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〔現地報告〕

メキシコ・若者向け職業訓練プログラム
の開始と参加する若者たち

渡邊翼 (Tsubasa Watanabe)
上智大学大学院博士前期課程

はじめに

2018 年 12 月 1 日、国家再生運動党
(MORENA) のアンドレス・マヌエル・ロペ
ス・オブラドール (頭文字を取って、AMLOと
呼ばれている)候補が、メキシコ大統領として
就任した。これは長年メキシコ政治を握って

きた 2大政党、制度的革命党 (PRI)と国民行動
党 (PAN) の体制に終止符が打たれたことを意
味した。AMLO は選挙での勝利を独立戦争、
レフォルマ、メキシコ革命に次ぐ、「第 4次変
革」(Cuarta Transformación)の始まりと位置づ
け、数々の主要政策を明記した 100の公約を発
表した。代表的な政策として、マヤ鉄道 (Tren
Maya)の建設といった、メキシコ南部のインフ
ラ整備、歴代大統領の年金廃止、減税・債務削

減、若年層の雇用促進などが挙げられる。

本稿では、同政権が掲げる優先プロジェクトの

1つ、2019年 1月に開始した、若年層の雇用促進
を目的とする若者向け職業訓練プログラム「未

来を構築する若者たち」(El Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro: PJCF)の概要と参加者
らの声をメキシコでのフィールド調査に基づい

て考察する。

1. 既存の職業訓練支援プログラムと PJCF
2018年 12月末、AMLO政権は翌年の予算

を成立させた。前年の予算と比較して、とりわ

け異例の予算を振り分けた省が 2つある。それ
は、エネルギー省 (SENER)と労働・社会保障
省 (STPS)である。STPSには、約 432億ペソ
の予算が配分された。これは同省の前年予算と

比較して、約 1000%増となり、そのうち約 177
億ペソは、PJCFに当てられる (Diario Oficial de
la Federación 2018)。新政権が同プログラムに
どれほど期待しているのかが、予算配分から窺

えるだろう。

これまで公共の職業訓練支援プログラムが存

在しなかったのか。そういうわけではない。例

えば、STPSに属する国家雇用庁 (SNE)は、メ
キシコの労働政策を担当しており、雇用機会の

増大を目的とした雇用支援プログラム (PAE)を
実施してきた。同プログラムは、2000 年代以
降、メキシコの労働市場への参加を促すための

中心的な役割を果たしてきたとされる (Botello
Triana 2014: 198)。また、PAEのサブプログラ
ムで、特に参加者数が多いのが「就労のための

職業訓練給付金制度」(Becas a la Capacitación
para el Trabajo: Bécate)である1。これは 16歳
以上の失業者、または不完全雇用者を対象とし、

最大 3カ月間の職業訓練期間を提供している。
加えて、給付金として、最低賃金の 1-3倍までが
各月に支払われ、日額 20ペソの交通費が支給さ
れる。2018年の PAEの参加者数は 15万 7622
人であり、そのうち 11万 7969人が Bécateに
参加し、また、同サブプログラムの参加者数は

直近 5年間 (2014–2018)の平均で、約 17万人
となっている (SNE 2019)。このように、以前か
らメキシコには公共の職業訓練支援プログラム

は存在している。

しかしながら、今回実施される PJCFはかつ

1 PAEのサブプログラム Bécateは 2018年に終了し、現
在は「エンプロイアビリティ向上のための職業訓練支援制
度 (Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad)というプ
ログラム名で支援が実施されている。
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てない規模の若者向け職業支援プログラムであ

る。STPSのルイサ・マリア・アルカルデ (Luisa
María Alcalde)労働大臣は、2019年 8月時点で、
約 90 万人の若者が PJCF に参加したと伝えた
(Ponce López 2019)。また STPSは、同年の目
標としていた約 100万人の若者の参加が達成さ
れることから、同年のプログラムへの応募を打

