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第１回「中学生の職場体験推進協議会」議事要旨 
                        日 時：平成 17年 5月 16日(月) 
                                                      午前 10時～正午 
                       場 所：第一本庁舎 42階特別Ａ会議室 
                       出席者：５８団体（１３団体欠席） 

事務局ほか 
 
（事務局） 
 － 開 会 － 
ただいまより、第１回「中学生の職場体験推進協議会」を開催いたします。開催に先立ちまして、

竹花副知事からあいさつをいただきます。 
 
（竹花副知事） 
 － 副知事あいさつ － 
皆さんおはようございます。東京都副知事の竹花でございます。お忙しい中おいでいただきま

してありがとうございます。本日の会議は私どもにとって少し嬉しい会議になります。皆様にお

集まり頂き、中学生の職場体験を活性化させていくという動きが本格的になっていく記念すべき

会合だと思っております。ご案内のように、東京都では平成 15 年 8 月に、緊急治安対策本部を

設けまして、最近の低年齢化あるいは凶悪化する少年非行に対してどう対処するかと言う問題を、

一つの課題として取り組んでまいりました。その間にも全国的には、少年の事件が様々起こりま

して、どうしてこういう事件が起こるのか、慨嘆する声はあちこちから上がっているわけですけ

れども、私どもは慨嘆するばかりではなくて、これまで様々な形で具体的に非行防止対策に取り

組んできたところでございます。 

その課程で私どもが実感したことは、現に罪を犯した子どもたちに、二度と罪を起こさせない

ようにする取り組みも非常に重要ではありますけれども、それだけにとどまってはいられないと

考え、むしろ積極的に、社会に有用な人材として子どもたちを育てていくための試みが、もっと

強力に推し進められてもいいのではないか、との考えに至りました。それと同時に、子どもたち

にせまっている危機というものを、様々な角度から検討されるべき時代に来ているのだという思

いもございました。例えば、携帯電話･パソコンの普及によりまして、子どもたちは、私たちが

育った時代とはまったく違う時代にいます。また、劣悪な情報というものも然りながら、例えば、

テレビゲームなどにのめりこむといったことで、本来あるべき人間関係が築けないなどの問題も

指摘されています。また、どういうわけか猥褻というものに寛容な我が国の社会の中で、子ども

の性行動の低年齢化が進んでいることも、子どもたちの健全な育成の障害になっています。こう

した個別の問題を大人社会がしっかりと認識をして、もっと積極的に子どもたちには「こう育っ

てほしい」とか、「こういうことを社会に出るまでに小学校･中学校の時に分かってほしい」とい

う、しっかりしたメッセージを届けることが必要です。そのためには、様々な取組みが必要であ
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り、例えば小学生には、自然体験を一週間程度やらせてみたい。いわゆるバーチャルの世界のも

