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＜要　旨＞

大田区中小製造業において、従業員の高齢化が問題となっている。現状では、若年者の製造

業離れや若年者の人口の減少から、若年者を採用し定着させることは非常に困難である。そこ

で、若年者不足という問題の解決策として、六郷工科高等学校と中小製造業が協力しておこな

う東京版デュアルシステムに着目した。

しかし、調査の結果、現行のデュアルシステムには中小企業から見たときに問題があること

がわかった。それは生徒に短期就業体験・長期就業訓練先として選ばれる企業と選ばれない企

業が存在することである。この問題を解決しなければ、デュアルシステムは中小企業の多くが

抱える若年人材不足という問題を解決することはできない。

なぜ短期就業体験先・長期就業訓練先に選ばれない企業があるのだろうか。その答えとして、

筆者は、全生徒共通に与えられる情報のほかに、先輩・親・生徒同士の情報も存在するためで

あるとした。選ばれる企業になるために、企業側はなぜ生徒に選ばれないかを知る必要がある。

現時点では、報告会と訓練時の業務日誌というフィードバックが行われているが、これでは企

業側の改善点が分かりにくい。そこで筆者はフィードバックモデルを提示する。

フィードバックモデルとは、生徒が企業見学会から短期就業体験へ、短期就業体験から長期

就業訓練へと進路を決めていく過程で、自社を選ばない理由等を、企業側にフィードバックす

るというものである。

解決策の検証を行った結果、企業側がフィードバックを欲しいとする場合に限って、この解

決策は成り立つということがわかった。

本稿では、生徒のサンプル数と企業の訪問数が十分ではないため、明確なフィードバックの

内容を示すことができなかった。よって、フィードバックの内容の精度を高めていくことが課

題として残った。

今後、フィードバックモデルがデュアルシステムに導入されていくことで、多くの中小企業

が抱える若年者不足という問題が、解決されていくことを願う。

募集テーマ：最近における雇用の変化と中小企業の人材活用戦略
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１．問題の所在と限定

１．１．大田区中小製造業

大田区には平成17年現在約5000の工場があ

り、「ものづくりのまち」として知られている。

「ものづくり」といっても、最終製品を造る工

場ばかりではなく、主に金属を素材とした、削

る、磨く、形成する、メッキするといった、ひ

とつの加工を専門に請け負っている工場がほと

んどである。昭和48年頃に、一社依存型（系

列）から特定の加工分野に専業化したことと深

く関係して、大田区は、世界でも特異な「もの

づくりの達人が集まったまち」になっている。

本稿で中小製造業の問題を分析する中で、大

田区中小製造業と日本全体の製造業はそれぞれ

全産業と比較すると「従業員の高齢化」という

共通する問題を持っていることがわかった。大

田区中小製造業がもつこの問題を解決すること

は、日本全体の中小製造業が抱える問題を解決

する一助になると筆者は考える。これが大田区

中小製造業に着目する理由である。

１．１．１．若年労働者の不足

大田区中小製造業において、若年労働者の不

足、そしてそれに伴う従業員の高齢化が問題と

なっている。

【図表１】、【図表２】、【図表３】は、筆者が独

自に行った訪問調査と電話調査によるアンケー

ト結果を示している。それによると、8割以上

の企業が「若年労働者を必要だ」と感じており、

7割以上の企業が「若年労働者の採用が困難で

ある」と感じている。また「従業員の高齢化を

感じているか」という質問に対し、6割以上の

企業が感じていると答えている。

【図表４】で日本全体について製造業と全産

業との年齢構成の比較をする。製造業は全産業

の年齢構成と比べ、15～29歳という層が少なく

なっている。つまり、製造業全体で若年労働者

が不足していることがわかる。

【図表５】は、大田区の製造業の従業員の総

数、30歳未満の総数、65歳以上の総数にわけ

て、その推移を示したものである。また【図表

６】は、従業員総数に占める高齢者・若年者の
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割合の推移を示したものである。大田区製造業

