
神奈川県社会保険労務士会藤沢支部
定例支部会 2021,11/9

［研修］

「ウイルス禍以後の、中堅・中小企業における“キャリア形成”という課題」

古市 好文
博士（政策学） Ph.D. in Policy, Planning, and Development



「ウイルス禍以後の、中堅・中小企業における“キャリア形成”という課題」

はじめに――ウイルス禍による雇用・労働環境

の変化とウイルス禍以後の見通し

（１）ウイルス禍による雇用・労働環境の変化

（２）ウイルス禍以後の見通し

１、「キャリア形成」と「雇用システム」

（１）キャリアの定義

（２）二つの雇用システム

（３）セーティ・ネットの整備と公正ルールの課

題

２、中堅企業・中小企業におけるキャリア形成

――講演者自身の研究課題からアプローチ

（１）中堅企業・中小企業におけるキャリア形成

（２）講演者の研究課題と「論文」の紹介

（３）学校教育がおかれた歴史的な背景

（４）公立学校と私立学校

（５）少子化と私学

（６）私学の学校改革

（７）私学の学校改革と教職アイデンティティの
統合

（８）私学の教員と校長のインタビューの結果

３、小括

（１）日本の労働市場の歴史的変化

（２）雇用関連の法整備

（３）ウイルス禍以後の変化

４、ウイルス禍以後における企業の経営課題

（１）企業の雇用創出と労働環境整備の課題

（２）企業理念再構築と労働者へのキャリア形
成支援の課題

さいごに――



１、「キャリア形成」と「雇用システム」

（１）キャリアの定義

①、●金井壽宏『働く人のためのキャリア・デザイン』ＰＨＰ新書（2002年）

成人になってフルタイムで働き始めて以降、生活(LIFE)ないし人生全体を基礎にして繰り広

げられる長期的な(通常は何十年にも及ぶ)仕事生活における具体的な職務・職種・職能での

諸経験の連続と、大きな節目での選択が生み出していく回顧的意味づけ（とりわけ、一見する

と連続性が低い経験と経験の間の意味づけや統合）と将来構想・展望のパターン。

②、●労働政策研究・研修機構編『プロジェクト研究シリーズNO.6 日本の職業能力開発と教育

訓練基盤の整備』独立行政法人労働政策研究・研修機構（2007年）

キャリアを、「職業における自己実現のプロセス」と理解し、「職業生活」(の設計に即して能

力開発を行うこと)として捉え、「職業キャリア」の概念とする。



（２）二つの雇用システム

●菅野和夫『新・雇用社会の法』有斐閣（2002年）,PP.414

伝統的長期雇用システムの方が事業内容や市場の状況に合致している企業は、年功主義を

伴った内部労働市場型の同システムを維持し続けるはずである。しかしながら、グローバル競争

の一層の進展、商品市場・技術の変化の早さ、ベンチャー企業の増加、働く人々の価値観の変

化からは、多くの企業では、内部労働市場型の雇用システムは競争と選択を強化する方向に修

正されていき、さらに、外部労働市場を様々な程度・形で取り入れた折衷型システムに転換する

ものも増加しよう。外部労働市場型雇用システムそのものも、転職市場が成立する業種・職種に

おいて次第に一つのモデルに成長していくと予測される。



（３）セーフティ・ネットの整備と公正ルールの課題

①、●古市好文 博士論文『私立学校改革と教職アイデンティティの再構築－首都圏私立中・高校の校長お

よび教員へのインタビュー調査の分析－』 第１部 序論, 第２章 問題背景の調査研究, 第1節 教員の職業

キャリア, ５．「教員のキャリア」概念, PP.30-31

「キャリア権」とは、労働権思想が内包する重要な核概念である。「キャリア権」を「職業をめぐ

る自己実現の権利」と理解している。

そのことを憲法13条「幸福追求権」に基礎をおきつつ、憲法22条「職業選択の自由」、憲法26

条「学習権」および憲法27条「勤労権（労働権）」で構成されるひとつの法理として、「キャリア権」

を考えようとしている。

「キャリア権」は、ただちに実定法上の権利として認められないが、国の労働法制の立法や労働

政策の展開を制約、あるいは促進し、企業の人事管理においても配慮すべき事項になりえる。



（３）セーフティ・ネットの整備と公正ルールの課題

②、●2001年改正雇用対策法

第3条

労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発

及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施され

ることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるも

のとする。



（３）セーフティ・ネットの整備と公正ルールの課題

③、●菅野和夫『新・雇用社会の法』有斐閣（2002年）,PP.416-418（要約）

労働市場の変化から労働者の生活を守るセーフティ・ネットの整備が重要になる。特に、失業

給付制度を充実する必要がある。また、労働市場における求人求職の結合に、個人情報の保護、

不当な差別の防止と救済、中間搾取の防止など、法的なルールを強化する、最低賃金、労働時

間・休日休暇の基準等労働条件の基準を充実させる必要がある。特に充実すべきは、雇用契約

の明確化と、労使の実際のシステムに即した対等な立場で、自主的な設定、協議（手続き）を樹

立すること、そして、労使紛争の簡易・迅速・適正な解決制度の樹立と関係者の錯綜した利害調

整が課題である。



２、中堅企業・中小企業におけるキャリア形成――講演者の研究課題からアプローチ

（１）中堅企業・中小企業におけるキャリア形成

●古市好文「教員のキャリア形成を校長はどう考えているか—首都圏私立中高長50人へのインタビュー

