
１　はじめに

　２００４年９～１０月に中小企業家同友会全国協議

会・企業環境研究センターでは，昨今の景気回

復に伴う中小企業の雇用・労働状況における新

たな変化を把握するため，ＤＯＲ特別調査「転換

期における雇用と労働の変化」（以下，ＤＯＲ特別

調査とする）をアンケート形式で実施した１）。そ

こで明らかになったのは，「正規雇用は増加し，

非正規雇用は多様化が進む」ことであった。実際，

有効回答数３,０２１票のうち，２００１年から２００４年ま

での３年間，正規従業者雇用に関し，「増加」

３８.８％は，「減少」３２.６％と比べて，６.２ポイント，

今後の計画についても，「増加」４２.６％が「減少」

８.１％を３４.５ポイントと大きく上回っている（図

１）。

　こうした回復基調は，２００５年において，さら

に顕著にあらわれており，総務省が発表した８

月の完全失業率（季節調整比）は，４.３％と前月比

を０.１ポイント低下している。失業率低下理由は，

今年度に入ってから，職探しをあきらめる人が

増えるという要因が後退し，就業者増加の比重

が高まってきており，後ろ向きの失業率改善か

ら前向きに変わってきているといわれている。

また，そうした改善傾向は若年層にもあらわれ

てきており，１５～２４歳の男性失業率は，３月の

１１.６％から８月には９.４％に減少し，厚生労働省

では「若年層の失業率は低下傾向」との判断を示

している。さらに，新規採用も好転基調にあり，

８月の新規求人数は，建設業（２８.４％増），飲食

店・宿泊業（２３.３％増），医療・福祉（１８.３％増）に

著しい伸張があり，全業種で前年増となってい

る２）。

　かかる状況をいかに判断するかという問題意

識のなか，ＤＯＲ特別調査をさらに分析するため，

研究センターでは，プロジェクトを組み，２００５

年５～６月に回答企業のなかから，首都圏を中

心に企業１３社を抽出し，インタビュー調査を

行った３）。
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　バブル経済崩壊以降，企業はリストラクチャ

リングの一環として，固定費の変動費化を目指

し正規雇用の縮小を展開してきた。景気好転が

あるとはいえ，こうした方向性とは反対に正規

雇用を伸張させている企業は，労使関係や人事

労務戦略の新しい芽を予測させる。本稿は，現

在における正規従業者採用の意味を考えつつ，

アンケートで得られた結果をインタビューで補

足する方法により，中小企業における正規従業

者の採用と教育・訓練の新動向を示すとともに

若干の政策的検討を行う。

２　正規従業者採用の新動向

（１）着実に増加する正規従業者の採用

　ＤＯＲ特別調査に基づけば，正規従業者の採用

は新卒，中途ともに着実に増加している。実際，

２００１年では５４.６％の企業が平均２.５２人の採用を

行っているのに対して，２００４年には６４.５%の企業

が平均２.７９人の採用を行っており，企業割合で

９.９ポイント，平均人数で０.２７人の増加となって

いる。

　さらに，この傾向を新卒，中途で分けてみる

ならば，新卒は２００１年で２８.７％の企業が平均１.５９

人の採用をしているのに対して，２００４年では

３２.８%の企業が平均１.６人の採用を行っており，

企業割合で４.１ポイント，平均人数で０.０１人の増

加となっている。また，中途は２００１年で４０.８%の

企業が平均１.８７人の採用をしているのに対して，

２００４年では５０.４%の企業は平均１.９８人の採用を

行っており，企業割合で９.６ポイント，平均人数

で０.１１人の増加となっている（図２・３）。

　この増加は，即戦力という意味で中途採用が

新卒採用を上回っている傾向があるものの新卒

採用が着実に増加していることは，好不況を問

わず，中小企業が新卒採用で不利であるという

状況を鑑みるならば特筆できる傾向であろう。

採用は経営者の考え方，業務内容，業種，企業
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規模等によって，新卒重視，中途重視等多様で

あるが，以下では，近年，継続的に採用を行っ

ている中小企業の実態について，検討すること

としよう。

　

