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同一労働・同一賃金
不本意非正規雇用労働者の割合を10％以下とする等の目標を提示 2015（平成27）
年9月に厚生労働大臣を本部⾧とする「正社員転換・待遇改善実現本部」が設置さ
れ、同本部にて2016（平成28）年1月に「正社員転換・待遇改善実現プラン」を
決定。

同プランでは、

・2016年4月から2021年3月までの5カ年を計画期間

・期間内に不本意非正規雇用労働者の割合を10％以下とする等の目標

・目標達成に向けて、ハローワークによる正社員求人の積極的な確保を進める

・キャリアアップ助成金の活用促進などにより、企業の正社員転換及び待遇改善
を促進する。



平成29年度厚生労働白書



平成29年度厚生労働白書：若者支援
• 高校中退者等の就労や自立の支援のため、2016年度から、教育委員会や学校、地域若者サポートステー

ションの連携を一層強化し、アウトリーチ（訪問）型等による切れ目のない支援を実施している

• いわゆる就職氷河期に就職時期を迎え、現在、不本意ながら非正規雇用で働いている方々に対して、
2017年度から、支援対象者の意欲喚起などを行う短期・集中セミナーの 実施、正社員として雇い入れ
た事業主に対する助成措置として特定求職者雇用開発助成金 （⾧期不安定雇用者雇用開発コース）の新
設等、集中的な支援を実施している。

• （若者の能力開発支援） 将来のものづくりの担い手である若者の確保、育成を進めるため、2017年9月
から、 若年者に対して、ものづくり分野の技能検定の2級又は3級の実技試験の受検料の減免 （最大
9,000円）を実施することとしている。

• 若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業について、厚生労働大臣が認定する 「ユースエール認定制
度」を創設した。2017（平成29）年3月末現在、195社が認定を受 けている。この認定を受けると、一
部の雇用関係助成金で加算額を受けられる、公共調達で加点評価を受けられる、日本政策金融公庫の融
資を低利で受けられるなどのメリットがあり、企業における若者の雇用管理改善意欲を高める仕組みと
なっている



公的年金
• 平成28年に成立した年金改革法において、老後の所得保障を将来に向けて より

一層厚くしていく観点からの被用者保険の適用拡大の促進や、現役世代が将来受
け取る年金の給付水準を確保する観点からの年金額改定のルールの見直しなど、
制度の持続可能性を高める改革が進められている。

• より⾧く働きたい短時間労働者が、就業調整を意識せずに働きやすい環境を整え
る観点から、被用者保険の適用拡大を進められ、平成28年10月から、 大企業で
働く短時間労働者について適用拡大が実施された

• 現在の公的年金制度は、年金の受給を開始する年齢を60歳から70歳までの間で
個人が選べる仕組みとなっており、より⾧く働き続けることを指向しつつ、高齢
期の多様な働き方に対応している。

• 就労して一定以上の賃金を得ている厚生年金の受給者を対象に、年金給付の一部
又は全部を支給停止する在職老齢年金制度がある。



介護保険
• サービスの利用に当たっては、原則として利用者の負担は1割であり、

一定以上の所得がある場合、2～３割負担

• 高額介護（介護予防）サービス費という制度により、月々の介護
サービス費の自己負担額が世帯合計（個人）で上限額を超えた場合
に、その超えた額が払い戻される。

• 介護保険制度は、制度創設以来、65歳以上被保険者数が2000年4月
末の2,165万人か ら2016（平成28）年4月末には3,378万人へと1.6
倍に増加する中で、サービス利用者 も2000年4月末の149万人から
2016年4月末には496万人へと3.3倍に増加している







パワーハラスメント：予防対策のポイント

平成 28 年度に厚生労働省が実施した「職場のパワーハラスメント
に関する実態調査」によると、過去 3 年以内にパワーハラスメント
に該当する相談を受けた企業は 36.3% （図 2 参照）

過去 3 年以内にパワーハラスメントを受けたことがあると回答した
者は 32.5%

従業員規模が小さい企業ほど、パワーハラスメント対策が進んでい
ないと いう課題も明らかに。



パワーハラスメント：取組例



正社員転換・待遇改善実現プラン
不本意非正規雇用労働者の割合を10％以下とする等の目標を提示

2015（平成27）年9月に厚生労働大臣を本部⾧とする「正社員転換・待遇改善実
現本 部」が設置され、同本部にて2016（平成28）年1月に「正社員転換・待遇改
善実現プラ ン」を決定。

同プランでは、

・2016年4月から2021年3月までの5カ年を計画期間

・期間内に不本意非正規雇用労働者の割合を10％以下とする等の目標

・目標達成に向けて、ハローワークによる正社員求人の積極的な確保を進める

・キャリアアップ助成金の活用促進などにより、企業の正社員転換及び待遇改善
を促進する。



平成29年版働く女性の実情



平成 29 年の女性雇用状況
• 平成29年の女性労働力人口： 2,937 万人（前年比 45 万人増加）

• 平成29年の男性労働力人口： 3,784 万人と（前年比３万人増加）

• 労働力人口総数は前年より 47 万人増加し 6,720 万人となり、労働力人口総数に占める女性の割合は 43.7％
（前年差 0.4 pt上昇）

• 女性の労働力率（15 歳以上人口に占める労働力人口の 割合）は、51.1％（男性 70.5％）と前年に比べ 0.8 pt
上昇

• 平成29年の女性雇用者数は 2,590 万人(前年比 51 万人増加),男性雇用者数は 3,229 万人、前年比 18 万人増加。

• 平成29年の女性の完全失業者数は、前年に比べ４万人減少し 78 万人、完全失業率は前年に比べ 0.1 pt低下し
2.7％。

• 平成 29 年の 10 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所における女性一般労働 者の正社員・正職員のき
まって支給する現金給与額は、28 万 2,800 円（前年比 0.3％ 増）、うち所定内給与額（きまって支給する現
金給与額から、超過労働給与額を差し 引いた額）は 26 万 3,600 円（前年比 0.6％増）となった。

