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はじめに

本テキストは、新ジョブ・カードの作成支援に関わる「ジョブ・カード作成アドバイザ

ー（*）」を養成するために、新ジョブ・カード制度の内容、新ジョブ・カードの作成支援や

就職支援、キャリア形成支援の仕方などについて理解していただくために編纂されたもので

す。
*平成２７年９月以前のジョブ・カード制度における「登録キャリア・コンサルタント」は、平成２７年１０月以降

の新制度において「ジョブ・カード作成アドバイザー」となり、名称・役割が変わりました。

新ジョブ・カード講習は、

① 新ジョブ・カード制度の目的と仕組みを理解する、

② 新ジョブ・カードを効果的に機能させる実務力（新ジョブ・カードを活用したキャ

リアコンサルティングにより、相談者の能力開発意識と就業意識を高める力）を習

得する

③ 関連制度について理解する

ことを主たる目的とし、受講者の皆さんが新ジョブ・カード制度について理解し、有効

に活用していただけるように簡潔にまとめています。

本テキストが、新ジョブ・カード制度の意義やその仕組みの理解に役立つとともに、ジ

ョブ・カード作成アドバイザーにとって効果的な活用の手引きとなり、ひいては多くの人の

キャリア形成の一助となれば幸いです。
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第Ⅰ部 

新ジョブ・カード 

制度の概要 
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1.新ジョブ・カード制度とは

新ジョブ・カードは、個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等の促進を目的

とした、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールです。 

新ジョブ・カードの活用により、相談者のキャリアの振り返りやキャリア・プランの検討

などをきめ細かく行うことができ、また、各様式の作成を通して職業能力の棚卸しや職業生

活設計等を行うことができます。その結果、職業能力を見える化することができ、求職活動

時や訓練受講時等に職業能力証明のツールとして活用することができます。新ジョブ・カー

ドは、労働市場インフラとして、一般の求職者～在職者～学生など幅広い方を対象に、求職

活動、職業能力開発などさまざまな場面で用いることができます。また、電子化することに

よって、これまでの職業経験や、職業能力証明などの情報を蓄積・管理しやすくなることか

ら、求職活動時等にその情報を自らが抽出・編集して職業能力証明に活用するなど、活用の

幅が広がることが期待されています。 

※ジョブ・カード制度は、平成 27 年 10 月から新制度に移行しました。本テキストでは、

平成 27 年 10 月以降のジョブ・カード制度を「新ジョブ・カード制度」、平成 27 年 9月末ま

でのジョブ・カード制度を「ジョブ・カード制度」と記載しています。 



3 



4 

2.新ジョブ・カードの構成、様式

(1)全体の構成 
訓練受講者のみならず、在職者、求職者、学生を含むさまざまな個人が、入職段階から職業

生活を通じて、職業経験の棚卸し、職業能力証明などの関係情報を、様式ごとに独立させて蓄

積・保存し、自ら抽出・編集して活用することができます。 

また、作成者自らが容易に活用できるよう、原則、電子化して蓄積することとしています。 

(2)様式について 
新ジョブ・カードの様式は大きく３つ（キャリア・プランシート、職務経歴シート、職業能

力証明シート）に分かれています。各様式の用途は以下のとおりです。 

① 様式１：キャリア・プランシート

様式１－１ キャリア・プランシート（就業経験がある方用） 

就業経験のある方が、自身のキャリア・プラン（職業生活設計）1等を記入します。 

個人の希望により、ジョブ・カード作成アドバイザー等がキャリアコンサルティングを行った場合、

その結果等を記載する『キャリアコンサルティング実施者の記入欄』があります。 

なお、助成金の中には、ジョブ・カード作成アドバイザーによるキャリアコンサルティングの結果

等を記入した新ジョブ・カードが申請書類として必須となるものがあります。 

様式１－２ キャリア・プランシート（就業経験のない方、学卒者等用） 

就業経験のない方等が、学校等でのこれまでの経験やそこから得られたことを踏まえて自身のキャ

リア・プラン（職業生活設計）等を記入します。 

個人の希望により、ジョブ・カード作成アドバイザーや教員がキャリアコンサルティング等を行っ

た場合、その結果等を記載する『キャリアコンサルティング実施者の記入欄』があります 

②様式２：職務経歴シート

自身の職務経歴を記入します。キャリア・プランニングのために職業経験の棚卸しを行うためのツ

ールであるとともに、必要に応じて、自身が記入した内容を企業の担当者に確認、署名・押印を依頼

することにより、「職業能力証明」のツールとして活用することもできます。なお、企業の担当者の

署名・押印がなくても、応募書類に追加添付する等の活用ができます。 

