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要約 

非正規労働者は増加傾向にあるが、格差の拡大やワーキングプアといった問題につなが

るので、増加は避けるべきである。非正規労働者には初職で非正規労働に就いた人と、正

規労働から離職後に非正規労働に就いた人の 2 パターンがあり、本論文では後者に着目す

る。近年、若年層の早期離職(七五三問題等)が問題視されているので、若年労働者(特に

高卒者)を早期離職させないことで非正規労働者の減尐を目指す。離職の主な要因は仕事

とのミスマッチであり、その改善を目指していく。 

香川(2006)は、初職の入職機会に対して学校経由の就職や間断のない移行が与える影響

について分析がなされていたが、「就職後の定着性」や「離職の可能性」に対しての分析

はなされていなかった。香川(2005)は、「入職経路」がキャリア形成に及ぼす影響につい

ての分析はなされていなかった。そこで本論文は、入職経路が仕事とのマッチング、離職

に与える影響について分析する。吉本(2010)では、「高等学校」のインターンシップの

「無業抑止効果」の分析がなされていた。本論文は「中学校」と「高等学校」のインター

ンシップの「離職抑止効果」について分析する。 

高校生の就職活動は、学校と公共職業安定所を介して行われている。教育機関である高

等学校が仲介することにより、生徒個人の特性に合った企業が紹介され、公共職業安定所

と教育機関が互いに情報を提供し合うことによって、適切なマッチングが目指されている。

高等学校が行ってきた生徒と企業のマッチングは、特定の高等学校を企業が指定する「推

薦指定校制」、一人を二社以上の企業に推薦しない「一人一社制」の二つのルールに則っ

て行われており、これらの就職慣行の結果として、日本社会は、諸外国では 1980 年代に

大きな問題となっていた非高等教育進学者の良好な人材養成を可能にしているという理解

がなされてきた。しかし、生徒の自由な職業選択の機会を制限しているという問題もあっ

た。 

一方、産業・経済の構造的変化や、雇用の多様化・流動化、就職・就業をめぐる環境の

変化に伴って、若者の勤労観・職業観も変化し、自発的に進路を考え、決定するという意

識が薄れ、社会人としての基礎的な資質に問題があると指摘されるようになった。そう

いった現状をうけて、｢望ましい職業観や職業に関する知識を身に付けさせ、自己の個性

を理解し、主体的に進路を選択する能力・態度を育てる教育｣として、「キャリア教育」

が導入されるに至った。そして現在、各教育段階に応じた「キャリア教育」が各学校で取

り組まれている。その中でも職場体験・インターンシップが、「キャリア教育」の目的で

ある｢生徒の勤労観・職業観の形成｣に貢献することがわかっている。中学校における職場

体験の実施率は 9 割以上、高等学校におけるインターンシップの実施率は普通科で 7 割程

度となっている。両者とも実施率こそ高いが、実施期間でいうと 2～3 日間が多く、5 日間

以上実施している例は尐ないのが現状である。 

第 4 章、第 5 章では、離職率を下げるための方策として求められるのは①入職経路の見

直しなのか②キャリア教育の充足なのかを分析していく。 

まず第 4 章では、入職経路のマッチング効果についてプロビット分析を行った。分析の

結果として、現行の主要な経路である「学校の就職指導・紹介」は、第三者のマッチング

機関を介さない入職(広告・求人情報誌等を利用、もしくは会社に直接応募)に比べ、離職
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によって正規労働者が非正規労働者となってしまう割合を有意に減らすことが明らかに

なった。つまり、「学校経路」はマッチング効果を有しており、入職経路は現行の「学校

経路」を継続していくべきと考えられる。 

第 5 章では、中学校職場体験・高等学校インターンシップの離職抑止効果について重回

帰分析を行った。分析の結果として、高等学校インターンシップは有意に離職抑止効果が

あるとはいえないが、中学校職場体験は有意となり、またその実施期間が長いほどに(5 日

間以上)効果は強くなることが明らかになった。このことから、中学校という早い時期に

職場体験をすることで勤労観・職業観を形成することが、就職時のミスマッチを防ぐ効果

があると考えられる。しかし中学校職場体験を 5 日間以上で実施している中学校は実施校

の 20%にとどまっているというのが現状であるため、実施日数を長期化することが望まし

いといえる。 

分析の結果より、離職率の抑制に対して中学における職場体験が効果的であり、また、

5 日間以上実施でより効果的であるということが判明した。 

 しかし、中学における 5 日間以上の職場体験実施率は低く、減尐傾向であり、改良の余

地がある。また、職場体験の目的は勤労観・職業観の形成であるが、生徒一人ひとりが目

標を設定することによりゴールが乱立している実態がある。目標を多く設定し、本来の目

的が薄まってしまうのは望ましくない。そこで、生徒の勤労観・職業観を高めるための職

場体験を実現するために次の提言を行う。現在中学校において実施されている職場体験の

実施日数を 5 日間以上とすることを提言する。また、目的はある職業や仕事を暫定的な窓

口とし、勤労観・職業観を育成することである。 

 この提言を実行した場合、職場体験を企画運営する学校や、受け入れる企業に影響を与

えると予想される。学校側に生じるデメリットは負担増大や他科目の授業時間との兼ね合

いの問題が考えられる。これらの問題は職場体験を「総合的学習の時間内」のプログラム

とすることや、評価制度を導入することによって、総合の時間の指針の形成というメリッ

トに変換することが可能である。また、企業側に生じるデメリットは負担の増加が考えら

れる。これに対しては、職場体験に伴う企業の負担額を把握し、その一部を補助金として

付与することにより、デメリットを軽減することができる。 
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はじめに 

 非正規雇用の下で働く職員・従業員(パート・アルバイト・派遣・契約・嘱託)が増えて

いる。総務省統計局の労働力調査によると、平成 14 年の非正規の割合は年平均で労働者

全体の 29.4%であった。その後 8 年間非正規の割合は一貫して増加傾向にあり、平成 22 年

には 34.4%となっている。非正規労働者の増加は、格差拡大の促進要因や、ワーキングプ

ア、社会からの排除といった問題を引き起こしている。男性の非正規労働者の年齢割合は

15歳～24歳の若年層が最も高い。 

若年時の非正規の就労は、職業訓練の機会を損なうことにつながり、個人のキャリア形

成に大きな影響を与える。一旦非正規の労働に就くと正規労働への転職が困難な現状にお

いて、低賃金且つ社会的保障を受けにくい非正規労働者は、将来的にも貧困状態であるこ

とが想像される。固定化された貧困層の増加は、個人の幸福を損なうだけでなく、社会全

体の問題に繋がっていくと考える。 

 非正規労働に従事するまでの経路は、初職から非正規と、正規労働から非正規になる 2

つがある。近年の高卒・大卒者の就職率は 9 割前後を推移しており、初職から非正規の若

年労働者はあまり多くない。一方、七五三問題と表現されるように、中卒労働者の約 7 割、

高卒労働者の約 5 割、大卒労働者の約 3 割が 3 年以内に離職しており、正規に就いても職

を離れるものがいる状況が確認できる。 

相澤、山田(2008)は、常用雇用と非常用雇用間の移動率のトレンドについて調べており、

１年前に常用雇用であった人全体を 100%とした時、転職して常用雇用から常用雇用へ移っ

た人は約 4％、転職して常用雇用から非常用雇用へ移った人は約 1％、転職をしなかった

ものが残りの約 95%であることを指摘している。つまり、転職者のうち実に 5 人に 1 人が

非常用雇用になる現状が伺え、学卒就労者の離職が非常用雇用(非正規労働者)の生産に繋

がっている。そのため、正規から非正規に転向する経路がより深刻であり、新規学卒就労

者が早期に離職してしまう割合を引き下げることが必要と考える。 

学卒離職者の大半は会社の都合でなく離職している。つまり、離職の主な要因は仕事と

のミスマッチが原因であり、離職させない就職をさせるための施策が必要である。現在行

われている施策は、教育から職場への移行期における進路指導、日々の講義を通して人生

全体のキャリアについて指導するキャリア教育などが挙げられる。これらの施策が実際に

離職率にどのように影響を与えるか、非正規労働を減らすかを分析し、より良い制度設計

のための提言を行っていく。 
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第1章 問題意識 

第1節 非正規労働者の増加 
 

近年、非正規労働者の増加が問題視されている。総務省統計局の労働力調査によると、

図 1-1 のように、非正規の職員・従業員数(パート・アルバイト・派遣・契約・嘱託)は平

成 14年から平成 22年の 8年間、増加傾向にあったことが示されている。 

 

図 1-1 正規、非正規の職員･従業員の推移 

 
出典：総務省統計局『労働力調査(詳細集計)平成 22年平均(速報)結果の概要』 

 