（２）専門家の育成で新卒採用を重視

　携帯電話，カーナビ，ＤＶＤ等の通信・制御系

システムに関する組込型ソフトウエアを受託開

発するＫ社（東京都）は，２００５年現在で正規従業

者が１０８名，非正規従業者が６６名となっている。

過去３年間をみると，１２人（２００５年）， １４人（２００４

年），１１人（２００３年）と毎年１０名以上のシステムエ

ンジニア候補の新卒採用実績があり，採用地域

は日本全国から海外にまで及んでおり，中国籍，

韓国籍の社員もいる。

　このように毎年多くの新卒者を採用するのは，

現在，携帯電話等に関する組込型ソフトウエア

の需要が伸張していることと，当該分野につい

て，同社が多くの技術・ノウハウを保有してお

り，その技術・ノウハウの継承と積み重ねとそ

れに関わる人材育成が同社の競争力なっており，

中途採用での即戦力確保が難しいからである。

　携帯電話は当初，通話だけの機能しか有して

いなかったが，メール機能が加わり，さらには

インターネット，カメラ，ＴＶ電話，音楽受信，

電子マネーと今日では高度化された情報端末と

なっている。これは同社が取り扱う組込型ソフ

トウエアの需要が著しく伸張していることと，

そのソフトウエア開発技術がタンジェントカー

ブで高度化，革新していることを意味している。

すなわち，多くの拡大するソフトウエア開発需

要があるにも関わらず，こうした分野に対応で

きるソフトウエア技術者は，労働市場に全く存

在せず，新卒を同社に内部化された教育・訓練

体系のなかで育て，１人前にするしかないとい

う事情があるのである。

　他方，専門的なテーマでの企画旅行に特化し

ているＦ社（東京都）も旅行業としての希少性を

発揮するために新卒採用重視の人事雇用戦略を

実践している。同社は２００５年において，正規従

業者は１７名，非正規従業者は７名で２００２年以降，

６名の正規従業者の採用がある。経営者による

と，大手旅行社が価格競争を展開するなか，中

小旅行社が生き残るためには独自の部門での競

争力をつけなければならない。そのためには，

同社のカラーに適した旅行のプロフェッショナ

ルが必要であり，新卒または２５歳以下の若年者

を採用し，専門家に育成するという４）。

　中途の場合，以前勤務していた旅行会社の考

え方を持ち込み，同社の組織文化に適合しない

ので，新卒等の若年者採用にこだわるという。

また，正規雇用を希望する人やフルタイムで働

ける人は，非正規として採用しない方針があり，

「先行きの見通しがなければ，旅行の専門家は育

てられないし，良い仕事をしてもらって，社員

の能力を向上させることが，企業収益を増やす」

という考え方を経営者は持っている。

　これらは，専門家を育成するという視点で新

卒および若年者の雇用を重視している企業事例

であるが，前者はその企業が関わっている技術

革新が著しいがため，専門家を労働市場から調

達できないので，新卒を採用し，教育・訓練に

より専門家にすることであり，他方後者は，専

門家は労働市場に存在するものの，同社のコア

コンピタンスである組織文化（企業カラー）を体

得するためには，考え方が柔軟かつ素直である

若い人材でなければならないことを示している。

前者は若年者に対するソフトウエア技術修得の

柔軟性，成長性に期待しており，後者は若年者

に対する組織文化体得の柔軟性，成長性に期待

している。

　

（３）高度な業務の質を維持するために正規従業

者の採用を重視

　一般的には，かつて正規従業者が行っていた

業務の非正規従業者への置き換えが進んでいる

が，業務やサービスの質を一定以上に保つため

に正規雇用を重視している企業が存在している。

　たとえば，高品質な食品を扱う生活提案型の

Ｋスーパー（千葉県）は２００５年現在，正規従業者
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が１０８名，非正規従業者が１８４名であり，同業と

比較するならば，正社員の比率は高い。「顧客

サービスの質を維持するためには，正社員の比

率が高いほうが望ましいし，そうでなければ顧

客に対して失礼である」と経営者は述べており，

こうした考え方のなか，２００１年以降，新卒１３名，

中途２０名の採用を行っている。

　また，「店舗をスクラップ＆ビルドしていたら，

そこに住む地域の消費者に対して，失礼である。

既存店をしっかりすることこそが地域貢献につ

ながる」という考え方のもと，他の大手スーパー

チェーンが展開しているような多店舗戦略はと

らず，量販店ならず「質販店」が店舗戦略となっ

ている５）。

　また，新聞，雑誌等のクリッピングサービス

で業界ナンバーワンの実績のあるＪ通信社（東

京都）においても同社のコア部分である顧客の

要望に応じて，新聞，雑誌等を人的検索作業で

行う調査員はすべて正社員となっている。２００５

年現在，正規従業者は４８人，非正規従業者は２４

人であり，正規は，ここ３年間，４人（２００５年），７

人（２００４年），４人（２００３年）と継続的に採用して

いる。

　同社のクリッピングサービスは，調査能力に

対する信頼性が高い。ＩＴ技術の進展等により，

データ検索はロボット検索等の自動検索に優位

があるように思われがちだが，ロボット検索で

は画一的になり，顧客の求める情報を調査・検

索する能力は現状では人間の方がはるかに高く，

顧客からの評価も高い。しかしながら，こうし

た質の高い検索を行う調査員の育成には３年ほ

どかかり，そのためには，正社員を専門家とし

て育成しなければならない。

　これらは，質の高いサービスを顧客に提供す

るという点で先に指摘した事例のように新卒採

用にこだわらないものの，正規従業者の雇用を

重視している企業であり，高い専門性も当然，

正規従業者に求められている。

　いずれにせよ，業務の効率化を掲げ，非正規

従業者の戦力化が進んでいる昨今の流れのなか，

本当に質の高いサービスを提供しなければなら

ない分野では，正規従業者を重視するといった

回帰傾向がある。また，こうした傾向は高品質

なサービスに対する需要が着実に増加している

ことを示している。

　

