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YouTubeの設定を変更して、
２倍速でご視聴下さいね。
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第19回試験は、令和３年度末実施となるため、

お時間のある方は、第18・17回超直前ヤマ当て講座も併せてご
確認下さい。
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令和２年度雇用均等基本調査：厚生労働省

１ 職種別正社員・正職員の状況

(1) 正社員・正職員の男女比率

正社員・正職員に占める女性の割合は27.2％と、前回調査（令和元年度25.7％）より1.5 
ポイント上昇した

(2)  正社員・正職員の構成比

女性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、一般職が43.0％と最も高く、次いで総合
職36.0％、限定総合職11.2％の順となっている。

男性の正社員・正職員に占める各職種の割合は、総合職が52.8％と最も高く、次いで一般
職29.0％、限定総合職8.6％の順となっている
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令和２年度雇用均等基本調査：厚生労働省

２ 正社員・正職員の採用状況

(1) 採用状況 令和２年春卒業の新規学卒者を採用した企業割合は 20.6％と、前回調査（令
和元年度21.2％）より0.6 ポイント低下した。

(2) 採用した企業について採用区分ごとにみると、総合職については「男女とも採用」し
た企業が46.5％と最も高く、次いで「男性のみ採用」した企業が40.0％、「女性のみ
採用」した企業が13.4％となっている。

(3) 一般職については「男性のみ採用」した企業が39.2％と最も高く、次いで「女性のみ
採用」した企業が33.2％、「男女とも採用」した企業が27.6％となっている。

(4) 限定総合職については「男性のみ採用」した企業の割合が53.5％と最も高く、次いで
「女性のみ採用」した企業は24.1％、「男女とも採用」した企業は22.4％。
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令和２年度厚生労働省委託事業職場のハラスメント報告
書に関する実態調査（概要版）令和３年３月
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パワハラ
➡「職場において行われる優越的な関係を背景とした言
動であって，業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに
よりその雇用する労働者の就業環境が害されること」

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」は，ケースバイ
ケースで判断。



令和２年度厚生労働省委託事業職場のハラスメント報告
書に関する実態調査（概要版）令和３年３月
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令和２年度厚生労働省委託事業職場のハラスメント報告
書に関する実態調査（概要版）令和３年３月
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令和２年度厚生労働省委託事業職場のハラスメント報告
書に関する実態調査（概要版）令和３年３月
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令和２年度厚生労働省委託事業職場のハラスメント報告
書に関する実態調査（概要版）令和３年３月

10

パワハラ、セクハラ、顧客等からの著しい迷惑行為、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（い
わゆるマタハラなど）、介護休業等ハラスメント、就活等セクハラについて、過去3年間に相談
があったと回答した企業の割合をみると、高い順に

パワハラ（48.2%）
セクハラ（29.8%）
顧客等からの著しい迷惑行為（19.5%）
妊娠・出産・育児休業等ハラスメント（5.2%）
介護休業等ハラスメント（1.4%）
就活等セクハラ（0.5%）

均等（部）室の法施行状況（相談件数）とは異なる点に注意！

各ハラスメントについて、過去3年間の相談件数の推移を聞いたところ、セクハラ以外では「件
数は変わらない」の割合が最も高く、セクハラのみ「減少している」が最も高かった。
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都道府県労働局雇用環境・均等部（室）での法施行状況
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人生100年時代の社会人基礎力
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 調査シリーズNo.206
人生100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する調査

１．企業が雇用管理を定める場合にイメージする「人生100年時代」としては、従
業員の勤続がより⾧期化するとともに、従業員の介護負担の増加などから働き方
への配慮がより求められる。
２．AI（人工知能）などの導入が進む技術革新の時代であり、これまでの経験を
もとに地道に働く姿勢から、自ら考え行動することのできる能力、柔軟な発想で
新しい考えを生み出すことができる能力など、新たな能力を獲得する努力が求め
られるだろうとの予測が示されている
３．日本企業の雇用管理とその前提にある雇用慣行に関する考え方をみると、大
企業中心に、引き続き⾧期雇用を前提として従業員のキャリア形成に取り組んで
いく傾向がみられる。
４．⾧期雇用のもとで、誰もが昇進できるわけではないという現実もあり、企業
としても、特に男性正社員の40歳層以降で、仕事に対する意欲が急速に低下する
とともに、キャリア形成に向けた主体的な取り組みが停滞しがちなことを意識し
ている。
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 調査シリーズNo.206
人生100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する調査

1.キャリア形成のための諸制度をみると、総じて大企業の方が導入に積極的であり、自己
申告制度（従業員の今後の仕事・キャリアへの意向を把握する制度）、目標管理制度
（従業員が自律的に設定した目標に基づく評価制度）などの導入割合が高い。

