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Ⅰ 公正採用選考システムの確立に向けた取組
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一定規模以上の事業所に、推進員の設置を図り、推進員に対して計画的・継続的な研修等を行って、
当該事業所における公正な採用選考システムの確立のために必要な知識、理解および認識を深める
（昭和52年度創設「企業内同和問題研修推進員制度」が前身）

人事担当責任者等採用・選考に関して相当の権限を有する者から選任

96.2%
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90.0%

95.0%

100.0%

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

左軸：推進員設置率
（100人規模以上の事業所）

万事業所

右軸：推進員設置
事業所数

※推進員設置状況（全国） ※推進員に対する研修（全国）

Ⅰ－１ 公正採用選考人権啓発推進員の選任

目的

選任基準

「出典：厚生労働省職業安定局」 「出典：厚生労働省職業安定局」 3

66,233人

608回

45,000人

50,000人

55,000人

60,000人

65,000人

70,000人

550回

650回

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

右軸：受講者数

左軸：実施回数



Ⅰ－２ 企業トップクラスに対する研修会の開催

課題

42,833人

411回

30,000人

35,000人

40,000人

45,000人

300回

400回

500回

27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

研修について一定の理解は得ているものの、代理出席や欠席が見られるなど、

一部企業トップクラスに啓発できていない

【研修の実施状況】（全国）

従業員の採用選考に最も影響力を持つ企業
のトップクラスに対して、人権問題についての
正しい理解と認識を深めるため、労働局・ハ
ローワーク主催の研修会を実施

目的

対応

都道府県や地域単位で、経営者が集まる会合等のあらゆる機会を活用し、

公正採用選考に関する話をすることで、企業トップクラスに対する啓発を図る

「出典：厚生労働省職業安定局」
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Ⅰ－３ 公正採用選考人権啓発協力員の委嘱

目的

従業員の採用選考に最も影響力を持つ企業トップクラスと接点の多い経済団体等の役員を通
じ、傘下団体・企業トップクラスに対する啓発等を推進していく

協力員の職務内容

労働局が開催する協力員会議等への出席
傘下団体や企業（トップクラス）に対する啓発及び援助
傘下企業に対する各種研修会等への参加勧奨等

栃木労働局における協力員所属団体

一般社団法人栃木県経営者協会
一般社団法人栃木県商工会議所連合会
栃木県中小企業団体中央会
栃木県商工会連合会
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パンフレット

「公正な採用選考をめざして」
採用選考自主点検資料

啓発ポスター 新聞広報啓発用リーフレット

令和２年９・11月実施

Ⅰ－４ 啓発資料及び新聞広報（事業主等への周知）

啓発DVD
主要ハローワークの｢ビデオライブラリー｣
において企業貸出

©東映株式会社
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Ⅰ－５ 公正採用選考の取組の求職者への周知①