調査結果の分析」『日本労働研究雑誌』第613号（2013年特別号）

私学は、自主性が認められるが、学習指導要領に原則従う。そして大学がユニバーサル型

になっているから、私学の教育も公私共通のユニバーサルな内容での教育が必須とされる。

その上で、さらに独自の知的教育サービスを創り、ブランド化できるのではないか。すでに独

自の教育を展開してきている私学であるからで、またそれに沿った組織ではないかと捉えたい。

しぶとく強い中小企業は独自の製品をつくる。すべて一流になれないがニッチなところで強い。

規模だけでなく、私学は知的教育サービスという独自製品を生産する中小企業組織となる。そ

の人材育成とキャリア形成に向けて、校長は配慮し工夫する。そして、キャリア形成と独自の

知的教育サービスができるメカニズムを生み出す方向となるにちがいない。この視点と方向性

をさらに強めることができる組織ではないだろうか。



（２）講演者の研究課題

●古市好文 博士論文『私立学校改革と教職アイデンティティの再構築－首都圏私立中・高校の

校長および教員へのインタビュー調査の分析－』の基となる中心的な二つの論文は下記の通り。

☆査読論文、

「教員のキャリア形成を校長はどう考えているか—首都圏私立中高長50人へのインタビュー調査

結果の分析」『日本労働研究雑誌』第613号（2013年特別号）

☆査読論文、

「学校改革とのかかわりが教員のキャリア形成に与える影響について―首都圏私立中高校教員へ

のインタビュー調査の分析―」『キャリアデザイン研究』（日本キャリアデザイン学会）VOL.12 

（2016年）



（３）学校教育がおかれている歴史的な状況

①、●児美川孝一郎『新自由主義と教育改革』（2000年）ふきのとう書房. 

この15年ほどの間、日本の教育界がつねに「教育改革状況」下にあり、休む 間もなく

日常化して「現在進行中」であり、この教育改革の動向は、内容的な観点からも、ほかの

時期と異なり、政策理念として新自由主義の採用という特徴がある。

②、●船越勝「日本の学校の行方と生活指導実践の課題」『和歌山大学教育学部紀要.教育科学』,

第62集, （2012年）, PP.29-35.

1993年の日経連の提言は、今日学校でも非常勤職員が急増していることにつながる

人材の流動性とアウトソーシング、非正規雇用化を主導したエリート・専門家・パートとい

う三分岐の人材政策論を提起し、1995年の経済同友会の政策文書は、学校のスリム化

とそれに伴うコスト低減を主張した「合校」論を提起したが、その結果、学校制度の改革

のあり方が様々に試みられることになった。



（３）学校教育がおかれている歴史的な状況

③、●加野芳正「新自由主義＝市場化の進行と教職の変容」『教育社会学研究』,第86集, 

（2010年）, PP.5-22.

2000年から東京都においては、教員に対する人事考課制度が導入された。教員の意

欲や努力が報われ、評価される体制をつくることを目的としたものだが、教える仕事を外形

的に評価することには困難が伴う。逆に、教員の意欲が減退してしまう危険性もある。

2006年の「新教育基本法」「新教育三法」制定によって、以後、「副校長・主幹教諭等によ

る重層的職階制」「教員免許更新制」「指導不適切教師への研修・処分制度」が導入される。

教師バッシングが展開されて、「学校への信頼を回復する」というロジックのもとで、2009

年度には教員免許更新制が導入された。免許制度のもとで成り立っている職業は医師、

薬剤師、看護師、社会福祉士など様々であるにもかかわらず、教員免許だけが更新制の

対象とされた。そして、学校と教師に対する評価・管理の強化などの諸施策が展開され、教

育現場から見れば、教師の自発性や創意を奪い、教師同士の関係を分断し、子ども・父母

と教師との溝を深くした。また、学校と地域との連携の新しい政策的な試みは、学校評議員

制度の導入、「学校支援地域本部」事業の開始である。



（３）学校教育がおかれている歴史的な状況

④、●佐藤学「Ⅲ教育改革への指標 5 学校改革の指標－学びの共同体へ－」『岩波講座

現代の教育 第12巻 世界の教育改革』岩波書店, （1998年）, PP.287-290. 

「規制緩和＝地方分権化」が文科省の責任放棄という性格をもっており、経済不況の煽り

を受けて、地方の教育費の削減は、国の教育費の削減以上に深刻であり、この状態で地方

自治体や学校は自主性や創造性をどう発揮できるのか。



（３）学校教育がおかれている歴史的な状況

➄、●佐藤学・勝野正章（2014年）『安倍政権で教育はどう変わるか（岩波ブックレット

NO.874）』岩波書店.

1970年代に欧米諸国とアジア諸国が日本の教師の水準に追いつき、その後、大学院レベル

にシフトしてきた。日本の教師教育改革は、高度化と専門職化が遅れ、世界と比べて20年近い

遅れをとっている。教師の教育水準の転落に加えて、教師の待遇も転落した。2000年から

2010年にかけてOECD加盟国のほぼすべてが教師の給与を大幅に上昇させたが、日本の教

師の下落率は9％である。実質的な待遇に関しても世界最低レベルになっている。

日本の学校と教師の自律性は、カリキュラムの決定権、学校財政の決定権、教員人事の決定

権など、どの指標をとっても他の諸外国と比べて、著しく制限されている。どの国々も分権改革

を推進し、学校と教師の自主性と創造性と自律性が強化されているが、日本は逆にいっそう官

僚統制が強化され、教師は抑圧的で息苦しい教職生活をおくっている。



（４）公立学校と私立学校

①、●高橋寛人「教育の論理に基づく教員身分保障制度構築の必要性」『教育学研究』,第73巻

第1号, （2006年）, PP15-26.

