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1．はじめに

　近年，経済・社会環境や雇用情勢の変化，企業の
若者に求める人材像の変化，フリーター，ニート，
学卒未就職者の増加等により若者の雇用をめぐるさ
まざまな問題が顕在化している。このような問題に
対応するため，厚生労働省では平成23年度「キャリ
ア・コンサルティング研究会―大学等キャリア教
育部会」において，大学等におけるキャリア教育の
在り方等の検討が行われるとともに，第９次職業能
力開発計画が掲げられ，職業訓練機関等において
は，平成24年度からキャリア・コンサルティングを
実施しながら学生用ジョブ・カードによる指導が取
り入れられることとなった。
　一方，社会変化と同様に学生の気質も変化してい
る。急速な少子高齢化により，大学等の入学学生確
保の競争が激しくなり，多くの大学等が学生の定員
を確保するため，さまざまな気質を持つ学生を入学
させることになった。その結果，例えば学力差が大
きい学生や明確な入学理由を持たない学生等，「多
様な学生」に対応することが必要となってきている

（以後，このような学生を「多様な学生」と呼ぶこ
ととする）。
　本研究では，平成24年度から導入された学生用
ジョブ・カードを利用したキャリア・コンサルティ
ングを軸に効果的に「キャリア教育」と「職業教育」
を実施するために，インターンシップや就職ガイダ

ンス等学校独自の取り組みや地域ジョブカフェ等の
若者の就職をサポートする外部機関との連携方法を
考察し提案するものである。提案においては岩手県
立産業技術短期大学校，メカトロニクス技術科の平
成24年度入学生への実施例を紹介し，学生用ジョ
ブ・カードを利用したキャリア・コンサルティング
方法を提案し，その効果と今後のより良い方法を探
求する。

2．問題の把握

　「多様な学生」に，集団で実施するガイダンス等
をすべての学生に適合した内容にすることが，難し
いことは容易に想像できる。しかしながら，一方で
効率的な観点から，集団で実施したほうが優れてい
る，もしくは集団でなければ実施できないワーク等
がある。そこでガイダンス等の集団で実施する場面
と個別でキャリア・コンサルティング等を実施して
進路・就職指導する場面が必要であることは理解で
きるが，集団での実施に適合できない学生への対応
が求められることになる。
　このような適合できない「多様な学生」の原因の
１つとして，キャリア発達過程において，十分に発
達していないこと（もしくは就職活動の準備ができ
ていないこと）が考えられる。 そのような学生に，
就職や今後の進路のことを話しても，理解してもら
える可能性は非常に低い（「若年者就職支援機関に
おける就職困難者支援の実態」４）（2013）において
は若年者の就職困難者について調査が行われてい
る。この資料においては，就職活動の課題の特徴を＊前　岩手県立産業技術短期大学校　メカトロニクス技術科

学生用ジョブ・カードを利用した
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　　就職支援の取り組み	 1

岩手県工業技術センター　電子情報技術部 赤堀　拓也＊



－2－技能と技術　3/2014

「出遅れ」と「行き詰まり」というキーワードで分
類している。また，就職困難者によくみられる特徴
等もまとめられている）。
　そこで，適合できない学生については個別にキャ
リア・コンサルティング等を実施させることになる
が，場合によっては，学校外の機関にリファーする
必要がある（リファーとは相談機関を訪れたクライ
エントに対し，その機関では十分な対応ができない
場合，他の適切な専門家にクライエントを紹介する
こと）。 さらにインターンシップ等の学校等で学生
用ジョブ・カード導入以前から，学校が独自に行っ
ていたガイダンス等の取り組みも合わせると，今
後，さまざまな取り組みを一体どのように連携さ
せ，一貫した「キャリア教育」「職業教育」を進め
ていくことが「多様な学生」にとって有効なのであ
るかということが問題となる。
　以上のことをまとめると，「多様な学生」を取り
巻く取り組みの様子は図１に示すとおりになる。す
なわち，これらのさまざまな取り組みを，学生用
ジョブ・カードを用いた個別キャリア・コンサルティ
ングを軸に，学生のキャリア発達に合わせつつ，就
職指導を実施していくことになる。具体的には，集
団で実施するガイダンス等の学校独自の取り組み等
と個別キャリア・コンサルティングを連携し，継ぎ
目なく進めていくことが必要であると思われる。
　以後，岩手県立産業技術短期大学校での独自の取
り組みと，平成24年度のメカトロニクス技術科で実
施した学生用ジョブ・カードを利用したキャリア・
コンサルティング方法を紹介していく。

図１　「多様な学生」の取り巻き

3．独自の取り組み・ガイダンス等

　岩手県立産業技術短期大学校（以下，本校と記述
する。）は，職業能力開発促進法に基づく労働省認
可の職業能力開発短期大学校として平成９年に開校
した。矢巾校においては専門課程５学科，20名の少
人数クラス編成の行き届いた指導を行っている。　
　その５学科に共通で実施している学校独自の取り
組み・ガイダンス等は表１のような日程で各科１年
生に実施される（表中の日付については，平成24年
度のメカトロニクス技術科の学生に実施されたもの
である。特に工場見学やインターンシップについて
は学科により，実施日の違いがある）。また，「プロ
セス」の項目は，キャリア・ガイダンスを進めて行
くプロセスを示し，実施内容がどのプロセスに関連
するのかを記した（キャリア・ガイダンスのプロセ
スは６つあり，それぞれ，「自己理解」「仕事理解」「啓
発的経験」「意思決定」「方策の実行」「仕事への適応」
となっている）。
　さらに，外部講師による ｢職業社会論｣ という授
業（後期に実施）においてビジネスマナーや接遇等
が実施されている。

表１　学校独自の取り組み・ガイダンス等の日程

日　付 内　容 プロセス

６月６日㈬ 工場見学 仕事理解

７月９日㈪〜 インターンシップ（５日間） 啓発的経験

10月10日㈬ 就職ガイダンス

11月14日㈬ 就職講話（第１回目） 仕事理解

12月３日㈪ YG検査 自己理解

12月５日㈬ 校長講話

１月16日㈬ 就職講話（第２回目） 仕事理解

１月19日㈯ 岩手就職ガイダンス 仕事理解

※２月以降から，学生個別に企業見学等を実施し，意思決定する。
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4．実施時期と方法の検討

　このような学校独自の取り組み・ガイダンス等に
連携させるため，学生用ジョブ・カードを利用した
キャリア・コンサルティング実施時期と方法の検討
を行った。
　一般に職業選択においては，学生は前述した６つ
のプロセスを経て，意思決定するが，特に基礎にな
るのが，「自己理解」と「仕事理解」のプロセスで
ある。 この２つのプロセスを経ていないと十分な
キャリア発達過程を経ているとはいえず，意志決定
することが困難になることが多い（図２に意思決定
へのプロセスのイメージ図を示す）。 いわゆる，学
生が職業について方向性を決められない状態にあ
る。

図２　意思決定へのプロセス（イメージ図）

　そこで就職活動が本格化する時期までには，進
路・就職の方向性を決めることができるように，早
期にガイダンス等を実施することの有効性は「早期
キャリア・ガイダンスのすすめ」５）でも報告したと
おりである。特に早期に学生個人の状態（どのプロ
セスにいるのか等）を把握するのは有効である。
　また，筆者は「学生用ジョブ・カードの実施」６）

において，現在の学生用ジョブ・カードの内容に確
定する前から実施方法についての検討を行ってお
り，キャリア・コンサルティングは３回位を段階的
に実施する必要があると考えていた。そのため，最
初の学生用ジョブ・カードを利用したキャリア・コ
ンサルティング（以後，単にコンサルティングと記
述する。）の実施は，できるだけ早期に実施し，学
生の現在の状態をつかむことを目的とした。また２

回目，３回目の目的は表２に示すとおりである。
　特に３回目のコンサルティングの実施は，翌年に
なって１月以降になっているが，この時期では実際
に入社したい企業が未確定な状態の学生が多い（学
生用ジョブ・カードのすべての項目を記述できるわ
けではない）。 そのため，学生用のジョブ・カード
の完成度は，入社したい企業が決まった場合に，エ
ントリーシートや履歴書の作成時に十分な資料にな
る程度を目指した。
　コンサルティングの実施において最も注意が必要
となることは，学生の就職に対する準備（レディネ
ス）は大丈夫であるかということである。 すなわ
ち，１回目，２回目のコンサルティング実施におい
て，学生が図２に示すプロセスのどの段階まで進ん
でいるかを配慮することが重要である。

表２　各回の主目的と連携
回数 時期 主目的 連携

１回目 ７月下旬

学 生 用 ジ ョ ブ・
カード作成指導
学生の状態把握
履歴シート①②の
作成

インターンシップ
工場見学

２回目 10月下旬

学生の自己理解の
確認
学校活動歴ｼｰﾄ①
②の作成
パーソナリティ／
キャリアシートの
作成

就職ガイダンス
YＧ性格検査

３回目 １月下旬

（資料としての）
学 生 用 ジ ョ ブ・
カードの完成を目
指す

岩手就職ガイダン
ス（企業面接会）

※「岩手就職ガイダンス」は外部機関（公益財団法人 いわてふ
るさと定住財団）の催しで，内容は就職活動を始める学生のた
めの企業説明会である。

　もしプロセスが意思決定の段階にないと判断した
ならば，その学生の状態に合わせた別のコンサル
ティングの実施が必要となる。また，各回のコンサ
ルティングを実施する際には，学生の就職に対する
モチベーションが下がらないよう配慮した。具体的
には各回のコンサルティング実施導入時の指導案を
作成し，就職活動に前向きに取り組めるような環境
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作りを行った。
　表３に指導案内容（要点整理）を示す。

表３　指導案の内容（要点整理）

回数 内容

１回目

学生用ジョブ・カードを作成する意味の説明
「今までの経歴（学歴）は変わることはないの
で，一度整理しておきましょう」

「資格についても，いつ，どんな名称の資格を
取得したのかを整理しましょう」

「ジョブ・カードはハローワークでも利用され，
採用においてもジョブ・カードを用いる『ジョ
ブ・カード普及サポーター企業』も増えてき
ています」等

２回目

自己理解の確認
「就職ガイダンスが終わりましたので，いよい
よ就職活動が始まります」

（これから就職活動が始まることの示唆）
「本格的な就職活動をする前に，自分の自己
PR，利点，欠点，趣味等まとめておきましょう」

「自己PRを一体どのように記述したらよいか
困っている人は，12月に実施する性格診断テ
ストやWEBで実施できる適性診断テストを参
考で実施してみましょう」等

３回目

学生用ジョブ・カードの完成
「年も明け，会社見学やエントリーシートによ
る応募が本格化していきます」

「会社見学や，エントリーシートを作成する際，
まとまった資料があると便利です。この機会
に学生用ジョブ・カードを完成させましょう」等

5.	 アセスメントツールの利用

　コンサルティングを進めるうちに，アセスメント
ツールを利用したほうがよい学生が，数名現れてく
る。
　以前はVPI職業興味検査（現在は（一社）雇用問題
研究会では販売されていないので，使用したい場合
は職業レディネス・テストを利用することになる）
を，各学生の検査する目的だけでなく，クラス全体
の特性として把握するために実施していた時期もあ
る５）が，学生用ジョブ・カードを用いた個別のコ
ンサルティングを実施する現在においては，（個別
にコンサルティングを実施するので）その有効性は
それほど高くなくなった。
　しかしながら，それでも実施する意味を持つ学生

は存在する。例えば，先に挙げた２つの初期のプロ
セスに達していない学生に実施すれば有効かもしれ
ない。すなわち，自己理解を促す「きっかけ」とし
てのアセスメントツールの利用である。
　アセスメントツールであれば統計的な判断によ
り，ある程度，客観的なデーターを学生に提供する
ことができる。そのため，一部の学生は職業指導員
の話よりも場合によっては，その結果を信頼するこ
とがある。このことは，良い方向へも悪い方向へも
傾く可能性を秘めているので，実施には学生が前向
きに取り組めるようにする配慮は必要であるが，一
定の効果はある。
　また，RCC就職レディネス・チェック７）やキャ
リア・シミュレーション８）等の新しく開発された
アセスメントツールがある。このようなアセスメン
トツールを含め，実施判断はコンサルティングによ
り行い，必要とされる学生に実施するのが望まし
い。ちなみにRCC就職レディネス・チェックは，学
生の就職に対する「準備度の点検」や「就職に対す
る思い込み修正」に有効であり，キャリア・シミュ
レーションについては啓発的経験ができないとき等

（インターンシップが実施できない場合等）に有効
である。また，「キャリア・シミュレーションによ
る啓発的経験」９）（2012）では，就職活動を終えた
学生（２年生）と就職活動前の学生（１年生）に実
施した内容を報告書として取りまとめた。

6．さまざまな連携

　表２に示したように，コンサルティングの実施時
期を設定し，学校の独自の取り組み・ガイダンス等
と連携しながら実施してきたが，この他にも連携し
て実施してきたことがある。例を挙げると学科（授
業）とインターンシップの連携である。
　インターンシップにおいては，どの企業にイン
ターンシップに行ってみたいか学生の希望調査は行
うが，多くは企業への通勤手段の制約により，特定
の企業に限定されてしまうことが多い。 その場合，
学生にとっては「本当はＡ社に職業体験したかった
のに」，実際は「実はあまり興味のないＢ社での実
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施」となることがある。インターンシップでは，ビ
ジネスマナーをはじめ多くのことを体験できるの
で，希望の企業で実施できなくても有効であるが，
興味があった企業の実習内容等は学生にとっては気
になることである。そのため，インターンシップ後
に実施報告プレゼンテーションを行い，どのような
会社であったか等を学生間で情報共有させることに
した。 このプレゼンテーションは「情報工学実習」
という実習の授業の中で「パワーポイントの習得」
とともに実習に取り入れた。
　学生に発表させた内容は「企業紹介」「事業概要」

「求人票の調査」「研修内容」「意見・感想」等である。
実施後は学生の感想として「他の企業のことがわ
かってよかった」等といった感想があった。
　もう１つの例は外部機関「地域ジョブカフェ」と
の連携である。企業によっては採用試験時，グルー
プディスカッションを課す場合がある。しかしなが
ら本校においては，この試験に対応するガイダンス
等を予定していなかったため，「ジョブカフェいわ
て」に講習をお願いし，グループディスカッション
が試験として実施される学生について指導していた
だいた（平成25年３月と４月に実施）。
　この場合はリファーに当たるが，自信がない領域
を指導するよりは，適切な対処方法だったと感じて
いる。機関間においては，互いに強みを生かせるよ
うな関係で学生等のサポートを実施していくことで
効果を相乗的に上げることができると思われる。実
際，受講した学生においては，「選考試験でどうし
らたよいか，不安だったのでよかった」等といった
感想が多く聞かれた。

7．平成25年度の就職状況

　平成24年度入学のメカトロニクス技術科の学生に
対し，学生用ジョブ・カードを利用したキャリア・
コンサルティングを軸に学校の独自の取り組みと連
携して実施してきた。その指導を受けた学生の平成
25年度の月別就職率（内定率）の推移は図３のとお
りである（内定率は進学希望者を含んだもので，そ
れぞれの年度の学生数は，平成23年22名，平成24年

23名，平成25年23名である）。
　図からわかるように，平成25年度（４〜７月まで）
の推移の様子は平成23年度，24年度と比較すると，
明らかにグラフの増加率が大きく（勾配が急），短
期間に就職内定を獲得している様子がわかる。この
内定率の傾向は早期から段階的に学生用ジョブ・
カードを利用したキャリア・コンサルティングを実
施してきたことが一因と考えている。例年の学生の
就職活動に対する取り組み時期と比べてみると，若
干ではあるが，時期が早かったように感じた。すな
わち，早期から学校の取り組み・ガイダンス等とコ
ンサルティングにより，就職意識を醸成してきた結
果，就職活動を円滑に進めることができた学生が多
かったのではと考えている。

図３　就職率（内定率）の推移

8．今後の方策の検討

　経団連は大学生の採用ルールを改定し，就職活動
の開始時期を繰り下げる方針を示した。会社説明会
の開始時期を大学３年生の12月から３月に，選考開
始の時期は４年生の４月から８月に繰り下げ，採用
ルールも紳士協定としての「倫理憲章」から「指針」
とし，適用対象を倫理憲章に署名した企業だけでは
なく，経団連加盟社に拡大する。 この採用ルール
は，平成28年４月に入社する大学生から適用され
る。
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　さらに産業競争力会議「雇用・人材分科会」中間
整理（平成25年12月26日発表）においては，ジョブ・
カードの抜本的見直しが提言された（以下『　』の
文が引用）。
　『ジョブ・カードは自身のこれまでの職業経験な
どを振り返り，将来に向けた目標を考えるための
ツールとして活用されてきた。一方，取得者のほと
んどが職業訓練受講者となっているなどの課題もあ
る。このため，これまでの活用状況等を精査し，例
えば，「キャリア・パスポート（仮称）」として学生
段階から職業生活を通じて活用できるものとするこ
とや，企業及び働き手の双方にしっかり浸透する仕
掛けとして，雇用保険二事業の助成金支給の必要条
件とすること等，労使の理解を得つつ，抜本的に見
直す。』と提言されている。 このように社会情勢は
急速に変化してきている。
　一方，学生の気質については，中央教育審議会の
答申「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育
の在り方について」１）により，中学校や高等学校で
キャリア教育が充実していく方向にあり，今後は歳
相応にキャリア発達した学生が，育成されていく可
能性はある。 しかしながら，今後，数年間は社会