のではなく実際の体験としての経験や、集団行動の中で人間関係を育むなど効果が期待されます。

また本日の会議の議題になっております職場体験も、こうした流れの一つです。都内全ての中学

生に 1週間程度の職場体験を実施したい。その中で、大人社会で生きていくこと、働いていくこ

との中で大切なものは何なのか、を分かってもらいたい。また子どもたちを育てるため、親も学

校も社会も一緒になって取り組んでいくのだと言う気運をつくり、失われつつあった大人と子ど

もの「育てる・育てられる」という関係を取り戻していくと共に、大人社会として子どもたちに、

しっかり育ってほしいという、強いメッセージを伝えたい。もちろんそれは手数のかかる仕事に

なりますから、この手数のかかることを大人社会が、力を併せてやっていくことが、大人の気持

ちを伝える一つの方法ではないかと思ったところです。 

では何故、職場体験か？と言うことになりますが、まず、どんな子どもでも、村上龍さんでは

ありませんが、大人になれば生活の糧を稼がねばならないということや、仕事という中身こそ

様々な人間関係を集約している部分があるわけです。私どもにはちょっとした手本がありまして、

それは兵庫県の事例ですが、以前兵庫では、酒鬼薔薇事件と言うのがありましたが、事件発生６

年後くらいから実施されている「トライやるウィーク」という一週間程度の職場体験のモデルが

あります。この成果がしっかりしたものであると、私自身も兵庫県に何度か足を運び、関係者の

方のご説明も受ける中で確信を持ちましたし、また富山でも、皆さんご覧になったかもしれませ

んが、この職場体験に関する「クローズアップ現代」の報道がございました。そして、この職場

体験事業が、青少年育成の一つの切り札だろうと感じたわけでございます。 

そういうわけで、この事業を東京でも取りいれようという方針を固めましたのは、昨年の 11 月

のことでした。知事にもご報告しましたが、知事からは、「一週間といわず二週間ぐらいやった

らどうだ？」というようなお話もありました。しかしながら学校のほうでは、様々なことをやっ

ているわけですから、まず何とか５日間、連続して５日間の職場体験をということで全都の中学

２年生を対象に実施したいということで、各区市町村･各区市町村教育委員会への働きかけを始

めたわけです。これも、今年度平成１７年４月以降の話ですから、少しタイミングが遅いわけで

すね。そういう意味では、受けるほうの教育の世界も、「そんなに急には出来ない」ということ

もありましたし、もう一方では、中学生の学力問題というものがあります。「学力の向上」を目

指している中で、更に東京の中学生に行わせるのかという意見もあります。更に悪いことに、総

合的な教育課程の見直しという動きが生じてまいりました。職場体験というのは、おおかたの中

学校で総合的な学習の時間に実施するケースがあるので、その時間が減らされるという可能性も

ある中で、中学生の職場体験事業をやろうじゃないか！という呼びかけをしたわけですから、こ

の事業の実施に向けては、なかなか足並みの揃いにくい状況がありました。 

そういう中で、私どもは都の教育庁とも相談をしながら、多くの方々のお力を借りながら呼びか

けましたところ、今年度一万人の中学二年生が、職場体験をやろうという準備を進めることが出

来ました。一万人と言うのは全都の中学校二年生の１３%です。たかだか１３%と思われるかもし

れませんが、この１３%一万人が週５日間連続して職場体験するというのは大変なことですし、
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３日間やるのが五千人います。こうしたことを考えますと、この職場体験事業というものを大事

だと考えてくださっている方が、学校の校長・教員･親･地域の方々の中にも多くいらっしゃると

いうことの証であろうと思います。東京都は、この１７年度の取り組みを成功させて、その成功

体験を元に、色々ご心配になられている他の区市町村・中学校の皆さんにご理解を頂いて、何と

か平成１９年度には、全都の中学校に職場体験を拡げていきたいということで準備を進めてまい

ります。 

少し長くなりましたが、このような気運の中で、この会議が開かれているということをご理解

頂きまして、東京都・東京都教育委員会･各区市町村･各区市町村教育委員会･各中学校の取り組

みに、ぜひとも皆様のお力をお借りしたいということを、お願い申し上げる次第でございます。

なにとぞよろしくお願いします。 

 
（事務局より） 
出席者の紹介および委員長･副委員長の提案を行い以下のとおり決定 
委員長に近藤理事、副委員長に舟本理事を選出。 
 
（近藤委員長あいさつ） 
みなさまおはようございます。ただいま委員長にご指名いただいた、教育庁理事の近藤でござ

います。先ほど竹花副知事のほうから、昨今の青少年問題の深刻さにつきましてお話がございま

した。これにつきましては、皆様ご存知のとおりでございましょうが、どちらかといいますとこ

の青少年問題ついては、さまざま深刻な状況にあるということは皆様分かっていますけれども、

それに対して、嘆いたり、批判したり、それだけなのですね。対して青少年の問題についてどう

しようか、というような声は中々上がってこないというのが実態でございます。この中学生の職

場体験につきましては、いずれにしましてもこの事業を通して、何か子どもたちにいいものを与

えたい。すなわちこれは、とにかくやることによってこれを学ぼう、成すことによって学ぼうと

いうことでこの事業を立ち上げたわけです。いずれにしましても、人間にとって根源でもある「働

く」ということを通して、中学生の健全育成に対して頑張ってまいりたいと思いますので、ご協

力のほどお願いいたします。 
 
（舟本副委員長あいさつ） 
副委員長にご指名いただきました、舟本でございます。私は 4月 1日付けで、警察庁から東京

都のほうへ参りました。直前までは警察庁で捜査２課長をしておりまして、ちょうど今、社会問

題になっております「振り込めサギ」や自殺の事件などの捜査を担当しておりました。この「振

り込めサギ」については、ほとんど実行者が青少年でありました。また数年前には警察庁の少年

課長をやっておりまして、平成 10 年から二年間やっておりましたが、凶悪な少年事件が立て続
けにありました。このような経験の中で感じましたことは、凶悪な犯罪を起こす青少年の規範意

識の薄さでありました。また、普通の子どもたちが突然重大な事件を起こすということにも大変
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衝撃を受け、対応をしてまいりました。これらは子どもたちだけの問題ではなく、むしろ社会全

体･大人の問題でもあると痛感したわけでございます。委員長がおっしゃられるように、何とか

取り組みをしていかなければならないと思う次第です。こういった具体的な施策、一つ一つの取

組みが健全な社会をつくるとおもいます。微力ながら力を尽くしてまいりたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 
 
（事務局より） 
本協議会の日程･配布資料および議事「（1）①中学生の職場体験推進協議会の設置」について、
青少年育成総合対策推進本部から説明 
 
○開催時間、議事を説明、配布資料の確認（事務局：渡部副参事） 
○議事（１）①中学生の職場体験推進協議会の設置について説明（事務局：渡部副参事） 
・今年度２回程度協議会を開催する予定です。次回は秋を予定しています。 

