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日本語版は、あくまでも便宜的な利用を目的として、正文の英語版より和訳しています。
適宜、英語版を参照して頂くようお願いいたします。
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  なぜ
「若年雇用対策」か？

　若者はアフリカ最大の資産です。アフリカの人口
は現在12億人で、2050年までに2倍以上に増加し、
世界人口の4分の1を占めると予測されています。そ
れでも、アフリカは引き続き世界で最も若年層が多
い地域で、人口中央値の年齢は25歳未満です。この
増大する労働年齢人口を適切に活用すれば、アフリ
カの経済改革を牽引することが可能です。

　しかし、大多数の若者は安定的な経済機会に恵ま
れていません。アフリカの15～35歳の年齢集団は
現在4億2,000万人にのぼりますが、その過半数は
失業しているか、職探しをしていない、もしくは脆
弱な雇用にしか就けていない状況です。若者の失業
率は、アフリカ各国でばらつきがあるものの、成人
全体の失業率のおよそ2倍です。

　課題は多面的です。毎年1,000～1,200万人の若
者が労働市場に参入していますが、フォーマルセク
ターで創出される雇用は年間僅か300万ほどです。
有給雇用の不足により、若者はインフォーマルセク
ターへと押し出され、潜在所得が低く不安定な仕事
にしか就くことができません。フォーマルセクター
とインフォーマルセクターの両方で雇用を望む女性
は特に大きな影響を受けています。就学・就労・職
業訓練のいずれも行なっていない若者（ニート）
は、男性の20%に対し女性では35%で、女性が機会
を得る障壁はより大きい状況です。

　脆弱国の若者はさらなる課題に直面しており、不
安定さと制度の不全により経済機会が縮小していま
す。失業のコストは広範囲に及び、かつ深刻です。

長年にわたる若者の失業もしくは脆弱な雇用は、
将来の潜在生産力と収益を永続的に下げ、低所得
者の医療・教育サービスへのアクセスを制限して
います。限定的な経済機会は、紛争と不安定さを
助長する可能性があります。世界各地で反政府運
動に加わる者の40%は、仕事がないことに動機づ
けられています。

　雇用問題は、アフリカ域外への移住の要因にも
なっています。2015年、海外移民の14%はアフリ
カ出身でした。また、アフリカから流出する移民
数は、2000年から2015年にかけて年率2.7%増加
しました。そして何より、若年層の失業は、アフ
リカ最大の資産の1つである「大規模かつ増え続
ける有能な若年人口」を活かせていないという
ことなのです。

 つまり、若年雇用の問題に対処することが、今
日のアフリカの人々の生活の質を向上させ、また
そうした向上を将来にわたり維持するためのイ
ンクルーシブな成長の達成につながるのです。

若者の声
「インターンシップを始めて最初に言われること
は、学校で学んだことは一切忘れてしまうようにと
いうものです。大学は、実生活にはまるで役に立ち
ません。」（ローズ、ルワンダ）



若者の声
「学校の情報通信技術はすべて
基礎的で、創造性を刺激するも
のはなく、非実践的です。」
（ハサン、エジプト）

毎年1,000～1,200万人の若者が労働
市場に参入しますが、フォーマルセク
ターで就業できるのは僅か300万人

アフリカ各地の若者は
職探しに苦戦している＊

4.2億12億 若年人口
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「若年雇用対策」
  とは何か？

　「若年雇用対策」は、アフリカ全域における若者
の雇用問題に対処する改革努力で、雇用機会の拡大
と人的資本の強化、労働市場との頑強な連携の構築
を図るものです。今後10年間で2,500万の雇用創出
と、5,000万人の若者に好影響を与えることを目指
しています。

　「若年雇用対策」には、当行とアフリカ各地の官
民両セクターの主要パートナーが協働していく必要
があります。当行はこのアジェンダの実現にあた
り、ユニークな立場にあります。

　当行は、その域内加盟国との関わりにより、各国
の優先事項やアフリカの若者のニーズに合わせたプ
ログラム策定が可能です。

　当行は、主要なアクターをまとめて活動を調整す
る招集権限に加え、プログラム策定・資金調達・調
査研究に自らの裁量で利用できるツールを有してい
ます。パートナーは、国・地域・大陸の各レベルで
関与し、またアフリカ各国政府・民間企業・市民社
会組織・地域機関などを含みます。

　「若年雇用対策」は、若年雇用に関する他の取り
組みやこれまでの学びを踏まえるものですが、エコ
システム・アプローチを採用している点で唯一無二
のものです。また、若年雇用に関する相互供給・需
要・連携の課題に対処し、政策・研究・計画・投資
への様々な介入を展開し、パートナーの幅広い協働
に焦点を当てるものです。さらに、若年女性や脆弱
国の若者に対し、特別の注意を払うものでもありま
す。