における高齢者の数自体はさほど変化していな

いが、製造業全体の従業員数が減少しており、

結果的に全体に占める高齢者の割合は大きくな

っている。

つまり、大田区製造業の問題は、製造業全体

が抱える問題と同じなのである。

大田区製造業の「従業員の高齢化」は、同区

内の全産業と製造業との年齢構成比を比較する

ことでさらに明らかになる。これを示したのが

【図表７】である。大田区製造業における15歳

から34歳までの割合は全てにおいて、大田区の

全産業を下回っている。他方、55歳から64歳ま

での割合は大田区の全産業を大きく上回り、65

歳以上でも上回っている。既に、大田区製造業

において高齢化は、全産業と比較して高い水準

で進んでおり、高齢者への依存が大きいと言え

る。高齢者に頼ることが大きいままでは、いず

れ企業存続は困難になっていくため、従業員の

高齢化は問題である。

そして【図表８】、【図表９】、【図表１０】は、

最近20年程の高校生全体の総数、工業高校の生

徒の総数、そして工業高校卒業後の就職者数を

示している。ここ数年ではやや就職者が増加し

ているものの、高校生の総数が減少しており、

それに伴い工業高校の生徒数、そして工業高校

卒業後の入職者数も減少している。

また、訪問調査で、若年者採用の一環として

ニート・フリーターを採用する可能性について

尋ねたが、大田区の中小製造業では否定的であ

った。それは、仕事を覚えて一人前になるため

には少なくとも数年はかかるが、ニート・フリ

ーターは仕事がきついとすぐやめてしまいそう

なイメージがあるからであった。

つまり、若年者を採用し定着させることは、

大田区中小製造業にとって非常に困難となっ

ている。このような中小製造業を取り巻く状

況の中で、若年者を確保し定着させるにはど

うすればよいか。その方法として、筆者はデ

ュアルシステムとインターンシップという施

策に着目する。

１．２．デュアルシステムとインターンシップ

若年者の減少や高齢者の増加といった、最近

における雇用の変化に対応するための試みとし

て、ドイツのデュアルシステムを日本風にアレ

ンジした、「日本版デュアルシステム」が導入

されつつある。日本版デュアルシステムとは、

東京都教育委員会［2007］によると、「企業に

よる実習訓練とこれに密接に関連した教育訓練

期間における座学を並行実施し、若年者を一人

前の職業人に育てる人材育成システム」であり、

ここでいう企業とは主に中小企業のことを指

す。そして、これに先駆け、東京都立六郷工科

高等学校（以下六郷工科高校とする）では「東

京版デュアルシステム」が導入されている。こ

れは、東京都教育委員会［2007］において、「学

校と企業とのパートナーシップを深め、協同し

て地域の産業のニーズに適合した人材を育成す

る職業教育システム」と定義される（【図表１１】

参照）。

一方、最近における雇用の変化への対応策と

して、デュアルシステムの他に、「工業高校に

おけるインターンシップ（以下インターンとす

る）」が挙げられる。デュアルシステムとイン

ターンの違いは2点ある（【図表１２】参照）。

第一に、現行のインターンの制度上、インタ
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ーンは直接的に採用とは結び付けられないが、

