門教育を提供する 

日本の教育制度は突出した学習成果を生み出している。毎回の

PISA（OECD 生徒の学習到達度調査）の数学的リテラシー、読解力、

科学リテラシーにおいて日本の生徒は上位点を獲得しており、ほと

んどの OECD 加盟国と比較して社会経済的背景による学習到達度へ

の影響は小さい。OECE 加盟国における高等教育修了資格を持つ日

本の若者の割合は 2 番目に多く、PIAAC（国際成人力調査）におい

て日本の成人は数学的リテラシーと読解力で最高点を獲得した。生

徒は高い学業的期待に直面する傾向があり、有名な高等学校や大学

に入学する機会を増やすために、多くの生徒は放課後に塾で追加の

授業を受けている。しかし、教育改革や少子化により、生徒へのプ

レッシャーは軽減されている。  

日本は若者が資格を有して教育制度を修了できるようにすること

おいて成功を収めている。ほとんど全てに近い若者が後期中等教育

を受けており、1990 年代初頭より日本の中退者数は減少している。

後期中等教育修了資格を有していない若者の割合は 6％未満であり、

OECD 加盟国の中で最も少ない国の一つである。不登校児童生徒

（年間の欠席日数が 30 日以上の者）の割合は、1990 年代初頭から倍

増しているが、国際比較では、その不登校率は低いままだ。  

日本の課題の一つは、心理的、情緒的、社会的、身体的な理由で

正規の学校への登校が難しい若者に対して、多様な教育機会を確保

することである。いくつかの正規の学校は不登校児童生徒に対する

特別の教育課程を提供している。公共の教育支援センター（適応指

導教室）は、正規の学校への復帰を手助けすることを目的として不

登校児童生徒への学習支援やカウンセリングを実施しているが、そ

れは正規の学校の代替となる機関ではない。また、不登校児童生徒

の中には、民間の「フリースクール」に通っている者もいる。これ

らは学校や教育支援センターと連携している場合もあるが、正規の

教育制度の枠外で運営され、政府の認可を受けておらず、その管轄

外にある。これらの支援を受ける不登校児童生徒はわずかである。 

日本における伝統的な職業教育訓練は、雇用主による OJT であ

る。 雇用主は学校と公共雇用サービスであるハローワークが関与し

た明確に定められた手続を経て高校卒業生を採用する。このプロセ

スは非常に成功しており、2015 年には就職を選択した高卒者の 98％
近くが卒業年度の末までに雇用主を見つけた。しかし、この雇用主

が OJT を提供するモデルは、非正規雇用の増大と生涯にわたって同
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じ雇用主に勤める労働者の減少により、以前より実効性が薄れてい

る。また、日本の後期中等教育における職業教育（VET）制度（高

名な高等専門学校を含む）は、多くの点で好事例とされているが、

後期中等教育における職業教育はそれほど重要な役割を果たしてい

ない。専門高校の課程は、卒業生が高等教育機関に進学できるよう

になっているが、一般的に魅力的ではないと考えられており、入学

率は OECD 諸国で最も低い。 

カウンセラー、ソーシャルワーカーのネットワークを通じ、学齢

期の若者への社会サービスは主に学校で提供されている。学校外に

おいては、地域若者サポートステーション（RYSS）が、教育や職業

訓練を受けていない非常に不利な状況にある若者へのカウンセリン

グや就職サポートを提供している。しかし、地域若者サポートステ

ーションはリスクのある生徒のための支援を終了し、代わりに学校

外の若者への支援に焦点を当てるという 2013 年の政府の決定により、

学校と地域若者サポートステーションの連携は弱まっている。 

日本は、学校から職場への移行に際し、恵まれない若者への支援

を次のような点でさらに強化することができる： 

リスクを抱えている生徒への教育支援及び社会的支援の強化 

• 学校への欠席に関する情報共有：学校は生徒の出席情報を把

握することが求められているが、それらのデータは一般的に

都道府県や市町村の当局と体系的に共有されてはいない。情

報共有の強化を求めることは、教育機関が欠席に対して適切

に対応する助けとなる。  

• 学校と社会的サービスの連携の促進：リスクを抱えた若者は、

自治体又は地域若者サポートステーションを通じて学校内外

で提供される、広い範囲の社会的サービスを受けることがで

きる。しかし、これらの異なる機関の間の連携は、弱いこと

が多い。学校と社会的サービス提供者の間の情報共有を強化

することは、リスクを抱えた若者が早期に支援を受けること

を可能にする。それは、地域若者サポートステーションの任

務として再び生徒の社会的な問題にも支援を拡大するととも

に、学校での地域若者サポートステーションの存在感を高め

ることを含む。 

• 多様な教育機会の確保：通常の学校において困難に直面して

いる義務教育年齢の学生に対して、選択肢は限られている。



評価と政策提言 – 35 
 
 

