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職業紹介事業の基礎知識

第3 章
1

求職者支援の基本

求職者支援の必要性

最近では、正社員の減少と非正規労働者の増大、モノづくり産業から情報・サービス産業
へのシフト、IT 技術の進化による職場環境の急変が進み、職業をめぐる社会環境の変化に
は大きなものがあります。
「職業紹介事業」は、このような社会、環境・ニーズの大きな変化の中で、求職者の方々
が自分に合った職業を選択し、職業生活を設計していくことを援助していく仕事です。また、
それは、一人ひとり求職者の置かれたさまざまな状況に応じて、対応方法を柔軟に変えてい
くことのできるダイナミックな支援の仕事です。
求職者の方にもいろいろな方がおられます。
①

若年期の方の場合、まだ社会人としての知識やマナーが十分ではありませんので、自
分の適性・能力、希望・動機を確認し、現実社会の職業とのすり合わせを行って職業
を選択することを援助していくことが必要です。

②

結婚・子育て期の方の場合、結婚・出産といった長期の職業ブランクを経てあるいは
子育て等の家庭責任を果たしながら、就職等を検討しなければならない方も多いので、
このような事情に配慮しつつ援助していくことが必要です。

③

高齢期の方の者の場合にも、引退期を迎えながら、就労を続けなければならない方が
多くなっており、収入はもちろん、生きがい、健康、住宅、年金等様々な課題と向き
合いながら援助を行っていくことも必要になってくるでしょう。

こうした社会と労働者の働き方の変化の中で、「職業を選択し、職業生活を設計していく
こと」（つまり、自分自身の「キャリア」を形成すること）が重要になってきていますが、
このキャリアとはいったい誰のものでしょうか？キャリア形成は誰が行うべきことなので
しょうか？
これまでのわが国においては、高度成長期の “ 企業主導 ” だった時代に代表されるように、
企業が担い手となって、集団的に労働者の能力を引き出すことが行われてきましたが、もは
やそれは主流ではありません。これからは、産業・職業構造や労働者の働き方の変化ととも
に、キャリア（つまり、職業選択と職業生活設計）は一人ひとりの “ 労働者のもの ” であり、
その形成は個人を主体として進めていくことが必要になっているのです。
とはいっても、労働者だけでは全てがうまくいくわけではありません。そこで、①個人に
対する支援と②企業を通じたバックアップも必要ですし、さらにもう一つの③社会的インフ
ラ整備が必要といわれています。
「職業紹介事業」は、社会の中で最も職業選択と職業生活設計に深くかかわる専門（プロ）
集団ですので、今後いっそう③の社会的インフラの中の重要な担い手として、労働者の職業
選択と職業生活設計を援助していく役割が期待されています。
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しかし、これまで比較的豊富にあった人的資源も、少子高齢化の中で限りある資源となって
います。今後は労働者の意欲や能力を効率的に活用していくことが必要です。特に、これか
ら就職しようとする求職者については、職業選択を容易にし、就職先で生き生きと活躍でき
るようにすることが重要です。
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天然資源に恵まれないわが国にとって、“ ひと ” という人的資源はその活力の源泉です。

第１部
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法制度の動向

近年の産業・職業構造や労働者の働き方の変化の中で、労働力の需給調整を円滑化し、雇
用のミスマッチを解消していくためには、労働者の主体的なキャリア形成（職業選択と職業
生活設計）が必要になってきています。
こうした情勢に対処するため、平成 12 年 7 月中央職業能力開発審議会は職業能力開発
促進法の基本理念に労働者のキャリア形成を支援することを盛り込むことを建議しました。
また、翌年 2 月には労働政策審議会では雇用対策法にも次のような基本理念を規定するこ
第２部

とを建議しました。そして、両法を改正する法律が平成 13 年 4 月に成立し、同年 10 月

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

1 日から施行されましたので、以降キャリア形成支援はわが国の雇用政策の基本的考え方と
なりました。
雇用対策法
（基本理念）
第 3 条

労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能

力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果
的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られ
るよう配慮されるものとする。
さらに、平成 28 年 4 月の職業能力開発促進法の改正では、次のような改正が行われ、

第３部

（ⅰ）労働者の努力、（ⅱ）事業主のサポートに、（ⅲ）キャリアコンサルティングによる
支援を加えることにより、一人ひとりの労働者のキャリアを充実させていくための取組を進

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

めていくこととされています。
• 労働者に自身のキャリア開発の責任があることを規定しました（法 3 条の 3）
• 事業主に労働者のキャリア開発支援の努力義務を課すこととしました（法 10 の 3）
• キャリア開発支援の中核にキャリアコンサルティングを位置づけ、キャリアコンサルタ
ントを国家資格として制度化しました（30 条の 3 ～ 30 条の 29）
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２

