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高校生の就職における組織的求人システムにつ いて

-女 子就職者における西南九州 と中京圏の結びつきから-

 山 口 泰 史*・ 江 崎 雄 治**

 要 旨 人 口移動 は, 個人の 自由意思 のみによって発生す るものではな く, 移動者 を取 り巻 く様 々な

「制度」によって も大 きな影響 を受 ける。本稿 は, そうした問題意識 の下, 高校生女子の就職 に

 おける組織的求人 システムの事例 と, それによって発生 する就職移動 について考察 した もので

 ある。中京圏における紡績工場労働者 と看護助手の求人 には, 働 きながら学べ る制度 を設けて

 労働力 を確保 している。 また比較的労働 力の回転が早いため, 採用担当者の現地派遣や集団求

 人の実施 などに よって, 安定的かつ継続的な雇用確保 を図ってい る。一方で, 西南九州縁辺部

 の高校 では, 地元 に求人が少な くまた進学率 も低 い。 この ような状況を背景 として, 西南九州

 か らは これ までに多数の女子高卒者が, 両職種への就職 のために中京圏に移動 して きた。西南

 九州か ら三大都市圏へ の移動者全般 については, 東京圏 を指 向す る割合 が最 も大 きいのに対 し

 て, 高卒女子の就職移動 については中京圏 を指 向す る割合が最 も大 きい。 これ は, 組織化 され

 た求人 システム とい う 「制度」が, マクロスケール にお ける人 口移動パ ターンに影響 を与 えて

 い る一 つの事例 と判断す ることができる。

 キー ワー ド 就職 移動, 組 織 的求人, 西南 九州, 中京 圏, 紡績 工場, 看 護助 手

 I. は じ め に

 これ まで の人 口移動研 究 を顧 み る と, 新 古典 派理

論や行 動論 的 ア プ ローチ に代表 され る よ うに, 移動

が本 人 の 自由意思 に基 づ いて行 わ れて い る とい う前

提 での議論 が 中心 で あ った (Fielding, 1993)。 っ ま

り, 前 者 で は, 地域 の 所得水 準 や求 人状 況 を もとに, 

個人 が最 も条 件 の良 い場所 を選 択 す る とい う効 用最

大化 を 目的 とした 移動 先 の選 択 が 行 わ れ る とさ れ

(Sjaastad, 1962), 後者 で は, 合 理 的 な意 思 決定 を行

う上 で の 移 動 者 の 心 理 的 要 因 な ど に 着 目 し た

(Wolpert, 1965)。 しか しなが ら, 1990年 代以 降, こ

う した前 提 に徐 々 に疑 問 が投 げ か け られ てい る。 す

なわ ち, 個人 の移 動 は移動 者 を取 り巻 く環 境 に よっ

て制 約 を受 け, 特 に労働 力移 動 につ いて は雇用 者 の

求 人活 動 に関 す る意思 や戦 略 な ど, 移 動 に介在 す る

制 度 や構造 に左右 され る とす る議論 が行 わ れ る よ う

に なった(Gordon, 1995な ど)。

 また, 労働 力移 動 に は, 移動 後 に移動 先 で求職 活

動 を行 うspeculative migration (投機 的移 動)と, 

移 動 先 で の職 業 が 決 まった 上 で 移 動 を行 うcon-

tracted migration(契 約 的移 動)が あ るが(Silvers, 

1977), 従 来 の新 古典 派理 論 な どで は, 移動 は投 機 的

な もの であ る とされ て き た(Boyle et al., 1998)。 し

か しな が ら, イ ギ リスの 長 距 離 移 動 労 働 者 の うち

83%は 移 動 前 に す で に移 動 先 で の職 業 が決 まって

い た とい う事 例(McGregor et al., 1992)や, 投機

的移 動 が盛 ん なア メ リカで も移動 時 に移動 先 での仕

事 を確 保 して いな か った の は30%に 過 ぎな い とい

う事 例(Lansing and Mueller, 1967)な どか ら分 か
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るように, 労働力移動はむしろ契約的なものである

