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労働者の職業技術教育の課題
一 戦後公共職業補導における学習権の保障か ら見た一―

田 中 萬 年*

は じめに

近年の科学 ・技術 の発展 はめ ざま しく,そ の成果 は教

育 内容に大 きな影響 を与 えてい る.し か し,学 校 にお け

る学習の内容は学習者の将 来の社 会生活 で共通 に役立っ

基礎 。基本でなければな らない とい う立場か ら、一 般の

社会人の教育 に比べ 内容改善 の影響 は少 ない、勝 田守一

が整理 したよ うに 二職 業 に関す る"労働 能力"も,本

来学校 の教育 内容 として位置づ けるべ きと毒 えるが,わ

が国では この点の研究 は大幅 に遅れ ている2)、 従 って,

科学 ・技術が 発展すれ ばす るほ ど学校教育 の内容は梅対

的 に基 礎 ・基 本に傾 斜する ことになる.こ のこ とは,教

育期間の終了 後,社 会で働 く者 は常 に科学 。技術の 発展

に遅れ を取 らぬために,努 めて学習 しなければ な らな い

ことを意 味 している.

この問題 は学校教育 での学習期間が短 い人濠 ど重要に

な る.そ の人 々は,ど ち らか と言 えば,"学 歴 社会"の

中では不遇 に甘ん じている,い わゆる労働者が 多い.つ

ま り,学 校教育 での学習期間が短い労働者ほ ど,社 会 に

おける職業 に閲す る学習 を保障 すべ き事 を意味 している,

その職業 に関す る学習 とは,発 展のめ まぐるしい今 日の

科学 ・技術の学習にな ることはい うまで もない3).

この ことは,換 言すれば,憲 法及び教育基本法 の規定

か ら,労 働者が職業副練 を受け る権利 があ るとい うこ と

に連な る.こ の課題につ い ては,佐 々木亨4)や 宮原誠
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,斎 藤將6)等 が論 じているので ここでは詳述 しない.

しか し,こ れ らの先行研 究では、職業安定法(昭 和22年

法律 第141号}下 の職業補導 と労働者 の学 習権 ・勤 労権

との関連 につ いては論 じられ ていない.つ ま り,当 時の

失業労働者 に対す る職業技術教育(職 業訓練}の保障は,

憲法 を基盤 に して,教 育基本法 と職業安定法の下で 二重

に保 障 され ていた と解釈 で きる.従 ってこの事は,1972

年夏 に東京 で開催 され た第3回 世界成人教育会議が行 っ

た有給教育休暇の実施 に関す る"報 告"7〕の先 鞭 をつ け

ていた といえる.そ こで,本 稿 ではその観 点か ら,先 ず

*た なか　 かず とし　 職業訓練大学校

職業安定法に基づいて戦後再発足 した公共職業補導が内

包 していた労働者 教育の概念 を明 らかに する8),

結論 を先に述べ れば,失 業労働者の教育 は職業安定 法

の公共職業補導によって保 障されていたにもかかわらず,

その理念は結実 した とは いえない.そ の要 因は,種 めて

困難な社会的 ・経 済的状況下で,そ の理念 を保 障す るだ

けのキ ャパ シテ ィが なか ったため とい える.し か し,戦

後の不況期 か ら経済が立 ち直 って きた時,何 故か その理

念は放簿 されその後 の労働者をめぐる教育の展開に当たっ

てほ とん ど注 目 され なくな った.こ の史実か ら,今 日の

教育におけ る課題 を吟味す ることが本稿 の目的であ る.

1.職 業 補 導 の 再 発 足 と薪 理 念

ところで,敗 戦直後の職業補導 の根拠規定は,一 千万

人を越 える と推定 された失業者 のた めに,1947K職 業

安定法が制定 され るまでは 「政府 ハ必要ニ 応 ジ職業補導

其 ノ他職業紹介 二関 スル事項 ヲ行 フモ ノトス」 とい う職

業紹介法(昭 和13年 法律 第61号)第3条 であった9),そ

の下 に戦後の体制に合わせ,194510月11日 の 「勤 労配

置規則(厚 生省令第40号)」 による 「地方 長 官必要 ア リ

ト認 ムル トキハ求職者二対 シ其 ノ就職前二於テ勤労適性

検査又 ハ勤労訓練 ヲ受ケ シムル コ トヲ得1第3条)」 や,

あるいは同年11月10日 の 「職業紹介業務規 程(厚 生省告

示第116号)の 「勤労 署ハ就職セル者 二対 シ必 要 ナル補

導 ヲ行 フモ ノ トス(第35条)」 の規定 によ る事業 で あ っ

た.つ ま り,そ の 「職業補導は戦争終結 に伴ふ産 業離 職

者,復 員軍人,海 外引揚者,戦 災等失業者 中直 ちに就 職

し得ざ るものに対 し,所 要の技能 を補 ひ,健 全 な る職 業

に速やかに就業 し得 る様指導 し,以 って民政安定 を図 る

と共に戦後の産業復興に資す ること」であった10),同 様

な ことは総 司令部(General Headquarters; GHQ)

も 「以前の職業や産業か ら解雇 された労働者が生産計画

と一致する新 しい仕事の中で安住 で きるよ うに,相 談 や

訓練 や就職 のサー ビスをす るものでなけれ ばな らない」

と政府 に勧告 していたlb.そ の 日釣は換言 す る と,職 業

補導は敗戦 日本の再建のための 「失業問題の解決 と産業
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経済の再開 と……の2大 眼 目達成 のた めの一助」で ある

との位置 づ けで あっだ12).こ の 「職業指導及職業訓 練 二

関 スル事務 ノ一部 ヲ分掌セ シムル為」 に早 くも1945年10

月27日 の厚生省官制中改正によ り,職 業補導所 を厚 生大

臣が設置す ると規定 した.そ の職業補導 は,戦 前 の機械

加工 中心の各種職業訓練 施設232所 の 内,戦 災 をまぬが

れ使照可能 な施設 において,主 として建築 ・木工 ・裁 縫

等の国民の衣食住に関連 した種 目に転換 して再開 された13)、

この様 な戦前 の体制 による暫定的な失業対策 としての

職業補導か ら,戦 後の新たな体制に転換す るた め には,

憲 法の制定 を待た なけれ ばな らなか った,つ ま り,そ の

新憲法 の基本釣人権の尊重 としての職業選択 の自由,及

び勤労権 の保障 の為 に職業安定法の準備が 開始 され た.

その職業安定法 の国会提案理由 を厚生大 臣は1947年8月

15日 に次のよ うに述べ ていた14).