デュアルシステムならば採用と結び付けること

が可能な点である。インターンは一般に「職場

体験」とされ、職場の雰囲気がどのようなもの

かを体験するものであり、生徒は体験先企業に

就職することを前提としていない。それに対し、

デュアルシステムでは、職場での実習を「就業

訓練」とし、就業訓練修了後、生徒と企業が双

方で合意すれば、生徒が訓練先企業にそのまま

就職することが可能となる。

第二に、デュアルシステムにおける1年次の

短期就業体験の内容は、インターンとほぼ同じ

であるが、2・3年次の長期就業訓練がある分、

インターンのみの場合と比べて若年人材の採

用・確保について、より発展した制度であると

いえる。デュアルシステムにおいて、企業は実

際の仕事の流れを生徒に経験させるため、生徒

は就業訓練によって仕事の一通りの流れを把握

できる。したがって、デュアルシステムを活用

することで企業は、即戦力の採用が可能となる

だけでなく、生徒側と企業側の雇用のミスマッ

チを未然に防止することができるのである。

このように、企業側にとってデュアルシステム

は、インターンとは異なり、生徒をそのまま採用

することが可能である、ミスマッチを防止できる

というメリットがある。このため、企業はデュア

ルシステムを活用していくことで、より若年人材

の採用・定着がはかれるようになると考えられ

る。今後デュアルシステムが六郷工科高校以外

にも拡大すれば、若年人材を求めている他地域

の中小企業にとっても、デュアルシステムを活用

することが有効であると考えられる。

１．２．１．六郷工科高校のデュアルシステム

六郷工科高校は2004年4月に開校した。六郷

工科高校のデュアルシステム科は、全国に先駆

けて、企業と協働して若者に「ものづくり」を

通して働くことへの関心、意欲を引き出す教育

システムを導入した学科である。

六郷工科高校のデュアルシステム科は、1年

次で10日間の短期就業実習を年3回行う。

まず、「企業名、住所、事業内容」といった

情報が一社につき一行にまとめられた一覧表が

生徒に配られる（【図表１３】参照）。生徒は、そ

の一覧表の中から自分の興味がある企業を選

び、一社ごとにまとめられたファイルを見る。

そのファイルの中には、企業概要、企業がどの

ような生徒を求めるかが記された用紙が綴じら

れている（【図表１４】参照）。そして、生徒は企

業を実際に回る、企業見学会を行う。企業見学

会では、一学年の生徒を6グループほどにわけ、

放課後をつかい、10～12社を訪問する。1日目は

先生の引率のもと見学会を行い、2日目は生徒の

みで行う。その際の訪問先は、今までに生徒が

一度も訪問したことがない企業が優先される。

その後、第三希望まで企業を選び、6月に提

出し、7月と9月に1社ずつ、それぞれ10日間の

短期就業体験を行う。12月にもまた10日間の短

期就業体験を行い、その時はまた6月とは別に、

11月に第三希望まで提出し決定する。

2年次には、1年次に短期就業体験を行った3

社の中から1社を選び、2ヶ月間の長期就業訓練

を行う。

3年次にもまたその選んだ1社に5月から2ヶ

月間の長期就業訓練に行き、就職するか、進学

するかを生徒自らが決定する。就職を選んだ生

中小企業懸賞論文
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徒は、再び同じ企業に10月から2ヶ月間の長期

就業訓練に行き、卒業後その企業に就職する。

六郷工科高校のデュアルシステムは現行より

も非常に長い実践的な体験学習を行う。デュア

ルシステム科の生徒は最長7ヶ月弱の就業訓練

を高校在学中に行うことになるのである（【図

表１５】参照）。

デュアルシステム科のカリキュラムに関して

は【図表１６】を参照されたい。六郷工科高校デ

ュアルシステム科では就業体験を単位として認

定しているため、デュアルシステム科の生徒は

就業体験に行かずに卒業することはできない。

デュアルシステム科の1年生は入学直後から就

業体験を行うため、学校設定科目「学ぶこと働

くこと」において、企業に訪問をする前に社会

人としての礼節やマナー、危害予防などの安全

に関する基礎的な知識を学習する。また、「学

ぶこと働くこと」では、学校での学びと社会で

の働くことの関わりや働くことの意義、デュア

ルシステムの意義や社会的背景、日本の産業技

術を支えている東京都城南地域における「もの

づくり」の技術・技能の素晴らしさについて、

新聞等を活用して学習する。

六郷工科高校のデュアルシステム科から、

2007年第一期生が卒業した。卒業生は全16名

であり、そのうち7名が長期就業訓練を行った

企業に就職している。現在約7ヶ月が経過した

が、六郷工科高校によると、1人も離職するこ

となく7人全員が定着しているとのことである。

筆者が独自で行った電話調査・訪問調査によ

ると、デュアルシステム科以外の高卒生が定着

しにくいと考えている企業が、100社中38社あ

る。また、実際に訪問調査を行ったところ「半

年たって5人のうち1人が残っていれば良いほ

う」、「仕事を覚えていく過程で壁にぶつかり、

それを乗り越えるのを諦めて辞めていく」など、

高卒生が定着しにくいことについて聞くことが

できた。デュアルシステム科の生徒が、7ヶ月

経過した段階で全員が定着しているという事実

は、デュアルシステムを評価することができる

ものであろう。

１．３．中小製造業から見た六郷工科高校のデュ

アルシステム科が抱える問題

六郷工科高校のデュアルシステムの協力企業

は2007年10月現在で200社以上にのぼる。一方

生徒数は1年生22名、2年生16名、3年生20名の

計58名である。このように協力企業数と生徒数

に差があるため、すべての企業に毎年生徒が訪

問することはできない。

問題は、デュアルシステム開始から4年を経

過した現在でも一度も生徒が訪問していない企

業が存在する一方で、毎年のように短期就業体

験先および長期就業訓練先として生徒が訪問し

ている企業も存在している点である。協力企業

200社のうち、六郷工科高校の「平成19年度表

彰企業名簿」に掲載された152社を対象に見る

と、生徒がインターン先および長期就業訓練先

として一度も訪問していない企業は152社中110

社にのぼる。しかし全協力企業200社中28社は、

2年間連続で短期就業体験もしくは長期就業訓

練を受け入れたことで平成18年までに表彰され

ている。これらの企業ごとの短期就業体験受け

入れ回数の差については【図表１７】、また長期

就業訓練受け入れ回数の差については【図表１８】

を参照されたい。

上記の点が問題となる理由を、企業のデュア
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ルシステムへの協力理由から述べる。