求職者自身が公正採用選考の取組を知ることで、不適切な事象の的確な把握、効果的な啓発・指導が
可能に

7

周知用リーフレット

ハローワークにおいて配付
大学等の就職課等に配布
大学等から適宜説明・配布

Twitter ＆ Facebook

採用選考開始時期に合わせ、厚生労働省
TwitterやFacebookに投稿
（令和２年５、９月実施）

公正採用選考特設サイト



Ⅰ－５ 公正採用選考の取組の求職者への周知②

「はたらく」へのトビラ
～ワークルール20のモデル授業案～

「これってあり？
～まんが知って役立つ労働法Ｑ＆Ａ～」

高校生等に対する労働法等の
ワークルールのモデル授業案の
一つに公正採用選考を掲載

全国の高等学校等に配布

授業案は厚労省HPにも掲載

就職を控えた学生や若者向け
のハンドブックに、公正採用選
考をコラムとして掲載

ハンドブックは厚労省HPに掲載

e-ラーニングでチェック！
今日から使える労働法

事例マンガと解説を掲載
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Ⅱ－１ 発生件数

スライド11に記載している「採用選考に配慮すべき事項」、適性・能力とは関係のない事項を

書類、エントリーシートで書かされた、面接で聞かれた等の件数

Ⅱ 就職差別につながるおそれのある事象

「出典：厚生労働省職業安定局」
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1,223件

1,306件

1,134件
1,088件

938件

1,047件

797件

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度 2年度



Ⅱ－２ 発生状況（項目別、発生別等）

２年度

７９７件

家族に関する事 46.9％

思想 13.1％

住宅状況 10.9％

本籍・出生地 3.8％

健康診断 0.9％

その他 24.4％

高卒者
７５．９％

一般求職者 22.1％

新規大卒関係 2.0％
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・家族に関することが約半数

・主な事例：面接時に家族の職業を質問された。
社用紙、エントリーシートに「家族構成」に関する項目が

設けられていた。
応募用紙に「家族の職業」に関する項目が設けられてい

た。 など。

・797件のうち、高校生の事案がほとんど

・職業経験のない高校生に対して、身近な話題である「家
族」等の質問をしてしまいがち

「出典：厚生労働省職業安定局」

Ⅱ 就職差別につながるおそれのある事象

【項目別】 【発生別】



Ⅱ－３ ＬＧＢＴ等性的マイノリティに関する求職者からの相談事例

Ⅱ 就職差別につながるおそれのある事象
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○ サービス業の求人への応募時点で求職者から以下について打ち明けられた上で面接を約束

・自身がトランスジェンダー（戸籍は女性、自認の性は男性）であること

・トイレや更衣室は男性として利用したいこと（男性として採用して欲しい）

・トランスジェンダーであることは管理者のみに留めて欲しいこと

⇒ しかし、その後に種々応募者のことを考慮し面接を断った。

✔ 事業所のトイレは男女兼用ではなく男女別のみであり、お客も従業員も同じトイレを使用して

いるため、万が一、お客からクレームなどが来たときに対応できないのではないか。

✔ 今回の応募者と逆のケース（戸籍は男性、自認の性は女性）で申込があった場合、女性トイレの

使用を求めるのか。

✔ 管理者が勤務していない時間帯の対応をどうするのか。

⇒ 事業主は、具体的な検討を行ったことを伝えず面接を断ったため、求職者は一方的にトランス

ジェンダーであることを理由に不採用にされたと思い相談があったもの。

⇒ 労働局からは以下を事業主に啓発

●性的マイノリティの方は、不採用にされるのではないかという不安を抱えている。

●応募時点で、面接を断るのではなく、面接を行った上で対応可能な点をよく相談する余地は

なかったのか。



本人に責任のない事項1 応募者に広く門戸を開く

3 採用選考時に配慮すべき事項

５ 宗教

６ 支持政党

７ 人生観・生活信条

８ 尊敬する人物

９ 思想

10 労働組合（加入状況や活動歴など）、

学生運動などの社会運動

11 購読新聞・雑誌・愛読書

12 身元調査の実施

13 本人の適性・能力に関係ない事項を含む応募書類

（社用紙）の使用

14 合理的・客観的に必要性が認められない健康診断

の実施

Ⅲ 公正な採用選考の基本について

１ 本籍・出生地

２ 家族

３ 住宅状況

４ 生活環境・家庭環境

不適切な選考方法

本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）

特定の国や地域の出身者、難病のある人、ＬＧＢＴ等
の性的マイノリティなどの特定の人を除外せず、求人条
件に合致する全ての人が応募できるようにする。

なお、法律上、事業主は労働者の募集及び採用について
○性別にかかわりなく均等な機会を与えなければなり
ません。（男女雇用機会均等法第５条）

○障害者に対して、障害者でない者との均等な機会を
与えなければなりません。（障害者雇用促進法第34条）

○原則として年齢制限を設けることはできません。
（労働政策総合推進法第９条）

２ 本人のもつ適正・能力のみを基準にして選考する。

応募してきた人が「求人職種の職務を遂行するにあたり、
必要となる適正や能力をもっているか」ということのみを基準
にして採用選考を行いましょう。

本人の適正・能力とは関係のないことを面接時にたずねるこ
とはもちろん、エントリーシートに記載させたり、作文で課したり
することは、就職差別につながりかねません。

※「公正採用選考」を行うに当たっては、「人を人としてみる」人間尊重の
精神、すなわち、応募者の基本的人権を尊重することが重要。
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Ⅳ－１ 不適切な質問例