「教育公務員特例法」の前身として、田中耕太郎の構想に基づいて「教員身分法案」が立案さ

れていた。この教員法構想は、教育の独立の見地から、教員の身分保障を強化し、国、公、私

立を問わず、また、大学教員だけでなく初等・中等学校の教員にも高度な身分保障を行なおうと

するものであった。

しかし、CIEは私立学校教員を含めることに強く反対し、GS公務員課は、国家公務員法と地方

公務員法で十分であり、教員身分法は不要であるとした。そして、「教員身分法案」は公務員法

の特則に矮小化され、内容も大幅に削られる。「教育公務員特例法」による教員の身分保障は、

政治からの行政の独立という原理に基盤をおいたが、それは本来のあり方ではない。



（４）公立学校と私立学校

②、上田学 「私学の公共性と自主性（＜特集＞公教育再考）」『教育研究』,第67巻4号

（2000年）,PP406-416.

私立学校が個人もしくは団体がもつ教育理念や理想を実現するために開設されるので、そ

の限りにおいて民間企業と同じである。

③、市川昭午 「私立学校の特質と課題」『教育学研究』,第45巻2号, （1978年）,PP99-106.

私学の教育上の特質とは、独自性と多様性であるが、これはいずれも私学経営管理の自主

性によって支えられている。



（４）公立学校と私立学校

④、勝野正章・藤本典裕【編】『教育行政学 改訂新版』学文社（2016年）.

私学の教職員は、当該私立学校を設置・経営する学校法人との間の雇用契約による被用者

である。したがって、その勤務条件などは、労働協約、就業規則、労働契約によって定められる。

労働三法が全面的に適用され、労働三権も完全に認められている。しかし、私学の教員も教員

免許状の取得を必要とされ、教員としての身分を有することについては、国公立学校と変わりは

ない。私立学校も公教育制度の一環であり、公共性を有する。

したがって、私立学校教員も全体の奉仕者であり、党派的教育活動が禁止されるなど、その

地位に由来する特質を有し、国公立学校の教職員とともに教育を通じて国民に奉仕するという

職責を担っている。



（４）公立学校と私立学校

➄、公立学校と私立学校の比較

（出所：拙書、博士論文第1章、第2節「私学と公立との違い」をまとめたもので、先行研究レビューと筆者がおこなった

首都圏187校長へのインタビュー調査にもとづき作成）

公立学校 私立学校

設置者・所轄庁 地方自治体、教育委員会 学校法人、地方自治体首長

受益者負担 全額公費 公費補助1/3、受益者負担2/3

人事 定期的異動教育委員会人事 校長による人事

労働市場 教育委員会一括採用市場 個々微小の内部労働市場

研修制度 種々研修制度整備 個々の研修制度、私学協会研修整備

キャリア形成 異動を含めて種々機会あり ほぼ異動なし、校内で完結する

考課制度など 義務化 実施校は少数（調査校では）



（５）少子化と私学

学校段階ごとの在学
者数の推移 （出所：
2011年文科省学校基
本調査）



（６）私学の学校改革

①、●市川昭午「私立学校の特質と課題」『教育学研究』,第45巻2号, (1978年) , PP99-

106.