（雇用）情勢と学生の気質の変化に注意して対応し
ていく必要があると思われる。 また，現在キャリ
ア・コンサルタントの質が問題となっており，平成
24年度「キャリア・コンサルティング研究会」の報
告書10）（特に職業訓練機関等におけるキャリア・コ
ンサルティング部会の報告書）においては，さまざ
まな課題が把握された。表４に把握された課題（抜
粋）を示す。
　課題の大きな原因となっていることは，キャリ
ア・コンサルタントに必要な能力・スキルが不足し
ていることにあると思われる。このことは平成24年
度の登録キャリア・コンサルタント（ジョブ・カー
ド講習修了者）の４割が職業訓練機関等所属の者の
であることや，登録キャリア・コンサルタント約
３万５千人（平成23年度末）のうち約８割がキャリ
ア・コンサルタントの資格を有していない状況にあ
ることからも垣間見ることができる（統計データは
報告書より引用）。

表４　把握された課題（抜粋）
把握された課題

キャリア・コンサルティング実施のための十分な時間，
適切な相談場所，必要な数のキャリア・コンサルタント
が確保されていない。

ジョブ・カードを作成することにばかり意識が集中しが
ちである。

キャリア・コンサルタント資格がない者がジョブ・カー
ド講習を受講するだけでは，キャリア・コンサルティン
グ及びジョブ・カード交付を適切に実施できるようには
ならない。

「ジョブ・カード講習受講後のフォローアップ体制が整備
されていない。

訓練分野に精通している訓練指導員がキャリア・コンサ
ルティングを行うことにはメリットも多いが，指導する
姿勢をとりがちで，共感しながら話を聞くのは得意でな
いことが多い。

作成したジョブ・カードが求人の応募書類として使用で
きない。 等

　また報告書では，
『職業訓練機関等においては，訓練指導員がジョブ・
カード交付の担い手となり，受講生に対して個別相
談を行っていることが多いが，訓練指導員は訓練分
野に精通しており，訓練分野の業界についても詳し
く，その職種での就職状況も踏まえた相談を受講生
に対して行うことができると考えられるため，訓練
指導員がキャリア・コンサルティングを実施するこ
とには一定のメリットがある。しかしながら訓練指
導員であっても，キャリア・コンサルティングのス
キルがない場合にはキャリア・コンサルティングが
効果的に実施できないことから，キャリア・コンサ
ルティングのスキルを身につけさせる必要がある。
さらに，訓練指導員がキャリア・コンサルティング
のスキルを習得し，相手を共感的に理解するカウン
セリングの姿勢を身につけることによって，受講生
主体の指導の実施につながり，訓練そのものにもよ
い影響を与える可能性がある。』としており，第９
次職業能力開発基本計画においても，訓練指導員等
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の育成・質の確保において，
『良質な職業訓練の実施や訓練受講者の就職の実現
のためには，その担い手となる人材の育成・質の確
保が重要であり，専門分野についての技能や知識，
キャリア・コンサルティング等の就職支援技法，訓
練カリキュラムの設定方法等を習得した訓練指導員
の育成や，キャリア・コンサルティングについて専
門的な知識・経験を有するキャリア・コンサルタン
トの育成が必要である。』としている。
　今後，職業訓練機関等においては職業指導員が各
自の訓練分野での業界の動向に注意を払いつつ，「多
様な学生」に対応しながら，キャリア・コンサルティ
ング（アセスメントツール等の運用のための知識も
含む）のスキルを向上させていく必要があると思わ
れる。
　さらに最近では，キャリア・コンサルタントの能
力の問題について産業競争力会議「雇用・人材分科
会」中間整理において，

『厚生労働省においてキャリア・コンサルティング
技法の開発等を推進するとともに，自らの職業能力
の棚卸しに基づき，キャリアアップ・キャリアチェ
ンジを考える機会を多くの国民に提供するための方
策として，まず，キャリア・コンサルタントの養成
計画を平成26年年央までに策定し，確実に養成を図
る。』とキャリア・コンサルティング体制整備が提
言されている（平成26年６月現在　第３回キャリ
ア・コンサルタント養成計画に係る専門検討会が実
施された）。
　すなわち，今後の方策としては，激変する社会情
勢と学生の気質に対応するため，集団で実施するガ
イダンス等は実施する学校の状況に合わせた取り組
みを検討し，個別には職業訓練指導員等がキャリ
ア・コンサルティングのスキルを向上させながら，
継ぎ目なく学生のキャリア発達に合わせたコンサル
ティングを実施していく必要があると思われる。

9．おわりに

　私も当初は，「職業訓練指導員は指導やコーチン
グが得意であるから，傾聴が必要なカウンセリング

を必要とするキャリア・コンサルタントとしては向
かないのではないか」と考えていた。しかし，ここ
数年間，さまざまなアセスメントツールやカウンセ
リング等を学ぶうちに，指導においても役だてるこ
とは多いということを体験することができた。
　特に，２級キャリア・コンサルティング技能士の
資格取得に挑戦し，２回不合格で平成24年にやっと
合格することができた。この受検をとおして，なぜ
不合格なのか，自分に足りないことは何なのかを自
問自答する機会となった。不合格の原因は，今まで
職業訓練指導員として指導することが多かったの
で，どうしても無意識に指示的な言葉遣いになって
しまい，なかなか傾聴ができなかったことが一因で
あると痛感している。自分で気が付かないことに気
が付く「気づき」を体験できたのは，資格を取得し
たことよりも価値がある体験であった。
　学生においては，就職活動が進まないのは何かし
ら原因を抱えており，原因を「気づき」によって，
うまく解決できることを，今までの就職指導におい
て多く体験できた。今後も激変する社会情勢に対応
しながら，自らのスキルを高めていくよう頑張りた
いと思っている。そして間接的ではあるが，岩手県
の若者たちが，岩手県の企業に就職し，若い力とな
ることで復興に寄与することを願いたい。

10．謝辞

　この研究報告書を作成するに当たり，「キャリア・
シミュレーション」や「若年者就職支援機関におけ
る就職困難者支援の実態」，独立行政法人 労働政策
研究・研修機構 労働大学校　深町 珠由先生の資料
を参考にさせていただききました。 特にキャリア・
シミュレーションについては「キャリアシミュレー
ションプログラムの開発」のレポート，「若年者就
職支援機関における就職困難者支援の実態」の報告
書をお送りいただき，とても参考になりました。あ
りがとうございました。
　また，本校 産業デザイン科 多田 誠先生には２級
キャリア・コンサルティング技能検定に向けて，傾
聴の指導をしていただきました。ありがとうござい
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ました。そしてメカトロニクス技術科の職員をはじ
め，学生たちには参考となる意見や感想などいただ
けたことに感謝の意を表します。

　この報告書は平成25年度職業能力開発論文コン
クールにおいて投稿した論文を，最近の社会情勢に
合わせ一部修正してまとめたものです。
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1．はじめに

　広島商工会議所では，平成20年６月より日本商工
会議所より業務委託を受けて，「ジョブ・カード制
度推進事業」をスタートし，平成24年度で５年目を
迎えた。
　この間，全国112ヵ所の地域ジョブ・カード（サ
ポート）センターの設置商工会議所では，採用意欲
のある中小企業での人材育成・確保に向けた取り組
みを支援するために，ジョブ・カード普及サポー
ター企業を開拓し，そのうち，雇用型訓練（有期実
習型訓練，実践型人材養成システム，若者チャレン
ジ訓練）の実施を希望する企業に対しては，訓練実
施計画書や評価シート，申請書類の作成，助成金や
奨励金の支給申請に当たってのアドバイスなどを
行ってきた。
　こうした活動により，ジョブ・カード制度推進事
業がスタートした平成20年度からの累計では，ジョ
ブ・カード普及サポーター企業数は54,017社（広島
県1,310社）となり，このうち雇用型訓練を終了し
た企業１）は12,317社，訓練修了者22,035人の77%（広
島県74.5%）に相当する16,968人（広島県223人）が
正社員として採用された。このため，雇用型訓練を
実施した企業ならびに，正社員として採用された元
訓練生からも高く評価されており，この事業は，非
正規労働者の正規雇用化の促進に大きく貢献してい
るといえる。
　本稿および次稿において，この雇用型訓練の「有

期実習型訓練」に取り組んだ企業の潜在的な悩みや
課題を明らかにし，併せてジョブ・カードを活用し
たキャリア形成支援による課題解決のプロセスとそ
の成果・効果に関する実践事例を報告する。

2．企業の人材育成・確保に向けた課題とは

　これまでの取り組みで把握した企業の悩みや課題
は次のような点である。
（悩み）

①　採用に関する悩み

　良い人材を採用しようと思い，実際に採用した
が，思ったような活躍をしてもらえない（ミスマッ
チ）。何が問題なのか見当が付かない。改善点や対
応策も思い付かない。
②　正社員化に向けた悩み

　パート・アルバイト等の者から，正社員としてふ
さわしい者を登用し，責任ある仕事をしてもらいた
いが，従業員から納得が得られ，かつ適切と思われ
る登用方法が思い付かない。
③　教育訓練や仕事の評価方法の悩み

　社内の教育訓練や仕事の評価の仕方がわからず，
人材育成の成果がみえず，社内の理解が得られな
い。また，人材育成のコストも気掛かりであり，コ
スト低減の方策が見つからない。

　以上の３つの悩みを，ジョブ・カード制度を活用
したキャリア形成支援に取り組む過程の中で，企業
ごとに少し異なる悩みを次の課題に整理して，対応

キャリア形成支援に関する取り組み
―目からウロコ！　新たな人材育成の仕組みを

活用した会社と社員の活性化① ―

　　就職支援の取り組み	 2

広島商工会議所 今村　榮一
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策を示しながら支援を行った。
（課題とその対応）

・良い人材確保の仕組みづくり（採用方法から採用
後の人材育成方法に至るプロセスの見直し）
・社内の仕事内容の明確化と非正規社員と正社員の
違いの見える化
・仕事の評価方法の見直し
・人材育成とあいまった社員個々が保有する職業能
力の見える化
・人材育成の見える化
・人材育成の指導者として担当できる者の育成
・国の支援制度の活用方法

　これらの課題解決のために，ジョブ・カードセン
ターのアドバイザーによる制度導入のアドバイスと
登録キャリア・コンサルタントによる雇用型訓練の
受講者に対するキャリア・コンサルティングの支援
によって，課題解決が図られたという評価を受けて
いる。

3．訓練生（非正規労働者）の課題とは

　これまでの取り組みで把握した，雇用型訓練を受
講した訓練生（非正規労働者）の悩みや課題は次の
ような点である。
（悩み）

①　自分の能力

　日常の仕事の中で，どの程度仕事ができているの
か，不足する能力は何かが不明確であり，自信が持
てない。
②　スキルアップへの意欲

　能力を活用したいが，社内での仕組みや具体的な
方法が見当たらない。
③　人材育成への不信感

　人材育成プログラムを受講したり，仕事中に先輩
から指導を受けてもどのような仕事ができて，必要
とされる能力が身に付いたのか，目標も曖昧で常に
もやもやしている。

（課題とその対応）

・従業員個々に，自らを知ることができる仕組みづ
くり
・会社側が求める職務遂行能力と仕事のレベル
　（“できる”目標の見える化）
・不足している職務遂行能力の見える化
・人材育成プログラムの具体化と見える化
・仕事の評価方法とその仕組みづくり
・人材育成の評価方法とその仕組みづくり
・指導者としての役割を担う者のスキルアップ

　これらの悩み，課題に応えるためにジョブ・カー
ド様式に記入し，登録キャリア・コンサルタントに
よるアドバイスを受けて様式に整理し，訓練受講に
よる大きな成果が得られたという評価を受けてい
る。

4.　有期実習型訓練に取り組んだ実践事例

　ジョブ・カード制度を実際に活用してみると，採
用時，人材育成時，正社員登用時，新入社員の教育
訓練などその範囲は広い。生涯職業能力開発体系に
ある職業能力の「見える化」，育成目標とそのスキ
ルの「見える化」，会社の人材は人財であるという
意識，人材の育成に対する積極的な意識など「見え
る化」によって，一部の社員の教育訓練でスタート
したが，結果的に社員全員の学ぶ意識の醸成につな
がった。また，仕事への自主性の向上も図ることが
でき，業務の効率化とコストダウンなどにつなが
り，最終的には業績にも影響を与えたのではないか
と思われる。
　以下に，山陽空調工業㈱の取り組み事例を報告す
る。

4.1　制度の活用に取り組んだ目的

　当社は，空気調和設備工事や電気設備工事，給排
水衛生設備工事，上下水道設備工事，防災設備工事，
冷凍冷蔵設備工事，プラント工事，建設工事を行っ
ている会社です。
　設立は昭和39年３月で，今年で48年になります。
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広島市に本社を置き，２ヵ所の支店（大田市，山口
市），５ヵ所の営業所（呉市，東広島市，岩国市，
福津市，東京都渋谷区），４ヵ所の連絡所（松江市，
周南市，防府市，福岡市）があります。
　社員数は99人（パート社員を含む）であり，その
７割強が技術系，２割弱が総務系の業務に従事して
います。高品質の製品を提供するため，「三歩先を
考え，二歩先を観て，一歩先を歩く」ということが，
当社のモットーです。
　ジョブ・カード制度のことを知ったのは，平成24
年２月のことです。広島商工会議所の広島県地域
ジョブ・カードセンターの訓練コーディネーターの
方が来社され，ジョブ・カード制度の有期実習型訓
練の活用を勧められました。
　制度の内容や仕組みなどについての説明を聞く

と，その内容が当社の人材育成の方針とマッチして
いることが分かりました。このため，
①　新人育成には，多くの費用と時間が必要だが，
この制度を活用することで，費用と時間の削減が
図れる。
②　この制度は，人材育成に不可欠な専門知識を習
得する座学と現場同行によるOJTの組み合わせの
自由度と費用負担の軽減が図れる。
③　入社時から研修制度に親しむことにより，継続
的な資格取得のきっかけづくりになる。
④　新人研修の実施と社内告知により，社員全員に
対し，知識習得や資格取得に対する動機づけとな
るよう，社員による技術指導も訓練カリキュラム
に盛り込める。
　以上のことから，キャリア形成支援の第一歩とし
て，この制度の有期実習型訓練を新人教育に導入す
ることにしました。

4.2　具体的な取り組み内容

　平成24年は，４人の大学新卒者を訓練生として実
施しています。訓練生の内訳は，電気システムと機
械システムがそれぞれ１人ずつ，建築工学が２人で
す。訓練期間は，４月から10月までの６ヵ月間で
す。
　OJTは537時間，Off－JTは135時間の合計672時間
としました。現場の状況を最優先し，現場実習は，
原則として月曜日から金曜日に実施し，社員による
技術実習は出勤日の土曜日に実施しました。
　冷凍・空調設備業務における基礎的な知識や技能
を習得し，各種の施工作業や修理ができることを訓
練の到達目標とし，Off－JTでは「知る」「わかる」，
OJTでは「出来る」ことを目指しています（図１「研
修カリキュラム」を参照）。
　訓練カリキュラムは，訓練コーディネーターの方
のアドバイスを得ながら，以下のような考え方を反
映させて作成しました。
⑴�　OJTとOff－JTは，技術知識と実践，安全管理
に関する項目も設定した。
⑵�　実技のOff－JTは，先輩社員が講師を担当し，
より実践的な基礎技術の訓練を行った。

山陽空調工業㈱
■企業概要
所 在 地：広島市南区
業 　 種：空気調和設備工事､ 電気設備工事等
資 本 金：4,000万円
従業員数：99人
U R L：http://www.skkh.com/

■訓練概要
コース名：「冷凍・空調設備施工・修理コース」
職 種：各種設備工事の施工
訓練生数：第１回４人
� 第２回６人
期 間：第１回：平成24年４月～ 10月
� 第２回：平成25年４月～ 10月
種 別：有期実習型訓練（キャリア・アップ型）

写真１　先輩技術者によるOff−JT
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⑶�　OJTでは，経過時での適性を見計らい，配置す
る現場の選定や本社内での作業など，現場との連
携を重視した。
⑷�　現場に送り出すために必要な書類の作成や
チェック方法の実習指導の内容も取り入れた。
⑸�　日々の研修内容の再確認と訓練日誌への記入，
担当者や上司のコメントを記入すること義務化し
た。

　なお，「新大卒者の教育訓練」を機に，当社の人
材育成の組織風土づくりの�重要性を再認識し，以
下のように取り組みました。
⑴�　メンターの配置による「中長期的キャリア支
援」（朝の挨拶，朝の体操，朝の講話，朝の声出し）
とOJTの「送り出し教育」を取り入れ，自己啓発
の土台を構築した。
⑵�　社員全体の能力向上を常に考え，“教える”こ
とを意識するため，管理職を含む多数の現場指導
者が訓練コーディネーターによる「訓練指導・評
価担当者講習」を受講した。

4.3�　訓練実施するための課題と，それを乗り越

えるための工夫

　当社では，これまで業務に必要な技能である「低
温溶接（ろう付）」を学ぶ機会がありませんでした。
今回，訓練コーディネーターの方と打ち合わせをす
る中で，ポリテクセンター広島を紹介してもらった
うえ，当社のニーズに合った講習内容をオーダーメ
イドで作成してもらったことから，Off－JTとして
受講できたことは，大変うれしいことでした。

