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ｵﾌｨｽﾀ NEWS 第 171 号発刊にあたって 
  

夏真っ盛りで日差しが眩しい毎日ですね。猛暑続きで、

ちょっと買い物に出るだけでも熱中症などに気をつけな

いといけないくらいの気温ですが、皆様いかがお過ごし

でしょうか。長かった夏休みも、ようやく終わりが見え

てきた頃ではないでしょうか。私の場合、子どもたちの

夏休みで何が大変かといえば毎日の食事です。朝昼晩、

メニューは何にしようか…と常に考えていたような気が

します。お腹が空いた子どもたちは待ったなしなので、

手早く作れること、でも栄養バランスも気になる、買い

物もなかなか行きづらいので冷蔵庫にあるもので、と思

うとなかなか大変ですよね。それもあと少しの辛抱か…

と思うと、ホッとするような、ちょっと寂しいような、

何とも言えない気持ちがします。 

自分が子どもの頃を思い返してみても、夏休みは本当

にワクワクする期間でした。特別なことではなくても、

暑い日にみんなで食べたそうめんや、セミ取りに明け暮

れた日々など、何気ないことでもすごく楽しかった思い

出として心に残っています。後わずかの夏休みですがご

家族みなさんよい思い出ができるといいですね。 

 

“はたらきたいという気持ちを大切に” 

“育児も家庭もお仕事も大切に” 

オフィスタは仕事と家庭の両立を目指してはたらく

女性/ママさんを応援するママさんハケンの会社です。 

今回のオフィスタ NEWS もお気軽に読んでいただけ

ればと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

オフィスタのホームページをご覧になったことがありま

すでしょうか？オフィスタではＷＥＢ上でも色々なお仕

事、メルマガバックナンバー、Q&A など有益なコンテン

ツを揃えております。 
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http://www.offista.com 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

特集：『就活における“解禁”について解説』 

/オフィスタ業務管理部（アルバイト学生） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 就職活動における「解禁」というものをご存知でしょ

うか。就職活動をきっちりしたことがない私は、お恥ず

かしながらこの言葉を知りませんでした。一応は就職活

動開始時期が6月1日から始まるということは知ってお

り、それが解禁にあたるわけなのですが、今回はその「解

禁」について、学生の私が思うところを執筆したいと思

います。本特集では解禁のルールから就職活動について

一人の学生としての視点で解説していきたいと思います。 

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

就職活動の解禁というのは、企業側が説明会や選考会

などを開始し、学生もそれらに合わせて就活を始める時

期のことです。具体的には、2022 年度卒業・修了予定

者の就職・採用活動について、卒業・修了年度に入る直

前の 3 月 1 日から企業が広報活動を開始し、卒業・修了

年度の6月1日以降に採用選考活動を開始します。また、

同じ年度の 10 月に内定解禁となっています。何故この

ようなルールがあるかというと、こうした制限を設けて

おかないと企業は抜け駆けして優秀な学生を我先にと採

用する事態が続出してしまいますよね。青田買いと呼ば

れるこのような抜け駆け行為を禁止し、競争に学生を巻

き込まず、学生が学業に打ち込むことができるようにと

の配慮から決められた企業間の紳士協定ということです。

もちろん法律ではありませんので、あくまで自主的な企

業間ルールに過ぎませんが、日本経済団体連合会(以下

「経団連」)が発表している指針では 2024 年度卒まで

就活解禁日は変わりません。 

 

