
Ⅲ 公正な採用選考について

１ 採用選考にあたっての基本的な考え方

就職は、生活基盤の安定のためだけではなく、自己実現を図り、豊かで人間らしい社

会生活を営むうえで極めて重要な意義を有しており、また、企業にとって人を採用する

ということは、経営活動を左右する重要な問題です。

従業員を採用するにあたっては、次の重点事項を基本とした採用選考を実施してくだ

さい。

○ 採用選考は、採用職種の内容からみて、知識・技能・経験・身体状況などの適性、

能力が作業遂行能力に適合するかどうかに絞って実施してください。

また、適性、能力の判断にあたっては、単に表面的に判断するだけでなく、潜在的

な能力も積極的に見いだし、採用後の教育訓練による可能性についても十分考慮する

ことが必要です。

○ 適性、能力とは

「適性」とは、ある行動に対して、特定の訓練を受け、あるいは経験を重ねる以前

に兆候として潜在的にその人に備わっている心身の状態または傾向のことをいいます。

「能力」とは、ある職務（仕事）を遂行する力のことです。人は、それぞれ体格・

体力・知的機能・感覚的機能・性格特性等を有しています。これらの機能や特性のな

かで、職務を遂行するために必要な機能・特性が能力です。これらはすでに採用選考

時に十分なものとして発達している場合もありますが、就職後に教育・訓練を受けた

り、また経験を積み重ねることによって、発達することもあります。

⑴ 応募者の適性と能力にかかわりのない思想信条や家族状況（家族の職業・収入・資

産・住宅等）は不必要な事項であり、基本的人権を侵害する恐れがありますので、「聞

かない」「書かせない」「調べない」ようにしてください。

また、支社・支店・営業所などに人事権（採用決定権）がある場合には、本社・本

店の責任において、公正な採用選考の実施について十分な指導をお願いします。

⑵ 応募者のおかれている立場を十分理解し、以下のことについて積極的な取組みをお

願いします。

① 採用選考にあたってお願いしたいことは、人権問題への取組みです。

すべての人々の就職の機会均等を保障するためには、同和問題をはじめとする人

権問題についての正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行うことが極めて

重要です。

これまでよりハローワーク・京都労働局においては、就職の機会均等を図る等の

観点から、本籍、家庭環境、親の職業など、就職差別につながるおそれのある事項

の把握を排除し、応募者の適性・能力に基づく公正な採用選考システムを確立する

よう、企業内人権啓発推進員制度等を通じ啓発を行っているところです。

近年、同和問題を巡っては、情報化の進展に伴って差別に関する状況や態様に変

化が生じていることもあり、平成 28 年 12 月に「部落差別の解消の推進に関する法

律」が施行されております。全ての国民に基本的人権の享受を保証する日本国憲法

の理念にのっとり、同和問題に係る差別は許されないとの認識の下にこれを解消す

ることが重要な課題となっています。（P60 に同法全文を掲載）

☆ 本人の適性、能力が作業遂行能力に適合するかどうか。

☆ 応募者の基本的人権が尊重される中で行われること。

重点事項
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雇用主の皆様には、採用選考に当たっては本籍・出生地など本人に責任のない事