（４）アウトソーシングの進展による事業創造

　創造物流をテーマに生活協同組合や食品スー

パーの物流部門で業績を伸ばしているＺ社（埼

玉県）は中途採用を中心に５９人（２００５年），４０５人

（２００４年），３９７人（２００３年），２２９人（２００２年）と正

規従業者の採用があり，２００５年時点の正規従業

者は７０３名，非正規従業者は９７名となっている。

　同社の業績拡大理由は，食品流通業界での業

務のアウトソーシング化である。アウトソーシ

ングは人件費等の固定費を変動費化することで，

業務の効率化を目指すものである。同社はかか

る変化をビジネスチャンスとしてとらえ，アウ

トソーシング先として，食品倉庫，食品配送の

分野で生協や大手食品スーパーからの受注を獲

得している。

　現在，採用でもっとも多いのは，生協の個別

配送のドライバーであり，ドライバーには各家

庭に配達を行う際，単に物を納めるだけではな

く，組合員拡大や各種共済の勧誘といった営業

的センスが求められる。離職者については，応

募者の特性および業務内容等により，一定程度

あるが，ドライバーから幹部社員登用の道が開

かれており，営業所長の何人かはドライバー出

身である。経営者によるならば，同社には長距

離と個別配送，２種類のドライバーがいるが，

前者は物を運べばよいという意識しかないのに

対して，後者は，営業的センスがなければ勤ま

らない分野であり，厳しい職場ではあるが，そ

うした業務に日々接している個別配送部門は人

材の宝庫であるという。

　また，先に指摘したＫ社の場合，大手通信機

器メーカーの組込型ソフトウエア部門における

アウトソーシングの進展が受注拡大につながり，

それにより採用増が起きているケースである。
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さらに，Ｊ通信社の場合も従来，企業の調査部門

やマーケティング部門で行っていた各種新聞雑

誌のクリッピング作業を外注化する動きの中で

受注拡大していると理解できる。

　つまり，近年のアウトソーシングの著しい進

展に伴い，大企業では，リストラ，雇用縮小が

起きているが，反対に中小企業では，今まで大

企業が行っていた業務を請負うことにより，業

績を拡大している企業が存在している。すなわ

ち，アウトソーシングの進展が，中小企業の事

業創造につながっているのである６）。

　

（５）定着率の高い地元出身者

　若者の製造業離れがいわれて久しいが，「１人

でも多く，印刷業に携わる人材を輩出したい」を

経営方針とするオフセット平版印刷のＭ社（東

京都）は，印刷関連会社のための印刷工場として，

下請仕事に徹している。２００５年時点で正規従業

者は１４０名，非正規従業者は１０名にのぼる。毎年，

新卒を１０名程採用しており，２００１年から地元高

校からの採用を始めたが，きつい仕事であるに

もかかわらず，親元から通う若者ほど離職率が

低いという結果があらわれてきている。

　また，建物の「利・善・美」をテーマに，地域

に根ざした営業に特化しているＹ工務店（東京

都）は，２００５年時点で正規従業者２６名，２００２年以

降，５名の新卒者を採用している。建築系の大学，

専門学校からの新卒採用が基本であり，地方出

身者はなかなか定着しないので地元からの採用

を優先している７）。

　ここで地元，親元から通う若者ほど離職率が

低いという傾向をどのように理解すればよいの

かが問題となる。東京のような地価や物価が高

い場所では，地方出身者が生活するにはコスト

高で，経営者と従業者双方に負担がかかるのに

対して，地元出身者で職住接近であれば，多少

きつい仕事であっても柔軟に対応できることや

地元，親元なので生活コストがそれほどかから

ないという優位性がある。

　他方，ＤＯＲ特別調査によると，正規従業者確

保のルートは，第１位「職業安定所等の公的機

関」６０.１％，第２位「民間の就職情報」３１.４％，第

３位「知人からの紹介」２８.４％，第４位「大学（教

員等）からの紹介」１４.９％，第５位「高校の進路指

導担当者からの紹介」１３.８％となっている。一般

的にいえば，職業安定所や民間の就職情報は地

域に根ざしている場合が多く，知人や学校の進

路担当者からの紹介も地縁に根ざしているケー

スが多い（図４）。

　したがって，地域に根ざして仕事をすること

の価値を理解し，東京といった大都市において

も，職住接近を選択しようとうする若者が生ま
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れてきていることは，今までの新規学卒者の職