経団連が開始時期を決めているのは、学業に影響を及

ぼさないため、平等にするため、就活を長期化させない

ためなどの理由が挙げられます。というのも、大学在学

時に学業よりも就職活動に打ち込む学生が増加したり、

選考時期の前倒しによる学業への阻害が問題視されたり

で、その度に就活ルールの見直しが議論され就活時期の

繰り下げが行われてきた、という歴史があるためです。

戦後の恐慌、景気の拡大、不況と、世の中の情勢に伴っ

て採用活動が変化、早期化してきました。ただ、前述し

た解禁のルールはあくまで企業への「要請」であり、守

らなくても罰則はないことと、そもそも経団連ルールな

ので所属していない中小企業などは要請を受けていませ

ん。よって、今日多くの企業が解禁前に選考を開始して

おり、ルールを無視しているという状況下にあり、ルー

ルが形骸化しているというのが現状です。 

プロ野球選手のスカウトの様に優秀な選手は大学 1 年

生の時から既にスカウト陣は目を付けており密かに物的

支援やその家族へ金銭的な援助が施されているといった

ニュースも目にしますが、少子高齢化で若者労働人口の

減少は一般学生にも影響を及ぼし始めてきたのです。 

実際のところ、2018 年卒の就活では経団連加盟企業

でさえ協定を破り 31.4 %の会社が 6 月以前に選考を開

始していたというデータがあります。日本全体で見ると

もっと多くの企業がフライングしていることでしょう。

学生にしてみれば、企業側の解禁という基準によって採

用スケジュールの設計や準備を進める目安が立ちやすく

なったり、いつから就活を始めれば良いかという混乱を

避けられたりといった利点があったことから就職協定ル

ールはやはり世の中に必要であるといわれています。 

 

新卒学生に与える一番のメリットは、就活スケジュー

ルが立てやすいということが挙げられるでしょう。学生

を対象に行うことから、学生が授業時間を確保しながら

安心して就職活動に取り組むことができるように政府が

ルールの遵守を要請しています。そのため解禁の設定に

よって新卒学生にとっては就職活動をしやすくなったと

いえるのではないでしょうか。また、解禁日が決められ
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ている新卒学生と違い、中途採用者は就職活動を通年で

行うことが可能で、年度の変わり目の 1～2 月、賞与支

給後や 4 月入社の新卒ミスマッチや五月病等を理由に転

職・退社を考える者が増える 5～6 月、下半期に合わせ

た求職者が増える 9～10 月に求職者の動きが活発にな

ります。中途採用組は新卒組と如何にかち合わないよう

に動くかというのが重要となり、このスケジュールで考

えれば新卒学生のメイン就活時期（採用選考開始時期）

が被る 6～7 月は、中途採用者にとって不利になるので

はないかといえます。逆にいえば新卒の解禁時期を知っ

ていれば、その時期をずらして就職活動を行うことで競

争相手が少ない状況をつくりだせるともいえます。 

 
 

学生の私から見て、解禁というルールがどこの企業も

一律で守られているのであれば安心して就職活動をでき

るようになるのではないかと考えます。私の周りの友人

は解禁前から必死になって就職活動をしている人が沢山

いましたが、学業に手一杯で就活になかなか踏み出せな

い私はそのような姿を見ると焦りを感じていました。そ

の点、スタートが同じだと学業が一段落してから始めて

も大丈夫なのだといったゆとりができるはずです。 

また、解禁前のフライング代名詞として「事実上の選

考」と呼ばれるインターンシップや座談会という名目の

選考会が行われています。こんな裏事情を熟知している

学生にしてみたら嫌でも学業よりもそちらを優先せざる

を得なくなります。そのために学業が疎かになり就活も

中途半端になる学生も多いのです。  

しかし、解禁時期があってもなくてもネットでインタ

ーンシップや OB 訪問、学生同士の交流会などの開催情

報は早くから出回っていますので、結局は入念に準備し

ていた人だけが企業の求める解禁日と同時にスタートダ

ッシュを切れるという現状を踏まえると、やはり学業よ

り就活に重きを置いて情報収集しておかなければ勝ち抜

けない現状は変わらないような気がして残念です。 

私は、今後も解禁や就活ルールはあまり変更がなされ

ないのではないかと考えます。今までの就活ルールの変

遷を見ても、20～30 年毎という長期に渡って取り決め

が講じられています。そして 新の取り決めが 2016 年

で企業主導から政府主導に推移しましたが、経団連が就

活ルールを政府主導にバトンタッチしても大きくルール

が変わっていない理由は、 

・企業も学生も現状ルールの維持を求める声が根強い 

・学生も企業も何らかの基準を求めている 

からなのです。 

ただ、 近では企業の採用基準にも変化が起きていま

す。ワークライフバランスが市民権を得て自由な働き方

が選べるようになったこと、ハケン会社やエージェント

を利用して自身の代わりにプロフェッショナルが代行し

てくれる世の中になったこと、ユーチューバーなど卒業

後に必ずしも会社員にならなくてもそれ以外の働き方が

珍しい時代ではなくなったこと、これらのことから３月

に卒業して４月から入社という決まり一辺倒の常識に縛

られない若者の出現があります。また企業側も若者のワ

ークスタイルを見越して新卒の通年採用方式に切り替え

る企業も増え、新卒＝４月に入社するという常識が必ず

しも当たり前ではなくなりつつあります。 

 