という主張が現在では中心となっている。

 前もって移動先が決定される労働力移動には, そ

こに何らかの制度や構造が介在すると考えられる。

したがって, 移動者を取 り巻 くさまざまな制度や構

造に着目することによって, それらが移動者数や移

動先にいかなる影響を与えているかを検討すること

には大きな意義があろう。

 わが国の人口移動において, 制度や構造によって

移動空間が規定され, なおかつその大部分が契約的

移動からなるものとして, 新規中高卒者の就職移動

がある。新規中高卒者の採用システムは, 国際的に

みてもきわめて組織化されており(岩永, 1983), 特

に戦後から高度経済成長期にかけて発生した中卒者

の地方圏から大都市圏への大量の就職移動は, 公共

職業安定所(以 下, 職安)の 強力な指導のもとに行

われた(苅谷ほか, 2000)。その後, 高校進学率が上

昇し, 中卒から高卒へと供給される人材が変化する

と, 職安の役割は薄れ1), 高校生への職業の紹介・斡

旋事業は主に学校にゆだねられた2)。

 このように, 一定の制約のもとでの人口移動につ

いては, 日本においても多くの事例があると考えら

れるが, 実際にこのような移動流に着目した研究は

少ない。地理学においても谷(2000)が, 人口移動

の研究において, 移動者を取 り巻 く制度の視点から

検討する必要がある対象として「中高生の就職移動」

をあげているが, そうした制度の実態や, 移動先が

左右されるなどの実際の人口移動パターンへの影響

について考察した事例はほとんどない。

 新規高卒就]職者は依然として日本企業の主要な労

働力供給源の一つである(猿渡, 1997)こ とから, 高

校生の就職を 「制度」とその移動パターンへの影響

という観点からとらえることは, 人口移動研究にお

ける一つの大きな課題であろう。

 II. 調査対象 と方法

 1. 調査対象の選定

 本稿では, 移動流が制度的に形成されている事例

として, 九州出身の高卒女子の, 中京圏3)への就職移

動を取 り上げる。同事例を取 り上げた理由は, 後述

のように, そこに介在する制度や構造が今 日まで

脈々と続いており, 距離のハンディを越えた特定の

地域間同士の結びっきに昇華したケースの一つとし

てとらえることが可能だと考えられるためである。

 ところで, 高校による生徒への職業紹介は一過性

のものではなく, いったん学校と企業の間に実績関

係ができると, 学校は継続的に生徒を企業に送 り込

もうとする4)。したがって, このようにして発生する

就職移動は一種の連鎖移動 (chain-migration) とい

うこともできる。

 そうした高校と企業の関係の中には, 複数の企業

が協力し合って求人活動を行うケースや, 複数企業

の求人活動をある機関が代理で行うなど, 求人活動

が組織化されているものも多い。中京圏では, 前者

の例 として紡績業における工場労働者の採用, 後者

の例 として名古屋市医師会による看護助手の採用が

あげられる。

 2つ の採用形態はともに, 女子を主たる対象5)と

する点に特徴がある。内野(1984)が 指摘するよう

に, 従来の人口移動研究においては, 女子は男子の

随伴移動者とみなされ, 女子の移動が単独で議論さ

れることはほとんどなかった。そして, それは既存

の研究成果から導かれた人口移動理論が男女両方に

適用可能であるとの誤解を招 くもととなってきた。

その意味でも, 本論で女子の移動を取 り上げる意義

は大きい。

 2. 調査方法

 議論の材料 となるデータは, 高校からの資料収集

および関係者からの聞き取りによって得た。

 高校への調査(2000年10月)に あたっては, 九州
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地方の全高校のうち, いわゆる進学校を除いた上で, 

