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     ☆キャリアコンサルタント通信☆   2022年 1月 27配信 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

このご案内はキャリアコンサルタントとしてご登録いただいている皆様へお送 

りしています。キャリアコンサルタントの皆様が知っておくべき情報（制度改 

正や登録関連情報、更新情報等）またその他の有用情報をお知らせします。 

 

※ご注意 

 このメールアドレスは配信専用です｡ご返信いただいてもお返事できません 

 ので、ご了承ください。 

 

 

■ C O N T E N T S ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 厚生労働省からのお知らせ 

   ・「外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」 

    「中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」 

    の受講申込みが始まりました 

  ・キャリアコンサルタント向けライブ型オンラインセミナーを開催します！ 

 

 登録 NEWS 

  ・登録後に氏名変更された方について 

  ・更新講習は計画的に受講しましょう 

  ・<重要>更新申請受付期間について 

  ・チャットボット導入しました 

  ・関連情報 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

        ◆◇◆ 厚生労働省からのお知らせ ◆◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    「外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」 

   「中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」 

          の受講申込みが始まりました 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

厚生労働省委託事業「中長期的なキャリア形成を支援するためのキャリアコ 

ンサルタント向け研修等の実施」事業では、これまで、訓練対応、IT分野、 

若者応援に関する研修を提供してきました。 

今般、新たに「外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」及び 

「中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」を開発しまし 

たので、ぜひご活用ください。 

 

詳しくはこちら↓ 

https://kunren-careerconsultant.mhlw.go.jp/ 

 

本研修は全てオンラインで受講できます（無料です）。 

各テーマに特化した内容が学べるプログラムとなっておりますので、ぜひご活用ください。 

 

 

 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

外国人支援、中高年齢者支援のためのオンラインセミナーを２月に開催します！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

前述した事業の一環で、下記日程でキャリアコンサルタント向けライブ型 

オンラインセミナーを開催いたします。 

研修で学んだことをより身近なものとして感じ、実務に生かすヒントを得ら 

れる良い機会になるかと存じますのでぜひご参加ください。 

 

★外国人支援のためのキャリアコンサルタント向けライブ型オンライン研修★ 

 

＜第１回＞ 外国人材のキャリア支援とダイバーシティ経営 

        ― キャリア支援者に期待すること ― 

 

 実施日時：2月 15日（火）15:00～16:30（予定） 

 対象者 ：「外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」受講者、 

      外国人のキャリア形成支援に従事している方、従事予定の方 

 開催方法：オンライン（Zoomミーティング） 

 参加費用：無料 

 申込締切：2月 9日（水） 

 講 師：小山 健太 氏 

     （東京経済大学コミュニケーション学部 准教授／ 

      国家資格キャリアコンサルタント・2級キャリアコンサルティング技能士） 

 

＜第２回＞ 外国人留学生の就職から採用後の活躍に向けて 

        ― キャリア支援者に期待されるアクション ― 

 

 実施日時：2月 28日（月）15:00～16:40（予定） 

 対象者 ：「外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」受講者、 

      外国人のキャリア形成支援業務に従事している方、従事予定の方 

 開催方法：オンライン（Zoomミーティング） 

 参加費用：無料 

 申込締切：2月 22日（火） 

 講 師：淺海 一郎 氏（内定ブリッジ株式会社 代表取締役） 

     飯田 良親 氏（グラジュエイトキャリア開発 代表／北海道大学 高等教育推進

機構 非常勤講師／国家資格キャリアコンサルタント） 

 ファシリテーター：小山 健太 氏（東京経済大学コミュニケーション学部 准教授／国家

資格キャリアコンサルタント・2級キャリアコンサルティング技能士） 

 

詳細はこちら↓  

https://kunren-careerconsultant.mhlw.go.jp/careerlive/foreigner   

 

★中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向けライブ型オンライン研修★ 

 

＜第 1回＞ 中高年齢者が元気で活躍できる社会へ 

       ― キャリア支援者に期待すること ― 

  