早く優秀な人材を確保したい企業側の思惑と、早く進

路を決めてしまいたい学生の思惑の両者の立場から繁栄

してきた「解禁」というルールですが、それ自体が今の

時代に合ったものといえなくなっているのではないでし

ょうか。新卒学生としてこれから就活を控えている私に

とっては、解禁が単なる建前基準としての機能しかない

のではないかと思い始めてしまいました。コロナ禍によ

って就活の動きが少しずつ変わっていっているように、

解禁にこだわらなくても良いのではないか、自分のやり

たいペースで就活をしても良いのではないかということ

が今回この記事の執筆をしてみて感じた私の感想です。 

私も現役学生なのに既にこの時期出遅れた感もありま

すが、大学院進学すべきか、就職すべきか、公務員試験

を受けるか、はたまた教員を目指すべきか、オフィスタ

にこのまま就職するか・・・人生の岐路で悩む私にとっ

て嫌が応にも焦らせられるのは苦痛です。企業と学生の

それぞれの立場に合ったルールや仕組みづくりがなされ

ると就活も充実するのではないかと考えます。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★子供の宿題で改めて勉強になる★☆   

/オフィスタ総務部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

夏休みに、次女が算数の宿題をしていて分からないか

ら教えてと聞きに来ました。「15－8＝？」という問題

ですが、15 の 5 から 8 が引けず困っていたようです。

私は「15 を 10 と 5 に分けて、10 のほうから 8 を引

いてごらん。2 でしょ。その 2 をさっき分けた 5 に足し

て答えは 7 だよ。」と教えたのですが、隣で聞いていた

長女に「もっと簡単なやり方がある」と指摘されました。

私は子供の頃からこのやり方で教わってきたし、これ以

外のやり方とは何か全く分からなかったので、長女の教

えに耳を傾けているとなんとビックリ。 

長女は、まず引く数の 8 を 5 と 3 に分けて、15 から

5 を先に引いてしまうそうです。そうすると 10 から、

（8 を 5 と 3 に分けたうちの）3 を引けばいいので、答

えは 7 と導きだすのだそうです（文字で書くとすごくや

やこしく思えますが、実際に紙に書いてみるとすぐ分か

るので興味のある方は書いてみてください）。 

 