筆者はデュアルシステム協力企業200社中か

ら100社を無作為に抽出し訪問調査および電話

調査を行った。その結果、デュアルシステムに

協力する理由として65％の企業が「若年人材の

確保が目的」と回答した。このことから、企業

のデュアルシステム協力の目的は「若年人材の

確保」であるとわかる。

しかし既に述べたように、一部の企業が繰り

返し生徒を受け入れる傾向にある一方で、一度

も生徒を受け入れていない企業も存在してい

る。企業がデュアルシステムで生徒を受け入れ

ることができなければ、デュアルシステムは若

年者確保の解決手段となりえない。したがって、

短期就業体験先および長期就業訓練先として生

徒に選ばれる企業と選ばれない企業との間に硬

直性が見られることは、企業にとって重大な問

題である。

しかし、このような問題は、企業の事業内容

が六郷工科高校の教育課程と合致するか否かに

起因するものではない。同様な事業内容の2社の

企業でも、一社は受賞されていてもう一社は一

人も生徒を受け入れていないという事実がある

からである。また、六郷工科高校によると、生

徒の技術習得は企業側に頼っている部分が多く、

学校で特定の企業に関連する技術を教えるとい

うことはしていない。つまり、高校のカリキュ

ラムと企業選択の傾向は結びついていない。

では、なぜ短期就業体験先および長期就業

訓練先に選ばれる企業と選ばれない企業がある

のか。

１．４．問題の限定

短期就業体験先および長期就業訓練先として

選ばれる企業と選ばれない企業が存在すること

は、企業のみならず生徒と学校にとっても問題

である。長期にわたって生徒の訪問がない企業

は、デュアルシステムに協力しているメリット

が得られないため、協力関係を解除してしまう

ことが考えられる。そのことで将来六郷工科高

校の生徒は進路の選択肢を狭める危険性があ

る。また、学校も教育機関として生徒に幅広い

進路の可能性を残すことは重要であるから、協

力企業の減少は問題である。

したがって、選ばれる企業と選ばれない企業

が存在することは、企業、生徒、学校の三者に

とって問題である。

しかし本稿では企業の視点から、この問題を

分析し解決策を提示する。

２．問題の分析と解決策の設定

２．１．問題の分析

ではなぜ短期就業体験先・長期就業訓練先に

選ばれる企業と選ばれない企業があるのか。

上述の通り、学校から生徒に与えられる情報

は一覧表とファイルであり、その後の情報は実

際に生徒が職場に行き、直接確かめたものであ

る。一見この制度自体に、選ばれる企業と選ば

れない企業との差となる要因は無いと考えられ

る。それにもかかわらず、なぜ選ばれる企業、

選ばれない企業が存在するのか。それは、一覧

表とファイル以外にも情報が存在しているから

ではないだろうかと考えた。

その情報源として考えられるのは、ひとつは

インターネット上の企業のHPであり、もうひ

とつは人づてに聞く情報である。

はじめに筆者が企業のHPと企業選択の傾向
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について調査した。殆どの協力企業はHPを設