求職者支援の 6 つのステップの定式化

労働者を主体としたキャリアの形成・開発が求められるようになってきていますが、具体
的にどうすればいいのでしょうか？
これまでわが国においては、日本的な雇用慣行の下で、企業主導で労働者の職業能力の開
発や評価が進められてきたわけですから、急に「労働者を主体としたキャリアの形成・開発」
といわれても、戸惑う人が多いことも事実です。
そこで厚生労働省では、企業経営者、人事担当者、管理者等の「相談担当者」に、相談を
受ける際の考え方、労働者がキャリア選択を行う際の基本的な流れ等を提供することを目的
として、『キャリアコンサルティングマニュアル』を開発しました（平成 13 年 5 月 17 日
公表）。
このマニュアルで画期的なことは、＜キャリア形成の 6 つのステップ＞として、これま
での種々な手法で行われていたキャリア支援のイメージが整理され、標準化されたことです。
キャリアについての相談といっても、一般の人にはなじみが少ないかもしれませんが、内外
のキャリア・カウンセリングの分野では、「キャリア形成はどのように進められ」「どこでど
ういう支援をしていけばいいか」の知見が蓄積されてきています。そこで、このマニュアル
では、これまでの多様なキャリア支援の進め方を整理し、誰でも使えるような形で、＜キャ
リア形成の 6 つのステップ＞として示したのです。これは、企業内の支援だけでなく、あ
らゆる場面に適用できるもので、以後、各方面のキャリア支援担当者にとってのメルクマー
ル（道標）となっています。
「職業紹介事業」における相談においても、この 6 つのステップを使うことによって、最
も円滑に相談ができ、最も効果的に就職に結びつけることができるようになりますので、い
つでも使えるようにしておくとよいでしょう。
＜キャリア形成の 6 つのステップ＞
キャリア形成は基本的に次のステップで構成されており、相談担当者は各ステップに
おける労働者の活動を援助することになります。この 6 ステップを相談の中で適切に
行うことにより始めて目標を達成できるといえます。
①

自己理解

；職業・職務、キャリア形成に関して「自分自身」を理解する。

②

仕事理解

；職業・職務、キャリア・ルートの種類と内容を理解する。

③

啓発的経験

；選択や意思決定の前に、体験してみる。

④

キャリア選択に係る意思決定；相談の過程を経て、（選択肢の中から）選択する。

⑤

方策の実行

；仕事、就職、進学、キャリア・ルートの選択、能力開発の方向な

ど意思決定したことを実行する。
⑥
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仕事への適応；新しい職務等への適応を行う。

職業紹介従事者のための

キャリア形成の 6 つのステップ

職務経歴書
作成指導

〇仕事に関する考えや希望を分析
〇職業経験・職業能力等を分析
〇個人を取り巻く諸条件を分析

③啓発的経験
④キャリア選択に係る意思決定

労働市場の理解や
就職活動の指導
面接の受け方指導
相談

⑤方策の実行

求職者支援の基本

自己分析指導

②仕事理解
・職業情報の収集
・企業情報の収集
・求人が求める要件の析出

職業紹介事業の基礎知識

・仕事に関する
考え方や希望の明確化
・経験・能力の棚卸し
・家庭的・地域的条件

第３章

①自己理解

第１部

図表 1 －26
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・インターンシップや
アルバイト等の就業体験
・長期・短期目標
・検討項目の決定
・具体的プラン作成
・選択肢の決定
・選択肢の実行
⇒就職活動実行
→進学や能力開発実行

就職・異動等
第２部
労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

⑥新たな仕事への適応
（注）厚生労働省「キャリアコンサルティングマニュアル」より引用（一部加筆修正）。

上図は、＜キャリア形成の 6 つのステップ＞をフローチャートにしたものです。①から
⑥が目標（例えば「就職」）に向かって進む 6 つのステップです。必ずしも①から⑥に順番
に進むのではなく、行ったり来たりすることもあります。そして、相談による援助は、これ
ら全体が対象になります。
最初は「①自己理解」「②仕事理解」がスタートです。自分の興味・適性や能力を考え、
経験の棚卸しをします。この過程を自己分析などということもあります。そして、仕事や仕

第３部

事で求められている要件と自分の能力等との結びつきを検討していきます。
次に、いろいろな仕事について検討項目を選び出し、選択肢の中から選択することが「④

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

キャリア選択に係る意思決定」です。これができれば、就職の場合には、応募や面接等の就
職活動の実行である「⑤方策の実行」に進みます。自己理解から方策の実行までの過程を通
じて自分の能力・強みを発見し、それを応募先に的確に伝えるため、職務経歴書を作成する
ことが有効です。方策の実行段階の就職活動指導や面接指導もニーズの多い支援です。
最後に、就職等の後には、「⑥新たな仕事への適応」に配慮することが必要です。
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3

具体的な支援

これまで、労働者のキャリア形成を念頭に置いた支援が重要になっていること、また、そ
のために＜キャリア形成の 6 つのステップ＞やそれに関するさまざまな支援方法があるこ
とを見てきました。
そこで、以下では、これらのさまざまな支援の中から、「相談」と「職務経歴書作成指導」
を取り上げて、具体的な支援の進め方について見ていきましょう。

１

求職者に対する相談の要点

（１）安心・信頼感が基本
まず、職業紹介を求めて来所する求職者のことを考えてみましょう。
求職者は、紹介所にやってくるとき、志望する仕事に就けるか「不安」をもって来所しま
す。自分の能力で十分なのか、書類の書き方がわからないがどうしたらよいか等聞きたいこ
とや言いたいこともあるでしょう。そのようなときには、何といっても、まず、求職者に「安
心」してもらうこと、求職者の話を聞いてあげることが大切です。
ある職業紹介事業者で、求職者が紹介所へ来なくなってしまう理由を調べると、
• 求職者の話を聞いてくれない
• 求職者が相談にのってほしい内容に答えてくれない
• 職業紹介事業者（紹介従事者）の側からの話（お説教）ばかりする
ということがわかったそうです。紹介所は、これから求職者とともに、いやむしろ求職者に
主役になってもらいながら目標に向かって進んでいくことになるのですから、このような状
況は早急に改善が求められます。
その出発点は、求職者に安心と信頼感を持ってもらうようにすることです。
求職者にとって、紹介所の紹介従事者が、自分の話をよく聞いてくれ、理解を深めてくれ
たと感じることができれば、求職者は紹介所や紹介従事者に安心感や信頼感を持ってくれる
のです。
図表 1 －27