 非正規労働者の現状に関する先行研究は多く存在している。 

太田(2006)では、若年層の非正規労働者の増加が世代内での格差の拡大につながってい

ると述べている。 

乾(2008)は、失業に対する社会保障制度の不備と法定最低賃金の低さは非正規労働者を

ワーキングプア的な条件の下での就労に追いやる効果をもたらしていると主張している。 

立花・田中(2009)では、企業福祉からの排除や、社会福祉からの排除があり、低賃金で

働く非正規労働者に対する社会から排除傾向があることに触れている。 

これらの先行研究から分かるように、非正規労働者の増加は格差の拡大やワーキングプ

ア的な条件で働かされる人の増加につながるので避けるべきである。 
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第2節 非正規就労への経路 
 

 このように不利な立場となる非正規労働に進んで就く者は多くはいないと考えられる。

教育課程を終えた若年労働者が非正規労働に就くまでには、以下の二つのパターンがある

と考えられる。 

 

① 初職が非正規労働で、その後も非正規労働のまま 

平田、勇上(2011)は、国際比較の結果から、日本は一時雇用から常用雇用への移行率が

他国と比べて低い、また若年を対象とした常用雇用の需要が新規学卒時に集中する日本の

労働市場では、安定的な雇用機会への移行にとって、初職の雇用形態の依存性が強く存在

すると指摘している。つまり、日本の労働市場では、初職で非正規労働者になってしまう

とその後も非正規労働者のままに陥りやすい状況にあるといえる。 

 

② 正規労働を離職後に非正規労働 

相澤、山田(2008)は、主に男性の若年層において 1992 年以降非正規から正規への移動

割合が減尐傾向にあると指摘しており、つまり非正規から正規への移動は難しい。よって、

正規を離職して非正規になってしまうことはできるだけ避けるべきである。 

また、離職の中でも早期離職が問題である。正規労働者である場合でも、図 1-2 のよう

に転職に成功しているのは勤続年数が長い人の方が多く、勤続年数が短いと転職に不利で

あり、正規労働者が早期離職をすると非正規労働者もしくは無業者となってしまう可能性

がある。仮に、正規労働者が離職後に非正規労働者となってしまった場合に、その後正規

労働者に戻るのは難しいとされている。 

 

図 1-2 正社員の転職者割合 

出典：厚生労働省『平成 18年転職者実態調査結果の概況』より筆者作成 
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表 1-1 新規高卒者の就職状況の推移 

年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 

就職率(%) 91.2 92.8 93.9 94.7 93.2 91.6 93.2 

出典：文部科学省『高等学校卒業(予定)者の就職(内定)状況に関する調査』より筆者作成 

 

高卒者の就職率を見てみると高い値で推移しており、つまり初職の段階で非正規労働者

となっている人は尐ない。 

 

表 1-2 新規大卒者の就職状況の推移2 

年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 H21年 H22年 

就職率(%) 93.1 93.5 95.3 96.3 96.9 95.7 91.8 

出典：厚生労働省『大学等卒業予定者の就職内定状況調査』より筆者作成 

 

 大卒者の就職率も高い値で推移しており、つまり初職の段階で非正規労働者となってい

る人は尐ない。 

 

 高卒者、大卒者共に「初職」の段階で非正規労働者である場合は尐ないという点から、

非正規労働者が非正規労働者のままであるというパターンより、正規労働者が離職後に非

正規労働者となってしまうパターンの改善がより重要である。つまり、なるべく正規労働

者を離職させないようにすることが必要となってくる。 

 

一口に離職といっても、離職には良い離職(正規労働から正規労働への前向きな転職)が

存在するのも確かである。しかし、離職時には非正規雇用に陥ってしまう可能性があると

いうことを常に考慮しなければならない。相澤、山田(2008)によれば、常用雇用と非常用

雇用間の移動率のトレンドについて調べたところ、１年前に常用雇用であった人全体を

100%とした時、転職して常用雇用から常用雇用へ移った人は約 4%、転職して常用雇用から

非常用雇用へ移った人は約 1％、転職をしなかったものが残りの約 95%であることが分

かった。ここで、転職しなかったものを省いて、転職した人全体を 100%として考えると、

転職者のうち約 80%の人が常用雇用から常用雇用へと移行し、約 20%の人が常用雇用から

非常用雇用へ移行していることになる。常用雇用からの転職者のうち実に 5 人に 1 人が非

常用雇用になってしまっているのである。つまり、離職することは非常用雇用となってし

まうリスクを帯びているので、やはり離職はなるべく避けるべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
2 母数は就職希望者、就職率は就職内定者/就職希望者 
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第3節 高卒離職者の重要性 
 

小葉(2007)が、新卒で就業した者のうち、中卒の 7 割、高卒の 5 割、大卒の 3 割が入社

後 3 年以内に離職している、いわゆる「七五三問題」と呼ばれる若年労働者の高い離職率

が問題となっていると指摘しているように、近年若者の早期離職、特に七五三問題が問題

視されている。 

中卒者の離職率が 7 割で高いという点が挙げられるが、表 1-3 のように、高等学校には

ほとんどの人(約 98%)が進学しており、文部科学省の学校基本調査によれば、平成 23 年度

で新規中卒就業者の数は約 4000 人、新規高卒就業者の数は約 16 万人で、新規中卒就業者

の数自体が非常に尐数である点を考慮すると、人数が多いにも関わらず 5 割という高い離

職率で推移している高卒者が大きな問題であると考えられる。 

 

表 1-3 中学校卒業者の高等学校への進学率 

 
出典：文部科学省『学校基本調査報告書』をもとに筆者作成 

 

また、学校基本調査より、平成 23 年度で新規大卒就業者の数は約 34 万人である。大卒

早期離職者はこのうちの 3 割、つまり約 10 万人となり、高卒早期離職者(約 8 万人)より

も多い。さらに大卒者については、現在、大学間格差が問題とされている。 

浦田(2003)では、東京大学を頂点として、国立大学には明確な序列構造があり、多くの

資源を得ている大学とそうでない大学には大きな開きがあるといった、「国立大学間での

格差」が指摘されている。文部科学省「国立大学法人の在り方に係る検証について」では、

外部資金の獲得面などに差があるために、人的・物的条件に恵まれた都市部の大規模総合

大学と、いわゆる地方大学や小規模な大学との間で差が開いているといった、「都市と地

方での大学の格差」が指摘されている。 

つまり、大卒早期離職について論じるには、大学間格差の観点を欠かすことができない。

しかし、大学間格差についての分析には卒業した大学の名前等、個人情報を含んだ個票

データが必要となるため、分析を行うのは難しい。 

そのため本論文では、大卒離職者までには届かないものの離職者が多く存在している高

卒者を対象として論じ、高卒者を離職させないようにするための提言を行っていく。 

 

 

 

 

進学率(%)
平成10年 96.8
平成11年 96.9
平成12年 97.0
平成13年 96.9
平成14年 97.0
平成15年 97.3
平成16年 97.5
平成17年 97.6
平成18年 97.7
平成19年 97.7
平成20年 97.8
平成21年 97.9
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第4節 若年労働者の離職理由 
 

若年労働者、特に高卒者の早期離職が問題であるとしたが、そもそも若年労働者はどの

ような理由で離職するのだろうか。 

 

表 1-4 転職入職者が前職を辞めた理由(%) 

 
出典：厚生労働省『雇用動向調査結果の概況』平成 20年、21年をもとに筆者作成 

 

表 1-4 より、「会社都合」や「結婚」、「定年契約の満了」といったやむを得ない理由

で離職した若年労働者(24 歳以下の人)の割合は、男女共に約 5～15%程度である。それに

対し、「仕事の内容に興味を持てず」や「能力・個性・資格を生かせず」、「労働条件が

悪い」等の仕事と個人が合わずに離職した若年労働者の割合を見てみると、男女共に約 50

～60%程度と高い。つまり、会社の都合などでやむを得ず離職した人より、仕事と個人が

合わなくて離職した人の方が多いことから、離職の主な要因は仕事とのミスマッチにある

と考えられる。 

 

 

平成20年 平成21年
男 女 男 女
19歳以下 20～24歳 19歳以下 20～24歳 19歳以下 20～24歳 19歳以下 20～24歳

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
仕事の内
容に興味
を持てず

8.8 8.3 3.4 8.1 23.4 9.4 10.6 7.4

能力・個
性・資格を
生かせず

4.1 3.3 1.1 6.0 0.9 4.9 1.2 3.6

職場の人
間関係

8.2 5.3 13.1 8.2 12.7 5.2 20.5 14.2

会社の将
来が不安

2.6 9.3 9.7 2.0 1.7 10.0 1.1 2.8

収入が尐
ない

10.9 16.5 13.3 12.1 10.2 9.8 9.0 8.4

労働条件
が悪い

14.8 14.4 11.1 14.7 11.0 11.4 14.9 11.4

結婚・出
産・育児・
介護

0.0 0.6 0.0 6.2 0.0 1.5 0.0 5.4

定年契約
期間の満
了

5.1 5.6 1.1 8.3 5.1 7.4 3.3 8.2

会社都合 3.7 7.4 5.1 5.2 6.7 9.1 2.8 6.8
その他の
理由（出
向等を含
む）

41.4 28.9 42.0 28.7 25.2 31.2 33.6 30.7
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第2章 先行論文・本論文の位置づけ 