置していた。また、六郷工科高校のHP内には

協力企業一覧が掲載されており、各社HPへの

リンクも可能になっている企業が多かった。し

かし受賞企業であっても企業HPへのリンクが

されていない企業もある一方で、生徒が一人も

訪問していない企業でもリンクが設定されてい

る企業もあった。以上から、企業HPは生徒が

企業選択をする際に大きな影響を及ぼしている

とは考えにくい。

つぎに人づてに聞く情報について調査した。

六郷工科高校によると、先輩から後輩へと情報

が伝わることがあるそうである。また、筆者が

独自に行ったアンケート調査によって、先輩・

親から企業に関する情報を聞いたとする生徒が

二人いることが明らかになっている（【図表１９】

参照）。

さらに、3年生の長期就業訓練生3人を訪問調

査した結果、同学年の生徒同士での情報交換が

あることもわかった。7月と9月の短期就業体験

先2社は6月に一度に決めるが、12月の短期就業

体験先は11月に決める。六郷工科高校からいた

だいた資料から、12月は7月、9月に生徒を受け

入れた企業が選ばれることが多いことがわかる

（【図表２０】参照）。これは、生徒同士で情報交換

が存在している証拠である。

以上から、六郷工科高校の生徒には、先輩・

親からの情報があると同時に、同じ学年の生徒

同士での情報交換が存在することがわかった。

このことから、先輩・親からの情報を聞く生徒

が少なくても、一クラスしかないデュアルシス

テム科では、その情報は生徒同士の情報交換で

広まると考えられる。つまり、生徒に選ばれる

企業は、毎年選ばれると考えられる。

では、選ばれない企業が生徒に選ばれるよう

な情報を広めるにはどうすればいいか。それは

企業が生徒にとって魅力的な企業に変わればい

いのではないかと考える。企業は生徒にとって

魅力的な企業というものが分からないが、どう

いった企業が魅力的なのかを知りたがっている

ということが訪問調査でわかった。

そこで生徒の考えを企業に知らせることが大

切であると考えた。

２．２．フィードバック

現時点で、生徒側から企業側へのフィードバ

ックとして報告会と業務日誌がある。

報告会とは、短期就業体験や長期就業訓練を

終えた生徒が、教師、他の生徒、企業からの参

加者の前で、就業訓練の報告をする場である。

生徒を受け入れた企業から学校側に「参加した

生徒の感想や企業に対する感想などを知りた

い」という要請があったため、行われるように

なった。この報告会によって、受け入れ企業は

生徒の感想を聞くことができる。しかし、発表

の場で生徒が、短期就業体験・長期就業訓練で

お世話になった企業を、何が悪くて選ばないの

かという理由を発表することはまずない。

業務日誌とは、生徒が一日の就業訓練を終え

た後に企業に提出する報告書である（【図表２１】

参照）。この業務日誌には、その日の反省・感

想を書く欄がある。しかし、生徒は慣れない仕

事で疲れていること、次の日も継続してその企

業に通うことから、企業に対して悪い点を指摘

することはできないであろう。

以上より、現在では生徒が企業側に悪い点を

指摘するという意味でのフィードバックは行わ
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れていないと考えられる。