若者への投資：日本 ・ OECD ニートレビュー © OECD 2017 

 

日本はより多くの学校が不登校児童生徒に対する特別な教育

課程を提供できるようにしたり、民間のフリースクールと教

育行政との連携を促進したり、民間のフリースクールの規制

を促進したりすることで、選択肢を増やすことを検討すべき

である。 

• 高校中退者のフォローアップ：後期中等教育を修了せずに学

校を離れる若者はわずかである。しかし、現在は、若者が高

校を中退した場合、フォローアップは要求されない。早期の

教育からの離脱をさらに減らすため、日本は、教育行政や社

会的支援が高校を修了せずに学校を離れた全ての若者に接触

してニーズを把握するよう求め、必要な社会的支援又は医療

支援を受けられるようにするとともに、早期の学校への復帰

を試みることを検討すべきである。 

後期中等教育における職業教育の魅力の向上 

• 実践ベースの訓練の強化：日本の後期中等教育における職業

教育は主に学校ベースであり、実践ベースの部分はあまり体

系化されていない。しかし、よく設計された実践ベースの訓

練は、特に高等教育へ進むことを希望しない生徒に対して、

職業教育課程の魅力を高めることに貢献できる。日本は、実

践的な訓練部分の最低基準を定め、内容を規定し、結果を測

定し、教育機関と企業の密接な連携を促進することで、後期

中等教育における職業教育の中で実践ベースの学習により重

点を置くことを検討すべきである。 

日本におけるニートに対する雇用と訓練の選択肢の確保 

日本は、ニートのための社会的支援及び雇用支援を包括的なシス

テムとして実施している。ハローワークは、新卒者を含めた若者に

対する専門のサービスも提供しており、これらのサービスは、専門

的な出先機関を通じて提供されている。また、いわゆるジョブカフ

ェはキャリアの指導や相談を気軽な雰囲気で受けられる。仕事に対

する準備ができていないニートに対しては、160 か所の地域若者サポ

ートステーションにおいて、若者が雇用への障壁に挑戦し、キャリ

アプランを立てることを支援している。これらの機関で支援に従事

する者の取扱件数は、通常、利用者と緊密に関わり、個別の支援を

行うことができるよう、比較的少ない件数となっている。社会との
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つながりを失っている若者とその家族に対しては、ひきこもり地域

支援センターが相談やその他の支援を行っている。 

非政府機関は、ニートに対する社会的サービスの提供において、

重要な役割を果たしている。また、雇用サービスにおいてもそれよ

りは少ない程度だが役割を果たしている。政府は、提供者の選定に

入札手続きを導入しているが、競争は弱い傾向にあり、また、委託

費は通常、強く業績ベースとなってはいない。例えば、ジョブカフ

ェを運営する民間事業者には、後で利用者が成功裏に雇用を見つけ

たかどうかにかかわらず、費用ベースで支払いが行われる。  

ハローワークは、若い求職者に対する支援として、現在は求職活

動に対する相談支援、雇い入れへの助成、職業訓練を優先している。

国際的な実証によれば、これらのタイプの施策は、不利な状況にあ

る若い求職者に対してでさえ、仕事を見つけるのを助けるのに最も

適切である。しかし、参加者の社会的成果、雇用又は所得に及ぼす

ニートのための日本のプログラムの実際の影響についてはほとんど

知られていない。また、労働市場プログラムへの支出は他の多くの

OECD 諸国より少ない。 

日本は以下の点でさらにニートに対する支援を強化することがで

きる： 

非活動型のニートへの早い接触の確保 

• 社会的サービスのアウトリーチの拡大：地域若者サポートス

テーションは雇用に特別な障壁のあるニートに質の高い支援

を提供しており、ひきこもり地域支援センターは、社会的離

脱の状況にある者の家族のための重要な最初の接点となって

いる。しかし、地域若者サポートステーション及び少なくと

も一部の自治体のひきこもり地域支援センターでは、直接的

なアウトリーチはほとんどなく、その代わりに、ほとんどが

（利用者自らによるものを含む）紹介に依存して利用者と接

点を持つ。「街頭でのアウトリーチ」を強化したり、学校と

のより密接な協力と情報交換を促進したりすることで、日本

は非活動型のニートへより早く接触できるようになる。  

• 若い女性の労働市場への参加を増やすための保育へのアクセ

スの促進：小さな子どもを持つ家族は、保育施設の長い待機

時間に直面することが多く、その費用は OECD の標準よりも

比較的高い。したがって、20 代の日本の若い女性の多くは、
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出産時に労働力から撤退する。保育へのアクセスを促進し費