香川(2006)は、学校経由の就職と間断のない移行が初職の就業に与える影響について分

析し、この 2 つは良好な就業機会へのアクセシビリティを高めるとしている。学校経由の

就職とは、学校が生徒に対して組織的に就職斡旋を行って就業機会を提供し、生徒がそれ

を利用して就職するというものである。また、間断のない移行とは、離学してから入職す

るまでの間に空白の期間がない状態で就職へ移行することで、つまり新規学卒採用の採用

慣行のことを示すものである。分析においては、初職の企業の企業規模と従業上の地位を

被説明変数として使用し、「初職の入職機会」に対して学校経由の就職や間断のない移行

が与える影響について分析が為されていたが、「就職後の定着性」や「離職の可能性」に

対しての分析は為されていない。 

 香川(2005)は、職業への移行形態がキャリア形成に及ぼす影響について学歴ごとに分析

し、典型移行(新規学卒採用を介して、卒業後間断なく、正規雇用の被雇用者へと移行す

る形態)は、高等教育セクター(大学・短大等)においてのみ、良好なキャリア形成をもた

らすとした。中学校においては、影響は見られず、高等学校においては、典型移行では最

初の企業からの転職傾向が高いというマイナスの影響が見られたとした。この分析では、

「入職経路」がキャリア形成に及ぼす影響についての分析は為されていない。また、人間

の長い職業キャリアというものは、様々なものに影響されつつ形成されていくものである

と考えられるため、移行形態のみでの判断は難しいといえる。 

そこで本論文は、被説明変数に「現在の雇用形態(正規労働者か非正規労働者か)」を設

定し、入職経路(主に学校の紹介に着目)が仕事のマッチング、離職に与える影響について

分析していく。その結果から、どの入職経路が離職の抑止に有効かを判断する。 

吉本(2010)は、高等学校におけるインターンシップには無業抑止効果があると指摘して

いる。さらに、インターンシップの効果は短期的・即自的なものではなく、中長期的なも

のであるとしている。また、普通科等においてはインターンシップの長期化と参加生徒数

の増加が無業抑止効果を高めていることから、インターンシップの充実に関わる、実践的

な改革の方向性が確認された、とも述べられている。吉本(2010)は、インターンシップが

もたらす、ニートやフリーターを生み出さないようにする「無業抑止効果」について分析

を行ったが、本論文はインターンシップがもたらす、離職を減尐させる「離職抑止効果」

についての分析を行った。また、吉本(2010)は、「高等学校」におけるインターンシップ

についての検証であったが、本論文は「中学校」と「高等学校」の二つのインターンシッ

プについての検証を行った。その結果から、最終的に高卒者の早期離職を減らすことを目

的とした、中学校の職場体験の促進という提言を行っていく。 
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第3章 高等学校の就業システムと

キャリア教育 

第1節 高等学校における学校経由の就職 
 

第1項 新規高等学校卒業者の就業までの流れ 

 高校生の就職活動は、学校と公共職業安定所を介して行われている。教育機関である高

等学校が仲介することにより、生徒個人の特性に合った企業が紹介され、公共職業安定所

と教育機関が互いに情報を提供し合うことによって、適切なマッチングが目指されている。 

公共職業安定所は、国民が安定して雇用機会を得られるよう、窓口を通じての職業の相

談や紹介、求人情報の提供等を無料で行っている国(厚生労働省)が設置した行政機関であ

り、職業訓練の斡旋(公共職業訓練)、求人開拓といった、学校と連携した就職促進のため

の活動を行っている。求人者である企業に対し、新規学校卒業者の適正な採用計画の樹立、

受入体制の改善向上等について指導を行うとともに、求人受理に当たって、求人の内容、

求人条件の確認を行い、適正な求人条件の確保等についての指導を行っている。また，就

職活動の早期化を防ぐため、関係各機関と連携を図りつつ、新規学校卒業者を対象とする

求人活動について選考開始期日を設定している。 

 

図 3-1 新規高等学校卒業者の就職に関する仕組み 
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出典：文部科学省『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』 

 

文部科学省が作成した「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」

(2011)によると、高校生が就職を希望して内定を得て働き始めるまでの流れは、図 2‐1

の通りである。企業が公共職業安定所に求人票を提出し許可をもらい、学校に渡す。学校

は生徒に求人票を公開、生徒は学校と保護者に相談して受験企業を決定し、学校から企業

に推薦してもらい、企業に応募する。その際、一人の生徒は、一度に一社しか応募できな

いという「一人一社制」が原則であった。しかし、石田(2007)が、｢一人一社制｣の原則で

は、 一回目の応募先で内定を確保することに就職斡旋の目標が設定されがちであり、 生

徒も学校もリスクの尐ない応募先を選ぶ傾向がでてくると指摘しているように、「一人一

社制」には、生徒の自由な職業選択の機会を制限しているという問題があった。そういっ

た現状を受けて、｢一人一社制｣の大幅見直しを求める報告が、文部科学省・厚生労働省か

ら 2002 年 3 月に出された｡その後、各県での見直しが進み、2007 年 3 月卒業の高校生の推

薦・応募では、秋田県・鳥取県・沖縄県が 9 月 16 日の選考開始から一人二社(鳥取)ある

いは三社(秋田・沖縄)までの推薦・応募を可能としている｡他のほとんどの都道府県も 10

月あるいは 11 月以降から複数応募を認める申し合わせを行い、一人二～三社制を導入し

ている｡この企業による採用選考は、大体 9月の中旪頃から開始される。 

 図 2‐2「高校新卒者の就職内定率の推移」にみられるように、9 月後半に最初の内定が

出始めるが、2010 年 3 月卒業者の場合、9 月末時点で採用内定が取れているのは就職希望

者の 4 割弱である。そこから企業は追加募集を行うが、この際、複数応募が解禁されるの

で、一人あたり二社ないし三社応募することができる。この追加募集を経て、翌年 3 月末

までには就職希望者の 9割以上が内定を得る。 

 

図 3-2 高校新卒者の就職内定率 

出典：厚生労働省(2010)『高校・中学新卒者の就職内定状況等取りまとめ』 

 

 多くの生徒がこの流れに

のって求職活動を行うため、

生徒に内定が出される時期

は、学校や公共職業安定所

の支援の開始時期に影響を

受ける。 

9 月を終えて学校経路で

内定を得なかった生徒に対

して学校側は、ハローワー

ク等の求職を支援する機関

を紹介する、新卒者向けの

職場体験や職業訓練の制度

について教える等の対策を

講じて、生徒の就職を支援

している。一方、学校経由

で就職をしない者に関して

は、他に公共職業安定所の

ジョブサポーター3、公共職

業安定所・労働局関連の合

同面接会・説明会、就職ガ

                                                     
3 主として高等学校等に出向き個別の職業相談・職業紹介から職場定着までの一貫した就職支援を実施するアドバイ

サーのことである。 
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イダンス(主に厚労省や労働局主催)、ジョブカフェ4、民間職業紹介機関の利用、公共職業

安定所からトライアル雇用5・職業訓練の紹介を受ける等の手段を使って就職している。 

 

第2項 高等学校における就職慣行のメリット・デメ

リット 

高等学校が行ってきた生徒と企業のマッチングは、一人を二社以上の企業に推薦しない

「一人一社制」や特定の高等学校を企業が指定する「推薦指定校制」の二つのルールに

則って行われていた。1980年代に見出されたこれらの制度は、メリット・デメリットを

持っているとされてきた。 

メリットとしては、①生徒にとっては、企業と学校の間に実績関係があることで、労働

市場にさまよい出ることなく仕事を獲得できること、②高等学校は多くの生徒に安定した

仕事の機会を提供でき、③各高等学校内で事前に選考された生徒のみが応募してくること

になることから、企業は良質な労働力を低コストで確実に得ることが挙げられる。これら

の就職慣行の結果として、日本社会は、非高等教育進学者の良好な人材養成を可能にして

いるという理解がなされてきた。 

デメリットとしては、①指定校があり、かつ校内で成績による選抜が行なわれるため生

徒の自由な仕事の選択が阻害されやすい、②どこの高等学校に所属しているかによって、

希望できる求人が左右されてしまう、③企業は独自に選考できないため、自社が本当に望

む能力・資質を持った人材を得にくい、④内定を確保することに就職斡旋の目標が設定さ

れがちであり, 生徒も学校もリスクの尐ない応募先を選ぶ傾向がでてくる、といったもの

が挙げられる。 

 

 

第2節 キャリア教育 
 

第1項 キャリア教育の導入 

教育から就業への円滑な移行及び離職率の低下に貢献すると考えられる政策としては、

キャリア教育が挙げられる。文部科学省が平成 23 年度に発表した「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(答申)」によると、「キャリア教育」とは、