私立学校法は学校教育法に対して特別法の関係にある。私学は在学者総数の二割を収

容し、補完か例外であると意識される。しかし、教育作用が元来、教育者と被教育者との個

人的な関係であり、学校教育がそうした個人的な教育関係の組織化であり、保護者による

家庭教育の共同化の結果生み出されるとすれば、私学こそが学校の源型であり、私学教育

こそ学校教育の本流ということも可能である。

今日、世界規模において学校教育の生き詰まりが問題とされ、非定型教育の見直しが新

しい課題となっている。指摘される画一化や硬直性など学校教育に内在する諸欠陥は、公

立学校において最も典型的にみられる。私立学校の意義は、学校教育全体を改革し、その

制度を再編成していく上での手掛りを見出すことにある。



（６）私学の学校改革

②、●古市好文 博士論文『私立学校改革と教職アイデンティティの再構築－首都圏私立中・高校の校長

および教員へのインタビュー調査の分析－』第１部 序論, 第２章 問題背景の調査研究, 第3節, 学校アイ

デンティティ,５．「学校アイデンティティ」の概念, PP.43-44

―「学校アイデンティティ」の概念―

私学は理念的特性を培い、容易に得られない教育サービスを提供することができる。私学

の学校経営は、「学校教育理念に基づく組織文化の発展と市場競争での優位(存在価値)の確

保」という意味ではないかと考える。つまり、規範や価値、信念を学校教育の理念として示すも

のを学校アイデンティティと理解し、学校組織における文化を具体的に示すもので、学校アイデ

ンティティは、社会的な変化とかかわって必要とする動機によって再構築される。学校アイデン

ティティを、「建学の精神と社会的ニーズにもとづく教育理念を軸に、個々の学校がつくる独自

性」と捉える。



（７）私学の学校改革と教職アイデンティティの統合

●古市好文 博士論文『私立学校改革と教職アイデンティティの再構築－首都圏私立中・高校の校長お

よび教員へのインタビュー調査の分析－』第１部 序論, 第２章 問題背景の調査研究, 第2節 教師アイ

デンティティ」論と研究動向, 4．「教師アイデンティティ」と「教職アイデンティティ」の概念の再定義と関

係, PP. 36-37 

①、「教員のキャリア」概念の定義

教職は高度で専門的な知識や技能が必要で、個人的にも集団的にも、広範な自律性と専

門性をもつべき職業である。教員は、自らの公共的使命とその責任を自覚し、日々研鑽して

教育の専門的な知識や技能を高め、実践を創造しなければならない。しかし、近年の学校改

革で学校組織が変化し、教員の現場も変容する。また、教員の専門職性も変化し、教員は一

連の教育改革の影響を受けていると考えられる。教職者として自信を持ち、個性的な教師像

を構築できるよう、設置者に対してキャリア形成への適切な配慮を求める権利が教員にある

と考え、教員のキャリアを「教職における自己実現のプロセス」と理解して概念を捉える。



（７）私学の学校改革と教職アイデンティティの統合

②、「教師アイデンティティ」概念の定義

教師アイデンティティを、「自分が組織の中にある教師としてどのように生きるか、自己の教育

哲学に基づいて描く教師らしさ」、つまり「生徒をとりまく世界を認識し、情動を含め生徒をトータ

ルに理解することを土台にして、自分がどのような教師として生きるかという教師観に基づいた

教師像」と定義する。

③、「教職アイデンティティ」概念の定義

教職アイデンティティを、「学校組織の中で、自分が生徒との直接的な関係で指導ができており、

教職としての責務を遂行しているという自己肯定感をともなう自己評価総体」、つまり「教育実践

上の困難に対処して自己を肯定し、今後の教職生活に活路を見出すことにつながる軸となるも

の」と定義する。



（７）私学の学校改革と教職アイデンティティの統合

教師アイデンティティと教職アイデンティティとの違いを整理すると、教師アイディンティは

教師像の自分らしさを追求していく、いわば個性化の推進であるのに対し、教職アイデンティ

ティは一般的に共有された教職という概念に対する自信、いわば教職としての自己効力感の

向上を意味するであろう。

すなわち教職上の諸実践にかかわる困難に対処し教師アイデンティティが揺らいだときに、

教職アイデンティティは、教員としての自身を自己肯定できる軸となるもので、教員のキャリア

を形成していく際には両輪として必要な概念であると考える。

本稿では、教員のキャリアを、「教職という専門性をもつ職業における自己実現のプロセ

ス」と理解し、「職業キャリア」概念として扱う。そのことを前提としたうえで、「教員のキャリア」

を「教職アイデンティティ」と「教師アイデンティティ」を両輪として形成していくこと、と捉えて論

じていく。



（８）学校改革に教員が参画

●私学の教員と校長のインタビューとその分析の結果

理論的意義については、つぎの通り。

①、私学では学校改革とのかかわりで、学校アイデンティティの再構築で、教員は自己の教師

像との統合・摺り合せをしつつ教師アイデンティティの再構築を図っている。

②、私学の学校改革のプロセスで、校長のリーダーシップの下で学校組織が教員の参画型に再

編された。

③、学校改革によって、私学の教育現場では同僚性や協働性が発揮されている。

④、私学の学校改革とそのプロセスにおいて、教師アイデンティティと教職アイデンティティは教

員のキャリアを形成するうえで必要な概念であり、この二つの概念が両輪となっており、相互に強く

密着した両輪性の要素概念となっている。

➄、私学では、自主的な学校改革によって、「一元化戦略」論（学校改革と教職アイデンティティ

の統合）がなりたっている。



（８）学校改革に教員が参画

また、実践的意義については、つぎの通り。

学校改革への主体的な参画によって、教員のキャリア形成に肯定的な影響を及ぼすという

ことである。教員は教育現場での「改革の担い手」であると同時に、「改革のターゲット」の内容

の選択を、学校アイデンティティの再構築へのプロセスで、さらに教師アイデンティティとの擦り

合わせによっておこなう。

教員の人材育成とキャリア形成に向けて、校長が配慮し工夫すれば、私学は職場の同僚性

と協働性が発揮され、キャリア形成と独自の知的教育サービスができるメカニズムを生み出し、

この視点と方向性をさらに強める組織となるであろう。



＜１＞、●インタビュー事例その一

校長へのインタビューの事例である。 私学アイデンティティについて言及している。

教員は、学校の教育理念と教育方針に関して共通の理解を持ち教師として自己の生き方や仕事に生かす。

転勤がない職場なので、この学校で人生を過ごすことにもなるため、価値観や教育理念が学校と合わなければ
やっていけないのではないかと考える。学校アイデンティティとの関わりで、私学の教員は公立の教員とは違う。
次の事例は、私学の独自性について明快に語る。

＜事例2（学校番号20）＞

『学校と教師個人のアイデンティティを擦り合わせることは大変難しい問題。研修として1日2時間
半～3時間ぐらいの研修を連日で行い、2年目には1人ずつを呼んで話をする。いろいろな話を聞い

た後に、“ところであなたにとって本校とは何か”という質問を必ずする。そうすると大体そのときに芽
生えが分かる。私個人としては“私にとって本校で働くとは何だろう”と、いつも自分の中で対話して欲
しい。・・・自分と向き合ってほしい。それがキャリアを作る一番のもとになる。若いうちに自分の人生
と今の働き場所について考えるきっかけを作ってあげたいと思う。・・・私学組織は４通りぐらいある。
宗教的なバックボーンのところ、教育理念がペスタロッチなどのところ、うちのように私学の建学の精
神をしっかり出してやっているところ、それから公立高校の補完校という側面がかなり強い学校。これ
らは全部分離しているかというとそうではなく、一部ずつ重なり合っている。また、建学の精神をしっ
かり出した学校も、時代の変化で学校の存在理由の色が少しずつ、グラデーションが変わっていき、
もしかしたら無色になってしまって何のためにそれを出しているのか分からなくなっている学校もあ
る』