用を負担可能なものとすることによって、日本は現在 OECD
諸国の中で最大であるニート率の男女格差を縮小することが

できる。 

サービス提供の効率化 

• 雇用サービス提供者間の連携と情報共有の発展：さまざまな

機関がニートに雇用支援を提供しているが、これらの当事者

間の調整やデータ交換は弱い傾向にある。日本は、連携の強

化を促進することで、サービス提供の質と効率を高め、サー

ビスの重複を減らすことができる。ジョブカフェは、ハロー

ワークとより良く連携することが可能であり、（すでに多く

の県では実施されているが）理想的なのは事務所を同じ場所

に設置することである。これにより、地域の強みを活かした

事業を実施することができる。自治体の福祉事務所は、直接

に雇用サービスを提供するよりも、リスクに直面した雇用可

能性のある若者をハローワークへより体系的に送ることがで

きる。 

• 非政府のサービス提供者に対する動機付けの強化：ジョブカ

フェ、地域若者サポートステーション、ひきこもり地域支援

センターの一部は、いずれも非政府機関によって運営されて

いるか、あるいはそのような提供者によりサービスが提供さ

れている。政府は入札手続きを利用して提供者を選定してい

るが、契約の競争は弱く、委託費は通常、強く業績ベースと

なってはいない。日本は、提供者の選定と委託費を明示的に

指定された業績指標に明示的に結びつけ、契約期間を現在の

ほぼ 1 年間から延長し、全国レベルの提供者や営利企業の参

加を促すことにより、サービスの質を向上させ、コストを削

減することができる。 

雇用への持続可能な移行の促進 

• 若い求職者が利用できる労働市場プログラムの強化と拡大：

ハローワークは若年求職者が雇用を探すための支援として、

主に求職支援や相談、雇い入れ助成金、職業訓練を利用する。

若年求職者の数に比べて、プログラムの規模は限られている。

日本は若年求職者の積極的プログラムへの参加拡大、特に正

規の雇用を促進するために非常に効果的な長期の訓練プログ
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ラムの拡大を検討すべきである。ハローワークはまた、起業

家の潜在能力を持つ若い求職者に対する小規模な起業補助金

のテストを検討すべきであり、その種のプログラムは他の国

で有効性が示されている。参加者の進路への公共部門による

雇用制度の影響を評価し、これらのプログラムは非常に恵ま

れない若者のみを対象とするべきである。仕事を見つけた不

利な状況にある若い両親は、施設による保育の費用を削減す

るために特別な支援を受けることができるようにすべきであ

る。  

• 体系的なフォローアップ制度の確立又は強化：プログラムに

参加したり仕事を見つけた求職者は、特に社会的又は健康的

な問題の履歴を持っている場合、再び失業や非活動へ陥るこ

とを避けるために継続的な支援が必要な場合がある。しかし、

日本の社会的サービスや雇用サービスは、以前の利用者の体

系的なフォローアップはしていない。プログラムの効果の長

期的な持続を確保するためには、日本はハローワークなどの

サービス提供者に、資金源の特定部分を使用した公式のフォ

ローアップの実施を要件として導入すること、地域若者サポ

ートステーションでは既存の資源を拡充することを検討する

必要がある。 

• プログラムの影響の綿密な評価：不利な状況にある若者の教

育への復帰や就職は困難でコストがかかり、限られた資源を

最も効果のあるプログラムに方向付ける必要がある。しかし、

現在、日本は労働市場プログラムと社会的プログラムが参加

者の成果に及ぼす影響を体系的に評価していない。支援の有

効性を高めるためには、プログラム参加者の結果データを体

系的に収集し、プログラム資金の調達契約において評価要件

を導入し、匿名化された行政データを研究者と評価目的で共

有する必要がある。 
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