私は、そんなやり方があるのか！と目からウロコでした。

初の計算は引いた後に足すので、確かにややこしいの

かもしれません。でも教科書には私のやっていたやり方

（さくらんぼ計算と書いてありました）で書いてあるし、

どこでそんなやり方を覚えたのかと聞くと、なんと自分

で編み出したとのこと！ 

どうやら、長女も繰り下がりのある引き算が苦手で、

なんとか簡単に計算できないかと考えているうちに、こ

の自分にやりやすいやり方に自然と編み出したそうです。 

インターネットで調べてみると、引いた後に足すやり方

は「減加法」、引いてさらに引くやり方は「減減法」と言

って、実際にそういう用語があるそうです。しかし減減

法は、筆算が始まったときにつまずく可能性があるので、

やり方を否定はしないが子供には減加法で計算するよう

に導いてやらなければいけないとも書いてありました。 

私は算数が苦手な子どもでしたが、この件で、算数って

面白いものだなと感じました。そして仕事で苦手なエク

セルなども自分独自のやりやすい操作法を見つけ出せる

のではないか、子供の宿題も私の日々の仕事も常に何事

も勉強なのだなということを夏休みに子どもから教えて

もらった出来事でした。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★ 低賃金31円UPなるのか★☆   

/オフィスタ総務部 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

この秋、 低賃金が過去 大の31円と大幅に引き上げ

られる見通しになりました。実現すれば東京の 低賃金

は1,041円から1,072円となります。 も賃金の低い高

知県でも850円を越えるという前代未聞の超大幅アッ

プになると話題です。ロシアのウクライナ侵攻や円安の

影響による物価高で国民の生活が困窮するであろうこと

が主な理由です。賃金を支払う経営者側も懐具合は苦し

く、日本商工会議所は企業にとっては非常に厳しい結果

だと発表。経営者側の負担軽減も必要と判断して政府は

助成金など支援策も充実させる方向だという。 

そこまでして何故いま大幅アップなのか？これからく

ると予想されている世界大不況にそなえて今のうちに国

民の所得をアップさせておく狙いがあるといわれていま

す。もちろん国民の所得が増えれば税収が増えますので

それが目的です。 

一方で、無理な 低賃金の引き上げは逆に非正規社員

の雇用環境を悪化させてしまう可能性があり、中小企業

や下請け企業の人件費負担は重くなる可能性が高く、収

益がさらに圧迫されてリストラ・解雇・雇い止めといっ

た雇用削減につながる可能性がある（経済評論家：門倉

貴史氏）、とも言われています。 

ここでいう非正規社員の雇用環境とはパートで働く主

婦層やアルバイト学生などを指します。東京都内の平均

パート賃金は1,099円です。賃金が大幅に上昇すること

で扶養の範囲内に問題が生じるということが危惧されま

す。ハケンのように時給1200円など 低賃金をはるか

に超えた賃金でも扶養内で収まる特殊なケースと異なり、

直接雇用されるパート主婦層は打撃を被りそうです。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★お仕事Q&Aコーナー★☆   

/解説：オフィスタ顧問社会保険労務士 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

Q．私は育児とお仕事の両立を目指し、週 2～3 日だけ

ハケンで就業したいと思っています。出産後ブランクが

５年ほどあり社会からも実務からも遠ざかっていますの

で自信がありません。パソコン作業も長らく行っていな

いので即戦力にはならないと思っています。これでは派

遣会社に登録してもお仕事は紹介してもらえないだろう

なと思っていた矢先に「お人柄を重視する案件あります」

と担当者から連絡が来ました。本当はパソコン操作がで

きる人が欲しいそうなのですが、人柄が良ければパソコ

ンができなくても採用されるという事らしいです。派遣

は業務スキルで選考されるものだとばかり思っていまし

たので、人柄で内定がもらえるなら応募したいです。業

務スキルはなくても派遣では人柄もスキルとみなしても

らえるものなのでしょうか。 

 
A．人柄もヒューマンスキルと呼ばれ立派なスキルにな

ります。ただ、会社は基本的に業務のスキルを持った人

材を求めています。当初は人柄さえ良ければよいと云っ

ていた会社でも担当者が変われば、やはり業務スキルが

ないと仕事が回わらないとして、スキル不足を指摘され

てしまうことも想定されます。 

そのため、内定が決まってもスキルを磨くための努力

は続けていく必要があると思います。ヒューマンスキル

だけでなく業務スキルでも会社に貢献できるように頑張

ってください。（回答：大滝岳光） 

 

…＜そのほかの気になるお仕事の疑問募集中＞…… 

お仕事に関する疑問なんでもどしどしお寄せ下さい。

オフィスタの顧問社労士をつとめる大滝岳光先生（日

本人材派遣協会アドバイザー）と馬場実智代先生（馬

場社会保険労務士事務所長）がお答えしてくれます。 

 

▼あなたのお悩みも受け付け中。仕事や職場に関する疑

問をお寄せください！ 

 

▼『ハケン質疑応答Q&A集 実践100問』（無料ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ） 

http://www.offista.com/coffee/qa/qa100.pdf 

 

▼過去のQ&Aﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰはｵﾌｨｽﾀ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ

できます。 

http://www.offista.com/coffee/index/coffee.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★日本雇用環境整備機構からお知らせ★☆ 

/一般社団法人日本雇用環境整備機構 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人日本雇用環境整備機構（JEE：東京都新

宿区、理事長 石井京子、事務局：オフィスタ）が認定す

る雇用環境整備士とは、育児・障がい・エイジレス対象

者の雇用促進と受け入れるにあたっての適正な職場環境

整備のための専門知識者資格です。Ⅰ種（育児者雇用）・

Ⅱ種（障害者雇用）・Ⅲ種（エイジレス雇用）・Ⅳ種（学

生雇用）、今年度はⅤ種（外国人雇用）が新設され５種目

の専門知識者を養成しています。 

自宅に居ながら学習できる e-ラーニング方式で、PC

かスマホがあれば全国どこにお住まいでも好きな時に講

義が受けられるという点が受講者から好評で、今年度も

自宅学習方式で開催が決定しました。 

育児・障害・エイジレスと

いった、これら就業弱者へ

の支援と雇用環境の整備

が注目されている現在、専

門的な知識者を養成して

企業内に設置することが

急がれております。 

 