業選択における価値観を大きく変化させる可能

性がある現象と考えることができる８）。

（６）正規従業者を新規採用する目的

　以上，近年，新規採用を旺盛的に行っている

中小企業の実態について，事例に基づいて触れ

てきたが，正社員を新規採用する目的は，専門

性といった言葉に集約されよう。

　実際，ＤＯＲ特別調査においても，正規従業者

を採用する目的は，第１位「専門的業務の担い

手」４４.６%，第２位「責任ある業務遂行のため」

３６.３%，第３位「基幹的業務の担い手」３３.３%と

なっており，「周辺・定型業務の担い手」６.０%は

最下位となっており，こうした結果は，正社員

には高い専門性を求める（将来を含めて）ことを

裏づけているといえる（図５）。

　他方，企業が正規従業者を採用するにあたり，

新卒中心あるいは中途中心であるか，断言はで

きない。実際，ＤＯＲ特別調査において，採用に

際して重視する要素は，第１位「経験」５４.０％，

第２位「若さ」３９.６％，第３位「新卒」２３.７％と経験

者重視，若さあるいは新卒者重視が２分されて

いる。しかしながら，１つの考え方として，企業

のコアコンピタンスが企業に蓄積された技術・

ノウハウや組織文化等といった資産の特殊性が

高い場合，労働市場からの人材調達が不可能な

ので，新卒あるいは比較的若年者を採用し，社

内教育で育成するという傾向があり，それとは

反対に営業的センス等といった汎用的能力や流

通業でみられるように業界知識がある程度，一

般化されている業界では即戦力が期待される中

途採用が中心になると考えることができる９）。

　また，新卒採用中心の企業は特殊性の高い資

産をコアコンピタンスにしているのでオンリー

ワン企業，ニッチ市場といった競争がない分野

で活動している企業であるのに対して，中途採

用中心の企業は競争が激しいが市場が急成長し

ており，即戦力が期待されている分野で活動し

ている企業であると理解することができる。

３　正規従業者の教育・訓練の新動向

（１）正規従業者に対する期待

　先に正規従業者を採用する目的で示されてい

るように，高度かつ責任感を必要とする業務に

ついては，正規従業者を採用し，単純な業務に

ついては正規の採用意欲が低いという傾向があ

る。したがって，こうした課題を実現させるた

めには，高度な業務を遂行する能力の高い社員

を確保することとそうした社員の育成が必要不

可欠となってくる。

122 企業環境研究年報　第１０号



　実際，ＤＯＲ特別調査での正規従業者に対する

期待としては，第１位「営業力」５１.１％，第２位

「技術力」４５.９％，第３位「組織的協調性」３７.７％，

第４位「リーダーシップ」３０.１％，第５位「高い専

門性」２６.８％と職務を遂行していく高度な力と

組織人としての資質が要求されている（図６）。

　また，ＤＯＲ特別調査の自由回答記入欄では，

採用にあたっては，やる気，積極性，努力，忍

耐といった仕事に対する前向きな姿勢と明るさ，

謙虚さ，素直さといった採用する人材の人柄，

人間性に関する記述が多くみられている。

　さらに，採用にあたって専門的能力を重視す

る企業も存在するものの，採用する人材の基礎

学力を重視している企業も多く存在しており，

「採用に関しては，正しい考え方のできる人で人

間力が高い方を望んでいます。基礎的な学力試

験と共に作文，性格診断で本質を見極めるよう

努力をしています」（滋賀県，木造一般住宅の建

設販売），「採用テストにＳＰＩ採用」（石川県，コ

ンサルタント）等があるように，かかる傾向は資

質の高い人材を経営者が責任を持って育てたい

という考え方の反映であると読み取ることもで

きる。

　実際，「育てるのは経営者の役割」（神奈川県，

空調設備業）という声もあり，これは，よい人材

を確保し，教育・訓練を行うことにより，高度

かつ責任ある業務を遂行することを正規従業者

に期待しているあらわれであるといえよう。以

下では，正規従業者に対する教育・訓練の新動

向について，考察する。

　

（２）先輩社員による人材育成

　先にも指摘した組込型ソフトウエア開発を行

うＫ社は，システムエンジニアの育成に関し，

先輩社員が新入社員の教育を行うという形です

べて内部化している。先輩社員２０人が日替わり

で講師を務め，２ヵ月間，朝から晩までみっち

りＣ言語の学習を行う。理系文系問わず採用さ

れたシステムエンジニア候補は大学で何を専攻

していようとも，約２ヵ月間でＣ言語を使って

のプログラミングで同水準になる。また，導入

教育後はＯＪＴが中心となり，よい先輩，難しい

仕事にめぐり合えば，飛躍的に能力は向上する

という。

　また，クリッピングサービスのＪ通信社は，調

査員を採用すると最初の試用期間３カ月はマン

ツーマンの指導を行い，１年ほどは先輩社員が

フォローしながら，約３年で１人前にするとい
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う教育・訓練課程となっている。同社のコアコ

