
© Hitachi, Ltd. 2017. All rights reserved. 

株式会社日立製作所  
 人事教育総務センタ キャリアサービスグループ 

小寺 亜美 

2017年2月3日 

日立製作所のキャリア開発支援施策概要 

労働政策フォーラム「新時代のキャリアコンサルタント‐その使命と責務‐」 
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キャリア開発支援施策の目的 
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・組織成果の最大化 
・社員のｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ最大化 
・企業価値の向上 

 個人の自律的なキャリア開発の促進・支援 

「自分のキャリアは自分で切り拓く（自己決定・自己責任）」意識の醸成 
  仕事の成果で事業に貢献するとともに、自身のキャリアの充実に向けて仕事を通じて成長し、

やりたい仕事を自ら獲得していく（自分の力を最大限に活かしていく） 

 
 

キャリア開発支援施策 

個
人 

組
織 

施策推進の目標 

自ら考え・行動 
する強い個人の育成 
（個の自立・自律） 

施策の方向性 具体的施策 

個人への支援／ 
自己理解 

 組織・関係性への支援
(組織力・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ向上）  
 ／相互理解（一体感・ 
 チームワーク） 

○自分を活かす 
  ・個人のキャリア開発 
  ・適応・パフォーマンス向上 
○他者を活かす 
  ・ヒューマンスキル開発 
  ・組織力強化/活性化施策 
○制度・仕組み 
  ・GPM/ｷｬﾘｱ面談 
  ・ｷｬﾘｱ開発支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 等 

一人ひとりの 
意思・意欲を尊重し組織

に活かす 

 ・社員の能力の最大発揮、ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽの最大化 
 ・個々人のキャリアの充実    
 ⇒社員のエンプロイアビリティ、well‐beingの向上  

到達 
目標 
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キャリア開発支援施策全体像 

人
事
配
置
（育
成
・活
用
） 

職場におけるキャリア開発 

本人 上長 

PLAN 

ＤＯ 

CHECK 

ACTION ＧＰＭ 
(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ) 

キャリア面談 

処
遇 

◆“日々の仕事を通じた成長がキャリア開発の原点”という考え方のもと、 
   『個人の成長を組織の成長に結びつけること』を推進  

キャリア開発支援プログラム(ＣＤＰ) 

キャリア開発ワークショップ（ＣＤＷ） 

コミュニケーションスキルトレーニング 

若年層・中高齢者向けプログラム 

キャリア相談室 

教育（Off-JT) 
自発的能力開発サポート 

職能・階層別教育 

新人集合研修 

社内ＦＡ制度 

グループ公募制度 
ストレスコーピング講座 
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キャリア開発支援プログラム（ＣＤＰ） 

２０ ３０ ４０ ５０ 

キャリア相談室（本社地区） 

グループ公募制度・社内ＦＡ制度 

 ■自発的能力開発サポート                ■自己再開発休暇制度       ■カフェテリアプラン（自己啓発等）   
 ■在宅勤務・サテライトオフィス勤務    ■仕事と育児・介護の両立支援   ■ボランティア・社会貢献活動支援    等 

・内定者メッセージ 
・入社時キャリア講座 
・1年目ふりかえり研修 
・若手女性ｷｬﾘｱｾﾐﾅｰ 
・中堅企画員キャリア研修 

若年層向けプログラム 

 
・ライフプラン研修 
  （管理職４５歳、組合員５０歳） 
・ライフプラン説明会(全員５８歳） 
・多様な働き方に関するセミナ 
・社外転身サポートプログラム 

中高齢層向けプログラム                     
   

 ＣＤＰの中心的なプログラム。 
 （主任任用時に受講） 
 自己分析作業により、自分にとっての 
 仕事の意味・動機・やりがい等の自己 
 理解を深めた上で、キャリアプラン 
 ニングを行う（1泊2日） 
 ※夜の時間に希望制ｷｬﾘｱｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞあり 

キャリア開発ワークショップ（CDW) 

・社会化、定着化、仕事の確立 
・自律的キャリア意識の醸成 

  ・組織への貢献と自らのキャリアの充実 
  ・ワークライフバランス 

・セカンドキャリア、多様な働き方理解 
・定年後のキャリア/ライフプラン 

重点
課題 

６０ 

コミュニケーション力研修 

ストレスコーピング講座 

◆キャリア開発支援プログラムの３つのポイント 
    ①自己決定・自己責任  ②自己理解  ③キャリア・ライフステージに対応 

歳 
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自分のキャリアを考える問いかけー原点 
 

・なぜ働いているのですか？ 

     

・なぜその仕事をしているのですか？ 

     

・なぜこの会社で働いているのですか？ 

     

あなたは、 

     



© Hitachi, Ltd. 2017. All rights reserved. 

キャリア開発支援施策展開のながれ 
 

6 

施策導入期 
「強い個人の育成」 

対象層の拡大と 
キャリア面談の導入 

「強い個人の育成」 
＋ 

「組織力の強化」 
職場ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、ﾍﾙｽｹｱ 

施
策
の
深
化
・拡
大 

●管理職向けｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力強化研修集中実施 
●ｽﾄﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ講座集中実施 
●ｽﾄﾚｽｺｰﾋﾟﾝｸﾞ講座トレーナー養成（事業所人財部門）  
●キャリアコンサルタント集中養成（事業所人財部門） 

●管理職向けプログラム導入 
●新入社員向けキャリア教育導入 
●キャリア面談導入 

２００２年 ２００６年 ２００８年 ２０１０年 

●キャリア開発ワークショップ(CDW)の全社展開  
●キャリア相談室開設 
●社内ＦＡ制度導入・公募制度グループ拡大 

現在 

意識変革 
組織風土変革 

成長する組織 

●高齢者層ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ改訂 
●若手女性ｷｬﾘｱｾﾐﾅ導入 
●ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ推進ﾌｧｼﾘﾃｰﾀ 
 養成(事業所人財部門） 
●組織活性化サポート強化 

２０１２年 ２００４年 ２０１4年 
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