雇用環境整備士資格者は全国延べ１万人を越えました。 

 

詳しくは、日本雇用環境整備機構（講習会係） 

http://www.jee.or.jp/workshop/eei_workshop.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派遣クイズ 

労働力人口減少で人材確保手段の候補として出所者労働

者（前科のある者）が注目されつつあります。次のうち

出所者雇用について誤っているものはどれでしょう。 

 

①出所者を雇用した企業には国の助成金が支給される 

②出所者を雇用した企業は法務省の公共事業入札にお

いて有利になる 

③労働者は自分が出所者であること履歴書に明記して

いない場合は経歴詐称となる 

④派遣会社は出所者をハケンすることができる 

 

（答えは 終ページ）
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★読者によるコラム投稿コーナー★☆   

/題目『母親という役割から自分を取り戻す』 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

読者の方から寄せられた記事を掲載するコーナーです。

実際に育児・労働・雇用・仕事といったテーマで思うこ

と、日々感じることなど生の声は私どもにとっても本誌

読者にとってもきっと貴重な参考資料だと思います。 

 
『私は今１歳児の子育て中です。子どもに汚されるので

服も適当、美容院に行く暇もないので髪は伸ばしっぱな

しで常に一つ結び、以前は好きだったピアスも引っ張ら

れるのでつけられない、という状態で、ふと気づけばも

う１日が終わってしまった…と落ち込む日々です。1 歳

児は動きたい盛りで目が離せず、私が ATM でお金を下ろ

している隙に走ってコンビニから出て行ってしまい肝を

冷やす、というようなことが日常茶飯事です。毎日家事

に育児にへとへとで、自分のことは後回しです。 

そんな私ですが、いずれは社会復帰したいなあと思っ

ています。しかしブランクがある私に何ができるのだろ

うか、小さな子どもを抱えてできる仕事など見つかるの

だろうか、という不安が常にあり、このままでいいのだ

ろうかと思っています。そんな時、ある人に「自分がで

きることじゃなくて、自分のしたいことを見つけるのが

大事だよ。」と言われました。 

自分のしたいことってなんだろう…その時初めて考え

ました。でも自分のしたいことが分かりません。昔はあ

ったはずなのに…子育てで常に子どもが優先順位一番に

なっているうちに、自分のしたいことが分からなくなっ

ていました。その人は、「できることばかりしていると『じ

ゃあお願い』となりがちでその役割に埋もれてしまい、

自分の軸がぶれてしまう」と言っていました。仕事上で

の役割のことを言っているのかもしれませんが、今私が

「母親」という役割に埋もれていて、やりたいことが分

からなくなってしまったことと似ているかもしれない、

と思いました。 

難しい話でしたが、自分の生きる軸、遠い将来の目標

を見つけることができれば、今私が抱えている不安から

解放されるかもしれないなと思いました。 

今は目の前の子どもとの生活で頭がいっぱいになってい

ましたが、一日５分でもいいから時間を作って、自分の

ことだけを考える時間を作ろうと思っています。そして、

いざ子どもの手が離れたときにすぐ動き出せるようにし

たいなと思っています。』 

（投稿：匿名希望さん） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★時事ニュース★☆ 

/有効求人倍率1.27倍は多いか少ないか 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

『今年6月の「有効求人倍率」は6か月連続で上昇し「1.27

倍」でした。ただ原材料価格の高騰などで一部の産業で

は求人を減らす動きも見られます。 厚生労働省によりま

すと、仕事を探している人 1 人に対し何人分の求人があ

るかを示す今年6月の有効求人倍率は「1.27倍」でした。

前の月から 0.03 ポイント増え、6 か月連続の上昇です。 

ただ原材料価格の高騰などで、一部の産業では求人が減

る動きも見られ、6 月の新規求人倍率は前の月から 0.03

ポイント下がった「2.24 倍」でした。 厚労省は「雇用

の状況はコロナ前の水準にはまだ戻りきっておらず、今

後は＂第 7 波＂の影響も注視していく必要がある」とし

ています。』（2022.7.29 付 TBS ニュース） 

 