・この協議会の開催の外に、課題の検討のため部会の設置や個別にお話を伺う機会を考えてい 

ます。その場合は事務局から関係の委員の方に直接ご連絡をさせていただきますので、ご協力い

ただきますようよろしくお願いします。 

・また、本協議会は、柔軟な運営を考えており、趣旨に賛同いただける産業団体等について、適 

宜参加していただけるように依頼します。   

（これまでの東京都の取組みの説明） 

・庁内推進会議及び東京都関係機関・施設等での受入状況について説明しました。今後は、ご協

力いただいている各団体企業様の中学生の職場体験協力事業所一覧を庁内のもの同じように作

成し広く公表していこうと考えております。いまのところ、ファミリーマート・ミニストップ･

スリーエフさん、清澄株式会社さん、株式会社サミットさん、東京都自動車整備振興会さん･ド

ラッグストア協会さん花キューピットさん京王バスさんイトーヨーカドーさんなど多くの事業

所の方に受入れのご協力についてご回答を頂いています。また皆様方にはご検討いただきまして、

私どもに受入れのご連絡をいただければと思っております。 

・ポスター、パンフレット等様々な方法による普及啓発について説明しました。 

これから作成する予定のものについて出来たら皆様のところにも送付します。 

・事業名称に対する意見について 

本事業の名称については、都内中学校への公募により正式に決定する事としております。中学生 

から応募のあった約 3,000 件の中から事務局で 30 点ほど選んだものを資料 4 に取りまとめてあ

ります。適当と思われる２つに○を付けてこの協議会終了時にご提出いただくようにお願いしま

す。皆様方からのご意見を参考にさせていただき、改めて事務局で検討したいと思います。 
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○議事「（1）②について事務局から説明（事務局・上原主任指導主事） 
教育庁指導部主任指導主事の上原と申します。どうぞよろしくお願いします。本日はお手元の

資料Ａ３版のものがあろうかと思います。一つは「中学生の職場体験の充実に向けて」と一つは

「のぞましい勤労観･職業観の育成Ⅱ」でございます。こちらが私どものご用意した資料でござ

います。－以下資料の説明－ 
 
○議事「（２）杉並区、江戸川区、町田市の職場体験の取組について」、出席の 3区市教育委員
会から説明 

 
（杉並区･納富教育長） 
本区の場合、すでに１校、５日間の職場体験を実施していた学校があったということもありま

して、多少ギクシャクしたところがありましたけれども、学校側としては積極的に受け止めると

いうことで、来年１月にかけて２３校二年生を中心に職場体験に取り組むことにいたしました。

さる４月２２日には２１関係団体による推進委員会を立ち上げさせていただき、現在は学校が傘

下の商店街や公共施設等にあたって、生徒の受入れ先を確定しつつあるところです。とにかく１

年間やってみれば、必ずや子どもたちの育ちにきっと役立つでしょうし、地域の皆様のご理解が

広まっていけば、学校と地域が共に連携し中学生の育ちを支えていくことになるため、私どもと

してもお願いをし、事業を進めているところです。 
学校によっては、商店街を地域にもっていないようなところもありますので、子どもたちが働

く場所までの往復の交通費をどうするか、保険をどうするか等の問題はあります。なお、商品に

傷をつけてしまった場合の保険については別途加入をいたしました。いずれにしましても、皆様

方のご理解ご協力をいただきながら、本事業を推進していきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 
 
（江戸川区教育委員会・細谷指導室長） 
都の方でも先ほどご案内がありましたが、名称募集をされていますが、江戸川区では「チャレ

ンジ･ザ･ドリーム」という名称で事業を立ち上げました。資料のとおり、区の重要課題として子

どもについては、自立心あるいは社会性の欠如、生活上の問題行動、更に大量の不登校児童・生

徒の発生というような状況を抱えていました。私自身が以前、教育庁の指導部におりまして、平

成１２年になりますが、神戸の「トライやるウィーク」を視察する機会がありました。実際、取

り組まれている方々のお話をうかがい、この職場体験事業が、江戸川の持っている問題を解決す

る有効な手段であると考えておりました。 
今回の都のお話はたいへんありがたく、手を上げたわけです。また、本区は３３校あるわけで

すが、すでに２５校が何らかの形で、職場体験を実施しておりました。中でも子どもたちから色

んな声を聞いていました。例えば、ある子どもは、挨拶など礼儀も大事だけれど、自分の言いた

いことを相手にちゃんと伝えないと周りに迷惑をかけることが分かった、あるいは働くというこ
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とについて、体験を通してただ自分のためにお金を稼ぐということではなく、利用者のために最