また、ジョブ・カード作成支援ソフトウェアにおいて作成した場合は、入力情報を抽出・編集し、

ＪＩＳ規格の様式例に基づいた履歴書、職務経歴書を作成するために用いることもできます。 

なお、職業経験のない方は作成する必要はありません。 

1 キャリア・プラン（職業生活設計）とは、職業生活における将来の目標を定めたうえで、それを実現するための

計画のことです。このキャリア・プランを作成することを「キャリア・プランニング」といいます。
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③様式 3：職業能力証明シート

様式３－１ 職業能力証明（免許・資格）シート 

作成者本人が取得している免許や資格について記入します。キャリア・プランニングのための自己

理解等の際に活用するとともに、「職業能力証明」のツールとして応募書類に追加添付する等の活用

もできます。 

また、ジョブ・カード作成支援ソフトウェアにおいて作成した場合は、入力情報を編集し、ＪＩＳ

規格の様式例に基づいた履歴書、職務経歴書を作成するためにも用いることができます。 

様式３－２ 職業能力証明（学習歴・訓練歴）シート 

作成者本人の学校等での学習実績や職業訓練等の訓練実績を記入します。キャリア・プランニング

のための自己理解等の際に活用するとともに、「職業能力証明」のツールとして応募書類に追加添付

する等の活用もできます。 

また、ジョブ・カード作成支援ソフトウェアにおいて作成した場合は、入力情報を編集し、ＪＩＳ

規格の様式例に基づいた履歴書、職務経歴書を作成するためにも用いることができます。 

様式３－３ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート 

訓練受講者や在職者に対して、教育訓練の成果の評価、職場での仕事振りの評価を、教育訓練機関・

企業の評価担当者が記入します。キャリア・プランニングのための自己理解等の際に、個人が本シー

トにより自己チェックを行います。また、「職業能力証明」のツールとして応募書類に追加添付する

等の活用もできます。 

新ジョブ・カード様式一覧 

様 式 名  称 
様式１－１ キャリア・プランシート（就業経験がある方用）

様式１－２ キャリア・プランシート（就業経験のない方、学卒者等用）

様式２ 職務経歴シート 

様式３－１ 職業能力証明（免許・資格）シート

様式３－２ 職業能力証明（学習歴・訓練歴）シート

様式３－３－１－１ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート（企業実習・OJT 用）

様式３－３－１－２ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート（在職労働者の実務経験の評価用） 

様式３－３－２－１ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート（離職者訓練（高齢・障害・求職者雇用支援機

構）用） 
様式３－３－２－２ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート（離職者訓練（都道府県等）用） 

様式３－３－２－３ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート（学卒者訓練用）

様式３－３－３ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート（求職者支援訓練用）

様式３－３－４ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シート（科目ごとに評価している教育訓練用）
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新ジョブ・カードの各様式は、下記の図のように各場面で活用できます。 
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用に供されるものを持って作成することができます。
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 3.新ジョブ・カードの作成者等 

(1)概要 
新ジョブ・カードを作成するのは、基本的に、新ジョブ・カードを利用する本人となります。 

ただし、能力評価に関わる様式は、教育訓練機関や企業等の評価担当者が記入することにな

ります。 

作成した新ジョブ・カードは作成者本人が所有・管理し、作成した情報のうちどの情報を企

業等に提出するかは、原則本人の意思に委ねられることになります。 

 

※従前のジョブ・カード制度では、ジョブ・カードを活用するためには登録キャリア・コン

サルタントによるキャリアコンサルティングを受けることが必要でしたが、新ジョブ・カード

制度におけるジョブ・カードは、あくまでも個々人が自分のキャリア形成のためのツールとし

て自ら作成するものであるため、ジョブ・カード作成アドバイザー（旧名称：登録キャリア・

コンサルタント）によるキャリアコンサルティングは新ジョブ・カードの作成を支援するもの

として位置づけられています。このため、本人の希望によりキャリアコンサルティングを実施

します。 

 

