レポート

第１回 キャリア権ワールドカフェ

様々な職業・職種・年代の参加者が
高齢者が活躍しなければ

キャリア権をテーマに熱い対話を展開
この国はもたない！
職業生活を通じて自己実現し幸福を追求する権利と定義される「キャリア権」。
その理念の普及啓発などを行っている「ＮＰＯ法人 キャリア権推進ネットワーク」
（戸苅利和理事長）は、９月17日、
『カフェ』のようなリラックスした雰囲気の中で、
少人数に分かれたテーブルで自由な対話を行いながら「キャリア権」をわかりやく
学ぶイベント「第１回 キャリア権ワールドカフェ」を開催した。当日は、本誌編
集部の記者も参加。様々な職業・職種・年代の垣根を越えて、活発な提案や意見交
換が行われ、気がつくと２時間半があっという間に過ぎていた。
編集部
実現し、幸福を追求する権利」と定義され

ＮＰＯ法人
キャリア権推進ネットワーク

ている。この概念は、諏訪康雄氏（中央労
働委員会会長）が10年以上前に提唱した法
的概念だ（参考１、34ページ参考２参照）。
今年４月に設立された「ＮＰＯ法人 キャ

キャリア権の理念広め法制化目指す
第１回

リア権推進ネットワーク」（戸苅利和理事

「キャリア権」とは、「働く人が、その人

「キャリア権」について、①法制化の観点か

生（ライフキャリア）に大きな位置を占め
【ラウンド１】
る職業生活（職業キャリア）を通じて自己

ら検討・研究する、②理念を浸透させるた

キャリア権ワールドカフェ

長、以 下「Ｎ Ｐ Ｏ」と い う）で は、こ の

め、企業や労働組合、学校、自治体などに

キャリア権の考え方でわかりやすい部
分、わかりにくい部分はどのようなと
＜参考１＞「キャリア権」とはなにか
ころでしょうか。

｢人が職業に就くことを準備し、職業を選択し、あるいは職業を転換し、職業上の遂行能力を高め
【ラウンド２】
るなかで、経済的報酬や社会的な価値を獲得するとともに、自己実現していく過程、および、そ
キャリア権をあなたの職業生活に活か
の結果としての経歴をめぐって、これらの連鎖的な流れに対応し、人間の活動を基礎づける権
そうとするとき、どのようなハードル
利、あるいは、各人が自己のキャリアを追求し、展開することを義務づける権利｣（注）

がありますか。組織との関連で生じる
(注) 諏訪康雄「エンプロイアビリティは何を意味するのか？（特集 高失業時代を生きる）」季刊労働法
ハードルも含めて考えてみてください。
関係する憲法の条文
労働権
職業選択の自由
【ラウンド３】
憲法27条
憲法22条

教育権
憲法26条

生存権
憲法25条

2002年199号

幸福追求権
憲法13条

キャリア権をあなたの職業生活に活か
そうとするとき、ハードルを越えるた
そうすると…｢キャリア権」とは
めにどのように工夫すればいいでしょ
生涯にわたり「働くこと」を通じて、生計を維持し学習し自己実現を図ること、
うか。キャリアを財産にするという観
これら一連の行為によって幸福で豊かな生活を営むこと
点も含めて考えてみてください。
いわば、「働くこと」を通じて、働く人の自分らしい生き方を応援すること

資料出所／「キャリア権を知ろう キャリアを磨く、キャリアを活かす」監修：諏訪康雄 執筆：西尾健二・石山恒貴

キャリア権ワールドカフェに
参加して
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啓発活動を展開する、③国や社会に法制化

▼参加者に問いかける西尾氏。当てられたらとドキドキ

や施策の推進を働きかける──などの活動
を行う。同ＮＰＯの発足に当たっては、菊

ＮＰＯ法人
池桃子氏（タレント・戸板女子短期大学客
キャリア権推進ネットワーク
員教授）が理事に就任している（本誌第1784
号（2013年５月21日付）参照）。

第１回
キャリア権ワールドカフェ
【ラウンド１】
全員で「キャリア権」の深い理解を
キャリア権の考え方でわかりやすい部
分、わかりにくい部分はどのようなと
ころでしょうか。
同ＮＰＯは、去る９月17日、「キャリア