かつての派遣全盛期を知っている者からすると 1.27

倍が高いのか？と疑問を投げかけたい所ですが、全く無

いよりは良いと思います。問題は労働者側の希望と求人

を出す側の条件にかなり開きがあるということです。失

業者１人当たり１件以上あてがうだけのお仕事数が世の

中にありますよということですが、この統計の元になる

ハローワークの求人の大半は介護と看護と建設と土木で

す。女性の場合は事務希望者が多いので、それを差し引

いたら…ということです。有効求人倍率の数字のマジッ

クはもう時代遅れだと思うのですが、さも仕事が沢山あ

るように虚像することに一体誰得なのかと常々思います。 

事務のお仕事を希望されている方には悲報ですが東京

都内全域
．．．．

でハローワークに出される週の事務のお仕事は

50～80 件です。事務職に限って言えば有効求人倍率は

0.02 倍とかそれ以下ではないでしょうか。 

なお、ハローワークに出されている事務のお仕事の大

半が派遣会社の求人募集なので、求人サイトと結局同じ

仕事が出ているだけで事務系に限って言えば派遣の方が

早いし楽だしハローワークの存在意義が見直される時期

かもしれません。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★お仕事情報コーナー★☆   

子供と一緒にイメージ写真撮影のお仕事 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

育児とお仕事の両立支援をしているオフィスタでは至

る所でママさんのイメージ写真素材が必要となっていま

す。お子様と一緒に撮影させていただける主婦・ママさ

んを歓迎します。成果物は本紙メルマガ、ホームページ

などオフィスタ広報物にのみ使用します。お子様もママ

さんもできるだけ顔出しの無いショットで撮影します。 

 

撮 影 日：８月内で相談のうえ 

撮影場所：オフィスタ内（西新宿） 

撮影時間：2 時間程度 

ギ ャ ラ：５千円＋交通費一律 2 千円 

顔 出 し：なし（希望者は顔出しも可） 

応募資格：満３歳未満の子の母親 

そ の 他：成果物の著作権者はオフィスタになります 

 

このお仕事はメルマガを愛読いただいている方にのみお

知らせしているお仕事です。エントリーはメールまたは

お電話にて受付けております。（その他のお仕事について

はオフィスタ公式ホームページをご覧ください） 

 

いいお仕事との出会いは一瞬です。  

“明日からではなく” 

http://www.offista.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

☆★編集後記★☆ 

○おわりに 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

扶養範囲撤廃の流れで派遣会社各社が週３日を取扱

わないため、オフィスタへの週２～３日のお仕事依頼が

一気に急増しています。繁忙で募集記事を紹介する間も

ありません。このような状況からオフィスタでは以下に

社員募集を行います。オフィスタを助ける救世主の出現

をお待ちしております。         Makoto 記 

 
https://youtu.be/JTgplMz4G2w 

 

オフィスタ NEWS 第 171 号作成委員 

編集長 Hiroko オフィスタ広報・宣伝部 

編 集 Reiko オフィスタ経営企画部 

監 修 makoto オフィスタ業務管理部 

執 筆 Myra オフィスタ・メディア事業部 

Mikoto  オフィスタ業務管理部付 

協 力  大滝馬場人事労務研究所 

一般社団法人日本雇用環境整備機構 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
…＜メルマガ オフィスタ NEWS について＞…… 

 

★お問い合わせ先 

●配信停止 

http://www.offista.com/mailout.html 

●本誌定期愛読を希望（無料） 

http://www.offista.com/mailin.html 

●メールアドレス変更 

http://www.offista.com/mailchange.html 

●プライバシーポリシー 

http://www.offista.com/privacy.html 

 

●バックナンバーは下記からダウンロードできます 

http://www.offista.com/melmaga.html       

 

MEMO： 

 
 