 実施日時：2月 16日（水）19:00～20:30（予定） 

 対象者 ：「中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」受講者、 

      中高年齢者のキャリア形成支援業務に従事している方、従事予定の方 

 開催方法：オンライン（Zoomミーティング） 

 参加費用：無料 

 申込締切：2月 10日（木） 

 講 師：杉山 崇 氏（神奈川大学人間科学部・大学院人間科学研究科 教授／国家資格キ



ャリアコンサルタント・1級キャリアコンサルティング技能士） 

 

＜第 2回＞ 中高年齢者が元気で活躍できる社会へ 

        ― キャリア支援者に期待されるアクション ― 

 

 実施日時：2月 22日（火）15:00～16:30（予定） 

 対象者 ：「中高年齢者支援のためのキャリアコンサルタント向け研修」受講者、 

      中高年齢者のキャリア形成支援業務に従事している方、従事予定の方 

 開催方法：オンライン（Zoomミーティング） 

 参加費用：無料 

 申込締切：2月 17日（木） 

 講 師：長谷川 能扶子 氏（有限会社 Cマインド 代表取締役／国家資格キャリアコンサ

ルタント・1級キャリアコンサルティング技能士） 

 

詳細はこちら↓ 

https://kunren-careerconsultant.mhlw.go.jp/careerlive/yth 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

          ◆◇◆ 登録ＮＥＷＳ ◆◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

         登録後に氏名変更された方について  

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

登録後に氏名変更（旧姓併記含む）があった場合には、更新申請の 150日 

以上前又は更新後に手続きをお願いします。 

更新申請時に氏名変更を兼ねることは出来ません。 

 

[氏名変更申請方法] 

氏名変更は郵送での対応のみとなります。 

郵送前に再交付手数料 2,000円をお振込み頂き、以下の書類を簡易書留で 

登録センター宛に郵送して下さい。 

 

■ご提出して頂くもの 

 ・キャリアコンサルタント登録事項変更届（様式第十二号の十） 

 ・戸籍抄本または戸籍謄本のいずれか 1通（コピー不可） 

 ・登録証 

 ・再交付手数料（2,000 円）の振込控 

 

新しい登録証は、変更届の受理後約 1ヶ月程度で登録者の住所に郵送されます。 

 

登録事項変更届のダウンロード及び詳細につきましては以下をご確認下さい。 

「登録事項に変更があった場合」 

https://careerconsultant.mhlw.go.jp/n/modify.html 

 

 

※その他、自宅住所・勤務先名称・勤務先住所・メールアドレスの変更は 

 マイページからご自身で変更が可能です。 

 

 

 



―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

        更新講習は計画的に受講しましょう 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

更新には、キャリアコンサルタントとしての資質を確保していくために 

厚生労働大臣指定のキャリアコンサルタント更新講習「知識講習８時間以上、 

技能講習 30 時間以上」を 5 年の間に受講する必要があります。 

更新申請受付期間（以下参照）までに更新講習の受講をお済ませ下さい。 

 

厚生労働省 HP 

「更新講習の受講について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koushin.html 

 

更新講習は以下の検索サイトをご覧ください。 

キャリアコンサルタント講習検索サイト 

https://careerkousyu.mhlw.go.jp/ 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

        【重要】更新申請受付期間について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

＝登録の更新申請は「登録有効期間満了日の 90日前から 30日前」までです＝ 

 

キャリアコンサルタント登録証の有効期間満了日をご確認の上、ご準備ください。 

申請受付期間以外の申請は無効となりますのでご注意ください。 

 

ご自身の登録更新申請受付期間は、マイページから確認が出来ます。 

マイページ内に以下の記載があります。 

 

   更新申請可能開始日 : 202×年××月××日（満了日の 90日前） 

  ★更新申請可能期限日 : 202×年××月××日（満了日の 30日前） 

 

お早めにご確認頂き、更新の準備をお願いいたします。 

5 年の間に計画的に更新講習の受講をすることをお勧めします。 

 

