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キャリアコンサルティング・プログラム

ｂ-active株式会社

働く個人との「対話」を通じて、組織の「活性化」を支援します
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ｂ-active

Vision

➢ 一人ひとりの「働きがい」「生きがい」と共に

➢ すべては「対話」から

➢ 共に育ち成長できる喜び「幸せ」

「キャリア自律」の支援を通じて、

一人ひとりが成長を実感できる、

笑顔で元気な組織創りを実現します。

自律型組織では「社員個人の意識改革」と「組織の支援体制」の両面が

重要です。社員一人ひとりが主体的に自分らしくキャリアを開発形成するこ

とで成長を実感し、エンゲージメントの向上から組織への貢献に繋がります。

同時に組織が社員のキャリアを支援することで、人材が育ち、集まり、職場

が活性化され、生産性向上による持続的成長が可能な組織を目指します。
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このプログラムは、組織開発系や人事系のコンサルティング会社が提供する

「人事制度や評価制度の変更」などのハード面でのアプローチとは全く異なり、

「社員一人ひとりのマインド」というソフト面への働きかけや支援を通じてエン

ゲージメントを向上させるプログラムです。

b-activeは、現在多くの企業が抱えている「組織を活性化し生産性を向上

したい」というニーズにお応えします。

b-activeのキャリアコンサルティング・プログラムは、人手不足が急速に深刻

化する中で必須となる生産性向上のために、キャリアワークショップと1on1面

談を通した「対話」の実施により、社員一人ひとりの仕事への働きがい・エン

ゲージメントを高めることで、組織の活性化を確実に実現するプログラムです。

プログラム内容

特に、社員一人ひとりが「自身のキャリアプランを作成しそれに取り組むこと」が、

エンゲージメントの重要成功要因（Key Success Factor）となりますので、

対話型のプログラムである「キャリアワークショップと1on1面談」の内容やコンテ

ンツが大変重要な要素となります。同時にプログラムの運営を行う企業分野

キャリアコンサルタントは、経験豊富な国家資格保有の専門家です。

「自分らしいキャリアの中期経営計画」を社員一人ひとりが作成して実践して

いくことが、働きがい・エンゲージメントが高いキャリア自律人材への育成と、組

織の活性化、生産性の向上への道となります。
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取り巻く環境の変化

生産年齢人口の減少

8,170

（出典）総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推
計）:出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）、厚生労働省「人口動態統計」

-20%-7%

100 80

多様性・個の重視

年齢

性別 人種

文化

価値観

ライフ
スタイル

国籍

障がい

働く人一人ひとりの能力
を高め、生産性を高めて
いくことが不可欠です。

働きがい

持続可能な開発目標

第4次産業革命

１０年から２０年後に、今、日本で働いてい
る人の約半数の４９％の職業が、機械や人工
知能によって代替することが可能（２０１５
年１２月野村総合研究所とオックスフォード
大学のオズボーン准教授らとの共同研究）

49%
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人生100年時代

３
ステージ
人生

マルチ
ステージ
人生

キャリア教育の浸透

大学等における
キャリア教育プログラム

キャリアプランニング能力
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（多様な職業能力開発の機会の確保）

第10条の3

ー労働者が自ら職業能力の開発及

び向上に関する目標を定めること

を容易にするために、業務の遂行

に必要な技能及びこれに関する知

識の内容及び程度その他の事項に

関し、情報の提供、キャリアコ

ンサルティングの機会の確保そ

の他の援助を行うこと。

職業能力開発促進法

2016年4月1日

改正施行

エンゲージメント向上

エンゲージメント向上による主要指標に対する効果＜TopとBottomの差＞

1 収益性

2 生産性

3 1株当たり利益

4 顧客満足度

5 品質の欠陥

6 離職率（高い組織）

7 離職率（低い組織）

8 事故の発生

9 欠勤・休職率

GALLUP社 2013年発表 調査結果

+22％

+21％

+47％

+10％

-41％

-25％

-65％

-50％

-37％

GALLUP社 2017年発表 調査結果

米ギャラップが世界各国の企業を対象に実施した従業員のエンゲージメント（仕事への熱意度）調査によ
ると、日本は「熱意あふれる社員」の割合が６％しかないことが分かった。米国の32％と比べて大幅に低く、
調査した139カ国中132位と最下位クラスだった。

