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累計 13,000 社 350 万人以上に人材育成サービスを提供する株式会社ラーニングエージェンシー（旧トーマツ イノベ

ーション株式会社、本社 東京都千代田区、代表取締役社長 眞﨑大輔）および人と組織の未来創りに関する調査・研究

を行うラーニングイノベーション総合研究所では、2022 年 3 月 31 日～5 月 13 日の期間、2022 年入社の新入社員

4,659 人を対象に、働くことに関する価値観の調査「新入社員意識調査」を行いました。今回は製造業に入社した新入

社員の結果をピックアップし、公表いたします。 

全業種の新入社員の結果である全体編（速報値版）はこちら、情報通信業の新入社員の結果である情報通信業編はこ

ちらをご覧ください。 

 

調査結果の概要 

1. 「今の会社で長く働き続けたい」割合が他業種よりも 15 ポイント以上高く 7 割超 

2. 他業種よりも「安定した生活」を求める割合が高く、家族や社会への貢献意識も高い傾向 

3. スキルアップに取り組んでいる人が少なく、「成長」への関心度が低い傾向 

 

mailto:la-press@learningagency.co.jp
https://www.learningagency.co.jp/topics/20220422
https://www.learningagency.co.jp/topics/20220630
https://www.learningagency.co.jp/topics/20220630


 

2 

調査結果の詳細 

1. 「今の会社で長く働き続けたい」割合が他業種よりも 15 ポイント以上高く 7 割超 

はじめに、製造業の新入社員に「今の会社で働き続けたいですか」と尋ねたところ、73.8％が「できれば今の会社で働

き続けたい」と回答し、製造業を除く全業種（以下、『他業種』と記載）よりも 16.3 ポイント高い結果となりました。一

方、「そのうち転職したい（7.3％）」と回答した割合は、他業種に比べて 9.5 ポイント低い結果となり、製造業の新入社

員は他業種に比べ、ひとつの会社で長く働くことを求める傾向が見られました。（図 1） 

 

 

 

２．他業種よりも「安定した生活」を求める割合が高く、家族や社会への貢献意識も高い傾向 

 次に「どのような状況であれば今の会社で働き続けたいと思いますか」と尋ねたところ、1 位は「職場の人間関係が良

い（70.8％）」、2 位「高い給与・賞与をもらえる（55.4％）」3 位「仕事を通じて成長できる（33.6％）」、4 位「業績

が安定している（33.4%）」でした。 

いずれも他業種と同じ順位でしたが、「職場の人間関係が良い」は 5.6 ポイント、「業績が安定している」は 7.2 ポイ

ント高い結果に。一方 3 位の「仕事を通じて成長できる」は 8.0 ポイント低くなり、最大の差となりました。（図 2） 
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次に、「仕事を通して何を成し遂げたいですか？」という質問では、1 位「安定した生活を送りたい（66.0％）」、2 位

「自分を成長させたい（55.8％）」、3 位「家族に恩返しをしたい（52.9％）」、4 位「社会に貢献したい（36.7％）」と、

こちらも他業種と同じ順位でした。 

各割合を見てみると、「安定した生活を送りたい」は他業種よりも 3.0 ポイント高く、「家族に恩返しをしたい（52.9％）」

「社会に貢献したい（36.7％）」はそれぞれ 5.2 ポイント、5.3 ポイント高い結果となりました。一方、「自分を成長させ

たい」は 5.9 ポイント低い結果でした。（図 3） 

 

 

 

３．スキルアップに取り組んでいる人が少なく、「成長」への関心度が低い傾向 

社会人としてスキルアップするために、すでに取り組んでいることはありますか」という質問では、製造業の新入社員

は「特に何もしていない」と回答した割合が 34.3％で、他業種より 7.7 ポイント高くなりました。他業種で 1 位となった

「インターネット等で提供されるサービスを使って勉強している（16.9%）」は製造業では 4 位となり、10.3 ポイント低

い結果でした。他にも「ビジネス本を読んでいる（16.3％）」「専門学校／通信教育で資格等の取得に向けた勉強をして

いる（5.4％）」はそれぞれ 6.3 ポイント、6.0 ポイント低い結果となりました。（図 4） 
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最後に「今後どのような仕事をしていきたいですか」と複数回答で尋ねたところ、1 位の「楽しくてやりがいのある仕

事（74.8％）」が 7 割を超える結果となりました。これは、他業種も同様に高い結果となり、新入社員の特徴と言えるで

しょう。続く 2 位、3 位は「自身の成長につながる仕事（50.1％）」「楽しく取り組める仕事（44.5％）」となりました。 

他業種と比較すると、1 位の「楽しくてやりがいのある仕事（74.8）」は 2.1 ポイント、3 位の「楽しく取り組める仕

事（44.5％）」は 3.8 ポイント高い結果に。その他「安定的に給与が得られる仕事（33.9％）」「緻密さ・正確さが求め

られる仕事（13.7％）」はそれぞれ 2.2 ポイント、5.1 ポイント高い結果となりました。2 位の「自身の成長につながる仕

事（50.1％）」は 5.9 ポイント他業種よりも低く、最も差が出る項目でした。（図 5） 
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まとめ 