項を把握しないことや身元調査を実施しないことなど、同和問題をはじめとする就

職差別の解消に向けた公正な採用選考に一層の取組みをお願いします。

② 外国籍の応募者、とりわけ在日韓国・朝鮮人に対する差別的偏見が現存し、就職

の機会均等が保障されていません。わが国には、現在約 50 万人の韓国・朝鮮人の方々

が在住されています。これらの方々の多くは、日本国との平和条約の発効により日

本の国籍を離脱し、終戦後も引き続き居住している朝鮮半島出身者及びその子孫

（「在日韓国・朝鮮人」）の方々で、今日まで私たちと生活をともにし、わが国の発

展に寄与されてきました。したがって、これらの方々が、これからもできる限り安

定した生活を営むことができるよう配慮しなければなりません。

特に生活基盤である職業生活について、就職の機会均等等の確保を図ることは大

変重要です。差別解消のため国や地方公共団体等の努力はもとより、さらに国民一

人ひとりが考えなければならない問題です。

各事業所におかれましても、基本的人権を尊重し、人種・国籍などで就職差別す

ることがないよう、在日韓国・朝鮮人の方々の就職問題について正しい理解と認識

を深めていただき、憲法や職業安定法で定めている就職の機会均等を保障した公正

な採用選考が実施されるようお願いします。

③ 障害者雇用につきましては、障害の部位・程度により、作業工程の改善や職務再

設計にも十分配慮しながら、積極的なご理解のもとに採用選考を実施してください。

④ 男女雇用機会均等法の趣旨についてご理解いただき、採用選考にあたっては、男

女で異なる取扱いとならないようお願いします。

⑤ いわゆるＬＧＢＴ等の性的マイノリティ※の方について、応募者の基本的人権を尊

重することが必要です。戸籍上の性だけでなく、性別に対する自己意識（心の性）、

恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか（性的指向）があり、いずれも尊重され

るべきものです。性的マイノリティであることと仕事における適性・能力はなんら

関係がないことであり、特定の人を排除するのは、そこに予断と偏見が大きく作用

しているといえます。求職者の心の性や性的指向に関する偏見に基づき、採用選考

で排除したり不利益な取扱いを行うことは許されません。

⑥ 定時制・通信制課程の生徒に配慮してください。定時制・通信制課程の生徒は、

勤労学生として厳しい環境の中で努力してきた生徒であり、こうした内容も十分考

慮していただき、積極的な採用をお願いします。

※ＬＧＢＴ等の性的マイノリティ

⑴ＬＧＢＴとは、以下の言葉の頭文字を並べたものです。

（Ｌ＝Lesbian） （Ｇ＝Gay） （Ｂ＝Bisexual） （Ｔ＝Transgender）

レズビアン ゲイ バイセクシュアル トランスジェンダー

女性で女性に恋

愛感情を抱く人

男性で男性に恋

愛感情を抱く人

男性にも女性にも

恋愛感情を抱く人

生まれたときに割り振

られた性別と違う性別

で生きようとする人

性的指向・心の性にはＬＧＢＴ以外にも様々な性があります。

・Ｘ（エックス）ジェンダー

…心の性が男性か女性か決められない人

・アセクシュアル（Ａセクシュアル）

…他者に対して「恋愛感情」や「性的指向」を持つことがない人

・クエスチョニング（Questioning）

…心の性が男性にも女性にも定まっていない人や、性的指向が異性にも同性にも

定まっていない人
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⑵多様な性的指向と心の性を踏まえた「公正な採用選考」をお願いします。

○ 求職者は「応募した事業所が安心して働き続けられる職場かどうかを知りたい」

と思っているものですが、特に性的マイノリティの方は身体上の性にとらわれるこ

となく安心して働き続けられる環境かどうかに強い関心を持っています。採用選考

に前後して、職場環境が配慮されているかについて事業所に質問をされる場合があ

ります。

また、それらの人が選考の過程で、自身の悩みを人事担当者に相談される場合も

あります。求職者の心の性や性的指向が身体上の性と一致しないことで一律的な採

否の判断（嫌悪感を抱いたので不採用とするなど）をしてしまえば、仕事に対する

適性と能力で採否を判断する「公正な採用選考」とはいえません。

○ 採用選考に前後して、または、すでに働いている労働者から、自身の心の性や性

的指向を踏まえ、職場における環境整備などを求められる可能性があります。企業

としては、人事担当者が研修を受けるなどして、相談を受けることが出来るように

環境整備を進めつつ、相談があった場合は企業のできる範囲で、当事者の意向を踏

まえた対応を行うことが必要となります。何が必要か、何ができるのか本人とよく

話し合って合理的配慮を行うことが必要です。

更衣室・トイレの利用や服装についても、必要に応じて取引先、同僚をはじめと

する事業所内での理解が必要です。

また、異性パートナーで保障される福利厚生（慶弔）等に関して、同性パートナ

ーがいる労働者も利用が可能かどうかの検討をすることも求められます。

○ 採用選考時や採用後、またはすでに働いている労働者から、自身の心の性や性的

指向に関することについて相談された人は、本人の了解なく、周囲に相談内容を話

さないでください。

これはアウティングといわれ、組織や相手を信じて相談した当事者の心を踏みに

じり、心と生活を破壊することにつながります。

また、従業員全員の前で心の性や性的指向を発表するように伝えることは、心身

に過大な負担をかけます。本人の意思を確認しながら、丁寧な対応を心がけてくだ

さい。

ハローワークでは、職業安定法第 3 条の規定に基づき、すべての労働者に就職の機会均

等が図られるよう努力を重ねているところです。

各事業所におかれましても、これらの応募者について、就職の機会均等を保障し、「重点

事項」（P42 参照）を基本とした公正な採用選考を実施してください。

「公正採用選考」の考え方について、わかりやすく解説した動画を公開中です。

ぜひご視聴の上、採用活動に御活用下さい。

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/video.html
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２ 具体的な採用選考にあたって