終戦以来,職 業行政 において も大 きな転換 を致 して

参 りま した.終 戦迄 の職業行政は,一 言に して申せば,

労務の動員瀧 置を目的 としてfi7なわれたのであ りまし

て,現 行職業紹介法 も亦 この精神によって一貫せ られ

ていたのであ ります.し か して職業行政本来の目的は,

国民に対 して奉仕す ることにあ り,特 に憲法 の改 正 を

みて基本的人権の尊重が確立せ られた今 日にお きまし

ては,従 来の労務の統制配置 を目的 とした現行 の職業

紹介法 を廃止 して,あ らた に新憲法の精神 に則 る法律

を制定す る必要が生 じたのであ りま して,本 法案制 定

の主旨 もここにあるのであり ます.

本法案の目 的 とす るところは,そ の第1条 に明かな

如 く,公 共職業安定所 その他の職業安定機関 が,憲 法

第22条 の職業選択の霞由の趣旨 を尊重 しつつ,各 人の

有す る能力に適 当な職業に就 く機会 を与 えることによっ

て産業に必要 な労働力 を充足 し,以 て職業 の安定 を図

るとともに,経 済の興隆 に寄与す ることにあるので あ

ります,(中 略)

又職業 補導 にっ きましては,都 道府 県知事が主 体 と

なって これを行な うこ とを原則 と定めた外 、都道 府県

知事 に対する労働大臣 の援助の義務 につ いて規定 を設

けてあ ります.(後 略)

このよ うに,職 業安定法は新憲法の墓本的人権の 尊重

の主 旨に則って1947年11月30日 に公布 された.そ して,

その糖神 に基づ き新たに公共職業補導 の概念 を 「職業補

導 とは,特 別の知識技能 を要す る職業に就 こうとす る者

に対 し,そ の職業 に就 くことを容易に させるために必要

な知識技能 を授 けることをい う」(第5条)と 規定 した.

即 ち職業補導は失業者に対 し,そ の就職 を促進す るため

の勤蛍権の保障 として知識 ・技能 を授 ける学習権 として

の教育 ・談練 であった15).条 文に見 るよ うに,そ の職 業

補導の概念は,そ の内容 として労働者が働 く上 で職 業 に

必要な 「知識 と技能 」の学習 を保 障す る ことであり,後

述す る職業訓練法1昭 和33年 法律 第133号)の 目的規 定

とは大 きく異な っていた.こ の職 業補 導 に関 し,GHQ

のヘプ ラー人力班長 は 「この法律 の第2の 重要 な特色 と

しては,職 業補 導に関する ものであ る.… … 日本は この

計画の実施に 関 して,そ れが 公共職 業安定所 を通 じて行

われ る点に於て他 の若平 の国よ り擾れ て い る.」 として

いた16).

この様な職業補 導 の新理 念 を徹底 させ るため に先 ず

1947年8月 に労働 省 を創設 す る と同時 に,職 業安定 局

(一足早 く4月15日 の厚生省官制 中改 正 で,勤 労 局 を職

業安定局 に改編 していた)の 補導課 を改編 して職業補導

課 を設置 した.そ して,こ の行政緩織 によ り様 々 な指 示

を出 した,そ れは,1948年2月16日 の 「職業安定 法施 行

に伴 う職業補導実施 に関す る件」の通牒1711以 下 「職 業

情導実施通牒」 とい う)等 であ り,6月15日 の労働省 職

業 補導課長の全国課長会議に於け る 「新 しい職業補導 の

認識 と新方針 の実践 を望む 」 の訓辞18)や,亀 井光 の 「職

業安定法 の解説(上)・(中)・(下)」19)等 の各種 雑誌 に掲

載 した一連の解説論文であ った.

これ らの通牒 ・訓辞 あるいは解説 に基づ き,地 方 の職

業 補導施設 においては その新理念に よる職業補導の実践

に応 えよう としていた ことが窺 える.例 えば,岩 手県 で

は 「……職業補導は国家的 に重要な施策 となった 、今は

新 しい方針の下 に,従 来 とは全 く違 った観点か ら実施 し

てゆか なければ な らない,{そ のた め)地 方 に適 す るよ

う補導教程 を改編す る必要(が あ り),新 しい労働力 の

育成に,新 しい労働文化の建設」のた めに3日 間の研 究

会を開催 し,「"労 働文化の発祥は職業補導か ら"の研究」

に報告 した20」.そのため岩手県の 「補導所 では,補 導所

運営指針要網 の精神 にもとつ いて労働力の育成 職業 教

育の成果 を収 めるた め科学的,計 面的な工夫 を払ふ と同

時に,人 権尊重 の基盤 にた って,そ の人格 を養 い,教 育

を與 え,社 会生活の能力 を培 い,新 時代の立派 な動労者 ,

立派 な文化人 を育成す るこ とに日夜懸命の努力 を払 って

い る.こ の大 きな使命 を達成 す るた め」 の 内容 として

「新 時代の労働者育成 と補導員 の心構 え」 を報 告 して い

た21」こと等で ある.

勿論,こ の様 な労働 者の勤労権 の保障 は,当 然 なが ら

識者によって も主張 され ていた.例 えば,1946年is月 に

森戸 辰男はその論文 「新憲法 における労働権 につ いて」

において,「労働権 は労働意志 と労働 能力 を もっ失 業労

働者が,働 き口を見 出 しえぬ場合,国 家 にた い して これ
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が賦与 を要求す る権利 であ り、したがって国家の側 で は

これ を確保すべ き義 務が存 してゐる.そ れは慈善 又は救

済事業的 な ものであっては な らず,し たが って生活 保護

法 にお ける生業扶助 とは全 くその性 質を異 にす る」22}と

主張 した.ま た,同 年8月 の大河 内一 男の 「『完 全雇傭 』

と失業問題」23),あるいは翌年1月 の藤 林敬 三 の 「蛍働

者教育 に就 て」鋤 等の論文で もその理念が窮 える.