善をつくし、自分の職場での責任を全うすることであるとか、世の中やその地域の人々の生活を

支えるためにも必要なのではないか、といった勤労観をはぐくむ成果があることが学校から報告

されていました。今回連続５日間の事業について、大変難しいところもありますけれども、取り

組んでいこうと決めたわけです。資料の中に本事業の狙いを書いてありますが、多くの学校では、

進路指導の位置づけをされているようですけれども、道徳や総合学習の時間等に取り組めるよう

な表現になっております。また昨年から、職場体験事業を実施されています学校の中で、本日の

会議にもご出席されていますが、本区の小松川一中では、５月２３日（月）から５日間行う予定

になっており、竹花副知事さんにもこの現場を見ていただくことになっておりますが、この事例

を今後の検討事例として、２学期以降にも実施する各校の取り組みに反映させていきたいと考え

ています。現在の課題で学校がいちばん心配しているのは受け入れ事業所の問題です。もう一つ

は活動中の事故の問題です。生徒自身については、授業中のものとしてすでに対応がされている

わけですが、対物対人というところではカバーされないため、保険の関係の心配がありました。

この保険に関しましては教育委員会で一括して加入することで対応しましたが、やはり受け入れ

先が中々なく苦労しているところです。資料にもあるように、区長名でお願いの文書を出し、教

育長自ら、各団体に説明にうかがうなど努力をしています。おかげさまで、都の方で積極的に広

報に取り組んでいただき、知事の定例記者会見や竹花副知事からアピールしていただくなどの結

果、団体さんのほうから、もう都の方から聞いているよという、力強いお言葉を頂くようになり、

現在、すでに７５０以上の事業所で受入れをして頂くことになっています。ただし、区としまし

ては、一事業所あたり３名以内程度でお願いしたいと考えており、現在４６００名の生徒がおり

ますので、最終的には１５００事業所を目標にお願いしています。今後も事業所の開拓を積極的

に行ってまいりますので、関係各位のご協力をお願いします。今後、本格的な実施に向けて更な

るご協力をお願いします。 
 
（町田市教育委員会・梅原指導課長） 
町田市では、9月 26日（月）から 30日（金）までの５日間、連続で本市 20校の中学校第二
学年の生徒が一斉に職場体験に取り組みます。本市では町田市職場体験推進協議会を立上げ、関

係機関・団体の代表者の方にお集まり頂き、趣旨のご説明を差し上げまた、ご協力の要請をして

います。また、私どもの庁内においても職場体験推進委員会を立上げ、関係の部局長で構成し、

庁内での受入れに取り組んでいます。また中学校においても、学校現場での責任者が集まる調整

会議を設けまして、情報交換等準備を進めています。当方も、地元の商工会議所等に出向き、個

別にご相談差し上げて説明申し上げたところ、協力をしてくださるという心強いお言葉をいただ

いています。本市にある大学をはじめ、高等学校･小学校･幼稚園･保育園等にも声をかけていま

す。資料には、協力を依頼する際の説明資料をいくつかつけております。 
また、ポスター等を作成しましてお願いに上がろうと思っているところです。現状では、本市に

2800人の二年生がおりますけれども、ご協力くださる事業所は、1,500程度という状況でこの受
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入れ事業所の絶対数不足が、やはりいちばん大きな課題です。私どもが事業所に参りましてご説

明申し上げると、「趣旨は良く分かった」「良い事だと思う」「地域で支えていくというのはとて

も大事な事だ」と、おっしゃっていただけます。しかし、現実的には、一日二日であったらもろ

てを上げておいでくださいといえるのだが、週 5日間のメニューを考えるのが大変だ、事故があ
った場合の対応はどうするのか、また、私どもの実施時期の９月末というのが、企業によっては

決算の時期にあたり、この時期でなければ良いがという話もあります。また、個人情報を大量に

あつかうような企業では、やはり受入れは難しいようです。その一方で、受入れ事業所でよくご

理解頂き、１日目から 5日目までのメニューをよく考えていただいているケースもあります。昨
年まで職場体験･職場訪問は、一日ないし二日で行っていました。教育委員会や学校においては、

５日間にするという新しい取り組みにチャレンジしていますので、皆様方にご協力を頂いて、是

非受け入れ先を確保してまいりたいと思っております。 
私どもはこの状況にあって、教育委員会に受け入れ事業所を開拓する専従の開拓チームを作り

ました。来週の月曜日から２０日間程度になると思いますが、市内の事業所・企業･個人商店等

しらみつぶしに回っていく予定です。私どもも一生懸命頑張りますので、よろしくご協力のほど

お願いします。 
 
○議事「（３）産業団体等の職場体験の取組について」 
 
（東京都商店街振興組合連合会 富岡振興課長） 
中学校の職場体験については、３月に竹花副知事からお話を頂戴しまして、その後担当課長さ

んに２３区･市の理事会でご説明をしていただきました。それを受けまして、私ども 3500の団体
に対して、お手元にお配りしておりますように広報紙に副知事のコメントを掲載させていただき、