＜２＞、●インタビュー事例その二

同じく、校長へのインタビューの事例である。

私学の校長は生徒募集を含めた経営とマネジメント、教育の両方をやらなければならない。校長が学校経営

と教員をバックアップするキーパーソンとなる。次の事例の校長は公立校長を経ている。私立と公立を比較し

ている。

＜事例4（学校番号16）＞

『私学の教員は、公立の教員に比べて目的がしっかりしている。やはり、経営実績という問題が

あって必死になるからだろう。そういう厳しさがあるから、われわれ心を一つにしてとにかく一生懸命

教育をやると。そうしないと、自分の生活に響いてくる。そういう感覚というのは公立の教員はまった

くないから、そこが違うところ。だから、揺らぐというときにも、揺らぎの度合いが、公立は甘ちゃん。

私学で揺らいだ場合は、自分の生活そのものにかかわってくる。そこが一番大きいと思う。外部の

評価が自分の生活にかかわってくるという私学の厳しさ。それを、私学の校長がどのように物理的

にも組織化していくかという、そこが手腕の見せどころ』



＜３＞、●インタビュー事例その三

つぎのインタビュー事例は、この使命に関する私学校長の職務について、また組織と教員をバックアップし

て対外的に責任を負うべきことの大事さを示す。

＜事例10（学校番号29）＞

『組織というものは非常に大事、教員の力が最大限に発揮できることも非常に大事だが、私立

は学校の理念や特色を持たないと私立学校の意味がない。そこが公立と違う点である。当校は立

派な建学者に恵まれた。その方の建学の精神を時代に合わせて翻訳し、衣替えし、絶えず検証し、

学内の生徒や職員にも絶えず確認させなくてはいけない。また、学外、世間に向かってそういう学

校なのだということを表現していくことが必要。これが校長の一番大事な仕事だ思う・・・校長の仕

事というのは、みんながかなり自主的に、自治的にやっていることをわきまえておく、知っておく、

そして対外的な責任をすべて負うということ。教員には「心置きなく存分にやってください」と言い続

けることは大変大事だと思う』



＜４＞、●インタビュー事例その四

同じく、校長へのインタビューの事例である。

第6概念の教員会議は、学校を運営するための意思を決定する機関といえる。意思決定機関でなくても、校長

は教員会議での討議を踏まえて決定することが多い。私学の教員会議は、参画型学校組織のコア組織といえる。
連絡機関となっている公立とは異なる。この事例は、参加型の学校組織をもつ一つの典型である。この校長になっ
てからの形態である。

＜事例5（学校番号1）＞

『教員会議は最終的な承認機関になっている。管理職会議ではある程度校長の判断で物事を決め
ることがあるが、運営会議で決まったものは、翌日各学年の会議で発表してもらい、そこで質問事項や
腑に落ちないものがあったら、必ずそれぞれのゾーンの管理職に言ってもらう。そこで1件でも問題が

あったら教員会議を開く。・・・管理職会議はほぼ全員の意見が一致するまで行う合議制。だから時間
がかかる。少しでも腑に落ちない点はとことん話し合う。ここで決定したことは誰もゆるがない。・・・主任
は中間管理職的な位置づけがあって、20名程度の運営会議の議決権を持っている。トップマネジメン

トで決定されたことを確認したのなら、主任が責任を持ってそれを学年会で下ろせと言ってある。そう
いった主任の役割が少しずつ機能し始めたと感じている。例えば学校行事の中の学年行事について、
自分たちがどうやって工夫するかといったことを下から醸成するといった意味で学年会が機能している。
その行事の意味や手法の意味を話しあうことによって、教員のアイデンティティを確認する機会にもな
ると思う。また例えばある学年からこういったことをしたいという提案があると、ゾーンリーダーと学年主
任2人の3人でまず話し合う。そこでいいとなると運営会議にかけられ、そこで認められると実現するこ
とになる。つまり教員一人の発想が実現する、ボトムアップが保証されていることになる』



＜５＞、●インタビュー事例その五

つぎの事例は、教員へのインタビューである。不登校生徒が多いクラスの担任として苦しみ、その“切り抜け”で、

教職アイデンティティの再構築を経験した事例である。

＜事例92（E校－番号70）＞

『担任したクラスが超不登校クラスだった。不登校だから学校を否定している。つまり学校に来たく

ないわけだ。そこで、不登校の勉強もたくさんした。あの1年間は家庭訪問もしまくって、たくさん生徒の

話も聞いたが、学校を嫌いだと言う生徒の話、つまり負の部分と1年間接して、こちらも少し鬱のような

状態に陥った。気持ちが落ちて辛い1年間だったし、解決方法も見えなかった。家庭の問題もあったの

で、家庭のことを親と話しても、親自身も「子どもが学校に行かないのは学校に行きたくないからなの

では」という反応であった。(中略) 不登校で辞めた生徒が1年間で4～5人いた。めったにない数字で

ある。不登校の生徒はいるものだが、その割合が高い。当時の生徒たちと今でも付き合いがあるが、

あの1年間、普通の生徒にきちんと目が向けられていただろうかという疑問が湧く。今思い返すとあれ

がいちばん辛い1年間だった。切り抜け方としては、不登校のことを勉強しまくった。研究会にも参加し

た。いろいろな先生からも不登校についての文献などを紹介されて、ひたすら勉強した。次の年は学

校から代表で全教（全国研究大会）にも行かせてもらえて、不登校の分科会に参加した。教員室でいく

らでも話を聞いてもらえる関係がある』



＜６＞、●インタビュー事例その六

つぎの事例は、教員へのインタビューである。全体がチームで常に一緒に動いている職場のなかで、
個々の指導の実践を直に学べる環境があるという「日常の研修」が教職アイデンティティの再構築につな
がると指摘している。

＜事例90（E校－番号66）＞

『研修のシステムは確かにある。つまり、お互いの授業を見合って、その授業検討をすると
いうこと。あとは研究発表的なことをする機会は常に用意されていて、今年何回やったか分から
ない。1回や2回3回4回ではなくもう何回もやっている。そういうことは十分にされている。それ

は単なる授業だけではなく、生徒指導に関わることや、障害児教育に関わることなども行われる。
うちの学校でいうと職場単位で行う。そのため、中学校の全教員が揃ってそのことについて学
ぼうとか、意見交換をしようということになる。チームワークができるというか、職場全体が常に
一緒に動くということができている。それが大きい。でも一番大きかったのは、そのように組織さ
れた学習の機会というよりは、日常である。不登校の生徒や問題を起こした生徒がいたとしても、
その生徒と1人で向き合うということではなく、誰かとペアで向きあった中で、いわゆるベテラン