2.学 校 教 育 との 連 携 と断 絶

さて,新 憲法や教育基本法は,全 ての国民 に学 習 権 を

保障 しているが,こ の立場 に立 てば教育関係者 も労 働者

の教育 。訓練 を保障す る意見 を展開す るこ とにな るのは

当然 である.即 ち,「教育 の機 会均等 」 の 主 旨か ら,労

働者の教育の保障 を勧告 した1948年2月27日 の教育刷新

委員会第13回建議 「労働者に対す る社会教育につ いて」25」

は,教 育の機会均等理念 を保障 した建議の典 型であ る こ

とは周知の事であ る.具 体的には第3項 で 「労働者 のた

めの技能者養成所,見 習工教習所,纏 合学校等 の教育 施

設に対 して も前記の趣 旨の普 及徹底 を図 ること.右 の場

合,教 育の機会均等の趣旨に基 き,高 等学校,更 に大学

へ進み うるために,単 位制 ク レデ ィットを与 える措置 を

講ず ること 」 と建議 した.そ して建議 は文 部 ・労働 の

両省に相互協力 について協議するよ うに促 していた、

ところで当時,「産業教育 に関す る特 別な教 育会 議 は,

従来特に設 置 され ないで,教 育 全般 を審議す る 『教 育刷

新審議会』等 の教育会議 で審議 され ていた,し か しこれ

らの会議 では大網 を議す る程度 で,詳 細 に及 ばなか った

ので,こ れ らの会議 とは別 に 『職業教育及 び職業指 導委

員会』が,昭 和21年}1月1旧C・I・Eの 助言 な らびに文

部省 ・厚生省の計 らいによ って設置 された」.「これ ら産

・業教育関係会議は
,産 業教育の振興な らびに産業教育 に

関す る重要事項について調査審議 し,文 部大臣 に答 申な

らびに建議す る機関であ った.」劉.文 部省会 議室 に て第

1回総会 を開催 した 「職業教育並に職業指導委員会」は,

その 「審議事項 」 として学校 職業教 育に関す る件ばか り

でな く,「工場,事 業所 に於け る職 業教 育」 や 「職 業補

導」 を掲 げていた27),こ の審議 の結 果 は1947年6月 の,

「職業教育並 に職業指導行政機構 の刷新 拡充 計画(意 見

具 申)」劉 として先ず具申 された.そ の具 申では 「平 和国

家再建の基盤 を培 うには先ず ……文部 ・厚生両省の現機

構に再検討 を加 えると共 に地方庁 に於 て もこれ に関す る

専管の部課 を設置」す るこ ととして,各 部門別の具体 的

改革 案 を提示 し,「厚生省 に… …職業 指導局 を設 け,庶

務課,指 導課 、補導課及び授産課の4課 を置」

くように要望 した.更 に翌月 には,「 各種 工業 に於 け る

見習工教育計画基準 案(意 見具串)」 を文 部 ・厚 生 の両

大 原宛に具申 した29),そ の 「見習工」の教育に関 しては

「新制高等学校 との関係」について もその 連携 のあ り方

を提案す るとともに,「職業補 導所 ,… …その他 鮭会教

育施設 との緊密なる連携提携 を図 る こと.」 も提 案 して

いた.

このよ うな両省協力の背景 の下に,職 業安定局は文 部

省 と協議 し,職 業補導 と学校教育 との連携 の道 を探 って

いたよ うである.そ の結 粟は まず職業安定局長 が ,1948

年2月 の 「職業補導実施通牒」で,公 共 「職業補導 は学

校教育法 第83条 の各種学校 として同法 の適用 を受け るこ

とになってい」 る とし,「文部省又 は厚生 省所管 の施 設

において職業補導が行なわれ る場 合において,……職 業

補導施設 として補助金交付の対象 とす る事が で きる」 と

していた.こ の点 に関 して,文 部省学校教育局長 は 同年

8月6日 に 「労 働学 校の取 扱 につ いて」 通達 に よ り,

「労働学校及 びこれに準ず る教育施設は …… 『各 種学校

の取扱 につ いて5の 通牒 によって処理 せ られ ること.」

と同様 なこ とを指示 していた3ω.

しか し,こ の様な職業補導所 と各櫨学校 との関 係は,

残念 なが らわずか2年 足 らずで解消 した.つ ま り,先 の

教育刷新委員会によ る文部省 と労働省 との両省の協議 に

関す る勧告の結果 は,工948年7月28日 の共 同通達 「労 働

者教育に関す る労働省,文 部省了解事項 につ い て」31)に

現れた,こ の両省の了解 を詳述す る余裕 がないが,そ れ

は(11労 働 省労政局 と文部省社会 教育局 との了解であ

り,勢 働省 と文部省 とのそれでは なか った こ と,12)

従 って,そ の了解は労働者教育の中の労働教育及び一般

教養教育に とどま り技術教育につ いては,金 く無視 され

た こと,(3)し か もその了解 にお いて も,両 省 の協力

よ りも分担 の明確 化に とどまった こと等 を指摘 で きる32)、

つま り,こ の共同通達の内容 は上の教育刷 新委員会 の建

議 とは程遠 い内容 となっていたか らであ る33」.

このよ うな文部省 と労働 省 との業務 分担の 明確化 が,

前述 の職業補導 と学校教育 との連携 にも影響 を及 ぼす こ

とは必至 である.そ れは,1950年4月19日 の学 校教 育法

(昭和22年 法律第26号}中 改正によ り,第83条1に 「(当該

教育 を行 うにつ き他 の法律 に特別 の規定が ある もの を除

く.)」の追加 に現れた.こ の追加は,文 部 省管理 局 長の

「学校教育法第83条 及 び第84条 の一部改 正に つ いて」 通

達によれば,上 記規定は 「職業安定 法に基づ く職業 補導

所,… …等は,… …各種学校の範囲か ら除外 され た」 の

であった34),

このような結果 学校教育 と学校外教育 との連携 の芽
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が早 くも摘み取 られ,こ のこ とはその後の特に労働者 の

教育 システ ムの確立 に とっては極 めて通憾な事であった,

つ ま り,学 校教育が現代のよ うに社会組織の基盤 を形 成

してい る状況下では,労 働者の教育 を保障 す る と き,最

終的には学校教育 との連携 が整備 されていなければ,そ

の システ ムの確立が困難にな るか らである.教 育 とは本

来 そのよ うな教育 ・訓練を も含めた"教 育"で あ るべ

きであ ろう.ま た,学 校 が冒頭 に述べたよ うに,基 礎 ・

基本 をその学習内容 とす るな らば,「 入 間の教 育」 と し

ては学校のみでは不十分であ り,学 校制度 と学校 外の教

育 との連携が極 めて重要な課題に なって くるか らである,

「教育の機会均等」 とは,ま さに学校制 度 内の教 育 の機

会均等の みでな く,そ のよ うな学校外教育 との間に於 て

も平等に 保障 されていなければ成 り立たない ことを憲法 ・

教育基本法は意味 していたのでは なか ろうか.