• 平成 29 年の規模５人以上事業所における女性常用労働者の１人平均月間総実労 働時間は 123.5 時間（前年差
0.6 時間減）、うち所定内労働時間は 117.8 時間（同 0.7 時間減）



平成 29 年の女性雇用状況
平成 29 年の女性は、「正規の職員・従業員」が 1,114 万人（前年差 33 万人
増、前年比 3.1％ 増）、

「非正規の職員・従業員」が 1,389 万人（同 16 万人増、同 1.2％増）となり、
前年に比べ「正規の職員・従業員」、「非正規の職員・従業員」ともに増加
した。

「非正規の職員・従業員」のうち「パート・アルバイト」は 1,090 万人（同
12 万人増、同 1.1％増）、

「労働者派遣事業所の派遣社員」は 81 万人（同３万人増、 同 3.8％増）、

「契約社員・嘱託」は 180 万人（同２万人増、1.1％増）、



平成 30 年の女性雇用状況
• 正規の職員・従業員：1,138 万人（前年24 万人増、前年比 2.2％ 増）

• 非正規の職員・従業員： 1, 451 万人（同 62 万人増、同 4.5％増）

➡前年に比べ「正規の職員・従業員」、「非正規の職員・従業員」とも
に増加。

非正規の職員・従業員」のうち

• パート・アルバイト：1, 143 万人（同 53 万人増、同 4.9％増）、

• 労働者派遣事業所の派遣社員： 85 万人（同４万人増、 同 4.9％増）

• 契約社員・嘱託： 183 万人（同３万人増、1.7％増）



女性：産業・職業別論点

産業別平成 30 （29）年の女性雇用者
数

• 「医療,福祉」が 617 （602）万人
（女性雇用者総数に占める割合
23.1（23.2）％）と最多

• 次いで「卸売業,小売業」518 
（513）万人（同 19.4（19.8）％）

職業別平成 30（29） 年の女性の雇用
者数

• 「事務従事者」が 767 （753）万人
（女性雇用者総数に占める割合 28.7
（29.1）％）と最多

• 次いで「サービス職業従事者」519 
（489）万人（同 19.4（18.9）％）

• 「専門的・技術的職業従事者」498 
（486）万人（同 18.6（18.8）％）
➡販売従事者は意外と順位が低い









平成30年版労働経済の分析









平成30年能力開発基本調査



平成30年能力開発基本調査

事業内職業能力開発計画の作成状況
• 「すべての事業所において作成している」とする企業が 15.7%
• 「一部の事業所においては作成している」とする企業が 8.0%
• 両者（以下「事業内計画作成企業」という。） を合わせても全

体の４分の１に満たず、「いずれの事業所においても作成してい
ない」 企業が 75.4%と多くを占める。

• 規模が大きくなるに従い高くなるが、1,000人以上規模でも事業
内計画作成企業は２分の１に満たない。



平成30年能力開発基本調査

職業能力開発推進者（以下「推進者」という。）の選任状況

「すべての事業所 において選任している」とする企業が14.4
「一部の事業所においては選任している」 とする企業が8.8%
両者を合わせても全体の４分の１に満たず、「いずれの事業所に
おいても選任していない」企業が75.7% 。



平成30年能力開発基本調査

• 能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業
所は 76.8%

• 前回（75.4%）と比べて増加しており、３年移動平均と併せて見
ると、近年、人材育成に問題のある事業所の増加傾向がうかがえ
る。

• 能力開発や人材育成に関して何らかの「問題がある」とする事業
所のうち、問題点の内訳

• 「指導する人材が不足している」（54.4%）「人材を育 成しても
辞めてしまう」（53.5%）

• 「人材育成を行う時間がない」（47.8%）



初出が予想される用語

• コクラン（Cochran.L)の理論：キャリアを「ナラティブ」（物語）
として考えることを重視する。

• コンフロンテーション（confrontation）：いわゆる対決技法だが、
クライエントとカウンセラーの強固な信頼関係を前提として、クライ
エントを不安刺激・恐怖刺激に直面させることを指すともされた。

• ファスト・トラック：人材の早期の選抜、抜擢による特別ルート。我
が国ではまだ比較的少数企業にとどまる。

• ワークショップ：ワークショップにおける参加者の座席配置やレイア
ウトは、一回のワークショップ の中であっても、アクティビティの内
容により適宜変化させることが望ましい。



その他予想問題

キャリ魂塾学科試験予想問題カテゴリーで予想問題を公開してい
ます。

https://career19.link/category/gakka-mondai

あなたの合格を心よりお祈りしております。
頑張ってください！