女子が在籍する高校(約500校)に 対して, 調査の

依頼書6)を発送した。このうち61校 から承諾の返答

があり, その中から, 特に女子の県外就職者が多い

高校を14校 選んで, 取材を申し入れた7)。そして, 訪

問先の高校では, 卒業生の就職先に関する資料を得

るとともに, 進路指導教諭への聞き取りを行った。

 一方, 紡績工場や名古屋市医師会への調査(2000

年11月)も, 事前にデータ提供と聞き取 りの承諾を

得た上で, 現地を訪問した。

 なお, 本論では, このような移動に介在する採用

システムを 「組織的求人システム」 と名付け, 以下

ではその実態の把握 と, それによって発生する移動

がわが国の人口移動パターンに与える影響について

考察する。

 III. 組織的求人システムの実態

 1. 紡績工場

 紡績業は中京圏(特 に尾張, 西美濃地方)の 基幹

産業の一つである(森, 1990)。 中京圏では, 戦前期

に工場誘致と水利の便によって, 東京や大阪に本社

を置 く紡績企業の工場が数多 く立地 した(平 井, 

1998)。そして, 終戦後から1960年 代前半にかけて, 

地方圏からの集団就職によって大量の女子中卒者が

雇用されたが, その採用活動には各工場が労働力供

給地に置いた現地駐在員が大きく関わっていた(苅

谷ほか, 2000)。駐在員には, 現地の職安OBや 教員

OBな ど地元の労働事情に精通した者が委託職員と

して採用された8)。駐在員は一人1～2県 を担当して

中学校や職安に足を運び, 工場への人材供出を依頼

して歩いた。また紡績工場側では労働力を確保する

ための方策として, 工場内に各種学校や定時制高校

を設けて教育を行う就職進学制度を採用するところ

も多くみられた9)。

 しかし, 1960年 代になって高校進学率が上昇する

と, 中卒での就職者が減少し, 工場は次第に高卒女

子の採用を強化するようになる10)。駐在員の訪問対

象 も中学校や職安から次第に高校へとシフトした。

ところが, 当時の高卒者の労働市場は, 就職先が第

三次産業をはじめ多様であったため, 紡績業は他産

業 との労働力確保競争を強いられた(須 藤, 1981)。

そこで, ある種の魅力増大策の一環 として, 工場が

周辺の短大や専門学校 と提携して, 工場で働きなが

ら学校に通うことのできる制度が設けられた。短大

に関しては, 1968年 に当時の文部省から昼間二交代

制の 「三部」コースが認可された。「三部」とは, 全

日制の 「一部」, 夜間制の 「二部」に対応する呼称で

あり, 半日勤務, 半日授業を毎週交代で行う課程の

ことである11)。

 これは, かつて中卒就職者の確保のために存在し

たのと同様の就職進学制度であるが, 高卒労働者の

上級教育については各工場の力量では自ずと限界が

あった。したがって, 既存の短大が工場 との提携を

前提に三部制を設けたり, 工場が出資して新たに三

部制を持つ短大を設立したりするなどの動きがみら

れた12)。専門学校についても同様に, 既存校への工場

労働者の受け入れなどが図られた。

 また, 各工場の現地駐在員は, 労働力の供給圏に

おいて「繊維労務協議会」を結成し13), 一方需要地側

でも, 工場と短大等による組織である 「繊維産業協

議会」が作られた。そして, 繊維産業協議会が供給

地において, 高校生やその父母, 就職担当教師を対

象とした説明会を主催 し, 繊維労務協議会のある県

では同協議会が説明会を実質的に取 り仕切るなど, 

さまざまな活動を行ってきており, これらを通じて

現在でも業界内の横のつなが りは強いといえる。

 こうした制度の背景には, "働 きながら学校に通

えて, 資格14)も取れる"とい うフレーズの下に, 向学

心と勤労意欲を兼ね備えた優秀な生徒を集めたいと

いう工場側の思惑と, 工場労働者の受け入れによっ

て, 安定的に学生を確保することができる短大, 専

門学校側の思惑が一致したという点がある。工場は, 
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通常複数の短大, 専門学校と提携しており, 工場就

職予定の高校生は自分の希望に応じて短大, 専門学

校を受験することができる。短大, 専門学校 も6～10

程度の紡績工場から勤労学生を受け入れている。か

つてはこのようなシステムは全国においてみられた

が, こうした制度が現在も続いている点が, 中京圏

の紡績工場の大きな特徴といえよう15)。

 2. 看護助手

 一般に高校(看 護科以外)を 卒業して看護婦を目

指す場合, 看護大学などの看護婦養成学校に進学す

るほかに, 診療所・医院など(以下, 病院と記す)で

看護助手 として働きながら看護学校に通う方法があ

る。この場合, 2年 で准看護婦, 4～5年 で正看護婦

の資格を取得することができるが, これも一種の就

職進学制度といえる。

 病院によるこうした看護助手の採用は, 企業 と同

じように個々の病院が職安の検印を押した求人票を

高校に送付するところから始まる。しかしながら, 名

古屋市の場合は, 市医師会の看護婦対策部(以下, 医

師会と言う)が 市内病院の求人票を取 りまとめて高

校に送付している点に大きな特徴がある。これは

1961年 に職安の認可を得て始められた全国の医療

界でも唯一のシステムであり, 労働基準法の遵守, 寮

の完備, 賃金の均一化という3つ の項目について市

内病院の意思統一が達成されて可能 となった。

 採用活動の実際は以下のようになっている。医師

会はまず, 毎年市内全ての病院に求人代行に関する

案内を配布し, 参加を募る。応募のあった病院に対

しては, 医師会で求人票を作成し, 職安の検印を刻

印する。1999年には市内病院の約10%に あたる168

病院から379名 分の求人があった。そして, 取 りま

とめた求人票を 「名古屋市医師会」の名で高校に送

付する。さらに, 医師会の職員が供給地の高校を訪

問し, 就職担当教師 との間で連絡業務を行う。また, 

希望生徒に対して医師会職員が面接を行ったり, 学

校が自主的に校内説明会を開催したりすることもあ

る。こうした医師会職員の活動は, 紡績工場の駐在

員のそれとよく似ているが, 名古屋市でのみこうし

た集団求人代行が行われる背景には, 一つには都市

規模の大きさから医師会の傘下病院数が多いことが

あげられるが, 同じ中京圏内に手本 となるべき紡績

工場の駐在員システムがあったことも影響している

可能性があるといえるだろう。

 ところで, 採用試験に合格した生徒には, 医師会

によって勤務する病院が斡旋される。その後, 医師

会の運営する看護専門学校(准 看護科, 2年)を 受験

するシステムになっている16)。

 IV. 組織的求人システムの地域的特徴

 以上にみてきたような2つ の職種に共通するの

は, 労働力需要地(中 京圏)周 辺での地元応募者が

少なく, 労働力供給の大部分を地方圏に負っている

点である。紡績工場の場合, こうした遠隔地採用は

すでに明治期より行われており(千本, 1998; 能塚, 

1976), 今日までその慣行が続いているものといえ

る。そして, 地方圏でもとりわけ九州地方, 特に西

南九州(長 崎県, 熊本県, 宮崎県, 鹿児島県)か ら

の採用が多い(吉 田, 1994)こ とが, 中京圏におけ

る紡績工場の特徴である。

 1. 紡績工場

 まず, 1975年 以降の中京圏の紡績工場における新

規高卒女子採用の動向をみると, 高校進学率の上昇

などにより中卒の新規採用は激減し, 1975年 時点で

は2割 程度だった新規採用に占める高卒者の比率

が, 1995年 には89.2%へ と急上昇している。一方, 

高卒採用数も1985年 をピークに減少しているが, 全

国の紡績工場における採用者のうち, 中京圏の工場

が占め る割合 は1975年 の48.0%か ら1995年 の

56.1%へ と逆に上昇しており, 工場採用者の中京圏

への集中化をうかがうことができる(日 本紡績協会

の資料による)。

 次に, 西南九州からの高卒採用数の変化をみると
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(第1表), もともと32.8%(1975年)と 比較的高