｢望ましい職業観や職業に関する知識を身に付けさせ、自己の個性を理解し、主体的に進

路を選択する能力・態度を育てる教育｣とされているが、日本において「キャリア教育」

という文言が公的に登場し、その必要性が提唱されたのは、平成 11 年 12 月、中央教育審

議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改善について」においてであった。 

キャリア教育の導入の背景は、尐子高齢社会の到来による産業・経済の構造的変化や、

雇用の多様化・流動化、就職・就業をめぐる環境の変化、それに伴って若者の勤労観・職

業観も変化し、社会人・職業人としての基礎的・基本的な資質に問題があると考えられた

                                                     
4 都道府県が主体的に設置する、職業紹介等の若者の就職支援を行う施設である。厚生労働省でも、都道府県の要望に

応じてジョブカフェにハローワークを併設し、都道府県と連携しながら支援に取り組んでいる。 
5 有期雇用契約により、必要な技能や知識を身につけるとともに、職場や職種への理解を深め、その後の正規雇用へと

つなげることをねらいとする制度。 
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ことにある。リクルートが実施した「2010 年高等学校の進路指導・キャリア教育に関する

調査報告書」によると、生徒側の「進路指導の難しさの要因」として、「進路選択・決定

能力の不足」が一番に挙げられており、現在の学生には自発的に進路を考え、決定すると

いう意識の不足、つまり、実社会に出て働く意識という社会人としての基礎的な資質が乏

しい傾向にあることがわかる。そしてこの傾向は、若者のフリーター志向の広がりや無業

者の増加、高水準で推移する就職後の早期離職といった若者の就業をめぐる諸問題に現れ

ている。このような現状をうけた結果、中学校・高等学校においては、生徒が、学校生活

や学業に適応することができるよう、入学後の早い時期から指導・援助することが重要視

されるようになった。そして同時に、生徒が、将来の社会参加を視野にいれて、学校で学

ぶ意義や目的を見いだし、学習や諸活動に積極的に取り組むよう、早い段階からの「キャ

リア教育」が必要とされるように至った。 

「キャリア教育」とは本来の「進路指導」と同じ意味を表した用語であり、「進路指導」

は、文部省『進路指導の手引−中学校学級担任編』によれば、「生徒の個人資料、進路情

報、啓発的経験および相談を通じて、生徒みずから将来の進路の選択・計画をし、就職ま

たは進学して、さらにその後の生活によりよく適応し、進歩する能力を伸長するように、

教師が組織的・継続的に援助する過程」であった。しかし、これまでの学校教育における

「進路指導」というと、学業成績によって進路を選択することを重視した指導であり、業

者テストで出された偏差値を基にして、中学校・高等学校の卒業前に集中的に行われる指

導であった。そのため、進学希望者に対しては、学業成績に基づいての「受験校決定の指

導」、就職希望者に対しては、就職面接の指導、履歴書の書き方といった直前の指導に終

始していた。そういった｢生徒指導｣の現状もあり、学校における教育活動が、「生きるこ

と」や「働くこと」と疎遠になっているのではないかとの指摘も踏まえ、平成 14 年に文

部科学省内に「キャリア教育の推進に関する総合的調査研究協力者会議」を設置し、平成

16 年 1 月には、その報告書「児童生徒一人一人の勤労観・職業観を育てるために」を発表

した。 

この間、国は、文部科学大臣・厚生労働大臣・経済産業大臣・経済財政政策担当大臣の

関係 4 閣僚による「若者自立・挑戦戦略会議」が、平成 15 年 6 月に「若者自立・挑戦プ

ラン」を策定し、目指すべき社会として「若者が自らの可能性を高め、挑戦し活躍できる

夢のある社会」と「生涯にわたり、自立的な能力向上・発揮ができ、やり直しがきく社会」

を挙げ、政府・地方自治体・教育界・産業界が一体となった取組が必要であるとした。

「キャリア教育」の推進は、その重要な柱として位置付けられた。その後、平成 18 年に

は、内閣官房長官・農林水産大臣・尐子化・男女共同参画担当大臣も加え、「若者の自

立・挑戦のためのアクションプラン(改訂)」が策定され、「キャリア教育」のさらなる充

実を図ることとした。 

また文部科学省は、平成 17 年から学習指導要領の改訂作業を進め、国民からの意見聴

取を経て、平成 20 年 3 月、小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領を改訂した。新

学習指導要領の中では、随所に「キャリア教育」が目指す目標や内容を盛り込んでいる。

その後、平成 21 年 3 月に改訂された高等学校学習指導要領では、総則において「学校の

教育活動全体を通じ、計画的・組織的な進路指導を行い、キャリア教育を推進すること」

と定め、すべての高等学校における「キャリア教育」の推進を明示的に求めている。 

 

第2項 各教育段階におけるキャリア教育の意義 

中央教育審議会は「キャリア教育を発達段階に応じて実施する必要がある」とし、さら

に「キャリア教育の実施に当たっては家庭・地域と連携し、体験的な学習を重視するとと

もに、学校ごとに目的を設定し、教育課程に位置付けて計画的に行う必要がある」と提言

している。そこで各教育段階における「キャリア教育」の意義について述べていく。 
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中学校段階は社会の一員としての自分の役割や責任の自覚が芽生えてくる時期であり、

現実的に進路の選択を迫られ、自分の意志と責任で決定しなければならない時期でもある。

ゆえに、中学校における「キャリア教育」の目的は、「社会における自らの役割や将来の

生き方・働き方等についてしっかりと考えさせるとともに、目標を立てて計画的に取り組

む態度を、体験を通じてその重要性について理解を深めさせつつ育成し、進路の選択・決

定へと導くこと」にある。 

高等学校段階は、個性や義務教育までに培った能力や態度を更に伸長させるとともに、

学校から社会・職業への移行の準備として専門性の基礎を育成する時期である。またこの

時期は、人間がいかにあるべきか考えるとともに、自己の将来に希望を抱き、その実現を

目指し、進んで学習に取り組む意欲を持ち、自己の個性や能力を生かす進路を自らの意志

と責任で選択し、決定していくことが求められる。ゆえに、高等学校段階における「キャ

リア教育」の意義は、生涯にわたる多様なキャリア形成に共通して必要な能力や態度の育

成と、これらの育成を通じて、勤労観・職業観等の価値観を生徒自ら形成・確立させるこ

とにある。 

 キャリア教育活動の一環として、在学中のインターンシップの促進等による体験的活

動を通して、生徒の勤労観・職業観を形成していくこと，企業経験者によるキャリアアド

バイザーの配置，教員のカウンセリング能力の向上等による進路に関するガイダンス，カ

ウンセリング機能の充実を、他省庁や関係団体の協力を得ながら体系的に進めていくこと

が望まれる。特にインターンシップは、キャリア教育を推進していく上で重要であると言

える。国立教育政策研究所生徒指導研究センターが実施した｢職場体験・インターンシッ

プに関する調査研究中間まとめ｣によると、｢中学校の職場体験の成果｣、｢高等学校のイン

ターンシップの成果｣として最も多く挙げられたのが、｢勤労観・職業観の芽生え｣であっ

た。この調査結果からも、職場体験・インターンシップが、「キャリア教育」の目的であ

る｢生徒の勤労観・職業観の形成｣に貢献することがわかる。 

以下、「キャリア教育」のなかでも重要視されている中学校・高等学校における職場体

験・インターンシップの導入過程・実施状況について述べていく。 

 

第3項 中学校・高等学校における職場体験・イン

ターンシップの拡大 

まず、高等学校におけるインターンシップについては、平成 10 年７月の「理科教育お

よび産業教育審議会答申」、それを受けた平成 10 年 10 月の「高校生のインターンシップ

推進のための関係省庁連絡会議」設置、平成 11 年 3 月に告示された新高等学校学習指導

要領など、これら文部科学省を中心とする取り組みにより、1990 年代後半から急激に拡大

してきた。 

次に中学校における職場体験については、文部科学省は平成 17 年度から，中学校で 5

日間以上の職場体験を行うとともに、地域の協力体制を構築する「キャリア・スタート・

ウィーク」として実施した。さらに、「キャリア・スタート・ウィーク」に関する理解の

促進を図るために、「キャリア・スタート・ウィーク・キャンペーン」を展開することと

し、その一環として、関係府省、経済団体、地方公共団体、教育団体等の関係者に協力を

求めるために、平成 17 年 11 月に「キャリア・スタート・ウィーク推進連絡会議」を開催

し、「キャリア教育」の一層の推進を図っている。 

「中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会審議経過報告」(平成 18 年 2 月)に

は、「小学校・中学校・高等学校を通じて、奉仕体験、長期宿泊体験、自然体験、文化芸

術体験、職場体験、就業体験(インターンシップ)などの体験活動を計画的・体系的に推進

することが必要である。特に、ニートの問題が指摘されるなか、『キャリア教育』の推進
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が求められている。」とあり、生徒に学ぶこと、働くこと、生きることの尊さを実感させ、

勤労観・職業観を形成させるために、インターンシップ等の体験活動を推進することが期

待されている。特に高等学校普通科では、教科として職業に関する教育がほとんどなされ

ないこともあり、特定の職業の能力向上を目的とするのではなく、将来の進路選択の幅を

広げる観点から、インターンシップ等多種多様の体験の機会を与えることにより、勤労

観・職業観、更には進路を主体的に選択する能力を育成することが重要視されている。ま

た平成 18 年の「高等学校におけるキャリア教育の推進に関する調査研究協力者会議報告

書」においては、インターンシップ等の推進のための協議会等の設置を提言している。 

 