まず情宣活動に勤めています。また、杉並区、江戸川区、町田市における取組ですが、杉並区教

育委員会さんとお打ち合わせをさせていただいているところと報告を受けています。江戸川区さ

んについては、区内の商店街と調整中との報告を受けています。また、町田市さんともお話をさ

せていただいているところと聞いています。 
職場体験ではございませんが、万引き防止の観点から都庁さんの要請も受けまして、某区某学

校で、商品を盗まれた商店主はどういう気持ちになるのか、ということを講演してくれとのこと

でしたので、お話したケースもあります。このように、学校に対して様々な協力を行っていると

ころです。 
 
（社団法人 東京青年会議所 藤井副理事長） 
青年会議所は２５歳から４０歳までの親の世代でもある青年経済人や中小企業の経営者が中

心となって活動しています。いろんな方が入会され、特徴としては、２５歳から４０歳までとい

う色々動ける時期に、地域に根ざした活動を行っています。本日配布しています「ＫＯＴＯ社会

体験実習のまとめ」という資料がございます。江東区の例ですが、１９９７年から社会体験実習、
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いわゆる職業体験実習を試み的にスタートしました。５年かけて２３校中７校に社会体験実習を

行ってきたところで、先ほどのお話にもありました、事故や器物の破損などもありましたし、色々

な経験をしてきましたが、５年かけてこの活動も広がりを見せてきました。江東区の委員会は１

２～１３人と少ない人数なのですが、最終的には１４０ヶ所を超える事業所にお願いして事業を

実施してきました。資料の裏面には、具体的な事業に参加した中学生の感想文をつけております。

それと資料の右側には「生徒たちが経験したなかで学んだことはなんですか？」ということをキ

ーワードに、１～２点あげさせたものを集計しています。このキーワードを見ると、正に今の社

会･青少年に必要なことがたくさん含まれているように思います。下段には後輩たちに職場体験

の経験を伝えるような部分として感想を聞いていますが、中でも昨今の社会情勢の中で足りない

ものというのは、この体験活動の中で補填されていくもののように思われます。江東区の事例を

機に、東京青年会議所の中でも、江戸川区さんを始め多くの地域で取り組みがありますが、各地

域を通した職場体験について協力してまいりたいと思っています。ただし今回、５日間というこ

とに関しては、５日間の価値は知りつつも、踏み出せなかったところがあります。しかし、民主

体で出来なかったところが、今回、官民共同で取り組んでいくことにより、５日間の職場体験が

可能になると思いますし、その効果は素晴らしいものがあると思います。ただし、やはり５日間

というものが企業側といたしますと負担感があり、中小企業では、自分の仕事をとめてまで対応

しなければならない部分もありますし、相互方向のお願いの部分でもインセンティブであるとか、

いろいろな形でクリアしていかないと、１～２年という短年度でなく、長期的に継続的な事業と

して東京都に根付かせていくためにも、クリアしていかなければならない課題もあります。 
また「地域」というキーワードです。学校区の中の企業においては、その学校への思いは特別