⑴ 採用基準・選考方法

● 採用計画を具体的に実現するための手段として採用選考があります。

採用選考にあたっては、採用方針に沿った公正な採用基準を定めなければなりませ

ん。そのためには、募集しようとする職種の職務内容を分析し、職務を遂行する上で

必要な知識、技能、経験等を細かく検討し、教育訓練等による可能性も含めて、それ

ぞれの職務に必要とされる適性・能力の総合的な基準をあらかじめ作成しておかなけ

ればなりません。

そして、採用選考に際しては、その基準に応募者のもつ適性・能力が適合するかど

うかをみることが必要です。

また、選考方法についても適切なものを選択しなければなりません。面接、学科試

験、適性検査等、採用選考の方法にもいろいろありますが、採用基準に適合する度合

を的確に判断するには、どの選考方法が適しているかを十分考慮して決定することが

必要です。

なお、一つの選考方法により判断することは、正しい評価に欠けるおそれがありま

すので、いくつかの方法により総合的に評価することが大切です。

⑵ 選考に使用する書類（応募書類等）

□ 募集職種の職務（仕事）を遂行させるために必要な条件を基礎とした公正な採用

基準ができていますか。

身体条件、知識、技能等のうち、職務(作業)遂行上必要な条件は何か、またそれ

が、どの程度必要なのかが明確になっていますか。

□ 採用基準に適合しているかどうかを、公平に評価する方法がとられていますか。

一つの方法だけで評価していませんか。

□ 過去の習慣、経験のみにとらわれず、応募者の基本的人権を尊重する選考体制が

とられていますか。

□ 表面的なもので判断せず、潜在的な資質や長所を積極的に見いだすように配慮さ

れていますか。

チェックポイント

□ 新規中学校卒業者については、京都府で定めた「応募書類」を使用していますか。

（P94 参照）

□ 新規高等学校卒業者については、「近畿高等学校統一用紙」を使用していますか。

（P89～91 参照）

□ 新規大学等卒業者については、厚生労働省編参考例に基づく応募書類又は JIS 規

格の様式例に基づいた履歴書を使用していますか。（P82,101 参照）

家族関係等の調査を目的とするような社用紙を使用していませんか。

□ 中途採用への応募者について提出を求める履歴書は、JIS 規格の履歴書を使用して

いますか。（P101参照）

□ すべての採用者について、戸籍謄（抄）本、住民票等を求めたりしていませんか。

チェックポイント

⑵多様な性的指向と心の性を踏まえた「公正な採用選考」をお願いします。

○ 求職者は「応募した事業所が安心して働き続けられる職場かどうかを知りたい」

と思っているものですが、特に性的マイノリティの方は身体上の性にとらわれるこ

となく安心して働き続けられる環境かどうかに強い関心を持っています。採用選考

に前後して、職場環境が配慮されているかについて事業所に質問をされる場合があ

ります。

また、それらの人が選考の過程で、自身の悩みを人事担当者に相談される場合も

あります。求職者の心の性や性的指向が身体上の性と一致しないことで一律的な採

否の判断（嫌悪感を抱いたので不採用とするなど）をしてしまえば、仕事に対する

適性と能力で採否を判断する「公正な採用選考」とはいえません。

○ 採用選考に前後して、または、すでに働いている労働者から、自身の心の性や性

的指向を踏まえ、職場における環境整備などを求められる可能性があります。企業

としては、人事担当者が研修を受けるなどして、相談を受けることが出来るように

環境整備を進めつつ、相談があった場合は企業のできる範囲で、当事者の意向を踏

まえた対応を行うことが必要となります。何が必要か、何ができるのか本人とよく

話し合って合理的配慮を行うことが必要です。

更衣室・トイレの利用や服装についても、必要に応じて取引先、同僚をはじめと

する事業所内での理解が必要です。

また、異性パートナーで保障される福利厚生（慶弔）等に関して、同性パートナ

ーがいる労働者も利用が可能かどうかの検討をすることも求められます。

○ 採用選考時や採用後、またはすでに働いている労働者から、自身の心の性や性的

指向に関することについて相談された人は、本人の了解なく、周囲に相談内容を話

さないでください。

これはアウティングといわれ、組織や相手を信じて相談した当事者の心を踏みに

じり、心と生活を破壊することにつながります。

また、従業員全員の前で心の性や性的指向を発表するように伝えることは、心身

に過大な負担をかけます。本人の意思を確認しながら、丁寧な対応を心がけてくだ

さい。

ハローワークでは、職業安定法第 3 条の規定に基づき、すべての労働者に就職の機会均

等が図られるよう努力を重ねているところです。

各事業所におかれましても、これらの応募者について、就職の機会均等を保障し、「重点

事項」（P42 参照）を基本とした公正な採用選考を実施してください。

「公正採用選考」の考え方について、わかりやすく解説した動画を公開中です。

ぜひご視聴の上、採用活動に御活用下さい。

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/video.html
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● 高等学校の応募書類が統一された経過