ンピタンスである人的検索の優秀性を保つため

には，人材育成とフォロー体制が重要であるこ

とを経営者は強調する。

　これらは先輩社員が新入社員教育をＯＪＴ中

心に行っている事例であるといえるが，こうし

たＯＪＴを通じた新入社員教育が，指導にあたる

先輩社員の成長を促すきっかけになっている。

また，先輩社員が後輩社員の面倒をみるという

組織文化は，競争社会にシフトしつつある昨今

の大企業における職場の人間関係に対して，ア

ンチテーゼを示している。先輩社員のＯＪＴによ

る手作りの人材育成は一見して古いものと見な

されがちであるが，今日では新鮮な教育・訓練，

職場における人間関係と考えることができる。

　

（３）経営者による教育・訓練

　高品質な食品を扱うＫスーパーでは，社長が

従業員を連れての出張がよい教育の機会となっ

ている。同社では年４回，「食文化と環境のイン

フォメーション」をテーマに顧客向けの情報誌

を発行しており，そこでは社長自らが執筆した

食についての取材記事が掲載されている。出張

には必ず社員が同行しており，出張の行き帰り，

自らの考え方や会社の理念を直接社員に話すこ

とが，会社の経営方針を浸透させる最も有効な

方策になっている。食に関する議論，さまざま

なコミュニケーションをすることがお互いの勉

強になることを経営者は強調している。

　また，先に指摘したＹ工務店は，Ｙイズムを

持つ社員に育てることを人材育成のモットーと

している。同社では，入社後１週間の社長自ら

による建築業に関する導入教育を行う１０）。その

後，さまざまな社員とペアを組ませ，多様な現

場を経験させることで人材育成を図っている。

教育はＯＪＴ中心で，３～４年である程度任せら

れるようになり，約１０年かけて１人前の社員に

する。また，月１回の会議では，主に失敗事例

を題材になぜそうなったかを全員で検討し，社

内で情報共有を行い，常に問題意識を持つこと

を習慣化している。同社の経営者は「お金を貯め

るより人を貯める方が難しい，人は１日では育

たない」といい，社員を大切にする経営を実践し

ている。

　中小企業の場合，組織が小さいが故に経営者

自らが社員教育を実践することは可能であるし，

実践している企業も少なくない。また，経営者

自らによる教育・指導は，企業の理念やポリ

シーを社員に伝えるために最も有効でかつ効率

的であるとともに，教えることを通じての経営

者の資質の向上に貢献している。

　また，良い経営者は良い教育者である一面も

ある。たとえば，Ｏ社（東京都）は正規従業者６３

名，非正規従業者１４名（２００５年時点）のマイクロ

ディバイス実装装置の開発製造と精密板金加工

を行っている企業であるが，同社の経営者は「社

員教育の根幹は，一般社会に出ても通用する人

間をめざす」と言い切っている。こうした経営者

と社員の関係は，古典的，前近代的と解釈され

がちであるが，２１世紀における労使関係の芽が

あるように思われる。

　

（４）システム化されている社内教育，人材育成

　他方，新入社員等の人材育成については，長

年の社内教育の蓄積を踏まえ，システム化して

いる企業もある。東京都の城南地区を中心に２０

店舗を展開するＢスーパーは，２００５年時点で正

規従業者が２４７名，非正規従業者が１,０３９名と

なっており，毎年２０～３０名の新卒者を採用して

いる。同社には「人を活かすキャリアアッププロ

グラム」が提供されており，早ければ，入社後３

年で主任，５～６年で店長やバイヤーに抜擢さ

れる。社員教育は，新入社員集合研修，新入社

員ＯＪＴ研修，階層別研修と段階ごとに用意され

ている。

　同社の場合，規模が大きいのでこうしたシス

テム化された人材育成が可能であるといえるが，

「教育は受ける側も与える側も一緒になって成

長しましょう」との考え方のもと社内教育が実

践されていることは，前述で指摘した中小企業
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における経営者や先輩社員による手作りの人材

育成と考え方を同じくするものであるといえよ

う。

　