GALLUP社 2017年発表 調査結果

「熱意あふれる社員」の割合

６％
139カ国中132位
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人材開発の状況

社員個人のキャリア自律意識

＊キャリアコンサルタント（専門家）

による相談の利用の要望（正社員） 56.9％

能力開発（自己啓発）の実施状況
（厚生労働省「平成30年度能力開発基本調査」）

44.6%

＊能力開発（正社員）
行った

行っていない
① ラジオ、テレビ、専門書、インターネット等による自学、自習

＊行った能力開発の内訳（トップ3）

50.7％

② 社内の自主的な勉強会、研究会への参加

27.6％

③ 社外の勉強会、研究会への参加

25.7％

社員個人のキャリア開発意識は【まだまだ低い】

能力開発（自己啓発）とキャリアコンサルティング
（厚生労働省「平成30年度能力開発基本調査」）

79.9%

＊能力開発（正社員） 問題がある

問題がない ① 仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない

＊能力開発上の問題の内訳（トップ5）

59.3％

② 費用がかかりすぎる

27.9％

③ 家事・育児が忙しくて自己啓発の余裕が無い

24.7％

④ どのようなコースが自分の目指すキャリアに適切なのか
わからない

22.3％

19.2％

社員個人はキャリア開発に【自信がない】

⑤ 自分の目指すべきキャリアがわからない
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組織のキャリア支援状況

企業規模 キャリアコンサルティング
の仕組み導入率

30人～49人 31.4％

50人～99人 36.2％

100人～299人 36.8％

300人～999人 46.1％

1000人以上 65.9％

キャリアコンサルティング導入状況
（厚生労働省「平成30年度能力開発基本調査」）

現状は【専門家ではないキャリア支援者】による仕組みが大半

＊キャリアコンサルタント

（国家資格者）が

実施している割合

8.3％

専門家の導入率

自律的キャリア形成に向けて
（一般社団法人 日本経済団体連合会「人材育成に関するアンケート調査結果」2020年1月）

会社主導の
キャリア形成を基本

個人の
キャリア自律性を重視

現状の取組み 74.1％ 22.9％

今後の方針 35.9％ 62.9％

キャリア支援は会社主導から【個人の自律性重視】への転換期
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プログラムの全体像

組織の「支援体制」社員個人の「意識改革」 ×

社員個人が自分のキャリアを主体的、自律的に開発形成する意識を醸成し、

一人ひとりが自分らしいキャリアプランを作成することが最も重要な要素となる。

特に、受動的で指示待ちのやらされ感社員やぶらさがり社員に対しては、働く

マインドを変革し自分らしいキャリアプランの実践がエンゲージメント向上となる。

同時に組織の方針を明確に示し、個人の成長とキャリア自律への支援を「研修

と面談」を通して行うことを制度化することで、組織の活性化に繋げていく。

特に、部下のキャリアを支援する立場である管理職のスキル向上が重要となる。

社員個人が【キャリアプラン】を作り実践する

社員個人が【キャリアプラン】を考えていない

社員の

多様な

キャリア自律

を支援する

組織

集団の

管理

による

依存型

の組織

「自分らしく成長」

働きがい
エンゲージメント社員

「保身・維持・ぶら下がり」

ゆでガエル社員

「不信・不満蓄積」

離職・転職社員

「やらされ感・無気力」

メンタル不調社員

キャリア支援の専門家「国家資格キャリアコンサルタント」による仕組み創り
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組織のキャリア「支援体制」

社員個人のキャリア「意識改革」

内 的

キャリア

外 的

キャリア

価値観、自分軸

能力、強み

意志、興味

やりがい、意味

企業、業界

地位、役職

評価、年収

社歴、正社員

内発的モチベーション

キャリアアップ・出世意欲

＜勝ち組志向＞
昇格への努力→勝ち組→幸せ

こころの声 / I want to do / 長期的効果

主体的・自律的行動 / 生態・育成型支援

個人のキャリア充実

＜多様性志向＞
自分らしさの発揮→幸せ→達成

【エンゲージメント向上】

外発的モチベーション

アメとムチ / I have to do / 短期的効果

受動的・指示待ち行動 / 機械・管理型支援

年収アップ・キャリアチェンジ

＜成果・結果志向＞
評価・報酬制度→獲得→幸せ

会社主導のキャリア開発

＜同質性志向＞
教育研修学習→能力向上→幸せ

自分で選ぶキャリア（プラン）

• 自分で考えて、選んで決めた

「キャリアプラン」で成長を目指す

• 自分らしく嬉しく楽しい計画であり、

前向きに一生懸命取り組める

「自分らしい」「何とかなる」「これでいいのだ」

肯定的・ポジティブな働き方・エンゲージメント向上

【キャリア・プログラムを通じて、自分軸のプラン作成】

作らされたキャリア（プラン）

（忖度）上司から言われたので、その期待

に応えるように計画を作成した

（非現実）実現は無理だと思うが、前から

夢に描いている計画を作成した

（保身）達成と評価を意識し、容易に実現

ができそうな計画を作成した

【指示で各自作成の場合、レベル感はバラバラに】

「またか」「どうせ無理」「やっても無駄」

否定的・ネガティブな働き方・ストレス向上

キャリアコンサルタントによる「自分らしいキャリアプラン」の作成支援

個人の「内的キャリア」と「内発的モチベーション」を軸とした支援体制
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プログラムのステップ