2.産業別には、建設業で自己啓発支援、卸売業、小売業で目標管理制度、医療、福祉で
キャリア面談などの導入割合が高い。

3.キャリア形成のための諸制度の効果を年齢階層別にみると、若年層で実施の効果が高く、
中高年層では、同じ制度でも効果が低下している。

4.若年層で最も効果が高かったものはメンター制度であり、高年齢層で効果が高かったの
は社会貢献参加であった。

5.兼業・副業の人材育成効果にはあまり高い評価は与えられていない。兼業・副業につい
ては、依然、多くの企業で禁止されており、⾧時間労働や労働時間管理への懸念を示す
企業も多く、これらの課題への対応が求められる。

6.ワークライフバランスに向けた諸対応女性活躍推進やワークライフバランス実現のため、
経営トップの積極的なかかわりが強まっている。
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.236
若年者のキャリアと企業による雇用管理の現状
「平成30年若年者雇用実態調査」より

１．若年正社員の転職希望理由のうち「賃金」「仕事が合わない」
「労働時間・休日・休暇」は、性別や望ましいと思う職業生活を問わ
ず回答率が３割を超える普遍的理由である。
２．転職希望理由を⾧期勤続型の職業生活を望む「不本意転職希望
層」と転職・独立型の職業生活を望む「ジョブホッパー層」とで比べ
ると、前者は後者より「ノルマや責任が重すぎる」の回答率が高い
３．現職への採用経緯別にみると、男女の中途採用者（他社の正社員
からの転職者）・男性既卒採用者（無業や非正規を経て初めて正社員
へ採用された者）では「労働時間・休日・休暇」、女性の中途採用者
では「人間関係」の回答率がより高い
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.236
若年者のキャリアと企業による雇用管理の現状
「平成30年若年者雇用実態調査」より
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.236
若年者のキャリアと企業による雇用管理の現状
「平成30年若年者雇用実態調査」より

１．初めて正社員として勤務した会社等を勤続３年未満で辞めた場合、３年以上勤続後の
離職に比べて「人間関係」や「仕事が合わなかった」という理由を挙げる人が多く、この
傾向は勤続１年未満での離職で顕著である

２．「不本意転職希望層」は男女とも「ノルマや責任が重すぎる」を転職希望理由に挙げ
る傾向があり、負荷が過剰な業務内容が本来ならば職場に定着したかもしれない若年正社
員を離職させる要因になっている可能性がある。

３．女性のみ「健康・家庭の事情・結婚等」を挙げる傾向があり、若者のキャリア形成過
程に発生するジェンダー格差に一層の注意が必要である。

４．新卒採用以外の経緯で入職した場合は「労働時間・休日・休暇」「人間関係」等の勤
務先の雇用管理と関連する理由も挙げる傾向がある。

５．若者の早期離職問題は「新卒採用者」に注目が集まるが、新卒採用システムから外れ
た若者に対する支援も同様に強化していくべきである。
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.236
若年者のキャリアと企業による雇用管理の現状
「平成30年若年者雇用実態調査」より
1.「職業生活満足度が低い者は転職希望率が高く、「潜在的離職リス

クが高い層」とみなして対策を講じる必要がある。
2.「仕事の内容・やりがい」「雇用の安定性」「人間関係・コミュニ

ケーション」への満足度が低い者の転職希望率は著しく高い。
3.若者自身のキャリア選択を理由とする離職は、初職に比較的⾧く勤

務した者に多くみられる
4.勤続１年未満で離職する者は人間関係や健康上の理由などネガティ

ブな理由をあげる傾向が増している。さらに、勤続１年未満で離職
すると正社員への移行が比較的困難になる傾向は男性では依然とし
て続いている。

5.若者の安定的なキャリア形成のためにも、早期離職の原因となりう
る雇用管理の改善を引き続き支援していく必要がある。
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.242
ウィズコロナ・ポストコロナの働き方
―テレワークを中心としたヒアリング調査―

１．テレワークをどう位置づけ、どう進めていくかは、働く場所の制約を受けない働き方をどう考え
るかにつながり、在宅勤務やサテライトオフィス勤務などの具体的な制度設計にとどまらず、ひいて
は転勤、単身赴任のあり方の見直し、さらにはオフィスのあり方の見直しまで進んでいくこととなる。

２．テレワークがニューノーマルになるかどうかについては、半数の企業が、少なくとも後退はしな
いだろうが無理のない形でテレワークと出勤を組み合わせたハイブリッドのスタイルで定着する姿を
描いていた。