今回のレポートでは、2022 年入社の製造業の新入社員が仕事に対してどのような価値観を持っているのかが明らかに

なりました。大きな特徴として挙げられるのは、ひとつの会社で長く働くことを求めている人が 7 割を超えたことです。

他業種と比較すると 15 ポイント以上の差が出ました。 

また、業績の安定や仕事を通して安定した生活を求める割合が他業種よりも高く、「安定志向」も製造業の新入社員を

特徴づける一つのキーワードと言えます。その他にも、社会貢献や家族への恩返しをしたいといった貢献意欲の高さも見

受けられました。日本のモノづくり産業の基盤を築きあげてきた製造業に対し「安定」をイメージしていること、また、

自分の関わった製品が社会の様々なシーンで重要な支えになっているなど、社会貢献を身近に感じやすいことが関わって

いるのではないでしょうか。 

目まぐるしく環境が変化する昨今、企業が抱える課題は多様化・複雑化しており、製造業も例外ではありません。労働

年齢人口の減少に起因する現場ノウハウの継承の難しさや設備の老朽化。また、製品が複雑化する中、製造現場のノウハ

ウだけでは高い品質を維持することが難しくなってきています。こうした環境変化に適応し、生き残っていくためには、

やはり社員の成長が欠かせません。 

安定志向で貢献意欲が高い製造業の新入社員ですが、今回の結果では成長への関心度は低い傾向が見られます。彼らの

真面目な姿勢に応えつつ、上司や先輩がしっかり寄り添いながら、成長への意欲をより高められるよう導いていけるとよ

いでしょう。 

調査概要 

 

*本調査を引用される際は【ラーニングエージェンシー「新入社員意識調査（製造業編）】と明記ください 

*各設問において読み取り時にエラーおよびブランクと判断されたものは、欠損データとして分析の対象外としています 

*構成比などの数値は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計値が 100%とならない場合がございます 

 

 

 

 

調査対象者 当社が提供する新入社員向け研修（会場型・オンライン型）の受講者 

調査時期 2022 年 3 月 31 日～2022 年 5 月 13 日 

調査方法 自記式または WEB でのアンケート調査 

サンプル数 4,659 人 <製造業 >611 人 <他業種（製造業以外の全業種）>4,048 人 

属性 <製造業 > 611 人 

（1）性別 

①男性：66.9％（409 人） 

②女性：31.3％（191 人） 

③不明：1.8％（11 人） 

 

（2）所属企業の従業員数規模 

①1 人～50 人：4.7％（29 人） 

②51 人～100 人：13.1％（80 人） 

③101 人～300 人：34.0％（208 人） 

④301 人以上：42.2％（258 人） 

⑤不明：5.9％（36 人） 

<他業種（製造業以外の全業種）>4048 人 

（1）性別 

①男性：55.4％（2,241 人） 

②女性：42.8％（1,732 人） 

③不明：1.9％（75 人） 

 

（2）所属企業の従業員数規模 

①1 人～50 人：8.8％（355 人） 

②51 人～100 人：19.2％（777 人） 

③101 人～300 人：37.0％（1,496 人） 

④301 人以上：28.0％（1,132 人） 

⑤不明：7.1％（288 人） 
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株式会社ラーニングエージェンシー  

当社は、設立以来、定額制集合研修 「Biz CAMPUS Basic」、ビジネススキル学習アプリ「Mobile Knowledge」、

ビジネススキル診断テスト 「Biz SCORE Basic」など、人と組織の学びを支援する業界初*のサービスを開発・提供

しています。「LEARNING」の可能性を探求し続け、「人と組織の未来創り」を真にリードできる伴走者、ラーニング

コアパートナーとして、お客様に長く貢献してまいります。 
*Biz CAMPUS Basic、Mobile Knowledge（For Freshers）は東京商工リサーチ調べ、Biz SCORE Basic はシタシオンジャパン調べ 

 

ラーニングイノベーション総合研究所 

ラーニングエージェンシーの研究機関であるラーニングイノベーション総合研究所（以下、LI 総研）は、人と組織の未来

創りに関する様々な調査・研究活動を行っています。LI 総研はデータに基づいた最適な解決策もご提供し、お客様の組織

開発をサポートしています。 

代表取締役社長 眞﨑 大輔 

事業内容  人材育成・教育研修 

本社所在地  〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-7-1 有楽町 ITOCiA（イトシア）オフィスタワー18F 

URL   www.learningagency.co.jp 

 

お問い合わせはこちら 

株式会社ラーニングエージェンシー 企画グループ 塩塚・加藤 

la-press@learningagency.co.jp  03-5222-5111（代表） 
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