4.4　制度の活用による具体的な効果

　今回，広島県地域ジョブ・カードセンターの訓練
コーディネーターの方から，ジョブ・カード制度の
有期実習型訓練を紹介してもらったことを機に，大
学の新卒者の社員教育に導入しました。
　訓練の実施に当たっては，訓練コーディネーター
の方の丁寧な指導のもと，柔軟な訓練カリキュラム
を設定してもらったことから，当社の理想に近い大
学の新卒者教育の形ができあがったと思います。特
に，OJTとOff－JTを業務内容に合わせて現場の状
況を踏まえたことは，技術の習得や社員間での承継
など，これまでにない大きな効果を生み出したと
思っています。
　また，ポリテクセンター広島で実施したOff－JT
は，講義の内容はもとより，進行速度や分かりやす
い説明と実習が行われ，２日間の講習に同席した社
員（メンター）は，「さすがプロの指導者」と驚い

図１　研修カリキュラム

写真２　ポリテクセンター広島で実施したOff−JT
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ていました。
　さらに，訓練生の訓練日誌をみると，「安全面や
専門知識，課題の作成と検査手法の解説，問題点の
把握，解決方法の提示など，とても勉強になった」
との感想が寄せられています。
　このような取り組みは，来期以降も継続して実施
し，社員全員のモチベーションの向上と会社ととも
に成長する社員の自己実現のための仕組みづくりの
貴重な財産として取り組んでいくことにしていま
す。

5．まとめ

　この取り組みについては，平成24年７月19日開催
の ｢ジョブ・カード制度　企業説明会｣ ２）（参加者
100人）において，企業導入事例として同社社長の
淺田博昭氏より発表していただいた。
　参加していた他社の経営者や人事担当者からは，
「会社全体の雰囲気が良くなり，社員全員が教師と
いう意識で取り組んだというのが素晴らしい」「新
卒の多くは研修のある企業を求めているため，制度
の活用企業には応募も増え，良い人材の確保ができ
ると思った」「ものづくり工程による新入社員教育
プログラムを開発された効果は大きい」など，大い
に参考になったとの感想，意見が寄せられた。
　また，打ち合わせを進める中で，前掲のような新
大卒者の「研修カリキュラム」（見える化）として
構築することができ，「当社にとっての財産」と喜
んでいただいた。
　平成25年度も６人の新大学，新高卒者を訓練生と
して４月から６ヵ月間の訓練を実施している。

＜引用文献＞
１）日本商工会議所「ジョブ・カード制度推進事業の活動実績」
2013年７月５日
２）広島商工会議所「ジョブ・カード制度」企業説明会，2012年
７月19日

＜参考文献＞
⑴　訓練指導者・評価担当者講習
⑵　取り組み企業（３社）の訓練カリキュラム
⑶　広島商工会議所　今村榮一「働くことの意義・今身につけて
おくこと～これからのキャリア形成を考えよう～」
⑷�　支援対象者の職業意識レベル（イメージ）
⑸　有能な人材育成・確保こそが企業成長のカギ!
⑹�　広島商工会議所　今村榮一，ジョブ・カード制度推進事業の
担当者研修会「若者チャレンジ訓練をはじめとした雇用型訓練
に取り組む企業への支援について」2013年５月31日
⑺　日本商工会議所「『雇用型訓練の実施状況に関する検討会議』
の設置について」2013年７月５日
⑻　（独）雇用・能力開発機構　職業能力開発総合大学校，特別
研究　企画報告書「わが国の職業能力開発のあり方に関する総
合的研究」2011年１月発行
⑼　日本商工会議所「ジョブ・カード制度推進研究会報告」2013
年３月
⑽　厚生労働省職業能力開発局「職業能力開発の今後の在り方に
関する研究会報告」2005年４月
⑾　厚生労働省職業能力開発局「生涯キャリア支援と企業のあり
方に関する研究会報告」2007年７月　
⑿　厚生労働省職業能力開発局「大学等におけるキャリア教育推
進に当たってのジョブ・カード活用・普及促進等に関する実務
者会議報告書」2012年２月
⒀　厚生労働省職業能力開発局「在職者に対するジョブ・カード
の普及促進のための実務者会議報告書」2013年５月
⒁　ジョブ・カード推進協議会，ジョブ・カード制度　「新全国
推進基本計画」2011年４月
⒂　広島商工会議所　今村榮一，職業能力開発技術誌『技能と技
術』2/2012「企業と連携した取り組み　キャリア形成支援に係
る取り組み①」
⒃　広島商工会議所　今村榮一，職業能力開発技術誌『技能と技
術』3/2012「非正規労働者への職業訓練　キャリア形成支援に
係る取り組み②」
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1．はじめに

1.1　調査のねらい

　本調査は，求職者支援訓練の中で「職業能力基礎
講習」※１がどのように実施されているか，求職者
支援訓練実施機関（以下「実施機関」という）にお
ける訓練実態を明らかにすることによって，東京職
業訓練支援センターが行う実施状況確認時における
指導の充実，「ワークガイダンス講習講師育成講座」
や「求職者支援訓練サポート講習」の内容の更なる
充実等に反映し，求職者支援訓練の質の向上を図る
ことをねらいとして実施した。

1.2　調査の期間

　本調査は，以下の２回に分けて実施した。
　第１期　平成25年８月６～９日
　第２期　平成25年10月８～ 18日

1.3　調査の方法

　調査は事前にアポイントを取り，東京職業訓練支
援センターの訓練支援担当者（現：開発援助担当）
が実施機関へ直接訪問してヒアリング調査を実施し
た。

1.4　調査の項目

　以下の項目により「半構成法」で実施した。
　①　職業能力基礎講習の考え方
　②　職業能力基礎講習プログラムの概要
　　　テーマと時間配分，独自テーマ等
　③　講習で重視しているポイント
　　　受講生・訓練分野特性等を配慮した工夫等

訓練科名・分野 ヒアリング対象 授業参観
有無

A オフィス事務基礎科 事務担当者 ○

B Web・グラフィッククリエイター科 運営責任者等 ○

C キャリアサポーター養成科 専任講師 ○

D パソコン・オフィス事務基礎科
事務担当者
部外講師 ○

E ネイリスト養成科 運営責任者 ○

F 介護職員養成科 事務担当者 ○

G 医療事務，介護等 就職支援責任者等 －

H ビル設備管理者養成 運営責任者等 －

I 簿記会計，経理等 運営責任者等 －

J Web，住宅CAD等 事務担当者
部外講師 －

K 介護職員初任者養成 運営責任者 ○

L パソコンスキル基礎 運営責任者等 －

M ウエブデザイナー養成 運営責任者
講師等 ○

N Webクリエイター 就職支援責任者 ○

（実施機関名称は省略）

表１　調査対象一覧

※１「職業能力基礎講習」とは，求職者支援訓練の中に必ず設定
すべき訓練内容として定められているもので，『自己理解，職
業意識，表現スキル，人間関係スキル等に関する科目』を指す。
基礎コースでは48～ 120時間，実践コースでは24～ 60時間を設
定することとされている。求職者支援制度開始以前は，「ワー
クガイダンス講習」と呼ばれていた。

求職者支援訓練における
「職業能力基礎講習」ヒアリング調査報告

　　就職支援の取り組み	 3

東京職業訓練支援センター　開発援助担当　係長　　　　　　　　　　

能力開発コーディネーター

持永　久子
木村　豊
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　④　職業能力基礎講習にみる問題・課題
　⑤�　授業の参観（実施機関によっては担当者から
のヒアリングのみ。）

1.5　調査の対象

　調査対象実施機関は以下の複数の基準で選定した。
　①　実施状況確認の担当者からの推薦
　②　コース分野の多様性
　③�　大手実施機関又は求職者支援訓練多数実施機
関

　調査対象実施機関については，表１参照のこと。

2．職業能力基礎講習について

2.1　職業能力基礎講習のとらえ方

　実施機関では職業能力基礎講習（以下「基礎講習」
という）をどのようなものとしてとらえているのか。
　今回の調査から図１のように大よそ４つのタイプ
に分けることができる。そのタイプに分化する要因
として，以下の認定基準が前提としてある。

『職業能力の開発・向上に直接関係しない次のような
科目は認定上必要とされる「１ヵ月につき100時間以
上」の訓練時間に含めることはできません。』
①　開講式，修了式，オリエンテーション
②�　就職支援（履歴書・職務経歴書の作成に係る指導，
面接の受け方の指導，ジョブ・カード作成支援等）
③　キャリア・コンサルティング
④　公共職業安定所への来所日

　４つのタイプの概要は以下のとおりである（図１
参照）。
Ａ：認定基準遵守
　Ａ－①：�疑問と負担を感じながら就職支援と線

引きした科目で実施
　Ａ－②：�基礎講習はプレゼンテーション能力や

コミュニケーション能力養成科目に特
化

Ｂ：現実的対応
　　Ｂタイプは現実的判断として，基礎講習の中
に，履歴書・職務経歴書作成指導の一部を取り入
れていることが推測されるもの

Ｃ：中間タイプ
　　ＣタイプはＡとＢの中間ともいうべきタイプで
ある。このタイプは「１ヵ月につき100時間以上」
の訓練時間数に含めない形で，基礎講習実施の近
接日に就職支援の時間をあらかじめ設定して，集
団で就職支援を実施している。

　このように就職支援項目を訓練時間数に含めるこ
とができないために，基礎講習はさまざまなとらえ
方により，カリキュラム内容は各実施機関ごとに実
に多種多様な内容が存在し，実施面での苦労がうか
がえる。

2.2　職業能力基礎講習の講師体制

　基礎講習を担当する講師は，基本的には内部講師
と外部講師に分けられる。
　なお，講師要件としては「指導等業務の経験」と
「ワークガイダンス講習講師育成講座を受講するこ
とが望ましい」とされているが，専門カリキュラム
の講師と比較して明確な条件は設定されていないの
が現状である。
①　内部講師　

　内部講師は，就職支援担当者や運営責任者が専任
で担当する場合と専門カリキュラムの講師（例えば
Webの講師等）が兼務する場合とがある。兼任の
メリットとしては，他の授業で信頼関係が構築され
ていれば，基礎講習の運営がよりスムーズに進むこ
とや講師が業界や職種を熟知しているならば，現実

図１　職業能力基礎講習のとらえ方
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感ある職業意識や仕事理解の授業が可能となること
が考えられる。デメリットは，講師自身にキャリア
支援やファシリテーションスキルが不足している場
合，外部講師と比較して，基礎講習への不満が多く
なりがちになることである。
②　外部講師

　外部講師の経歴は，精神保健福祉士，キャリアカ
ウンセラー，ビジネスマナー講師，産業カウンセ
ラー，能力開発インストラクター等，複数の資格と
職務経歴をもつ講師が担当している。また，一部に
は演劇演出家等がコミュニケーションの領域を担当
するケースも見られた。ただし，外部講師任せの体
制では，基礎講習受講への抵抗感や不満の増加原因
になる場合もある。

　今回のヒアリング調査では，外部講師に直接話を
聞く機会があったが，ある講師は以下のようにハ
ローワークを単なる求人票探索の一媒体としてとら
えるだけにとどまらず，その戦略的活用を基礎講習
の科目内容としていたことは一考に値する。
　基礎講習の講師で，この点を明確に伝達できる人
は少ないと思われる。�キャリアコンサルタント等
就職支援担当者も，ハローワークの機能を十分に
知っておく必要があるだろう。
　さらには，基礎講習講師や就職支援担当者のみな
らず，実施機関の事務担当者，運営責任者等に対し
て，ハローワークの機能と活用方法の知識を習得す
る機会を提供することも，今後検討すべき課題と考
える。

ある外部講師の発言

　職業能力基礎講習の「職業意識（仕事の探し方）」の
講座の目的は「応募先企業の選択にハローワークが最も
安心」と理解してもらうことにあると考えている。�
①�　求人票の見方：ほとんどの人はハローワークを利用
していながら，求人票の見方をよく知らない。�
　�　そのために，給料や交通費，住所など，本人が見た
い箇所のみで応募を決めている。「A4一枚にこんなに
情報が詰まっている。だから丁寧に見て，自分が応募
すべきかどうかをしっかり判断すること」と言い切る
ようにしている。�

②�　窓口相談員の利用の仕方：「自分でしっかり見て，
不明な点を窓口の相談員に相談すること。ただ，紹介
状をもらうだけではもったいない」と伝え，ハローワー
ク全体が協力者であることに気づいていただく。

③�　「求人部門のスタッフが法律に則り募集していて，
日本全国の求人がある。東京地区の場合，毎月10万件
前後の新規求人があり，毎日更新されている。�その
中には必ず応募できる/採用に至る企業がある」と言
い切り，安心感を与える。�

④�　職業訓練窓口だけでなく，マザーズ/ヤング/キャリ
アアップ・ハローワークや専門援助部門，�早期就労支
援部門など多くの機能を持ち，雇用安定に寄与してい
る事実を伝えることも求職者支援訓練の大きな使命の
１つと思っている。

3．職業能力基礎講習のカリキュラム

3.1�　職業能力基礎講習のカリキュラム分類と科

目内容

　基礎講習の科目内容は表２のとおり，大きく３つ
の領域で実施していた。

表２　職業能力基礎講習カリキュラム分類

※領域と科目内容については，実際に行われていた内容に基づく
記載のため，本来の分類とは異なる場合がある。

⑴　自己理解　

　アイスブレイクやグループワークを通じて自己開
示や自己分析，自己理解を促進するための科目群で
ある。具体的内容としては，「自分の強み・弱み探
索シート」を活用したセルフワークやグループワー
ク，「ジョハリの窓」や「守護霊を活用した自己開示」
「ライフバイオリズムチャートシート」による振り
返り，「人生グラフ」による体験交換，「いいとこ探
し」などの演習で自己理解を促進していた。これら
は間接的に履歴書作成へとつながる橋渡しとなって
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いる。
　また，自分の強みを発見し，キーワード化するた
めにジョブカード（様式３）を利用している実施機
関もみられた。
⑵　仕事理解

　仕事理解には３つの科目群があり，分野や受講者
特性に応じてその配分が異なっている。
①　コミュニケーション

　コミュニケーションは，「３つのきき方」「５つの
きく態度」「アサーション」などのコミュニケーショ
ンの基本と専門分野特有の「プレゼンテーションス
キル」や「ロジカルシンキング」などがある。
　「プレゼンテーションスキル」の科目の中で，
「ディベート体験」をはじめ，「エレベータピッチ」
「USP作成」「オレンジをめぐる交渉」「アンデスの
職人」などの多様な演習を実施することで，基礎講
習全体を通してその養成に注力しているケースもみ
られた。
②　ビジネスマナー

　ビジネスマナーの教科には以下のような内容がみ
られた。礼儀とあいさつ，言葉づかいと伝え方，席
次・礼の仕方，クッション言葉，ビジネス会話・敬
語・電話等の接客の基本。さらに組織で働くという
こと，ビジネスパーソン３識，仕事に対する姿勢，
職場での人間関係等の心構えなど。
　一方で介護や美容関連では，一般的なビジネスマ
ナーに加えて業界特有のマナー習得を重視してい
る。
③　職業理解

　受講している専門分野の業界や職種，具体的な仕
事の理解を促進する科目群である。内容は職業意
識，職種理解，業界知識である。さらには仕事現場
の実感的理解を促進するために修了生を講師とした
講話や意見交換も実施されている。
⑶　就職準備

　就職のための準備として，以下のような領域で実
施されている。
①　基本ステップ

　就職活動全体を俯瞰して理解するための内容であ
る。具体的には，就職活動の準備・心構え，採用者

から求められること，就職の成功と失敗の要因，就
職活動７ステップ，棚卸など。
②　企業情報収集

　ハローワークの利用の仕方，求人票の見方から興
味のある企業情報の収集の仕方など，就職活動とし
ての基礎的な内容であり，このことを知らない受講
生が多いということで，多くの実施機関で必須科目
となっている。また，ハローワーク担当者に講師を
お願いして，ハローワークの利用の仕方や求人票の
見方等の講習を実施している実施機関もある。
③　面接対策

　面接対策指導である。模擬面接をはじめ，面接を
想定した服装を義務付けてのビジネスマナーチェッ
クなどゲーム感覚を取り入れた工夫や志望動機と自
己PR，第一印象の重要性などの徹底が内容となっ
ている。また，美容関連ではネイルサロン特有の面
接指導を実施している。
④　書類作成

　履歴書など就職活動に必要な書類作成の基本を教
える科目。就職支援としては，この書類が完璧に書
けないと「就職」という結果には結び付かないとの
認識から，郵送の仕方から住所や企業名の書き方，
会いたいと思ってもらえる履歴書の書き方など，各
実施機関が力を入れている科目といえる。

3.2　科目内容の実施機関での差異

　基礎講習の科目は共通する内容が多いが，先に述
べたように基礎講習に対するとらえ方や，科目のウ
エイトのかけ方の違いによって，以下の２つに分類
できる。
①　分野スキル重視

　「就職支援」に該当しそうな項目をあえて避け，
「就職後の職種基礎スキル」を重視した科目内容で
ある。具体的には，プレゼンテーション能力，ロジ
カルシンキング，ポートフォリオ，分野特有のスキ
ル（接客，介護の心構え等）習得にウエイトをかけ
ている。
②　就活スキル重視