注）自動で更新となることはありません。 

  更新講習の免除等、免除要件を満たされた後も、必ず申請受付期間中に 

  更新申請を実施してください。申請をされない場合、登録は更新されず、 

  資格は失効となります。ご注意ください。 

 

★登録更新申請期間の確認はマイページから↓↓ 

 https://careerconsultant.mhlw.go.jp/p/selectlogin.html 

「マイページをお持ちの方」よりお入りください。 

 

詳細につきましては、以下の URLからご確認をお願い致します。 

 

 ▼登録の更新についてはこちら 

＜厚生労働省 HP＞↓↓ 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/car

eer_consultant02.htm 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consultant02.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/career_consultant02.htm


＜国家資格キャリアコンサルタント Webサイト＞ 

「更新申請について」↓↓ 

 https://careerconsultant.mhlw.go.jp/n/update.html 

 

「更新申請方法」↓↓ 

 https://careerconsultant.mhlw.go.jp/n/update_howto.html 

 

「よくあるご質問」（更新について） 

 https://careerconsultant.mhlw.go.jp/n/faq_update.html 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

         [チャットボット]導入しました   

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

昨年 11月に WEBサイトにチャットボットを導入しました。 

すでに沢山の方にご利用頂いておりますが、本日まだご利用頂いていない 

方へご案内いたします。 

登録に関する疑問や質問を自動回答ですぐに解決します。 

 

操作は簡単です。 

国家資格キャリアコンサルタント WEBサイトを開くと、右下に受付のイラ 

ストが表示されます。 

イラストをクリックするとそれぞれの項目が表示されますので、該当する項 

目を選択していくと、あなたの質問に回答します。 

 

例えば・・・ 

氏名変更や住所に変更があった場合等は「登録事項の変更について」から。 

登録後にキャリアコンサルティング技能検定に合格された方は「技能士につ 

いて」から。 

領収書の依頼や、名刺表記については「その他のお問い合わせ」から。 

等、様々なお問い合わせに対応しています。 

 

週末や深夜・祝日等、登録センターの業務時間外にも是非ご利用ください。 

 

国家資格キャリアコンサルタント WEBサイト 

https://careerconsultant.mhlw.go.jp/n/index.html 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

               関連情報 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■国家資格キャリアコンサルタント試験 ～学科試験 精選問題解説集～ 

第１回試験から第１７回試験までに出題された問題の中から、キャリアコン 

サルタントとしてぜひおさえておきたい内容の問題を精選し、１冊の解説集 

としてまとめました。 

本書は、これから試験を受験する方々の学習支援だけでなく、キャリアコン 

サルタントとして既に活動されている方々が、全ての活動領域で共通的に求 

められる知識を再学習することも想定し、詳しく解説したものです。 

※一般書店でのお取り扱いはございません。 

https://www.career-cc.org/book/text6.html 



■ キャリアコンサルタントのための団体 

  「一般財団法人 ACCN（エーシーシーエヌ）」のご案内 

 

2 月 1日から 2022年度新規入会の受付が始まります。 

ACCNではキャリアコンサルタントのいろいろな活動をサポートしています。 

まずは、サイトを覗いてみてください。 

 

 詳しくは → https://www.allccn.org/ 

 

 

2022年もよろしくお願いいたします。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

☆キャリアコンサルタント通信☆ 

  発行元  ：厚生労働大臣指定登録機関 

        特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会 

        キャリアコンサルタント登録センター 

  発行予定 ：原則月１回（毎月下旬） 

   

  バックナンバーはこちらから↓ 

  https://careerconsultant.mhlw.go.jp/n/backnumber.html 

 

  お問合せ・配信停止のご連絡先: touroku-center@career-cc.org 

   

  ※配信停止をご希望の方は「①登録番号、②氏名、③配信停止アドレス」 

   の 3点を明記の上ご連絡ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

※当メールマガジンは外部の電子メール配信サービスを利用して行っています。 

※携帯メールなどには対応しておりません。 

※本メールは「MSゴシック」などの等幅フォントで最適に表示されます。 