(2)キャリアコンサルタントの役割・位置付け 
前述のとおり、新ジョブ・カードを作成するのは基本的に作成者本人ですが、記入に困る場

合など必要に応じて、キャリアコンサルティング等の支援を受けながら作成します。キャリア

コンサルタントは、キャリア形成に関する知見に基づき、必要に応じて、個々の労働者等の自

己理解・仕事理解をはじめ、キャリア・プランの作成等を支援することが期待されています。 

ここでいうキャリアコンサルタントとは、職業能力開発促進法における「キャリアコンサル

タント」（ただし、平成 28 年３月までの間は、標準レベルのキャリアコンサルタント（養成モ

デルカリキュラム（140 時間）を満たす養成講座の受講等を経てキャリア・コンサルタント能

力評価試験に合格した者等）又はキャリア・コンサルティング技能士）を指します。 

なお、キャリアコンサルティングの結果等をジョブ・カードに記載することができるのは、

基本的には、ジョブ・カード作成アドバイザーのみとなります。キャリアコンサルタントであ

って新ジョブ・カード講習の内容を学んだ方は必要に応じて所定の手続きを行い、ジョブ・カ

ード作成アドバイザー証を取得してください。 

※厚生労働省では「キャリア・コンサルネット」を開設し、キャリアコンサルタントの方か

ら登録いただいた情報を掲載することにより、キャリアコンサルタントへの相談を希望する方

とキャリアコンサルタントとをつなぐ支援をしています。キャリアコンサルタントの方はキャ

リア・コンサルネットへの登録をご検討ください。 

（URL：https://www.c-consulnet.jp/html/top.html） 

 

(3)ジョブ・カード作成アドバイザーの役割・位置付け 
「ジョブ・カード作成アドバイザー」は、新ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルテ

ィングを実施することができる方のことです。新ジョブ・カードはあくまで作成者本人が作成・

所有するものですが、より有益な内容とするために必要なアドバイスを行い、ジョブ・カード

の作成支援を行うことが期待されます。 
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なお、ジョブ・カード作成アドバイザーであって、キャリアコンサルタントではない方は、

キャリアコンサルタントと同等以上のキャリアコンサルティングのスキル、知識等を有してい

ない状況にあることから、新ジョブ・カードの作成支援をより効果的に行うため、キャリアコ

ンサルタントになることを目指すことが望まれます。 

※「ジョブ・カード作成アドバイザー」は、以前は「登録キャリア・コンサルタント」とい

う名称でしたが、職業能力開発促進法におけるキャリアコンサルタント等と区別するため、平

成 27 年 10 月に「ジョブ・カード作成アドバイザー」に名称変更されました。 

(4)その他（企業担当者や大学等の教員等） 
新ジョブ・カードは、在職者や学生なども活用することができます。 

企業においては、新ジョブ・カードを、在職者のキャリア・プランニング及び職業能力評価

のツールとして活用することが期待されます。 

具体的には、「様式１－１ キャリア・プランシート（就業経験がある方用）」を用い、仕事

を通して実現したいことは何か、自分はどう在りたいのか、その実現のために何を身につけて

いくかなどを、相談者自らが認識していくことで、当人が主体的に行動していく意欲を引き出

すようなキャリアコンサルティングを行います。 

また、「様式２ 職務経歴シート」を用い、在籍している企業におけるこれまでの職務経験を

整理することにより、自身の職業能力の理解を深めることができます。なお、様式２には企業の

人事担当者等による証明欄があります。希望する場合は人事担当者等に内容の証明を求めること

ができ、これによって職業能力証明のツールとしても活用できます。証明欄はジョブ・カード作

成アドバイザーではなく、企業の人事担当者等が確認・署名押印します。 

さらに、企業の担当者等は「様式３－３－１－１ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シー

ト（企業実習・ＯＪＴ用）」や「様式３－３－１－２ 職業能力証明（訓練成果・実務成果）シ

ート（在職労働者の実務経験の評価用）」などを用いて、実務経験を通じて発揮されてきた職

業能力を評価・記入することにより、当人の職業能力の見える化を図り、以降の職業能力開発

での活用を支援することが期待されます。 

■生涯を通じたキャリア・プランニングのツールとしての新ジョブ・カードの記入・活

用の流れ（１．就業経験がある方の場合） 

○自らの職業経験を「職務経歴シート」に記入し、職業経験や得られた知識・技能などを

振り返り

○所有する資格・免許を「職業能力証明（免許・資格)シート）」に記入

○学習・訓練歴を「職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート」に記入

○成功体験、得意・不得意なことなどを「キャリア・プランシート」に記入

→記入に困る場合などは、ジョブ・カード作成アドバイザー等へ相談

自己理解（能力、課題等の理解、職業経験の振り返り） 

（次ページへ続く） 

○業界、職業、労働市場（求人・求職)、スキル等に関する情報を、「ジョブ・カード制度

総合サイト」等から収集

仕事理解 
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大学等では、新ジョブ・カードを、学生が生涯を通じて活用するキャリア・プランニングの

