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はじめに

この数十年で日本の終身雇用は崩壊し、転職が当たり前となりました。とくにZ世代やミレニアル世代の若年層は、新

卒での入社時点から「転職」を視野に入れていることも当たり前で、組織への帰属意識は低いとも言われます。ひとつ

の会社に縛られることなく、また、副業・兼業、フリーランスなどの多様な働き方が選択できるようになる一方で、会

社に依存することなく個人でキャリア、人生の自律を目指すことが必要な時代となっています。

個人にとってもキャリア自律は自分の人生をマネジメントすることそのものですが、企業にとっても優秀層の離職防止

やエンゲージメント向上、また、年功序列が崩れた中で中高年のキャリア支援など、「キャリア自律の支援」に関する取

り組みは不可欠なものとなっています。

現在、各社がキャリア自律の支援に関してどのような取り組みを実施しているか、また、どのような課題感を抱えてい

るかを調査しました。

調査概要

調査概要 ： 「キャリア自律支援の実態と対策」に関するアンケート
調査期間 ： 2022 年 10 月 7 日～ 2022 年 10 月 20 日
調査方法 ： Web アンケート
調査対象 ： 上場および非上場企業の人事責任者・担当者

提出数　　　　 ： 有効回答 246 件
実施機関　　　 ： 株式会社ジェイック
調査結果の引用 ： 利用の際は（ジェイック調べ）と表記ください

調査項目

No. 回答形式 必須/任意 設問

1 単一 必須 貴社では、「従業員のキャリア自律」は経営陣や人事の関心事になっていますか？

2 単一 必須 貴社では、「従業員のキャリア自律」に関する取り組みを実施していますか？

3 複数 必須 「従業員のキャリア自律」を支援する目的として、当てはまるものをすべてお選びください。

4 複数 必須 「従業員のキャリア自律」を支援する取り組みとして、実施・検討しているものをすべてお選びください。

5 複数 必須 貴社が、キャリア自律の支援対象として注力している層はありますか？ 当てはまるものをすべてお選びください。

6 単一 必須 貴社では、「従業員のキャリア自律」に関する取り組みの効果検証ができていますか？

7 複数 必須 キャリア自律やその取り組みに関して、従業員からあがる声として当てはまるものをすべてお選びください。

8 単一 任意 キャリア自律やその取り組みに関して、従業員からのその他の意見・反応がありましたら簡単にご記入ください。

9 複数 必須
貴社では、キャリア自律の支援について、従業員から会社や職場へどのような期待があると思いますか？ 
当てはまるものをすべてお選びください。

11 複数 必須
「従業員のキャリア自律」に関する取り組みにおいて、今後、実施・強化したい内容はありますか？ 
当てはまるものをすべてお選びください。

10 複数 必須 「従業員のキャリア自律」に関する取り組みの実施・検討における課題として、当てはまるものをすべてお選びください。
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Q1. 貴社では、「従業員のキャリア自律」は経営陣や
　　人事の関心事になっていますか？

強い関心事になっている 関心事になっている あまり関心事ではない まったく関心事ではない

規模別全体
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キャリア自律が「強い関心事になっている」「関心事になっている」を合わせると 58％と過半数が関心を持つ。

1001名以上の会社においては「強い関心事になっている」の割合が 3割と非常に高くなっている。
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Q2. 貴社では、「従業員のキャリア自律」に関する取り組みを
　　実施していますか？

キャリア自律を主目的とした
施策を実施している

キャリア自律に関連性のある
取り組みを実施している

キャリア自律に関する
取り組みを実施する予定がある

キャリア自律に関する
取り組みを検討している

キャリア自律に関する取り組みを
実施・検討していない

規模別全体

全体では、「キャリア自律を主目的とした施策を実施している（13％）」「キャリア自律に関連性のある取り組みを
実施している（26％）」と、約 4割の企業が既に何らかの（取り組みを）実施している

規模別に見ると、 1001 名以上の企業では「（取り組みを）実施している」割合が 6割になる
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Q3.「従業員のキャリア自律」を支援する目的として、
　　当てはまるものをすべてお選びください。

全体×規模別

キャリア自律の支援をする目的は、「従業員のパフォーマンス向上」「従業員のモチベーション向上」
「組織や仕事へのエンゲージメント向上」が、いずれも 6割以上であった