２．３．解決策の設定

現状では、企業側が生徒に選ばれない理由を

知る術はない。したがって、選ばれない企業が

選ばれる企業になるために、『フィードバック

モデル』を提示する（【図表２２】参照）。

このモデルは、生徒が企業見学会から短期就

業体験へ、短期就業体験から長期就業訓練、長

期就業訓練から卒業へと進路を決めていく過程

で、企業を選ばない理由等を、企業にフィード

バックするというものである。フィードバック

をされた企業はそれを参考にして改善すること

で、生徒にとって魅力的な企業になる。生徒に

とって魅力的な企業になれば、別の生徒が来た

ときによい印象を与えることができる。それが

同学年での情報交換、先輩から後輩への情報の

伝達によって、多くの生徒にその企業は魅力的

な企業であると知られるようになると考える。

フィードバックの具体的な内容としては、以

下のものを提示する。

まず、企業側が生徒に聞きたいフィードバッ

クとしては、なぜ自社に来ないのか、労働環境

はどうか、会社の雰囲気はどうか、働きやすか

ったか、従業員は親切だったか、どこが悪かっ

たか、が挙げられた。

また、生徒が企業選びの際に判断する基準と

しては、仕事の内容、職場の労働環境、人間関

係、企業の場所、が挙げられた。

この、企業側が聞きたいことと、生徒側が聞

きたいことの共通するものは、仕事の内容、職

場の労働環境、人間関係だと言うことができる。

よって、それらの項目を生徒側が企業見学会、

3社での短期就業体験後、長期就業訓練後に行

うフィードバックの内容として提示する。

生徒を受け入れたことがない企業が、生徒

に見学会に来てもらうということは、2006年

度に入学した生徒から、学校側の配慮で行われ

ている。

フィードバックをすることは、企業側・学校

側・生徒側にメリットがある。学校側・生徒側

にもメリットがあるので、企業側にフィ－ドバ

ックをすることは学校側・生徒側も協力するで

あろう。以下、それぞれの主体のメリットを論

じる。

まず企業側はこのモデルによって、自社の何

が原因で、生徒は短期就業体験に来ないのか、

長期就業訓練に来ないのか、就職しないのか、

つまりは自社がなぜ生徒に選ばれないのかがわ

かるようになる。それがわかることによって、

企業は初めて対策ができるようになる。企業側

はそのフィードバックを企業運営改善の参考に

することで、デュアルシステム内だけではなく、

デュアルシステム外からも若年者が来て、定着

するようになるという波及効果も考えられる。

学校側はこのモデルによって、企業側にデュ

アルシステム協力のメリットを与えることがで

きると考えられる。現状としては、訓練を受け

入れる企業は時間・費用を負担しているにもか

かわらず、生徒が採用できる可能性は極めて低

い。つまり、企業がデュアルシステムに協力す

るメリットは少なく、デメリットが多い。この

ままでは、離脱する企業が現れるようになって

もおかしくはない。そのため、フィードバック

を行うことで、企業側が若年者を受け入れるた

めの改善点を把握できるようになり、それが企

業側のメリットになるならば、離脱する企業は

中小企業懸賞論文
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現れにくくなるであろう。

生徒側はこのモデルによって、きちんと自分

の進路を確認しながら、選択していくことが出

来るようになる。フィードバックとして企業を

評価することは、選択をしなければならない節

目で、どういった理由でどの企業に行くのか・

行かないのか、きちんと考えるきっかけとなり、

生徒の成長にも貢献するものがあるであろう。

就業訓練がひと段落ついたときに訪問先の企業

を評価することは、生徒にとっても、意味があ

るものである。

３．解決策の検証

解決策を検証するため、デュアルシステムに

協力している企業100社（訪問調査14社、電話

調査86社）にアンケート調査を行った。また、

六郷工科高校への訪問調査、デュアルシステム

科の生徒15人にアンケート調査を行った。

企業側へのアンケート調査の結果、生徒を受

け入れたことがある企業65社中41社がフィード

バックを受けたいとしていた（【図表２３】参照）。

また、フィードバックを受けたいと答えた46社

中38社が参考にすると答えた（【図表２４】参照）。

このことから、デュアルシステム受け入れ企業

の中には、自社に若年者が来ない理由を知りた

がっている企業が存在していることがわかる。

その企業は生徒からのフィードバックで理由を

明らかにし、改善することに意味があると考え

ている。

学校側への訪問調査では、学校と企業との

関係は対等ではないため、企業側に失礼なこと

は言えないとされたが、企業側が求める場合に

はフィードバックを是非やりたいとのことであ

った。

生徒側へのアンケート調査の結果、回答数11

人中10人が、複数の企業から一社を選択すると

き、自分の選択をじっくり考えてみることが必

要だと思うと答えた（【図表２５】参照）。フィー

ドバックをすることで、よりじっくり考えるき

っかけとなり、生徒の成長に貢献するものにな

るであろう。

４．解決策の有効性と限界

企業側・学校側・生徒側への調査により、フ

ィードバックモデルは、企業側が聞きたい場合

に限り有効であることがわかった。

なおこのモデルは、すべてのインターンにも

適用することができる。そのため、日本全国で

行われているすべてのインターン、今後拡大予

定のデュアルシステムでも導入されれば、企業

側はなぜ若年者に選ばれないのかという理由が

分かり、若年者不足という問題の解決への手が

かりとすることができるであろう。また、企業

側がそのフィードバックを企業運営改善の参考

にすることで、デュアルシステム内だけではな

く、デュアルシステム外からも若年者を採用で

き、定着させられるようになるという波及効果

も考えられる。

以下、残された課題を論じる。本稿では、生

徒のサンプル数と企業の訪問企業数が十分では

ないため、明確なフィードバックの内容を示す

ことはできなかった。よって、さらに詳しい生

徒と企業への調査を行い、フィードバックの内

容の精度を高めていくことが残された課題とし

てある。
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５．総括

大田区中小製造業は、「従業員の高齢化」と

いう問題を抱えている。それに対して、筆者は

六郷工科高校で行われているデュアルシステム

を活用することに着目した。現段階では、この

デュアルシステムは生徒に選ばれる企業と選ら

ばれない企業とが存在しているという問題を内

包している。この問題を解決するために、筆者

はフィードバックモデルを提示した。それによ

って、企業は自社の改善すべき点を知ることが

でき、それを改善することで、より多くの企業

が若年者を採用・定着させることができるよう

になるだろう。そのことによって、大田区中小