ツールとして、キャリア教育等の観点から活用することが期待されます。 

したがって、学生のキャリア形成に関わる際は、「様式１－２ キャリア・プランシート（就

業経験のない方、学卒者等用）」を用い、将来就きたい仕事や将来に向けた思いは何か、その

実現のために身につけていくことは何かなどを相談者自らが認識し、当人の主体的な行動を引

き出すようなキャリアコンサルティングを行います。 

また、相談者に変化が見られた場合など新ジョブ・カードに記載しておくことが今後の本人

のキャリア形成に有益である等の場合は、『キャリアコンサルティング実施者の記入欄』にジ

ョブ・カード作成アドバイザーや教員等キャリアコンサルティング実施者がその内容を記載し

ます。 

■生涯を通じたキャリア・プランニングのツールとしての新ジョブ・カードの記入・活

用の流れ（２．就業経験のない方、学生等の場合） 

○目標とする職業、職務、働き方などを、「キャリア・プランシート」に記入

→記入に困る場合などは、教員、ジョブ・カード作成アドバイザー等へ相談

自分のキャリア・プランの作成 

○学校の過程等で学んだこと・得られたことを、「キャリア・プランシート」に記入

○社会体験等で学んだこと・得られたことを、「キャリア・プランシート」に記入

○興味・関心事項などを、「キャリア・プランシート」に記入

○得意・不得意なことなどを、「キャリア・プランシート」に記入

○所有する資格・免許を、「職業能力証明（免許・資格）シート」に記入

→記入に困る場合などは、教員、ジョブ・カード作成アドバイザー等へ相談

自己理解 

（前ページより） 

○目標とする職業、職務、働き方、このためのスキル、能力開発等を「キャリア・プラン

シート」に記入し、キャリア・プランを作成

→記入に困る場合などは、ジョブ・カード作成アドバイザー等へ相談

→教育訓練、助成金等の支援措置などに関する情報を「ジョブ・カード制度総合サイト」

等から収集

自分のキャリア・プランの作成 
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個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進するため、新ジョブ・カードが、「生涯を通

じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担う労働市場インフラとして活用されること

を目指して、下記を目標  

①「ジョブ・カード取得者数を 2020 年に 300 万人にする」（ジョブ・カード取得者と新ジョブ・カードに

よる新規の取得者（見直し前のジョブ・カード取得者を除く。）の合計数） 

②新たなジョブ・カードの取得が自らの職業能力の向上などに貢献するとした者の割合を７割以上

③職業能力証明(訓練成果・実務成果）シート等を有し就職活動を行う者のうち、当該シート等を応募書類

として活用した者の割合を 2020 年までの間増加 

（目標） 

① 国（文部科学省、厚生労働省、経済産業省） ：

 ・関係者に対する周知・理解の促進、電子化のためのソフトウェアの提供、サイトによる情報提供等 

② 都道府県労働局 ：

 ・関係機関から構成される地域のジョブ・カード運営本部の設置･運営  

 ・業界団体、教育訓練機関等の関係者に対して役割、活用方法、助成金における活用のインセンティブ

措置、法及び法に準じて離職予定者に対して交付する書面の新ジョブ・カード活用等の新たな活用方

法等を説明等  

③ 公共職業安定所 ：

 ・時間をかけて、職業相談･紹介を行う求職者への新ジョブ・カードの活用  

 ・公共職業訓練等の受講指示等に際しての新ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの促

進 

 ・職業能力証明(訓練成果・実務成果)シートを有する求職者への応募書類としての活用・必要に応じた

応募先企業の活用促進 

④ ジョブ・カードセンター（委託事業：各都道府県及び主要都市等に合計約 100 センター）：

 ・周知・広報、雇用型訓練実施企業の開拓･支援、新ジョブ・カードを応募書類等として活用する企業の

開拓等  

 ・新ジョブ・カードを活用した在職労働者の実務経験の評価、キャリアコンサルティング等を実施する

企業の開拓･支援 

⑤ 高齢･障害･求職者雇用支援機構、都道府県、委託訓練・求職者支援訓練実施機関 ：

・新ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施及び訓練成果の評価 

・応募書類としての新ジョブ・カード活用を訓練生及び応募先企業に対して説明  

⑥ その他の教育訓練機関：教育訓練の成果の新ジョブ・カードへの記入の促進

⑦ 大学等：学生のキャリア･プランニングのツールとしての必要に応じた活用

⑧ 企業：必要に応じたキャリア･プランニング及び職業能力証明のツールとしての活用

⑨ 地域若者サポートステーション等：必要に応じた新ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティ

ング 

⑩ 職業紹介事業者：必要に応じた新ジョブ・カードの応募･採用時の書類としての活用

（推進体制） 

4.新ジョブ・カード制度の普及促進方策等

新ジョブ・カードは、広く求職者・在職者・学生等を対象として普及を図ることとし、ジョ

ブ・カード取得者数を平成 32 年までに 300 万人に到達させることを目標としています。 

■普及促進方策等について
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トピックス１ ジョブ・カードの歴史・変遷 

ジョブ・カード制度は、平成 20 年度に「職業能力形成システム」（ジョブ・カード制度）として、

構築され、職業能力形成の機会に恵まれなかった人や、子育て終了後の女性など離職期間が長いこ

と等により非正規労働者にとどまらざるを得ない状況にある人に対して、 

①ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施 

②企業実習と教育訓練機関等における座学を組み合わせた実践的な職業訓練の受講機会の提供 

③ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングにより整理された職務経歴等のほか訓練

修了後の職業能力評価の情報を取りまとめた「ジョブ・カード」の就職活動等における活用 

を促進することにより、安定的な雇用への移行等を促進することを目的とした制度でした。 

しかしながら、近年、急速な技術革新、顧客ニーズの変化等が進展し、労働市場から求められる

職業能力は変化し、これまで蓄積してきた技能等も陳腐化が進み、個々の労働者の状況に応じた「職

業能力開発」が一層重要になっています。さらに産業構造、職業構造の変化等も進み、個人のキャ

リアアップやキャリアチェンジ、円滑な就職支援、多様な人材の雇用機会を得ることなどが重要な

課題となっています。 

このため、個々の職業能力開発、キャリアアップ、多様な人材の希望に応じた必要な分野への円

滑な就職等を実現するために、「個人主導のキャリア形成」、「職業人生を通じた職業能力開発」

「職業能力のものさし整備による能力の適正な評価と職業能力の見える化」を図ることが重要とな

ってきました。 

このような中、従前のジョブ・カード制度の見直しが行われ、「生涯を通じたキャリア・プラン

ニング」及び「職業能力証明」の 2つのツールとして、平成 27 年 10 月から新制度がスタートしま

した。 

 

トピックス２ 新ジョブ・カード制度関連ＵＲＬ 

§ジョブ・カード制度総合サイト 

新ジョブ・カードの使用方法、関係する教育訓練、職業能力評価、キャリアコンサルティング等

に関する情報提供を行います。様式もダウンロードできます。平成27年10月から一部運用が開始さ

れ、同年 12 月から全面的な運用が開始されます 

http://jobcard.mhlw.go.jp （変更となる場合があります） 
 

§「キャリア・パスポート（仮称）構想委員会」 最終報告書 

ジョブ・カード制度の見直し過程や新ジョブ・カード制度の構想などを知ることができます。 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000071620.html 
 

§ジョブ・カード講習案内 

ジョブ・カード作成支援件数報告の説明やジョブ・カード制度改訂等の情報が掲載されていま

す。 

http://www.job-card.jp/ 
 

§厚生労働省 「経験能力評価基準」 

アルバイト等の職業経験により培われた職業能力を、客観的に把握･評価できるよう、具体的な

「職務行動」の形で抽出し、事業主の求めるニーズや一般職務における成果につながる行動特性（コ

ンピテンシー）の観点で整序し、まとめられたもの。 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokunou/keiken/keiken01.html 
 

§中央職業能力開発協会「職業能力評価基準」 

仕事上の成果につながる行動と、そのために必要な技能・技術および知識を職務別に記述したも

ので、新ジョブ・カード様式３－３の各職業能力証明シートの項目作成の参考となるものです。 
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http://www.javada.or.jp/ 
※同協会が作成したモデル評価シート、モデルカリキュラムは厚生労働省のホームページ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/jobcard05.html 
に掲載されています。 

§ジョブ・カードセンター「ジョブ・カード制度推進事業（委託事業）」

雇用型訓練を中心に、主に企業向けの情報を掲載しています。 

http://www.jc-center.jp/ 