ほどがかけつけた。
冒頭の戸苅理事長の挨拶に続き、石山恒
貴氏（法政大学大学院政策創造研究科准教

権」をわかりやく学ぶためのイベント「第
【ラウンド２】
１回
キャリア権ワールドカフェ『楽しく学
キャリア権をあなたの職業生活に活か

授）と西尾健二氏（情報機器販売会社勤務）

がありますか。組織との関連で生じる
にて開催した。その目的には、参加した全

礎から解説。西尾氏は、「企業には私的生活

ぼう！キャリア権』
」を東京都新宿区信濃町
そうとするとき、どのようなハードル

ハードルも含めて考えてみてください。

が、ブックレット「キャリア権を知ろう」
をテキストに「キャリア権」の考え方を基

員の意見や知識を集めることで「キャリア

配慮義務がありますが、私的生活への配慮

権」についてより深く理解できるようにす
【ラウンド３】
ることがあるという。
キャリア権をあなたの職業生活に活か

とは具体的にどのようなものですか？」な

当日は、平日の夜にもかかわらず、企業
そうとするとき、ハードルを越えるた
めにどのように工夫すればいいでしょ
の人事労務担当者、商品開発者、ＩＴエン
うか。キャリアを財産にするという観
ジニア、高校教師、医療職、キャリアカウ
点も含めて考えてみてください。

どと参加者に問いかける対話形式の講義を
展開した。参加者には、ワールドカフェ前
のウォーミングアップにもなっていたよう
だった。

ンセラーなど様々な職業や職種の方が40人

＜参考２＞「キャリア権」の法的フレームを考える

「ワールドカフェ」とは、『カフェ』のよ
直接的

キャリア権ワールドカフェに
労働契約は、仕事と生活の調和に配慮する。
労働契約法
参加して
（第３条３項）
→

職業能力開発促進法

〈お問い合わせ先〉
（第３条）

間接的

配転・配置に係る権利濫用禁止法理

職業生活の全期間を通じ、能力を有効発揮し…業務の内容変化に
適応し、円滑な再就職に資するよう職業生活設計に配慮する。

ＮＰＯ法人
キャリア権推進ネットワーク
労働者は自ら進んで高齢期の職業生活設計を行う。
高年齢者雇用安定法

事業主は高齢期の職業生活設計に必要な援助を行う。
（第３条２項、第４条２項）
http://www.career-ken.org/

育児介護休業法

雇用の継続・再就職を促進し、職業生活と家庭生活との両立に寄
与する。

男女雇用機会均等法

女性労働者にあっては、母性を尊重されつつ、充実した職業生活
を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

（第１条）

（第２条１項）

資料出所／「キャリア権を知ろう キャリアを磨く、キャリアを活かす」監修：諏訪康雄 執筆：西尾健二・石山恒貴
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第１回 キャリア権ワールドカフェ
うなリラックスした雰囲気の中で、４人〜