かった西南九州出身者の比率がさらに上昇し, 1995

年時点では45.2%に まで達 していることが分かる。

また, 西南九州高卒女子の紡績工場就職者全体に占

める中京圏紡績工場就職者の割合 も70～80%と 総

じて高く,「中京圏紡績工場一西南九州高卒女子」と

いう強い結びつきを確認することができる17)。

 2. 看護助手

 名古屋市医師会による看護助手の採用についても

同様のことがいえる。2000年時点で地元(中京圏)か

らの採用比率は20%以 下であり, 逆に西南九州から

の採用比率は全体の過半数に達している(第2表)。

そして, ここでも西南九州の構成比は拡大傾向にあ

り, 特に2000年 において最も占有率の大きい長崎県

についてみると, 1980年 には全採用数の15. 7%を 占

めていたが, 2000年 には45.2%に まで上昇 してい

る。

 3. 中京圏労働市場の性格

 これらの求人が西南九州を指向する背景 として

は, 労働市場圏における中京圏の勢力範囲の変化が

考えられる。中京圏の紡績工場には, 明治期より東

北地方や新潟県, 長野県など九州以外からも多数流

入していた(塚田, 1961)。 しかしながら, 第二次大

戦後の工業化によって東日本が東京圏の勢力下に入

り, 中国, 四国を中心とする西日本の労働力が阪神

圏の勢力下に置かれると, 中京圏の勢力圏は九州お

よび北陸の一部のみとなった(川崎, 1963)。一方で, 

九州地方には女子の遠隔地への就職移動に対する心

理的抵抗感が相対的に少ない(加 茂, 1999)と いう

土地柄 も指摘されており18), こうしたことが紡績工

場労働者や看護助手採用での高い西南九州占有率に

つながっているといえよう。

 そして, 紡績業の構造不況や看護学校の定員削減

といった状況の変化は, 西南九州以外からの新規採

第1表 中京圏紡績工場における新規高卒女子採用の動向

*1全 採用数 に占め る西南九州か らの採用数の割合

*2西 南九州出身の紡績工場就職者全体 に占め る中京圏の紡績工場就職者の割合

日本紡績協会提供の資料。

 第2表 名古屋市医師会の看護助手採用の動向

*全 採用数に占める西南九州 からの採用数の割合

名古屋市医師会提供の資料。
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用数を減らす方向で作用したと考えられる。一方, 従