ち切ったと発表し、翌 2020年に再び若者らを
受け入れるとした (Xantomila 2019)。このよう
な点から、PJCFは多くの若者を取り組むプロ
グラムであるのと同時に、彼ら・彼女らにとっ

て関心の高い雇用政策ともいえるだろう。

2. PJCFの実施に至る社会的背景
それでは、PJCFが実施される社会的背景と

は何か。大きく分けて、2つの事情が関係して
いる。

1つは、若者の労働問題が深刻化してきている
ことだ。20世紀終わりの数十年間、メキシコを
含むラテンアメリカ諸国は、世界的なグローバ

ル化の波の中で、新自由主義に基づく諸政策を

実施してきた。その結果、労働市場は流動化し、

就業形態が不安定化した (Isacovich 2015: 894)。
それらの影響を受けるようになったのが若者で

ある (Marsi 2011: 140)。とりわけ貧困層の若者
は、雇用契約がない中で、長時間労働に見合う

正当な報酬の条件が満たされていない中で、あ

るいは、社会保険に加入しない中で、働くように

なった (Soares 2000)。さらにメキシコでは、大
学を卒業した中間層、及び低所得者層の若者の

失業問題が深刻化し (Mendoza Enríquez 2011:
207)、加えて若者の半数以上が、インフォーマ
ルセクターに従事しているが、一方でメキシコ

企業の大半は提供する仕事に適合した人材を見

つけるのが困難だとしている (Diario Oficial de
la Federación 2020)。

もう 1つは、就労と就学に従事しない若者、
ニニス (Los jóvenes que ni estudian ni trabajan:
Ninis) が社会問題として認識され始めたこと
である。ことの発端は、メキシコ国立自治大学

(UNAM)の元学長であるホセ・ナロー・ロブレ
ス (José Narro Robles) の発言であった。2010
年夏、同学長が、700万人以上の若者 (15-29歳)
に就労と就学する機会が与えられておらず、彼

ら・彼女らはニニスと呼ばれているとマス・メ

ディアに向けて発言した。事実、ラテンアメリ

カ諸国において、約 2000万人の若者 (15-24歳)
がニニスというカテゴリーに属し、メキシコは

他の国々に比べて、その数が際立っている (De
Hoyos, Rogers y Székely 2016: 1, 11)。

UNAMの元学長の発言後、マス・メディアは
こぞってこの若者問題を報道するようになり、

瞬く間にメキシコ社会へと浸透していった。短

期間での過剰な報道に対し、科学的根拠が示さ

れない中、人びとは、多様な生活をする若者に対

してニニスというレッテルを貼るようになった。

メキシコ社会において、ニニスに属する若者は

学校教育を受けず、親の経済に依存し、家族の負

担のみならず社会的負担にもなる人びとと認識

された (Aguayo Téllez, Mancha Torres y Rangel
González 2013: 17)。また、マス・メディアが麻
薬問題や組織犯罪と絡めて報道することによっ

て、ニニスが危険な存在としても知られるように

なった (Arceo Gómez y Campos Vázquez 2011:
2)。
いずれにせよ、マス・メディアだけではなく、

政府関係者にとっても、ニニスはメキシコの直

面する深刻な問題として認識された (イシス・
サアベドラ、国本 2013: 222-223)。言い換えれ
ば、様々なアクターがこの若者問題に関心を持

ち始め、解決すべきことがらとして捉えるよう

になったのだ。
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表 1. PJCFの基本情報
　管轄する省　 　対象者　 　受入目標　 　給付金　 　訓練先変更　 　労働時間　

　給付期間　

STPS 18–29歳 230万人 3,748ペソ 1回 週 5日
学歴不問 (1–12カ月) 5–8時間

出典: Diario Oficial de la Federación(2020)より筆者作成.