の先生がどういう語りかけをしているか、どういうふうに聞き取っていくのか、そういうことをつぶ
さに、目の当たりにすることができた。そこで「ああそうか、こんなふうなやりとりが生徒の心を開
かせるのか」という丁稚奉公、職人のような体験が自分にとって一番大きかった。看板を掲げた
研修会、研究会というものよりは、日常である』



＜７＞、●インタビュー事例その七

B校は、少子化進行を前にして中高一貫進学校へと学校改革をすすめてきた。学校改革で中高一貫

進学校を確立した現在、新たな課題に取り組んでいる。つぎの事例は、教員へのインタビューで、その新

たな組織の課題を意識している。

＜事例33（B校－番号26）＞

『本校が学年スタイルか教科スタイルかといえば、基本的には学年スタイル。校務分掌の

スタイルを、昨年度から今年にかけて大きく変えて間もないので、学校も試行錯誤の時期で

あるが。その年によって当たり外れがあるのは良くない。となると学年主導型は危険。とくに

兄弟関係もいるから「お兄ちゃんの時にはこうだったのに」となるのはまずい。目立つ所は基

本的には一緒だが、どのようなプロセスを踏んでそこに辿り着くか、学年の個性で良いのかも

しれないが、保護者から見たら危険なところもある』



＜８＞、●インタビュー事例その八

同じく、つぎの事例は、B校教員へのインタビューである。

＜事例34（B校－番号29）＞

『うちの学校は学年王国のようなところがある。６つの学校が存在するようなもの。いい面

が出てきたと思う。毎年毎年それぞれの学年が独自の取り組みをして、活気がある。ここに来

て特に状況が変わってきた。教員の年齢層がぐっと下がり、10年未満の先生が６割を占める

構成になってしまった。ほとんど経験のない方が多い。(中略)教科指導についても、高３を送

り出したことがないと言う人がかなりいる。そのためゴールが見えない。学年ごとに好きにやっ

ていいよという雰囲気だと逆効果である。この年は全然学力が伸びない、というようなことが

出てきてしまったので、おそらくそれを踏まえた組織変更をする』



＜９＞、●インタビュー事例その九

同じく、B校教員の事例である。国内留学が教科研修となり、校内研修も学習の機会となっていることを

示している。

＜事例106（B校－番号26）＞

『教科研修に関しては、教師1年目のときから、土日や夏休みの間だけ大学院に行っていた。

4年半～5年ほどかかって、つい最近卒業して修士を取得した。教科研修という意味では、教員

同士、大学院で話し合ったりディスカッションしたり。ネイティブが半分おり、とても勉強になった

5年間だった。それ以外の面に関しては、本校もいろいろな研修をしてくれるので、そういう点で

は役立っているし、助かっている。6年間でどこに目標を置くか、6年間のアプローチが分かるよ

うな研修をしてもらっており、すごく為になっている。人間形成面では研修自体は多くはないが、

最近あった研修では「思春期の中学生はどう思っているのか」というテーマや「いじめ」に関する

こと、「個人情報」に関する研修というのがあった。そのような研修が年に2～3回ある。そういう

意味では勉強になっている。民間教育に関しては、英語教育研究会には入っている。英語や教

科に関しては結構やっているが、それ以外、人間教育に関してのところまではやっていない』



＜１０＞、●インタビュー事例その十

同様に、B校教員へのインタビュー事例である。外に出て学ぶ機会が必要で、学校のシステムのなかで個々
がスキルアップできるようにする課題があることを指摘している。

＜事例107（B校－番号29）＞

『まず1つは、学内での教員間の情報共有。これを研修の場を通していかにやっていくか。十数
年前の本校というのは完全に個人商店の状態で、研修はほとんどない状態だった。（中略）2つめは、

ここのところよく見えてきた点だが、学内だけでは井の中の蛙になってしまう。もちろん学内での伝統
文化を醸成するという意味ではそれも大切だが、学外からいろいろな情報を引っ張ってくるというこ
とがすごく大切だと感じる。そこが必要になってくるであろう。これは学校間であったり、学校とシンク
タンクであったりといった部分。その部分での情報をしっかり仕入れていって学内に還元していくと
いう必要性をすごく感じている。今までは、チーム制でやっていた。学年というチームであったり、教
科というチームであったり。ある意味、チームのスキルを上げていけば、そのチームの中に力がない
先生がいてもカバーできる。チームの中に核となる先生がいれば。でもこれからは、もう１ランク学校
のレベルを経営的視点で上げていく際に、個人のスキルを上げていかなければならないだろう。
チームでカバーするというよりは、各々のスキルをアップしていく。昔は個人商店でアップしていった
が、それがチームになって研修でアップした。そこから第３段階目の状況にステップアップしていくに
は、学校のシステムの中で個人のスキルを上げてどの先生でもチームの核になれるような、そうい
う教員になっていかなければ。学校経営の視点でも、自分自身が考える教員のスキルアップの視点
でも両方にとって必要』