このメールはオフィスタ・メルマガ希望者及びオフィスタ関係者へお送りしております。

この内容に覚えがない場合や、システムに関するお問い合わせは下記まで。 

お問い合わせフリーダイヤル／0120-178-172 

お問い合わせ受付時間／10:00～17:00（土・日曜日、祝日を除く）  

オフィスタは次世代育成支援対策

推進法第 13 条に基づく 

厚生労働大臣認定企業です。 

 本誌の一部または全部を無断で引用、転載、放送することは、法律で定められた場合を除き、著作者の権利の侵害となります。あらかじめ許諾 

をお求めくださいますようお願いいたします。              ---オフィスタは日本プランニング株式会社の登録商標です。--- 

派遣クイズの答え：③が誤り 

 

①②刑務所を出所後に就業できない者は、就業できた者に比べて

再犯率が３倍以上になります。つまり出所者を就業させれば日本

の治安は良くなるという考えから、出所者を雇用した企業には助

成金や入札優遇で国は雇用促進を推し進めています。③プライバ

シー人権の観点から出所者はその事実を公表する義務を負いま

せん。現在一般的な履歴書には賞罰欄も廃止されています。④刑

期を終えている以上、一般の方と変わりありませんので当然派遣

することが可能です。但し、国の助成金を受給するために人材派

遣ではなく直接採用されるケースの方が多いと思われます。 



育児者・障害者・エイジレス（満 35 歳以上）・学生・外国人雇用の知識者養成のための資格講習会開催 

自宅学習方式(e-ラーニング方式) 

『雇用環境整備士資格（第Ⅰ種～第Ⅴ種）』講習会開催のご案内 

 

■近年の労働者意識は“ワークライフバランス”なる用語の発生にも見られるように個々人のワークスタイ

ルの多面化の傾向が顕著な時代となってきています。育児者・障害者・エイジレス（35歳以上又は高齢者）・

学生・外国人の活発な採用を国内促進すべきであることは、雇用主並びに使用者に課せられた責務ですが、

これら対象者への雇用状況は決して十分なものとは言えず、且つ職場で勤務するこれら当事者にとっても理

解ある適正な職場環境の整備を雇用主に望む声が大きくなってきております。 

本機構では、このような事態に対応し、これら対象者を受け入れるにあたっての適正な職場環境整備のた

めに、管理職・人事総務担当部局にこれらの方々を雇用する前または雇用した後の専門知識者を育成・養成

しています。本講習ではこれら対象者への労働関係法令や受け入れた際の知識と情報を講義し、知識を習得

した者を雇用環境整備士として認定し、事業所内に専門知識を有する資格者として設置することで育児・障

害・エイジレス・学生・外国人雇用の適切な職場環境整備の一層の推進に資することを目的としています。 

育児介護休業法改正・障害者雇用促進法改正・高齢者雇用安定法改正等への不適応、職場環境の未整備、

教育不足による学生アルバイトのSNSトラブル、出入国管理法改正知識の習得など増加している労働争議・

訴訟を未然に防ぐため専門知識者の育成と整備士の設置をお願い申し上げます。 

 

■雇用行政担当官、企業・団体の管理職及び人事・総務担当者、社会保険労務士、人材派遣や人材紹介等の

業務に携わる関係者の方々は是非受講してください。 

雇用均等両立、障害者雇用、エイジレス（35 歳以上の中途採用）、高齢者の継続雇用、学生アルバイトや外国人

労働者採用に携わる企業人事採用担当者並びに企業における管理職の役職に就かれております方等には本講習

会を受講され、雇用環境整備士として今後の業務にご活用ください。また、社会保険労務士、産業カウンセラー、キ

ャリアコンサルタント、人材派遣会社等での勤務者は雇用や指導に関する専門知識者としてご活用ください。 

 

■資格者証交付・認定・登録（雇用環境整備士：全国延べ 10,191 名 R4 年 3 月末現在） 

 本講習を受講した者には資格者証を交付し、雇用環境整備士として認定並びに登録いたします。 

※育児者雇用（第Ⅰ種）、障害者雇用（第Ⅱ種）、ｴｲｼﾞﾚｽ雇用（第Ⅲ種）、学生雇用（第Ⅳ種）、今年度

新設された外国人雇用（第Ⅴ種）のいずれか１科目以上を受講された方を雇用環境整備士として認定し

ています。 

記 

１．自宅学習方式とは 

・本講習会風景を撮影した動画を放映しますので、講習会にご参加いただいているのと同じ雰囲気の中

で、同じ講義を自宅にいながら学習できます。 

・育児者雇用、障害者雇用、ｴｲｼﾞﾚｽ雇用、学生雇用、外国人雇用のそれぞれの各講座をご用意していま

す。この自宅学習方式で受講することにより『雇用環境整備士資格者』として認定されます。 

２．受講料（税込、テキスト代含む） 
自宅学習方式の受講料 11,000 円（銀行振込またはネット決済にて申し受けます） 

 