第4項 中学校・高等学校における職場体験・イン

ターンシップの実施状況 

 

公立中学校における職場体験実施率は、図 2‐3「公立中学校における職場体験実施率」

を見られるように、平成 17 年以降 9 割以上の実施率を維持しており、またその実施校の

ほとんどが対象となる学年の全生徒が参加する形式を採用しているので、職場体験に参加

している生徒数は非常に多いといえる。 

次に、公立高等学校におけるインターンシップ実施率は、図 2‐4「公立高等学校におけ

るインターンシップ実施率(学科別)」を見られるように、職業に関する学科に関しては、

平成 22 年の時点で 9 割以上の実施率である一方、普通科の方ではインターンシップ実施

率は未だ 7 割程度と、職業に関する学科に比べ、導入が進んでいない。また、普通科にお

いては、対象となる学年の全生徒が参加する形式ではなく、希望する生徒のみを対象とし、

参加させる形式を採用している学校が多いので、実質的には、普通科におけるインターン

シップ参加率は 2割程度と未だ尐ないといえる。 

図 3‐3 公立中学校における職場体験実施率 

 
出典：国立教育政策研究所生徒指導研究センター『平成 22 年度 職場体験・インターン

シップ実施状況等調査結果』より筆者作成 
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図 3‐4 公立高等学校におけるインターンシップ実施率(学科別) 

 
出典：国立教育政策研究所生徒指導研究センター『平成 22 年度 職場体験・インターン

シップ実施状況等調査結果』より筆者作成 

 

では、ここで職場体験・インターンシップの実施日数について見ていく。公立中学校の

職場体験の実施日数は、図 2‐5「公立中学校における職場体験日数別実施率(全学年)」に

みられるように、ここ 4 年間は、「3 日間実施」をしている学校が多く、実施率こそ高い

が、実施日数は比較的短期間であるといえる。また、平成 17 年度から「キャリア・ス

タート・ウィーク」が実施された影響で、「5 日間実施」の割合が増えてきたが、近年そ

の伸びは停滞してしまっている。さらに、学年別に実施日数をみると、図 2‐6「平成 22

年度公立中学校における職場体験日数別実施率(学年別)」のように、中学 2 年生は他学年

に比べ実施日数が長く 5 日間以上実施している割合は 19.1％である。これより、中学 2 年

生のキャリア教育活動として職場体験が定着してきているといえる。 

次に高等学校におけるインターンシップの実施日数をみていく。図 2‐7「公立高等学校

におけるインターンシップ日数別実施率(全学科)」に見られるように、公立高等学校全体

としてはインターンシップを実施している日数は 2～3 日間のところが最も多い。次に、

実施日数を学科別に見ていく。図 2‐8「平成 22 年度公立高等学校におけるインターン

シップ日数別実施率(学科別)」によると、インターンシップを 4 日間以上実施している割

合は、職業に関する学科では 34.5%、総合学科では 16.9%、普通科では 9.2%となっている。

このことから、職業に関する学科は、その他の学科と比べて相対的に実施日数が長いこと

が分かる。なぜなら、職業に関する学科は、その実施内容が他の学科より専門的である場

合が多いからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3‐5 公立中学校における職場体験日数別実施率(全学年) 
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出典：国立教育政策研究所生徒指導研究センター『平成 17～22 年度 職場体験・イン

ターンシップ実施状況等調査結果』より筆者作成 

 

 

 

 

図 3‐6 平成 22年度公立中学校における職場体験日数別実施率(学年別) 

 
出典：国立教育政策研究所生徒指導研究センター『平成 22 年度 職場体験・インターン

シップ実施状況等調査結果』より筆者作成 

 

 

 

 

 

 

図 3‐7 公立高等学校におけるインターンシップ日数別実施率(全学科) 
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出典：国立教育政策研究所生徒指導研究センター『平成 17～22 年度 職場体験・イン

ターンシップ実施状況等調査結果』より筆者作成 

 

 

 

 

図 3‐8 平成 22年度公立高等学校におけるインターンシップ日数別実施率(学科別) 

 
出典：国立教育政策研究所生徒指導研究センター『平成 22 年度 職場体験・インターン

シップ実施状況等調査結果』より筆者作成 
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第5項 キャリア教育の問題点 

しかし、「キャリア教育」を推進していく上で、いくつかの障害があるのも事実である。

その障害としては、「教員の負担の増加」、「実施時間の不足」、「企業との連携の難し

さ」、｢資金不足｣が挙げられる。まず「教員の負担の増加」についてだが、リクルートの

「2010年高校の進路指導・キャリア教育に関する調査報告書」によると、学校側が考える

「進路指導の難しさの要因」として一番に挙がっていたのが「教員の進路指導に関する時

間不足」であり、教員が忙しく、十分に「キャリア教育」を行う余裕がないという現状が

読み取れる。次に「実施時間の不足」についてだが、特に普通科高等学校の場合、授業時

間の確保という視点から考えると、これ以上キャリア教育活動に割り当てる時間的な余裕

がないという学校が多く、また「キャリア教育」のうちでも特に職場体験・インターン

シップ等の体験的な活動を十分に行えるほどの時間を確保するのが難しいという問題があ

る。「企業との連携の難しさ」については、職場体験・インターンシップを受け入れてく

れる企業の確保が困難である、企業を学校に招いての説明会・講演会などを実施するにあ

たり、企業側の協力がなかなか得られないと、学校側は指摘している。最後に｢予算不足｣

についてだが、｢予算が尐なく、キャリア教育を今以上に推進していくのが困難｣という意

見が多いのが現状である。 
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第4章 入職経路のマッチング効果の

分析 

第1節 分析の目的 
 

 第 3 章でも述べたように、今日、高卒就職者の多くが高等学校の職業斡旋を受けて就職

している。この「学校から職業への移行」については香川(2007)などでも論じられており、

そこでは「新規学卒枞での中で学校経由の入職をした場合、大企業入職機会が増える」と

されている。しかし、せっかく入職機会を得ても、離職をしてしまっては意味がない。問

題意識でも述べたように、一度離職をしてしまうと、正規労働者へと戻ることは困難であ

る。つまり、高卒者を安定した雇用へと導くためには、初職の時点できちんとマッチング

がなされることが望ましいのである。そこで本章では、入職経路がマッチングに与える影

響を分析し、現行の学校経路の就業がうまく機能しているのかどうかを考察していく。 

 

 

第2節 使用するデータと変数 
 

 本章では、日本版 General Social Surveys(JGSS)の 2001、2002 年のデータを用いる。

このデータは、全国を対象としたデータであることに加え、詳細な質問項目を含んでいる

ことが特徴的である。例えば「初職に就いた経路」についての質問項目などは、本論文の

関心事項である入職経路と離職の関係を検討する上で非常に有用なデータである。ただし

本分析では対象を「高卒」「新卒枞入職を果たしている」「男性」「60 歳以下6」と限定

するため、該当データのみを用いる。 

では、分析に用いた変数について説明していく。まず被説明変数としては、「現在の雇用

形態(正規労働者か非正規労働者か)」を用いる。分析は初職で正規労働者である者を対象

として行うため、現在の雇用形態が正規労働であれば、離職をしていない、もしくは離職

をしても正規労働へ戻ることができている(転職が成功している)。一方、もし現在の雇用

形態が非正規労働者となっていれば、それは離職によって非正規労働者となってしまって

いると考えられる。よって「現在の雇用形態」は、初職へのマッチングの度合を図る指標

として用いることが出来る。 

次に、説明変数について述べる。主要な説明変数となるのが入職経路であり、「学校の 

                                                     
6 定年退職の影響を除外するために 60歳以下とした。 
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就職指導・紹介」「公共職業安定所の紹介」「広告・求人情報誌等を利用、もしくは会社

に直接応募(従業先の勧誘を含む)7」「家族・親戚・知人の紹介」という、4 つの区分に分

けてダミー変数を作成8し、それぞれの経路と年齢との交差項をとった。その他に「自分で

起業・創業して」や「家業を継いだ」の項目もあったが、これらは個人の属性に強く影響

されうるため、ここでは除外している。 

また、中学校 3 年生時の成績は個人の属性をコントロールするために、完全失業率9は景

気変動をコントロールするために入れている。なお完全失業率については、就職活動をす

るのが入職の前年であることを考慮し、入職年10の前年の 7月時点のものを用いている。 

これらの変数を用いて、入職経路がマッチングに与える影響について検討していく。 

 

 

第3節 基本統計量 
 

本論文での分析対象は、高卒生で学校終了後 3 ヶ月以内11に正規雇用として就職した 60

歳以下の男性であり、標本数は 579 である。以下の表に、分析で使用した変数の基本統計

量をまとめる。 

 

表 4-1 基本統計量 

 被説明変数 

  
説明変数 

 
 

                                                     
7 「第三者によるマッチングを介さない経路」として広告・求人・直接応募を一つのダミー変数とした。 
8 他に「民間職業紹介所の紹介」「人材派遣」も存在したが、60 歳以下と年齢を限定したことでこれらの標本は除外さ

