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事業報告書 

 

指定試験機関名：特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会 

検定職種：キャリアコンサルティング 

事業年度：平成 28年度（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日） 

 

事   項 状    況 

実施した技能検定の概要 別紙 1「技能検定実施結果報告書」のとおり 

１ 試験科目の認定等 

(1) 指定試験機関技能検定委員

の選任の状況 

【能開則第 63条の 9第 3項及び

第 4 項に関する事項についての

状況】 

 

指定試験機関技能検定委員 152名（別紙 2―技能検定委員名簿） 

うち、試験問題作成委員  103名 

   実技試験採点委員  96名 

 

うち、当該事業年度において 

   新規に選任した者      9名 

   試験業務等に変更があった者 0名 

   解任した者         0名 

(2) 試験問題等の作成等の状況 

【能開則第 63 条の 9 第 1 項に

関する事項についての状況】 

 

試験問題の作成方針、受検要綱作成方針及び試験問題の水準調整

のため、技能検定委員会を次のとおり合計 27回開催した。 

そのうち、 

学科試験問題作成に係るもの 19回 

実技試験問題作成に係るもの  8回 

(3) 試験問題の水準調整会議の

開催状況 

【能開則第 63 条の 9 第 1 項に

関する事項についての状況】 

 

前期については平成 28年 6月 5日及び同月 9日、10日、13日、

16 日、24 日東京都港区において計 6 回開催し、後期については平

成 28年 12月 4日及び同月 5日、6日に東京都港区において、平成

29 年 1 月 8 日に大阪府大阪市、同月 9 日に東京都渋谷区において

開催し、計 5回開催した。 

２ 技能検定試験の実施等 

(1) 公示・公表の状況 

① 実施公示の状況 

【技能検定実施計画において

規定される指定試験機関が行

う実施公示の状況】 

 

運営するホームページ上において、平成 28 年 1 月 7 日から掲載し

公示した。また、受検案内、ポスター及びリーフレットを作成し、

全ての受検対象者に対して行き渡るよう、各都道府県、労働局、関

係団体等に配布し、周知を図った。 
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② 実技試験問題の概要、

合否基準並びに試験問

題及びその正答の公表

の状況 

【規則第 63 条の 6 第 2 項に関

する事項のうち、公表に関する

計画】 

 

運営するホームページ上において、次のとおり掲載し公表した。 

前期＜2級＞ 

  実技（論述）試験問題の概要の公表：平成 28年 4月 1日 

  実技（論述）試験問題の公表   ：平成 28年 6月 20日 

  実技（面接）試験実施概要の公表 ：平成 28年 8月 1日 

  合否基準の公表         ：平成 28年 4月 1日 

後期＜1級及び 2級＞ 

  実技（論述）試験問題の概要の公表：平成 28年 9月 7日 

  学科・実技（論述）試験問題の公表 ：平成 28年 12月 12日 

  学科試験問題正答の公表     ：平成 28年 12月 12日 

  実技（面接）試験実施概要の公表(1級)：平成 29年 2月 27日 

  実技（面接）試験実施概要の公表(2級)：平成 29年 2月 6日 

  合否基準の公表         ：平成 28年 4月 1日 

また、各受検者に対する受検票の送付に併せて、実技（面接）試

験問題の概要について通知した。 

 

(2) 受検申請書の受付の状況 

【法第 47 条第 1 項に関する事

項についての状況】 

 

前期＜2級 学科試験・実技試験＞ 

受付期間：平成 28年 4月 11日～4月 22日 

受付受検申請数：3,056件 

後期＜1級及び 2級 学科試験・実技試験＞ 

受付期間：平成 28年 9月 21日～10月 5日 

受付受検申請数：1級 917件、2級 2,989件 

(3) 受検資格審査及び試験免除

資格審査の状況 

【能開則第 64条の 7及び第 65

条の 2の運用状況】 

 

受検資格審査及び試験免除資格の審査結果 

 前期 

2級：不受理となったのは 10件で、3,046件が受検資格及び試

験免除資格の要件に合致した。 

     学科試験免除申請      1,283件 

実技試験免除申請        130件 

後期 

1 級：不受理となったのは 2 件で、915 件が受検資格の要件に

合致した。 

     学科試験免除申請       302件 

     実技試験免除申請       13件 

2 級：不受理となったのは 9 件で、2,980 件が受検資格及び試

験免除資格の要件に合致した。 

     学科試験免除申請       1,686件 

     実技試験免除申請         57件 
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両方免除申請：学科試験、実技試験両方免除申請が 10件（1級）、

11件（2級）あり、試験免除資格の要件に合致した。 

(4) 受検票等の交付に係る状況 

【法第 47 条第 1 項に関する事

項についての状況】 

  

 申請事項が適正なものに対して、前期については平成 28年 6月 2

日に、後期については平成 28 年 11 月 24 日に受検票を受検者あて

発送した。 

(5) 実技試験の実施の状況 

【法第 47 条第 1 項に関する事

項についての状況】 

 

 別紙 1「技能検定実施結果報告書」のとおり 

(6) 学科試験の実施の状況 

【法第 47 条第 1 項に関する事

項についての状況】 

 

別紙 1「技能検定実施結果報告書」のとおり 

(7) 試験の合否判定等の状況 

【法第 47 条第 1 項に関する事

項についての状況】 

 