来から他地域に比べて学校 と需要側のつながりが強

かった西南九州 との関係は比較的維持 されたため, 

第1表, 第2表 でみたように, 元来高かった西南九

州の雇用比率はさらに上昇 したと考えられる。

 4. 供給地側の条件

 さらに, これらの求人には, 供給地である西南九

州の側にも特徴がある。それは, 地元雇用の充実し

た都市部の伝統校ではなく, 経済面や労働市場への

参入の面で条件の不利な郡部や離島19)の高校を対

象として求人を行っているという点である。例えば, 

県庁所在地にある創立80年 のA高 校は, 就職率の

高い学校ではあるが, 地元経済界との結びつきが強

いために県外就職率は非常に低 く, 中京圏への就]職

者もほとんどいない状況である20)。それに対して, 郡

部の中山間地にあるB高 校21)では, 女子の県外就職

率が1990～94年 で49.6%, 1995～99年 で43.2%と

高く, また県外就]職者に占める中京圏の割合も, 1990

～94年 で54.0%, 1995～99年 で57.4%と 高い。さら

に, 同校からの中京圏就職者に占める紡績工場およ

び名古屋市医師会(看 護助手)の 割合も, 1990～94

年で66.0%, 1995～99年 で80.4%と 非常に高率であ

る。また, 半島部郡部にあるC高 校22)についても, 女

子の県外就職率が1990～94年 で54.6%, 1995～99

年で47.9%, 県外就職者 に占める中京圏の割合が

1990～94年 で40.5%, 1995～99年 で55.3%, 中京圏

就職者に占める紡績工場および名古屋市医師会(看

護助手)の 割合は1990～94年 で69.4%, 1995～99年

で84.1%と いずれも高率である。

 これらの高校に対 しては, 駐在員や医師会の職員

が足繁く通い, 就職担当教師との人的つながりを強

固にしている。また, 紡績工場もしくは医師会とつ

ながりのある教師が転任しても, 転任先で引き続き

それらとつながりを持つことで, 転任先の学校との

間に新たなパイプが築かれることもあるし, 転任元

でも後任の教師がそうした人的関係の維持に努めれ

ば, 学校との関係は壊れない。

 5. 両者の利害関係

 こうした求人システムが維持されるメリットとし

て, 需要側では, 2つ の職種 とも労働力の回転が比較

的早いために継続的な雇用確保が必要で, かつ地元

からの雇用が困難ななか, 既存の制度に依存するこ

とにより, 新規雇用ルー トの開拓コス トを節約でき

るという点があげられる。実際, 紡績工場の場合, 終

身雇用を前提としながらも, 短大三部の最終年次(3

年)に おいて各人に卒業後の意向を問い, 退職する

予定の人数を確認して翌年の採用計画を立てること

が一般的であり23), 労働者の多 くは卒業 と同時もし

くは卒業後1～2年 の時点で工場を退職する24)。この

ようなシステムにおいては, 安定的な雇用ルー トの

存在意義がいかに大きいかは言うまでもなかろう。

 同様に名古屋市医師会(看護助手)についても, 看

護専門学校への入学定員という形で毎年一定量が採

用されるため, 安定的な人材確保が図られている。

 一方, 供給側の西南九州, 特に郡部や離島では, 地

元雇用が少なく大学進学率 も低いため, 景気の変動

による短期的な変動が少なく安定的に人材を供給で

きるルートとして, こうしたシステムを重要視する

傾向がある。また, 生徒にとっても, 中京圏に親類

や先輩が存在すること, さらに決断の前にUタ ーン

者, すなわち経験者のアドバイスが得られることに

よって, 他出に対する心理的抵抗が軽減されうるな

ど利点も多いと考えられる25)。

 IV. マクロスケールの就職移動との関係

 次に, これまでみてきたような組織的求人システ

ムによって発生する移動が, マクロスケールでの就

職移動パターンにどのような影響を与えているかに

ついて考察する。

 まず, 学校基本調査より地方圏26)全体での高卒女

子の就職移動をみると, 進学率の上昇や地元就職志

向の高まりによって, 県外就職者数, 就職者全体の
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うちの県外就]職率ともに減少傾向にある。一方, 県

外就職者に占める三大都市圏就職者の割合について

は, 1965年 の89.7%か ら1999年 の68.6%へ と低下

してはいるものの, 県外への就職者の大勢が三大都

市圏を指向する図式はさほど変化していないといえ

る。

 これを地域別にみると(第3表), 西南九州では他

地域に比べて県外就職者の減少ペースは緩やかであ

り, 1999年 の県外就職率 も39.1%と 地方圏平均

(19.4%)の2倍 以上であることが分かる。これは, 東

高西低といわれる工場分散の地域格差(酒田, 1991)

などによる地域労働市場の脆弱さに起因すると考え

られる。そして, 県外就職者に占める三大都市圏就

職者の割合も, 72.3% (1999年)と 地方圏平均を上

回っており, 西南九州においては依然として 「三大

都市圏への就職」という選択肢が重要であるといえ

よう。

 次に, 西南九州から三大都市圏への高卒女子の就

職移動についてみたものが第4表 である。1968年時

点では阪神圏への就職者が最 も多 く, 中京圏は

2,666人 (21.1%) と最も少なかった。しかしながら, 

1988年 になると三大都市圏就職者数が拮抗し, 1999

年には中京圏が最大となった (1,037人, 38.8%)。 こ

れは, すべての大都市圏への就職者数が減少しなが

らも, 中京圏への就職者数は東京圏や阪神圏へのそ

れに比べて相対的に維持されたことを意味してお

り, 結果として 「西南九州から中京圏へ」という移

動パターンが浮上するに至った27)。

 そこで, 次にこのような中京圏の浮上メカニズム

について考えてみよう。

 第5表 は鹿児島県を例に, 東京圏と中京圏への高

第3表 高卒女子の地方圏別県外就職者数と県外就職率

*1()内 の数値 は1968年 の県外就職者数 を1と した時の指数

*2県 外就職者の うち三大都市圏就職者 の割合

学校基本調査。

第4表 西南九州高卒女子の大都市圏就職者数

*()内 の数値 は1968年 の就業者数 を1と した時

の指数

学校基本調査。
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卒女子の就職者について産業別にその変化をみたも