京都府の高等学校においては、全国に先がけて昭和 45 年から統一応募書類を作成

し、社用紙の使用は一切認めないこととしました。

これは、ある企業が提出を求めた応募書類（いわゆる社用紙）に、本籍、家庭の状

況（親の職業、死亡の原因等）、宗教、支持する政党等、基本的人権を侵害し、本人

の適性能力にかかわりのない多くの事項が含まれていたことが、重大な問題となった

ものです。この事象をきっかけに、基本的人権を侵害し、差別につながる採用条件・

採用基準を是正する一環として、応募書類を統一することとなりました。

その後、昭和 46 年からは、近畿高等学校統一用紙が作成され、さらに昭和 48 年に

は、全国高等学校長協会の統一用紙が作られました。現在、京都府では、近畿高等学

校統一用紙を使用することとしています。

● 中途採用への応募者に提出を求める履歴書は、JIS 規格のものとしてください。

市販の履歴書も昭和 49 年から JIS 規格として統一されています。（平成 20 年 2 月

20 日改定）

パート社員等の募集に新聞の折込広告を利用される場合がありますが、その中に応

募書類（履歴書、アンケート）が印刷され、家族状況や通勤経路の記入を求める内容

の様式を使用している事例がありました。これらの項目は、応募者の適性、能力に関

係がないだけでなく、「身元調査」につながる可能性をはらんでいます。折込広告に

応募書類を印刷することは避けていただき、JIS 規格の履歴書（P101 参照）を使用し

ていただくようお願いします。

⑶ 学科試験または専門試験

● 特に、新規学校卒業者に対する出題にあたっては、学校教育の内容を十分に理解し

た上で課題を与えることが必要です。

⑷ 作文

● 作文は、応募者の気持や意見の表現力をテストするものです。したがって、作文は、

特に文章による表現力を必要とされる職種に限り実施すべきであると考えます。

また、作文を課す場合、そのテーマが、「私の生い立ち」、「私の家庭」、「私の家の

職業」、「尊敬する人物」等のように家庭環境や思想、信条等を直接あるいは間接に推

測させるものは不適当です。

□ 学科試験は、募集職種の作業遂行に必要な知識をもっているかどうかを判断する

ために実施していますか。

□ 作業遂行能力とは無関係に、単に優劣や順位をつけるためだけに学科試験を実施

していませんか。

チェックポイント

□ 作文は、募集職種の作業遂行能力を判断するために必要な場合に限り実施してい

ますか。

□ 作文のテーマとして、本人の家庭環境にかかわるものや、思想、信条を推測する

ためのものを課していませんか。

チェックポイント
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⑸ 面接

● 本人をとりまく家庭状況をもって採否の判断の一つとしていないでしょうか。

例えば親の職業や収入、家族構成、住宅の状況や環境等は本人に責任がなく、この

ような事柄を質問することは、応募者の基本的人権が尊重されていないばかりか応募

者の適性、能力に絞って行われるべき面接の客観的判断を妨げることにもなります。

また、本人の思想、信条、支持政党、宗教等についても、応募者の適性、能力とは

かかわりのない事柄であり、基本的人権を侵すことにつながりますので質問しないで

ください。

● 新規中学校、高等学校卒業者や年少者については、未成年であり成長期にあること

から積極的に潜在能力を見いだし、将来の可能性をひきだす観点で面接を実施してく

ださい。

また、質問の内容については、学校の教育内容を十分に理解してその内容に沿った

ものにしてください。

□ 実施する目的をはっきりさせて、積極的に採用する方向で実施していますか。

□ 外面的容姿や第一印象にとらわれず、客観的に判断できる方法、基準が確立されて

いますか。

□ 面接担当者には適切な人がなっていますか。

□ 応募者の立場が十分に理解されていますか。

□ 質問内容について、事前に十分検討がなされていますか。

チェックポイント

面接するにあたって

１ 採用選考の中で最も重要なウェイトを占めるのが面接です。ペーパー等によるテスト

では判定できない適性や能力、例えば、対人関係の職種では、会話を通じて相手の用件、

意図をとらえる力（理解力、判断力）や、相手に伝えたい事項を説明、表現する力をみ

たりします。

２ 面接の目的を明確にして実施してください。面接は、学科試験や他の方法とも関連さ

せながら総合的にみて、適性、能力を判断することが必要です。

また、事業主と応募者の情報交換の場ですから、事業主は応募者の適性、能力を把握

するとともに採用条件、入業後の労働条件など詳しく説明し、お互いの意思疎通を図る

ことが大切です。

３ 面接担当者は、相手にわかりやすく話ができ、観察力も深く、ものごとを客観的に判

断できるなど適切な人を選ばなければなりません。

４ 応募者が自然な雰囲気で面接を受けることができる条件づくり（面接担当者の数、場

所等）をする必要があります。

５ 面接は、評価が主観的に陥りやすい短所があるため、客観的に評価できる基準や方法

を事前に確立しておくことが必要です。

６ 質問内容が、応募者の基本的人権の侵害や差別につながる内容になっていないか点検

してください。なお、雰囲気を和らげるといって、家族の職業・健康状態等をたずねる

ことが、結果として応募者の基本的人権を侵すことにつながりますので、ご注意くださ

い。

７ 面接における評価方法や評価基準について改善を図るため、毎年の検討も必要です。

● 高等学校の応募書類が統一された経過

京都府の高等学校においては、全国に先がけて昭和 45 年から統一応募書類を作成

し、社用紙の使用は一切認めないこととしました。

これは、ある企業が提出を求めた応募書類（いわゆる社用紙）に、本籍、家庭の状

況（親の職業、死亡の原因等）、宗教、支持する政党等、基本的人権を侵害し、本人

の適性能力にかかわりのない多くの事項が含まれていたことが、重大な問題となった

ものです。この事象をきっかけに、基本的人権を侵害し、差別につながる採用条件・

採用基準を是正する一環として、応募書類を統一することとなりました。

その後、昭和 46 年からは、近畿高等学校統一用紙が作成され、さらに昭和 48 年に

は、全国高等学校長協会の統一用紙が作られました。現在、京都府では、近畿高等学

校統一用紙を使用することとしています。

● 中途採用への応募者に提出を求める履歴書は、JIS 規格のものとしてください。

市販の履歴書も昭和 49 年から JIS 規格として統一されています。（平成 20 年 2 月

20 日改定）

パート社員等の募集に新聞の折込広告を利用される場合がありますが、その中に応

募書類（履歴書、アンケート）が印刷され、家族状況や通勤経路の記入を求める内容

の様式を使用している事例がありました。これらの項目は、応募者の適性、能力に関

係がないだけでなく、「身元調査」につながる可能性をはらんでいます。折込広告に

応募書類を印刷することは避けていただき、JIS 規格の履歴書（P101 参照）を使用し

ていただくようお願いします。

⑶ 学科試験または専門試験

● 特に、新規学校卒業者に対する出題にあたっては、学校教育の内容を十分に理解し

た上で課題を与えることが必要です。

⑷ 作文

● 作文は、応募者の気持や意見の表現力をテストするものです。したがって、作文は、

特に文章による表現力を必要とされる職種に限り実施すべきであると考えます。

また、作文を課す場合、そのテーマが、「私の生い立ち」、「私の家庭」、「私の家の

職業」、「尊敬する人物」等のように家庭環境や思想、信条等を直接あるいは間接に推

測させるものは不適当です。

□ 学科試験は、募集職種の作業遂行に必要な知識をもっているかどうかを判断する

ために実施していますか。

□ 作業遂行能力とは無関係に、単に優劣や順位をつけるためだけに学科試験を実施

していませんか。

チェックポイント

□ 作文は、募集職種の作業遂行能力を判断するために必要な場合に限り実施してい

ますか。

□ 作文のテーマとして、本人の家庭環境にかかわるものや、思想、信条を推測する

ためのものを課していませんか。

チェックポイント
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面接するにあたって（気軽に発言できる雰囲気づくりが大切です）

