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最近の活動 

企業内キャリアコンサルティングに関する 
研究・研修・実践 

 
企業内キャリアコンサルティングの調査 
企業内キャリアカウンセラー指導・養成 
セルフ・キャリアドック導入支援事業 推進委員 



企業内キャリアコンサルティングの発達段階 
（組織開発的側面） 

4 出典：高橋浩 (2015) 企業内キャリア・コンサルティングと組織開発 企業内キャリア・コンサルティングとその日本的
特質―自由記述調査およびインタビュー調査結果― 労働政策研究報告書, No.171 労働政策研究・研修機構. 



個別面談を超えた支援と連携 
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キャリア 
コンサルタント 

個別支援 

環
境
・
制
度
の
改
善 

組
織
運
営
の
改
善 

マネジメント 
の改善 

自律的なキャリア形成 

全社の傾向・問題の具申 
経営層への個別支援 

連携 

組織運営の改善 

労務管理 
人材の育成、配置 
人事制度の改善 

経営層 

従業員 

人事 マネジャ 



真価が問われる 
企業内キャリアコンサルティング 

クライエントとの日常的・長期的なかかわり 
問題は個人と組織との関係で生じている 
クライエントと組織の双方からの評価がある 
 
キャリアコンサルタントの存在意義が問われる 
⇒ 本来、他領域のキャリアコンサルティングも

同様である 



キャリアコンサルティングの課題 

十分に社会的意義のある活動になっているか  
その有効性を測る統一指標が存在しない 
キャリアコンサルタントへフィードバックする仕組
みが不十分 
 

環境（組織）介入の能力が不十分ではなか 
コミュニティ・アプローチのスキル向上 
（個と環境のアセスメント力、個と環境への介入力） 



評価フィードバックの仕組み 

評価 
クライエント 
及び関係者 

集計・分析 
管理事務所 

小改善 
訓練・研修、
制度の見直し 

実践現場 

集計・分析 
登録機関 

大改善 
養成講座、試験、更新講習、
スーパービジョンに反映 

全国規模 

出典：高橋浩 (2016) 今後のキャリアコンサルタントが担うべき機能的役割とその質保証 日本労働研究雑誌 58(6), 63-74.
を基に簡略化した 

実施 
キャリアコン
サルティング 



コミュニティ・アプローチの習得 

個と環境の相互作用を考慮した見立て力 

専門家・非専門家との連携力 



個と環境（組織/社会/家庭）の相互作用 
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環境 
穏和 過酷 

個
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脆
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堅
強 適応 適応 

適応 不適応 

援
助 

•個人の努力／成長には限界がり、環境介入も必要。 
⇒システム論に基づくアセスメント力が求められる。 

介入 



専門家・非専門家との連携 
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上司にキャリア形成の
知見を与えて、上司が
部下を支援する 

CCt等と上司・人事等
が協働して従業員を支
援する 

CCt等が必要なリソース
を探し、従業員へ繋げる
ことによって支援する 

従業員に最も影響力があるのは、CCtよりも上司・同僚、そして家族である。 
支援する権限を持つ社内外のリソースを活用することが重要。 

出典：宇留田（2003）P25を参考に一部修正 

支援 

CCt 

従業員 

上司 
支援 

コンサルテーション 

上司、 
人事等 

支援 支援 

CCt 

従業員 

コラボレーション 
相互の協力 

関係 
機関 

支援 支援 

CCt 

従業員 

コーディネーション 
協力依頼 



キャリアコンサルタントの 
ミッション 

労働を 
自他の意味や価値に変換できるよう 
個人と社会を支援すること 
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