れたため、ここでは考えない。 
9 厚生労働省「労働力調査」より、1953年～2000年までのものを使用。 
10 入職年は、調査を行った年－年齢＋18（高校卒業年齢）で算出した。 
11 卒業後 6月までは新卒扱いとなる（石田 2005）ことから、学校修了後 3ヶ月を境目として区分をした。 

雇用形態 標本 ％

正規 559 96.55
非正規 20 3.45
合計 579 100.00

入職経路 標本 ％

学校 401 69.26
公共職業安定所 11 1.90
広告・求人誌 26 4.49
会社に直接応募 32 5.53
家族・親戚の紹介で 55 9.50
知人の紹介で 54 9.33
合計 579 100.00

成績

中位層 304 52.50
下位層 138 23.83
上位層 137 23.66
合計 579 100.00
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第4節 入職経路のマッチング効果の分析 
 

初職が正規労働の者が、現在どのような雇用形態(正規労働者か非正規労働者か)につい

ているか、というダミー変数を被説明変数の代理変数として、入職経路のマッチング効果

について分析していく。非説明変数に 2 値のダミー変数を用いるため、プロビット・モデ

ルで分析を行う。回帰式は以下のように表される。なお、年齢と完全失業率のみ実数値で

あり、他の項はダミー変数である。 

 

 

 非正規労働者 

      学校     公共職業安定所     家族等の紹介     年齢 

    年齢  学校     年齢  公共職業安定所     年齢  家族等の紹介 

    成績上位     成績下位      完全失業率  

 

次の表に各変数をまとめておく。 

 

表 4-2 変数まとめ 

 

  
 

これらの変数を用いて分析を行った結果、次のような結果が得られた。 

 

 

 

 

標本 平均 分散 最小値 最大値

年齢 579 42.66 11.16 20 60
完全失業率 579 1.78 0.70 1.1 4.7

0：正規労働者

1：非正規労働者

0：広告・求人誌の利用、会社に直接応募
1：学校の就職指導・紹介ダミー
2：公共職業安定所ダミー
3：家族・親戚・知人の紹介ダミー

年齢＊入職経路 年齢と各入職経路ダミーとの交差項
0：中位層
1：下位層
2：上位層

完全失業率 入職年の前年7月時点での完全失業率

年齢 実数値（60歳以下）

現在の雇用形態ダミー

入職経路

成績ダミー

被説明変数

非説明変数
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表 4-3 分析結果 

  
* p< 0.1  ** p< 0.05  *** p< 0.01 

 

 個人の属性をコントロールした「成績上位」は負に、景気をコントロールした「完全失

業率」が正に、それぞれ 5％水準で有意となっているが、ここでは入職経路に着目して結

果を捉え、考察に結び付けていく。 

まず入職経路ダミーについてみていくと、「学校経路」のみが 5 %水準で負に有意と

なっている。このことから、基準となっている「広告・求人情報誌等を利用、もしくは会

社に直接応募（従業先の勧誘を含む）」にくらべ、「学校経路」には非正規労働者を減ら

す効果があるといえる。(以下、これを「学校経路効果」とする) 

次に交差項についてみると、「年齢＊学校」のみが 10％水準で正に有意となっている。

このことから、「学校経路である場合に、年齢による変化が有意に正となる(年齢が 1 歳

高くなると非正規労働を増やす)」効果があるといえる。(以下、これを「学校年齢効果」

とする) 

ここで「学校経路効果」と「学校年齢効果」とをそれぞれの係数の絶対値を用いて比べて

みると、「学校経路効果」の方が 2.11(＝2.16－0.05)大きい。すなわち「学校経路効果」

は「学校年齢効果」を上回っているといえるが、ある年齢まで達すると効果は相殺され、

じきに「学校年齢効果」の方が「学校経路効果」を上回る、と解釈できる。 

 

 

 

 

 

-2.16
[-2.13]**

2.01
[0.56]

-2.41
[-1.44]

0.01
[0.19]

0.05
[1.80]*

-0.07
[-0.54]

0.04
[1.18]

0.36
[1.45]

-0.91
[-1.97]**

0.61
[2.53]**

-2.97
[-2.15]**

N 579
Pseudo R2 0.1384

年齢＊家族・親戚・知人の紹介

成績下位

成績上位

完全失業率

定数項

学校経路

公共職業安定所

家族・親戚・知人の紹介

年齢

年齢＊学校

年齢＊公共職業安定所
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第5節 分析結果の考察 
 

第 4 節の結果から、「学校経路」を介した入職は、「広告・求人情報誌等を利用、もし

くは会社に直接応募(従業先の勧誘を含む)」、つまり第三者のマッチングを介さない入職

経路に比べ、ミスマッチの発生を抑えている、と考えられる。この根拠として、香川

(2007)で指摘されている「情報の非対称性の緩和」が挙げられる。つまり、学校は生徒の

情報を、尐なくとも企業よりはしっかりと把握している。一方で、学校が職業斡旋をする

ような企業に関しては、学校と企業との間に継続的な関係があることが多いため、学校は

企業についても、尐なくとも生徒たちよりは、詳細に知っているのだという。これらのこ

とを踏まえれば、実質的な選抜、職業配分の役割が学校に譲渡される「学校の就職指導・

紹介」を介した入職にはマッチング効果がある、と指摘できる。 

さらに、交差項の結果でも述べたように、若年のうちは「学校年齢効果」による非正規

増加よりも、「学校経路効果」による非正規減尐の方が大きい。つまり、学校経路のマッ

チング効果は若年離職を防ぐはたらきがある、と考えられる。このことは若年層の「ミス

マッチによって離職する割合」が特徴的に大きいこととも整合的である。 

以上のことを踏まえれば、現行の主な入職経路である「学校経路」はマッチング効果を

持っており、今後も継続されるべきであると考えられる。 
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第5章 職場体験・インターンシップ

の離職抑止効果の分析 

第1節 分析の目的 
 

 前章では、高卒者の入職経路について分析、考察を行い、現行制度にマッチング効果が

あることを確認した。 

しかし当然のことながら、学校はただ職業斡旋をするだけの機関ではなく、教育機関で

ある。そしてその「教育」とは知識をつけさせるだけの狭義のものではなく、生徒一人ひ

とりの将来を描くべきものであり、そうした「本来の進路指導」として今日推進されてい

るのがキャリア教育である。 

そこで、本章ではインターンシップの早期離職への抑制に対する効果を検証し、キャリ

ア教育の有効性を考察していく。職場体験・インターンシップはキャリア教育において重

要視される勤労観・職業観の形成を目的としたプログラムである。よって、職場体験・イ

ンターンシップによる育成がうまく機能していれば、ミスマッチを防ぐことができ、若年

離職を減らすことができると考えられるからである。 

 

 

第2節 使用するデータと変数 
 

 本章では、政府統計の都道府県データを用いて分析を行う。職場体験・インターンシッ

プの実施率やその実施状況は都道府県ごとに異なるためである。 

では、分析に用いた変数について説明する。まず被説明変数に用いるのは、高等学校を

卒業して就職した者が卒業してから 1 年以内に離職する割合を示す「新規高卒一年目離職

率」である。都道府県別の離職率に関するデータは、厚生労働省職業安定局に問い合わせ

てデータをいただいた。 

次に説明変数に用いるのは、公立中学校職場体験・公立高等学校インターンシップの実

施率である。このデータ12に関しては、国立教育政策研究所が公表している職場体験・イ

ンターンシップ実施状況等調査結果から、都道府県別のデータを抜粋して使用している。

なお、中学校職場体験については実施日数のデータ13についても得られているので、実施

日数が与える影響についても分析していく。 

                                                     
12 都道府県別に公表されているのは公立中学校・高等学校における実施率であるため、これを用いる。 
13 1 日～4 日で実施している割合と、5日間以上で実施している割合。なお、母数は実施校。 
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また、景気動向の影響を反映させるために失業率を説明変数に加えている。失業率のデー

タは総務省統計局が公開している労働力調査(基本集計)都道府県別結果の完全失業率年平

均を用いている。 

 

 

第3節 基本統計量 
 

分析対象となるのは各都道府県で、サンプル数は 47 である。以下に、分析（第四節・

五節）に用いた変数の基本統計量を載せる。 

 

表 5-1 基本統計量 

 
※5 日間以上中学校職場体験実施率が 100 を超えているのは、同一校で複数回の職場体験

を実施している中学校」が存在するからである。 

※高校インターン実施率は公立高等学校においての実施率である。全高等学校数における

公立高等学校数は 7割を超えており、十分説明可能である。 

※中学職場体験実施率は公立中学校においての実施率である。全中学校数における公立中

学校数は 9 割を超えており、十分説明可能である。1～4 日中学職場体験実施率、5 日以上

中学職場体験実施率においても同様である。 

 