３、小括
―その前に、「非正規雇用」について

近年正規社員が減少し、「非正規雇用」が労働力人口の４割近くを占めている。厚労省派遣・有期労働対策

部企画課が、フリーター数、ニート数を含めて「非正規雇用の現状」（2012年）、「非正規雇用の現状と課題」

（2017年）を発表。現在、この雇用が“生活に関わる社会問題”になって、“国政の重要課題”となっている。

パート、アルバイト、派遣社員、嘱託、契約社員など、「非正規雇用」については、濱口佳一郎（はまぐち・けい

いちろう 労働政策研究・研修機構統括研究員）が、その形態と歴史的経緯を概括しているので、参照された

い。

「1960年代に始まった業務処理請負業は1985年労働者派遣法によっていわゆるポジティブリスト方式（派

遣対象業務を限定）の労働者派遣事業となった。・・・連合総研の調査では，大手製造業が本格的に請負労働

を利用するようになったのは1990年代前半から半ばの時期である。・・・この時期非正規雇用問題の焦点は

若年男性にシフトしていたのである。・・・1999年には派遣対象業務のネガティブリスト化，2003年には製造

業派遣の解禁と規制緩和が進められた。一方2006年にはマスコミ主導で偽装請負を批判するキャンペーン

が行われ，2008年以降は日雇派遣への規制強化が図られ，民主党政権では登録型･製造業派遣の禁止な

どさらなる規制強化も目論まれた。しかし2012年改正では日雇派遣の原則禁止で妥協が図られ，自公政権

下の2015年改正では再度規制が緩和された。この目まぐるしい動きには，請負・派遣労働が 若年男性非正

規労働者の典型とみられたことが大きく影響している。非正規雇用をめぐる認識枠組みはちょうど時針が一回

りして，戦前の臨時工が問題視された時代に戻ってきたかの如くである。」『法政大学大原社会問題研究所』

の紀要論文「非正規雇用の歴史と賃金思想」【特集非正規雇用と生活保障】６９９巻（2017年）,PP.4-10



３、小括
（１）日本の労働市場の歴史的変化

日本型の組織中心、組織優先型から、リストラや整理解雇、あるいは早期退職制度による肩

たたきなどが行われ、近年、企業と労働者、組織対個人の在り方が揺れ動くようになってきた。

日本型雇用がうまくいっていたのは、ピラミッド型の人口構造を維持してきたからで、人口構造

が逆ピラミッド型になってきた今、それができなくなっている。日本型の雇用慣行が揺らいでいる

最大の原因は、やはり人手不足である。労働の供給側の、働き手のさまざまな思いに配慮をし

ないと思うように人材が採れなくなる、あるいは採ったとしても人材保持ができない。

キャリアの初期段階では人事権が前に出て、企業がしっかり教育訓練をしながら、基本的な

能力を身につけさせる必要があり、そして30代半ばくらいになったら、今度は個々人が持つ

キャリアデザインを尊重し、学習支援などを徹底し、自律的なキャリア形成ができるようにする。

キャリアに対する周囲の配慮、尊重だけでなく、個々人の自覚、つまりキャリアを自分なりに管

理する姿勢、キャリアマネジメントの視点が必要である。



（２）雇用関連の法整備
①、「労働契約法」（2008年）の施行

「この法律は（中略）労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的」

（第1条）とし、労働者を保護し、労使間のパワーバランスを均衡させることである。労働契約

法上の雇用契約は「労働契約」とも呼ばれ、使用者と労働者の関係が民法よりも明確に規定

されるだけでなく、書面締結することも定められる（労働契約法第4条第2項）。

そして、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働

することができるよう、必要な配慮をする」（第5条）とし、民法では具体的に定めなくても労働

者を危険から保護する義務があるとされていた内容を明文化した。

また、雇用契約に関するトラブルが起こってしまってから解決する方法よりも、未然に紛争を

防ぐ方法のほうが合理的であるとし、民法や労働基準法ではカバーしきれない内容を法規定

したものが「労働契約法」である。第6条から第16条で定められている内容は、これまでの最

高裁判決などから確立してきた判例法理に沿って規定されている他、第17条から第20条は

「期間の定めのある労働契約」として、契約終了に伴う影響の大きさから生じる不安の解消を

考慮した内容となる。



②、労働契約法の改正（2012,2013年）と労働者派遣法（2015年）

有期労働契約は、パート労働、派遣労働をはじめ、いわゆる正社員以外の労働形態に多く

見られる労働契約。有期労働契約で働く人は全国で約1,200万人と推計され、有期労働契

約で働く人の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態にあり、そ

の下で生じる雇止めの不安の解消が課題となる。なお、派遣社員は、派遣元（派遣会社）と

締結される労働契約が対象となる。

また、2015 年労働者派遣法は，曲がりなりにも派遣労働者に対する教育訓練を派遣元に

義務づけ、「同じ人を派遣先の同じ部署に３年以上派遣できない」というルールが追加された。

これにより、派遣をする側も派遣を受け入れる側も期間について適正な管理が求められる。

３年を超えると今までと同じような働き方を継続する場合は、派遣をする側も派遣を受け入れ

る側も派遣労働者に対する何らかの措置（無期雇用、派遣先での直接雇用等）を講じる必要

がある。



③、「労使対等の原則」

労働基準法は、罰則をもって担保する労働条件の基準（最低労働基準）を設定している。

これを前提として、労働条件が定められる労働契約について、合意の原則その他基本的事

項を定め、労働契約に関する民事的なルールを明らかにし、その締結当事者である労働者

及び使用者の合理的な行動による円滑な労働条件の決定又は変更を促すもの。

「労使対等の原則」に基づき、労使は対等な立場で合意し、労働契約を締結・変更する必