求職者

（主体）

求職者の安心感が基本

課題解決

目標達成

（6つの
ステップ）

（就職）

安心・信頼感が支え
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はなく、心から深く聞く心構えが大切です。心で聞くという意味で「聴く」と表記する場合
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も多く見られます。キャリア・カウンセリングの分野では、相手をありのままに、共感的に
聴くことが良いとされ、これを「傾聴」という場合があります。
ア

相談の構造
紹介所で、相談が上手な紹介従事者が求職者の相談をしていることを想定してみましょ

職業紹介事業の基礎知識

第３章

次に大事なことは、紹介従事者が、求職者の話を「聞く」ことです。単に耳で聞くだけで

第１部

（２）相談は「聴く」ことが大切

う。相談ですから、紹介従事者は「聴く」と「話す」を繰り返しています。では、そこでいっ
たい何が起きているのでしょうか？ 2 とおりの回答例を挙げてみます。
●回答例１；「情報の交換が行われている」
確かにそういうこともあるでしょう。しかし、情報交換は相談が上手であって
も下手であっても、それなりに行われるものではないでしょうか？
●回答例２；自分は専門家だからと、「意見・忠告が行われている」
相談の上手な紹介従事者はそういう “ 上から目線 ” のコミュニケーションはあ
まり効果がないことを知っているのではないでしょうか？
第２部

回答例１も、２も十分ではありません。では一体何が起きていると考えればよいのか、

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

第 3 の考え方を下の図で考えてみましょう。
まず「聴く」際には、相手の気持ち（感情・思い）を受け止めています。そして、
相手から感情につながる言葉（気持ちの入った言葉）を引き出しています。
そして、「話す」場合には、自分の方から意見・忠告などしないで、相談したい人の
反応を見ながら、相手の立場で話をしています。そして、本人が問題を明確化し、自
分自身で問題に取り組んでいくことを促すようにしています。
このような「聴く」と「話す」ができることが「相談の技術」だといえるでしょう。
図表 1 －28

聴く
⇒相手の感情につながる
言葉を引き出す

相談したい人
（求職者等）

第３部

相談を受ける人
（紹介従事者）

相談における「聴く」と「話す」
（相談の技術）

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

相談の
技術

話す
⇒相談したい人の反応を見な
がら、本人が問題を明確化
することを助ける
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イ

相談面接の技術
「聴く」ことを中心とする支援スキルは、カウンセリングの技法の中でも重要課題であ
り、これまでにいろいろな人が、理論面・実践面での取組みを重ねてきました。
そして、それを集大成したともいえるのがマイクロ技法と呼ばれる考え方（行動の階
層表）です。この考え方は、きわめて実際的かつ有効であるので、職業相談をはじめ、ソー
シャルワークや福祉相談の分野、法律相談の分野でも活用されています。
下図にマイクロ技法を模式的に示しました。
最初にあるのが「かかわり行動」です。「聴く」（＝傾聴）をベースに、かかわり行動
を用いることによって、はじめて来所した求職者にも安心と信頼感を与え、不安を抱え
ている求職者にも共感、尊重、誠実といった気持ちを伝えることができます。
次の段階の「基本的かかわり技法」は相談面接の展開の中で、相手を知り、相手の発
言を促し、相手の気づきを促すために使われる基本的な技法です。
以上の「かかわり行動」
「基本的かかわり技法」は、どの相談でも頻出するものばかりで、
これらが少しでも使えるようになると、相談が格段に円滑に進み、内容も深いものになっ
ていきます。マイクロ技法には「より高度な支援スキル」も含まれていますが、初心者
は当面省略して差し支えありません。
図表 1 －29

上に向かう
ほど高度な
スキルに
なります

より高度な
支援スキル
（略）

基本的
かかわり技法

かかわり行動

マイクロ技法の模式図（アイビイ .A.B）

・意味の反映

…相手は意味を探求できるよう
になります。

・感情の反映

…相手は問題を掘り下げること
ができるようになります。

・要約
・いいかえ

…正しい要約やいいかえは相手
の見つめ直し、受入れを可能に
します。

・はげまし
（うなづき等）

…うなづきは、最小限のはげまし
ということができます。

・質問（開かれた質問）

…多くの情報を引き出します。

・観察

…相手の動きを知ります。

・言語的追跡

…言葉のフォローがあるだけで
も相手は話し易くなります。

・声の調子

…声の大きさや話し方の変化に
気を付けることも大切です。

・身体言語（ボディーランゲージ）…表情、姿勢も雄弁です。
・視線（アイコンタクト）
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…相手に関心があることを示し
ます。
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しょう。
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ア

求職者との心理的な関係（ラポート）を築くこと
相談したい人と相談を受ける人の間に築かれる信頼関係のことを「ラポート」といい
ますが、ラポートが築けると求職者は安心して自由に、素直に表現できるようになります。
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第３章

相談の担当者としてよりよい相談を行うための留意点について、以下にいくつか見てみま

第１部

（３）相談の留意点

特に相談の導入時点においては、「かかわり行動」や「基本的かかわり技法」を踏まえた
相談を心がけます。
相談の導入例としては、次のようなものが挙げられます。
＜相談の導入例＞
紹介従事者；こんにちは。○○さんですね。私は○○です。はじめまして。
求

職

者；よろしくお願いします。

紹介従事者；紹介所の場所はすぐわかりましたか？
求

職

者；はい、すぐにわかりました。

職

者；はい、では、失礼します（上着を脱ぐ）。

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

求

第２部

紹介従事者；それは良かった。上着もとっていただいて構いませんよ。
紹介従事者；では、今日はどのようなご相談でいらっしゃいましたか？
さらに、求職者は不安を抱えていますので、早い段階で良い点を見つけ１つでも褒め
てあげると効果的です。求職者の気持ちを楽にし、自信につながります。