３．申込み方法（申し込み後に受講票が届きます） 

 インターネットで下記へアクセスし、申込手順に従ってお申し込みください。 

または裏面申込書（１名につき１枚。コピー可）に記入し、申込先宛郵送又は FAX してください。 

http://www.jee.or.jp/workshop/workshop.html 

主催：一般社団法人日本雇用環境整備機構 



４．講習科目･講師 

(1) 挨 拶  

(2) 雇用環境整備士の役割 

(3) 雇用環境整備士概要 

(4) 講義内容はⅠ種・Ⅱ種・Ⅲ種・Ⅳ種・Ⅴ種により異なる。 

【第Ⅰ種】育児者の雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

馬場社会保険労務士事務所長      馬場実智代 

【第Ⅱ種】障害者の雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

一般社団法人日本雇用環境整備機構理事長   石井 京子 

【第Ⅲ種】ｴｲｼﾞﾚｽの雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

一般社団法人日本人材派遣協会アドバイザー  大滝 岳光 

【第Ⅳ種】学生の雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

ゆき社会保険労務士事務所長   藤原 優希 

【第Ⅴ種】外国人の雇用における現状と課題・関係法令解説及び雇用環境整備解説 

馬場社会保険労務士事務所長      馬場実智代 

(5) 小テスト（※ご視聴を確認するためのもので落とすための試験ではありません） 

(6) 資格者証は後日郵送いたします。 
 

５．自宅学習方式で受講する場合のご注意事項 

・インターネットが利用できるパソコンまたはスマホ等が必要です。Ｗｉ-Ｆｉ環境推奨。視聴するに

あたって特殊なソフトやアプリ等は必要ありません。 

・講習会動画は最初から最後まで全てご視聴いただくことが雇用環境整備士資格認定の条件になりま

す。そのため、ご視聴の有無を確認する目的で小テストがあります。 

・お申し込み後に届く受講票メール（FAX 申込みの場合は FAX にて）を必ずご確認ください。 

・受講料の振り込みは、ネット決済か銀行振込が選択できます。入金が確認でき次第、テキストと視

聴するために必要なパスワードを郵送します。60 日間は何度でも視聴できます。 

・振込手数料は受講者でご負担ください（ネット決済の場合は振込手数料不要）。 

・受講料お振り込み後の申込みの撤回、キャンセル、返金等は致しかねますのでご了承ください。 

  

６．申込先・問合せ先 

一般社団法人日本雇用環境整備機構 「講習会係」 (TEL.03-3379-5597) 

       〒160-0023 東京都新宿区西新宿 5-8-1 第一ともえビル 8F 
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 
＜雇用環境整備士資格講習会＞受講申込書（郵送・FAX申込用/コピー可） 

   ※インターネットによる申込の場合は必要ありません 
 

ﾌﾘｶﾞﾅ 受講したい科目（複数受講可） 
受講者氏名         
 

□第Ⅰ種（育児者雇用）   □第Ⅳ種（学生雇用） 

□第Ⅱ種（障害者雇用）   □第Ⅴ種（外国人雇用） 

□第Ⅲ種（エイジレス雇用） 

連絡先（ 自宅 ・ 勤務先 ） ※こちらに記載の住所にテキストなど受講に必要な書類が郵送されます。

〒□□□－□□□□      TEL．   （      ） 

FAX．  （     ）       FAX番号の記入も必須 
都・道 
府・県 

上記住所が勤務先の場合は、 
勤務先名と部課名を記入： 

受講料のお振込みについて以下をご記入ください（特に会社名義でお振込みされる場合など）。 

振込者名義：                          （カタカナ記入） 

※この申込書に記載された個人情報は、講習実施に関する必要な書類等の作成、送付及び本講習の内容に関する情報の 
送付に使用します。それ以外の目的には使用いたしません。 

FAX 送付先：03-3379-5596 