組織と個人の視点

➢ 人材育成ビジョンや方針

➢ プログラムの実施計画

➢ 運営体制の準備や整備

１．お打ち合わせ

➢ 「対話型」重視

➢ キャリアプラン作成

➢ オーダーメード対応

２．キャリア・ワークショップ

➢ キャリアコンサルタント国家資格保有

➢ 「対話」による内省

➢ アクションプラン実行

３．キャリア1on1面談

➢ ＜個人＞セルフ・キャリアプロファイル

➢ ＜組織＞キャリアコンサルティング報告

プログラム実施結果/組織への提言

４．ご報告

キャリアの専門家と共に創る「キャリアコンサルティング・プログラム」

1. 経営理念

① ビジョン

② あるべき社員像

③ 人材育成方針

2. キャリアコンサルティング・プログラム企画

① キャリア・ワークショップ

② キャリア1on1面談

3. キャリアコンサルティング報告

① プログラムの実施結果

② 組織への提言

組織視点での
プログラム

1. 意識調査

2. セルフ・キャリアプロファイル作成

① 職務経歴

② 自己理解・環境理解

③ キャリアビジョン・ゴール・目標

3. キャリア・ワークショップ実践

4. キャリア1on1面談実践

① セルフ・キャリアプロファイル完成

② キャリアプラン完成

③ アクションプラン実行

個人視点での
プログラム
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プログラム（例）

【キャリア1on1面談（例）】

①ワークショップの振り返り

・ペアワークでの気づきや効果

・作成したキャリアプランについて

・価値観や強みなどについて

・キャリアプラン実行の課題

②キャリアプロファイルの共有 ③アクションプランの実施

・アクションプランの具体化

・組織や環境への働きかけ

➢ キャリアコンサルタント

国家資格保有

➢ 「対話」による内省

➢ アクションプラン実行

３．キャリア1on1面談 【専門家との対話】

・個人が自己理解（内的キャリア）を自分で行うことは容易
ではなく、専門家のキャリアコンサルタントが面談による「対話」
を通じて、内省と気づきを支援します。
・対話を通じて、自分と仕事の捉え方を変化させ、自分らし
いキャリアプランとアクションプランを作成実行することで、一歩
の踏み出しを支援します。
・また面談を通じて本音の意見も聴くことができます。

➢ 「対話型」重視

➢ キャリアプラン作成

➢ オーダーメード対応

２．キャリア・ワークショップ 【仲間とのディスカッション＆ワーク】

・仲間とのワークや対話を通じて、一人ひとりが自己理解や
環境理解を深めていきます。
・一度立ち止まって自分を振り返ることで、個人の成長や
キャリアを前向きに見つめ直し、自分らしいキャリアプランを作
成することを支援します。

【ワークショップ・メニュー（例）】

①環境・仕事理解

・世の中の変化

・企業/仕事の変化

変化を自ら明確に捉えて、

自分の枠組みで理解する

・ライフイベント ・ネットワーク

・強みワーク ・価値観ワーク

③自己理解

立ち止まって過去を振り返り、対話を通じた

ワークを通じて自分らしさとありたい姿を描く

・キャリア自己紹介

・キャリアプランとは

②キャリアとは

組織内で、「キャリア」という

言葉を共通言語にする

④キャリアデザイン

自分らしさを軸にキャリアプランを作成

し、アクションプランを面談で話し合う

・キャリアプラン作成

・キャリアプロファイル作成
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ご報告（例）

【ご報告（例）】

【個人と組織それぞれに】

・個人は、ご自身のキャリア情報を記載した「セルフ・
キャリアプロファイル」が完成します。
・組織にはプログラム実施の効果や、改善点などの
提言をレポートにして報告します。

➢ ＜個人＞セルフ・キャリアプロファイル

➢ ＜組織＞キャリアコンサルティング報告

４．ご報告

＜個人＞セルフ・キャリアプロファイル

5.　キャリアプラン

長期的 中期的

キャリアビジョン キャリアゴール キャリア目標 時期 行動計画 確認

1

2

3

4

実施日時

氏　　名 登録番号

所　　属

　　　　　　年　　　　　月　　　　日　（　　　　）　　 　　　　　時　　　　　分　～　　　　　　時　　　　　分

No.