（５）資格取得を奨励と創業への支援

　中小企業の従業者が資格を取得することは，

個人の能力開発のみならず企業の業務拡大につ

ながる傾向があるので，多くの企業では資格取

得を奨励している。

　先にあげたＫ社では，情報処理技術者の資格

取得を奨励しており，賞与時には資格手当を有

資格者に支給している。また，Ｙ工務店の場合

も建築士等の建築関連の資格取得を奨励してお

り，有資格者には手当を支給している。

　また，Ｅ社（東京都，空調設備業）は，正規６３

名，非正規５名（２００５年時点）の従業者数で，新

規採用は７人（２００５年），５人（２００４年），１２名

（２００３年）となっている。同社は仕事に関わる資

格取得を奨励するとともに，１５年前から東京都

認定の職業訓練校となっている。同社の社員研

修制度は，６年間で１人前になるカリキュラム

が組まれており，会社経営のマネジメント教育

を行っている。同社には「のれん分け制度」があ

り，社員が独立できるようになっている。

　能力開発の延長線上として，社員に対する独

立支援，創業支援を実施している企業もある。

先に指摘した創造物流のＺ社では，能力のある

社員に対しては，自らが出資して株式会社を設

立するものの，資金調達に関する支援を行いグ

ループ内企業として，活躍してもらうという分

社化を実践している。

　そもそも働く場としての中小企業は，創業者

育成機能を有している。中小企業で働くことは，

身近に経営者を見ることができ，経営とはどの

ようなものであるかを知る機会に恵まれている。

中小企業で働くことは，組織が小さいが故に特

定の職務に特化することができず，「何でも屋」

にならなければないが，従業員であっても会社

全体の業務の流れを把握することができる環境

にいる。よって，中小企業の従業員は自ら企業

を創業することを職業人生の中に意識している

場合が多い。また同時に，一般的には大企業と

中小企業の賃金格差は若年層ではあまりないが，

中高年になればそれは拡大する。賃金格差を克

服し，大企業従業員に劣っていない収入を獲得

するには，創業が１つの方向性になってくるの

である１１）。

　実際，創業者の実態は前職が中小企業従業者

である場合が圧倒的に多いが，今日における創

業では，前職との関係を上手く保ちながらの創

業がすべてであるとはいえない。得意先をそっ

くりそのまま引き連れて創業したなど，トラブ

ルも散見される。

　したがって，企業における教育訓練と創業支

援を一貫した形で行い，優秀な社員には独立し

てもらいグループ内で力を発揮してもらうとい

う上記のような制度は，「のれん分け」という古

い慣習であるが，現代的にいえば，社内ベン

チャーに通じるものであるといえる。

４　採用，訓練と政策支援

（１）中小企業労働力確保法との関連

　最後に現行の中小企業における労働力確保と

その教育・訓練に関する政策を踏まえた上で今

後における中小企業での採用と教育・訓練の方

向性について考えることとしよう。

　周知のとおり，中小企業における従業員の採

用，確保に対する政策支援は，その時代ごとの

要請に適応しながら，中小企業労働力確保法の

枠組みの中で進められてきている。同法は，バ

ブル経済期，中小企業の労働力確保が困難であ

る状況に対して，平成３年（１９９１年）に「労働力確

保のために中小企業が行う労働時間の短縮，職

場環境の改善や福利厚生制度の充実を促進」す

るために制定された。その後のバブル経済崩壊

後，２度の改正があり，平成７年（１９９５年）改正で

は，「経営管理者等の高度な人材の確保・育成を

行う中小企業の活動を支援する措置」が拡充さ

れ，平成１０年（１９９８年）改正では，「創業および新
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分野進出等を目指す中小企業者に対する人材の

確保・育成・魅力ある職場づくりの活動を支援

するための措置」が拡充された。中小企業労働力

確保法は，バブル経済崩壊の前後では，その目

的は１８０度変化しており，人手確保から人材確保

の支援へ大きく転換したのである１２）。

　かかる考え方に基づき，同法による支援策に

は，①中小企業労働力確保推進事業に係る補助

金，②中小企業人材確保推進事業に係る補助金，

③中小企業基盤人材確保助成金，④中小企業雇

用創出等能力開発助成金，⑤中小企業雇用管理

改善助成金がある。しかしながら，こうした支

援措置を受けるには，従来の中小企業政策同様

に組合等が政策の受け皿であり，組合等は都道

府県および雇用・能力開発機構都道府県セン

ターの指導を受けながら，法律認定の手続きを

行い，改善計画を策定する必要がある。

　かかる支援措置があるものの，今次のインタ

ビュー調査においては，中小企業労働力確保法

を活用している事例はなかった。とはいえ，イ

ンタビュー対象が中小企業家同友会の会員企業

であったため，同組織が実施している共同求人

の枠組みでの新卒者の確保は，いくつかの企業

で実施され，定着している。

　中小企業労働力確保法の利用実態や活用可能

性については，検討する必要はあろうが，中小

企業が人材を採用することに対する支援策が，

業界ぐるみ，組合ぐるみの人材確保中心という

考え方については，十分な議論が必要あること

は明らかである。

　