３．テレワークの対象とすることや実施が困難な職種・部門等について、これまでの対面からオンラ
インに切り替えるだけでなく付加価値をつけることでスムーズに対応しているとする企業もあり、知
恵を絞って対応している状況も見られた。

４．テレワークの目的として全ての企業が掲げる一方で、多くの企業が課題としても挙げていた「生
産性」については、実際効果があったとする企業とまだ効果が見えないとする企業は、数的には同程
度であった
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.242
ウィズコロナ・ポストコロナの働き方
―テレワークを中心としたヒアリング調査―

１．（テレワークの）効果があったとする企業では、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大以前から取り組んできたことが生産性の維
持・向上につながっているとの指摘が多かった。

２．テレワークで生産性が必ずしも直ちに上がるわけではなく、
一定の時間をかけての取組や、何かもう一捻り（ヒアリングでは、
例えば仕事の進捗状況の見える化や、時間ではなく成果を重視し
た働き方など）を加えることが有効。
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 資料シリーズNo.241
自ら考えて動く仕事探し―求職活動支援の研究―
「セルフレギュレーション」とは

１．労働者を取り巻く雇用環境は絶えず変化している。こういった変化する環境への適応
に重要と考えられている心理的メカニズムが、欧米で研究が進むセルフレギュレーション
（self-regulation）である。

２．セルフレギュレーションとは、「個人が目標を達成するために自らの判断・感情・行
動をコントロールする現象及びそれに関連するプロセスである」（尾崎，2013）。

３．セルフレギュレーションを求職活動にあてはめると、求職者が希望の就職を実現する
ため、自分自身の置かれている就職環境に応じて、自発的に求職行動を選択し、実行する
こと、つまり「自ら考えて動く」仕事探しである。

４．「自ら考えて動く」仕事探しができれば、求職活動中に不調や挫折を経験したとして
も、その経験から学び、希望の就職が実現するまで粘り強く求職行動を取り続けることが
できるようになると考えられている
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「キャリアコンサルタント新能力要件」を読み解く
キャリアカウンセリングを考える会 編

カーネマン：「３種類のヒューリスティック」

• 代表性ヒューリスティック（少数の法則）

• 利用可能性ヒューリスティック（利用しやすさ
の法則）

• 調整とアンカリング
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「キャリアコンサルタント新能力要件」を読み解く
キャリアカウンセリングを考える会 編

なぜ理論を学ぶ必要があるのか

• 理論は結果の予測可能性を向上させるものである

• 理論は、キャリアコンサルタントが遭遇した現象・事実を説明・
解釈・整理する手がかりとなる。

• 理論は仮説を生み出すための基盤となる。

• ➡「新版キャリアの心理学」でも同様に取り上げられている。
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「キャリアコンサルタント新能力要件」を読み解く
キャリアカウンセリングを考える会 編

LGBTQなど①

１．Qは「Queer（Questioning）」つまり、「性自認が定まって
いない人」を指す。

２．LGBTの人は、メンタルヘルス不調のハイリスク群になりやす
い。
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「キャリアコンサルタント新能力要件」を読み解く
キャリアカウンセリングを考える会 編

LGBTQなど②

１．異性愛で、生物的性と性自認が一致しているキャリアコンサル
タントは、自分が当たり前だと考えてきたことがLGBTの人々に対
する発言や態度などにどのように影響があるか確認しておくこと。

２．LGBTの人々はそれぞれの固有の悩みや体験を持っていること
を理解し、過度に一般化したとらえ方はしないようにすること。

３．カミングアウトするかしないかを慎重に検討すること。

４．外部のサポート資源を紹介すること。
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「キャリアコンサルタント新能力要件」を読み解く
キャリアカウンセリングを考える会 編

自己理解の重要性について

１．自己理解は就職や転職のときだけに必要なものなのではなく、
生涯を通して続くプロセスである

２．相談者の強み・弱みは固定的で変わりにくいものではないこと、
そして、ある点から見た強みは、また別の点からみると弱みに転じ
ることもある

３．他の誰でもなく、相談者自身が理解を深めるために、キャリア
コンサルタントは対話過程をマネジメントする必要がある
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「キャリアコンサルタント新能力要件」を読み解く
キャリアカウンセリングを考える会 編

守秘義務と報告義務の両立

１．相談者のプライバシーや相談内容は、相談者の許可なしに決して口外
してはならない

２．守秘義務を守れない状況にあると、支援者自身が判断し、それがたと
え例外と定めた場合に該当するとしても、自動的に報告してもよいという
ことにはならない（相談者の許可を得る努力を惜しんではならない）