1年目

キャリアコンサルタント　コメント

キャリアコンサルタント記入欄

b-active株式会社　　　www.b-active.co 045-212-0046

b-active株式会社

3.　自己理解

今後、予想される変化は

（ワークとライフのそれぞれで、自身や周囲、環境などの変化や起こりえるイベントなどを記入）

ご自身の夢や今後のありたい姿は

強み、得意なこと、持ち味など

（自分の強み、得意分野や持ち味、弱みを克服するために努力していることなどを記入）

あなたが期待されている役割は

（会社や上司、仲間から期待されていると思うお仕事の内容や役割、責任などを記入)

今後取り組みたい仕事や働き方等

（今後やってみたい仕事（職種）や働き方、仕事で達成したいことなどを記入）

（記名でも無記名でも構いませんので、伝えてほしいことがあれば自由に記入）

価値観、興味、関心事項等

（今後ワークでもライフでも、お持ちの夢やありたい姿などを記入）

キャリアコンサルタントから会社に伝えてほしいこと

（大事にしたい価値観、興味・関心を持っていることなどを記入)

セルフ・キャリアプロファイル

2020年度

目 的 ： このシートはご自身の今までのキャリアを振り返り、今後のキャリアを考えるものです。

守秘義務： このシートに記載したことや面談内容が、ご本人の了解なくキャリアコンサルタント以外の方に

伝わることはありません。このシート自体も個人でお持ちください。

運用方法： 作成の上、キャリア面談の際に必ずご持参ください。（複写不要）ご本人が同意した事項に

限り、会社と共有させていただきます。

b-active株式会社

＜組織＞キャリアコンサルティング報告
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- キャリアコンサルティング・プログラム - 

実施レポート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年   月   日 

 

b-active株式会社 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度は弊社 b-active 株式会社の「キャリアコンサルティング・プログラム」を、株式会社・・・・・・・・にて導入させ

て頂く機会を賜り、心より厚く御礼を申し上げます。 

つきましては、今回実施いたしました「キャリアコンサルティング・プログラム」に関する「実施レポート」を作成いたしました

ので、ご報告をさせていただきます。 

最後に、今後も引き続き当該プログラムが貴社の更なる発展に寄与できればと切に願っておりますとともに、お役に立

てるように共に創り上げて参りたく、ご継続、ご拡大下さいますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬 具 
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結論として以下のグラフが示す通り、参加者の「キャリア形成意識」は 5 つの項目全てにおいて、バランスよく、大幅

に向上した。 

つまり、キャリアコンサルティング・プログラムへの参加を通じて、キャリアに対する意識が向上し、部下や組織への意識

も大きく向上したといえる 
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ご契約（例）

 1年間のキャリアコンサルティング業務委託契約の方式となります。

 社員のキャリア支援体制を、共同作業で構築してまいります。

 委託業務としては、主に以下となります。

◼ 企業様とのキャリア支援体制構築の相談業務

◼ 対象社員に対するキャリア・ワークショップとキャリア1on1面談の実施業務

◼ 社員フォローアップのためのキャリア相談室業務

◼ 企業様へのレポート作成業務

 「トライアルプラン（お試し）」もご利用になれます。

 料金例：従業員300名の企業様 ・・・ 月額18万円（税別）

年間契約方式（年間業務委託契約）

 スポット（短期・単発）のキャリアコンサルティング業務委託契約

の方式となります。

 特定の社員層へのキャリア支援（キャリア・ワークショップとキャリア

1on1面談）を実施します。

 委託業務としては、主に以下となります。

◼ 対象社員に対するキャリア・ワークショップとキャリア1on1面談の実施業務

◼ 企業様へのレポート作成業務

 料金例：対象者20名実施の企業様 ・・・ 64万円（税別）

スポット契約方式（短期業務委託契約）
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www.b-active.co

b-active株式会社
一人ひとりの働きがい・生きがいと共に
すべては対話から
共に育ち成長できる喜び幸せ

〒231-0013 横浜市中区住吉町5-64-1 VELUTINA馬車道313

TEL 045-212-0046 / FAX 045-212-0047
Mail uemura@b-active.jp

http://www.b-active.co/