事例１：自信をなくしていた若者の支援
〔問題状況〕若い求職者（30 歳、男性）は、高校時代アールヌーボーに魅せられ、美大を志望しました。
しかし、6 回も受験に失敗し、その後ぶらぶらとしていました。ここ半年は、巨匠の作品を訪ねてヨー
ロッパの教会や美術館を巡ってきました。しかし、帰国すると、進学も就職もできていない現実に直面
させられます。そして、「何もできていない」「自分は失敗者だ」と落ち込んでいます。
第３部

〔対応例〕紹介従事者は、基本的かかわり技法を用いて、受容的な雰囲気を作り傾聴しました。そして、
「海外へ行って勉強を続ける姿勢がすごい」と褒めてあげました。求職者は「自分の過去は失敗の連続

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

だ」というので、「でも、あなたは自分がやるべきと考えたことを自分に忠実にやってきた」というと、
驚くような顔をしました。そして、初めて自分が理解された喜びの表情になりました。その後は、仕事
探しの姿勢が一変し、ジュエリー・デザインの仕事を見つけました。面接先の社長は「宝石の原石のよ
うないい人が見つかった」と大喜びでした。
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イ

求職者の感情や期待をきちんと把握して支援に当たること
求職者が抱える相談したい事項には、多様なものがあります。求職者には、それぞれ
の事柄に感情が伴っています。また、いろいろな事柄の中に本当に相談したいことが埋
もれて見えなくなっていることもあります。
相談を受ける人（紹介従事者）の目的は、相手（求職者）の感情・期待を踏まえつつ、
求職者自身で「どのようにしたら自分の希望を実現できるのか」を見えるようにしてあ
げることです。

事例２：相手の感情を受け止めつつ支援
〔問題状況〕家庭の事情で働かなければいけなくなった子育て中の求職者（33 歳、女性）が、仕事探
しが進められないと悩んでいました。
〔対応例〕紹介従事者は、「一緒に考えていきましょう」と声をかけ、求職者の子育てに関する考え方を
尊重しながら、働ける就業条件等を丁寧に聴いていきました。求職者は、子育てについての思いや子ど
もに十分なことがしてあげられない気持ちを話し始めました。義理の母親からも厳しい言葉があったよ
うです。すると、突然「ごめんね…、ママが…」と絶句しはじめましたので、紹介従事者は、いっそう
寄り添った相談に努めました。しばらくすると、求職者は感情を整理しはじめました。
「もう大丈夫です。
何か乗り越えた気がします。働くことはほかでもない、自分で選んだ道であるということがわかりまし
た」といいました。そして、それまで以上に就業条件の整理に積極的に取り組めるようになりました。

ウ 「自分に合った就職先の探し方がわからない」という求職者への対応
「自分に合った就職先の探し方がわからない」という求職者には、2 種類の場合があり
ます。
1 つは、自分はどんな仕事がしたいのかを含めて「全くわからない」場合です。
この場合は、まさに＜ 6 つのステップ＞の第 1 段階である「①自己理解」に支障があ
る状態にありますので、仕事に対する考え方や希望を整理することから支援してあげる
ことが必要になります。
しかし、2 つ目に、実はやりたい仕事は頭に浮かんでいるのだが、本人や家庭の事情
で「今は無理」ということがわかっているので「わからない」といっている場合もあります。
この場合は、自分の状態と求人が求める要件の間にギャップがあると考え、その溝を埋
める方法がわからない状態です。＜ 6 つのステップ＞の中でいえば、いろいろな仕事に
ついて検討項目を選び出し、選択肢の中から選択するという「④キャリア選択に係る意
思決定」の段階で戸惑いがあるわけですので、合理的な選択を支援してあげることが有
効になってきます。
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を活かせる仕事に就きたい」「でも、自分にはどんな仕事が向いているのかがわからない」と相談に来
〔対応例〕相談の中で、「自分を活かせる仕事」

図表 1 － 30

がしたいが、求人広告をみても沢山ありすぎ

企業的
（E）

て絞り切れないと困っていました。紹介従事

求職者支援の基本

ました。

ホランド・タイプ
慣習的
（C）

職業紹介事業の基礎知識

第３章

〔問題状況〕求職者は、21 歳の男性。高校卒業後、アルバイトと派遣を繰り返してきましたが、「自分

第１部

事例３；どんな仕事が合っているのか「わからない」という求職者の支援

者は、個人の性格特性と世の中に存在する沢
山の仕事のタイプを６つに分類したホラン

社会的
（S）

ド . Ｊ . Ｌの考え方を紹介しながら、求職者の

現実的
（R）

興味・関心について検討し、さらに詳しく相
談を進めていくことを提案しました。

図表 1 － 31

芸術的
（A）

研究的
（I）

興味・関心チェックシート【一例】

※次の事柄を、２点；好き、１点；ある程度好き、０点；好きでないで評価。
質問
機械や道具を使って作業する

２

物を作り出す

３

動物の世話をしたり、植物を育てる

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

Ｒタイプ

１

回答
（ポイント）

第２部

タイプ

Ｒタイプの興味の合計
Ｉタイプ

１

抽象的な思考をする

２

物事が起きた原因や仕組みがなぜかを知る

３

何かを調べたりまとめたりする
Ｉタイプの興味の合計

Ａタイプ

１

オリジナルなものやユニークなものを作り出す

２

ポスターをデザインすることを考える

３

本や映画、童話などに感動する
Ａタイプの興味の合計
社会のために役立つ

２

新しい友達や知り合いを作る

３

相談に乗ったり助言をする

第３部

Ｓタイプ

１

Ｓタイプの興味の合計
自分の意見を他人に伝え、影響を与える

２

チームやメンバーの役割を決める

３

挑戦を目指したり、目標に向けた意思決定を行う

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

Ｅタイプ

１

Ｅタイプの興味の合計
Ｃタイプ

１

マニュアルや規則に従って物事を決める

２

正確さや緻密さを求められる作業を行う

３

内容や手順のほとんど変化のない作業を行う
Ｃタイプの興味の合計
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２