製造業の「従業員の高齢化」問題が解決され、

ゆくゆくは、同様の問題を抱えている日本全国

の中小企業に対する一助になることを、筆者は

願っている。
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7/27 日学株式会社

7/30 株式会社三和電機製作所

8/2 中小企業総合研究機構

8/16 株式会社三尾製作所

8/16 株式会社ファイマテック

8/21 株式会社龍角散

8/22 大明工芸株式会社

8/23 三力工業株式会社

9/25 三鷹光器株式会社

9/28 六郷工科高等学校

10/2 株式会社江口高周波

10/2 新妻精機株式会社

10/4 エスジー精密株式会社

10/4 マイクロカット株式会社

10/5 協和工業株式会社

10/6 株式会社タチバナ技研

10/9 A株式会社

10/9 有限会社カセダエンジニアリング

10/9 プレジション・ファクトリー株式会社

10/11 インターバルブテクノロジー株式会社

10/11 六郷工科高等学校

10/12 株式会社大森精工
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感じている 
71社 

感じている 
感じていない 
どちらでもない 
 

感じていない 
5社 

どちらでもない 
6社 

【図表１】アンケート項目「若年労働者は必要であると感じているか」 
（大田区中小製造業82社） 

出所：筆者が独自に行ったアンケート調査をもとに作成 

n＝82

感じている 
57社 

感じている 
感じていない 
どちらでもない 
 感じていない 

20社 

どちらでもない 
5社 

【図表２】アンケート項目「若年労働者の採用は困難であると感じているか」 
（大田区中小製造業82社） 

出所：筆者が独自に行ったアンケート調査をもとに作成 

感じている 
50社 

感じている 
感じていない 
どちらでもない 
 感じていない 

24社 

どちらでもない 
8社 

【図表３】アンケート項目「従業員の高齢化を感じているか」 
　　　　　　　　　　　　 　　（大田区中小製造業82社） 

出所：筆者が独自に行ったアンケート調査をもとに作成 

n＝82

【図表４】日本の製造業と全産業との年齢構成の比較 

出所：国勢調査報告 ［2007］より筆者作成 
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【図表５】大田区製造業従業員数 

出所：『国勢調査報告―大田区』［1994,1999,2002,2007］より筆者作成 
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【図表６】従業員総数に占める高齢者・若年者の割合の推移 

出所：『国勢調査報告―大田区』［1994,1999,2002,2007］より筆者作成 
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【図表８】高校生全体の生徒数 

出所：初等中等教育機関・専修学校・各種学校編［1984－2007］より筆者作成 
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【図表９】工業高校（工業科含む）の生徒数 

出所：学校基本調査報告書. 初等中等教育機関・専修学校・各種学校編［1984－2007］より筆者作成 
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【図表７】大田区における全産業と製造業との年齢構成比の比較 

出所：『国勢調査報告―大田区』［2007］より筆者作成 
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【図表１０】工業高校（工業科含む）の生徒の製造業就職数 

出所：初等中等教育機関・専修学校・各種学校編［1984－2007］より筆者作成 
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【図表１１】日本版デュアルシステムと東京版デュアルシステムの比較 

東京都教育委員会［2007］, p.9を基に筆者作成 

企業における実習訓練と教
育機関による座学を並行に
実施する、若年人材育成シ
ステム。 

学校と企業が協同して地域
産業のニーズに適合した人
材を育成する職業教育シス
テム。 

週3日は教育訓練機関で座学 
週2日は企業で実習 

1年次：3社へのインターンシ
ップ（各10日間） 
2年次：長期就業訓練（1ヶ
月間を2回実施） 
3年次：長期就業訓練（前
期・後期2ヶ月間ずつ、後期
は選択制） 

特になし。 就業訓練は授業の一環とし
て、単位認定されている。 

実践的な訓練により就職に
有利となる。修了時の能力
評価より、採用にあたって企
業から適正な評価を受ける
ことができる。 

本人と企業側の希望が一致
した場合、就業訓練先に就
職することが可能である。 

おおむね35歳未満の者。高
等学校在生徒、高卒未就職
者、無業者、フリーターなど 

都立高等学校生 

日本版デュアルシステム 東京版デュアルシステム 
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採
　
用 
単
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認
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【図表１２】デュアルシステムと工業高校におけるインターンの違い 

東京都教育委員会［2007］, p.9・訪問調査を基に筆者作成 

1年次：10日間を3社 
2年次：２ヶ月間を1社 
3年次：2～４ヶ月間を1社 

一般的に1～5日 

就業訓練。1年次の就業訓
練はインターンと大差ないが、
長期就業訓練では、生徒に
企業内の一連の作業を実際
に経験させる。生徒と企業の
双方が合意すれば、訓練先
に就職することができる。ま
た、デュアルシステムにおける
職業訓練の内容は、1年次の
短期就業体験と2・3年次の
長期就業訓練であり、このう
ち1年次の短期就業体験は
工業高校のインターンの内容
に近い。 

職業体験。就職することを目
的としていない。企業側は仕
事とはどういうものなのかを
生徒に見せる。ほとんど実際
の仕事を体験することはな
い。また、インターンの制度
上、体験先企業に就職する
ことを前提としていない。 

デュアルシステム 工業高校におけるインターンシップ 

期
　
間 

内
　
容
　
等 
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【図表１３】デュアルシステム協力企業一覧表
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出所：東京都立六郷工科高等学校［2007］『平成19年度デュアルシステム仮協定締結企業一覧表』より筆者引用