【導入質問】

面接にあたり、いわばウォーミングアップの、応募者の緊張感をほぐすため、答えやす

い身近な問題から質問を始めます。

○お待たせしました。どうぞ（いすに）お掛けください。お名前は、○○さんですね。

○筆記試験は難しかったですか。

○待っている間はどんな気持ちでしたか。

○応募者が多いのでびっくりしたでしょうが、気にしないで、のびのびと答えてくだ

さいね。

【本質問】

企業の特質、採用職種などを考慮して、求める職種の遂行のための適性・能力を中心に

考え、あらかじめ統一的に定めておくことが大切です。

○当社の第一印象はどうでしたか。

○あなたが、当社への就職を希望されたのは、どんな理由からですか。

○受験に際し、多少当社のことを調べてみましたか。

○当社に対して、どんな感じ（イメージ）を持っていますか。

○自分の得意とする学科（科目）は何ですか。

○自分のセールスポイントはどんなところだと思いますか。

○細かい数字を計算したりすることが多いですが、数字の扱いには自信がありますか。

○あなたは○○の資格をお持ちですが、どの程度ですか。（特技・資格がある場合には、

種類や取得時期などについて質問します。）

○残業がありますが、可能ですか。（専門的職業、技能工の採用の場合には、このほか

にその職務についての専門的な質問をします。）

【情報交換】

従事する仕事の内容、残業の有無、勤務形態、賃金等の労働条件を説明するとともに、

応募者からの希望や条件など確認しておきたい質問の機会を設け、お互いの情報交換を

行ってください。

○１カ月に、○○時間くらい残業がありますが、できますか。

○２交代制勤務を行っていただきますが、可能ですか。

○こちらからお尋ねすることは以上ですが、何か質問または当社に入社された場合、

希望・条件などがありますか。

【結び】

気持ちを張り続けていた応募者の心を察して、ねぎらう言葉が欲しいものです。

○いろいろ聞かせていただきありがとうございました。それではこれで、終わります。

○採否結果は、○日までに通知します。おつかれさまでした。

◎面接の進め方（適切な質問内容の例）
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【本籍や生い立ち、生まれ育った所】

本籍を質問することは、結果的に就職差別につながるおそれがあり、公正な採用選考か

ら人権問題や外国人の人たちを排除してしまうことになりかねません。

×あなたの本籍地はどこですか。

×◆◆市のどのあたりに住んでいるのですか。

×生まれてから、ずっと現住所に住んでいるのですか。

×あなたの住んでいる地域は、どんな環境ですか。

×あなたのお父さんやお母さんの出身地はどこですか。

×家の付近の目印となるのは何ですか。

×最寄のバス停はどこですか。⇒ ○自宅から会社まで何分かかりましたか。（通勤時

間はどのくらいですか。）

×あなたの自宅付近の略図を書いてください。

×あなたの家は国道▲▲号線（△△駅）のどちら側ですか。

【家族構成や家族の職業・地位・収入・資産】

本人の責任でない事柄で判断しようとしている質問です。前近代的な身分制により形成

された差別により、教育や就職の機会均等の権利を侵害されてきた人たちを排除するこ

とにもつながるものです。

住宅環境や家庭の状況を聞くことは、地域の生活水準等を判断することになり、主観的

判断に属する事柄です。

これらは本人の努力によって解決できない問題を採否決定の基準とすることになり、そ

こに予断と偏見が働くおそれがあります。

×家族は、何人ですか。

×あなたのお父さんは、どこの会社に勤めていますか。また役職は何ですか。

×あなたの家族の職業を言ってください。

×あなたの家族の収入はどれくらいですか。

×お父さん（お母さん）がいないようですが、どうしたのですか。

×あなたの住んでいる家は一戸建てですか。

×あなたの住んでいる家や土地は持ち家ですか、借家ですか。

×兄弟・姉妹はいますか。あなたは何人目ですか。

×あなたの両親は共働きですか。

×あなたのうちに田んぼはありますか。

待合室で面接試験を待っている応募者に対して、面接担当者ではない社員の１人

が応募者をリラックスさせるため、身近な話題を話しかけました。話が進むにつれ

応募者の家族の話になり、母子家庭だったことからその生い立ちなど、聞かれたく

ないことを質問されました。

その後、本人は、待合室での出来事が気になってしまい面接の場において集中出

来ず、自分の力を発揮することが出来ませんでした。

募集する側は、面接試験だけに気をつけておけばよいというわけではなく、試験

前や試験後の応募者との会話においても不適切な質問をしないよう気をつける必要

があります。また、面接担当者のみならず、応募者に接触する社員についても認識

しておくべきです。

就職差別につながる不適切な質問内容の例

＜面接前の待合室においても不適切な質問はしないでください＞

面接するにあたって（気軽に発言できる雰囲気づくりが大切です）

【導入質問】

面接にあたり、いわばウォーミングアップの、応募者の緊張感をほぐすため、答えやす

い身近な問題から質問を始めます。

○お待たせしました。どうぞ（いすに）お掛けください。お名前は、○○さんですね。

○筆記試験は難しかったですか。

○待っている間はどんな気持ちでしたか。

○応募者が多いのでびっくりしたでしょうが、気にしないで、のびのびと答えてくだ

さいね。

【本質問】

企業の特質、採用職種などを考慮して、求める職種の遂行のための適性・能力を中心に

考え、あらかじめ統一的に定めておくことが大切です。

○当社の第一印象はどうでしたか。

○あなたが、当社への就職を希望されたのは、どんな理由からですか。

○受験に際し、多少当社のことを調べてみましたか。

○当社に対して、どんな感じ（イメージ）を持っていますか。

○自分の得意とする学科（科目）は何ですか。

○自分のセールスポイントはどんなところだと思いますか。

○細かい数字を計算したりすることが多いですが、数字の扱いには自信がありますか。

○あなたは○○の資格をお持ちですが、どの程度ですか。（特技・資格がある場合には、

種類や取得時期などについて質問します。）

○残業がありますが、可能ですか。（専門的職業、技能工の採用の場合には、このほか

にその職務についての専門的な質問をします。）

【情報交換】

従事する仕事の内容、残業の有無、勤務形態、賃金等の労働条件を説明するとともに、

応募者からの希望や条件など確認しておきたい質問の機会を設け、お互いの情報交換を

行ってください。

○１カ月に、○○時間くらい残業がありますが、できますか。

○２交代制勤務を行っていただきますが、可能ですか。

○こちらからお尋ねすることは以上ですが、何か質問または当社に入社された場合、

希望・条件などがありますか。

【結び】

気持ちを張り続けていた応募者の心を察して、ねぎらう言葉が欲しいものです。

○いろいろ聞かせていただきありがとうございました。それではこれで、終わります。

○採否結果は、○日までに通知します。おつかれさまでした。

◎面接の進め方（適切な質問内容の例）
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【思想・信条、宗教、尊敬する人物、支持政党、愛読書】