第4節 中学校職場体験・高等学校インターン

シップの離職抑止効果の分析 
 

高等学校時に実施されたインターンシップと中学校で実施された職場体験が、高等学校

卒業後一年目に離職した者の割合にどのように影響を受けるかを検証するため、重回帰分

析を行う。ここでは、平成 22 年度の離職率を被説明変数とし、高校 2 年時にインターン

シップ、中学 2 年時に職場体験を経験した想定して説明変数として設定する。回帰式は以

下のとおりである。 
 

 平成   年度新規高卒一年目離職率 

      平成   年度失業率 

    平成   年度公立高校インターン実施率 

    平成   年度公立中学職場体験実施率  誤差項 

  

 

標本数 平均 分散 最小値 最大値

新規高卒一年目離職率 47 21.5383 3.9748 13.6 30.4
高校インターン実施率 47 68.4809 15.4708 40.4 95.9
中学職場体験実施率 47 93.84464 6.3420 72.8 100
1～4日中学職場体験実施率 47 77.6511 21.5467 0 98.7
5日以上中学職場体験実施率 47 16.2681 22.1616 0 103.3

失業率 47 4.7745 3.9748 3.2 7.6
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表 5-2 22年度高等学校新卒モデル 

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 離職 

 

この回帰式で分析を行った結果、次のような結果が得られた。 

 

表 5-3 分析結果 

   
* p< 0.1  ** p< 0.05  *** p< 0.01 

 

 分析の結果、高等学校におけるインターンシップは統計的に有意ではなく、離職抑止の

効果があるとは言えない。一方で中学校職場体験は 1%水準と高い値で負に有意であり、中

職場体験実施率が上がるほど、離職率が下がると読み取ることが出来る。つまり、中学校

職場体験には離職抑止効果があると言える。 

 

 

第5節 中学校職場体験の実施日数が与える効

果の分析 
 

第 4 節の分析によって、中学校の職場体験が早期離職に対して効果があると判明したた

め、中学校職場体験の実施における適切な期間を知るために、1～4 日間と 5 日間以上の二

つに分けて分析し、どちらの離職抑止効果の方が強いかを検証する。回帰式は以下のとお

りである。 

 

 平成   年度新規高卒一年目離職率 

      平成   年度失業率 

    平成   年度    日間中学インターンシップ実施率 

    平成   年度  日以上中学インターンシップ実施率  誤差項 

  

表 5-2 22年度高等学校新卒モデル（再掲） 

0.028
[0.90]

-0.219
[-2.92]***

2.294
[4.04]***

29.202
[3.78]***

Adj R-squared 0.356
N 47

高校インターン実施率

中学職場体験実施率

失業率

定数項
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17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

中 2 中 3 高 1 高 2 高 3 離職 

 

この回帰式で分析を行った結果、次のような結果が得られた。 

表 5-4 分析結果 

  
* p< 0.1  ** p< 0.05  *** p< 0.01 

 

 分析の結果、1～4 日間職場体験・5 日間以上職場体験の双方が 1%水準で統計的に有意と

なった。また、5 日間以上職場体験の方が、若干ではあるものの係数が大きくなっている。

このことから、実施日数が長いほど、離職抑止効果は強くなると言える。 

 

 

第6節 分析結果の考察 
 

 第 4 節、第 5 節の分析から、中学校における職場体験には離職抑止効果が見られ、その

大きさは実施日数が長くなるほどに顕著なものとなったが、高等学校におけるインターン

シップにはその効果があらわれなかった。このことから、インターンシップ・職場体験の

効果は技術的な側面よりも勤労観・職業観の形成という側面が強い、という点が指摘でき

る。もし職場体験・インターンシップで得られるものが技術的なものであるならば、就職

により近い時期、つまり高等学校でのインターンシップの方が効果をもつと思われるから

である。つまり職場体験・インターンシップを通して勤労観・職業観を形成することこそ

が就職におけるミスマッチを防ぐのであり、これは第 3 章でも触れた、学校側が職場体

験・インターンシップにもっとも期待する効果が勤労観・職業観の形成である、という記

述にも合致している。高校でのインターンシップによる離職抑止効果が有意とならなかっ

たことも踏まえれば、勤労観・職業観は早期に形成されることが望ましく、またその効果

は取り組み期間が長いほど顕著になる、といえる。 

 

 

 

-0.209
[-2.76]***

-0.214
[-2.91]***

2.372
[4.20]***

29.894
[3.89]***

Adj R-squared 0.352
N 47

失業率

定数項

1～4日中学職場体験実施率

5日以上中学職場体験実施率
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第6章 政策提言 

第1節 職場体験の現状 
 

平成 22 年度の中学校における職場体験の実施率が 97.1%と、非常に普及が進んでいるこ

とから、中学校における職場体験の更なる開拓の必要性は薄い。しかし、以下の表に見ら

れるように、実施日数に着目すれば 5 日間以上での実施の普及が進んでいないことがわか

る。よって、効果を高めるための改良・改善の余地があると考えられる。 

平成 17 年に文部科学省によって実施された 5 日間以上の中学校の職場体験を推進する

取り組み「キャリア・スタート・ウィーク」や、国立教育政策研究所が作成した中学校教

員向けキャリア教育推進用パンフレットにおいて 5 日間以上の実施の推奨が、過去に行わ

れてきた。平成 19 年度までは上昇傾向にあったが、現在ではそれ以後は低下傾向にあり、

今後開拓していく必要があると考える。 

 

図 6－1 5日間以上の職場体験の実施率14 

 
出典：国立教育政策研究所『平成 17～22 年度職場体験・インターンシップ実施状況等調

査結果(概要)』をもとに筆者作成 

 

 

 

                                                     
14 図で示されている値は職場体験実施校数を 100 とした時、5 日間と 6 日間以上で職場体験を実施している校数. 
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第六章の分析より、勤労観・職業観は早期に形成されることが望ましく、またその効果

は取り組み期間が長いほど顕著になるということが分かった。これは、社会に出る直前に

集中的に進路指導をするより、現在キャリア教育で取り組まれているように日ごろからの

指導が重要と言える。 

中学校における職場体験はキャリア教育の一部であり、勤労観・職業観の形成を目的と

したものである。キャリア教育における中学校段階の意義は「現実的探索と暫定的選択の

時期」であり、職場体験に期待される成果は「ある職業や仕事を暫定的な窓口としながら

実社会の現実に迫ること」である。 

 

図 6－2 キャリア教育における勤労観・職業観形成の流れ 

 
出典：『中学職場体験ガイド』を参考に筆者作成 

 

しかし、職場体験により生徒に見込まれている成果は、勤労観・職業観の形成以外に学

習意欲の向上や、地域への帰属意識の深化など、多岐にわたっている。国立教育政策研究

所が作成した中学校教員向けキャリア教育推進用パンフレットにおいて、現行の職場体験

によって得られた成果を「自己理解の深まり・人間関係の深まり・生活環境への肯定的な

認識の深まり・勤労観・職業観の深まり・生活や学習の基礎づくり」の 5 点にまとめてい

る。 

 現在、職場体験の目的が乱立している状態にあり、結果として多様な成果は得られるか

もしれないが、一つ一つの効果は薄い。そのため、勤労観・職業観の形成を特に重視した

制度作りが必要と考える。生徒によって得るものは十人十色、生徒の数だけ目標があって

いいという見解もあると考える。しかし、現状は結局何の目標も持たずに職場体験に挑

み、何も得ずに終えてしまう危険性も含んだ状態とも言える。 

 

 

第2節 政策提言 
 

そこで、現行の中学校における職場体験プログラムを踏まえ、以下の政策を提言する。 

 

提言：現在中学校において実施されている職場体験の実施日数を 5日間以上する。 

目的：ある職業や仕事を暫定的な窓口とし、勤労観・職業観を形成する。 

 

提言を実行した場合、生徒の将来のキャリア形成に繋がる勤労観・職業観の成長が期待

でき、非常に有用なカリキュラムになると予想できる。 

小学校 
•進路の探索・選択にかかる基盤形成の時期 

中学校 
•現実的探索と暫定的選択の時期 

高等学校 
•現実的探索・試行と社会的移行準備の時期 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

35 

 

しかし職場体験は、実施主体である学校と受け入れ先となる企業との両方の存在があって

初めて可能となるものであり、学校・企業にとって無理のない制度でなければ実現可能性

は低い。よって、表 6－1にあるようなデメリットを解消する必要がある。 

 

表 6－1 提言を実施した場合に想定されるメリット・デメリット 

 学校 生徒 企業 

メリット 総合的学習の時間の指針が出

来る 

勤労観・職業観の成長 地域に対する貢献のアピール 

デメリット 他科目の授業時間が取れない 

学校の負担増大 

（資金の問題） 

  負担の増加 

 

出典：文部科学省 『専門高校等における「日本版デュアルシステム」の推進に向けての

表』を参考に筆者が推敲し作成 

 

これらのデメリットを解消するために、以下のような施策を提案する。 

 

【学校側への施策】 

職場体験を「総合的学習の時間内」のプログラムとし、評価制度を導入する 

 

【企業側への施策】 

 職場体験に伴う企業の負担額を把握し、その一部を補助金として付与する 

 

次の節で個々の施策の具体的内容とその必要性について述べていく。 

 

 

第3節 学校側への施策 
 

「職場体験を総合的学習の時間内のプログラムとし、評価制度を導入する」、という施

策を提案する。そのためにまず、職場体験を組み入れる土台となる総合的学習の実態を明

らかにする。 

 