応募書類作成指導の要点

（１）応募書類の役割と種類
ア

役割
応募書類は、求職者が応募するときに必要な書類です。求人者は応募者の能力を職務
経歴と面接で判断することになりますので、応募書類は重要です。
少し固い言葉でいえば、求人者は “ 応募書類を通じて ” 求職者が有する「能力」の水
準を客観的に知り、求職者がどのような「職業人」であるかを見ているといえるでしょう。
特に、職業紹介事業者が対象とすることの多い「職業経験のある求職者」の紹介の場合は、
経験や実績の裏付けが重要になることも多いでしょう。
もちろん固く考えすぎるのは良くありません。応募書類だけで就職が決まるわけでは
ありませんし、誰にとっても理想的な応募書類を書くことは難しいので可能な範囲で努
力すればいいのです。
しかし、いずれにしろ、応募書類は求人者が最初に見る書類です。また、これにより、
この先の面接の過程に進めるかどうかという重要問題の成否を決する判断材料になりま
す。求人先のニーズに合う能力がピタリと盛り込まれ、求職者の意欲が感じられるもの
でなければ、応募書類としての役割を果たせないことになります。

イ

種類
応募書類は次の①②を指し、応募の際は＊の添え状を加えた 3 点を用意します。
「履歴書のみでよい」という場合もありますが、最近ではこれに加えて職務経歴書も求
められることが多くなっています。また、ビジネス文書ですので大切に取扱い、送付す
る場合には添え状を付けて書類送付の目的や同封物を伝えることがマナーとなります。
添え状は通常は求職者自身が作成しますが、職業紹介事業者が推薦状等を添付する場合
は不要になります。

①

履歴書
応募者の経歴を記載した基礎データです。履歴書がしっかりと書かれていることが選考時の最低条
件になります。

②

職務経歴書
職務経歴の中身等を詳しく記載するものです。職業経験のある求職者（中途採用等）の場合、最も
重視されるものです。何ができるのか、強みは何かなどを端的に伝えることができます。

＊

添え状（送付状）
書類を送るための送付状です。内容は、あいさつ、簡単なＰＲ・志望動機、面接の依頼等を簡潔に
記載します。
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＜前半部分＞
履歴書

として会社に保存されるのが一般的で
す。
履歴書の記載事項は、JIS 規格に基づ
いたものを用いるようにします（独自様
式を用いる場合は適性と能力に関係ない
項目は含めないこととします）。
記入は、以下を参考に進めます。手書

日付 ①

求職者支援の基本

資料とされるほか、就職後は準公式文書

履歴書のイメージ（例）

写真 ②

氏名
生年月日
（年齢）

職業紹介事業の基礎知識

況を簡潔に記したものです。選考の際の

図表 1 － 32

第３章

履歴書は、求職者の学歴・職歴等の状

第１部

（２）履歴書とその作成方法

住所
連絡先
学歴・職歴 ③

年月

きで丁寧に記入することが基本ですが、
パソコンで記入することも可能です（応
募先でその旨指示されることもありま
す）。
第２部

①日付；提出する日付を書きます。

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

②写真；スーツ着用が原則です。写真
の使い回しは避けます。
③学歴・職歴；古い経歴から順に記入
します。学歴は学校名（正式名称）
とその入学と卒業について、職歴は

＜後半部分＞
年月

免許・資格 ④

働いた会社の名称と入社と退社につ
いて記入します。正社員歴は全て記
入することが原則ですが、アルバイ
ト、パート、派遣社員の経歴はキャ
リアに結びついているものやアピー

志望の動機、
アピールポイントなど ⑤

ルできるものを中心にすることもあ

第３部

④免許・資格；所有資格等を書きます。

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

や今までの自分の経験を活かしてそ

扶養家族
※配偶者
※配偶者の
扶養義務

ります。
⑤志望動機等；その会社を選んだ理由

通勤時間

本人希望記入欄

の会社に役立てられること等のア
ピールを記入します。
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（３）職務経歴書とその作成方法
職務経歴書は、求職者の仕事の経験や