のである。これによると, 同県では1975年 以降, 製

造業や金融業, 小売業, サービス業で, 大都市圏へ

の就職者数が大きく減少した。製造業では特に電気

機器工業の減少が大きいが, これは工場の地方分散

による雇用の減少が一因と考えられる。一方, 小売

業(デ パートなど)や サービス業(ホ テルなど)の

減少については, 結婚 ・出産時における退職の減少

や, アルバイ ト, パー トなど非正規雇用の増加によ

る雇用数自体の減少(甘 粕, 1983)に 加え, 女子の

高学歴化にともなって雇用の対象が高卒から大卒者

や短大, 専門学校卒業者にシフトしたことが, その

背景にあると考えられる。また金融業(銀行など)に

おいても同様に, CDやATMな どの導入によって

省力化が進むと同時に, 国際業務部門の拡充等にと

もない, 大卒や短大卒者への需要が高まった背景が

ある(朝 日ジャーナル編集部, 1983)。

 すなわち, 1975年 以降大都市圏への高卒女子の就

職者が激減したのは, 工場分散による製造業雇用の

減少と, 第三次産業における省力化, 非正規雇用労

働者の増加, 雇用の学歴代替等が原因であると考え

られよう。

 もっとも, こうした状況は中京圏においても発生

している。しかしながら, 中京圏ではこれらの業種

の雇用数がもともとそれほど多 くなかったことに加

え, 元来大きなウェイトを占めていた紡績工場への

就職者数がほぼ同じ水準で維持されたために, 中京

圏への就職者数全体の減少幅が, 東京圏のそれに比

べて押さえられたのである。

 そして, 前章までの議論と考え合わせれば, 中京

圏では組織的求人システムによって発生する移動流

の存在によって, 就職移動者全体の数が維持された

第5表 鹿児島県高卒女子の産業別就職者数

()内 の数値 は1975年 の就職者数 を1と した時の指数

鹿児 島労働局提供 の資料。
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ということができる。前述の通り, 紡績工場も看護

助手も九州, 特に西南九州からの雇用比率が上昇し

ているが, 労働力の供給側である西南九州からみた

場合にも, それらをあわせた移動流が中京圏への就

職移動者全体に占める割合は次第に上昇している。

第6表 を見ると, 中京圏就職者に占める紡績工場 と

看護助手の比率, すなわち組織的求人 システムに

よって発生する移動流の比率は, 1985年 の35.7%か

ら1997年 には52.5%に 上昇している。つまり, こう

した移動流を発生させる組織的求人システムの影響

は, 労働力の需要地に対 しても供給地に対してもま

すます大きくなっているといえるのである。

 V. おわ り に

 本研究では, 人口移動をそれに影響を与えうる「制

度」の側面からとらえて議論する必要性を提示した

上で, 高度に組織化された求人システムが実際に移

動を発生させている事例 として, 中京圏における紡

績工場労働者と看護助手の採用形態を取 り上げた。

そして両者の間には, 採用担当者が高校をたびたび

訪問し, 進路担当教諭と強固な人的関係を構築して

労働力の確保を図っていることや, 歴史的背景など

から主に九州(特 に西南九州)の 縁辺部を労働力の

供給源としていることなどの共通点がみられること

を明らかにした。そこには, 需要側(工場, 病院)と

供給側(高 校)が それぞれの思惑から既存のルー ト

を維持しようと努めている様子がうかがえた。また, 

こうした需要側 と供給側 との間の強い結びつきに

よって, 経済状況が変わってもこれらの業種への就

職者数があまり変化 しなかったことが明らかになっ

た。

 さらに, そうした組織的求人システムによって発

生する移動流が, マクロスケールでの就職移動パ

ターンにどのような影響を与えているかについて検

討した。その結果, 東京圏や阪神圏において高卒女

子の雇用が減少するなか, 組織的求人システムの存

在によって中京圏への移動流が相対的に維持された

ために, 西南九州から三大都市圏への高卒女子就職

者のなかで中京圏の占める割合が最 も高くなったこ

とが明らかになった。一方で, 地方圏全体からの中

京圏への高卒女子就職移動者をみても, 九州(西 南

九州)か らの割合が上昇してきており, マクロスケー

ルの就職移動において「西南九州→中京圏」という, 

純粋経済モデルでは説明が困難な特異なフローパ

ターンが浮かび上がってきている。

 地元雇用の少ない地方圏縁辺地域では, このよう

な求人システムへの依存は今後 も続 くものと考えら

れる。需要側も, 増産時等における雇用確保先とし

て学校との関係維持に努めたいと考えてはいるが, 

社会経済状況の変化のなかで, 今後 どこまでこうし

たつながりが維持されるかは疑問であるといわざる

を得ない。本研究で取 り上げた組織的求人システム

第6表 西南九州か ら中京圏への就職移動における組織 的求人 システ

 ムの影響

*()内の 数値は中京圏への就職者数 に占める割合 (%)

学校 基本調査, 日本紡績協会お よび名古屋市医師会提供の資料。
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の事 例 にお いて も, ここ2～3年 で は就職 者 数 や駐在

員 の活 動 状 況 等 に 関 し て や や か げ りが み え て お

り28), 今 後 こう した シス テム が機能 を失 った場合, 供

給側 が どの ように新卒 者 を労働 市場 に送 り込 むか が

大 きな課 題 となるで あ ろ う。

 謝 辞

 本稿 の作成にあた り, データの収集や聞 き取 りにご協

力 くださった紡績工場, 名古屋市医師会, および高等学

校, 短期大学, 専修学校 の関係者各位 に心 より感謝 申し上

げ ます。なお, 本稿の骨子 は2001年 度 日本地理学会春季

学術大会(敬 愛大学)に おいて発表 した。

 (2002年4月25日 受理)