なものがありますので、地域性というものは重要なのかなと思っています。この地域性は、深く

なるにしたがって、街全体で子どもたちを見守る環境も出来てくると思っております。いずれに

してもこれまで取り組んできた事業でありますし、青年会議所といたしましても、ご協力をさせ

ていただきたいと思っております。 
 
（日本フランチャイズチェーン協会 ミニストップ 川崎氏） 
本年度２月から弊社の取り組みとして、「チャイルド・インターンシップ」を作り上げました

のでご紹介させていただきます。 
－以下資料にそって、パワーポイントを使い説明－ 
 
○議事（4）今後の方策、課題等についての意見交換 
 
（東京都社会福祉協議会 中村） 
先行的に区市町村で実施されているところでは、中学生を職場に受け入れに際して、保険を各

区市で必ず入るような仕組みになっているのか、また、福祉施設等に従事するような中学生には、

本人が感染してしまう、他人に感染させてしまうことの両方の可能性があります。インターンシ



 - 9 - 

ップ等で学生を受け入れる場合でも、所定の健康診断等が行われていることが条件になるが、中

学生の通常の健康診断では検査項目が足りないのではないだろうか。私どもだけでなく、本協議

会には医療関係の団体も多く出席されているので同じようなことを危惧されていると思います

ので、どのようにお考えかお聞きしたい。 
 
（江戸川区立小松川第一中学校 宇佐美校長） 
保険については先ほどのご説明のとおりです。健康診断については、食品関連の事業所などで

の受入れに際し、検体等について、事前に教育委員会と連絡をとりながら、対応しています。そ

の予算についても、今教育委員会の方で検討しています。 
今協議会で各団体さまで大変なご努力を頂いていることが良く分かりましたので、学校に戻りま

したら教員にも伝えたいと思っています。また、福祉関連施設のように子どもたちには、普段見

えにくいところや、コンビニのように馴染み深いところなど、様々な場があります。その様々な

場を広く体験してほしいという想いが、学校にはあります。お世話になること多々あると思いま

すがよろしくお願いします。 
 
（東京都歯科医師会 高野理事） 
素晴らしい経験を、それぞれの中学生はすると思いますが、一人の生徒がいける事業所は一箇

所だけだと思います。ですから、ほかの体験も共有できるような５日間の職場体験＋１日の事後

体験というようなものもあると良いと思います。各学校ではどのようにお考えなのでしょうか。 
 
（近藤委員長） 
いま事後教育というお話がありましたが、当然事前の教育も含めて実施していくこととなりま

す。実態としては先生方いかがでしょうか？ 
 
（町田市立鶴川中学校 新田校長） 
市教育委員会と学校で準備を進めているところです。事前教育に関しましては、望ましい職業

観の育成ということは、中学１年生の終わりごろから取り組みを始めています。すでに、生徒た

ちは自分がどんな職業を知りたいかなどを取りまとめて、学校中に掲示するなどの授業も行って

います。このようにして生徒一人ひとりが調べますが、必ず体験できるとは限りません。受け入

れ先の問題もあり、町田市では、９月２６日から３０日に一斉に実施しますので、本当に枠が狭

まってしまいます。まずは各学校で体験発表会などを実施したのち、代表が東京都の教育の日に、

町田市の少し大きめの会場で発表たり、各学校で報告書を作るなどの方向で進めております。こ

のような方法でたくさんの方々に、子どもたちの声を聞いていただけるのではないかと考えてい

ます。 
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（東京都塗装工業協同組合 山岸理事長） 
組合に参加している会社が６００社ほどあります。すでにこの事業については周知し、直接依

頼があったら、対応してほしい旨伝達しております。ご質問ですが、受入れに当たっての最低限

の条件等についてお示しいただけますか？ 
 
（近藤委員長） 
町田市の例にあるような、Ｑ＆Ａも参考になると思われますが、いずれにしろ、きちっとした

形である程度お示しする必要があると考えています。要綱等は各教育委員会等で作製しているわ

けですが、実施上のマニュアルのようなものは今後検討させていただきたいと思います。 
 
（社団法人 日本造園組合連合会 東京都支部 白井支部長） 
造園業は朝が早い。職場体験の時間帯はどのようになっているのか？またすし屋さんに話を聞

いたが就労時間が長時間にわたることもある。どのように考えるのか？ 
 
（江戸川区立小松川第一中学校 宇佐美校長） 
基本的にはこどもたちが学校にいる時間であり、８時から１６時ということでお願いしていま

す。業種によっては時間帯が変わるケースもありますので、家庭で相談していただいた上で生徒

の希望に応じて、学校を通して事業所に伝えるというやり方で、可能な限り体験できるように検

討しています。本校は 5月 23日（月曜日）から職場体験が始まるということで、中間試験が終
わったあと子どもたちに電話連絡の仕方といったことまで指導することになっています。この職

場体験に付随して様々な学習が出来るようになっています。また、本校では９月に職場体験報告

会を実施する予定です。ここでは、体験にご協力いただいた事業所の方をお呼びする予定です。

また、事前にも、幾つかの受入れ事業者の方に学校へおいで頂き、直接子どもたちに、受け入れ

についてのお話をしていただきました。中学校三年間というのは、大人になるため、社会に出る

ための３年間だと思います。社会の皆様にもご協力頂き育てていただければと思います。 
 
（東京都町村会） 
具体的な事例集･マニュアル等をご用意いただければありがたいが。 

 
（近藤委員長） 
今後検討してまいります。これで協議のほうを終わらせていただきます。 
次にアドバイスをいただきたいと思います。 

 
（独立行政法人労働政策研究･研修機構 下村研究員） 
キャリア教育の関係を研究してきた立場でこれまでの経過を踏まえ、少しお話させていただき

ます。また、数年前からキャリア教育の関係では、教育委員会や学校と連携を取らせていただい
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ております。このような経験も踏まえてお話させていただきます。アメリカのキャリア教育の経

緯は、日本で考えられているような成功の歴史ではなく、挫折の連続であったとも言えます。そ

こから、日本のキャリア教育の参考とすることが出来ます。その中で、注視していることは、 
バック・トゥ・ベーシック（基礎に立ち返れ） ということが壁となって挫折していることで