　一方，「就活基礎スキル」を重視した科目で，自
己理解や仕事理解を前提とした履歴書，職務経歴
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書，模擬面接など「就職支援」の内容を組み入れて
いるタイプである。

3.3　職業能力基礎講習のテキスト

　基礎講習の基になるテキストは，以下の３つのタ
イプに分類できる。
　①　「指導書」の一部をそのまま利用
　②　「指導書」を自校に合わせてカスタマイズ
　③　オリジナルテキスト
　今回のヒアリング対象実施機関の多くは，「指導
書（旧能力開発研究センター編集）」を参考にして
テキストを作成している。これは求職者支援訓練ス
タート時点では，基礎講習をどう進めたらよいのか
分からない実施機関が多く，当初は「指導書」が唯
一の拠り所であったことに起因していると思われ
る。現在では内容の古さや分かりにくさという不満
は一部にあるものの，「指導書」を一部活用しなが
ら各実施機関の試行錯誤を通じて自校なりのテキス
トと内容を構築しつつある。

4．職業能力基礎講習で重視するポイント

　基礎講習の効果を上げるために，各実施機関はど
のような工夫をしているのだろうか。講習で重視し
ているポイントは，図２に示したとおり10のポイン
トに整理できる。

　これらのポイントは，基礎講習を効果的ならしめ
るKFS（Key�Factor�for�Success）といえる。

4.1　導入時

①　意義理解

　基礎講習は，自己開示やグループワークが中心と
なることから，受講の意味を感じていなかったり，
抵抗感を持つ受講生が多い。よってなぜ実施するの
か，どんな意味があるのか，どのくらい重要である
のかの意義理解を開講当初に徹底しておかないと，
基礎講習に限って欠席するという事態を招くことに
なりかねない。
②　一体感醸成

　これは基礎講習にとどまらず，クラス運営を適切
に行うために重要な要素でもある。特に基礎講習に
おいては，講師への信頼感に加え，受講生同士の信
頼感や親近感が，講習を運営していく上で重要とな
ることは言うまでもない。
　そのために「アイスブレイク」「グループワーク」
「スピーチ」などの方法によって，自己理解や他者
理解を通じて一体感を醸成する工夫をしている。

4.2　講習内容

③　コミュニケーション能力

　どの実施機関にも共通する科目がコミュニケー
ション能力であるが，その内容が異なる領域でもあ
る。
　Ａ：聴く・話す力

　　指導書の「コミュニケーションの基本」の「３
つのきき方」「５つのきく態度」「アサーション」
にあるように，きき方と話し方というコミュニ
ケーションの基本を内容とする実施機関が多い。
　Ｂ：職種特有コミュニケーション能力

　　上記に加え，カリキュラムの項で述べたよう
に，職種特有のコミュニケーション能力を重視す
る内容である。具体的には，プレゼンテーション
能力やロジカルシンキングであり，介護ではスト
レス耐性を高めるスキル等となる。また，プレゼ
ンテーション能力習得のために「エレベータピッ
チ」「USP作成」「オレンジをめぐる交渉」「アン図２　基礎講習重視ポイント
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デスの職人」など，多面的な演習を実施している
ケースもみられる。
④　就活力

　「結果としての就職」を実現する前提となる「就
活力」を養成する科目である。求人情報の見方や履
歴書の書き方など，基礎的な知識や書類作成指導が
中心となる。しかし，書類だけでは面接までたどり
着けないケースも多く，いかに「人柄」を求人先に
理解してもらうか等のために，ボランティアへの参
加などを促す実施機関もある。
⑤　態度形成

　職業人としてのビジネスマナーである基本動作の
習得である。これは自然な所作となるように態度
化，習慣化しなければならない。基礎講習での座学
のみでなく，訓練期間全体を通じての習慣化が前提
となることから，実施機関ごとにルールを設定して
その徹底を図っている。また，介護分野のように業
種特有の態度形成が必要となる場合があり，訓練中
に出たごみは各自自宅まで持ち帰らせるなどの徹底
によって，介護職員として不可欠な態度形成を行っ
ている。
⑥　仕事理解

　業界事情や職種の種類，具体的仕事内容，求めら
れるスキル等の理解を促進する内容である。これ
は，職業訓練の申し込みに当たって，その分野に漠
然としたイメージを持って受講を希望する求職者が
多いことから，訓練開始の早い時期に理解を徹底し
ておく必要があり，重視されている。

4.3　運用

⑦　他科目との連動

　基礎講習単独では，内容をより深く理解させるこ
とに限界がある。現実的には基礎講習以外のカリ
キュラムとの連動が不可欠となる。具体的には「職
業人講話」「職場見学」「専門カリキュラム」との連
動である。
　特に「職業人講話」や「職場見学」は，実際の企
業で求められる人材の条件やスキルの水準などをよ
り理解させやすく，その後の専門カリキュラムへつ
なげるのに効果的である。また，ある程度専門知識

を習得した段階でビジネスマナーや仕事理解の科目
を配置するなど，カリキュラムの配置面での工夫も
みられる。
⑧　スタッフ連携

　上記のように，基礎講習単独ではなかなか効果的
な職業訓練とならない。それぞれの科目を連動さ
せ，さらには受講生１人ひとりを理解し，適切な援
助を行うためには，受講生個人の情報の共有がポイ
ントとなる。
　その情報共有の結節点となるのが，事務担当者と
いえよう。事務担当者は専門カリキュラム講師，基
礎講習講師，就職支援担当者および運営責任者をつ
なげる重要な役割を担っている。それを補強するた
めに講師に「デイリーレポート」を作成させ，それ
を次の講師に引き継ぐことで，授業の進捗状況等を
共有できる仕組みを作っているケースもある。
　さらには基礎講習講師に限らず，講師全員の評価
を受講生アンケートによって把握するため，不満の
早期発見の仕組みを徹底している機関もある。
⑨　指導方法

　基礎講習の指導方法に関するポイントとして，上
から目線にならない，講師の自己開示，前職の経験
談など，受講生との関係が適切な距離感となるよう
に工夫している。
⑩　その他運用の工夫

　基礎講習全般の運用で，重視しているポイントは
以下のとおりである。
　Ａ：配置・時間割

　　実施機関によっては，１日５～６時間を基礎講
習だけで実施するのは，講師と受講生ともに集中
力が維持できないとの考えから，出席率を上げる
ために，欠席しにくい状態，つまり１日を専門カ
リキュラムと組み合わせて実施するなど，時間配
分に工夫をしている。一方，外部講師起用の場合
は，半日単位の依頼は難しいなどの声も挙がって
いた。
　　また，基礎講習内容をクラスの年齢層や一体感
醸成状況をみながら，集まった受講生によって内
容を柔軟に変えているケースもある。
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　Ｂ：フィードバック

　　「スタッフ連携」と重複する部分でもあるが，
講師の講義内容の「監査」の仕組みとして，「ご
意見BOX」「キャリコン時における状況確認」な
ど，講習内容を客観的に「見える化」して，常に
早期に問題を把握し，修正する仕組みを構築して
いる。
　Ｃ：出席促進

　　これも「配置・時間割」と重複するが，基礎講
習がきっかけとなりがちな受講生の欠席グセを防
止するために，「専門学科と同様の必須科目」と
いう意識づけに努めたり，基礎講習のグループ
ワークや自己開示に抵抗感がある受講生には「グ
ループワークに参加しなくてもよいので，教室に
いればよい」というように無理強いをしないで，
自然に参加できるような気配りもみられる。

5．ヒアリング調査からみえる問題・課題

　今回のヒアリング調査からみえてきた問題や課題
は，大きくは３つに集約できる。

5.1　就職支援時間の確保

　「2.1　職業能力基礎講習のとらえ方」の項で述べ
たように，認定基準において訓練時間数に就職支援
項目を含めることができないために，基礎講習と就
職支援が切り離されており，そこに問題を感じてい
る実施機関が少なくない。時間的な限界や集団で就
職支援を実施するメリットが活かされないなど，よ
り効果的に就職支援を行ううえでは課題といえよ
う。
　就職支援項目（履歴書・職務経歴書作成に関わる
指導，面接の受け方，ジョブ・カード作成支援等）
を基礎講習の中で実施できるようにするかは別とし
ても，カリキュラムの時間に含めた形で集団に対し
て「就職支援項目」が取り組めるようになれば現場
の負担も軽減され，よりきめの細やかな指導ができ
るものと思量される。
　代表的意見は以下のとおりである。

・�就職に直結する履歴書・経歴書作成や面接指導が訓練
時間の中で実施できないことは大きな問題。時間的な
問題にとどまらず，集団で指導することによる効果も
ある。基礎講習の中で実施することが難しいのであれ
ば，別途就職支援講座という名目にして指導できるよ
うにしてほしい。

・�基礎講習と就職支援の連動。就職という目的のために
は，この２つは密接につながることで効果が発揮でき
る。履歴書の書き方，ジョブ・カードの意義など共通
することは基礎講習の中で話ができれば，キャリコン
ではその説明の時間が省略でき，１人ひとりによりき
め細かい対応が可能になる。

・�面接の仕方などは人のやり方を見ることで学ぶことは
大きい。このことが実現することだけでも，大きな前
進となる。

5.2　職業能力基礎講習の内容の向上

　今回の調査対象機関での基礎講習の内容は，ある
程度独自のスタイルを確立しつつあると思われる
が，それでも基礎講習の内容や進め方に問題意識を
持っている実施機関が少なからずある。
　基礎講習は，設定時間と実施項目以外，基本的な
カリキュラムの配置，実施時期，具体的内容はすべ
て実施機関に委ねられているため，中には外部の講
師任せになっている現状もある。
　求職者支援訓練の更なる質の向上のためには，機
構センターとして，基礎講習の実施内容の具体的ヒ
ントが得られる場，実施機関同士の情報交換・交流
の場等を積極的に提供することも有効な支援だと思
われる。
　代表的意見は以下のとおりである。

・�現状はある程度自前で実施しているが，それが正解な
のかは疑問。機構センターとして具体的な内容を示す
など道筋を明確にし，ある程度の統制が必要ではない
か。

・�基礎講習の内容が専門的な内容に寄りすぎていて，一
般のビジネスから離れてしまい，求職者支援訓練のポ
リシーと少しズレているのではないかと懸念してい
る。

・�外部講師にお任せ状態なので詳しい講義内容は事務局
では把握していない。
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5.3　科目連動とスタッフ間連携

　「4．職業能力基礎講習で重視するポイント」の項
でも挙げたが，求職者支援訓練をより就職を目的と
したものとして効果的に運用するためには，基礎講
習の内容もさることながら，「他科目との連動」と
「スタッフ間の連携」が重要となってくる。
　しかしながら，そこを意識して実施している実施
機関はまだまだ少ないように思われる。
　「科目連動」については，「基礎講習」を単体でと
らえず，「職業人講話」「職場見学」「専門カリキュ
ラム」，さらには「ハローワーク来所日」「キャリア・
コンサルティング等の就職支援」と一連の流れの中
で実施時期を考えて基礎講習を配置し，内容を設定
していくことが，より「就職」に結び付く訓練運営
となるのではないか。
　また，「スタッフ間連携」については，基礎講習
におけるグループワークとキャリア・コンサルティ
ングの連携による受講生の把握や，専門カリキュラ
ムの習得度の状況など，把握した内容をスタッフ間
で情報共有し，就職支援の必要性の度合いを図る目
安にするなど，事務担当者，専門カリキュラム講師，
基礎講習講師，就職支援担当者等が一体となって受
講生を支援する体制を整えることが有効であると思
われる。

6．おわりに

　この調査報告書をまとめることができたのは，ひ
とえに今回ヒアリングに応じていただいた実施機関
の皆様のご協力の賜物である。お忙しい中，実際に
基礎講習を担当している講師の方にまで貴重なお話
をうかがう機会を作っていただいた実施機関もあっ
た。さらには，実施機関がそれぞれ努力・工夫して
きた講習内容やノウハウ，テキスト等の資料まで開
示していただき，多くの示唆を得ることができた。
この場を借りて改めてお礼申し上げたい。
　また，「事実は概念を乗り越える」という言葉が
あるが，実際の現場に多くの示唆があふれているこ
とを改めて認識したヒアリングでもあった。訓練を
担当されている方々においては，日々の訓練の現場

でさまざまな受講生に真摯に取り組んでいることに
敬意を表したい。
　最後に，この調査報告が職業能力基礎講習講師に
とどまらず，求職者支援訓練に携わるさまざまな方
に，基礎講習の意義を理解していただき，より良い
講習ができる一助になれば幸いである。
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1．はじめに

　秋田職業能力開発短期大学校（以下，当校という）
では，平成22年度から25年度にかけて，４年連続で
進路決定率100％を達成している。さらに近年の平
成24年度，25年度は年内12月までに100％に到達し
ている。もちろん学生本人や教職員の努力が大きな
要因であることは確かであるが，試行錯誤と熟慮の
上，築き上げた学校としての取り組みもある。当校
よりも更に効果的な手法を展開している教育機関も

数多く存在するし，各学校の置かれた状況により方
法論は異なるが，多少でも他校の就職支援の参考に
なればという思いから，当校の取り組みについて紹
介させていただくことにした。
　ここで進路決定率とは，卒業生のうち，就職や応
用課程をはじめとするほかの教育訓練機関への進学
など，安定した進路を決定できた者の割合をいい，
近年，就職率に代わる大学等の指標として用いられ
始めている。当校においては，進路に関してこの指
標を用い，学生募集および求人開拓を行っている。

図１　就職活動とその支援に関わるフィッシュボーンチャート（１年次）

就職支援の現場から
―秋田職業能力開発短期大学校の取り組み―

　　就職支援の取り組み　	 ４

秋田職業能力開発短期大学校　電子情報技術科

　　　　　　　　　　　　　住居環境科　　
早川　英
金子　健幸
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2．進路決定に関わる環境

　当校は生産技術科，電子情報技術科，住居環境科
の３科（各科20名定員）からなる。就職希望者が約
３分の２，東北職業能力開発大学校の応用課程を含
む進学希望者が約３分の１である。就職希望者のう
ち，県内希望者が３分の２を占める。したがって，
就職活動の方法や一般的な動向もとらえつつも，地
方特有の部分に重点を置くことが必要となる。地方
都市における就職活動は，一般的にいわれているよ
うに何社も受験して内定を取るという方法ではな
い。企業数が限られることからピンポイントでの
マッチングが要求され，学校と企業のパイプが重要
となる。

3．就職支援の計画

　就職支援のスケジュールは，過去の経験を踏襲す
る形で組み上げられていた。しかし，それを分析し
てみると，非効率性や無駄，また，場合によっては
支援の不足などが存在することがわかった。そこ

で，必要かつ効率的な就職支援を行うために就職活
動とその支援を解析し，学年ごとに目標を設け，そ
れに至るために必要な項目を整理した特性要因図
（フィッシュボーンチャート）を作成した。図１が
１年次，図２が２年次のものである。このフィッ
シュボーンチャートは要素を関連づけるだけでな
く，時期的な目安と担当者・部署についても考慮し
て作成されている。これを参考に２年間の計画を策
定している。学生への説明，保護者への説明用に要
点のみを示した計画が図３となる。

図２　就職活動とその支援に関わるフィッシュボーンチャート（２年次）

図３　就職活動と支援の年間計画
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4．学生の就職意識の向上（各種講話）

　就職支援でまず重要となるのが，学生の就職意識
の向上である。特に専門課程では，就学期間が２年
間と短いため，入学してすぐに就職活動の準備に入
らなければならない。そこで，学生の動機づけを行
うために，各段階において講話等を設けて，意識の
高揚を図っている。
　第１段階は，入学直後の新入生ガイダンスであ
る。ここでは，就職支援の担当責任者（当校では就
職対策委員長）が，就職活動の全体像を示すととも
に２年間の計画を明示する。それに基づいて，入学
直後から準備に取り掛かる必要性と重要性について
理解させている。
　学生の選択肢として，就職以外にも応用課程への
進学も考えられる。進学に関しても相応の準備が必
要となる。当校では４月の下旬に東北職業能力開発
大学校の教員を招聘して，１，２年生合同による応
用課程の説明会を実施している。１年生に対して
は，早くから選択肢の１つとしての進学を意識させ
ることが目的であり，２年生については，就職活動
開始後でもあり，最終的に進路を決断するための情
報を提供することができる。
　６月上旬には就職活動の心構えとして，校長によ
る講話を行い，自己分析が進みつつある中，また，
SPIなどの筆記試験対策を継続的に行う必要がある
時期に，モチベーションの維持・高揚を図った。