3.職 業 補導 理 念 の 転 換 と背景

さて,新 憲法の理念の実現 のために,と くに その勤労

権 の保障 の為 に,戦 後の職業安楚法下の職業補導は農 開

して きたが,そ の理念はいつ の間 にか潜在化 して しまっ

た,即 ち,職 業安定法の職業補導 と労働墓準法{昭 和22

年法律第49号)の 技能 者養成 とを統合 して1958年 に制定

した職業訓練法では,職 業訓練は 「工業その他産業 に必

要 な技能労働者 を養成 し,も って職業の安定 と労働 者の

地位の向上 を屡 るとともに経済の発展に寄与するこ とを

目的 とす.(第 歪条)」 と定めた.こ の職業訓練 法 の 目的

規定は,前 述の職業安定 法下 の公共職業補導の精神 とは

余 りにも遠 く,こ こか らは労働者の権利保障 としての教

育 ・訓練の理念 を窺 うことは出来ない.

それでは,こ の様に労働者 に対す る教育 ・訓練の 理念

が大 きく転換 したのは,そ れは何 時か らであ り,ま た ど

の様な要因があったか らであろうか,そ の端緒 は,我 々

の仮説では,1550年6月 の朝鮮戦争による景気回 復 であ

る.つ ま り,そ の"特 需 ブー ム"を 引金 として戦後の疲

弊 した景気が再度活況 を呈 し,そ の結 果,産 業 界が 技能

労働者養 成を強 く要望す るよ うにな ったか らである.即

ち職業補 導課が,「公共職業補導 にお け るこれ か ら1の職

業訓練」35)において,「職業補導の重点が失業対策 よ りも

産業界の要求す る技能者 の訓練に再 び移行 しつつあ る」

として,「 訓練内容の刷新」,「訓練設備 の充 実」,「補導

生の選定」,「訓練 方法 の改善」,「指 導 員訓練 の強化 」,

「産業界 との協力」等につ き論述 した ことに始 ま る.こ

の政策は,産 業界の技能者養成 の要請 に対 して,初 期 の

職業補導の労働者の勤 労権の保障 という理念 を"放擲"

した政策 といえる.そ の具体的な方針 は,1951年10月 に

発表 した 「経 済興隆策 を中心 とす る職業補導事業の転

換」の中の次のよ うな 「職業補導の根本方針」で ある鋤.

(a)先 ず職業補導施設 及 び設備の総合化が図 られ ると

ともに,少 数精鋭主義 による準備態勢が採 られた.

(b)補 導種 目の取捨選択が行 なわれて,近 代産業 と し

ての機械関連職種が増設 され る とともに,戦 後最 も多 く

設定 され,か ってその役割 を十分果 した建築,木 工関係

職種が大幅に 削減 された.

(c)補 導期間が再検討 され,従 来失業救済に重点 が お

かれた 当時 こそ,短 期に必要量小限の技能訓練 によ って

就職せ しめ得れば こと足 りたが,産 業の要求す る高度の

技能労働者 を養成す る観点か ら,標 準6カ 月乃歪1年 に

延長 された.

(d)補 導教程の制定,教 科書 の編 さん改訂 を通 じて補

導方法が改善 され るとともに,公 共職業補導所 の所長,

指導員の人事 刷新 によ り機能が強化 された.

(e)年 齢豹に技能 習得度 が早 く,か っ また将来の わが

国技能労働力の担 い手であるべ き新制 中学卒業 者が,公

共職業補導所 への募 集,入所 の対象 とされ,ま た それ ら

の中で も技能 訓練 の適格性 を有す るこ とが選考,入所 の

要因 とされた.

以上の5項 目の根本方針 の中で も,特 に5番 目の方 針

が最 も根本 的だろ う.な ぜ な ら,公 共職業補導 は戦前 も

含めて一貫 して失業労働者 を対象 に進 め られて きたか ら

であ る37).この新規学校卒業者 を対象 とした技 能者 の養

成の為には、他のaか らd迄 の4項 目の方針が望ましかっ

た.従 って この失業者か ら新制 中学卒業者 に対象者 を転

換 した ことは、公共職業訓練 の歴史上 では初 めての,し

か も重大な政策転換 であった.即 ち,失 業労働 者の ため

の職業補導 とは,理 念 的には先 に見た よ うに,労 働権 の

保障の思想 に立 っていたので あったが,新 規学卒者 の訓

練 とは,労 働 力養成 ・人材養成の思想 であるか らである,

そ して この政策転換が,今 日の公共職業訓練 に もあ る新

規学校卒業者 を対象 とした 「養成訓練 」 とい う制度の基

盤 を形 作った といえる.

しか し,こ の政策転換 は真 に全 く新 しい方針 であ った

だろ うか.例 えば,単 くも1948年9月15日 に鳥取 県は

「今後はだ んだ ん中年者 の数は減 じ恐 らく初級 中学 卒業

後の補導生が 多 くな る事 と思 う 」 と報告 し,職 業 補導

所へ の新制 中学卒業者の入所 増加 を予測 し,そ の対 策 と

して 「で きれ ば2力 無 を必要 とす る.」 と職業 補導 の2

年制 を提案 していた38}.ま た,静 岡県は1「補導1日 実習

計函」 を立 て,中 学校卒業予定者 を募集 して,い わ ゆる
"体験 入学"の 実施後 に感想 を聞 いた結 果

,「学校 卒業
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表1公 共職業補導所種類別実施数(注1)(入 ・%)

(注1)身 体障害者職業補導所の入所 者は,年 齢別入所者数 には含まないが,昭 和25年迄の月別 ・種 日別入所者数には含まれ

ることが予想 され,ま た昭和26～29年の種 目別入所者数には含まれる.

(注2)年 齢荊入所者数は 「年度」であ り,他は 「年」である,

(注3)29年 度の下半期か らは 「18歳未」 となる.

(注4)25年 は 「公共職業 補導への入所 あっ旋」である.

(注5)調 査人数は年齢別と同 じであるが,29年以降 は総合職業補導所,身 体障害者職業補導生 を含むため多 くなる.

(注6)機 械 、精密機誠,仕 上,旋 盤,板 金,溶 接,鋳 造,鍛 造,自 動車整備,内 燃 幾関設備,製 図の会計である.

(注71上)は 上半期,(下)は 下半期である.