（２）公的研修機関による人材育成・研修

　インタビュー調査で得られえた事例でも示さ

れているように，中小企業における教育・訓練

の実態はＯＪＴが中心となっている。ＯＪＴにより，

先輩社員や経営者本人が直接社員教育を行うこ

とは，「教えることは学ぶことである」という考

え方にたてば，企業全体の教育・訓練になり，

構成員のレベルが向上し，競争力のある企業を

生み出すことにつながるが，しかしながら，Ｏ

ＪＴが絶対的な教育・訓練方法ではない。大学教

育が講義課目と演習科目によって，成り立って

いるように体系的な理論は，企業社会において

も重要であり，現場で起きていることに対して，

さらに良い方法を思考し，不確実，想定外のこ

とにとっさに対処するには，理論的な思考，戦

術ではなく，戦略が必要となってくる。すなわ

ち，理論が重要となり，そうした戦略を構築す

るには，職務を離れて，企業経営等について，

教育・訓練を行うＯＦＦ－ＪＴもまた重要となっ

てくる。つまり，企業における教育・訓練は，

ＯＪＴとＯＦＦ－ＪＴの相乗効果において，最も成

果が上がるものであると考えられる。

　とはいえ，中小企業の場合，大企業と違って，

組織が小さいが故に教育・訓練を専門に行う部

門も存在しないし，また，巨大企業が保有して

いるような研修施設も存在しない。こうした中

小企業の脆弱さを補完するために，国は様々な

教育・訓練に対する支援を行っている。

　たとえば，中小企業大学校は「中小企業の経営

に関し，幅広い知識に基づき助言を行う者の養

成や中小企業者及びその従業員が必要な知識や

手法を学び，その経営及び技術に関する能力を

向上させる」ことを目的にして，全国９ヶ所（東

京校，関西校，旭川校，広島校，瀬戸校，仙台

校，三条校，人吉校）に設置されている。「中小

企業大学校が行う中小企業経営者，後継者及び

管理者に対する研修については，中小企業のソ

フトな経営資源の充実とりわけ人的能力の開発

向上を図ることによって，情勢変化に的確に対

応し得る総合経営力を強化していくことが，今

後の重要な課題」であるとされ，研修コースの充

実が図られている。中小企業大学校での研修は，

滞在型が基本であるので，研修に従業員等を派

遣した場合には，雇用能力開発機構の「キャリア

助成金」により，教材費や受講期間中に支払った

賃金の一部が補助される場合がある１３）。しかし，

このように，助成金の配慮があるにも関わらず，

インタビュー企業を見る限りにおいては，利用

実態はなかった。とはいえ，中小企業家同友会
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の新入社員研修を活用しているケースは，存在