　第２段階として，11月下旬には当校を良く理解し
ていただいている企業の採用担当者による講話を
行っている。これは，直前に迫った就職活動の解禁
に備えて，就職意識を向上させるためのものであ
る。採用の現場で仕事をしている方から就職活動の
手順，採用試験の方法，そして，採用試験において
求められるテクニックなどについての話を聞くこと
で，現実感を持たせる効果を狙っている。
　１月中旬には「先輩からのメッセージ」というタ
イトルで，２年生から１年生に向けて，自身の就職
活動の経験を話す機会を設けている。学生目線での
就職活動の方法を，成功例や失敗談も含めて知るこ
とができる。会社特有の話もあり，同じ会社を志望
している者にとっては絶好の機会である。１年生に
とっては最も身近な者から聞く話であり，より直接
的な効果が期待される。
　第３段階は，２月上旬に地元企業の経営者に依頼
して，１，２年生合同で社長講話を実施した。企業
が求める人材等の話をしていただいている。これは
主に２年生対象の企画であり，卒業・就職を控えた
学生に社会人となるための心構えを持たせることが
目的である。１年生にとっては，今後，エントリー
シート，履歴書等を作成する上でのヒントとなるこ
とを望み，聴講させている。
　２月中旬にはビジネスマナーの専門家を呼び，マ
ナー講座を実施した。２年生にとっては，入社後の
準備であり，１年生にとっては，会社訪問等におけ
るマナーの習得を目指している。

図４　応用課程説明会 図５　社長講話に聞き入る学生
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５．自己分析と企業研究

　当校の就職支援の取り組みにおいては，多くの項
目について計画的に支援を行っている。しかし，こ
れらの項目を当事者である学生がしっかりと受け止
め，就職活動で活用できるようにしなければならな
い。ほぼすべての学生は，就職活動そのものが初体
験であるため，先行きが見通せないことによって不
安を抱えたり，すべてを吸収し完璧にしようと，が
んばりすぎる学生もいる。情報を詰め込むだけでは
消化不良に陥るため，確実かつ，それぞれの学生に
必要なことを気づかせるツールとして，就職ガイド
ブック（図６）を整備した。

　就職ガイドブックそのものは珍しいものではな
く，どの学校でも整備している。記載内容は，就職
（進路決定）活動の流れや相談窓口，面接試験や履
歴書作成のポイントなどである。近頃では，企業説
明会等に持ち込み，メモやスケジュールを書き込め
る工夫がなされているものも多い。
　当校の就職ガイドブックも同様の機能を持たせて
いるが，最大の特徴は授業科目である「職業社会論」
及び「キャリア形成論」の教材として利用できるこ
とである。とくに１年生次の「職業社会論」では，
今の自分を見つめる自己分析や在籍する科に関連す
る企業を探る企業分析も行っている。今までは漠然
と考えて過ごしてきた学生も，将来を見据えるうえ
では欠かせない内容である。漠然とした内容も含

め，ガイドブックに自分の考えや気持ちを記載しな
がら，就職に向けての意識づけをしている。
　先に，就職意識向上の各段階を示したが，ガイド
ブックの中身もこの段階に連動している。各種講話
についても，実施する目的が示されており，終了後
にどのように感じたか等を記載できるようにしてあ
る。自らが書き込み，オリジナルのガイドブックを
完成させることで，就職活動のみならず将来のキャ
リア形成の一助になればという想いから完成した就
職支援ツールである。
　１年生の後半からは本格的な就職活動がスタート
する。当校の所在地である大館市は，秋田県内でも
最北端に位置しており，秋田市で開催される合同企
業説明会に参加することも容易ではない。そのた
め，説明会の開催日程に合わせてバスを手配し，一
斉に参加している。地方都市の学生にとって対外的
な刺激は重要で，自分の動き方と他大学の学生との
違いを肌で感じる機会でもある。
　合同説明会のほか，個別の企業説明会も実施して
いる。主にはOBが活躍している企業であるが，各
科それぞれに関連する企業から，採用担当者，OB
が来校し，学生に企業説明を行っている。実施時期
は３月から６月にかけてが多く，１年生も参加でき
ることから今後の就職活動への意識づけにもなって
いる。２年生はそのまま面接へと流れるケースも多
く，最終的に内定につながる確率も高い。
　いずれにせよ，自己分析から企業研究をしっかり
行い，就職に向けた基礎を構築することに重点を置
いて支援している。

６．筆記試験対策

　就職試験にはSPIやCAB・GAB，一般常識，適性
検査，作文等々がある。筆記試験対策は一朝一夕に
できるものではなく，継続的な学習や練習が求めら
れる。しかし，その種類の多さから，すべてのタイ
プの試験に対応できるように準備することは現実的
ではない。しかも，企業によって用いる試験が異な
るため，早くから志望企業を決めているケースを除
き，効果的な対策は難しい。

図６　就職ガイドブック
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　そこで，各種の筆記試験に共通する内容が含まれ
ているSPIと一般常識について対策を行っている。
１つは問題集による自学自習である。もう１つはイ
ンターネット上の就職支援サイトの利用である。年
８回開催されるWeb上の模擬試験を，時間と場所
を設けて実施している。
　当校学生の就職活動では，一般的なエントリーか
ら受験することは少なく，主な受験対象である地元
企業においては，SPIなどの試験が課せられるケー
スも少ない。そこで，筆記試験対策の主体を一般常
識試験においている。
　具体的には，就職支援業者による模擬試験を数回
と対策講座である。これによって，学生が自分のレ
ベルや得意不得意を認識するとともに勉強方法を習
得する。また，教員など支援者が個々の実力を把握
することで，会社選択のアドバイスに役だてること
ができる。従来はSPI試験対策も一般常識と同程度
に重要視していたが，前述の理由から現在は縮小し
ている。
　個々の企業に対する試験対策は，その都度求人票
などを参考に行っているが，過去に受験したことの
ある企業に関しては，その経験の活用が有効であ
る。当校では試験ごとに就職試験報告書を作成させ
ており，問題の種類や量，得点と合否の関連など過
去のデータを蓄積し，対策に利用している。独自の
試験方法の会社もあり，論文や作文のテーマ，出題
方法や傾向，面接の質問内容についても大いに参考
となる。これを広く利用できるように管理してい
る。

７．面接試験対策

　筆記試験以上に重要である面接試験の対策として
は，大きく３つの段階を想定している。
　初めは11月頃に合同面接練習を１年生全員で実施
している（図７）。面接だけではなく，就職活動に
おけるマナー講座として実施している。立ち振る舞
いや表情，言葉遣いを習得するが，最大の目的は，
はっきりと自分の意思を伝える発声方法と緊張せず
に話せる練習である。

　また，学生が面接者の役割を担うことで，客観的
に面接時の様子をとらえることもできる。
　１月頃には，他科の教員が面接者を務める交換面
接練習を実施している。所属する科の教員との面接
練習も行っているが，次第に緊張感が薄れていくこ
とがデメリットであり，気持ちを引き締める意味で
も実施している。また，面接者が変わることで，さ
まざまな指摘がなされ，新たな反省点も発見でき
る。この時期になると，概ね進路の方向性が決まっ
ており，本番さながらの面接練習となってくる。
　就職試験の直前では，校長をはじめ管理職との面
接練習で締めくくっている。これまでの練習の成果
を確認すると同時に，最後の激励をし，明るい表情
で面接試験を迎えている。
　これらの面接練習の流れが順調であり，結果とし
て進路決定率につながったものと考えている。

　８．保護者へのアプローチ

　学生の進路決定には保護者の協力も不可欠であ
る。まずは入学式後の保護者ガイダンスにおいて，
全体的な進路決定や支援の流れ，また，各科特有の
進路状況等について説明し，協力を仰いでいる。
　さらに，平成25年度からの試みとして12月１日の
解禁日に合わせ，進路に関する問題を保護者にも十
分理解していただき，学校側と綿密に連携すること
を主たる目的として，保護者説明会及び懇談会を実
施した。保護者の関心は高く６割以上の保護者が参
加し，そのうち８割が面談を行った。保護者にとっ

図７　合同面接練習
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て最も関心が深かった内容は，大学校おける授業の
状況や生活の様子についてであったが，今後の進路
についても少なからず意識が高まったようである。
　具体的な志望企業が出てくる時期になると，学生
と保護者の意見が食い違うことも発生するため，保
護者との電話対談や，必要に応じて三者面談なども
行っている。

９．学生指導の体制

　就職を含めた学生指導は，各科担任が中心となっ
て取り組んでいる。また，担任は就職対策委員であ
り，進路決定に向けたサポートを中心的に行ってい
る。そこに，各科教員，学務援助課及び就職支援ア
ドバイザーが加わり，あらゆる方面からのサポート
を行える体制を整えている。
　進路決定に向けて順調に推移する学生もいるが，
試験に失敗して挫折を味わう学生も多い。サポート
という意味では，進路決定に至らない学生への精神
的なサポートも大切といえる。
　当校では就職活動中の全学生を対象に，ジョブク
ラブを開催している。進路に関して苦戦している学
生に対して，放課後の面談や講話，面接練習，筆記
試験対策等を通して，就職活動を支援するクラブで
ある。他の学生の進路が決定して行くにつれ，焦り
を感じるのは当然である。そのような時，しっかり
と地に足をつけてそれぞれのゴールへ向かえるよう
サポートしている。
　時期としては２年生の夏休み前頃に開講し，主に

面談しながら現状と今後の方針を確認している。
　進路決定に至らない原因はさまざまであるが，自
分が何をしたいのかはっきりと見えていないケース
が多い。つまり，自己分析の不足である。この時点
で再度ガイドブックを活用するなどして，学生の将
来について掘り下げた話をしている。
　学生１人ひとりの方向性や考え方は異なるので，
サポートは完全に個別対応となる。担任だけの対応
では限度があるため，就職支援アドバイザーの援助
を受けながら，学生が納得するサポートを実施して
いる。
　進路決定の進捗状況については，ほぼ定期的に開
催している就職対策委員会にて確認している。同時
に，不安を抱える学生がいないか，進路決定するう
えで困難な状況があるか等，情報を共有するための
学生ケア連絡会も行っている。

10．まとめ

　以上述べてきたような支援の結果としての進路決
定率を図９に示す。最近の３年間の月別の進路決定
率である。すべての年度末には進路決定率100％を
達成している。特に最近の２年間は12月中に達成す
ることができた。
　また，進路決定の月別分布を図10に示す。就職内
定が遅れると選択肢が狭まるため，早期の進路決定
は，より良い就職を果たすことにつながる。その実
現のためには，まず，早期の就職活動の開始，きち

図８　保護者懇談会

図９　進路決定率の推移
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んとした意識づけによって，進路決定を前倒しにす
ることが重要である。そして，分析に基づいたイベ
ント等の開催，各種ツールの準備と利用，それを効
果的に運営する体制が必要である。もちろん，学生
本人と支援に携わるすべての職員との協力と努力の
結果であることを忘れることはできない。努力を重
ねノウハウを積み上げてきた当校の先輩職員諸氏に
改めて敬意を表したい。
　当校における就職対策の現状と手法をお伝えし
た。これが１人でも多くの求職者の幸福に結び付く
ことを心から願っている。

図10　進路決定の月別分布
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1．はじめに

　職業能力開発事業，その中で中核を成す職業訓練
校における役割は，明確な意志を持って入校した生
徒に対して所定の職業スキルを習得させることであ
る。そのゴールである就職獲得に向け，生徒はもち
ろんであるが，指導員・職員も最大限の支援を惜し
まない。
　職業訓練校を評価する尺度としては，入校率と就
職率の２つがわかりやすい。 どちらも数値で示さ
れ，客観的に判断しやすい特徴を有する。ここでは，
本誌の特集テーマである就職率に関して考察する。
　まず，就職率に関係するさまざまなファンクショ
ンを考え，次に就職支援のサービス機能の価値分析
を行う。就職に向けては，就職観が大事である，と
の仮説を立て，その仮説を実証するため，関連デー
タからの分析を試みる。今後のために，就職支援員
に求められる資質と能力についても言及する。

2．就職率に関係するファンクション

　就職率は，入校者に対する就職を決めた人の割合
である。これを式に示すと，
　就職率＝就職者／入校者　　…………………  ⑴
　就職を目指す入校者，就職者のファンクションを
次のとおり設定する。
　入校者＝ｆ（年齢，入校時の能力，応募倍率）
　　………………………………………………… ⑵

　就職者＝ｆ（訓練能力，校求人件数，就職活動）
　　…………………………………………………  ⑶
　就職環境を取り巻く背景として，次の３視点を
ファンクションとしてとらえる。
　就職視点＝ｆ（生徒側，求人側，職業訓練校）
　　…………………………………………………  ⑷
　⑴式から明らかなように，就職率を高めるには，
入校者を一定とすれば，就職者を１人でも多く出す
ことに尽きる。
　就職率を上げるため，職業訓練校ではさまざまな
取り組みを行っている。組織全体では，就職活動の
全体計画の立案，就職会議等での進捗確認・解決す
べき課題への取り組み，業界関連団体等への求人要
請，ハローワーク等外部機関との連携，就職時期に
合わせた合同会社面接会，科独自の会社説明会，求
人拡大のためのダイレクトメール，新規求人開拓に
向けた企業訪問，求職者の就職先候補の見学，訓練
カリキュラムに組み込んだキャリアコンサルタント
の実施，未就職生へのフォローなどが挙げられる。
　ほかにも，主に指導員や就職支援員が行うものと
しては，企業からの個別求人相談，訓練校求人情報
の入手・分析，ハローワーク等外部からの求人情報
の入手，職業講話，求職者に対する職務内容等の職
業相談・応募書類の添削・面接指導，就職後のフォ
ローなどがある。
　上記の取り組みを⑵～⑷式に当てはめ，就職に的
を絞った入校者と企業求人側の思い，職業訓練校側
の思いをまとめてみた。

東京都立城南職業能力開発センター 工藤　孝之

就職率向上に関する就職支援からの一考察
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①　入校者の思い

　職業訓練校に入校する生徒たちには，職業スキル
を習得して少しでも条件の良い会社に就職したい，
いざ入校した科で自分の能力を磨くことができるの
か，就職可能な好条件の求人が確保されているの
か，高齢者だけど就職に支障はないのか，就職支援
はきちんとやってくれるだろうか，などさまざまな
期待や不安が付きまとう。
②　企業求人側の思い

　企業求人側としては，向上心のある生徒が応募し
てくれるだろうか，職務に取り組める基礎的な職業
スキルを身に付けているだろうか，社会人としての
マナー・コミュニケーション能力が備わっているか，
などの思いが交錯する。
③　職業訓練校の思い

　職業訓練校の思いもある。訓練スキルを習得させ
るのは当然として，条件のいい求人を開拓できただ
ろうか，応募書類を書類選考クリヤーのレベルまで
引き上げることができたろうか，就職相談に対して
100％その要請に応えられただろうか，など反省点
を含め生徒の受け止め方も気になる所だ。

3．就職支援サービス機能の価値

　さて，就職支援というサービス機能は誰もが理解
している概念であるが，その本質まで踏み込んだ考
察はなかなか見当たらない。そこで，就職支援サー
ビス機能について，その価値から考えてみた。
　一般に価値を上げるには，できるだけ少ないコス
トで機能を高めるべきである，と価値工学的には知
られている。式で示すと，
　価値＝機能／コスト　　……………………… ⑸
　これを就職支援に当てはめたらどうなるか。実を
いうと，サービス分野での価値分析はあまり例がな
いが，かつて参考文献１）で，訓練装置の整備価値
を考察したことがあった。訓練装置の整備価値は訓
練装置の整備機能を訓練コストで除したものとし，
訓練装置の整備機能の因子は稼働率，改修実施度と
定義づけた。これを応用して，就職支援という新た
なサービス価値を次のように考えた。

　就職支援価値＝就職支援機能／就職支援コスト
　　………………………………………………… ⑹
　ここで，
　就職支援機能＝ｆ（就職決意，求人情報，就職要領）
　　………………………………………………… ⑺
　⑹，⑺式から，次のことがいえる。
　就職支援の価値は，できるだけ少ない人手と時間
で，求職者に対する就職決意を促し，求人情報を入
手・分析したら求職者とのマッチングを図り，就職
獲得に向けた応募書類のレベルアップや面接攻略を
行うことができるか，で決まる。
　ただ，これではあまりにも定性的すぎる。もっと
定量的に分析ができないものか。そこで，就職支援
パラメータを決め，それらの重要度と有効度を掛け
合わせて評価することを考えた。
　具体的にはDARE法（Decision Alternative Rate 
Evaluation system）を応用する。DARE法は，使
用者の立場で各機能分析の重要度を比較・評価し，
その比率をもとにコスト配分し，機能評価値を求め
るものである。
　図１は上記に基づき，就職支援価値についてケー
ススタディしたものである。 図１に解説を加える。
まず，就職支援パラメータとして10項目を選択し
た。重みは，仮の重みづけ係数を，下から順に隣り
合った２つの就職支援パラメータについて判定す
る。具体例として，就職後相談＝１とした時，その
上の再就職支援を1.2倍と想定した。 このように順
次，各就職支援パラメータの仮重みづけ係数を決め
る。
　次に，全体からみた比較をするために，修正重み
づけを行った。これは下から順に決まった修正重み
づけ係数に，仮の重みづけ係数を掛け合わせてい
く。重要度は修正重みづけ係数の合計からの比率で
算定する。これにより，就職支援パラメータの合計
を，100％とした時の就職支援パラメータごとの重
要度が求まる。有効度はそのパラメータが就職実現
にどれだけ寄与したかの尺度である。概念的ではあ
るが，ここでは求人開拓を中レベルの１とし，それ
ぞれについて有効度の度合いの想定値を入れた。
　こうして，重要度と有効度を掛け合わせた就職支
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援機能が数字で表された。当然，数字が大きければ
それだけ就職支援の価値が高いことになる。
　ここで注目すべきは算定された数字そのものでは
なく，図１で示したアルゴリズムである。就職支援
パラメータ，重みづけ，重要度，有効度，これらの
要素を組み合わせることで新たな就職支援の価値が
見出されることを期待したい。

