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はじめに
本報告書は、ミレニアム・プロジェクトの一環として、平成１２年度に厚生労働
省から委託された調査研究「高齢者に対する訓練及び訓練手法のあり方についての
調査研究」の結果をとりまとめたものである。
ミレニアム・プロシェクトは、平成１１年１２月、当時の小渕内閣総理大臣の下、
新しいミレニアム(千年紀)の始まりを目前に控え、人類の直面する課題に応え、新
しい産業を生み出す大胆な技術革新に取り組むこととして、始まったものである。
同プロジェクトの一つである「高齢者の雇用・就労を可能とする経済社会の実現
のための大規模な調査研究」は、高齢者が年齢にとらわれず、意欲と能力を活かし
て働ける経済社会実現のための政策課題を明らかにし、具体的な取り組みを提示す
るため、平成１３年度末まで調査研究プロジェクトを実施したものであり、厚生労
働省のほか内閣府及び経済産業省が調査研究を実施したところである。
本調査研究は、その中の「６５歳現役社会実現のための実践的研究」の一テーマ
であり、新規・成長分野を始めとする雇用吸収力が見込める分野に高齢者が就業す
るための効果的な職業訓練のあり方を調査研究し、その分野への就業誘導を目指す
ことを目的としている。
調査研究に当たって、種々のご教示ご指導をいただいた調査研究会、各専門研究
作業部会の委員及び調査にご協力いただいた企業及び各職業能力開発機関等の
方々に心から感謝申し上げる。
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