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     ☆キャリアコンサルタント通信☆   2023 年 1 月 26 日配信 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

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 

 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 

  ・キャリアコンサルタント向けオンライン研修に、 

   「育児・介護等と仕事との両立支援」が追加されました（受講無料） 

  ・「グッドキャリア企業アワード 2022 企業向けセミナー」 開催のご案内 

    (２月 22 日（水）開催 参加無料) 

  ・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！（２月 18 日（土）開催 参加無料）   

 登録 NEWS 

  ・<重要>更新申請受付期間について 

  ・関連情報 
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       ◆◇◆ 厚生労働省からのお知らせ ◆◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  キャリアコンサルタント向けオンライン研修に、 

  「育児・介護等と仕事との両立支援」が追加されました（受講無料） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 厚生労働省は、労働者の中長期的なキャリア形成を支援するため、キャリ 

アコンサルタント向けに「訓練対応」、「ＩＴ分野」、「若者応援」、「中 

高年齢者支援」、「外国人支援」に関するオンライン研修を提供しています 

（受講無料、事前申し込み制）。 



このたび、新たに「育児・介護等と仕事との両立を支援するキャリアコンサ 

ルタント向け研修」を開発し、オンラインで提供を開始しました。 

育児・介護等と仕事との両立に課題を抱える労働者等への支援が学べるプロ 

グラムで、主な対象はキャリアコンサルタント有資格者ですが、人事労務に 

携わる方々にも参考となる内容です。 

 

また、本研修が実際の支援にさらに役立つものとなるよう、具体的な事例や 

キャリアコンサルタントの果たす役割について、キャリアコンサルティング 

の専門家による講演、パネルディスカッションを生配信により開催すること 

といたしました。 

参加者による質疑応答も可能ですので両立研修の受講とあわせてぜひご参加 

ください。 

 

◇オンライン研修メニュー（⑥が今回新たに追加された研修） 

   ① 訓練対応キャリアコンサルタント向け研修（受講時間：15 時間程度） 

   ② ＩＴ分野の能力開発に関するキャリアコンサルタント向け研修 

    （受講時間：７時間程度） 

   ③ 若者応援キャリアコンサルタント育成研修（受講時間：17 時間程度） 

   ④ 外国人支援のためのキャリアコンサルタント向け研修 

    （受講時間：７時間程度） 

   ⑤ 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 

    （受講時間：７時間程度） 

 New!⑥ 育児・介護等と仕事との両立を支援するキャリアコンサルタント向け研修 

    （受講時間：７時間程度） 

 

◇ライブ型オンライン研修 

第１回 ２月８日（水）19:00～20:30 

第２回 ２月 16 日（木）19:00～20:30 

受講無料・オンライン形式・先着順 

 

【お申し込み・詳細】 

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 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 「グッドキャリア企業アワード 2022 企業向けセミナー」 開催のご案内 

         (２月 22 日（水）開催 参加無料) 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 厚生労働省は 2 月 22 日、従業員の自律的なキャリア形成支援の取組などを 

広く周知することで、キャリア形成支援の重要性について普及・定着させる 

ことを目的に「グッドキャリア企業アワード 2022 企業向けセミナー」を 

開催します。 

今回のセミナーでは、基調講演や「グッドキャリア企業アワード 2022」受 

賞企業の人事担当者を迎え、キャリア形成支援の取組や効果に関するパネ 

ルディスカッションを行います。 

 

【基調講演】 

○テーマ：「組織におけるキャリア形成と学び・学び直し」 

○講演者：ユースキャリア研究所 代表 高橋 浩 氏 

 

【パネルディスカッション】 

○テーマ：「グッドキャリア企業における意識改革の取組」 

○コーディネーター： 高橋 浩 氏 

○パネリスト：「グッドキャリア企業アワード 2022」 受賞企業 3 社 

【大賞】 津曲 慎哉 氏（えびの電子工業株式会社 代表取締役社長）  

     栗林 拓 氏（雪印メグミルク株式会社 人事部人材開発センター 課長）  

【イノベーション賞】  

     西崎 康平 氏（トゥモローゲート株式会社 代表取締役）  

 