合否判定基準に基づき、次のとおり合格判定した。 

 前期 

2級： 483名 

 後期 

  1級： 62名 

2級：391名 

  両方免除申請による合格判定 

  1級： 10名            

  2級： 11名           （計 957名合格） 

(8) 合格者の発表等の状況 

【法第 47 条第 1 項に関する事

項についての状況】 

 

前期については、平成 28年 8月 24日の厚生労働省による技能検定

の合否決定に基づき、平成 28 年 9 月 1 日に合格通知を合格者あて

発送した。また、後期については、平成 29年 3月 15日の厚生労働

省による技能検定の合否決定に基づき、平成 29年 3月 16日に合格

通知を合格者あて発送した。 

(9) 合格証書の交付等の状況 

【法第 49条、能開則第 68条の

2 に関する事項についての状

況】 

 

1 級キャリアコンサルティング作業に係る合格証書については、

厚生労働省より 140枚の送付を受け、そのうち以下の通り作成し、

合格者あて送付した。 

後期：62枚（平成 29年 4月 7日送付） 

両方免除申請者：10名（平成 29年 4月 7日送付） 

2 級キャリアコンサルティング作業に係る合格証書については、

以下のとおり作成し、合格者又は団体経由申込先の責任者あて発送
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した。 

前期：483枚 (平成 28年 10月 4日送付) 

後期：391枚（平成 29年 4月 7日送付） 

両方免除申請者：11枚 

(平成 28年 10月 4日、平成 29年 4月 7日送付) 

３ その他 

(1) 秘密保持義務、業務制限等

の周知計画 

 

 

秘密保持義務、秘密事項の範囲、秘密資料の適切な取扱い及び業

務制限について、役職員に対しては平成 28 年 4 月試験業務規程及

び「秘密保持に関する規程」の配布・説明によって周知した。 

技能検定委員に対しては、平成 28 年 4 月の技能検定委員委嘱に

際して、別紙 3「検定委員の守秘義務と業務制限」に関する書面の

配布によって周知した。 

 (2) 試験業務に関する内部監

査の実施状況 

 

平成 29年 3月 30日に当協議会職員久保真一が、キャリアコンサ

ルティング技能検定試験業務に関する監査を行った。監査結果は別

紙 5のとおり。 

(2) 合格証書の再交付等の状況 

【法第 49条、能開則第 69条に

関する事項についての状況】 

 再交付の申請に基づき、1級については 0件、2級については 

45件の再交付を行った。 

 



別紙１

１　実施日程

実施回 等級
学科・
実技

受検申請
受付期間

合格発表

学科

実技
（論述）

実技
（面接）

学科

実技
（論述）

実技
（面接）

学科

実技
（論述）

実技
（面接）

２　試験実施会場

札幌市 大阪市

仙台市 広島市

豊島区 福岡市

名古屋市

札幌市 大阪市

仙台市 大阪市

渋谷区 大阪市

中央区 広島市 広島オフィスセンター

名古屋市 福岡市 福岡商工会議所

札幌市 北農健保会館 吹田市 関西大学

仙台市 広島市

品川区 立正大学 福岡市 南近代ビル

名古屋市

渋谷区 大阪市

千代田区 大阪市 日本産業カウンセラー協会関西支部

大阪市

札幌市 北農健保会館 吹田市 大阪市立大学

仙台市 広島市 広島YMCA国際文化センター

新宿区 福岡市 南近代ビル

名古屋市 名古屋市立大学

札幌市 ACU-A 大阪市

仙台市 ショーケー本館ビル 大阪市

渋谷区 フォーラムエイト 広島市

中央区 福岡市 福岡商工会議所

名古屋市 熊本市 TKPガーデンシティ熊本

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

ウインクあいち

学科
・
実技
（論述）

福岡県中小企業センター

広島YMCA国際文化センター

平成29年3月16日

第17回
（後期）

2級

学科
・
実技
（論述）

TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター

学科・
実技

ハーネル仙台

実施回

日本産業カウンセラー協会関西支部

TKP名古屋伏見ビジネスセンター

大阪市立大学

エッサム神田ホール2号館

宮城県建設産業会館

　平成28年

　9月7日～10月5日

名古屋市立大学

試験会場 地区

　平成28年

　9月21日～10月5日

試験日・期間

　平成28年

　7月2日～7月31日

平成28年度技能検定実施結果報告書

公示日及び
受検案内・申請書

配布期間

第16回
（前期）

2級
　平成28年

　4月1日～4月22日

　平成28年

　4月11日～4月22日

平成28年6月19日

平成28年9月1日

たかつガーデン(大阪府教育会館)

大阪コロナホテル

フォーラムエイト

TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター

平成28年12月11日

TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター

平成28年12月11日

　平成29年

　1月7日～2月5日

北農健保会館

第6回
（後期）

1級

第17回
（後期）

2級

等級

平成28年12月11日

平成28年12月11日

　平成29年

　2月4日～2月26日

地区 試験会場

たかつガーデン（大阪府教育会館）

実技
（面接）

広島大学　東千田未来創生ｾﾝﾀｰ

仙台青葉カルチャーセンター

名古屋市立大学

広島YMCA国際文化センター

実技
（面接）

フォーラムエイト

TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター

たかつガーデン（大阪府教育会館)

第6回
（後期）

1級

実技
（面接）

ＡＣＵ／アキュ研修室

ハーネル仙台

2級
第16回
（前期）

学科
・
実技
（論述）

学習院大学