 「若年雇用対策」は、アフリカ各地の若年雇用と
起業家精神に関する取り組みに一貫性をもたらし、
またその取り組みの拡大を可能にします。

今後10年間で

の若者に
好影響

新規創出の
雇用数

「若年雇用対策」により・・・

2.5千万
5千万人
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若者の声
 アグリビジネスの研修はとても
面白く、必要なものです。成功す
るには、農業技術の近代化を強調
し、協同組合を充実させて育てな
ければなりません」。
（ロジーヌ、コートジボワール）

若者の声
　「産業実習プログラムをう
まく運用するには、大学への
入学申請が遅れている間に機
会を提供しなければなりませ
ん。大学からの返事を待って
いる学生を、今のうちにつか
まえることです！」
（グレース、ナイジェリア）



統合 イノベーション
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　モニタリング・評価システム、当行計画文
書、雇用創出の可能性の高い当行プロジェクト
に、若年雇用への配慮を盛り込むことで、雇用
や雇用創出への取り組みにおける当行の能力を
向上

　戦略計画策定プロセスに若年雇用を組み入
れ、政策立案者を導き、政策改革と能力開発に
対して資金・技術支援を行なうことにより、ア
フリカ各国の雇用に役立つ政策の採用と制度確
立を支援

　零細・中小企業（MSME）設立に重点を置い
たプログラム・モデルと、優先度の高いセク
ターにおける能力開発について、(1) 各国事
情に応じた調整、(2) 民間セクターとの提携
による実施、(3) 評価、(4) 精緻化、(5) 拡大を
行う、アフリカ各地での旗艦プログラムに着手

•

•

農村零細企業の新設
技能を有する若者を大規模アグリビジネスに
参入できるよう教育

• 農業の工業化のための人的資本提供

•

•

中等学校にてデジタル・リテラシーと計算論
的思考の強化
基礎的デジタル設計から最新プログラミング
言語までのスキルを教えるプログラミング専
門学校の設立

「若年雇用対策」の
  目標達成に向けた取り組み

　統合活動は、当行のシステムと域内加盟国
との関わりの両方に、若年雇用を重点とし
て組み入れるものです：

　イノベーション活動は、有望な政策や介入
の実施・評価・拡大を行うものです：



投資

• 産業集積地近くに能力強化ゾーンを設立し、
これら集積地の企業でフルタイムで働けるよ
う労働者を訓練

　各国における若年雇用の成果と環境整備政策
を長期にわたり測定する、若年雇用円滑化指数
（Enabling Youth Employment Index）の策定

　新しいアイデアを生み出し、起業家を支援
し、最先端の研究を行なう、「イノベーショ
ン・情報ラボ」の設立

　雇用や起業家精神を育む課題について市場
ベースの影響力が高いソリューションを生み出
すため、民間セクターのアクターに金銭的報酬
とインセンティブを付与する、一連の「民間セ
クターチャレンジ賞」の創設

アフリカの若年雇用対策ファシリティ

　「アフリカの若年雇用対策ファシリティ」
は、「若年雇用対策」の資金調達における、
公共セクターで最も重要な手段です。この資
金枠は、当行と外部資金提供者の資金コミッ
トメントから成り、特定の活動に関する外部

資金提供者との直接的な協調融資契約や、当行
の既存資金・ファシリティの利用などがありま
す。また当行は、当行単体で行うよりも価値の
高い活動に、パートナーシップを活用します。
例えば、旗艦プログラム、若年雇用を組み入れ
る他のプロジェクト、若年雇用円滑化指標、イ
ノベーション・情報ラボ、域内加盟国への政策
支援、経済報酬に結びつく民間セクター雇用
チャレンジなどです。

民間資本による投資への制約の解消

　中小企業へのオン・レンディング（転貸融
資）についての金融機関への保証供与と、学生
への貸付増加のための学生ローン金融プログラ
ムへの支援による、融資リスクの低減

　「アフリカ投資促進基金」1  への投資、金融
機関に対する中小企業向けオン・レンディング
の信用枠供与、および若年雇用を促進するビジ
ネスへの直接投資を通じた、資本へのアクセス
拡大

7

1 「アフリカ投資促進基金」（AIF）は、複数の投資家やドナー資金から成
る基金。金融仲介機関への株式投資を通じ、起業バリューチェーンで最
もリスクの高い初期段階へ支援を提供する。

　民間投資の制約解消に向けた取り組みには、
民間セクターの投資を呼び込む触媒となり、雇
用と起業エコシステムを刺激する重点的活動が
含まれます。そのための手段は次のとおり：
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パートナーの
参加について
　アフリカ開発銀行は、開発パートナー、民間セク
ター、財団を始めとするアフリカのステークホル
ダー全てに参加を求めています。「若年雇用対
策」は、関心のあるパートナーがそれぞれの
事情に合わせて参加できるよう、以下のよ
うな機会を用意しています。

知識創造とインキュ
ベーション：学術研究機
関、起業家ネットワーク等は、
ベストプラクティスを共有
し、有望な介入に関する
根拠基盤を確立し、ま
た有望な新規ソリュ
ーションを共同で
生み出すことが
できます。