◆開 催 概 要◆ 

○会  場：（大阪）梅田センタービル 16 階貸会議室 Ｈ会議室 

         https://www.ucb.co.jp/pdf/ucb_map_2019.pdf 

○開催日時：令和 5 年 2 月 22 日（水） 14:00-16:30（開場 13:30） 

○実施方法：会場・ライブ配信同時開催 

○定  員：会場 70 名、ライブ配信 300 名／事前申込制、先着順。 

※定員になり次第、締め切らせていただきます。 

○参 加 費：無料 

○参加対象：人事労務ご担当者、経営者の方々、キャリア形成支援に取り組んでいる方々 

 

◆お申込み方法◆ ※2/6（月）より申込受付開始予定。 

          公式サイトで申込受付開始をご確認の上、お申込下さい。 

件名に「グッドキャリア企業アワード 2022 企業向けセミナー」参加 

（会場来場／ライブ配信のいずれか）希望 

本文に①～⑥を明記の上、下記アドレス宛にメールをお送りください。 



 ①氏名、フリガナ 

 ②会社名・所属部署 

 ③電話番号 

 ④メールアドレス 

 ⑤会場来場／ライブ配信のいずれか 

 ⑥企業内のキャリア形成支援に関する質問や受賞企業への質問  

尚、取材希望のプレス関係者の方はその旨明記してください。 

 

グッドキャリア企業アワード 2022 事務局（学校法人 大原学園） 

E-mail：career-award_operation02@mail.o-hara.ac.jp 

 

詳しくは公式サイトをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/career-award/ 

 

＋＋＋＋＋＋ ◆ 本件の問い合わせ先 ◆ ＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

グッドキャリア企業アワード 2022 事務局（学校法人大原学園） 

Mail：career-award_operation02@mail.o-hara.ac.jp 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  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！（２月 18 日（土）開催 参加無料）  

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 昨年 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。 

 

 施行から 3 ヶ月あまりが経過し、各地で労働者協同組合の設立が聞こえて 

くるようになりました。厚生労働省では、多くの方々に労働者協同組合に関 

心を持っていただけるよう、労働者協同組合法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。 

 特に、今回のフォーラムでは、今年度の一連のフォーラムの中で初めて労 

働者協同組合を実際に設立した団体に登壇していただきます。 

 キャリアコンサルタントの皆様におかれましては、会社に勤めながら、 

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ことも今後想定されるのではないかと考えております。 

本フォーラムを通じ、実際の活動をお聞きいただくことで、地域社会の課題 

の解決のために活動を行おうとする方々の選択肢の一つとしてご提案いただ 



く際のご参考になればと思っています。 

 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：２月 18 日（土）13:30～16:00 

 ・会場：福岡県中小企業振興センター大ホール 

 

【内容】 

◇ 基調講演  

 ・坂本 治也（関西大学 教授） 

 「市民社会組織としての労働者協同組合」 

 ・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 「労働者協同組合の設立事例紹介」 

 ・労働者協同組合ワーカーズ・コレクティブ・キャリー 

 ・労働者協同組合ワーカーズコープありあけ 

 ・労働者協同組合かりまた共働組合 

 ・労働者協同組合あるく 

 

【担当より一言】 

◇今年度最後のフォーラムです。毎回異なる基調講演と事例紹介をお届けし 

 ますので、前回ご参加いただいた方も、ぜひご参加ください。 

◇事例紹介のコーナーでは、法施行後に労働者協同組合を設立した団体が登 

 壇します。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_kyushuokinawa 

 

【申込〆切】 

 ２月 16 日（木） 

 

【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） 
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          ◆◇◆ 登録ＮＥＷＳ ◆◇◆ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

            【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 

 

「キャリアコンサルタント講習検索サイト」 

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

 



＜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 

 

 

 



■  2 月 1 日から 2023 年度新規入会受付開始！ 

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 

 

オールキャリアコンサルタントのネットワークを作るために 

ACCN ではキャリアコンサルタントの皆さまのいろいろな活動をサポートしています。 

（活動のための、安心の団体保険付き！） 

 

＊活動内容や入会方法等、詳しくは → https://www.allccn.org/ 

 

＊会員向け「ACCN 通信」を公開中！ACCN の活動や情報の一部をご覧いただけます。  

https://www.allccn.org/activities/entry000336.html 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

☆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 

        国家資格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 

 

  ＜配信停止をご希望の方へ＞ 

  マイページ内メインメニュー［登録情報 設定・変更］最後尾にある 

  ■メールマガジン ⦿配信を希望しない にチェックを入れて下さい。 

  マイページログイン 

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

  お問い合わせ先：touroku-center@career-cc.org  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

※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。 

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

