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（1） 小 1人気職業にラクビー選手も  クラレアンケート 

＊小学校新 1年生に将来就きたい職業を聞いたアンケート結果。 

＊男の子の 18.8%が選んだ 1位「スポーツ選手」の内訳に、初めてラクビー選手。 

＊女の子の 1位は 26.0％の「ケーキ屋、パン屋」。 

＊男女ともにトップは 1999年の調査開始以降、22年連続で同じ。 

＊女の子は身近で接する機会の多い職業を選ぶ傾向。 

＊男の子の親が就かせたい職業の 1位は「公務員」、女の子は「看護師」で昨年

と同じ。 

新小学 1年生の就きたい職業 （）は昨年順位 

男の子 女の子 

①（１）スポーツ選手 ①（１）ケーキ屋・パン屋 

②（２）警察官 ②（２）芸能人・歌手・モデル 

③（３）運転士・運転手 ③（４）看護師 

④（４）消防・レスキュー隊 ④（３）花屋 

⑤（６）ＴＶ・アニメキャラクター ④（５）保育士 

⑥（５）研究者 ⑥（６）アイスクリーム屋 

⑦（７）ケーキ屋・パン屋 ⑦（８）医師 

⑧（８）医師 ⑧（７）教員 

⑨（９）大工・職人 ⑨（１０）警察官 

⑩（１２）ユーチューバー ⑩（９）美容師 

（2020 年 4 月 3 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 
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（2） 石綿被害歯止め どこまで  

全建材で飛散対策 義務化へ  作業員の安全確保 不十分 

＊石綿は鉱物から作った天然の繊維で、軽くて加工しやすく、鉱物の持つ耐

火性や断熱性、摩耗しにくいといった特徴。 

中脾腫発症の恐れ 

＊吸引すると深刻な病気を起こす恐れ。 

＊吸い込んでから発症するまで数十年の潜伏期間。 

＊2004 年には建材への使用は原則禁止。 

＊新たな規制では、石綿を少しでも使ったすべての建材に対策を義務付け。 

＊セメントやゴムなどほかの材質と混ぜた建材が対象。 

・石綿をセメントなどに混ぜ合わせて波状に加工した「スレート波材」など

が対象。 

＊政府は 3 月、建物の解体時に石綿を使ったすべての建材に飛散防止を義務

付けるよう大気汚染防止法の改正案を閣議決定。2021 年 4 月ごろに施行す

る見通し。 

＊規制が始まれば、解体工事などで対策が必要な建物の数は、現在の年間 2

万件から最大で 20 倍の約 40 万件まで増える見通し。 

＊飛散しないように水を散布したり、破砕せずそのまま取り外したりするこ

となども求めます。改善命令に従わない場合は、6 か月以下の懲役か 50 万

円以下の罰金。 

濃度測定は見送り 

＊濃度測定の義務化は見送られました。 

 

（2020 年 4 月 10 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

建設業と製造業で被害が多く 

建設業57.0％ 

製造業34.3％ 

運輸業2.0％ 

電気、ガス、水道など0.9％ 

鉱業0.1％ 

その他5.7％ 
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（3） 人口減少率 最大の 0.22％ 総務省推計  

昨年 1 億 2616 万人 

＊2019年 10月 1日時点の外国人を含む総人口は 2018年 10月より 276,000

人少ない 1 億 2616 万 7 千人。9 年連続の前年割れ。 

＊減少率は 0.22%で、1950 年以来最大。 

＊15~64 歳の「生産年齢人口」は 7507 万 2 千人。総人口に占める割合は 2018

年の 59.7％から 59.5%に減り、過去最低を更新。 

＊65 歳以上の高齢者は 3588 万 5 千人。総人口に占める割合は 2018 年の

28.1％を上回り、過去最高の 28.4％。 

＊出生児数は 896、000 人と、2018 年より 48,000 人減少。 

＊死亡者数は 12,000 人増の 1,381,000 人。 

＊総人口の自然減は 13 年連続。 

日本人の自然減、49 万人 

＊日本人の自然減は前年から 14%増の 49 万人で過去最多。 

＊75歳以上の人口は50万人超増えて、総人口の15%に迫り超高齢化が加速。 

（2020 年 4 月 15 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

 

 

 

 

（4） 電話応対 こうしたい 

話し方 必要情報を端的に   聞き方 自分の言葉で理解 

２コール以内で取るように   メールアドレス復唱注意 

＊電話のベルが鳴ったら 2 コール以内に取るように心がけます。 

＊相手の電話番号やメールアドレスはしっかり復唱します。 

＊相手のペースに合わせて話すことが重要です。 

＊ただ基本的には、電話は対面よりも伝わりにくいので、はっきりした口調

でゆっくり話すことが大事です。 

＊電話をする前に、目的を整理することが重要。何を聞き、何を話すか明確

に。 
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電話応対のコツ 

話し方 基本は「ゆっくり」。相手の状況に合わせて話すスピード

を調整。 

聞き方 知らない単語や聞き取りにくい言葉は聞き返す。ただし、

多すぎると相手が不快感を抱く可能性がある点に注意。 

上司への報

告 

相手の名前や部署をしっかりメモする。内容を咀嚼し、

自分の言葉で報告。参考資料も渡すとベター。 

取り次ぎ 不在の場合は行き違いがないよう、電話を受けた旨を確

実に伝える。 

（2020 年 4 月 22 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 

（5） 産業資材、在庫増の兆し  

3 月主要 9 品目中 3 品目プラス  生産調整遅れなら急増も 

＊主要な産業資材の在庫に増える兆し。 

＊3 月の国内出荷は 8 品目が前年実績を下回りました。 

＊在庫が増えたのはポリスチレン、印刷・情報用紙、針葉樹合板の 3 品目。 

＊針葉樹合板は 4 か月連続で在庫が増えました。 

＊需要は 4 月に一段と落ち込む見通し。 

（2020 年 4 月 29 日 日本経済新聞記事より抜粋・引用） 

 