には、各ホストが前のラウンドで話し合わ

６人に分かれたテーブルで行う自由な対話

れた内容を説明することになる。

手法のこと。多くの会社で行われているブ

参加者は、ラウンドが変わるごとに別の

レーン・ストーミング方式（あるテーマに

テーブルに自分の名札を持って歩くが、職

対し各人が思いつくままに意見や考えを出

業や職種、会社名、年齢などについては、

し合って、締めくくりにそれを整理しまと

自ら語らなければ公表されることもない。

める方式）の会議に似ているが、当日の目

１ラウンドで３人〜５人、３ラウンドで

的は、テーマ（キャリア権）について理解

10人〜15人の方と対話をすることになる。

を深めることであり、何らかの解答を得る

当日は、多くの方が初対面であったようだ

ことは目標とされていなかった。

が、お茶やコーヒー、チョコレートなどの
お茶菓子が出されてリラックスした雰囲気

異業種・初対面の方とグループ対話

の中で行われたことや、会社内にある上下

当日は、①キャリア権の考え方のわかり

キャリア権推進ネットワーク
ラウンドごとにメンバーが総入れ替えにな

やすい部分、わかりにくい部分、②キャリ

ることなどから、出されたコーヒーを飲む

ア権を職業生活に活かそうとするときの

のを忘れるほど新鮮かつ刺激に満ちた気兼

ハードル、③そのハードルを越えるための

ＮＰＯ法人
関係や取引先等との利害関係がないこと、

第１回
ねない意見交換の場となっていた。

ここでは、ラウンドごとに出された意見
キャリア権ワールドカフェ

工夫──というキャリア権に関する３つの
テーマ（ラウンド）ごとにグループ対話が

やアイデアの一部を紹介する。

行われた。

【ラウンド１】

参加者は５つのテーブルに分かれて対話

キャリア権の考え方でわかりやすい部
分、わかりにくい部分はどのようなと
ころでしょうか。

を開始し、各テーブルに貼られた大きな色
模造紙に気づいたことやアイデア、キーワー
ドを自由に書き込んでいく。開始から15分

【ラウンド２】

が経過すると、そのテーブルのホスト役だ
けが残り、他の参加者は各自好きな別のテー
ブルに移動する。次のラウンドの開始の際

「権」がつくと途端にわかりにくい
キャリア権をあなたの職業生活に活か

そうとするとき、どのようなハードル
がありますか。組織との関連で生じる
○
キャリア権は勤労権の一部であり、勤
ハードルも含めて考えてみてください。

労権の現代的な側面がキャリア権である。

○ 「活き活きとして生きていく権利」であ
【ラウンド３】

ることがわかりやすかった。
キャリア権をあなたの職業生活に活か
そうとするとき、ハードルを越えるた
○
教育権とか生存権などは動詞（○○す
めにどのように工夫すればいいでしょ
る）＋「権」だが、キャリア権は、名詞
うか。キャリアを財産にするという観
＋「権」となっている。「キャリアする
点も含めて考えてみてください。
権」では意味がわからない。キャリア向
上権、キャリア形成権などとすればわか

キャリア権ワールドカフェに
りやすいのではないか。

○参加して
企業は、利益を追求する組織であり、
▲石山氏による説明。独特な進め方は新鮮＆未体験ゾーン
2013.11.11
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配置権や人事権を持っているが、これが

〈お問い合わせ先〉
ＮＰＯ法人 キャリア権推進ネットワーク
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ＮＰＯ法人
キャリア権推進ネットワーク

ＮＰＯ法人
キャリア権推進ネットワーク
個人の仕事に対する要望と衝突するケー

▼議論に花が咲きコーヒーが冷めてしまうことも

第１回
キャリア権ワールドカフェ

スもある。しかし、成熟した企業では、

第１回
権利と権利が衝突することも少ない。企
業も個人も成熟が必要なのではないか。
キャリア権ワールドカフェ

○ キャリア権という言葉に馴染みがなく

【ラウンド１】

抽象的すぎる。また、それを実現できる
【ラウンド１】
方法が示されていないから、わからない。
キャリア権の考え方でわかりやすい部

キャリア権の考え方でわかりやすい部
分、わかりにくい部分はどのようなと
ころでしょうか。

分、わかりにくい部分はどのようなと
○
理念として明文化するということが必
ころでしょうか。
要ではないか。

【ラウンド２】

キャリア権をあなたの職業生活に活か
そうとするとき、どのようなハードル
がありますか。組織との関連で生じる
透していない。「学び」が、賃金アップに
ハードルも含めて考えてみてください。

【ラウンド２】

キャリア権をあなたの職業生活に活か
そうとするとき、どのようなハードル
がありますか。組織との関連で生じる
ハードルも含めて考えてみてください。

つながることが日本ではあまりない。

【ラウンド３】

キャリア権をあなたの職業生活に活か
そうとするとき、ハードルを越えるた
めにどのように工夫すればいいでしょ
うか。キャリアを財産にするという観
点も含めて考えてみてください。

【ラウンド３】

キャリア向上による人材流出恐れる
キャリア権をあなたの職業生活に活か

そうとするとき、ハードルを越えるた
めにどのように工夫すればいいでしょ
○
即戦力を雇いたいと思う企業が多く
うか。キャリアを財産にするという観
なった。企業経営が厳しくなっているか
点も含めて考えてみてください。
ら教育しきれないという問題がある。

自らビジョンを描くことが必要
キャリア権ワールドカフェに

○ ある時期シャカリキに働かなければ、

キャリア権ワールドカフェに
キャリアの向上を主張できない。特に若
年層などは、キャリアの向上を一端棚上
参加して
げして仕事に没頭する時期がないとなか

なか主張できない。
〈お問い合わせ先〉
○ 企業は、キャリアを身につけた社員が
ＮＰＯ法人 キャリア権推進ネットワーク
出ていくことを恐れている。だから囲い

http://www.career-ken.org/

参加して

○ キャリア権の問題も、需要と供給の問
題ではないか。
〈お問い合わせ先〉
○ 財産にできるキャリアをもつことが重
ＮＰＯ法人 キャリア権推進ネットワーク
要ではないか。

http://www.career-ken.org/

○ 日本人の職業観のマインド・リセット

込んでしまう。社会全体の職業観の変換

が必要。日本人は、キャリアを隠してし

がないと、なかなかうまくいかない。

まいがちだが、外にメッセージを発信し

○ 日本では、一般に人的資源管理をする

ないと、自分のキャリアは伝わらない。

リーダーがいない。そうしたリーダーを

○ キャリアを考えるときは、個人だけで

育成する必要がある。

なく、家族やパートナーとセットで考え

○ 経営者側からみると人件費は安く抑え
たいと考える。キャリアを伸ばして、人

るべきではないか。
○ 働く、生活する、学ぶ、の３つの中で

件費が高くなると困る。

一番欠けていることが「学ぶ」ことだ。

○ 今の年功による賃金体系そのものを変

○ 企業から与えられる研修だけではなく、

えて考えて行かなければ、実現は難しい。
○ そもそも「学び」自体も一般社会に浸
36

自らキャリアビジョンを描くことが必要。
○ 企業にとって、キャリア権を導入する
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【ラウンド１】