プログラムの設計と実施：
　官民・市民社会の各組織は、プログラムの設計に
アドバイスし、重要な活動の実施を支援することが
できます。

雇用との連携：民間セクターの雇用者は、
個別プログラムで提携し、自らのビジネスの
　育成・拡大のため熟練労働者を雇い入れる
　　ことができます。

資金提供：  官民組織・慈善団
体は、取り組みの調整と影響力の　  
　最大化のため、資金を出し合う　
　　ことができます。

　　　こうしたパートナーシップ
　　　　は、「若年雇用対策」の
　　　　　目標達成と、アフリカ
　　　　　　各地の若者が経済的
　　　　　　　潜在力を最大限に
　　　　　　　　実現するための    

知識を身につ
　　　　　　　　　　けることを
　　　　　　　　　　　可能にし
　　　　　　　　　　　　ます。          
　　　　　　　　　若者の声

「職業訓練プログラムは、雇
用提供にしっかりコミットす
る雇用者と密接に連携して初
めて役に立ちます。それなし
に、若者がこうしたプログラ
ムに魅力を感じることは決し
てありません。」
（ダイアナ、ルワンダ）
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若者の声：

• 「インターンシップを始めて最初に言われることは、学校で学んだことは一
切忘れてしまうようにというものです。大学は、実生活にはまるで役に立ち
ません。」（ローズ、ルワンダ）

• 「学校の情報通信技術はすべて基礎的で、創造性を刺激するものはなく、非
実践的です。」（ハサン、エジプト）

• 「アグリビジネスの研修はとても面白く、必要なものです。成功するに
は、農業技術の近代化を強調し、協同組合を充実させて育てなければなり
ません。」（ロジーヌ、コートジボワール）

• 「産業実習プログラムをうまく運用するには、大学への入学申請が遅れて
いる間に機会を提供しなければなりません。大学からの返事を待っている
学生を、今のうちにつかまえることです！」（グレース、ナイジェリア）

• 「職業訓練プログラムは、雇用提供にしっかりコミットする雇用者と密接
に連携して初めて役に立ちます。それなしに、若者がこうしたプログラム
に魅力を感じることは決してありません。」（ダイアナ、ルワンダ）

アフリカ開発銀行

　アフリカ開発銀行は、域内加盟国への投資、政策アドバイス、技術支援を通じ、持続可能な
経済発展と社会的進歩の達成を目指しています。若年雇用に関するこれまでの取り組みには
「アフリカのための若年雇用共同イニシアティブ」があり、これは当行、アフリカ連合委員
会、国連アフリカ経済委員会、国際労働機関の協働によるものです。当行の雇用関連プロジェ
クトは幅広い実績を有し、例えば、この10年間で16億米ドル余りの教育投資（34%は技術職
業教育・訓練向け）や、政策改革のための財政支援（労働市場における技能のミスマッチ削減
に焦点を当てた「ルワンダ技能・雇用可能性・起業家精神プログラム」など）があります。ま
た、起業家精神も支援しており、「アフリカ中小企業プログラム」や「スク・アッタンミア」
（チュニジアの起業家に助成金・技術支援を提供する国連機関・民間セクターのアクター・ド
ナー・市民社会組織のパートナーシップ）などに取り組んでいます。この「スク・アッタンミ
ア」では、61人の若手起業家が資金と指導を受けてビジネスを拡大・開始しており、助成1件
当たり約4人の雇用が生まれています。当行は、雇用に取り組む「Let's Work」グローバル・
パートナーシップのメンバーでもあります。

http://www.afdb.org/en/the-high-5/improve-the-quality-of-life-for-the-people-of-africa/

「若年雇用対策」に参加するには、
以下にお問い合わせください。 

Sunita pitamber:    s.pitamber@afdb.org
Ginette nzau-muteta:   m.nzau@afdb.org 

rosemond offei-awuku:    r. offei.awuku@afdb.org 
issahaku Budali:    i.budali@afdb.org 
Jerome Berndt:    j.berndt@afdb.org 

アフリカ開発銀行グループ
Avenue Joseph Anoma 01 BP 1387 Abidjan 01 (Côte d’Ivoire) 

tel: +225 20 26 44 44　fax: +225 20 21 31 00 
web:  www.afdb.org

                www.afdb-org.jp
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High 5 は、アフリカ開発銀行およびアフリカにとっての5つの最優先分野であり、アフリカの社会経済改
革の実現に向けたアフリカ開発銀行の2013～2022年の「10ヵ年戦略」を重点化し、スケールアップするた
めの道筋です。「アフリカの電化」「食糧増産」「工業化」「地域統合」「生活の質の向上」からなり、
「10ヵ年戦略」の表裏一体の目的「万人に共有されるインクルーシブな成長」および「グリーン成長への
段階的移行」を達成するため策定されたものです。

アフリカの電化

食糧増産

地域統合

生活の質の向上

工業化
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