4．仮説：就職は自分との戦いである

　２項で示したさまざまな就職率のファンクショ
ン，３項での就職支援の価値を勘案したうえで，次
の仮説を立ててみた。
仮説： 就職は最終的に自分との戦いである。他者と

の比較や競争ではなく，就職観を自己完結し，
自分の弱点を補い，強みに磨きを掛けること
が重要である。

　この仮説に立てば，年齢，応募率，求人数が多い
か少ないかのファンクションは基本的に自分との戦
いとならず，就職率にもそれほど影響しないはず
だ。
　これを実証するために，就職率との相関を分析し
た。
　なお，用いたデータは参考文献２）に示した，東
京都立城南職業能力開発センター「事業概要　平成
25年度版」に基づいている。
　都立城南職業能力開発センター（平成25年度）で

図１　就職支援価値のケーススタディ
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は，木工技術科，インテリアサービス科，電気工事
科，ＯＡシステム開発科，若年者就業支援科（福祉
サービスコース），物流管理実務科，ビルクリーニ
ング管理科，ファッションリテール科，介護サービ
ス科，建築塗装科，配管科，DIYアドバイザー科，
設備保全科，マンション維持管理科，実務作業科の
15科を擁していた。
　以下は，実務作業科を除く，上記14科について，
入校状況，就職状況・就職支援状況を１年間の実績
としてデータ分析したものである。
①　生徒年齢と就職率との関係

　各科生徒の平均年齢が就職率にどう関係している
か分析した。平均年齢を横軸に，就職率を縦軸に取
り，14科それぞれの結果をプロットした。この相関
図を図２に示す。

図２　就職率と年齢の相関図

　図２から，各科の平均年齢が高くなればなるほど
就職率は相対的に低くなっているものの，それほど
顕著な傾向とはなっていないことがわかる。
　一般的には高年齢になるほど就職が厳しくなると
思いがちだが，実際は科によって大きくバラツキが
あることがわかった。 高年齢者を対象とした科で
あっても求人需要の高いものがあり，一定数の求人
数が確保されている。また，社会経験がプラス材料
となり，面接もそつなくこなすことができ，就職に
結び付くケースも少なくない。今後，高年齢者の就
職問題が大きな社会問題となるのは必須であり，こ
うした年齢との相関分析が少なからず役に立つので
はないか。

②　応募者数と就職率との関係

　次に，応募者数と就職率との相関を，①と同様に
分析した。結果を図３に示す。一般的には応募者が
多くなれば，競争原理から生徒レベルが上がる傾向
となる。これは就職にも良い影響を及ぼすのではな
いかと思われたが，図３からはその期待が裏切られ
た結果となった。
　応募者の数は訓練対象の科の人気に比例するが，
それが必ずしも就職に結び付いていない。社会ニー
ズに合った人気科目であっても，実は肝心の求人数
が極端に少ない場合がある。

図３　就職率と応募者数の相関図

　また，応募者が多い科は当然のことながら，その
就職先も高い競争率となる傾向にあり，それが就職
率に影響しているのだ。
　応募者が増えることは職業訓練校としては歓迎す
べきだが，就職率の面からは喜んでばかりはいられ
ない。やはり，時代に合った質の良い求人開拓と生
徒に対する職業訓練スキルと就職指導をしっかり行
うことがいかに大事か，を物語っている。
③　求人件数と就職率との関係

　求人件数と就職率との相関を同様に分析した。そ
の結果を図４に示す。
　求人件数と就職率は比例すると考えられたが，現
実はそれほど相関がないことがわかった。これは必
ずしも予想外とは言い切れない。なぜならば，実習
を伴う科では，就職実績のある企業の実習先で求職
側と求人側との事前面接がスムーズに進み，すんな
り就職が決まるケースが多いことが挙げられる。
　逆に，求人倍率が高い職務では企業側の都合から
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求人票を大量に出されるケースも少なくなく，必ず
しも生徒ニーズに合っていないこともある。
　この分析から，改めてわかったことがある。求人
の件数を集めるのはもちろん重要であるが，同時
に，応募したいと思う魅力ある求人をいかに開拓す
るか，すなわち質の確保も，とても大事なのだ。

5．まとめ：就職観を高めるために

　就職支援の機能評価では，応募書類の完成，模擬
面接，求人開拓のパラメータが高くなった。 また，
仮説では，就職は最終的に自分との戦いであり，就
職観を自己完結することが大事だと述べた。その裏
づけとして，年齢，応募率，求人数にはさほど影響
しないことも実証した。これらの結果，就職率を高
めるには就職観をきちんと植え付けることが基本だ
と考える。
　ところで，就職観とは何か。平たくいえば，こう
いう職業に就きたい，こういう仕事はしたくない，
ということだと思う。つまり，就きたい仕事の内容
をきちんと把握しているか，この仕事なら全力で取
り組めると強く決心したか，そうした応募職への思
い入れが就職に結び付く原動力となるはずだ。労働
対価の概念もしっかりと理解しておく必要がある。
生徒の中には高校を卒業してすぐに入校した人，バ
イトだけの職業経験の人もいる。時給でしか考える
ことができない人も少なくない。一般管理費や適正
利益を含め，企業経営活動と対比させた労働対価の
社会常識も，身に付けておかねばならない所以だ。
　同時に，たどたどしくていいから，就職に臨む具

体的願望や本音を出すことも忘れてはならない。そ
うした心の叫びが求人側の心に響く。これは応募書
類も面接も同じである。
　その応募書類であるが，書類選考を突破する鍵で
あり，就職率を高めるうえでレベルアップが欠かせ
ない。これは図１からもわかるように，就職支援機
能の最大のパラメータでもある。応募書類のレベル
アップは単に就職テクニックではない。自己プレゼ
ンそのものであり，自分の長所を引き出す絶好の機
会でもある。まさに就職獲得の有力な武器となる。
　応募書類のレベルアップには就職支援の果たす役
割も少なくない。就職を決めた生徒たちと雑談する
と，応募書類を添削してもらったことがとても良
かった，と異口同音に語ってくれる。応募した仕事
内容の話はできるが，いざ自分のこと，特に志望動
機や自己ＰＲをプレゼンすることは，結構苦手なよ
うだ。作文する機会も少なくなっている昨今，就職
支援員と二人三脚で求人側の心に響く応募書類を仕
上げることが待ったなしといえる。
　ある現場職人系科目の指導員からうれしい報告を
受けたことがあった。私事で恐縮だが，現職に就い
てすぐに取り掛かったのが応募書類の添削である。
その結果，過去には大半の生徒が書類選考をクリア
できなかったが，ほぼ全員が面接に進めるように
なった，とのこと。書類選考のクリアが就職への第
一歩であることを考えれば，こうした取り組みこそ
が，まさに今，われわれ就職支援員に求められてい
るのかもしれない。

6．今後のために

　今後のために，就職率向上に関して，就職支援の
立場から，次の２点について触れる。
①　就職支援の定量的評価

　前述したように，就職支援の機能として，応募書
類の完成，模擬面接を高評価とした。これらは生徒
に密着した就職支援のゴールでもあるが，どれだけ
効果があるのか，実証にまでは至っていない。生徒
にどう対処したか，回数や中身のデータから分析す
ることが必要だが，実はこれが難しい。個人情報と

図４　就職率と求人件数の相関図
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も絡み，就職支援ではその場で添削した書類は返却
しクローズしているからだ。今後の課題でもある。
②　就職支援に求められる資質と能力

　就職率向上で，避けて通れないのが就職支援員の
存在である。就職支援員にとっては，求人側と生徒
とのマッチングをいかに図るかが永遠のテーマであ
る。その課題を解決するには求人情報の分析力が欠
かせない。
　また応募書類の親身な指導を行うためには文章力
が必要である。応募書類は，よりわかりやすく具体
的に表現しないと求人側には伝わらない。「ここの
表現はアピールしない」と指摘するのは簡単であ
る。 しかし，生徒はどうすればアピールできるか，
それが知りたくて相談に来ているのだ。一般論でな
く，生徒の原稿下書きをタイムリーに完全原稿に仕
上げることも必要である。結局，自身が文章力を付
けるしかない。
　社会動向を意識した豊かな発想力も欲しい。目ま
ぐるしく変わる社会の動きや雇用情勢に応じて，過
去のやり方でなく時代に合った考え方や手法で取り
組んでいく。そのためには自身のブレークスルーが
必要になる。自ら情報を発信する気概も持つべきで
ある。就職支援についての勉強会やセミナーの企画
がもっと増えることを期待している。
　就職支援員として，最も大事なことは情熱ではな
かろうか。修了時期が迫って来ると，急ぎの就職相
談が増え，始業前から生徒の列ができることもあ
る。そんな場合でも笑顔で迎え，リアルタイムに応
募書類の添削や面接特訓で応える。それくらいの情
熱を持って対処するのは，当然の責務だと考える。

７．おわりに

　学生の就職問題に関して，高瀬拓士氏が参考文献
３）で示唆に富む記事を書いている。その中で就職
支援に関わるキャリアカウンセラーに対しては，「自
分自身の就職観を持つために必要なヒントを提供す
ることが大事」と述べている。 私もまったく同感
だ。 価値観を共有できる職場，やりがいのある仕
事，そして全力で取り組めるか，まさにこれが就職

を考えるうえで最も大切なことだと思うし，そのた
めにも就職支援に携わるわれわれ自身がきちんと就
職観を確立しておくことが求められている気がす
る。
　ところで，就職率の向上はさまざまなメリットを
もたらす。 就職率が上がると，口コミ，メディア，
高校，ハローワークなどあらゆる場面で，絶好のＰ
Ｒ効果となる。これは応募者増加・入校率アップに
つながる。入校生が増加することになれば，指導員
や職員にとっては大いに仕事の励みとなる。訓練校
の存在価値も上がるであろう。当然，求人側の関心
も高まり，求人需要を掘り起こすことにつながる。
求人数が増えれば，質のいい求人確保にも期待が出
てくる。結果として，より効果的な就職支援が推進
されることになる。このように考えると，就職率の
向上はさまざまな相乗効果を引き起こすわけで，実
に意義があることだと改めて認識させられる。
　雇用問題が大きな社会問題となっている今日，職
業訓練校への期待は重く，その現場の一端で関わっ
ているわれわれ就職支援員に課せられた責任も，決
して軽くはない。
　そうした背景を踏まえ，就職率の向上をテーマ
に，就職支援の価値分析を行い，またいくつかの就
職ファンクションについて，それがどう影響するの
か，就職支援員からの大胆な仮説と論理展開を盛り
込み，できるだけ定量的な分析を試みたつもりであ
る。
　指導員の立場でない一介の就職支援員から，よく
ある組織の成果事例でなく，個人としての考え方を
提起した。ささやかな小論ではあるが，就職支援の
あり方を論議する場となれば望外の喜びである。

＜参考文献＞
１）「VALUE ANALYSIS IN SYSTEM EQUIPMENT 

MAINTENANCE」Takayuki Kudou，SAVE PROCEEDING 
INTERNATIONAL CONFERENCE MAY 2-5，1993，
FLORIDA USA

２）東京都立城南職業能力開発センター「事業概要　平成25年度
版」2013年８月発行

３）高瀬拓士，職業能力開発技術誌『技能と技術』「就職問題を
考える」4/2013　
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1．はじめに

　スポーツカーや飛行機のカッコよさは，単なるデ
ザインにあるのではなく高速走行や空を飛ぶために
必要な流体力学などによって導かれた機能美にあ
る。機能美は性能の高さを表すバロメータともいえ
る。鍛えられた肉体からも機能美が感じられる。一
方，戦うための道具である刀や兜

かぶと

・鎧
よろい

などには機能
美としてのカッコよさと装飾品や芸術品としての美
しさが備わっている。
　古来より人々は，機能性だけでなく装飾性やデザ
イン性を大事にしてきた。カッコよさや美しさを求
めることは自然の摂理であり，現代のものづくりに
も欠かせない要素である。一部には若者の車離れが
進んでいるとも聞くが，ドイツ車を筆頭に輸入車の
台数は確実に増えている。カッコいい車はあこがれ
であり日本車も負けていられない。ものづくりの魅

力を出すには，機能とデザインがマッチしていなけ
ればならない。たとえ，機械に組み込まれる一部品
であっても，精度だけではなく美しい仕上がり求め
られる。
　ものづくりは美しくカッコよく，そしてワクワク
するものでなければならない。ものづくりに携わる
若者にそうした魅力をどう伝えていくか。 元気で
カッコいいものづくりを伝える取り組みについて紹
介する。

2．切削加工ドリームコンテスト

　㈱森精機製作所が主催する切削加工ドリームコン
テストは，今年で第10回目を迎える。 製品加工部
門，試作テスト加工部門，金型造形加工部門，微細
加工部門，アカデミック部門の５部門からなるコン
テストには毎回，切削加工の限界に挑戦する素晴ら
しい作品が出展され，話題になっている。中でも第

概要　日本における生産技術や製造技術等を総称して“ものづくり”という。 町工場が姿を消す中，鋼を
たたいたり，削ったり，溶接したりする“ものづくり”の現場を見る機会は少なくなった。 一方，CADソ
フトや３Ｄプリンタの発達により，コンピュータで絵を描けば居ながらにしてどんなものでもできてしま
うような錯覚に陥る。 しかし，実際の“ものづくり”は，そう簡単ではない。 加工のデジタル化が進む中
で他社との差別化を図るためには，機械やソフトの性能を限界まで引き出しながら独自の加工ノウハウを
蓄積していく必要がある。 また，若者に“ものづくり”のすばらしさと重要さを，わかりやすく啓蒙して
いかなければ後継者は育たない。
　今，“ものづくり”のコンテストに挑戦し国内外から注目を集めている企業がある。技を極めた作品づく
りは，社員のヤル気とレベルアップにも一役買っている。 人材も集まってきている。 そこで，こうした企
業の取り組みを紹介するとともに，魅力を感じさせるカッコいい“ものづくり“について考えてみたい。

職業能力開発総合大学校　基盤整備センター 平塚　剛一

ものづくりの魅力を伝える
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１回，第２回目の金型造形部門で金賞を受賞した
㈲日双工業のクワガタやスズメバチの作品は足の一
本一本に至るまで本物を忠実に再現していて，見る
人に驚きと感動を与えた。
　図１は，第６回（2009年）金型・造形部門で金賞
に輝いた作品「ヘルメット」である。これを製作し
たのが，㈱大

だいしん

槇精機の大町亮介社長が率いる技能者
集団である。
　大町社長は，2005年に30代初めの若さで３代目に
就任した新進気鋭の社長である。今回，大町社長に
インタビューする機会を得たので訪問させていただ
いた。大槇精機は，もともとホンダ・レーシングの
試作部品や航空機部品等の削り出しを得意とし，３
軸マシニングセンタによる美しい仕上がり面には定
評がある。

図１　アルミ製「ヘルメット」

　大槇精機は金型屋ではないこともあって，５軸加
工機の導入は他社よりも遅かった。2008年に初めて
５軸加工機を導入した。「後発で５軸加工機を導入
するからには，これまでの加工をひっくり返すよう
な取り組みに挑戦したい」とのことから，５軸加工
の本場であるヨーロッパの展示会に出展することに
した。題材は，ホンダのレーシングバイクの試作に
関わっていることから，迷わず「ヘルメット」に決
定した。５軸加工の限界に挑戦するために何度も設
計変更を行っていた頃に，切削加工ドリームコンテ
ストがあることを知り，並行して日本のコンテスト
に応募することになった。
　作品はオフロード用の実物大ヘルメットを題材
に，カッコいい車のモチーフを取り入れたとのこ

と。120㎏のアルミ塊から3.6㎏の作品を，５軸加工
機で削り出した大作である。アルミニウムの金属が
放つ美しい光沢が重量感を与える。金属であるにも
かかわらず，内側はやわらかい質感を感じさせるよ
うに削っているため，思わずかぶってみたい衝動に
駆られる。
　ところで最近の加工機は，高速切削機能により切
削力を非常に少なく加工できる。さらに，５軸加工
の機能によって，付け替えの段取りを大幅に減らす
こともできる。それでもビビらないように押さえる
には工夫を要する。「ヘルメット」の作品を間近で
見て驚くことは，どこを押さえて加工したかがわか
らないことである。 切削のつなぎ目もわからない。
美しい仕上げ面に定評があるだけに，押さえ方は秘
中の秘である。
　「ヘルメット」はドイツOPEN MIND社の「2010 
CAM AWARD」も受賞した。 その後，同社から
2013欧州国際機械見本市（EMO）への出展オファー
があり，新作にチャレンジすることになった。題材
は，出展会場がドイツ・ハノーバーであることから
ヨーロッパの権力の象徴である「王冠」に決定した。
図２は，材料費60万円，工具480万円分もかかって
製作したチタン製の王冠である。 ちなみに工具は
メーカーから無償で提供されたとのこと。

図２　チタン製「王冠」

　「ヘルメット」に比べ「王冠」のフレームは細く
て薄い。しかもチタンはアルミよりもはるかに切削
性は悪く，ビビりやすい。図３は「王冠」を下から
写したものだが，内部はほとんど空間であることが
わかる。しかも，見えない底面までもきれいに仕上
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げている。どこをどのように押さえ直して削ったの
か，見ただけでは全くわからない。図４は工具の当
て方を表している。工具と作品が干渉しないように
複雑な動きで削っていることが想像できる。

