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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 

 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出来ます。 

 WEB サイト[マイページログイン]ボタンよりお進みください。 

 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 

  ・多様な働き方を実現する「労働者協同組合法」に関するフォーラムの 

   参加者を募集中 

  （11 月 27 日（日）開催）！ 11 月 25 日（金）までに要申込み、参加無料） 

  ・ウェブサイト「マイジョブ・カード」を公開しました！ 

    

 登録 NEWS 

  ・登録センターからのお願い 

  ・<重要>更新申請受付期間について 

  ・関連情報 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

       ◆◇◆ 厚生労働省からのお知らせ ◆◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  多様な働き方を実現する「労働者協同組合法」に関するフォーラムの 

             参加者を募集中 

 （11 月 27 日（日）開催）！ 11 月 25 日（金）までに要申込み、参加無料）  

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 10 月１日に「労働者協同組合法」が施行され、労働者自らが出資し、意見 

を出し合って事業を行う「労働者協同組合」を設立できるようになりました。 

労働者協同組合は、介護、障害福祉、子育て支援、地域づくりなど、多様な 



分野で働き方の選択肢となることが期待されています。 

特に、キャリアコンサルタントの皆様におかれましては、日々、社外への活 

動機会に関心を持つ方々に対して、キャリア形成等の相談支援の一環として、 

新しい働き方の一つとして労働者協同組合への参画や設立などをご提案いた 

だくということも今後想定されるのではないかと考えております。 

厚生労働省では、労働者協同組合法とその働き方を皆さまに知っていただく 

ためのフォーラムを開催しています。 

本フォーラムは、オンライン同時開催でどなたでも参加できますので、 

ぜひお申し込みください。 

 

【開催日時・会場（オンライン同時開催、参加無料）】 

 ・日時：11 月 27 日（日）13:30 ～ 16:00 

 ・会場：かでる２・７北海道立道民活動センター  

 

【内容】 

◇ 基調講演  

・向谷地 生良（北海道医療大学・浦河べてるの家 理事長） 

「変革は、弱いところ、小さいところ、遠いところから－協同労働の可能性－」 

・古村 伸宏（日本労働者協同組合連合会 理事長） 

「関係団体から見た労働者協同組合法の概要とポイント」 

◇事例紹介 「労働者協同組合法をどう活用するか」 

・ワーカーズコープ・センター事業団 北海道事業本部 

・北海道ワーカーズ・コレクティブ連絡協議会 

・北海道労働者協同組合 

〈コメント〉宮崎 隆志（北海道大学大学院教育学研究院 教授） 

 

【担当より一言】 

◇北海道浦河町にある精神障害を経験した当事者を中心とするコミュニティ、 

 べてるの家の向谷地理事長に基調講演いただきます。 

 障害者や福祉分野でのコンサルティングに関心がある方もぜひご参加ください。 

◇事例紹介のコーナーは、出資をし、意見を出し合って、働く－今後、多様 

 な働き方の一つとして広がっていく労働者協同組合の姿を具体的にイメー 

 ジできる内容となっております。 

 

【申し込み・詳細】 

  知りたい！労働者協同組合法 

https://www.roukyouhou.mhlw.go.jp/forum/forum_hokkaido 

 

【申込〆切】 

 11 月 25 日（金） 

 



【労働者協同組合概要資料】 

 https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000995367.pdf 

 

【お問い合わせ】 

 労働者協同組合法 相談窓口 

 フリーダイヤル 0120-237-297（受付時間 平日９:00～17:00） 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

    ウェブサイト「マイジョブ・カード」を公開しました！ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 厚生労働省は、ジョブ・カードのデジタル化に向けて、新たなウェブサ 

イト「マイジョブ・カード」を 10 月 26 日に公開しました。 

 ｢マイジョブ・カード｣では、オンライン上でジョブ・カードを作成・管 

理ができるようになったほか、マイナポータルからのシングルサインオン 

も可能となりました。 

ハローワークインターネットサービスや job tag（職業情報提供サイト（日 

本版 O-NET））と連携し、登録情報の活用や、職業情報やキャリア形成に役 

立つ情報取得ができるようになりましたので、ぜひご活用ください！ 

 