キャリア権の考え方でわかりやすい部
分、わかりにくい部分はどのようなと
ころでしょうか。

第１回 キャリア権ワールドカフェ

ことで、どのようなメリットがあるのか、
【ラウンド２】
ということを絶対的に明らかにしないと
キャリア権をあなたの職業生活に活か

ならない。
そうとするとき、どのようなハードル
がありますか。組織との関連で生じる
○
キャリアとかキャリア権という言葉そ
ハードルも含めて考えてみてください。

のアイディアを参考に理念の浸透を進めて
いきます」と述べていた。
当日は、参加者の１人としてテーブルに
つき、十数人の方と対話することができた。

のものが、かなりぼんやりした概念であ

そのほとんどの方が初対面の方だったが、

る。キャリアとキャリア権を明確に定義
【ラウンド３】
する必要があるのではないか。
キャリア権をあなたの職業生活に活か

各自の発言に対して、同じグループのメン

めにどのように工夫すればいいでしょ
アとは何かということを教育していくべ
うか。キャリアを財産にするという観
きだろう。
点も含めて考えてみてください。

ＮＰＯ法人
ドカフェという非日常的な経験、新鮮な多

○
キャリアを開発する前に、まずキャリ
そうとするとき、ハードルを越えるた

○ キャリアはアップするだけではない。

バーが遠慮なくそれぞれの思いや考えを述
べていたことが強く印象に残った。ワール

キャリア権推進ネットワーク
方向のコミュニケーションに刺激を受けた
方も多かったようだ。
特に参加者の方の「働く、生活する、学

ぶ、という３つの中で、一番欠けているこ
第１回

キャリア権ワールドカフェに
参加して

とが学ぶことである」
、「会社に安住してし
キャリア権ワールドカフェ
まい、学ぶ意識が抜け落ちてしまう」、「学

〈お問い合わせ先〉

働く人にもバージョンアップの義務が

ＮＰＯ法人 キャリア権推進ネットワーク

http://www.career-ken.org/

閉会に当たって石山氏は、
「ワールドカ
フェを実施してみて、予想以上に対話が活
発で多様で価値のあるアイディアを多数い
ただきました。まだまだキャリア権という

ぶことが生涯を通じてセットになっていな
【ラウンド１】
いと、キャリアはなかなか構築できない」
キャリア権の考え方でわかりやすい部、

分、わかりにくい部分はどのようなと、
「何もしなければ、キャリアは陳腐化する」
ころでしょうか。
「キャリアにはダウンもある」という言葉に
は、考えさせられた。
【ラウンド２】
コンピュータのOSやソフトウェア、アプ
キャリア権をあなたの職業生活に活か

リケーションには、時期に応じたバージョ
そうとするとき、どのようなハードル

言葉自体に理解が難しい点が多いこともよ

がありますか。組織との関連で生じる
ンアップが欠かせない。購入当時のままで

くわかりました。同時にキャリア権に意義

問題なく使用できる期間はとても短い。働

があることも再確認できましたので、今回

く人も同じではないだろうか。社会に出る
【ラウンド３】
と学ばなくなる人が多いというが、時代や
キャリア権をあなたの職業生活に活か

ハードルも含めて考えてみてください。

環境に応じ向上・成長していかなければ、
そうとするとき、ハードルを越えるた

めにどのように工夫すればいいでしょ
自分自身を陳腐化させてしまうだろう。

うか。キャリアを財産にするという観
参加者の皆さんの様々な意見にふれて、
点も含めて考えてみてください。

将来訪れる人材不足時代に際しては、今以
上に働く人の個々の質や能力、生産性が求

キャリア権ワールドカフェに
められることになること、キャリアの向上
は働く人の権利でもあり、義務でもあるこ
参加して
となどが感じられた。

〈お問い合わせ先〉
ＮＰＯ法人 キャリア権推進ネットワーク

http://www.career-ken.org/

▲各テーブルに貼られた模造紙はアイデアの宝庫
2013.11.11
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