(出典)『労働市場年報』よ り作成

と同時 に入噺 を希望す るものが大 半 を 占めた」.こ の結

果 を見て 「引続 き実施 し,何 れ も予期 以上の成果 を収 め

ている」 と報 告 していた39).こ の様 な傾 向は,こ の2県

のみに限 られ ていた訳 がない.そ れは表1に も見 るよ う

に,い わ ゆる失業者の イメー ジ とは遠い.18・9歳 以 下

の若者が 当初よ りその入所者の7割 前後 を占めていた こ

とが証 明 してい る.こ のよ うに,新 制中学卒業者 の職 業

補導所への入所 ・募集 の対象化 も,既 に上述の様 な補 導

生 の実態の反映 に過 ぎなか った,つ ま り,当 時 の補導 所

入所者の 中には真 に職業補導 を必要 とした失業者は少な

かった といえる.こ の ことは,表1の 失業保険受給者や,

世帯主が極 めて少 なか った ことが傍証 している.更 に,

同表の入所生の 入所時期 で見れば,当 初 は4月 入所 生が

4分 の1に 留 ま り入所生 は年 間を通 して平均化 していた

ことが窺 えるが,職 業訓練法 が制定 された1958年に は8

割 を越 えた入所生が4月に 入っている こともその一面 の

結果 といえる、

それ では,何 故失 業者 を対象 とした筈の職業 補導が こ

のよ うな結果 になったのであろ うか.そ の理由は,第

1は,一 千万 を越 える失業 者の為の施設 としては初 期 の

拡充策40)のわず かな成 果が認 め られるが,表2に 見 るよ

うに職業 補導 施設の整備が極めて遅れて いた ことが考 え

られ る.例 えば,失 業状況が戦後直後よ りやや 好転 して

きた 「昭和24年 度中に……顕 われ る百万 乃至140万 の失

業者の うち,輸 出産業その他の民間企業で40万 乃至50万,

失業保険で55万,職 業補導施設 で5万 ……,そ の 中に入

らない ところの約40万 の失業轡」 という状況であった4二.

このよ うな職業補導施設 の不備 に関 し,「経済 緊急対

策」 を決定 し(194TH7月),職 業補 導施 設拡充 計画

によ り合計20万 人の補導cI画 を立てた42)が,そ れは幻 の計

画 となった.そ れ ばか りか 。1949年3月 には行政 整理 に

関連 して,昭 和24年 度の職業補導所の整理 を通牒43」して

いた.こ のよ うに,収 容入数が職 業補導 を必要 とす る失

業者に比べ極端 に少なか ったために,国 民 は職業補 導 に

期待が掛け られ ず,従 って,国 民か らの支持が 得 られ な

か った ことが予想 され る.即 ち職業技術教育 を受 け る国

民 の権利 としての認識 が一部の識者 を除いて一般の労働

者 には弱 く,そ の主張が殆 どな されなか ったた めに,労

働省の労働者に対する教 育 ・訓練の展開の原動力にな り

得 なか ったため といえるのではなか ろ うか44}.

その要因 としては,職 業補導 の受講 にとって最 も重 要

な受講者の生活保障の為の 「失業給付金」が充分ではな

かったこ とが あげ られ る、当時の失業 者救 済の労働 政策

は,そ の施策が簡便な 「公共事業」を展開することにあっ
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表2公 共職 業補導所数及び定員の変遷

(所 ・人)

(注)当 初は国立都道府県営で あったが,労 働福 祉事業団

が昭和32年に設立され ると共に移管 された,

(出典)『補 導事務必携』,『労働市場年報』,『職業安定広報』

よ り作成.

た45),従 って,生 きるための生活 費の保 障が無 けれ ば,

妻子 を抱 えた父親は明 日の糧 を求めてその公共事業 に出

て 日雇い労働者 として働 かなければな らず,と て も職業

補導 を受講す る余裕が無 いのは当然で あった,し か し,

逆 に景気 が上昇 した時 それ までの失業者は 自らの手 に

「職」 を付け るための職業補導 を顧 みず,直 接新た な職

を求 めて行 った とい える.

例 えば北海道では,昭 和21隼 度の職業雛導所6所,補

導種 目13種 で合計600名 の定員 に対 し,入 所者462人,入

所率77%46)に 過 ぎなか った.こ れが,昭 和28無 度 の12所,

28種 目,955名 定員の拡充 に対 し,入 所者867名91%と 増

大 した ものの,そ の実態 は15歳54%,16歳21%,17歳9

%と 低年齢者ほ ど多 く,18歳 未満 で83%を 占め,従 って

「補導期間中の生活 維持」 は95%が 「家庭 よ りの扶養 」

であ った例 ことが物語 ってい る、

このよ うに,職 業補導が その理念の下に 充分機能 しな

か ったのは,設 備 ・条件 の遅れ と,国 民の,特 に労 働者

自身の職 業訓練 を受ける権利の要求の弱 さのマ イナスの

相乗効果 があった為 とい えよ う.例 えば,失 業者の教育 ・

訓練 に関 して当時 の労働組合団体の見解は,産 別会 議 調

査部 が 「職業安定法 は,… …職業補導……等につい て規

定 す るところは妥 当であ る」48死発表 した ぐらいで あ る.

なお,こ の間に も前述 のように閣議や様 々な審議会 で職

業補導施設 の拡充策が提言 されたが,そ れが具体化 した

ことはない.た だ,三953年 以降 に設置 された総合 職 業補

導所は,景 気の上昇によ り失業給付金の支給 が減少 した

ために,そ の残余金 を使っての設立 であったが,失 業者

の為の職業補 導 施設 の必要 性 が低下 した 時 の,そ して

「労 働力供給 」のための熟練技 能者の養 成施 設 としての

拡充であ り49),失業労働者の教育訓練 の保 障のた めの施

策実施 の困難性 を示 してい る,つ ま り,失業者 の学 習権

の保障のために職業補 導所 の施設 拡充はな され ず,ひ と

たび労働力養 成の方 針が出 された時にその拡大 ・整備が

進んだのであった.

この新制中学 卒業 者 を対象 とした熟練 技能看の養成 を

職業補導の方針 に決定 すれば,あ とは,職 業訓練 法 まで

一直線 である ことは予想 串来 る.即 ち,そ の 方針 は,企

業内の技能者養 成の 目標及 び対象 者 と同一であ り,こ の

技能者養成 との連携,更 には両者の統 合の土壌が出来上

が ったか らであ る50).この様な新規学卒者 を対象 とした

養成訓練は,労 働 力養成 のために訓練 期間は長期 化 し,

学校的な教育 ・訓練 が次々に展開 され るのは必然である.

このよ うな状 況に対 し1955年4月 に失業対策審 議会 は,

公共職業補導 が失業者 に職業 補導 を実施 して就職 させ る

のではな く,新 規学校 卒業者 を学校 的な制 度で訓練 して

いるに過 ぎない と危惧 を表 明 していたsi1ほどである.

4.職 業 補導 の 内容 と改 革

前節に紹介 した職業 補導 の理念 の転換によ り,そ れ で

は職業補導の内容は どの様 に改革 されたのか,そ の実 態

を簡単 に見てみ よう、先ず,初 めに紹介 した労働 者教 育

としての職業補導の理念の実現のために,蛍 働省 は,職

業補導の実鹿方法,特 にそのための各種の基準 を通牒 し

た,そ れ らの通牒は,194TH2月4日 以降,建 築工,木

船工,和 洋裁,そ して公民 と順次発せ られた(職 業補 導

実施通牒),後 に述べ るが,こ の 公民 の基準 及 び その教

科書 である 『公民の話』は,新 時代の理念 と労働者 の諸

権利の啓蒙 と普及に とって特 に重要な役割 を果 していた

ことが窺 える.そ の後,職 業補導の期 間の 基準,指 導員

の資格基準等 を次 々に通牒 していた.