「301 ～ 1000 名」の会社では「従業員の離職防止」が、他の規模に比べて突出した高い傾向が見られた

全体
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従業員のパフォーマンス向上

従業員のモチベーション向上

組織や仕事へのエンゲージメント向上

従業員の離職防止

従業員の成長促進

新身雇用崩壊への対応

年功序列崩壊への対応

ジョブ型雇用への対応

その他

全体

1001名以上

301～ 1000名

300名以下

Q4.「従業員のキャリア自律」を支援する取り組みとして、
　　実施・検討しているものをすべてお選びください。

全体×規模別

実施・検討している施策として、最も多かったのは「キャリア開発に関する研修」

実施率の高い 1001 名以上の会社でみると、「キャリア開発に関する研修」「社内公募や FA制度、異動希望制度」
「カフェテリアプランや eラーニングなど学習環境の提供」などの割合が高い
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キャリア開発に関する研修

キャリアカウンセリング、キャリア面談

社内公募やFA制度、異動希望制度

キャリア開発や希望キャリアに関する調査

カフェテリアプランやラーニングなど学習環境の提供

自己開発に関する時間的支援（自己啓発休暇など）

資格取得など自己開発に関する金銭的補助

越境学習・異業種交流の推奨

副業・競業の推奨

その他

その他のコメント
・イノベーションを生み出す組織
・組織力向上、売上UPに繋がっていく取り組みだと思う
・業務に必要な免許資格の取得推進

その他のコメント
・具体的に検討できていない
・キャリア相談室の設置
・将来を見据えた日々のOJT
・未定



全体×規模別

全体

1001名以上

301～ 1000名

300名以下

Q6. 貴社では、「従業員のキャリア自律」に関する取り組みの
　　効果検証ができていますか？

規模別

「できている」企業は 8％で、キャリア自律に関する取り組みの効果検証はできていない企業が多い

「まだ効果検証の段階ではない（51％）」が過半数を占める

全体として最も注力されているのは「次世代リーダー層」

規模別に見ると、1001 名以上の会社は特定の層だけをターゲットとせず「全従業員」に対して注力している傾向が
見られる。一方、1000 名以下の会社では「現リーダー・管理職層」への注力度が相対的に高くなっている。
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次世代リーダー層

現リーダー・管理職層

優秀人材層

課題感の強い人材層

中高年層

全従業員

希望者のみ

その他

Q5. 貴社が、キャリア自律の支援対象として注力している層は
　　ありますか？  当てはまるものをすべてお選びください。

全体
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48% 17%

できている できていない まだ検証効果の段階ではない わからない

その他のコメント
・30歳、55歳、58歳
・女性リーダー
・検討段階で支援まではできていない
・未定



0% 50%30%10% 60%

自身の客観的な市場価値がわからない

自身のやりたいことがわからない
自身にどのような選択肢があるかわからない

キャリアについて相談できる人がいない

具体的に何をしたら良いのかわからない

多忙すぎてキャリアを考える時間が無い

会社が個人のキャリアを尊重してくれない

異動希望などを出してもなかなか叶わない

特に困っていることはない

従業員の声を聴いたことはない

実施している企業群

実施していない企業群

Q 7. キャリア自律やその取り組みに関して、従業員から
　　あがる声として当てはまるものをすべてお選びください。

既に取り組みを実施している企業群では「自身の客観的な市場価値がわからない」「自身のやりたいことがわからない」
などの回答が多い一方で、まだ取り組みを実施していない企業群では「自分にどのような選択肢があるかわからない」
「具体的に何をしたらよいのかわからない」などの回答が多くなっている

《補足》
以降のQ7、Q9、Q10、Q11 については、質問２*の回答に応じて、
①（キャリア自律に関する取り組みを）実施している企業群
②（キャリア自律に関する取り組みを）実施していない企業群
に分類して回答を集計している。