中小企業懸賞論文

18

【図表１４】企業概要のフォーマット

出所：東京都立六郷工科高等学校デュアルシステム研究開発委員会［2007b］,p.149より筆者引用
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【図表１５】デュアルシステム科1年次の流れ

出所：東京都立六郷工科高等学校デュアルシステム研究開発委員会［2007b］,p.147より筆者引用
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デュアルシステム科2、3年次の流れ

出所：東京都立六郷工科高等学校デュアルシステム研究開発委員会［2007b］,p.148より筆者引用
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工業技術基礎 
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理科総合A

保険 
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製図 

HR

単位 1年次 2年次 3年次 

【図表１６】デュアルシステム科カリキュラム 

出所：東京都立六郷工科高等学校デュアルシステム研究開発委員会［2006］,p.3より筆者引用 
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7月または9月に 
受け入れた 
12社 

7月、9月には 
受け入れていない 
6社 

7月または9月にも受け入れた 
7月、9月には受け入れていない 
 

平成17年度12月のインターン受け入れ企業 

出所：受け入れ企業一覧表より筆者作成 

7月または9月に 
受け入れた 
8社 

7月、9月には 
受け入れていない 
6社 

7月または9月にも受け入れた 
7月、9月には受け入れていない 
 

平成18年度12月のインターン受け入れ企業 

7月または9月に 
受け入れた 
7社 

7月、9月には 
受け入れていない 
4社 

7月または9月にも受け入れた 
7月、9月には受け入れていない 
 

【図表２０】平成16年度12月のインターン受け入れ企業 

13人 

1人 
1人 

先輩に聞き、企業選びに利用した 
親に聞き、企業選びに利用した 
聞かなかった 
 

【図表１９】企業選びの際に誰かから情報を聞いたか 
（デュアルシステム科2年の生徒15名） 

出所：デュアルシステム科の生徒（15人）の 
アンケート調査を基に筆者作成 

【図表１７】インターン受入人数別企業数 

出所：東京都立六郷工科高等学校［2007］『平成19年度表彰企業名簿』より筆者作成 
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【図表１８】長期就業訓練受入人数別企業数 

出所：東京都立六郷工科高等学校［2007］『平成19年度表彰企業名簿』より筆者作成 
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【図表２１】業務日誌

出所：東京都立六郷工科高等学校デュアルシステム研究開発委員会［2007b］,p.158より筆者引用
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欲しい 
41社 

欲しい 
必要ない 
どちらとも言えない 

必要ない 
20社 

どちらとも言えない 
4社 

【図表２３】アンケート項目「フィードバックを受けたいか」 
（生徒を受け入れた企業65社） 

出所：筆者が行ったアンケート調査を基に作成 

する 
33社 

する 
しない 
どちらとも言えない しない 

3社 

どちらとも言えない 
5社 

【図表２４】アンケート項目「フィードバックを参考にするか」 
（聞きたいとした企業41社） 

出所：筆者が行ったアンケート調査を基に作成 

思う 
10人 

思う 
思わない 
空欄 

思わない 
1人 

空欄 
4人 

【図表２５】アンケート項目「複数の企業から一社を選択するとき、 
自分の選択をじっくり考えてみることが必要だと思うか。」 

（デュアル科2年の生徒15名） 
 

出所：筆者が行ったアンケート調査を基に作成 
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1人以上10人未満 

【図表２６】電話調査・訪問調査先企業の従業員規模（100社） 
 

出所：筆者作成 

生徒が企業見学 

会に行く。 

情報の量の増加 

生徒に選ばれる 

選ばれない企業 

選ばれる企業 

1年時 

生徒が短期就業 

体験に行く。 

お礼状と共に生徒が企業にフィードバックをする。 

企業はそれを基に、選ばれなかった理由を認識し改善する。 

生徒にとって魅力的な企業になる。（情報の質の向上） 

（生徒が次のステップに進むとき、なぜその企業を短期就業体験先・長期就業訓練先に選ばな 

かったのか等の決め手となった理由を選ばなかった企業に対して、フィードバックを行う。） 

生徒が長期就業 

訓練に行く。 

2、3年時 
卒　業 

（就職または進学） 

壁を破る 

【図表２２】フィードバックモデル 

出所：筆者作成 
（なお、『→』は今までに存在した流れ、『　  』は今までに存在しなかったが本稿で提案する流れを表す。 

また、『細字』は今までにあったこと、『太字』は今までになかったが、本稿で提案するものを表す。） 