図４　工具のアプローチ

　試作品を請け負うからには「絶対にできないとは
言えない。」を企業風土とする大槇精機，コンテス
トに取り組むことでメリットも大きかったようだ。
◦作品づくりに関心を寄せる若者や企業が増えた。
◦ 技術レベルが高まり，それまで何十時間も掛かっ

ていた作業が数時間でできるようになった。
　その一方で，作品づくりに携わる人と通常の業務
をしている人との意思疎通を図ることにも気を遣っ
た。しかし，全員が加工大好き人間の社員にその心
配は無用だった。作品を担当しない社員からの差し
入れやコミュニケーションで，社員が一丸になるこ
とができた。試作の状況を社員全員が見られるよう
にウェブカメラを設置し，作品づくりに懸ける思い
を共有できるようにもした。「試作は考えていても
進まない。 最初からうまくいかないのは当たり前。

知恵は出るもの。 トライ&エラーを繰り返すことで
加工の限界が見えてくる。」とのこと。
　現在，ドイツ製の５軸加工機を８台導入し，日々
新たな試作品に挑戦する大槇精機，「通常の仕事は
当たり前！」「取引先に依存したらダメ！」「忙しい
中で提案することが重要！」と大町社長は言う。コ
ンテストへの挑戦は，「現状に甘えない」という強
い意志の表れである。
　高速切削加工は，金型をはじめ航空機やロケット
等の部品加工のほか，携帯電話のケース加工でも使
われるようになった。一定以下の数であれば金型を
つくるよりも削り出しのほうが安くて早く作れると
いう。もちろん，二次加工がいらない美しい仕上げ
加工が可能である。これまでの切削の常識が変わり
つつあるといえる。
　一方，こうしたデジタル加工技術の進歩は，加工
機械とソフトに依存するだけに，加工機とデジタル
データがあれば理論的には，どこでも同じように加
工することは可能である。デジタル加工技術が普及
する中で差別化を図るためには，常にチャレンジ精
神を欠かすことはできない。
　最近注目を集めている３Ｄプリンタの可能性は未
知数であるが，刃物や押さえを必要としない分，時
間は掛かるが，誰でも簡単にモノが作れてしまう。
デジタル加工にはそうした側面もあるが，機械の性
能を極限まで引き出す未知のノウハウは無限にあ
る。曲面を帯びたドイツ製の工作機械や近未来的な
社屋，そしてコンテストへの挑戦は，他社には負け
ない美しい仕上がりを追い求める大町社長のこだわ

工具（エンドミル）

図３　「王冠」の底面 図５　「ヘルメット」と「王冠」と大町社長
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りである。
　切削加工コンテストにはアカデミック部門もあ
る。第１回ではポリテクカレッジ新潟が芸術賞を受
賞，第２回では高度ポリテクセンター，第５，７回
には大分県立工科短大，第８回には中国ポリテクカ
レッジがそれぞれ銅賞を受賞している。いずれもマ
シニングセンタや旋盤等による切削加工の力作であ
る。図６は大分県立短大の５軸加工機による作品で
ある。題材を工夫しながら毎回チャレンジを続ける
姿勢は学生のヤル気を引き出していることであろ
う。また，学生募集にも効果が出たことと思う。

　ポリテックカレッジをはじめ，能開施設には５軸
加工機が配備されつつある。授業で使うだけでなく
ぜひ，学生と先生が一緒になって感動を与える作品
づくりに挑戦してみてはいかがだろうか。美しい作
品であれば興味を示す高校生は多いはずだ。
　切削加工ドリームコンテストへの出展あるいは，
全国の能開施設による「ものづくりコンテスト」を
企画しても面白い。

3．アマダ優秀板金製品技能フェア

　㈱アマダが主催する「優秀板金製品技能フェア」
は，板金加工技術・技能の向上を図るため，1989年
にアマダスクールが始めたコンクールである。図７
は第21回（2008年）の技能フェアで金賞と労働大臣
賞 を 受 賞 し た ㈱ 池 田 機 工（ 長 岡 市 ） の 作 品

「HOUSE」である。１枚のステンレス板から折り曲

げて加工している。製作担当者は美術大学を出た中
途採用の社員で，板金加工は全く未経験であった
が，腕を見込んで技能フェアに向けた作品づくりに
挑戦させてみたとのことである。美大卒のセンスが
生かされたようだ。

　池田則正社長が掲げる基本理念は「他利自利」，
すなわち「あなたが先に儲けてください。 その後 
私が儲けます。」である。その言葉に甘えて，以前，
アルミ板のレーザー加工をお願いしたことがある。
アルミはレーザーでは加工しにくいといわれている
が，きれいな仕上がりで，しかも格安の値段で加工
していただいた。
　さらに図８の刀の鍔

つば

をイメージした軟鋼製の文鎮
もレーザーで加工していただいた。刀の鍔は，2008
年に新潟市で開かれたジュニア労働サミットに出席
した８ヵ国の子供たちへのプレゼントとして製作し
たものである。図案としては新潟県の県鳥であるト
キをデザインした。トキの特徴であるトサカの部分
は細いため，熱が伝わり溶けやすい。しかし，実に
シャープな仕上がりである。 社長いわく「ドライ
ヤーと同じように熱をかけすぎないことがポイン

図８「刀の鍔」をイメージした文鎮

図６「ハンド」写真提供：栗林仁氏

図７　㈱池田機工の作品「HOUSE」



－39－ 研究ノート

ト」。 とは言うものの，最適な加工条件を見つける
のは難しい。
　本物と同じ大きさの鍔は，サミットに出席した子
供たちに喜んでもらえたのではないかと考える。
　図９は，平成20年度新潟県障害者技能競技大会の
際にポリテクカレッジ新潟が製作して提供した金メ
ダルである。本物のオリンピックメダルに負けない
思いでデザインした。
　受賞者には喜んでもらえたが，30個もの金メダル
製作に協力してくれた教員には負担が大きかったか
もしれない。加工時間は３軸のマシニングセンタで
１個あたり数時間もかかった。高速切削加工であれ
ば，もっと早い加工時間ですんだかもしれない。金
メダルを製作して提供しようとの思いを，もっと多
くの仲間と共有できれば知恵も出たものと反省して
いる。ものづくりには仲間づくりが何よりも大切で
ある。

４．かわさきロボット競技会

　ロボコンといえば，ＮＨＫロボコンが有名である
が，多足歩行ロボットによる格闘技として「かわさ
きロボット競技会」がある。今年で第20回目を迎え
た大会には，大学生チームを中心に企業人チームな
ど233台の申し込みがあった。 そのうち，予選を勝
ち抜き決勝トーナメントに進めるのは36台という狭
き門である。
　ロボットの規格としては，歩行機構と攻撃できる
腕を有し，大きさと重さが規定以内であることと
なっている。試合はまるで大型昆虫による激しい闘
いの様子を呈する。上位に進むロボットはいずれも

完成度が高く，機能美も感じられる。
　企業の設計チームが参加することもあって，ロ
ボットの構造もさることながら，デザイン，加工精
度，耐久性等において見ごたえのあるロボットが増
えてきた。 図10は，KHK歯車のチームが製作し，
決勝トーナメントに進出したロボットである。東海
ポリテクカレッジとポリテクカレッジ新潟も出場
し，東海が決勝トーナメントに進んだ。

図10　KHK歯車工房「ハイボール」

５．おわりに

　機能性だけでなく，デザイン性にも考慮したもの
づくりの魅力と取り組み例について紹介した。高性
能な工作機械やソフトのおかげで，より複雑な加工
も可能になってきた。しかし，たとえ高性能な機械
を導入しても通常の業務をこなしている限り，機械
の性能をフルに出し切ることはできない。また，そ
れ以上の技術を獲得することもできない。カレッジ
においても同じである。各種コンテストや展示会等
への出展は，通常では試すことのできない新しい加
工技術への挑戦であるとともに，ものづくりの魅力
と感動をアピールする絶好の機会である。各能開施
設の健闘に期待する。
　最後に，ドイツへ出発する直前であるにもかかわ
らず，快くインタビューに応じていただいた㈱大槇
精機の大町亮介社長に深く感謝申し上げます。

＜参考文献＞
１）平塚剛一「ものづくりの魅力と感動を伝える」『実践教育ジャー

ナル』Vol.29,No.4，2013年12月

図９　金メダル
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１．はじめに

　「ものづくり基盤技術の振興施策」（ものづくり白
書）が厚生労働省，文部科学省，経済産業省の連携
で作成されている１）。この中で，以下のことが指摘
されている。⑴高年齢技能者・生産年齢人口が減少
し，技能の伝承・継承が十分に行われていないこと。
⑵技能検定や，熟練技能者が若年技能者への実技指
導を行う「ものづくりマイスター制度」を活用して，
若年への技能伝承を支援することが重要であること
が述べられている。
　技能の伝承・継承については，2007年問題，すな
わち団塊世代の引退が要因の１つであると指摘して
おり２），技能の伝承・継承は喫緊の課題となってい
る。 一方，独立行政法人 労働政策研究・研修機構
が「ものづくり現場の中核を担う技能者の育成の現
状と課題に関する調査」３）を行っており，ものづく
り産業はわが国の強みの１つであり，今後わが国が
持続的に発展していくためには「ものづくり」産業
において知識・技術を持った中核的技能者を育成し
ていくことが必要不可欠であると指摘している。中
核的技能者の確保・育成に向けた取り組みが喫緊の
課題であると述べている。
　ものづくりにおいては，人材育成及び技能継承が
重要な継続テーマであり，中核的技能者となり得る
若者の育成は重要な課題となっている。若者の育成
は喫緊の課題となっている。若者を育成するための
ツールとして，技能五輪全国大会が毎年開催されて

いる。平成25年度は，第51回目の技能五輪全国大会
が11月23日㈯～ 24日㈰の２日間，千葉市の幕張メッ
セをメインに開催された。
　ところで，著者は，技能五輪全国大会を主催して
いる中央職業能力開発協会に平成20年から平成21年
までの２年間在籍し，技能競技大会関係業務に携わ
る技能振興部に所属していた。現在の所属は，独立
行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 千葉職
業能力開発促進センターである。第51回の技能五輪
全国大会で自動車板金職種が当施設を会場として開
催された。
　そこで，本報告では，ものづくり教育・訓練に携
わっている青年に技能競技大会に対して興味を抱い
てもらい，そして参加していただき，これからの日
本のものづくりを先導してくれることを期待して，
第51回技能五輪全国大会の様子を中心に，技能競技
大会について報告する。

２．技能五輪全国大会の目的

　技能五輪全国大会（以後，競技大会と称す）は，
青年技能者の技能レベルの日本一を競う技能競技大
会であり，その目的は，次代を担う青年技能者に努
力目標を与えるとともに，大会開催地域の若年者に
優れた技能を身近に触れる機会を提供するなど，技
能の重要性，必要性をアピールし，技能尊重機運の
醸成を図ることを目的としている３）。

千葉職業訓練支援センター 秦　啓祐

ものづくりの将来を担う青年の技能の集い
―技能五輪全国大会より―
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３．技能五輪全国大会開催の経緯

　わが国での技能競技大会の開催は，技能五輪国際
大会へ参加したことから始まっている。第11回の技
能五輪国際大会（1962年，スペインのヒホンにて開
催）に初めて参加し，優秀な成績を収めた。このこ
とが国内で話題となり，国内で技能五輪大会が宣伝
され，実施されるようになった。第12回の技能五輪
国際大会への選手選考のために地方予選及び全国大
会が初めて実施された。第１回大会の競技大会は昭
和38年５月に東京都で開催された。第２回大会（昭
和39年）から第10回大会（昭和47年）までは㈳日本
産業訓練協会が主催，第11回大会（昭和48年）から
第21回大会（昭和57年）までは㈳日本産業訓練協会
と中央職業能力開発協会の共催，その後の第21回大
会（昭和58年）からは中央職業能力開発協会が単独
で主催することになった。第28回大会までは，東京
都または千葉県内を主会場として中央職業能力開発
協会が主催し，開催されていた。平成３年の第29回
大会以降は日本全国の会場で開催されるようにな
り，原則的には中央職業能力開発協会と開催都道府
県との共催（地方開催方式）による開催となってい
る４）。

４．競技大会の状況

　技能五輪全国大会は，平成25年に開催された大会
で51回目を迎えた。半世紀にわたり開催されている
技能競技大会である。第51回の大会で競技された職
種は，以下の40職種である。
⑴　金属系職種

　構造物鉄工，電気溶接，自動車板金，曲げ板金，
車体塗装　
⑵　電子技術系職種

　メカトロニクス，電子機器組立て，電工，工場電
気設備　
⑶　機械系職種

　機械組立て，抜き型，精密機器組立て，機械製図，
旋盤，フライス盤，木型，自動車工　

⑷　情報技術系職種

　ITネットワークシステム管理，情報ネットワー
ク施工，ウェブデザイン　
⑸　建設・建築系職種

　タイル張り，配管，石工，左官，家具，建具，建
築大工，造園，冷凍空調技術，とび　
⑹　サービス・ファッション系職種

　貴金属装身具，フラワー装飾，美容，理容，洋裁，
和裁，洋菓子製造，西洋料理，日本料理，レストラ
ンサービス

　写真１は，第51回技能五輪全国大会の競技風景で
ある。 写真1.1は，千葉職業能力開発促進センター
を会場として開催された自動車板金職種の競技風景
である。 写真1.2は，幕張メッセを会場として開催
された建築大工職種の競技風景である。自動車板金
職種では，大手の企業を中心に選出された21名の競
技選手が参加して開催された。一方，建築大工職種
では，工務店，個人，学校等を中心に選出された86
名の競技選手が参加して開催された。

写真1.1
職種：自動車板金，会場：千葉職業能力開発促進センター

写真1.2　
職種：建築大工，会場：幕張メッセ

写真１　競技風景



－42－技能と技術　3/2014

　写真２は，技能五輪全国大会で実施された職種の
競技課題の一例である５）。 写真2.1は，標準時間11
時間の建築大工職種の競技課題である。 写真2.2は，
標準時間５時間のフライス盤職種の競技課題であ
る。 写真2.3は，標準時間５時間の旋盤職種の競技
課題である。 写真2.4は，標準時間５時間30分の電
工職種の競技課題である。
　図１は，開催年度における競技参加人数の推移６）

について示したものである。図より，1990年前後あ
たりをピークに競技参加者が減少している。この減
少傾向の背景には以下のことが推測される。
⑴ 　1980年代頃から話題になった労働環境・作業内

容に対する「きつい」，「きたない」，「危険」の最
初の文字をもじって３K職場という流行語の影響
が若者の技能離れに拍車を掛けたものと考えられ
る。

⑵ 　バブル経済によるブルーカラー指向の減少が考
えられる。

　その後，90年代の半ば頃から参加人数の増加が現
れ始めている。この背景として，以下のことが考え
られる。

⑶ 　1990年のバブル崩壊による深刻な不況が発生
し，ホワイトカラー職種の大量リストラが展開さ
れた。そのことが影響しているのか定かではない
が，その後，ブルーカラー職種に対する見方の変
化が表れ，手に職を持ちたいという風潮が高ま
り，ものづくりに関心が高まるようになった。そ
のような中で，2007年に第39回の技能五輪国際大
会が静岡県で開催されることとなり，これを契機
に競技大会への参加数が増加するようになった。
ものづくりの技能尊重機運が高まってきたのでは
ないかと思われる。

図１　開催年代別の競技参加人数

写真2.1　建築大工職種の競技課題 写真2.3　旋盤職種の競技課題

写真2.2　フライス盤職種の競技課題 写真2.4　電工職種の競技課題

写真２　競技課題
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　表１は，過去10年間の競技職種の参加人数の推移
を示したものである６）。表より，例年コンスタント
に多数の競技者が参加している職種が数多く見受け
られる。これらの職種へ競技者が多く参加する要因
として，以下のことが考えられる。
　⑴職種に関係する団体の競技大会への積極的な取
り組みが展開されている，⑵若年者の人材育成に対
して積極的な取り組みを行っている事業所が多い，
⑶競技選手の所属先からの強力な支援体制が確立さ

れている，⑷職種に関連した業種への若年者の就業
人口が多い，等が参加人数の多い要因と考えられ
る。
　他方，参加人数が１桁の職種が散見される。これ
らの職種で競技の参加人数が減少している原因とし
て以下のことが考えられる。
　⑸若者の就業が少ない（参加年齢制限がある），
⑹職種をとりまとめる団体がない，⑺職種に関係し
た事業所が少ない，⑻所属先からの支援（時間的，
経済的）が難しい，⑼限られた地域での職種である，
等が競技への参加人数の少ない要因と考えられる。

５．ものづくりのその他の競技大会

　技能五輪全国大会の競技大会のほかに，以下の競
技大会が開催されている。

5.1　技能グランプリ（２年に１度開催）

　この技能競技大会は，以下の内容で実施されてい
る大会である６）。
⑴　熟練技能者が技能の日本一を競う大会である。
⑵ 　参加選手は，当該職種について，特級，１級及

び単一等級の技能検定に合格した技能士が参加で
きる（例えば１級技能士ともなれば，職業訓練指
導員免許を持っている場合でも１年以上，実務経
験のみの場合は７年以上の実務を経験した熟練技
能者）。