憲法で保障されている個人の自由権に属する事柄です。それを採用選考に持ち込むこと

は、基本的人権を侵すことであり、厳に慎むべきことです。

×あなたの信条としている言葉は何ですか。

×あなたの家族は、何を信仰していますか。

×尊敬する人物を言ってください。

×労働組合をどう思いますか。

×家の宗教は何ですか。何宗ですか。

×あなたは、神や仏を信じる方ですか。

×あなたの家庭は、何党を支持していますか。

×あなたの家では、何新聞を読んでいますか。

×あなたの好きな本（雑誌、映画、テレビ番組等）は何ですか。

【男女雇用機会均等法に抵触する質問】

性別を理由（または前提、背景）とした質問は、男女雇用機会均等法の趣旨に違反する

採用選考につながります。男女共に同じ質問をしていても、一方の性については採用・

不採用の判断に影響なく、他方の性についてはその返答が採用・不採用の判断要素とな

るような場合は、採用において性別を理由として差別していることになります。

×（女性だけに）結婚や出産後も働き続けようと思っていますか。

＊本来、男女問わず上記事項を質問すること自体が、公正な採用選考にも反します。

×当社は、女性（または男性）は少なく、また長く働き続けられる仕事ではないが、

それでも入社しようと思いますか。

×（男性だけに、または女性だけに）残業は可能ですか、または転勤は可能ですか。

＊労働条件の事前確認のため、応募者全員を対象に質問することを妨げるものでは

ありません。

※その他

血液型、干支、星座等に関する質問も、何の根拠もなく性格等を決めてしまうおそ

れがあります。

また、スリーサイズや交際歴の有無、恋人の有無等を尋ねることは応募者にセクハ

ラとして認識される恐れがあり、会社の品格を疑われることにも繋がりかねません。
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⑹ 適性検査等の各種テスト