図表 1 － 33

職務経歴書のイメージ（例）

能力、志望動機や自己 PR などを履歴
書よりも詳しく記述し、求職者が応募先

職務経歴書

に貢献できることをアピールするもので

（氏名）〇 〇 〇 〇
千代田区〇〇町〇〇 - 〇
電話番号：〇〇〇〇〇〇
メール ：〇〇〇〇〇〇

す。
そのイメージですが、記載事項を示す
と図表 1 － 33 のとおりです。特に決
まった様式はありませんので、変更して

1 希望職種
・・・・

も差し支えありません。記載事項ごとに

2 志望動機
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

記載すべき内容も比較的自由です。志望
動機や自分ができること、やりたいこと

3 職務経歴
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

などを、応募先に伝わるように、わかり
やすく書けばいいのです。それを、一般

4 取得資格
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

的にはＡ４用紙に１～２枚程度で、ワー
プロ等で読みやすく記載します。

5 自己 PR
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

では、このような記載事項も記載内容
も定まっていないような職務経歴書が、
昨今なぜこれほど重要とされるように

なってきたのでしょうか？それを理解するには、次の 2 つの職務経歴書の目的を理解する
必要があります。
第 1 の目的は、いうまでもなく「面接の機会を得る」可能性を高めることです。
これは、職務経歴書の究極の目的です。1 つの求人に応募者（又は候補者）は多数応募す
るわけですから、決定的な面接、一口で言えば “ 社長面接 ” まで連れて行ってくれる「案内人」
の役割を果たすことが職務経歴書の使命です。つまり、その職務経歴書を社長が読んで「面
接してみたい」と感じさせ、したがって “ 社長面接 ” まで案内してくれる職務経歴書が “ い
い職務経歴書 ” なのです。
しかし、ここからが重要なことです。では、一体、そのような職務経歴書は、どうすれば
作れるのでしょうか？
答えは、はっきりしています。
それは、職務経歴書が、
「この求職者は、求人企業が求めている能力や適性と合致している」
ということを明らかにできているかどうかがポイントです。つまり、
4

4

4

4

合致していることが明らかにできている職務経歴書＝いい職務経歴書
4

合致していることが明らかにできていない職務経歴書＝不十分な職務経歴書
となります。しかし、そのためには、前提として、求人の要件と求職者自身の能力や適性が
わかっていることが必要不可欠になります。
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して、これを求人者が求人で求めている要件と対応させることにより、両者が合致している

求職者支援の基本

ことを効果的にアピールできるようにするのです。
先に2の 2（p44）で、『キャリアコンサルティングマニュアル』においては、求職者の
支援には、＜ 6 つのステップ＞があり、求職者との相談では、①自己理解、②仕事理解、
③啓発的経験、④キャリア選択にかかる意思決定、⑤方策（就職活動）の実行、⑥新たな仕

職業紹介事業の基礎知識

第３章

職務経歴書を作ることを通じて求職者が自分の能力や適性等をはっきりさせることです。そ

第１部

そこで、第 2 の目的を押さえておくことが必要になります。職務経歴書の第 2 の目的は、

事（職務）への適応といった各ステップを明確にしながら相談を進めていくものであるとさ
れていました。これを図表 1 － 34 に再掲します。第 1 の目的の「面接の機会を得る」場
面で大事になるということは、⑤の方策の実行という就職活動の段階で果たす役割のことで
す。しかし、第 2 の目的の「自分の能力等を見つめ直し、応募先企業の求めている求人要
件との対応関係を整理すること」は、①～④の自己理解等の段階で果たす役割です。つまり、
職務経歴書の作成は、就職活動の段階だけでなく、自己理解等の段階でも大きな効果を発揮
するものであるということです。
以上のことからいえるように、「職務経歴書は、単に過去の職歴を思い出して、書き並べ
第２部

ればよい」というものではありません。過去の職歴を書き出しても、面接まで連れて行って

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

くれない職務経歴書では不十分なのです。社長や人事担当者が「面接してみたい」と感じさ
せる職務経歴書を目指して、もう一歩踏み出せるように、努力することが望まれるのです。
図表 1 － 34

職務経歴書の目的

＜6つのステップ＞

第２の目的
自分の能力等と求人
要件との合致明確化
職務経歴書

面接機会を得ること

・考え方や希望の明確化
・経験・能力の棚卸し

②仕事理解

・企業情報の収集
・求人が求める要件

③啓発的経験

自己理解等
の段階

④キャリア選択に ・検討項目の決定
かかる意思決定 ・選択肢の決定
⑤方策の実行

・就職活動の実行

第３部

第１の目的

①自己理解

就職活動
の段階

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

⑥新たな仕事への適応
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（４）職務経歴書作成指導の留意点
職務経歴書の 2 つの目的を踏まえ、自己理解等の段階から指導が必要な場合の留意点と、
就職活動の段階で指導が必要な場合の留意点を見ておくことにします。
ア

自己理解等の段階から指導が必要な場合
この段階でよくある誤解として次の 2 つがあります。
1 つは、「自分には自信をもって書けるような経験が無いから、職務経歴書は書けな
い」と最初からあきらめてしまう場合です。しかし、このように考える必要はありませ
ん。求人企業は、自分の企業に貢献してくれる人かどうかだけを知りたがっているのです。
その求職者の “ 良いところ（強み）” を明確化すればいいのです。
2 つ目は、上とは反対の誤解です。「自分には立派な経歴（例えば、有名な大手の会社
で働いた経験）があるので、とりあえず過去のことを適当に整理しておけばいい職務経
歴書になるだろう」と考える誤解です。これは、多くの求職者が陥いるものですが、大
きな誤解です。このような職務経歴書は、たとえ “ 立派と考えた経歴 ” が並べられてい
たとしても、それだけでは “ いい職務経歴書 ” とはなっていません。なぜなら、社長や
人事担当者は、自分の企業に貢献してくれる人かどうかを知りたがっているわけですか
ら、単に通り一遍の経歴を並べただけのものであるならば、「是非会ってみたい」と思う
ことはないからです。もし、その求職者が経験に裏打ちされたいろいろな潜在能力を持っ
ているのであれば、「その求職者の “ 良いところ（強み）” が応募先の求人企業のニーズ
にどのようにつながるのか」を顕在化させて示してはじめて、求人企業にアピール力の
ある “ いい職務経歴書 ” になっていくのです。