⑶ 　年齢に関係なく，熟練技能を競う全国規模の技
能競技大会である。

⑷ 　厚生労働省，中央職業能力開発協会，そして一
般社団法人 全国技能士会連合会の共催により開
催される。

⑸ 　大会の優勝者には，内閣総理大臣賞，厚生労働
大臣賞などが贈られる。

　技能グランプリで開催されている競技職種は，以
下の職種である。
　染色補正，婦人服製作，紳士服製作，和裁，寝具，

石工，建築大工，かわらぶき，畳製作，建築配管，
プラスチック系床仕上げ，カーペット系床仕上

大会開催回数 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
機械組立て 23 24 27 40 40 34 35 43 44 40
抜き型 20 23 24 24 27 29 24 24 28 32
精密機器組立て 8 10 12 12 12 14 17 18 18 16
機械製図 16 15 21 26 24 23 24 30 32 33
旋盤 52 60 59 62 69 72 82 81 81 78
フライス盤 26 34 36 33 36 37 39 44 42 43
構造物鉄工 16 18 14 16 16 20 24 26 24 22
電気溶接 13 18 17 12 16 25 28 35 34 22
木型 10 8 7 6 7 6 7 8 9 9
タイル張り 7 8 5 6 5 7 7 5 6
自動車板金 22 23 23 23 22 23 25 22 24 21
曲げ板金 11 10 7 7 6 5 5 5 6 6
配管 51 47 37 25 24 35 23 32 33 38
電子機器組立て 42 38 37 32 37 35 44 50 53 63
電工 35 44 43 36 40 44 47 43 47 44
工場電気設備 7 5 6 7 12 11 11 10 8 7
石工 6 8 8 11 10 5 6 7 9
広告美術 15 12 12 9
左官 18 20 16 10 10 8 7 11 13 7
家具 22 16 22 18 18 24 23 29 21 25
建具 14 8 14 5 6 9 4 8 8 6
建築大工 130 121 117 84 76 80 84 79 78 86
貴金属装身具 7 7 13 7 6 8 12 6 7 7
洋裁 35 39 41 31 23 20 21 20 19 15
自動車工 8 8 8 10 10 9 7 7 6 7
西洋料理 22 19 22 18 23 25 22 25 26 34
日本料理 77 73 64 63 64 52 56 54 55 60
美容 49 51 50 48 45 34 39 34 42 45
フラワー装飾 41 33 30 19 30 36 29 42 36 49
メカトロニクス 56 64 42 50 54 56 60 58 62 66
造園 38 40 50 22 26 25 36 32 38 44
洋菓子製造 26 25 19 9 16 21 28 24 29 33
理容 34 31 34 19 20 13 22 21 18 17
和裁 45 44 54 32 40 32 31 26 18 19
レストランサービス 14 18 18 11 15 11 16 15 13 13
車体塗装 6 10 10 7 7 7 6 6 8 6
冷凍空調技術 6 11 11 10 11 19 18 19 19 17
ITネットワークシステム管理 5 12 31 31 12 14 10 11 12 10
情報ネットワーク施工 20 18 25 24 20 19 19 19 22 24
ウェブデザイン 25 29 18 20 19 20 20 22
とび 16 17 18 17 15

表１　競技職種の参加人数の推移
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げ，壁装，旋盤，フライス盤，機械組立て，家具，
建具，ガラス施工，貴金属装身具，印章木口彫刻，
表具，園芸装飾，ペイント仕上げ広告美術，粘着
シート仕上げ広告美術，日本料理，フラワー装飾，
レストランサービス

　写真３は，技能グランプリで実施された職種の競
技課題の例である５）。 写真3.1は，標準時間10時間
のかわらぶき職種の競技課題である。 写真3.2は，
標準時間12時間の建築大工職種の競技課題である。

写真3.1　かわらぶき職種の競技課題

写真3.2　建築大工職種の競技課題

写真３　競技課題

5.2　若年者ものづくり競技大会（毎年開催）

　この技能競技大会は，以下の内容で実施されてい
る大会である６）。
⑴ 　若年者のものづくり技能に対する意識を高め，

若年者を一人前の技能労働者に育成していくに
は，技能習得の目標を付与するとともに，技能を
競う場が必要である。

⑵ 　職業能力開発施設，工業高等学校等において，
原則として，技能を習得中の企業等に就業してい
ない20歳以下の若年者を対象に開催される。

⑶ 　これら若年者に目標を付与し，技能を向上させ
ることにより若年者の就業促進を図り，併せて若
年技能者の裾野の拡大を図る。

　若年者ものづくり競技大会で開催される競技職種
は，以下の職種である。
　メカトロニクス，機械製図（CAD），旋盤，フラ

イス盤，電子回路組立て，電気工事，木材加工，
建築大工，自動車整備，ITネットワークシステ
ム管理，ウェブデザイン，オフィスソフトウェ
アー・ソリューション，グラフィックデザイン，
ロボットソフト組込み

　写真４は，若年者ものづくり競技大会で実施され
た職種の競技課題の例である５）。 写真4.1は，標準
時間４時間の電子機器組立て職種の競技課題であ
る。
　写真4.2は，標準時間４時間の木材加工職種の競
技課題である。

写真4.1　電子機器組立て職種の競技課題

写真4.2　木材加工職種の競技課題
写真４　競技課題

5.3　技能五輪国際大会（２年に１度開催）

　この技能競技大会は，以下の内容で実施されてい
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る大会である６）。
⑴ 　技能五輪国際大会は，正式には，国際技能競技

大会（World Skills Competition）と呼ばれる。
⑵ 　1950（昭和25）年にスペインとポルトガルの

２ヵ国で開催。1971年まで毎年開催。それ以降は
おおよそ２年に１度の開催である。

⑶ 　参加国の職業訓練分野の振興及び技能水準の向
上を目指す。青年技能労働者の国際交流と親善を
目的としている。

⑷ 　日本国籍を有し，大会開催年に22歳以下で過去
に大会に参加したことのない者であること。

5.4　都道府県での技能大会（毎年開催）

　各都道府県の職業能力開発協会の主催により，技
能競技大会，あるいは技能五輪全国大会の予選会が
開催されている。

６．おわりに

　以上，ものづくりの将来を担う若者が参加する技
能競技大会について，第51回の技能五輪全国大会を
中心に報告した。 これからのものづくりを担う青
年，特に職業能力開発施設で学ぶ訓練生に技能競技
大会に興味を抱いてもらい，そして技能競技大会へ
参加していただきたい。日本のものづくり産業を先
導してくれることを期待したい。また，そのような
環境づくりを構築，そして支援していくことがわれ
われ指導員の責務ではないだろうかと思う。
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１．はじめに

　Pick＆Place装置は，工場の自動化ラインなどで
所定の位置にあるワークをつかみ，上昇，移動，降
下，置くという一連の運動を行う装置である。本装
置は，機械要素と制御要素を組み合わせて製作さ
れ，装置の動きの面白さもあって，職業訓練の受講
生にものづくりの楽しさをかき立て，良い訓練教材
となり得ることから，総合的な実習課題として多く
の教材が開発されてきている。
　一般的なPick＆Place装置の教材としては，制御
の簡単さとフレキシビリティーの観点からアクチュ
エータとして空気圧装置，ソレノイド装置，制御
モータを用いてプログラムコントローラ（PLC）や
マイコンで制御するものが多く作られてきた。しか
し，これらの課題は機械的な要素は少なく，制御関
係の要素が多く含まれているため，制御関係の訓練
科としては優れているが，機械加工や機械的な機構
などを主体に学ぶ生産技術科などの機械加工関係の
訓練科の受講生にとっては問題があった。
　そこで，当時担当していた専門課程の生産技術科
の受講生の総合制作実習の課題としてリンク，カム
など機械的な機構で主に構成されるメカニカルPick
＆Place装置を課題として適用した。この装置の製
作には，カムやリンク等の機構学的な知識だけでな
く，汎用工作機械やNC工作機械の機械加工および
組み立て調整などの技術と技能を必要とするため，
生産技術科で学ぶべき教科と合致する点も多い。課

題の加工と設計には多少難度があるため，受講生に
ものづくりの面白さを伝え，同時に難しさも知り，
達成感のある良い課題と思われた。その結果，いろ
いろな機械要素を組み合わせた装置を７年間にわた
り，専門課程の総合制作の課題として取り組んでき
た。受講生による課題の評価も非常に高く，学生自
身も積極的に実習に取り組んでいることから，もの
づくりへの動機づけにも非常に良い課題と判断され
た。
　本装置の製作に取り組んだ初年度は，専門課程２
年２名の受講生で行い，基本的な構造や設計の仕方
を学ぶため，職業能力開発総合大学校の応用課程で
開発されていた標準課題を参考に模倣することから
始めた。平成12年度と平成13年度標準課題「機構形
Pick＆Place装置の制作」１）および「メカニカル
Pick＆Place装置の制作」２）の報告から，それぞれ
Pick＆Place装置の本体とインデックステーブルを
参考に製作を行った。図１に初年度製作した装置を
示す。ワークを移動する本体は平面カムとリンク機
構を用い，テーブルの間欠運動はゼネバ歯車機構を
使用している。その後，この装置をもとに各種の平
面カム，リンク，立体カムなど機械要素を適用した
課題に毎年挑戦してきた。
　ところで，最近企業のニーズから機械関係の訓練
施設に５軸のマシニングセンタが導入され，訓練に
取り入れられ始めている。５軸マシニングセンタの
訓練課題の開発は，加工時間や難度の問題から，ま
だ試行錯誤している状態と推測される。
　これまで製作した装置のうち，立体カムを用いた

岐阜職業訓練支援センター 幾瀬　康史

「おもしろ機構」工作室Ⅴ
―立体カムを用いたPick＆Place装置の製作　その１―
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Pick＆Place装置の製作では，カムの加工で５軸の
マシニングセンタによる加工が必要となり，実際に
加工してみると非常に面白く訓練課題として，良い
ものになると思われた。
　そこで，今回総合的な訓練課題として，図２に示
す立体カムを用いたPick＆Place装置を紹介する。
なお，図の装置は，ハンド先端のチャックの代わり
にマーキング装置を取り付け，自動スタンプ装置と
したものである。本装置には，立体カムとしてロー
ラギヤカムとインデックスバレルカム（以下バレル
カムと呼ぶ）および平面カムを使用している。ロー
ラギヤカムは，マシニングセンタのATC装置の旋
回などに用いられ，高速に回転ができ，パックラッ
シュが少ない機構である。 また，バレルカムは，

テーブルの割り出しに用いられる機構である。本報
告は紙面の関係でバレルカムによるインデックス
テーブルを紹介し，次回にローラギヤカムについて
紹介する。

2．立体カムを用いたPick＆Place装置

　図３に立体を用いたPick＆Place装置の構造と動
作を示す。間欠回転運動をするテーブルとワークを
移動するハンド部で構成される。図中の駆動軸を回
転すると本装置は稼動する。図のハンド部はローラ
ギヤカムとカムフォロアで搖動運動し，かつ平面カ
ムでリフト運動する。これらのカムを動作に合わせ
て配置すると，ハンド部は一連の動作を行うことが
できる。さらにテーブルはハンド部の動きに同調し
てバレルカムにより間欠回転運動し，テーブルの割
り出しを行う。
　ここで具体的な動き示すと，次のようになる
①�　駆動軸が回転すると，ローラギヤカムと平面カ
ムが連続回転を始める。
②�　平面カムの回転でその従節のレバーが上昇し，
ハンド部を上昇させる。
③�　ローラギヤカムの溝でハンド部が正転し，ハン
ド部が回転テーブルに近づく。
④�　ハンド部は平面カムの従節レバーにより降下す
る。
⑤�　ハンド部と回転テーブルは一時停止する。
⑥�　ハンド部は平面カムの従節レバーで上昇する。
⑦�　ハンド部がローラギヤカムにより反転し，最初
の位置に戻る。
⑧�　ハンド部が降下する
⑨�　ハンド部は一時停止する。
　以上で１サイクルとなる。
　なお，回転テーブルは④⑤⑥の区間で停止し，そ
れ以外の時点で１サイクルごとに60度回転する。

図１　Pick＆Place装置の１号機

図２　立体カムを用いたPick＆Place装置
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3．バレルカムによる間欠回転テーブルの
　構造と理論

　バレルカムの構造を図４に示す。バレルカムは，
回転テーブルの間欠円運動等に用いられる立体カム
である。図中の駆動軸を回転すると，円筒面上に形
成された溝で回転テーブルの下面に取り付けられた
カムフォロアでテーブルが移動し，テーブルの停止
や回転運動する。溝の形状により，間欠運動などい
ろいろなテーブル動きを作り出すことができる。図
のバレルカムは，回転テーブルを60度ごとに割り出
しをするものを示している。２つのカムフォロアで
バレルカムを挟み込むためバックラッシも少ない。
　バレルカムの溝形状を求める原理図を，図５に示
す。駆動軸の回転角θ，カムフォロアを取り付けた
テーブルの回転角をφとすると，カムフォロアの位
置は次式で求められる。

� 　　　�……………… ⑴

　ただし，カムフォロアのピッチ半径をR，溝の深
さ�d�とする。
　そして，カムフォロアを切削工具とみなせば，溝
形状を加工することができる。

図３　Pick＆Place装置の構造と動作

図４　バレルカムの構造
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4．バレルカムの製作

　次に本バレルカムの製作手順を示す。
「設計と加工手順」

①�　割り出しテーブルのタイミングチャートの作成
②�　滑らかな間欠運動をするためカム曲線の選定
③�　①のタイミングチャートにカム曲線を適用しカ
ム動作曲線［φ＝F（θ）］を作成
④�　カム動作曲線を式⑴に適用し，バレルカムの溝
の中心位置の算出
⑤�　溝のNCプログラムの作成
⑥�　５軸マシニングセンタによりバレルカムの溝加
工

　初めに，テーブルの１回転中の回転と停止する角
度を決定し，タイミングチャートを作成する。図６
に今回製作に用いた割り出しテーブルのタイミング
チャートを示す。駆動軸が０から90度まではテーブ
ルφ＝30度で停止し，駆動軸が90度から270度区間
でテーブルは30度から－30度まで（合計60度）回転
する。そして，再び駆動軸が270度から360度までは

－30度でテーブルは停止する。タイミングチャート
の曲線では，装置を滑らかに動かしたり停止するこ
とができないため，カム曲線を選定し，適用する。
　カム曲線として多くの曲線が提案されているが３），
今回は，次の簡便なカム曲線として，次の単弦曲線
を用いている。
　S=0.5（１－cosπT）　０ T １，０ S １
　このカム曲線を適用し，図７のカム動作曲線を求
めている。なお，タイミングチャートにカム曲線を
適用して，実際の滑らかな曲線にしたものをカム動
作曲線としている。カム動作曲線は，加工のことを
考慮して，駆動軸回転角－180＜θ＜540の区間での
テーブル回転角φを求めている。
　次に，図７のカム動作曲線から駆動軸の回転角θ
とテーブルの回転角φの関係が求められたので，表
計算ソフトを用いて式⑴から溝の位置を算出し，そ
の座標値をもとに４軸で直線補間することでNCプ
ログラムを作成し，バレルカムの加工を行った。そ
の時の様子を図８に示す。

図６　回転テーブルのタイミングチャート

図７　カム動作曲線

図５　バレルカムの原理図
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　加工機として５軸（直交３軸と回転２軸）マシニ
ングセンタを使用して，バレルカムの溝加工のみを
行っている。加工中は，直交ＸＹＺ軸（３軸）とＣ
軸の合計４軸で加工しているので，加工中のビビリ
が発生する場合，図のような片持ちのチャックワー
クでなく，センター作業でワークを支持して製作す
るほうがよい。
　なお，バレルカムの溝加工として，３次元CAD
でモデリングして，５軸のCAMシステムを用いて
加工する方法も考えられる。しかし，３次元CAD
でバレルカムのモデリングは多少難しくなる。一般
的に溝の中心曲線と溝の断面プロファイルが決まる
とモデリングを描けるが，この場合，断面プロファ
イルの傾きが中心曲線の任意の点で異なるため，難
しくなる。また，紙面上３次元のモデリングの図
は，式⑴で計算された位置でカムフォロアに相当す
る形状をブーリア演算で除去することを，マクロプ
ログラムで繰り返して作っている。

　図９に，製作したバレルカムを使用したインデッ
クステーブルを示す。タイミングベルトのホイール
を回転すると，滑らかにテーブルは60度回転と停止
を繰り返すことができた。

5．おわりに

　今回，立体カムを使用したPick＆Place装置のイ
ンデックステーブルの設計製作の事例について紹介
した。本テーブルには，立体カムの１つであるバレ
ルカムを適用し，５軸のマシニングセンタを使用し
て製作を行った。バレルカムの５軸のNC�プログラ
ムも簡単で加工も問題なく行うことができた。今
後，５軸のマシニングセンタの導入課題として，バ
レルカムを使用されることを期待する。
　最後に，立体カムのPick＆Place装置の製作の協
力と資料をいただいた職業能力総合大学校�生産技
術科の卒業生の渡辺君と二日市君に御礼申し上げま
す。
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図８　５軸マシニングセンタによる
バレルカムの溝加工の様子

図９　バレルカムによるインデックステーブル
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