● 適性検査の目的は、従業員の職場配置や教育訓練に必要なデータを得ることにあり

ます。したがって、検査結果は、応募者の作業遂行能力の可能性を知り、入業後の教

育訓練の方向を知るために実施するものです。

● 適性検査は、募集の作業遂行能力とかかわって、従事させようとする職務の分析を

行い、必要とする適性を把握することができる検査を選ぶことが必要です。

● 適性検査の実施にあたっては、定められた方法で実施し、結果の判定及びその活用

には、専門的知識を有する人があたらなければなりません。

● いわゆるテスト業者に依存し、その結果や報告等を鵜呑みしてはいけません。検査

結果を絶対視せず、面接等の結果と併せて総合的に評価することが必要です。適性検

査の結果は採用選考の場のみでなく、入業後の雇用管理にも活用することが望ましい

と考えられます。また、検査結果と入業後の評価とを検討し、適性検査の妥当性を常

に点検することが必要です。

なお、採用選考に適性検査を導入する場合は、テスト期間も設けるとともに、入業

後の職務、職場への適応性との関連等、その妥当性を十分検討した上で導入すること

が必要です。

● 採用選考の際の性格検査については、その検査だけで一面的にその人の性格を決め

つけるのは危険であること、また、人の適応性は、職場環境や雇用管理のあり方、入

業後の教育訓練等に負うところも大きいことなどの理由から、選考方法として性格検

査を実施することは適当でないと考えますので、廃止の方向で検討してください。

⑺ 健康診断

● 健康診断の必要性を慎重に検討することなく、採用選考時に「血液検査」等の健康

診断を実施することは、応募者の適性、能力を判断する上で必要のない事項を把握す

る可能性があり、結果として、就職差別につながる恐れがあります。

したがって、採用選考時の健康診断等については、作業遂行の能力の有無の判断に

必要不可欠な場合以外は実施しないようにしてください。

なお、実施した場合に、受検者の心理状態から一時的に異常な結果がでることがあ

りますので、判定にあたっては、産業医の意見を聴取する等慎重に行うようお願いし

ます。

□ 使用する検査は、募集職種の作業遂行に必要な適性が見いだせるものを選んでい

ますか。

□ 適性検査の実施、判定、活用には専門知識を持った人があたっていますか。

□ 検査結果を絶対視していませんか。

□ 作業遂行能力とは無関係に、単に優劣や順序をつけるためだけに適性検査を実施

していませんか。

□ 適性検査を実施する場合、求人票にその旨、記載していますか。

チェックポイント

□ 本当に健康診断は必要ですか。

□ 健康診断を実施する場合は、事前に目的や検査項目を十分に検討していますか。

□ 健康診断の目的、検査項目及び検査結果について本人に通知していますか。

チェックポイント

【思想・信条、宗教、尊敬する人物、支持政党、愛読書】

憲法で保障されている個人の自由権に属する事柄です。それを採用選考に持ち込むこと

は、基本的人権を侵すことであり、厳に慎むべきことです。

×あなたの信条としている言葉は何ですか。

×あなたの家族は、何を信仰していますか。

×尊敬する人物を言ってください。

×労働組合をどう思いますか。

×家の宗教は何ですか。何宗ですか。

×あなたは、神や仏を信じる方ですか。

×あなたの家庭は、何党を支持していますか。

×あなたの家では、何新聞を読んでいますか。

×あなたの好きな本（雑誌、映画、テレビ番組等）は何ですか。

【男女雇用機会均等法に抵触する質問】

性別を理由（または前提、背景）とした質問は、男女雇用機会均等法の趣旨に違反する

採用選考につながります。男女共に同じ質問をしていても、一方の性については採用・

不採用の判断に影響なく、他方の性についてはその返答が採用・不採用の判断要素とな

るような場合は、採用において性別を理由として差別していることになります。

×（女性だけに）結婚や出産後も働き続けようと思っていますか。

＊本来、男女問わず上記事項を質問すること自体が、公正な採用選考にも反します。

×当社は、女性（または男性）は少なく、また長く働き続けられる仕事ではないが、

それでも入社しようと思いますか。

×（男性だけに、または女性だけに）残業は可能ですか、または転勤は可能ですか。

＊労働条件の事前確認のため、応募者全員を対象に質問することを妨げるものでは

ありません。

※その他

血液型、干支、星座等に関する質問も、何の根拠もなく性格等を決めてしまうおそ

れがあります。

また、スリーサイズや交際歴の有無、恋人の有無等を尋ねることは応募者にセクハ

ラとして認識される恐れがあり、会社の品格を疑われることにも繋がりかねません。
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また、採用選考時に、労働安全衛生規則第 43 条に「雇入時の健康診断」が規定さ

れていることを理由に健康診断を一律に実施する企業がありますが、この「雇入時の

健康診断」は、常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康

管理に役立てるために実施するものであり、採用選考時に実施することを義務づけた

ものではなく、また、採否を決定するために実施するものではありません。

⑻ 家庭調査（身元調査）

● 従業員の採用にあたって、応募者の身元、生活状況、家族の職業、思想信条等を第

三者に依頼したり、または事業所独自で調査する身元調査は、応募者の適性と能力を

判断する上で必要のない事項を把握し、それらを採用基準として応募者の就職の機会

を閉ざすといった就職差別を生じさせる恐れのある行為です。

また、身元調査によって統一応募書類や JIS 規格履歴書で排除してきた事項を調べ

ることは、これら応募書類において、公正な採用選考の確保のために行われてきた努

力の成果を損なうものとなります。

各事業所におかれましては、身元調査が公正な採用選考の目的に反し、憲法に保障

された基本的人権である職業選択の自由を侵害することにつながるということをよ

くご認識いただき、採用内定後も含めて身元調査は行わないようお願いいたします。

□ 従業員採用にあたっての身元調査を実施していませんか。

チェックポイント
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⑼ 求職者等の個人情報の取扱いについて

● 違反したときは

違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。

改善命令に違反した場合は、罰則（6 ヶ月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金）が科せられる場合もあります。また、

法に基づく指針は、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています。

☆ 職業安定法に基づく以下の指針には、労働者の募集を行う事業主が、原則として収集して

はならない個人情報について規定されています。

☆ 応募者の適性、能力を基準とした公正な採用選考を実施するため、この指針の内容を遵守

していただくとともに、身元調査や「本人に責任のない事項」、「本来自由であるべき事項」

に対して質問や作文を課すことは行わないでください。

平成 11 年労働省告示第 141 号指針（抜粋）

第４ 法第５条の４に関する事項（求職者等の個人情報の取扱い）

１ 個人情報の収集、保管及び使用

⑴ 職業紹介事業者等（注、労働者を募集する事業主を含みます。）は、その業務の目的の範囲内で求職

者等の個人情報（以下単に「個人情報」という。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集し

てはならないこと。ただし、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不

可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合はこの限りでないこと。

イ 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他の社会的差別の原因となるおそれのある

事項

ロ 思想及び信条

ハ 労働組合への加入状況

⑵ 職業紹介事業者等は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の下で本

人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段によらなければならないこと。

⑶ 職業紹介事業者等は、高等学校若しくは中等教育学校又は中学校の新規卒業予定者から応募書類の

提出を求めるときは、職業安定局長の定める書類（全国高等学校統一用紙又は職業相談票（乙））によ

り提出を求めること。

⑷ 個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲内に限られること。ただし、他の保管若しくは使用の

目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合は、この限りでないこと。

２ 個人情報の適正な管理

⑴ 職業紹介事業者等は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講ずるとと

もに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならないこと。

イ 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置

ロ 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置

ハ 正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置

ニ 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置

⑵ 職業紹介事業者等が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正

当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならないこと。なお、有料

職業紹介事業者は特に厳重な管理を行わなければならないこと。

（以 下 略）

※ 職業紹介事業者等とは、労働者の募集を行う者、職業紹介事業者、募集受託者、労働者供給事業者を

いいます。

※ 求職者等とは、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者、供給される労働者をいいます。

イからハについては、具体的には、例えば次に掲げる事項等が該当します。

イ関係

① 家族の職業、収入、本人の資産等の情報（税金、社会保険の取扱い等労務管理を適切に実

施するために必要なものを除く。）

② 容姿、スリーサイズ等差別的評価に繋がる情報

ロ関係 人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書

ハ関係 労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報

また、採用選考時に、労働安全衛生規則第 43 条に「雇入時の健康診断」が規定さ

れていることを理由に健康診断を一律に実施する企業がありますが、この「雇入時の

健康診断」は、常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康

管理に役立てるために実施するものであり、採用選考時に実施することを義務づけた

ものではなく、また、採否を決定するために実施するものではありません。

⑻ 家庭調査（身元調査）

● 従業員の採用にあたって、応募者の身元、生活状況、家族の職業、思想信条等を第

三者に依頼したり、または事業所独自で調査する身元調査は、応募者の適性と能力を

判断する上で必要のない事項を把握し、それらを採用基準として応募者の就職の機会

を閉ざすといった就職差別を生じさせる恐れのある行為です。

また、身元調査によって統一応募書類や JIS 規格履歴書で排除してきた事項を調べ

ることは、これら応募書類において、公正な採用選考の確保のために行われてきた努

力の成果を損なうものとなります。

各事業所におかれましては、身元調査が公正な採用選考の目的に反し、憲法に保障

された基本的人権である職業選択の自由を侵害することにつながるということをよ

くご認識いただき、採用内定後も含めて身元調査は行わないようお願いいたします。

□ 従業員採用にあたっての身元調査を実施していませんか。

チェックポイント
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⑽ 採用選考時に配慮すべき事項～就職差別につながるおそれがある 14 事項～