３．そもそも守秘義務には限界がある

４．組織の状況に応じてルールを定めていくという姿勢が求められる
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「キャリアコンサルタント新能力要件」を読み解く
キャリアカウンセリングを考える会 編

スーパービジョン（SV)に関する誤解

１．SVの理論はカウンセリングアプローチの違いで様々である
２．SVはスーパーバイザーからスーパーバイジーが受けるカウンセリン
グである
３．SVはカウンセリングをたくさん経験した後でなければ受けられない
４．SVの関係は生涯にわたって継続すべきものである
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「キャリアコンサルタント新能力要件」を読み解く
キャリアカウンセリングを考える会 編

グループ活用支援の基礎知識

１．グループ（プロセス）を、きちんと「見る」
２．グループ（全体・メンバー）と、きちんと「キャッチボールする」
３．グループに適した「プログラムを提供する」
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１．人材開発政策を巡る現状の認識

○ 産業構造のサービス経済化、第４次産業革命（IoT、センシング、ビッグデータ、AI、ロボット等）に伴う技
術革新等が進み、労働者に求められる職業能力が変化しつつある。

○企業にとってもSociety5.0の実現に必要なデジタル技術を利活用できる人材が不足しており、その確保・育成
が課題となっている中、企業・個人が職業訓練にかける費用・時間や企業を通じて職業訓練を受けた労働者の割
合は低下傾向にある。

○ 新型コロナウイルス感染症の影響による「新たな日常」の下で、社会全体のデジタルトランスフォーメー
ション（以下「DX」という。）の加速化が促進されるものとみられる。

○ 人生100年時代を迎え、労働者の職業人生が⾧期化し、働き方もこれまで以上に多様化し、労働者が生涯を通
じて学び続け、職業能力開発・キャリア形成を行う必要性が高まっているほか、新卒一括採用や⾧期雇用等に特
徴付けられる日本型の雇用慣行も徐々に変化している。

○新型コロナウイルス感染症の影響により雇用の見通しが不透明さを増す中で、キャリアプランの見直しを要す
る労働者の一層の増加に加え、テレワークの浸透に伴う働き方やキャリアに対する意識を巡る変化の動きが見込
まれる。

「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」
（厚生労働省、令和2年10月）

2022©キャリ魂塾 34



「今後の人材開発政策の在り方に関する研究会報告書」
（厚生労働省、令和2年10月）
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２．今後の基本的な方向性

・労働者が日々の業務を通じて職業能力の向上を図り、企業任せにせず、若年のうちから主体的に
キャリア形成を進めていくことができる環境を整備すること。

・⾧期化する職業人生においては、育児・2介護や病気治療等によるキャリアの中断やキャリア形成
の機会損失が誰にでも起こりうる問題であるという点に留意が必要である。

・ 中⾧期的な日本型雇用慣行の変化の可能性や、労働者が自らキャリアを選択していくプロセスが
拡大することを視野に、労働者の職業能力の証明や評価のツールなど、労働市場インフラの更なる整
備を進め、労働者一人ひとりが転職や再就職も含めた希望するライフスタイルの実現を図ること。

・ 就職やキャリアアップに特別な配慮や支援が必要な労働者等（不本意な就職を繰り返す方や⾧期
にわたり無業の状態にある方、障害者、ひとり親である方など）に対する支援を推進すること。

・ 我が国に蓄積された優れた技能を世代間で継承し、高度な技能人材を育成・確保していくこと。



「第11次職業能力開発基本計画」（概要）
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「第11次職業能力開発基本計画」（概要）
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「第11次職業能力開発基本計画」（概要）
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「第11次職業能力開発基本計画」（概要）
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キャリアコンサルタントに求められるもの（読み物編）
技能検定2級実技（面接）過去問題によるロールプレイ
振返りつき 編集・発行 特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会

１．成⾧の援助

・思考の変容

・行動の変容

・感情の変化
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キャリアコンサルタントに求められるもの（読み物編）
技能検定2級実技（面接）過去問題によるロールプレイ
振返りつき 編集・発行 特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会

２．技法とパーソナリティが一体化するた
めの４条件

・人好き（自己受容している人間）

・共感性（多種多様な体験に基づく感情体
験）

・無構え（天真爛漫、天衣無縫。防御がな
いほど好ましい）

・自分の人生
2022©キャリ魂塾 41



繰り返しになりますが、第19回試験は、令和３年度末実施とな
るため、お時間のある方は、第18・17回超直前ヤマ当て講座も
併せてご確認下さい。

こちらのレジメPDFは、下記URLの2022年3月5日エントリーに
てダウンロード可能です。

https://career19.link
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