す。いわばこれは、キャリア教育や総合的な学習の時間にかまけている暇があれば、基礎の教育

に力を入れるべきではないかという意見です。キャリア教育は、今日のお話にもあったように、

運営上の問題も一つ一つクリアしていかなければなりません。アメリカのように理念のレベルで、

コンセンサスの部分でおおきく食い違い頓挫していくというパターンも、みられていると言うこ

とに留意していかなければなりません。今回あまりお話には出てきませんでしたが、注意を促し

ておきたいポイントは、キャリア教育にいかに家族を巻き込んでいくかという点です。子を持つ

親の気持ちとしては、子がそれ相応の年齢になったらいい学校に行ってほしい、と思うのが自然

なところです。そうした学習に職場体験を結び付けていくことが重要です。親からすれば、進学

について学校に指導してほしいというニーズは当然で、これに応えることが学校の一つの立場で

すので、そうしたことについても反映していきたい。子どもさんが親にどのような職場体験をし

たのか話し、その話した内容を学校に提出することもキャリア教育の現場では行われています。

実は、この家族をキャリア教育に巻き込むというのは、われわれの研究の最先端の研究課題でも

あり、今後皆様方にも意識をしておいていただきたいと思います。 
バック・トゥ・ベーシックの関係から、今アメリカのキャリア教育の文献では、キャリア教育

がどれほど学業に影響があるのかを実証する研究が大きく見られるようになっています。実際キ

ャリア教育というのは、受けた子どもたちの学業成績も上げていく、学習に対する意欲も上げて

いくという研究の結果が蓄積されつつあります。ほかに、兵庫の「トライやるウィーク」の取り

組みを見て研究者が驚いたのは、登校拒否など、生活指導面にも大きな効果があることが分かっ

てきたことです。こうした多様な側面を持った職場体験の一つを取って、様々な展開・効果が期

待できるという点で、今回の東京都の取り組みも大変素晴らしい効果が期待できるものと思って

います。 
最後にわれわれ心理学者の間で、よく知られている知見で、かなり手堅い知見と思われるもの

ですが、同じ能力の子どもを２グループに分けて、指導する先生に、一方は成績優秀なグループ、

もう一方はそうでないグループとして情報を与えたところ、成績優秀グループの学習効果がぐん

ぐん伸びていくということが知られています。これは、大人の側で子どもに期待をかけるという

ことが、子どもの成長におおきく影響を与えるということを示しています。今回このように大勢

の大人が、子どもに期待をかけ取り組んでいるということを子どもたちに伝えていけば、もっと

大きな効果が期待できるのではないかと考えています。 
 
（国立大学法人東京大学 玄田助教授） 
最初に副知事からお話がありましたとおり、中学生の職場体験の取組は、兵庫県と富山県でも

実施されています。兵庫県の場合には酒鬼薔薇事件という大変ショッキングな事件がありました。
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通常は一部の若者の特別な事件と思われていたものが、これは特別の問題ではなく、全ての子ど

もたちが危ないんじゃないか、地域として社会として大人として取り組んでいかなければならな

い、そういう意志のもとで始められました。それに対して富山県は、遅れること１年余りで始ま

ったわけですが、０からのスタートでした。富山県は教育に熱心な県で地元が子どもたちを支え

るという意識の強い所でもあります。あるとき富山県の教育委員会の方が、富山県で行われてい

る「１４歳の挑戦」という事業をある学会か何かで発表されたそうです。そのときに、多少皮肉

も込めて、参加したある方はこの発表に対して、こんなことを言ったそうです。「それは富山県

のように教育に熱心なところだから出来るのだ」「東京には無理だ、東京の大人は地域のことな

ど考えていない」といったそうです。それは富山県だから出来ることで、兵庫県も特別のことが

あったから出来るのだと。 
私は、これは「うそ」だと思います。全国で 120万人の中学二年生がいます。世の中には事業
所は約 600万事業所があります。先ほどお話があったように、子どもたちは、一つの事業所に３
人～４人の少人数で訪れます。120万人の若者たちが仮に４人一つの事業所で受け入れるとすれ
ば、単純計算で 30万事業所が必要となるわけです。600万事業所のうち 30万事業所、事業所全
体の５％です。もし東京のたくさんある事業所で、この５％がこの事業の意味が理解できなけれ

ば、東京は終わりです。５％の本気になれる事業所がなければ、もう何の可能性もありません。

確かに受け入れ先の開拓は大変でしょう。いちばん大変なのは先生です。いま先生方、大変お忙

しいです。授業の５日間の中でちゃんとやる、また、いろんな困難をもつ子どもたちと向かい合

っていかなければならない。先生方も大変疲れていらっしゃいます。それに加えて、まだやろう

といっているんです。また、大変なのは、疲れているというだけではない、ある先生にこう言わ

れました、「あなたたちは、こどもたちが１週間、自分の目の前からいなくなる怖さが分かりま

すか？」と。自分の大切な生徒が５日間いなくなるんです。社会に助けてもらおうということの

怖さはわかりますか？と言われました。 
やってやろうじゃないですか！５％の事業所が大人が本気になってできるって事を見せられ

なくてどうするんですか？だから、絶対に出来ます。先生方も大変ですけど、みんなで救ってい

く、いまこれを出来なければ、何も出来ないです。何のためにやるのか、それは一点です。 
「子どものため」です。これ以外なにもありません。家庭も教育も仕事も全て「子どものため」