*質問２：貴社では「従業員のキャリア自律」に関する取り組みを実施していますか？

実施している企業群

・キャリア自律を主目的とした施策を実施している

・キャリア自律に関連性のある取り組みを実施している

実施していない企業群

・キャリア自律に関する取り組みを実施する予定がある 

・キャリア自律に関する取り組みを検討している 

・キャリア自律に関する取り組みを実施・検討していない



Q8. キャリア自律やその取り組みに関して、 従業員からの
　　その他の意見・反応がありましたら簡単にご記入ください。

役職登用以外に年代毎のライフイベントなどについてどの様な対策を個人として行うべきか
（例：育児時短勤務をしながらのキャリアアップや介護をしながらの働き方など）

自律という言葉に不安、抵抗を感じている社員が多い（ネガティブイメージが強い）、
キャリアパスを示してほしいという声が多い

キャリア自律はそもそも各人が自身のキャリアについて考え、
それが実現できる機会を自ら得るよう行動することであると考える。
そのため人事施策はあくまで補助で個人の考え方自体は入社前に育み、選考で判断するものと思う

通常の話や、愚痴・相談を聞く際には、近い話も出たケースもあるが、【キャリア自律】自体知らなかったし、
そのことについて認識して聴く機会を作った事がない。大半の従業員がそうした認識であると思う。
資格支援という形での相談や応援はしているが、少し意味合いが違うのかなと思う。

弊社では「自発的貢献意欲」と題しているが、その定義が曖昧となっている。
また全従業員とした場合、例えば地方拠点の製造現場に従事する社員と、
東京本社管理部門にいる社員ではキャリアの考え方が大きく違ってくる。
正直、世間で言われている「キャリア自律」と社内がつながっていくイメージがわかない。

キャリア自律を目指すほど高い目標思考やモチベーションをもった人はいない。
そんな人はとっくの昔に退職・転職しているはず

掲げた自律支援策が一部の優秀層にのみを対象に実行されているというネガティブな意見があった

会社が求めるあるべき人財像やキャリアプランがない

“キャリア自律＝昇格構想” という印象がある

女性社員からはロールモデルがないという声を聴く

キャリアについて、考えたことがない

そもそもキャリア自律という概念が全くの皆無

特段の反応なし

ミドル期からの研修等の実施

将来が不安だという声をよく聞く

自分が期待されているキャリアが分からない



まずは自分自身にどういう選択肢があるのかが腹落ちできていない。
会社としてメッセージは発信しているが、会社が合併してまだ３年。
会社の方向性として先がまだまだ見えないという点もあるかと思う

ＰＬ計画だけで体制・仕組み・実行が不足し振り返りやフィードバック・
対話をしない（できない）経営者・管理者にキャリア自律などの認識と学ぶ

現時点でキャリア自律に対する取り組み要望、意見はない

できる人に仕事が集中するので、大多数は、事なかれ主義者。またできる人はつぶされて辞めていく。

将来の見通し（自助努力では変えられない部分）について、不透明感が強く、不安になる。

何をしたいかを含め、色々な業務を一旦触ってみる

従業員によってモチベーションが違う為、反応は様々

意識が見られず、教育も受け皿も用意されていない

会社としての考え方がわかないとの意見をもらう

部署移動の希望が取り入れられない、現部署では昇進が叶えられないなど

会社の支援・援助が無い

ジョブローテーションや、キャリアの自立に向けた試みを考えて欲しいという声がある

個々人のキャリア開発が、人事にどういう情報として蓄積されるかが不安材料となる

サンプル数は少ないものの、やる気がでたという声が上がっている

「考えた事が無い」という意見が多い

他社事例が知りたい。実現へのロードマップが作りたい

社内ヒアリングを含めた、全体計画に乏しい



0% 10% 20% 25%15%5%

必要な時に必要な学習ができる仕組みや機会の提供

副業 •兼業の許可

フレキシブルな動務時間制度の導入

従業員の希望を反映した配置転換

本音でキャリア相談できる環境

キャリア相談する機会

評価・移動の意図の脱明

無位や-種ごとの必要なスキルの明示

その他

従業員の声を聴いたことはない

0% 10% 20% 25% 30%15%5% 35%

推進・実施方法が分からない

「従業員のキャリア自体」に関する意識の醸成・向上

経営層からの理解

人事や上司の工数（面談や対応など）

予算の確保

業類向上につながるかの懸念

キャリア自体が退職につながることへの懸念

④従業員の希望を聞いても叶えられないことが多い

その他

特に課題はない

実施している企業群

実施していない企業群

実施している企業群と実施していない企業群を比較すると、実施している企業群では「必要な時に必要な学習ができる
仕組みや機会の提供」が従業員からの大きな期待であろうと考えている点に大きな差異が見られた。

