JILPT 調査シリーズ
No.120
2014年 5 月

『全員参加型社会』の実現に向けた
技能者の確保と育成に関する調査

JILPT 調査シリーズ Ｎｏ.120
2014年5月

『全員参加型社会』の実現に向けた
技能者の確保と育成に関する調査

独立行政法人

労働政策研究・研修機構

The Japan Institute for Labour Policy and Training

ま え が き
高い技術に支えられたものづくり産業はわが国の強みの一つである。今後、わが国が
持続的に発展していくためには、ものづくり産業において専門的な知識・技術をもった
技能者を育成していくことが必要不可欠である。
近年、少子高齢化の急速な進展により、近い将来、労働力人口の不足が予測されてい
ることから、高年齢者や女性、非正規社員など多様な労働者が参加する「全員参加型社
会」の構築が求められている。
そこで、独立行政法人労働政策研究・研修機構では、機械・金属産業などのものづく
り産業における高年齢技能者、女性技能者、非正規雇用技能者の活用や育成・能力開発
の実態などを明らかにすることを目的にアンケート調査及びインタビュー調査を実施し
た。
また、近年、ものづくり産業において、生産拠点を海外に移転する動きが一層活発化
するなかで、現地で働く技能者をどのように育成しているかについても調べた。
本報告書は、これらの調査結果をとりまとめたもので、第Ⅰ部では 2012 年 11 月に実
施したアンケート調査「
『全員参加型社会』の実現に向けた技能者の確保と育成に関する
調査」の集計結果、第Ⅱ部では 2013 年 2 月から 5 月にかけて実施した機械・金属産業 8
社に対するインタビュー調査の結果をそれぞれ紹介している。第Ⅲ部では、対象企業の
属性別の詳細なクロス集計結果を掲載した。
調査の実施に当たってご協力いただいた多くの企業の方々に、厚くお礼を申し上げた
い。
本報告書が、関係各方面で広く活用していただくことができれば幸いである。
2014 年 5 月
独立行政法人 労働政策研究・研修機構
理 事 長 菅野 和夫
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○本文中の用語の定義
【技能者】
製造現場でものの製造（切削、加工、組立、検査など）を直接担当している労
働者
【技能系正社員】
技能者のうち、正社員として働いている者
【高年齢技能者】
60 歳以上の技能者（正社員だけではなく、定年後の再雇用者、勤務延長者など
非正社員も含む）
【女性技能者】
女性の技能者（正社員だけではなく、非正社員も含む）
【直接雇用非正社員】
ア）パートタイム社員、イ）
「期間工」
「季節工」
「契約社員」などと呼ばれる
フルタイム契約社員、ウ）
「嘱託」などと呼ばれる定年後の再雇用者や勤務延
長者などで企業に直接雇用されている非正社員
【非直接雇用非正社員】
派遣労働者・請負労働者など企業に直接雇用されていない非正社員
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