一点でつながります。昔、大学では、けちなやつはいい学者にはなれないと言われました。多分

それはいい先生にはなれないし、けちなやつはいい経営者にはなれないし、いいサラリーマンに

も都の職員にもなれないと思います。詰まらんけちな目先の計算のことを言う人は、この取り組

みに入ってくれなくていいです。そりゃ、子どもを受け入れるというのは大変ですよ。受け入れ

たからといって、何もいいことはありません。目先のメリットはなにもありません。けど、やる

と楽しいですよ。子供が一週間でこんなに変わるのかって、実感しますから。最初は親御さんも

「勉強しないってどういうことだ」って言いますよ。けど、子どもがちゃんと顔が変わって帰っ

てきますから。その説得力って凄いです。やってみれば分かります。これが何故必要かは、やっ

てみれば必ず分かります。マニュアルも必要だと思います、が、今度、８２校が実施するとすれ
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ば、８２通りのやりかたがあります。一つの事業所がやることは、その事業所で考えることです。

もちろん保険の話とか、お金の話し、共通のルールは東京都にきちんと作ってもらわなければい

けないですけれど、やり方は各事業所で考えていただく。一週間何をさせればいいか分からない。

ちゃんといい大人は一週間の仕事を作ってあげられます。だんだんレベルアップして、子どもが

達成感を感じられるようなプログラムを作ってもらえますから。地域や企業の大人の教育力を私

は信じています。何の心配も要りません。絶対に出来ます。私は最後に大きな夢があって、今回

は江戸川と杉並と町田がやりますが、私には何の力もありませんが、私に出来ることがあれば何

でもやりたいと思っています。ただ出来れば、最終的には 11 月第二週、都内の全ての中学二年
生が一週間働けるようになればいいなと思っています。あるとき中学校にお邪魔したときに、中

学校二年生の 11月って大変なんですっていわれた。中学二年生 14歳って言うのは大人でもなけ
れば子どもでもない、大変揺れる時期であります。逆の言い方をすれば、色々なことを吸収する

時期でもあります。そのときにたった一週間でいい、本気で自分のことを考えてくれる大人。本

気で自分をしかってくれる大人。また時には、本気で、言葉で、目でほめてくれる大人に出会え

ば、その効果は一生残ります。こんな大事な時期が 14歳なんです。だからこの 14歳の取り組み
というのが、何故大事か、いまここで全ての若者たちに、チャンスを与える。それで、何故、11
月の第二週がいいか、そんなに大人本気になってやってるんだって、これが子どもたちには分か

るんですよ。この事業やることが大変だって。大人が本気になって、子どものためにって、ただ

一点でつながる、そういう姿を見せる。それだけであります。これがうまくいくと地域は変わる

と思います。学校と地域の関係も変わるし、家庭の関係も変わると思う。最初は先生本当に大変

だと思います。これから暑くなるので、本当に倒れないというのが大事です。大変だけれども最

終的に地域が、学校をサポートしてくれるようになったら変わりますから。また実は、いろんな

人が学校のことを批判するんですけれど、ご存じないんです。子どもたちを怖い怖いというんで

すが、ご存じないんです。これを機会に初めて子どもとか学校とか触れますから、まだまだ大丈

夫だ、大人の教育力というのをここで見せるチャンスだと思ってやっていただきたい。絶対楽し

いです。何のメリットもないといいましたが、本当はあるんです。職場の雰囲気が明るくなりま

す。子どもたちが来て働き出すと、職場の雰囲気明るくなります。とくにその職場でいちばん若

い社員が、それまで育てられる立場だった社員が、自分がたった一週間本気で中学生を育てると、

その若手社員は成長します。また日頃疲れてだらっとしがちな社員も、子どもの前では恥ずかし

い姿見せられませんから、妙にその一週間だけ気合が入ったりします。翌週から疲れたりなんか

もしますが。けど、いいんです。その活動がこれだと思います。ぜひ５％でいい。全ての企業と

か事業所が協力しなくてもいいんです。子どものためというただ一点で協力できるそんな大人を

結集しましょうよ。学校も大変だったら社会に助けてほしいとちゃんと言った方がいい。もう学

校だけで子どもは育てられないんです。社会の協力が必要なんです。全て自分たちで抱え込む必

要はないと思います。大変だと思いますけど、まずここでやってみることだと思います。そうい

う意味で、まず今年の実施校をひたすら応援するだけですが、ぜひ成功していただきたいと思い

ます。 
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（事務局より） 
「全都的な青少年育成の協議会」について、 東京都では青少年の健全育成を全都を挙げて進め

る総合的推進体制の確立のため、石原都知事を会長とする協議会を立ち上げることにいたしまし

た。その設立総会を 6月 9日（木）13:30 に都庁第一本庁舎 5階大会議場で開催されます。 

当日は、石原都知事にご出席いただくとともに、今日ご出席いただいております玄田先生に講演 

を頂く予定です。各団体から多数のご参加をお願いいたします。是非とも、6月 9日（木）にご 

出席をお願いいたします。  

今後の日程について、本協議会の第２回目は、秋頃に開催することを考えております。 

 

（近藤委員長） 

それではこれで、第一回「中学生の職場体験推進協議会」を閉会いたします。本日は、お忙しい

中ご出席いただき、大変ありがとうございました。 

 

（事務局より） 

－富山県の職場体験の事例を紹介したビデオを１０分程度上映－ 

 