 注

1) 中学生の就職活動 には職業安定法25条 の2(学

 校 は]職業紹介業務 を行わず, 職業安定所 に委託す

 る)が適用されたが, 高校生 については, 同法25条

 の3(学 校の長 が職安の業務 の一部 を分担 する)お

 よび, 33条 の2(学 校が無料の職業紹介 を全面的 に

 実施す る)が広 く適用されたためである。なお, 1970

 年 において, 同法25条 の2に 基づき職業安定所 に

 業務 を委 託 してい る高校 は全体 の2.6%(107校)

 に過 ぎない。

2) 欧米では, 就職 を目的 とした若年層の移動 は相対

 的 に投機的 なものであ り, こうした システムはいわ

 ば日本 的慣行である といえる(苅 谷, 1993)。

3) 本稿 では岐阜県, 愛知 県, 三重県 を指す もの とす

 る。

4) こうした就職活動 の仕組みは, 大学の工学部 など

 で もみることがで きる(中 澤, 2001)。

5) 名古屋市医師会 による看護助手 の採用は, 女子 に

 限っているわ けではないが, 結果的に女子 の採用が

 95%以 上 を占める(医 師会資料 による)。

6) 依頼書の内容 は,「貴校 を卒業 して就職 した生徒

 について, 就職先 の地域別 ・業種別のデータを提供

 願 えるか?」 という趣 旨の もので ある。

7) 14校 の分布 は, 福 岡県1校, 長崎 県8校, 熊本県

 1校, 宮崎 県4校 である。 また課程別 には, 普通科

 4校, 商業系7校, 農業系3校 で ある。

8) こうした駐在員制度 は紡績業界 に独 特の もので

 ある(須 藤, 1981)。

9) このよ うな定時制高校 の設立過程 や教育 システ

 ムについて は, 吉本(1990)な どに詳 しい。

10) 紡績工場 において高卒採用者数が 中卒採 用者数

 を上回 るのは1993年 であ り(日 本紡績協会の資料

 による), 採用者数の上 では近年 まで中卒優位が続

 いていた。

11) 例 えば, 月の第一週 は午前中が講義で午後 が工場

 勤務, 第二週 は午前中が工場勤務で午後が講義, と

 いった具合 である。なお, 工場 と学校の問は各工場

 の送迎バスで移動す る。

12) 岐阜聖徳学園短期大学部(昭 和43年 度認可), 一

 宮女子短期大学(同44年 度), 岡崎女子短期大学(同

 44年 度), 大垣女子短期大学(同45年 度)な ど。

13)1978年 時点 では組織 数 は府 県 ご とに29あ った

 が, 2000年 現在存続 してい るの は熊本県 と宮崎県

 のもののみである。

14) 短大の三部 について は幼児教育科や歯科衛生 科

 が中心で, 卒業後 は保母や歯科技工士な どの資格が

 取れ る。また, 専 門学校で も調理師や介護福祉士な

 どの資格 を取 ることができる。

15) 2000年 現在, 三部制 を持つ短大 は全国で9校 あ

 るが, そのうち6校 が中京圏(岐 阜県2校, 愛知県

 4校)に 立地 している。

16) ただ し, 正看護婦 の養成 コースを希望する生徒 に

 は看護学校 の入学試験が先 に行 われる。

17) 就職進学 の生徒を受 け入れている短大, 専門学校

 について も, 受け入れ学科の生徒全体に占める西南

 九州出身者の割合が過半数 を超 えて いる ところも

 ある(岐 阜県内2校 の調査 より)。

18) 聞 き取 り調査(岐 阜市内紡績工場お よび名古屋市

 医師会看護婦対策部)で も, 九州の高校 は東北 など

 他地域の高校 よ り関係の維持が容易 であった とい

 う意見が聞かれた。

19) 本稿 において聞 き取 り調査を行 った高校 も, 長崎

 県では平戸 など島懊 を含む県北部や島原半島, 熊本

 県では球磨地方, 宮崎県では南西郡部 な どに位置 し

 ている。

20) A高 校 の県外就職率は1970～79年14.7%, 1990

 ～99年8.3%で あった。また, 県外就職者 に占める

 中京圏就職者の割合 は1970～79年7.0%, 1990～99

 年9.6%に 過 ぎなかった。

21) 1学 年 の 定 員 は126人 で あ り, 女子 の比 率 は

 64.3%, 女子 の就職率は59.3%で あった。(平成11

 年卒業生。 リクルー ト 『高校総覧'99』 による)

22) 1学 年 の 定 員 は163人 で あ り, 女子 の比 率 は

 55.2%, 女子の就職率 は65.6%で あった。(同 上)

23) 工場 によっては, 採用の必要性が低 い年次であっ
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 ても, 学校 との関係維持のためにあえて雇用するこ