事例４：自信を持って書ける経験が無いという求職者の支援
〔問題状況〕求職者（28 歳、女性）は、アルバイトを何度も繰り返し、今回も総菜販売のアルバイト
先から突然解雇され、すっかり落ち込んでいました。
〔対応例〕まず自信の回復が必要と思われました。紹介従事者は、とにかくこれまで経験したことを聞
き出し、その棚卸しをしながら、元気を回復してもらうことにしました。高校時代ハンドボールを 3
年間続けたというので「すごい！」と声をかけました。真面目で、後輩に慕われ、アルバイト先では受
発注の事務もこなし、新人教育も任されていたというので「できるね」と自信を持つよう勇気づけまし
た。そして、その持ち味（強み）を職務経歴書にまとめていき
ました。
求職者は自分の言葉で強みを見出して言葉で表したことがあり
ませんでした。１つ１つ書き出した都度励ましていくと、でき
るようになりました。こうして職務経歴書が出来上がる頃には
自信もすっかり回復していました。そして、その職務経歴書は、
スーパーの人事担当者の眼に止まり、「是非うちに」と、トン
トン拍子で正社員として就職が決まりました。
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就職先がありません。他方、県内のある新興の住宅建設会社は、業績拡大中で、確かな技術を持つ技術

求職者支援の基本

者を採用したいと考えていました。ただし、社長は、「プライドが高いだけの扱いづかい人は困るが…」
といいます。
〔対応例〕紹介従事者は、求職者の職務経歴書をみせてもらいました。構造・設備の多方面の技術プロジェ
クトの経験、学会論文の数々、地元の高専で講師をした経歴など勲章のように列挙してありました。「相

職業紹介事業の基礎知識

第３章

〔問題状況〕求職者（60 歳、男性）は、大手住宅メーカーの技術や研究分野で実績を積んできましたが、

第１部

事例 5：求人企業にアピール力のある職務経歴書を作成する支援

手の会社からどう思われると思いますか？」と尋ねると「“ 扱いづらい ” と思われるでしょうね」と答
えます。でも、そういう印象を持たれては困ります。職務経歴書の原点に立ち返る必要があります。そ
こで、一切合切を列挙するのではなく、求人企業の立場に立って、求人企業が必要とする耐震技術、断
熱技術等に絞り込んで効果的に提示しました。求人が出されていた住宅建設会社から、「すぐに面接し
たい」というリクエストが来ました。面接では、期待を込めた質問が相次ぎました。そして、耐震や断
熱の技術だけでなく、防音や耐久性向上等あらゆる技術に造詣が深いことがわかり、面接の場は称賛の
声に包まれ、結果的には技術顧問で迎えられました。
事例 6：職務経歴書作成のためのキャリアの棚卸しの支援
第２部

〔問題状況〕求職者（47 歳、男性）は、数回の転職の後、最近営業職を離職しました。「自分のアピー
ルできる経験は営業だ。営業職で就職したい」と毎日職業相談にやってきます。

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

〔対応例〕紹介従事者は、求職者の意欲に答えるため、求職者とともに、次のような課題に取り組んで
いく必要を感じています。
• まず、条件的に該当する営業の求人が少なく、応募の競争倍率が高いので、職務経歴書によって、
求職者の能力や強みを明確にしていく必要があることです。
そのために、図表 1 － 35 のように、求職者の経験の棚卸しに取り組んで行く必要があります。
• もうひとつ気になることがありました。求職者は営業職志望です。最近事務系資格の勉強をしてい
ますが、将来的に事務職を希望しているのでしょうか？求人企業からこの点を聞かれた場合にどのよ
うに答えるのでしょうか？
求職者には自身のキャリアの考え方にブレがあるのではないかとも受け止められないようにしておく
必要があります。求職者の営業職に賭ける思いを今一度整理しておくことが必要と考えられました。

図表 1 － 35
会社名
部署・職位

（社会活動歴）
Ｈ16 年 4 月～
20 年 3 月
（4 年間）
（学習歴）
Ｈ26 年 4 月～
28 年 3 月
（2 年間）

子供が通う
○○学校
○○学校
（夜間）

身につけた能力・実績

・・・

職種：ルートセールス 顧客密着型セールスを体得：お客
〇〇〇〇の〇〇〇〇〇 様とコミュニケーションをとり、・・・
等へのルート販売
提案に反映することができる。

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

（職歴）
Ｈ12 年 4 月～
〇〇株式会社
22 年 3 月
〇〇部主任
（10 年間）

仕事や活動の内容

第３部

期間

キャリアの棚卸しシート【一例】

PTAの事務局の仕事で、
短期間でいろいろな企画や調整が
行事の企画案の作成を
・・・
できるようになった。
担当。
社会保険労務士資格取 各種の法律知識の習得、法的考え
・・・
得を目指した専門学習。 方が身についた。
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イ

就職活動の段階で指導が必要な場合
職務経歴書の究極の目的は、求職者を面接まで連れて行く「案内人」の役割を果たす
ことでした。そのためには、作成する職務経歴書が、「Ａ：求人が求めている要件」をき
ちんと把握し、「Ｂ：求職者の持っている能力や適性等」がそれに対応していることを明
らかにしていることがポイントになります。
そこでまず、ＡにＢが対応していることがわかるよう適合させる必要があります。

事例 7；求人者が求めるものに適合させる支援
〔問題状況〕求職者（29 歳、男性）は、経理のスペシャリストです。大学卒業後銀行に就職。将来を
嘱望されて企画部に配置され、いろいろなプロジェクトを立ち上げてきました。その後、税理士を目指し、
会計事務所に移って勉強。3 年間で税理士試験 3 科目の科目合格を獲得しました。得意先の評判も良く、
月次決算指導では社長達の良き相談相手になり、銀行時代のいろいろな知識を活用して事業承継の指南
役もしてきました。そんな時、郷里の自治体が、地場産業振興センターを設立し、コンサルタントを募
集することになりましたので、これを機会に応募することにしました。
〔対応例〕紹介従事者が、職務経歴書をみせてもらうと、
アピールポイントの 1 つ目には、税理士試験科目合格や
簿記 1 級等の資格が列挙され、2 つ目には銀行時代のプ