している。

　「中小企業大学校の研修事業自体が知られて

いない」，あるいは，「研修事業に価値がないから

参加しない」，「参加したいが予定が合わない」等

の利用していない理由については，さらなる調

査をする必要があると思われるが，中小企業大

学校は現在，不足しているＯＦＦ－ＪＴを中小企

業が活用する道としては１つの方向性であろう。

　また，国は小規模事業者支援促進法での経営

改善普及事業，創業人材育成事業の一環として，

商工会，商工会議所を通じ，創業を促進するた

めに「創業塾」を開催し，具体的に創業を志す者

に対し，創業のための実践的な能力を習得する

ための事業を支援し，新事業展開等を目指す若

手後継者等を対象とした「第２創業コース」を支

援している１４）。こうした制度を活用することも

中小企業がＯＦＦ－ＪＴを行う方法の１つである

ように思われる。

５　おわりに

　以上，インタビュー調査を中心に昨今におけ

る正規従業者の採用と教育・訓練の新動向につ

いて，考察してきた。現在，正規従業者の採用

は好転に向かい，その理由は，「専門家の確保・

育成」，「高度な業務の質の確保」，「大企業のリス

トラによって進展したアウトソーシングによる

追い風」と多様となっている。また，新規学卒者

については，東京といった大都市圏でも職住接

近を望む若者の登場は，新卒者の職業選択の意

識の変化を示していると考えられる。

　他方，中小企業における教育・訓練の動向は，

ＯＪＴが中心であるが，２１世紀の企業における教

育・訓練の方向性を暗示させる。というのは，

中小企業による手作りの教育・訓練は，教育さ

れる側ばかりでなく，教育する側の教育にも貢

献しており，出来合いのものに慣らされている

現代人にとって，試行錯誤しながら，教育プロ

グラムを作成し，それを実践することは，職場

における新しい人間関係や労使関係を示唆する

ものであるといえる。また，社員の創業や独立

までを念頭においた教育・訓練と支援について

も新しい流れと理解することができよう。

　一方，中小企業の労働力確保に関する政策的

支援については，現行の中小企業労働力確保法

の枠組みでは，業界ぐるみ，組合ぐるみの人材

確保の域を脱していないので，今後十分な議論

が必要であろう。また，中小企業におけるＯＦＦ

－ＪＴの可能性については，個々の中小企業では

限界があるので，中小企業大学校をはじめとす

る公的機関が実施する各種研修事業の活用等を

含め再考する必要はあるように思われる。

　いずれにせよ，昨今の景気回復過程における

正規従業者の採用，教育・訓練は，今までの慣

習や慣行を変化させ，新しい潮流が各方面で萌

芽している。現在，大企業，中小企業を問わず

その雇用，労使関係，教育・訓練等に関する問

題は大きく動いている。中小企業は最先端の側

面と前近代的な側面との両面を持っている。問

題性を抱えつつも，変化や革新の担い手は中小

企業である。したがって，現在進行している雇

用や労働の変化を把握するには，中小企業の実

態に焦点をあて，さらなる研究が今後の課題と

なってくる。

１）同アンケート調査は，２００４年９月１５日から１０月１５
日にかけて，中小企業家同友会会員企業２１,５０７社を
対象に実施し，３,０２１社（建設業５７６社，製造業７７３社，
流通・商業８７４社，サービス業７５４社）の回答を得た
（回答率１４.０%）。調査結果の概要については，中小
企業家同友会全国協議会企業環境研究センター「同
友会景況調査報告（ＤＯＲ）」６８号（２００４年１２月２０日）を
参照のこと。また，プロジェクトメンバーによる詳
細な分析については，「特集；２００４年中同協特別調
査」『企業環境年報』第９号（２００４年１２月）を参照のこ
と。
２）失業率改善前向き型に「日本経済新聞」２００５年１０
月１日参照。
３）インタビュー調査は，実際にＤＯＲ特別調査のアン
ケートで回答のあった企業に対して行った。業種は
限定せず，過去３年間で従業者数の増加がみられ，
概ね収益状況が良好な企業を対象とした。
４）Ｆ社の経営理念は「旅行業務をつうじ，平和な世界
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民主的な社会の実現に貢献し健康で文化的な旅行・
レジャーの発展をめざす」とされ，地方行政に関わ
る諸間題（福祉，障害者，町づくり，保育，住宅，
保健医療，ゴミ・リサイクルなど），学校教育の各
教科（歴史，地理，家庭科，英語，美術，音楽，保
健など），労働組合，商工業などの視察・交流のオー
ダー・メイド型旅行企画が得意分野となっている。 
したがって，正社員は高い専門性の他，同社の組織
文化に対する理解が求められる。
５）Ｋスーパーと対照的な経営を行っているのは，東
京城南地区を中心に現在２０店舗を展開しているＢ
スーパーである。同社は，２００５年時点で正規従業者
が２４７名，非正規従業者が１,０３９名となっており，非
正規の比率がＫスーパーよりも圧倒的に高い。とは
いえ，同社は，企業としての成長性が高く，毎年２０
～３０名の新卒者を採用している。同社の目標は，イ
トーヨーカ堂といった量販店であり，Ｋスーパーが
目指す「質販店」とは全く異なっている。
６）筆者は，拙稿「アウトソーシングと中小企業」木田
融男・浪江巖・平澤克彦・守屋貴司編『変容期の企業
と社会』１９５～２１０ページ　八千代出版　２００３年，に
て，アウトソーシングの二面性について指摘してい
る。アウトソーシングの進展は，専門中小企業に対
するビジネス機会を創出し，それが中小企業の弁証
法的発展を促すという関係になっている。
７）Ｙ工務店の顧客の８割は半径１ ㌔ 圏内の居住者で
ある。顧客が困ったとき，２時間以内で対応できる
ことが同社の競争力となっている。
８）昨今，若者の職業意識の変化は大きく変化してい
るように思われる。筆者は毎年，本務校（嘉悦大学
経営経済学部）での講義の際に将来の進路希望に関
するアンケート調査を行っている。その内容は，「大
企業で働きたい」，「中小企業で働きたい」，「起業，
創業をしたい」，「その他（公務員，芸術家等）」の４択
である。２００４年度の調査結果によると，回答総数７７

人で「中小企業」４１.６％，「大企業」２６.６％，「起業，創
業」２０.８％，「その他」１１.７％の順になっている。２００２
年度からアンケートを採取しているが，こうした傾
向は毎年，同じである。中小企業で働くことは，職
住接近，地域に根ざして生きる色彩が強い。本学の
学生は，ほとんど東京あるいはその近郊の出身者で
ある。東京といった大都市圏の大学生が地元志向で
あることは，かつて全国区の大企業に学卒として，
就職することが首都圏大学生の目標であった時代
と比較すると，就職に対する考え方は大きく変わっ
ていると言わざるをえない。
９）Ｂスーパーでは，社風を守るために新卒を最初か
ら教育することを基本としているが，「外からの風
を入れる」ことを通じての社内活性化をはかるため
に中途採用も行っている。

１０）社長による新入社員研修はとくにシステムがあ
るわけではない。１週間会社に缶詰にして，新入社
員の心得，建築技術の基礎に関する書籍を読ませ，
社長にレポートに提出させるというものである。普
段，書籍を読む習慣がないものがほとんどなので，
週の後半になると「早く現場に出させてください」
と懇願するという。こうした流れのなか，現場での
ＯＪＴは円滑に進むという。

１１）渡辺幸男・小川正博・黒瀬直宏・向山雅夫『２１世紀
中小企業論』有斐閣２００１年，第１章「中小企業で働く
こと」では，働く場としての中小企業には，創業者
育成機能があることを指摘している。

１２）中小企業労働力確保法の内容とその改正の経緯
については，厚生労働省職業安定局産業雇用構造調
整室編『改正中小企業労働力確保法の理論』労務行
政研究所２００１年を参照。

１３）中小企業庁編『平成１７年度版中小企業施策総覧』
中小企業総合研究機構２００５年１０１～１０２ページ。

１４）前掲　１６４ページ。 
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