【「マイジョブ・カード」トップページ】 

 https://www.job-card.mhlw.go.jp/ 
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          ◆◇◆ 登録ＮＥＷＳ ◆◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

           登録センターからのお願い      

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■更新講習：修了年月日の入力 

 更新講習の申請の際、修了年月日の入力間違いが多くなっています。 

 修了証に記載の「修了日」又は「修了年月日」にある日付をご確認頂き 

 お間違えの無いように入力して下さい。 

 （受講日や再発行日ではありません） 

 発行機関によっては、修了日と記載が無いものや複数の日付があるもの 

 もございますが、判断がつきにくい場合には発行機関にご確認ください。 

 

 



■登録証の発送について 

 キャリアコンサルタント登録証は簡易書留にてお届けしています。 

 お届け時不在の場合には、不在通知書が投函されますので、ご確認をお願い 

 致します。 

 7 日間以内に受取人に配達できない場合は、当センターに返送されます。 

 その際には、ご連絡させていただきます。 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

            【重要】更新申請について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＝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・修了証のアップロードはマイページから↓↓ 

 https://careerconsultant.mhlw.go.jp/Login/MyPageLogin 

 

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/career_co

nsultant02.html 



＜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 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

               関連情報 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

■ 大好評発売中!! 国家検定 2 級キャリアコンサルティング技能検定 

  ～過去問題に基づく実技の視点、考え方～ 改訂版 

 

2012 年発刊の第 2 版から「実技の視点、考え方」を抜き出し、実技試験問題に 

絞った解説集として、内容をさらに充実させた改訂版をお届けいたします。 

陥りがちな解答例とともに現在の視点から詳細に解説したもので、キャリア 

コンサルタントの継続的な学びにも有効です。 

 

○本書のポイント○ 

・実技試験に特化した内容 

・新たな視点での解説が追加「関係構築でつまずく人の誤解」 

・理論をベースとした相談者像や相談者の問題・解決策の明確化 

・最近出題された 3 回分の問題を解説 

 

○こんな人におすすめ○ 

・国家資格キャリアコンサルタントを取得し、更なるスキルアップを目指す方 

・キャリアコンサルタントとして安定的な支援を目指している方 

・国家資格キャリアコンサルタントや技能士を目指している方 

 

○詳細はこちら○ 

https://www.career-cc.org/book/text7.html 

※一般書店での取り扱いはございません 

 

 

 

 



■ キャリアコンサルタントとしての新たな学びを求めている方必見！ 

 

★★毎年 11 月はキャリアの祭典「キャリアマンス」★★ 

 

     今年のテーマは「学び直しとキャリア」     

 

キャリアに関連する多様なイベントが開催されます！ 

https://www.allccn.org/information/entry000322.html 

 

━━ 無料ライブ配信! ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

   それぞれの学びなおし －学びなおす意味を語ろう－ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○トークテーマ○ 

大人になってからの学びや自身の仕事とは違う学びから見えてきたもの 

 

○Guest Speaker○ 

 

 佐々木 恭子 氏  

  フジテレビアナウンサー/アナウンス室部長。二児の母。 

  2013 年当時の名称【チームフロー】にてコーチング資格取得。 

  そのスキルを子どもたちへのコミュニケーション授業に活用中。 

 

 立花 一元 氏  

  損害保険ジャパン株式会社 人事部人材開発グループ主査 

 

 <ファシリテーター> 

 岡田 昌毅 氏  

  筑波大学大学院人間総合科学学術院 人間総合科学研究群 教授 

 

■日時 2022 年 12 月 11 日（日）13:30-15:30 

■詳細・お申込 https://careermonth.wixsite.com/2022 

 

---------------------------------------------------------- 

※「キャリアマンス」とは「自律的なキャリア形成が当たり前となる社会」 

の実現を目指し、キャリア支援職が一丸となって輪を広げる特別な月間です。 

 

事務局：一般財団法人 ACCN https://www.allccn.org/ 
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☆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。 
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※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。 