第 1 順位

ロジェクトでの専門的な活躍が記入されていました。で

第２順位

も、何かしっくり来ません。求人が求める要件を再調査

第３順位

してもらうと、“ 中小企業のパートナー ” が求められてい
ることがわかりました。これこそが求人者が求めるもの
だったのです。紹介従事者は、アピールポイントのトッ
プに、中小企業の良き相談相手であり事業承継の良き指
南役であった経験を挙げるよう提案しました。

また、この「Ａ：求人が求めている要件」と「Ｂ：求職者の能力や適性等」が対応してい
るかどうかは、応募の際の面接の中で最も多く問われる質問でもあります。
人は、一般に、自分の内部できちんと言語化していない事項は、問われても明確に答える
ことができません。その意味でも、ＡとＢの対応関係をきちんと言葉で表して、明確に自信
をもって語れるようなるまで練習をしておく必要があります。
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最近は応募書類が通らず、心が折れそうだといいます。

求職者支援の基本

〔対応例〕紹介従事者は、職務経歴書をみせてもらいました。年表形式で、経歴と職務内容を羅列した
だけの書類でした。「どこをアピールポイントにしますか？」と聞くと、「それがわからなくて困ってい
るのです」と泣き出しそうです。書類以前に、本人が自分に自信が持てないところ、強みをきちんと表
現できないところに問題があると考えられました。紹介従事者は、これまでの経験を棚卸しすることに

職業紹介事業の基礎知識

第３章

〔問題状況〕求職者（40 歳、女性）は、百貨店・モール・路面店といろいろなところで販売を経験。しかし、

第１部

事例 8；アピールポイントを明確化する支援

しました。すると、接客力・販売力の他に店長経験があり、売上予算・経費管理やスタッフ教育の業務
指導に優れていることが明らかになりました。そこで、職務経歴書を見直し、これらを中核的なアピー
ルポイントとして、その他は省略する等メリハリを付けました。そして、面接対策です。この方の持ち
味はホスピタリティ。原点に戻って、顔を上げ明るい声で話す練習をしました。すると、求職者自身に
自信が蘇ってくるのでした。

次に、職務経歴書の作成方法ですが、

図表 1 － 36

簡便な職務経歴書

パソコンにより記述することが一般的
です。

職 務 経 歴 書

とが必要です。
しかし、例えば技能系の職業の場合、

労働法Ⅰ（マッチング関連法令）

（氏名）〇 〇 〇 〇
千代田区〇〇町〇〇‐〇
電話番号：〇〇〇〇〇〇

合は、パソコン操作能力自体が求めら
れていますのでパソコンで作成するこ

第２部

特に、ホワイトカラーの求職者の場

1 希望職種
2 志望動機

日頃パソコン操作に馴染んでいない場
合もあります。このような場合に、求

3 職務経歴

職者にパソコン入力の負担を軽減する
方法や求人者に連絡したうえで手書き
で作成する方法もないわけではありま
せんので、検討してみましょう。たと

4 取得資格

5 自己 PR

えば、右図は p54 の図表 1 － 33 の
第３部

職務経歴書のイメージと同じものです
が、
「希望職種」「志望動機」「職務経歴」

労働法Ⅱ（労働条件等関連法令）

等の項目の記述欄を四角の線で囲って空欄にしてあります。「職務経歴書」というタイトル
と項目の見出し及び記述欄の囲みは紹介従事者がパソコンで作成しておき、その後本人が氏
名・住所や記述欄の枠の中だけ書くこととすれば、こういう方法でも職務経歴書を作ること
ができます。
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事例 9；技能職の強みを生かす職務経歴書の作成支援
〔問題状況〕求職者（38 歳、男性）は、西洋料理の調理人です。子ども好きの優しい方で、自分の娘
さんのためにもデザートのレシピをたくさん考案しています。2 月下旬に求職にやってきて、3 月中に
は就職しなければならないと焦っています。娘さんが高校に入学するので、それまでには就職先を決め
たいといいます。
〔対応例〕紹介従事者は、これまでの仕事内容や仕事ぶりを聞き、確かなスキルと誠実な仕事ぶりを活
かして早期就職を図るため、職務経歴書を作ることを勧めました。求職者はこれまで職務経歴書を作っ
たことはありませんし、パソコンも苦手でした。そこで、紹介従事者は、「志望動機」「職務経歴」等の
記述欄を空欄にした記入様式を作成し、求職者に自筆で下書きしてもらい、それを二人で一緒に検討し
ました。すると、求職者は、オードブルからメインディッ
シュ、そしてデザートまでどんなものにでも対応できる
優れた能力を持っていることが明らかになりました。そ
れから、自作のデザートを挿絵入りでまとめた創作デザー
トのレシピ集もあることがわかりました。そんな時のこ
とです。関東一円にホテルを展開している会社から面接
の希望が入りました。求職者は「ここで決めたい」と考
えました。そこで、履歴書の他に、職務経歴書を慣れな
いパソコンですが一字一字丁寧に入力し、完成させて面
接に臨みました。オリジナル開発のデザートのレシピ集
も忘れないように持参しました。ホテル側は、「どんな料

職務経歴書が

理が、どれ位できるのか？」が知りたくていろいろな質

伝えてくれます

問をしようと考えていましたが、職務経歴書が何よりも
雄弁に語ってくれたので、一発合格・即採用になりました。
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