要がある。企業側が、一方的に契約内容を変更することは認められない。「均衡考慮の原

則」とは、労働契約を締結・変更する際、「正社員」「契約社員」「パート」といった就業形態で

はなく、就業の実態を総合的に考慮する必要があるという原則。



④、就業の実態に即した労働条件・処遇

就業の実態に即した労働条件・処遇を用意する必要がある。「仕事と生活の調和への配慮

の原則」に従い、「ワークライフバランス」への配慮も必要で、「育児」や「介護」といった労働者

の事情に配慮した上で、労働契約を締結・変更しなければならない。

家庭生活や地域活動を担いうる市民，そして雇用社会の主たる担い手である労働者（勤労

者）が豊かでなければ，いずれ企業の活力は奪われることになる。企業に人事権がある一方、

労働者には「キャリア権」があり、キャリアの形成と展開について両者間での調整がもっと考

慮されるべきではないか。



（３）ウイルス禍以後の変化

①、非正規労働者と中小企業

非正規労働者には、ウイルス禍で“雇止め”等の厳しい状況下にある者もあり、派遣労働法

の労働者保護の抜本的な改正、フリーランスを含めた「職業」を保護する法等、政権や国会の

法整備と労働政策や社会保障政策を抜きに、貧困と所得格差を解消できないと考えます。しか

し、現今の政治状況で期待できない。

ウイルス禍が中小企業に与えている雇用の現状は業界によってかなり異なる。旅行業、宿泊

業、飲食業、小売業、アパレル業などでは打撃を受けているところが多く、ＩＴ関連、テイクアウト

関連などは逆に儲かっているところが少なくない。一般に中小企業のほうが打撃に程度は大き

い。



（３）ウイルス禍以後の変化

②、ウイルス禍以後の雇用とキャリア形成課題

景気が回復すると、人手不足に見舞われる業界も少なくない。少子高齢化の世界最先端国

で、人手不足傾向は今後も続く。キャリア形成では、大企業の場合、ジョブ型の色彩が強くなり、

中小企業ではもっと何でも屋さんが必要とされ続ける。大企業退職組を活用して新規ビジネス

に対応する動きもあり、70歳までの就業継続努力義務も入り、長く働くうえで自分の強みを意

識してキャリア形成に向かう。

労働市場が、労働力人口の逓減もあって、企業と労働者それぞれが、諸条件に応じて、厳し

く選別・選択する時代となる。また、所得格差による消費行動や消費態様等を含めた消費量

の差があるとしても、ウイルス禍で抑制された消費が、景気を下支えする。消費行動はより安

全な条件と充実した質を求め始め、徐々に行動が変容して、従来の大量消費型の景気誘導

や旧来の顧客層に頼る消費が後退する。

景気回復と消費行動の変容が顕著になり、労働市場が徐々に拡大されて、労働側も「キャリ

ア形成」をコアに選択し始め、ウイルス禍という節目・移行期に、労働者が諸条件に応じて、

「キャリア形成」を主体的に設計し、選択し始める。



（４）小括のまとめ

どのような支援策かは、私学の改革の経緯が明示している。つぎの二点に集約される、

あるいはそれに類似する組織改革とキャリア形成であろう。

①、経営の再構築と安定には、組織改革とキャリア形成支援策との統合が不可避となる。

②、中堅企業・中小企業におけるキャリア形成には、同僚性や協働性が発揮され、働く人

たちが “仕事がやれている” と自己肯定できるような労働環境の整備が必定となる。



４、ウイルス禍以後の経営課題

労働市場が徐々に拡大されて、労働側も「キャリア形成」をコアに選択し始め、ウイルス禍

という節目・移行期に、労働者が諸条件に応じて、「キャリア形成」を主体的に設計し、選択

し始める。キャリア形成を支援しない企業が徐々に淘汰されるかもしれない。

産業の将来性や市場を見通し、雇用システムと職種などを再編成し、労働者が自己の職

業キャリアを設計して企業選択できるように労働環境を整備すること、それらが企業経営者

の必定条件となるのではないか。キャリア基本法を立法化することになるだろう次の時代に、

中堅・中小企業がキャリア形成支援で先行し、その一端を担うことが期待される。



（１）企業の雇用創出と労働環境整備の課題

経営者が企業の雇用創出を考える場合、前提として、労働需要の回復は基本的に景気の

浮揚に依存するので、短期中期的には、政権の産業政策や国家予算編成の動向に注視す

ることが必要である。しかし、企業の雇用創出と安定には、企業理念に基づく経営方針と組織

の再構築が前提となり、そのための企業の中長期的な計画が必要となる。また、その計画遂

行には、時代の要請を背景にした労働市場に相応した労働環境の整備が不可欠となる。し

かも、企業組織に、時代の要請に応えて、働く人々へのキャリア支援策があるかどうかが問

われ、それが企業の雇用創出の決定的ファクターとなる。



（２）企業理念再構築と労働者へのキャリア形成支援の課題

企業経営者が、ウイルス禍以後の社会経済と自社を取り巻く市場を分析し、まず経営理念

と組織の再構築をする。そのために積極的に公正で開かれた方法とプロセスで、働く人々を

組織化し、働く人々が自己決定できるように、キャリア形成支援に取り組む。企業経営者は組

織改革のキーパーソンである。企業課題を洗い直し、自己が描く中長期的な展望に基づいて、

働く人々が議論に参加する機会や保障をつくり、働く人々の意見を傾聴し、そのよき提言・提

案を組織方針や行動に組み入れる。経営とキャリア形成の統合によって、あらたな企業像を

創造する。

ウイルス禍以後の中小企業の経営課題を考えるとき、真の“働き方改革”、すなわち、「経営

とキャリア形成支援策を統合する」という改革を、中堅企業・中小企業が試行することがカギと

なる。



さいごに、――＜社会保険労務士が果たす役割＞について

ウイルス禍にあって、政権の産業政策と雇用政策に注目すべきですが、この節目・

移行期にあって、労働政策を支え、下から進める労務自体の主体的な取り組みも重要

となると思います。

ウイルス禍の状況にあって、ウイルス禍以後、経営者が雇用を創出し、労働環境を

整備し、企業理念の再構築と組織の再編成に向けて、働く人々を組織・運営に参画さ

せていくことが望まれます。