このように、若者の労働状況の劣悪化に加え、

メキシコ社会において、ニニスが社会問題とし

て認知されるようになった。そのような点から、

就労と就学に従事しない若者を対象にした PJCF
は AMLOが手掛ける第 4次変革の優先政策と
して位置づけられたのだろう。

3. PJCFの概要
それでは、この PJCFはどのようなプログラム

なのだろうか。同プログラムは STPSが管轄し
ており、就労と就学に従事していない若者 (18-
29歳)を対象にしている。特に高等学校を卒業
した若者の参加が目立ち、年齢層で見た場合、

19歳または 23歳の若者の参加率が高い (STPS
2020)。受入目標は 230万人とされ、民間企業、
公的機関と社会団体の 3つのセクターにおける
プログラムが AMLO政権の協力に応える形で
実施されている。給付金が受講生に最大 12カ
月間支給され、その額は 3,748ペソとなる。こ
の給付金は STPS によって支払われる。また、
訓練先を 1度だけ変更することも可能である。
労働時間は週 5日、5-8時間となっており、見
習い生は、社会保険 (IMSS)に加入できる。
次は、PJCFの登録とプログラム修了までの流

れを説明する。まず若者は、STPSが整備したデ
ジタルプラットフォームで自身の個人情報を登

録する必要がある。国民個人登録番号 (CURP)、
最終学歴と現在の状況 (就労、就学、両方、ど
ちらでもない)を選択する。これで仮登録が完

了となる。次に、身分証明書、居住地を示した

書類と証明写真をアップロードする。STPSが
送られた個人情報の確認を行い、承認されれば

本登録が完了する。参加者は自身の興味のある

分野 (文化・スポーツ、事務、販売・サービス、
農業、製造業、など)を選択し、居住地から訓練
先までの希望する距離を入力する。すると、適

合する訓練先の候補がそれぞれの若者に自動で

表示される。

その後、参加者は訓練先を選び、連絡を取る。

そして、若者は訓練先と面接を行い、詳しい仕

事内容や勤務時間などが説明される。若者と受

入側が同意すれば、職業訓練の開始となる。

各訓練先では、指導員が受講生を担当し、職

業経験を積ませる。月に 1度、受講生と指導員
は相互の評価をし、STPSがフォローアップを
行う。

受入側のメリットとしては、若者に実際の仕

事のノウハウを教授することで、受入側が必要

としている人材を確保できるということである。

さらには、PJCFに参加するという、社会的責
任を果たすことにもなる。

4. PJCFに参加する若者たち
それでは、どのような若者が PJCFに参加して

いるのか。2020年 5月現在、筆者はメキシコ大
学院大学 (COLMEX) の国際問題研究所 (CEI)
で PJCF の調査を目的に研究滞在をしている。
これまで 4つの訓練場、計 13人の若者 (18-27
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歳)にインタビュー調査を実施してきた。調査
途中ではあるが、本稿では、4つの職場のうち
1つを紹介する。
当該訓練場はメキシコシティに位置する公文