第1項 学校の総合的学習の実態と提言によって見込

まれる効果 

今日、総合的学習に対し否定的な考えをもつ教員が多く存在する。軸丸他(2007)では、

小中学校教員 1,718 人を対象に総合的学習の時間についてアンケート調査をし、考察を

行っている。現状、総合的学習に対して、小中学校の教員の半数以上が「負担が大きい」

とし、中学校教員の 4 割以上が苦痛に感じているという結果を出している。その苦痛の原

因として、小中学校に共通して総合的学習の時間の企画・立案・準備等が挙げられている。 

また、大野(2004)では、キャリア教育を実施している学校へアンケートを実施し、総合

的学習を実施する上での問題点を改善するためには、評価制度の導入が重要だと述べてい
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る。現状、総合的学習の時間については、他教科と異なり明確な評価基準がない。そのた

め評価方法は各学校の裁量に任されているが、裁量が自由な分、かえって学校への負担に

なっているという指摘がなされている。このように、総合的学習の時間は、その学習内

容・評価方法の自由度ゆえに教員の負担となっている。 

そこで、職場体験を総合的学習の時間内のプログラムとして位置付け、評価方法をきち

んと設定する。総合的学習の学習内容や評価方法に基準ができ、指導を行う教員の負担軽

減となる。 

また、学校側が懸念している「他教科との授業時間の兼ね合い」という点については、

「総合的学習」として設定されている授業の中で職場体験を行うため、他教科の授業時間

を圧迫することはない。そして実際に20%以下とはいえ5日間以上の職場体験を実施してい

る学校が存在していることを考えれば、長期化に必要な時間数は充分に確保可能だと考え

る。 

 

第2項 施策の具体的内容 

職場体験の評価制度の導入にあたっては、職場体験時に生徒に課題を与え、その出来具

合から成績を評価するといったものを提案する。他科目の授業と同様に、既に設定された

目標に向けて生徒を到達させる授業形態への移行は、教員への負担を軽減できると考える。

従来の職場体験では、想定していた成果が多様すぎたこと、評価基準を絞れなかったこと

が評価を困難にしていた。勤労観・職業観の形成を目的に据えることにより、基準を創出

することが可能である。 

職場体験時の課題については、海外のインターンシップ制度が参考になる。西(2006)で

は、欧米のキャリア教育・職業教育から学ぶことが纏められており、米国のインターン

シップ実施における取組について考察している。ドイツ・アメリカのインターンシップで

は、職場体験時に企業や職場を労働者の視点で評価することを推進していると述べている。 

①インタビューや観察といった活動を含む。 

②職場で求められるスキルとアカデミック教材との結びつきに気付かせる。 

③ 職場の対人関係(チームワーク)の重要性を強調する。 

④ 業員用の施設、情報機器、福利厚生等、職場環境や労働条件に目を向けさせる。 

 労働者の視点は、目的である勤労観・職業観を養うのに重要であり、生徒の成長を大い

に期待できると考える。また、課題を項目別にし、明確化することで、評価をより効率化

できると考える。 

 

 

第4節 企業側への施策 
 

「職場体験に伴う企業の負担額を把握し、その一部を補助金として付与する」という施

策を提言する。職場体験を行う上で必須となるのは、受け入れ先となる企業の協力である

ため、まずは受け入れ先となる企業の職場体験への意向について述べる。 
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第1項 企業の職場体験への意向と提言によって見込

まれる効果 

 

東京商工会議所教育問題委員会の「企業による教育支援活動に関するアンケート(2008)」

によれば、「中学生の職場体験の受け入れを今後も継続したい」と考えている企業は

66.5％に留まっている。 

 

 

図 6－3 中学生の職場体験の今後の受け入れについての意向 

   
出典：東京商工会議所教育問題委員会 

「企業による教育支援活動に関するアンケート(2008)」より筆者作成 

 

では、なぜ企業側は受け入れに対して否定的な意見なのだろうか。同上のアンケートで

は、表 6－3のような理由が指摘されている。これを見ると、「学校側から企業への支援

要望がない(71.0%)」「教育カリキュラムの策定等の情報が不足、やり方がわからない

(30.6%)」の 2つが大きな割合を占めているが、本論文では「職場体験の長期化」の提言

を行うため、これらの「受け入れ事業の開拓自体の障壁」と考えられる項目については考

慮しない。 

職場体験の長期化の障壁となりうるのは、①「企業が支援にかかわった場合の教育効果

が不明である(22.6%)」②「企業側のメリットがない、または尐ない(15.5%)」③「企業の

無償奉仕に頼りすぎていて、企業側の負担が大きい(15.5%)」の 3項目である。しかし、

①の教育効果に関しては、学校への施策として提案した「評価制度の導入」により解消で

きると考える。また②の企業側のメリットについてだが、国立教育政策研究所生徒指導研

究センター「平成 19年度職場体験・インターンシップに関する調査研究報告書」によれ

ば、8割の事業所が職場体験のメリットを「社会貢献」としている。また、その貢献度を

どれだけメリットと感じるかは企業によって差異があると考えられる。よって、受け入れ

先の企業に対し一元的にメリットを付与する、という内容の提言は困難である。 

そこで、本章では③の企業側の負担に着目し、これを軽減することでデメリットの職場

体験長期化のデメリットを解消することで、長期職場体験の受け入れを推進していく。な

お、補助金の金額は受け入れた生徒数に応じて設定する。 

 

今後も

継続し

たい 

67% 継続は

難しい 

5% 

その他 

20% 

不明 

8% 
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表 6－2 教育支援活動を実施しない理由(複数回答可) 

 
出典：東京商工会議所教育問題委員会『企業による教育支援活動に関するアンケート

(2008)』より引用 

 

 

第2項 施策の具体的内容 

 

企業側の負担を軽減するために、「5 日間以上職場体験の受け入れを行った企業」に対

し、政府によって「職場体験補助金」を付与する。補助金によって企業の負担額を一部補

うことで、職場体験長期化によって生じる企業側のデメリットを和らげる効果が期待され

る。 

しかし現段階では、職場体験によって企業側がどれだけの金額を負担しているのかも明

らかになっていない。表 6－3 によれば、実にその 67%以上が中学校職場体験の概算費用を

「不明」と答えている、というのが現状である。これでは、適切な補助金を付与すること

は困難である。 

 

表 6－3 中学校職場体験 1回あたりの概算費用 

 
出典：東京商工会議所教育問題委員会 
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「企業による教育支援活動に関するアンケート(2008)」より引用 

 

 

この現状を踏まえ、施策を実行に移すために、以下の 6段階を踏むこととする。 

 

① 企業への趣旨説明と負担額の算出・記録の依頼 

補助金制度は職場体験長期化の一種のインセンティブとなることが期待されるた

め、まずは企業に広く認知される必要がある。またその際に、受け入れを決定・も

しくは検討している企業に対し、負担額の算出・記録を依頼する。職場体験を実施

する前に依頼しておくことで、現状のような「費用が不明である」という事態を防

ぐことができ、職場体験によってどれだけの金額が企業に負担を与えているのかと

いう現状を把握することができる。 

  

② 職場体験の受け入れ 

5日間以上の職場体験を実施する。 

 

③ 企業負担額の申告 

職場体験で受け入れた生徒数や、職場体験によって生じた負担額を各企業が政府

へと申告する。その際には、政府が用意した所定の申告書を用いることとする。政

府は、申告書に基づいて適切な補助金の金額を設定する。 

 

④ 中学校からの報告書提出 

各中学校から、受け入れ先となった企業・受け入れてもらった生徒の人数・実施

状況などを記した報告書を政府へと提出する。なお、これについても、所定の報告

書を用いる。 

 

⑤ 監査 

政府は、企業からの申告書と中学校からの報告書との内容に齟齬がないかの点検

を行う。内容に齟齬があった場合や、あまりに職場体験の対応や質が悪いと政府が

判断した場合には、補助金の付与を行わない、といった措置をとる。これによって、

補助金をもらうためだけに職場体験を受け入れ、質の悪い職場体験を提供する企業

が発生する、という事態を防ぐことができる。 

 

⑥ 補助金の付与 

監査を通して「職場体験が適切に行われた」と判断された各企業に対し、補助金

を付与する。 

 

これらの手順を踏むことは、企業側のデメリットを解消するだけでなく、政府・学校・企

業との連携に基づいた職場体験が実施されることが期待される。 

 

 

第5節 結びにかえて 
 

この政策提言は勤労観・職業観の形成を目的としたものであるが、施策を通して今日曖

昧となっている総合的学習の指針を定めることができる。さらに、指針を定めることは、
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教員の負担軽減につながる。 

また、補助金制度を運用するためには、当然のことながらそれ相応の財源確保が必要で

ある。しかし、本論文で目指す職場体験とは一過性のものではなく、勤労観・職業観の育

成を通した、離職者を出さない就職である。つまり、教育段階における雇用対策であると

いえる。よってこの政策提言は有益なものであり、将来の若年離職を減らすという点で公

益に資するものである。 
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