本人に責任のない事項の把握

①「本籍・出生地」に関すること

※「戸籍謄（抄）本」や本籍が記載された「住民票（写し）」を提出させることは「本

籍･出生地」事項の把握に該当することとなります。

②「家族」に関すること（職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など）

③「住宅状況」に関すること（間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など）

④「生活環境・家族環境など」に関すること

※「現住所の略図等」を提出させることは、「住宅状況」「生活環境・家族環境など」

の事項を把握したり、⑫の「身元調査」につながる可能性があります。

本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）の把握

⑤「宗教」に関すること

⑥「支持政党」に関すること

⑦「人生観・生活信条など」に関すること

⑧「尊敬する人物」に関すること

⑨「思想」に関すること

⑩「労働組合（加入状況や活動歴など）・学生運動など社会運動」に関すること

⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること

採用選考の方法

⑫「身元調査など」の実施

⑬「全国高等学校統一応募用紙・JIS 規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募

書類(社用紙)」の使用

⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施

※通常、採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」

を提出させることを意味します。

①～⑪の事項を応募書類（エントリーシートを含む）に記載させる、面接時において尋

ねる、作文を課すなどによって把握することや、⑫～⑭を実施することは、就職差別に

つながるおそれがあります。
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⑾ 採否の決定(内定)

● 採否の結果は、すみやかに（原則として 3日以内遅くとも 7日以内にお願いします）

通知してください。

● 採用通知を送ると同時に入社承諾書を求める企業が数多く見受けられますが、入社

承諾書のもつ意味は、卒業すれば採用内定された企業に就職するという意思表示です。

しかし、事業主だけに都合の良い取消や保留条件を一方的に押しつけることは、採

用内定者の基本的人権を侵害することにもつながりますので、入社承諾書の内容を十

分検討してください。

なお、京都府内の高等学校では、「入社承諾書」の様式（P93 参照）を定めていま

す。各高等学校に用紙を備え付けていますので、高等学校に請求してください。

● 採用内定取消等は、新規学校卒業者に対して、職業生活の第一歩の時期に計り知れ

ないほどの打撃と失望を与えることとなりますので、絶対に回避しなければなりませ

ん。

したがって、求人者が以下のような措置をとろうとする場合には、あらかじめ、求

人申込を行った公共職業安定所長及び学校長に対して、必要な事項を通知しなければ

ならないこととなっています。

① 求人申込を行った後、求人を途中で中止したり、求人数を削減する場合

② 採用内定を取り消す場合

③ 採用内定者を自宅待機させるなど入職時期の繰下げを行う場合

なお、悪質な場合には、企業名の公表等の措置が講じられることもあります。

また、採用内定取消や入職時期の繰下げを行った求人者から、次年度に新規学校卒

業者を対象とする求人の申込があった場合は、再度同様な事態が発生する恐れのない

ことが十分確認できるまでは、求人の受理を保留する場合がありますので、ご留意く

ださい。

● 特に新規学校卒業者の場合は、採用決定から入社までには、かなりの期間があり、

企業、または本人に不測の事態が起きる可能性があります。そのような時は、企業と

本人及び学校の三者で協議して決めていくようにしてください。

● 不採用の場合や採用辞退者の応募書類については、企業にとっては不要なものです。

応募者は、履歴書などの応募書類に記載した個人情報がどのように取り扱われるのか

とても心配であり、万が一、応募書類が不正な目的で使用されたり、漏洩されたり、

第三者が入手したりすれば、本人が大きく傷つけられるばかりでなく、企業も社会的

な信頼を失いかねません。このような状況を防ぐためにも、不要になった応募書類は、

適切な方法ですみやかに応募者に返却していただきますようお願いします。

□ 公正な採用選考であるか、応募者の適性、能力を総合的に評価しているかについ

て、再点検していますか。

□ 不採用とする場合は、その理由を明確にしていますか。

□ 入社承諾書に、会社側の一方的な考え方による取消保留条件をつけていませんか。

チェックポイント

⑽ 採用選考時に配慮すべき事項～就職差別につながるおそれがある 14 事項～

本人に責任のない事項の把握

①「本籍・出生地」に関すること

※「戸籍謄（抄）本」や本籍が記載された「住民票（写し）」を提出させることは「本

籍･出生地」事項の把握に該当することとなります。

②「家族」に関すること（職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産など）

③「住宅状況」に関すること（間取り・部屋数・住宅の種類・近隣の施設など）

④「生活環境・家族環境など」に関すること

※「現住所の略図等」を提出させることは、「住宅状況」「生活環境・家族環境など」

の事項を把握したり、⑫の「身元調査」につながる可能性があります。

本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）の把握

⑤「宗教」に関すること

⑥「支持政党」に関すること

⑦「人生観・生活信条など」に関すること

⑧「尊敬する人物」に関すること

⑨「思想」に関すること

⑩「労働組合（加入状況や活動歴など）・学生運動など社会運動」に関すること

⑪「購読新聞・雑誌・愛読書など」に関すること

採用選考の方法

⑫「身元調査など」の実施

⑬「全国高等学校統一応募用紙・JIS 規格の履歴書に基づかない事項を含んだ応募

書類(社用紙)」の使用

⑭「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断」の実施

※通常、採用選考時において合理的・客観的に必要性が認められない「健康診断書」

を提出させることを意味します。

①～⑪の事項を応募書類（エントリーシートを含む）に記載させる、面接時において尋

ねる、作文を課すなどによって把握することや、⑫～⑭を実施することは、就職差別に

つながるおそれがあります。
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