 ともあ るといわれ る。

24) 退職後 は資格 を活か して保母や歯科技工 士に な

 る者が多い。就職活動 に関 しては学校の就職課が支

 援す るが, Uタ ー ンする人 については駐在 員が職場

 を斡旋する こともある。

25) 進路担当教諭の話で は, こうした システムで移

 動 ・就職 してい く高校卒業生は, 進学意欲 はあるが

 家庭の経済事情で叶わないとい うケースや, 看護婦

 になりたいが看護大学, 看護学校 などに進学 する学

 力が十分でないとい うケー スが多い とい う。また, 

 紡績工場 の現地駐在員の話で は, 母親 など身近 な親

 類が同 じ経験 をしてお り, それに対 して肯定的な評

 価 を下 している場合は, 娘 も同 じ選択 をす る傾 向に

 あるとの ことである。

26) 本研究では, 以下の4地 域 に含 まれ る30道 県 を

 指 すもの とする。北海道 ・東北 北海道, 青森県, 岩

 手県, 宮城県, 秋田県, 山形県, 福 島県。北陸 ・甲

 信越: 新潟県, 富山県, 石川県, 福井県, 山梨県, 長

 野県。 中国・四国: 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島

 県, 山口県, 徳島県, 香川県, 愛媛 県, 高知県。九

 州 ・沖縄: 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, 大分

 県, 宮崎県, 鹿児島県, 沖縄県

27) 住民基本台帳人 口移動報告 によれば, 西南九州 か

 ら三大都市圏への女子の移動全体で は, 1999年 に

 おいても東京圏への移動が最 も多 く(51.3%), 中京

 圏を指向する割合 は16.0%に とどまる。 このよ う

 な属性 による指 向先の 「ずれ」については, 西南 九

 州か ら東京圏への全移動者(女 子)の うち, 高卒就

 職移動者の占める割合 は6.5%で あるのに対 し, 中

 京圏では高卒就職移動者 が29.7%に 達す る(住 民

 基本 台帳人 口移動報 告お よび学校基本 調査 による

 推計)こ とか らも理解可能 である。なお, この よう

 な全 年齢 を包括 した移動 と高卒就職移 動の大都市

 圏間にお ける指 向先の 「ずれ」は, 他 の地域や性別

 では見 られない。

28) 1997～99年 の3年 間で, 長崎県, 鹿児島県の繊維

 労務協議会が相 次いで活動を休止 した。
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 Methodical Recruiting Systems for High School Jobseekers in Japan: A Case of 

 Connections between Southwest Kyushu and the Chukyo Metropolitan 

 Area through Employing Female High School Graduates 

 Yasufumi YAMAGUCHI* and Yuji ESAKI** 

 Most migration studies have been done under the premise that individuals migrate of their 

own freewill. In recent years, however, some researchers insist that various "systems" promote 

or restrain the migration of jobseekers. 

 In this paper, we researched some cases in migration for the employment of female high 

school graduates where methodical recruiting systems have played a very important role and 

have caused massive migration as a result. 

 We examined two kinds of occupations, spinning mill workers and assistant nurses, in the 

Chukyo metropolitan area that includes Nagoya and Gifu. We found that female workers in 

these occupations quit after a relatively short term and that the employers wanted to continue to 

keep finding new workers in both occupations. They provide incentive systems where female 

workers can work and study at junior colleges and other educational institutions. In Southwest 

Kyushu, a peripheral region in Japan, we also found that there were not enough local jobs for 

female high school graduates seeking jobs and that the ratio of students going on to higher 

* Shogin Future Sight Institute, 1-4-21, Hon-cho, Yamagata 990-0043, Japan 
** School of Literature, Senshu University, 2-1-1, Higashimita, Tama-ku, Kawasaki 214-8580, Japan 
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education was also low because their incomes were not as high there. 

 We discovered that because of the satisfaction of both interests, those in the Chukyo 

metropolitan area and those in Southwest Kyushu, many female high school graduates seeking 

work in Southwest Kyushu were employed in these two kinds of occupations in the Chukyo 

metropolitan area since the 1980s. Furthermore, the recruiting systems of these occupations in 

the Chukyo metropolitan area are highly methodical. The people in charge of employment for 

both occupations who conduct recruiting activities in Southwest Kyushu have also maintained 

strong personal relations with the guidance-counseling teachers at high schools in Southwest 

Kyushu. Therefore the number of migrants from Southwest Kyushu to the Chukyo metropolitan 

area for both occupations is maintained at a relatively high level, in contrast with the general 

trend of the number of migrants from all peripheral regions to the three largest metropolitan 

areas (Tokyo, Chukyo, and Hanshin metropolitan area), for the employment of female high 

school graduates. 

 We found that the ratio of migrants to the Chukyo metropolitan area was the highest among 

all migrants for the employment of female high school graduates from Southwest Kyushu in the 

three largest metropolitan areas, although the ratio of migrants to the Tokyo metropolitan area 

was generally the highest among all the migrants from Southwest Kyushu and the other periph-

eral regions to the three largest metropolitan areas in Japan. This phenomenon is one example 

in which the "systems" affected macroscopic migration patterns. 

Key words: migration for the employment, methodical recruiting systems, Southwest Kyushu, 

the Chukyo metropolitan area, spinning mill workers, assistant nurses
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