そしてこれ らの基準や諸通牒 を纒 めた のが1998年10月

1日 の 「職業補導の手引」 である52}.こ の手引は職 業補

導の8的,方 針,基 準 な ど実施上の手続 きを全面にわたっ

て解説 した戦後最初の マニュアルであった ,こ の手引 は,

翌49年10月 の 『補導 窮務必携』に 単行本 として増補 され

るが53},こ の時点 までは職業安定法の精神に基づ くマニュ

アルだった といえる.

この様 な基準 を手がか りとして,各 地の職業補導 施 設
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はその実践に様々な工 夫 をした ことが窺 える.当 然 なが

ら新たな職業 補導の方針に基づ くその実効 を上げ るため

の研究や工夫 も多様に 試み られ,発 表 され,相 互 に交 流

を深めていた.例 えば,島 根県の 「失業者は毎 日の如 く

生々 しく出 る…… これ を直 ちに公共職業安定所 か ら職業

補導所に送 り,そ の 目か ら技術指導 を行い,労 働 市場 の

要求す る職業 を身に付け させ るべ きであ り,か ゝる進 歩

的な見 地か ら…… 自由入所制 を採 用 してい る.」 とい う

報告に対 し,職 業安定局の職業補導課長は 「当所が 自由

入所制 をと り,立 派な成績 をあげて いるのは嬉 しい,今

後全国の補導所 も原 則 的 に 自由入所 制 に もって行 きた

い.」 としていた鋤,ま た,1949年7月1日 を初 め とし

た 『労働市場弘報』誌の 「新 しい補導方法の研究」の一

連の特集等が その一例 である55},そ れでは,そ の展 開の

実態 を以下にやや詳 しく見 てみよ う.

先ず,表3は 公民科 に関す る基準の項 目と教科書 の 目

次の比較で あるが,『公民の話 』 は,当 時 の労 働省 と文

部省 との関連 を窺わせ,文 部省の教科書編集官 であった

勝 田守一,慶 大教授の藤林敬三 の校閲 を得て,1948年に

職業補導 の教科書 としては最 も早 く第1集 として発行 さ

れた.こ の教科書 は基準の項 目にそのまま従わ ず,第1

章に 「新 日本」 を掲 げ、戦後の新 しい国造 りの理念 を強

調 していたこ とが分か る.そ して,1952年 に基準 を改正

す るが,大 枠 には差異はない ものの,1948年 段階の 「8 .

労働協約 と経営協議会」、「9.労 働争議」及び 「10.労

働委 員会」等 の項 目が変更 されている,そ して,教 科書

の改訂版 「公民』が1955年 にな って発行 され るが ,改 訂

版とい って も 『公民の語』 を一新 した,1952'の 新 しい

基準に従 った教科書 となって いる.

その変化は例 えば 「個人 と社会」の章の 「労働の権利

と義務」の節では前者 は 「国は失業者には一方適 当な職

業 を紹介 し,そ の就職 を世話す る,他 方 それ で も就職 し

得ない失業 者に対 しては,失 業保険で救 うよ う努力す る

ことにな る,/お 互 に社会生活 を満足に支えて行くには,

当然働か ねばな らない.… …わが国では国民 の資格 とし

ての労働-勤 蛍が憲法の なかで規定 されているこ とは,

表3「 公民科教授細目」並びに教科書 「公民」の目次比較
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表4「 裁縫補導要項標準時間割表」{但し「教授細目」は省略した.出典 『職業安定行政手引』より)

1備考)

1,補 導期間は6カ 月 としてその補導要項標準時間 割は別表 によるこ と.但 し工具及 び補導資材 の入 手状

況等に応 じ臨機若干 の変更 をなしても妨げない こと.

2.補 導 に当っては所謂完成教育に よ らず補導期間 中は実技 に重 きを置 き,必 要な知識及び技能 の素 地 を

合理的且つ組織 的に賦与す るに止め,補 導修了並 びに就職後 の自奮 自励に依 り大成せ しめ るこ と.

3.前 項の技能業 拙(マ マ)を 培 うに当っては補導 生が修 了後雇用関係 に入 るや 自営す るや に拘 らず 共通

的に必要 な る実習教材 を集約的に選定 して これ を行 うこと とし,そ の他は講説に譲 を可 とす ること.

4,補 導期間の後期に於 ては適切な る応周実習又 は宿題 によ りなるべ く自 ら工夫す るの風 を涵養す るに努

めること.

5.実 習 と講説 は総合 的に計画 を立て両者 を出来 るだけ連関 して習得 させ るよ うに留意す ること.

6.余暇時間を利用 して教養 を高め情操の酒養を図 る と共に 併せて補導生活に歓喜 と潤い を与 えるよ うに

努め ること.

7、 各補 導期間の開始 に先立 ち補導所 をして補導教科の金般 につ き補導 日程予定表 を作成 し補導の計画 性

保持 に努め ること.(余 蝦利用方法 をも含む)