Q9.貴社では、キャリア自律の支援について、従業員から
　　会社や職場へどのような期待があると思いますか？
　　当てはまるものをすべてお選びください。

実施している企業群

実施していない企業群

Q10.「従業員のキャリア自律」に関する取り組みの実施・
検討における課題として、当てはまるものをすべて
お選びください。

実施している企業群では「従業員のキャリア自律に関する意識の醸成・向上」が顕著な課題、
また、「人事や上司の工数」が上位の課題として挙げられた

実施していない企業群では、実施している企業群の回答と比べて、相対的に「推進・実施方法がわからない」
「経営陣からの理解」「従業員の希望を聞いても叶えられないことが多い」が相対的に強い課題になってい



Q11.「従業員のキャリア自律」に関する取り組みにおいて、 
　　  今後、実施・強化したい内容はありますか？
　　  当てはまるものをすべてお選びください。

0% 20% 25%15%10%5%

キャリア開発に関する研修

キャリアカウンセリング、キャリア面談

社内公募やFA制度、異動希望制度の構築・見直し

キャリア開発や希望キャリアに関する調査

カフェテリアプランやeラーニングなど学習環境の構築・強化

自己開発に関する時間的支援（自己啓発休暇など）の導入・強化

資格取得など自己開発に関する金銭的補助の提供・強化

超境学習・異業種交流の推奨

副業・兼業の推奨

その他

実施している企業群

実施していない企業群

実施している企業群では「キャリア開発に関する研修」「キャリアカウンセリング、キャリア面談」が多かった。
一方、実施していない企業群では、「自己開発に関する時間的支援（自己啓発休暇など）の導入・強化」「資格取得など
自己開発に関する金銭的補助の提供・強化」なども実施したい内容として挙げられている

最後に

「キャリア自律」というキーワードは、最近のHR分野におけるひとつのトレンドワードとなっています。今回の調査結

果では、6割の企業で経営陣や人事が「キャリア自律の支援に関心を持っている」、また規模感の大きな企業ほど「強い

関心事」となっていることが分かりました。既にキャリア自律の支援に関する取り組みを実施する企業も全体の約4割、

1001名以上の大手企業では6割となっています。

一方で、コメント等を見ると「従業員個人に “漠然としたキャリアへの不安” はあるが、従業員の意識がキャリア自律を

考えるところに至っていない」「キャリア自律という言葉にネガティブなイメージを持つ従業員もいる」といった悩まし

い状況もあるようです。 既に取り組みを開始している企業からは「従業員のキャリア自律に関する意識の醸成・向上」が

突出した課題であるという回答もあり、（外部から）“自律を支援する” 取り組みの難しさを感じさせます。上司や人事の

工数にも制限がある中で、キャリア自律支援にどのように取り組むか、悩んでいる企業が多いことがうかがえる調査結

果となりました。



サービス紹介

kakedasの詳細とお問い合わせ

キャリア自律支援プラットフォーム kakedas

Kakedas は 1945名（2022年 9月時点）の国家資格キャリアコンサルタントが、従業員のキャリア自律を支援、組

織改善をサポートするキャリア自律支援プラット―フォームです。第三者が仲介することで、組織が持つ構造的なキャ

リア支援の課題を解消します。

kakedas は、株式会社ジェイック[TYO:073]　グループが提供しています。

ジェイックは「学ぶ楽しさ」「働く幸せ」「成長する喜び」に満ちあふれた社会を実現するというビジョンを掲げ、教育

研修サービス、採用支援サービスを提供する東証上場企業です。教育研修では、リーダーシップやコミュニケーション

など「ヒューマンスキル」分野に強みを持ち、「7つの習慣 ®」「デール・カーネギー・トレーニング（人を動かす）」な

どグローバル企業が多く導入するリーダーシップ・コミュニケーション研修を提供しています。従業員のキャリア自律

を支援するキャリア相談プラットフォーム「Kakedas」は、グループ企業Kakedas を通じて企業に提供しています。

「どんなサービスか、詳細を知りたい」「トライアルしてみたい」
「組織にどんなフィードバックをもらえるのか知りたい」など、

Kakedas に興味をお持ちいただいたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ　:　kakeda@jaic-g.com

サービスの詳細はこちら

https://www.hr-doctor.com/lp/edu/kakedas/