人権問題は理解しているつもりでも何気なく不適切な質問をしている例があります

本人に責任のない事柄

本籍・住所 家族（資産）状況

☒あなたの本籍地はどこですか。
☒あなたのおかあさんの出身地（実家）はどこですか。
☒家はどの辺にありますか。
☒昔から現在の所に住んでいるのですか。
☒あなたの住所の略図を書いてください。
☒アパートはどんな間取りですか。

☒あなたのお父さんはどこに勤めていますか。
☒あなたのお姉さんはどこに就職しましたか。
☒何人家族ですか。お姉さんの嫁ぎ先は。
☒家族状況（続柄等）について話してください。
☒あなたの家族の収入はどれくらいですか。
☒あなたの家や土地は持ち家ですか。借家ですか。など

本来、自由であるべきもの

思想・信条

☒尊敬する人物を言ってください。
☒愛読書や雑誌はどんなものを読みますか。
☒あなたは何新聞を読みますか。

☒あなたの人生観・生活信条は何ですか。
☒家の宗教は何ですか。
☒何政党を支持していますか。など。

女性に限定しての質問

☒結婚、出産しても働き続けられますか。
☒女性なのになぜ営業を希望するのですか。
☒何歳ぐらいまで働けますか。

☒今、つきあっている人はいますか。
☒結婚の予定はありますか。
☒男性がほとんどの部署ですが、大丈夫ですか。 など。

Ⅳ 面接時における質問について

13



大切なことは、なぜこのような質問がいけないのか人事担当責任者が中心となり

関係者全員で考え共通の理解をしあうことが重要

本籍というものは、同和関係者であることなどを理由と
した差別や、偏見を招くおそれがあることをはっきりと認識
しなければなりません。
本人の適正・能力に全く関係が無いことであり「人事の習
慣として事務的に調べている」ではすまされないことです。
その無意識の行為が多くの人々を不安にさせている事実
を厳しく考えてください。

Ⅳ－２ その質問どうしていけないの？

本籍

思想
信条

「思想」「信条」「宗教」「支持政党」等は、思想の自由、
信教の自由等憲法で保障された本来自由であるべき事項
であり、それを採用選考に持ち込むことが正しくないこと
は、ことさらに説明を要しないことと思います。

家族
の
職業

家族の職業などを聞くことは、応募してきた人の
適正や能力を考えるのではなく、本人の責めに帰すること
のできない問題によって判断るものし、個人の人権を尊重
しない考え方によって評価しようとすです。
予断と偏見にみちた「親がこうだから子もそうだ」式の考

え方は近代的な人事管理の考え方とかなり方向が異なる
のではないでしょうか。その結果が、就職差別につながると
したら、なおさら見過ごすことはできません。

Ⅳ 面接時における質問について

女性
限定
質問

女性に対してのみ結婚の予定の有無、子供が
生まれた場合の継続就労の希望の有無等について質問
することは、男女雇用機会均等法第5条違反。男女に同じ
質問した場合でも、男女いずれかを採用する目的で、一方
の性についてのみその返答を採用・不採用の判断要素と
する場合は同法同条違反。
交際相手の有無を聞く質問は、応募者のプライバシーを

侵害し、状況によってはセクハラと受け取られるおそれがあ
り、不適切な質問といえます。

14



Ⅳ－３ 適切な質問例

導入

• お待たせしました。どうぞ（いすに）掛けてください。お名前は○○さんですね。
•早朝からご苦労さまでした。今朝は何時頃起きられたのですか。（寒いのに）大変でしたね。
•待っている間、どんなことを考えていましたか。
•筆記試験は難しかったですか。
•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。など。

