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ま え が き 

 

 厚生労働省の『能力開発基本調査』によると、中小企業が Off-JT（＝対象者が通常の仕事

から一時的に離れて行われる教育訓練）を進めていく際、自社内での実施よりも他の機関な

どで行われている教育研修機会に依存する度合いが、大企業に比べて高い。そして、外部の

教育訓練、研修の機会を活用する場合、民間法人、公益法人が実施するものに加えて、経営

者団体、職業訓練法人等の実施する訓練・研修も活用しているというのが、中小企業の特徴

であること、従業員の能力開発において経営者団体への依存度がかなり高い業種があること

がこれまでの既存研究から明らかとなっている。これらの知見を踏まえると、他の主体の行

う訓練・研修への目配りはもちろん必要であるが、中小企業の Off-JT の実態に迫る上では経

営者団体の機能や役割に着目する意義は小さくない。 

 

以上の問題意識に基づき、労働政策研究・研修機構の調査研究プロジェクト『中小企業に

おける人材育能力開発・人材育成』（主査：佐藤厚法政大学キャリアデザイン学部教授）では、

2007 年度以降、経営者団体を対象とした事例調査を重ねてきた。本書では、サービス業分野

の 8 つの経営者団体を取り上げ、各団体が行う教育訓練活動の詳細に加え、活動の背景や活

動を進めていく上での課題、さらには仕事上求められる能力に関する基準の策定や厚生労働

省が進める「実践型養成システム」の活用などの新たな動きについてまとめた。なお、製造

業の経営者団体が実施している能力開発・教育訓練活動については、2010 年度に本書と同様

の形でまとめる予定である。 

 

本書が企業経営者、労働者、組合関係者、政策担当者をはじめ、中小企業分野の人材育成・

能力開発に関心がある方々に資するところがあれば幸いである。 
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