書館であり、歴史的な史料、特に写真の整理や

保管をしている。さらには、本の貸し出しサー

ビスも実施している。指導員はどのように史料

を保管し、電子データとしてまとめるのかを教

えており、訓練生は合計 8人いる。同機関は見
習い生らと一緒に図書館や博物館を見学するな

ど、仕事に興味を持ってもらうための独自の工

夫がなされている。勤務時間は朝の 9時から昼
の 2時、つまり 5時間労働となる。筆者は何度
かフィールドワークを実施したが、受講生と指

導員は良好な関係で、和やかな職場環境のよう

に思われた。2019年 5月に参加した若者が多
く、既に半年以上の訓練を受けていた。参加者

8人全てが、居心地のよい職場だと話し、引き
続き訓練を受けたいと希望している。

インタビュー調査の対象となった若者は高卒

か、または経済的事情により大学を中退してい

る。PJCFに参加した最たる動機は、就業経験
を積むことにあるという。同プログラムに参加

する以前、求職活動をしている若者も中にはい

た。だが、彼ら・彼女らは就業経験がないとの

理由で断られる。ある若者は筆者に「経験がな

ければ、どの企業にも雇ってもらえない。就業

経験が必要。だから、PJCFに参加した。最低
でも半年から 1年の経験が必要。ここなら 1年
間の経験を積める。」と話す。また、高校を卒

業し PJCFに参加した若者は「学校での知識は
使えない。役に立たない。大学教育が必要だ。」

と語り、高校で培った知識で、安定した職に就

くことは難しいと考える。そして、将来は大学

進学も視野に入れている。

もちろん、プログラムに参加する以前に働い

図 1. PJCFの修了証書の見本（受講生）　　　　　　

出典: Diario Oficial de la Federación (2020)

ていた若者もいる。参加者が仕事を辞める理由

には、突然の解雇、最低賃金とほぼ同等の給料、

給料未払い、短期雇用契約に加えて、違法な長時

間労働などが挙げられる。数カ月または半年と

いった単位で職場を転々とする若者も少なくな

い。また、フォーマルセクターとインフォーマ

ルセクターを行き来する若者もいる。加えて、

親の仕事だけでは、生活が厳しいということか

ら、PJCFの給付金は親と同居する家族の生計の
一部とする若者も多数いる。このような点から

も、経済的に恵まれない家庭出身の若者も PJCF
に参加していることが窺えるだろう。

もちろん、彼ら・彼女らの語りが全てを物語

るわけではない。しかし、メキシコの労働市場

において、若者が置かれている状況を知る 1つ
の手がかりになるのは確かである。受講生らの
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語りから分かるように、メキシコの若者にとっ

て、安定した職を得ることは容易ではないのだ。

また、労働条件も決してよいとはいえない。そ

のような中、彼ら・彼女らは就業経験を何とか

重ね、キャリアを積んでいこうとする。PJCFは
そのような若者たちにとって、1つの選択肢と
なっており、1年間の就業経験を保証している。
筆者は、PJCFで得た経験を職探しに活かせ

るかと参加者らに尋ねた。すると彼ら・彼女ら

は、このプログラムで得た経験で間違いなく何

らかの職に就くことができる、と語る。見習い

生の中には、事務系の仕事やアーキビストとし

て民間企業や公的機関で働くことを望んでいる

人もいる。現段階では、インタビューをした若

者らは PJCFに参加中である。同プログラムを
通して、若者らがどのような進路を実際に歩む

のかは定かではない。だが、PJCF修了後、若
者らは何らかの職に就けるという自信があるよ

うだ。

今後の展望として、筆者は PJCF修了後の若
者らにインタビュー調査を進めるのと同時に、

彼らが実際に進む道を追いかけることにする。

同プログラム修了後の彼ら・彼女らが、スムー

ズに労働市場へ参入するのか。また、修了生ら

に待ち受ける壁は何なのか。そして、メキシコ

の労働市場が若者に求める「労働条件」はどの

ようなものか。本調査はこれらの点に 1つの知
見を提供できるだろう。

おわりに

本稿では AMLOの主要政策の 1つ、若年層
の雇用促進を目的とした PJCFの概要と参加す
る若者たちの声をメキシコのフィールド調査に

基づいて考察してきた。同プログラムは 2019
年 1月に開始し、就労と就学に従事しない若者
を対象に最大 12カ月の職業訓練に加え、給付

金を支給する。メキシコにおいて、これは、か

つてない規模の若者向け職業訓練プログラムで

ある。

調査途中ではあるが、PJCF参加者のインタ
ビュー調査から、就業経験なしでは労働市場へ

参加することが困難な状況が窺えた。たとえ参

加できたとしても、待ち受けるのは劣悪な労働

状況ばかりである。そのような状況において、

若者らは、PJCFを活用して、それぞれの希望
する職に就こうとしている。

今後の展望として、筆者は PJCF修了後の若
者らにインタビュー調査を進めながら、彼ら・

彼女らがどのようにして労働市場へ参入するの

かを追っていくことを直近の課題とし、ここで

筆をおくことにする。
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