本質問１

•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。 ・どんな仕事をしてみたいと思いますか。
•当社に対して、どんな感じ（イメージ）を持っていますか。 ・当社はどんな製品を造っているか知っていま
すか。など。

本質問２

•自分の得意とする学科（科目）はなんですか。
•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。
•初対面の人の顔を覚えるのは早いほうですか、それとも苦手ですか。
•会社や家庭を訪問し、契約を取ったり、物品を販売するような場合、初めての人と話をすることが苦になり
ませんか。

•何か特技・資格はお持ちですか。（特技や資格がある場合には、種類や取得時期などについて質問す
る。）など。

応募者の緊張感をほぐ
すために、答えやすい
質問から開始

会社に対する関心

自己のＰＲに
関する事柄

Ⅳ 面接時における質問について

15



Ⅳ－３ 適切な質問例

情報交換

•残業があったりしますが、体力には自信がありますか。（専門的職業、技能工の採用の場合は、このほ
かに職務についての専門的な質問をします。 ）

• １か月、○時間くらい残業（出張）がありますがよろしいですか。
•県内、県外の営業所へ転勤することがありますが、よろしいですか。
• ３交替勤務で時間が不規則になりますが、通勤のことも考慮に入れて大丈夫ですか。
•仕事は立って（座って）することが多くなりますが、よろしいですか。
• こちらからお尋ねすることは以上ですが、何か質問又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

• 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、○日頃までに連絡します。ご苦労様でした。

職務の内容
労働条件等の説明

応募者の労をねぎらう
言葉をかけ面接終了

求職者等の個人情報の取扱いについて

職業安定法第5条の４では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で募集に応じて労働者に
なろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならい旨規定しています。
また、併せて、法に基づく指針（平成11年労働省告示141号）が公表され、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。

次の個人情報の収集は、原則認められません。

● 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれがある事項

・家族の職業、収入、本人の資産等の情報、容姿、スリーサイズ等の差別的評価につながる情報
● 思想及び信条：人生観、生活信条、支持政党、購読新聞、雑誌、愛読書
● 労働組合への加入状況：労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関す情報

Ⅳ 面接時における質問について
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Ⅴ 厚生労働省履歴書様式例について

17

厚生労働省では、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会

が、ＪＩＳ規格の解説の様式例において示していた履歴書の様式例の使用を推奨していた。

しかし、令和２年７月に日本規格協会が、ＪＩＳ規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除し

ため、公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、様式例（厚生労

働省履歴書様式例）を作成。

厚生労働省履歴書様式例とＪＩＳ規格様式例の相違点

①性別欄を「男・女」の選択ではなく任意記載欄に変更。未記載とすることも可能とする。

②「配偶者」「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」「通勤時間」の各欄を様式内に設けない

（各欄を削除する）こととする。

新たな履歴書の様式例

厚生労働省が作成した「様式例」を参考にして、公正な採用選考の取り組みをお願いします。
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履　歴　書 　 　　年　　  月 　　日現在 年 月

 氏　　名

※性別

 ふりがな  電話

（現住所以外に連絡を希望する場合のみ記入）

※「性別」欄：記載は任意です。未記載とすることも可能です。

月

月 学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

 電話

 連絡先　〒

年

年

 ふりがな

 現住所　〒

 ふりがな

学　歴・職　歴（各別にまとめて書く）

　　　　   年　　　月　　　日生　　（満　　歳）　　

 本人希望記入欄（特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入）

　志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど

免　許・資　格

写真をはる位置

写真をはる必要が

ある場合

1. 縦

横

2.本人単身胸から上

3.裏面のりづけ

「男・女」選択
から任意記載に
変更

記載内容の変更

新たな履歴書の様式例（厚生労働省履歴書様式例）