決 して軽んぜ られ てはな らないこ とで あ る.」 として い

たが,後 者は 「病気 その他の理由によ って働 きた くて も

働けない場合 を除 けば,自 分が鋤かないで,だ れ かの労

働に依存 す ることは決 してよい こ とではない、……だか

ら労働 は義務 であるだけではな く,労 働 す る権利 を もつ

ことが のぞま しい.こ うい うわけで現在 の憲法 には基本

的人権 の1つ として勤労の権利が明記 されてい る」 との

べて いた.こ の ように 「公民」の教科書 は大 きな変 化 を

見た 、

また表4に,戦 後最 も早 く1998年10月 に公刊 され た職

種の基準の一つであ る裁縫科を紹 介 した.こ の表 に明 ら

かなよ うに,裁 縫科は職業訓練 の歴史上初 めての学科 と

実習 との分離 をしていない,い わゆ る"理 論 と実践 との

統合"を 実現 した極めて革新 的な基準 であった56).また,

備考の2及 び3に 見 るよ うに,当 時の職業補導,即 ち職

業教育 ・訓練 を生涯学 習の観点か ら位置づ けて いた こと

が分か る.こ の観点 は,1952年 の 『職業補導提要』 以 降

な くな り,そ の後 は訓 練が"完 成教 育"と して位置 づ

け られ,こ れは今日 まで引 き継がれてい る.職 業教育は,

冒頭 に述べた性格 か ら,そ の教育期間のみによ って完成

す ることはな く,こ の時の規定は今 日において も有用 な

制度構想ではなか ろうか,

しか し,先 に述べ たよ うに,新 制 中学校 卒業者 を対象

とした熟練技能者養成の方針 が出 され ると,そ の結果,

職業補導の実施方法,即 ち基準の改正は必然で あ る、そ

の端緒は,1951年12月20日 の公民科の補導基準諮問委 員

会等の開催であ る5?}.これ らの委 農会 におけ る基 準改 正

の議論の結果は,翌 年9月20日 の 『職業補導提要(上)・

(下)』 に纒め られ る.こ の 『職業補導 提要』の基 準 は,

今 日の用語でい えば"養 成訓 練"の それ とい え る.前

述の極めて業新的な裁縫科の教科基準 も,こ の 『職業 補

導提要』の基準 においては機 械関係の教科枠組み と同一

な枠組みに統一 された.つ ま り,時 代の要求す る機械 工

業関連職種に適 した教科枠組 みに統 一 し,革 新的な 試み

や個別の職種の特徴 を無 視 した基準 になった といえよ う.

また,表5に 基準 が完成 した職種 の数 を,訓 練 期 間別
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表5カ リキュラム蓋準が完成した訓練期間別種目数

(注1)時 計修理 科(障 害者向け職種)で あ る.

(注2)カ ッコは 「夜間職業補導」で外数であ る.

(注3)「 基礎訓練(1年)」 修了者が対象で,実 質2年 制であ る.

に整理 したが,特 に1952年 以降訓練期間が長期化 した こ

とが分か る.即 ち,新 規学卒者 を対象 とした技 能者養 成

のために,「職業補導の根本方針」 に沿 った基 準の長 期

化が実行 に移 され ている.こ の長期化 と平行 して,職 種

の重化学産業 関連職種が増大 し,且 つ職業補導所入所 生

が4月 に集 中 し始 めたこ とは,表1に よって も窺 え る.

こうして,靭 期の失業 者に適 した職 業補導の様々な体系 ・

内容 ・方法が,改 革 されて行った.

おわりに

以上,戦 後再発足 した公共職業補導の成立過程 を分析

したが,こ の結果か ら、戦後公共職業補導にお け る労 働

者教育の概念 を次のよ うに整理で きる と思 う.

第1に,戦 後の職業補導は,そ れは失業薄策 としての

職業補導 という実体は あったが,1947年11月 の職業安 定

法制定以降 は,決 してそのこ とが 目的 ではなか った 事 で

ある.即 ち,そ の重要 な理念は求職者 の勤労権 の保 障 と

しての学習権の保 障のた めの職業補導 にあった.第2に,

しか し,そ の理念 は完全 には実現 しなか った,つ まり,

失業労働者 の学習権 は,ご く一部 を除 いて保 障 され て い

なか った.従 って,第3に,戦 後の学習権 の 保 障 と して

の職業補導 には,そ の理 念 と実態の展 開 との間に大 きな

矛盾が あった.

以上の こ とは,失 業労 働者に とっては学習権(憲 法26

条)の 理念 的な保障のみでは充分でな く,生 存権(同25

条}と,そ して訓 練受講後の勤労権(同27条)の3つ の

権利が同 時に保障 されていなければな らないこ

とを示 唆 している58」.つま り,失 業労 働者 の教

育 を受 け る二重の権利は,本 稿で明 らか にな っ

たよ うに,先 ずは職業補導の側ではキャパ シテ ィ

ーの欠如か ら充分 に保障 されず
,ま た教育 基本

法の側では当初か らそれは反故に され,有 名無

実 とな っていた.こ れ らの課題は今 日で も十 分

には解決 されていない.こ れ らの課題の解決 な

しには国民の大多数 を占め る労働者 にとっての

真の生涯教育 。栄習の社会は築けないのではな

かろ うか.

ところで上 の2つ の課題は,同 時に関連 付 け

て追及 されなければな らないことをも本稿 は示

唆 してい る."経 済大国"と な った 今,キ ャパ

シテ ィーは充 分に あ るはず である.一 方,労 働

者 に とっての教育権の保障のためには,既に 佐々

木輝雄が解明 してい るよ うに,戦 後 の新た な教

育の理念で あった 「教育の機 会均 等」 理念 を,

「紫校 内の教育の機会均等」に と どめず,学 校 外の 教育

をも含めた,"真 の教育の機会均等"を 目指す こ とが重

要 にな って きた69).こ の労働者の職業教育 を保障す るた

めの連携の重要性 は,今 日の技術革新の時代に益 々高まっ

ている.今 日,労 働者 のための科学 ・技術教育 の在 り方

を検討す るとき,こ の様 な戦後初期の職業 安定法下 の職

業補導の理念 を再検討する ことが緊要であ ろう69}.
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20)『 職業通信』 昭和24年3A15日,p.8

21)職 業安定局 『労働市場弘報』昭和24無8月 王日,p

.12

22)中 央労働学園『 労働問題研究』 昭和21年10月,p.14.

な お,「職業の補導は……生存権 肯定 の思 想 の上 に起

ち,…… 人的存在の助長 であるが,救 済でな い」 と最

初 に主張 したのは楠原祖 一郎 と思 わ れ る,「職 業補導

に関す る考察」,『社会事業研究雲大正12年3月,p.p.

9-10

23}『 厚生時報』昭和21年8月,p.p.4-9

24)『 労働問題研究』昭和22年1月,p.p.13-26

25)近 代 日本教育制度史料編纂会『 近代 日本教育制度史

料第19巻 』,昭秘39年9月,p.p.272-273

26)し か しこの 「委員会」 「は富制によ らなか ったの で,

その後昭和24年7月5日 政令第242号 で,『職業教育及

び職業指導審議会令』が公布 され」た.文 部省 『産業

教育七十年史 』,昭和31年1月,p.p.376-377.

(C.I.E.;Civil Information and Education

 Section民 間情報教育局)

2?)職 業協会 『勤労通信 』 昭和22年4月,p.3-4.開

催 日は01月218と 月部 に脱字が あるが,設 置 日か ら

考 えると,昭 和21年11月21日 の開催 と思 われ る,

28)文 部省前掲 同轡,p.p.961-964

29)同 上書,p.p.972-976

30)『 近代 日本教育制度史料 第26巻 』,p.418

31)『 同上 第27巻 』,p.p.305-306

32)『 佐々木輝雄職業教育論集第2巻 学校の職 業教育 一

中等教 育を中心 に 一』,昭和62年12月,p.279

33)そ の背景 は,教 育刷新委 員側の"学 校 でないか ら単

位制 クレジットを与 える"に 対 し,文 部 省側 の"学 校

でないか ら単位制 クレジ ッ トは与 え られ ない"の 根

本的対 立が解 消 され ないまま,主 査 の 「文部省 でそれ

はで きない とおっ しゃって も別 にこ うい う希望 を述べ

るとい うことはいいじゃないで しょうか」 とい う議論

の終止 を図った建議草案の審議過程 にあった.こ の建

議の審議経過 は,同 上書,p.p.204-277参 照,

34)『 近 代 日本 教育制度史料 第26巻 』,p.509

35)職 業安定局 『職業安定広報』 昭和26年8月 号,p.p.

22-24

36)「 職業補導 の根本方針」 とは,当 初 は 「経 済興隆 策

として欝出発 する こと」 であ り,そ の 「実施 方法」 と

して6項 目を提起 していた(『 職業 安 定広 報』,昭 和

26年10月p.14).こ の6項 目の 「実 践方 法」 が ,労 働

省職 業安定 局 『職業 安定 行政十年 史』,昭和34年3月,

p.98で は 「職業補導 の根本 方針」 として5項 目に整理

された、本稿 は後 者の 「根本方針」 に従 った.

37)但 し,例 外 として商工省 の指導 で各地 に40所 設 立 さ

れた 「機械工養成所 ・訓育所」が あるが,戦 後 は公 共
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職業補導所 として再編 され た.拙 稿 「機械工養成 所 ・

訓育所の成立過程 に関す る研究」,『職業調練大学 校紀

要第14号B』,1985年3月,p .p.41-62

38}職 業安定局 『職業通制 昭和23年9月15日 ,p.12

39)『 職業通信』昭和24年2月15日 ,p.2

40)厚 生 省勤勢局 『失業対策 費料第二輯』,昭 和21年9月,

「職 業補導 所等新設 拡充 に関す る件通牒」p .p.33-50

41}末 高信 「現下の失 業 とその対策」,『労働 問題研 究』

昭和24年9月,p.12

42}厚 生省職業安定局 「(経済緊急対 策 に関す る具 体 的

方策)職 業補導施設 の拡充 に関す る事項{案)」,日 欠

(『職業安定行政十年史』 では昭和22年7月29日)

43)『 労働時報』 昭和24隼5月,p.34

44}職 業補導所 よ りも生存権 の保障 に強 く傾斜 した施設

に授産 ・共同作業施設 が ある.詳 し くは龍掲 拙著p.p .

243-244参 照.

45)公 共事業によ る失業者の吸収は,1946年末 の失業 者

見込み概数416万 人に対 し,民 需産業方面141万 人、職

業補導5万6千 人,共 同作業場15万 人の 鞄 の約254万

人 を計画 していた.厚 生省勤労局前掲 同書p.p.39-48 .

46}北 海道労 働部職 業安定課 『職 業紹介 ・授 産 ・職業補

導年報』 昭和21年 度,p.p.46-48

47}北 海道労働部 『職業補導事業概要』 昭和28年 度,p.

p.53-67

48)産 別会議調査部 「職業安定法 に対す る見解(22.9.

27)」,大 河 内一男 『資料戦後二 十年 史4勢 働』,1966

年,10A,p.71.こ の傾向は今 日も変わ らな いよ うに

思われ る.即 ち,失 業保険法(昭 麹22年 法律第146号)

を廃止 し,雇 用保 険法(昭 和59年 法律第118号)を 制

定 した時に,雇 用(失 業)保 険金 の労働 者の負担 率 が

従 来よ り軽 くなる一方,「能 力 開発 事業 に要 す る費用

は事業主の みの負担 による1,000分 の3の 部分の 保険

料の一部 を充て ること とした」(関 英夫 『雇 用保 険法

の解説』昭和50年7月,p.288)た め,そ の 後の職 業

能力開発1職 業訓練)が 事業内教育 ・訓練の援助 とい

う性格が強 調 され る結果 となった.こ の事は,職 業 訓

練 の公共性 の在 り方 に問題 を残 したが,失 業労働 者 の

教育 を保障す る支援 が弱 い基盤 をこ こに見る.

49)諸 沢蕭 「総合職業補導 所設立の経緯 」,『教科方法 研

究資料Ⅱ 』,昭和58年3月 ,p.15

50)養 成工 保護 としての技能者養成 の理念は ,公 共職業

補導 と同様 に1951年5月 の基 準改 正に よ り後退 した

(前掲拙著p.p.267-270参 照).な お,1957年1月 の労

働省告示第1号 によ り,総 合職業補導所の訓練 内容 を

技能者養成規程の教習内容 として認 めた .

51)渋 谷直蔵 『戦後 日本の雇用失 業 とその対 策』,昭 和

32年5月,p.757

52)労 働省 職業安定局 「職業補導 の手引」,『職業安 定行

政手引(第7部)』,昭 和23年10月,(第7部87頁)

53)職 業安定局 『補導事務必携2,昭 和24年10月

54)『 職業通信 』昭和24年1月1日 ,p.8

55)「 新 しい補 導方法 の研究」の特集号が掲載 されたの

は,『労働市場弘報』の18号1昭 和24年7月1目) ,21

号(10月1日),23号(12月1日),24号(25年1月1

日)及 び 『職業安定広報』,1巻1号(昭 和25隼2月

1B)で ある、

56)実 習 と学科 との区別は制度的 には必要か も知れない

が,カ リキ ュラム的にはほ とん ど意味が無 い.前 掲拙

著 または前掲拙論 を参照 された い.

57)『 労働時報』昭和27年2月 ,p,48

58)こ の ことに関 して佐 々木輝雄 は,職 業訓練は労働者

の"生 きる こと","学 ぶ こと"そ して"働 くこ と"

の三 位一体 的な保障だ と言 って い る.『佐 々木 輝雄職

業教育 論集第3巻 』,p.342,p,364

59)『 佐 々木輝雄職業教育論集 第2巻 』,p.391

60)な お本稿では,本 稿の課題 の検討にとっ て も極 めて

重要な障害者の職業補導 に関 しては殆 ど触れ ることが

出来なか った.し か し,そ れ を軽視す るものではない.

前掲拙著,第2部 補章 「障害者の職 業訓練 」 を参照

頂 きたい.

(付記}

本稿 は,故 佐 々木 輝雄教授 と開始 した共 同研 究で あ る

「戦後職業訓練研究 」の一環 であ り,昨 年 の本学 会第48

回大会で発表 した 「戦後 公共職業補導の成立過程におけ

る労働者教育の概念」 を基 に執筆 した ものである.
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