高年齢者雇用アドバイザーの募集について

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）では、全国（４７都道府県）に高年
齢者雇用アドバイザー（以下「アドバイザー」という。）を委嘱・配置して、事業主等に対し、高齢者の雇用管
理に関する諸問題を解決するため、賃金・処遇・職場改善などの条件整備に関する相談・援助を行っています。
この度、平成３０年４月（予定）より新たに委嘱するアドバイザーを募集いたしますので、ご希望の方は下記
をお読みのうえ、該当する応募窓口（問い合わせ先）にご応募ください。
なお、アドバイザーになるためには、機構がアドバイザー資格を認定・付与するために実施する「高年齢者雇
用アドバイザー資格認定講習」（以下「資格認定講習」という。）を受講いただく必要がありますのでご留意願
います。（アドバイザーと機構との間には直接雇用関係はございません。）

記
１

アドバイザーを募集する区域及び募集人数

（１） 北海道

・・・・

３名

（２） 秋田県

・・・・

１名

（３） 山形県

・・・・

２名

（４） 福島県

・・・・

２名

（５） 茨城県

・・・・

１名

（６） 栃木県

・・・・

１名

（７） 群馬県

・・・・

１名

（８） 埼玉県

・・・・

募集は終了しました。

（９） 千葉県

・・・・

募集は終了しました。

（１０）東京都

・・・・ １３名

（１１）神奈川県

・・・・

２名

（１２）新潟県

・・・・

１名

（１３）富山県

・・・・

１名

（１４）福井県

・・・・

１名

（１５）長野県

・・・・

２名

（１６）岐阜県

・・・・

２名

（１７）静岡県

・・・・

５名

（１８）愛知県

・・・・

３名

（１９）京都府

・・・・

１名

（２０）大阪府

・・・・

募集は終了しました。

（２１）兵庫県

・・・・

１名

（２２）香川県

・・・・

１名

（２３）愛媛県

・・・・

１名

（２４）熊本県

・・・・

２名
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（２５）宮崎県

・・・・

１名

（２６）鹿児島県

・・・・

１名

２

資格認定講習実施日程・場所等（予定）

（１）日

程

平成３０年２月２８日（水）～ ３月２日（金）（３日間）
（２）場

所

機構 障害者職業総合センター［〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉 3-1-3］
（３）受講者の要件（必要とされる資格などの要件）

次のイからホまでに該当する者であること。
イ アドバイザー業務を遂行するために必要な賃金・人事処遇、能力開発又は職場改善・職域開発等の領
域に関する専門知識、資格又は実務経験を有し、次の（イ）から（ハ）までのいずれかに該当する者であ
って、事業主による条件整備への自主的な取組を促進する具体的かつ実践的な相談・援助を行うため
のコンサルティングに関する経験を有している者
（イ） 賃金・退職金制度、人事労務管理制度、職場改善、従業員の能力開発若しくは健康管理等に関
する実践的な研究に従事してきた学識経験者、経営コンサルタント又は中小企業診断士若しくは社
会保険労務士等の資格を有する者であって、高年齢者雇用確保措置の導入等高年齢者の雇用促
進に係る諸問題に精通した者
（ロ） 企業の人事・労務担当経験者で高年齢者雇用確保措置の実施の経験と知識を有する者
（ハ） 上記（イ）又は（ロ）の者と同等以上の能力を有すると認められる者
ロ 生涯現役社会の実現に向けて「年齢にかかわりなく働くことができる企業」の普及・促進への理解及び
見識を有する者
ハ アドバイザー制度の趣旨を理解し、その役割を実践的かつ的確に遂行する意欲と能力を有するととも
に、アドバイザーとしての取り組み事例の機構への提供、専門性及び対応力等の向上について自ら研鑚
する意欲を有する者
ニ アドバイザー業務の実施について機構の定めにより行う者であることはもとより、アドバイザーの公的性
格を理解し、他の法令及び社会規範についても遵守する、高い倫理観と良識を有する者
ホ パソコン等のＯＡ機器及びソフトウェア（Microsoft Word 及び Microsoft Excel 等）並びに電子メール及
びインターネットを自ら適切に利用する知識・技能及びセキュリティ対策が施された機器等を有する者
（４）資格認定講習受講料
無 料
（５）そ の 他
資格認定講習実施場所までの往復の交通費につきましては、機構の規定に基づき機構が負担いたします。（資
格認定講習受講後に、受講者側の都合により委嘱を受任いただけない場合、当該旅費を返還いただく場合がござ
いますので、ご承知おきください。）
３

講習受講者の選考・決定
ご応募いただいた方の中から、書類審査と面談により選考・決定いたします。

４

応募方法・面談日時等
各都道府県の応募窓口（下記８）までお問い合わせ願います。
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５

アドバイザーの業務
アドバイザーとして委嘱された方には、事業主等の方々に対し、以下に掲げる業務を行っていただきます。
なお、業務を行った際には、それぞれ定められた方法、様式により、期日までの報告が必要となります。

（１）相談・助言サービスの実施
生涯現役社会の実現を目的とした、高年齢者の継続雇用又は「年齢にかかわりなく働ける企業」に必要な雇用
環境（人事管理制度、賃金・退職職金制度、職場環境、能力開発制度など）の整備等に関する（各企業への訪問
方式による）相談・助言を実施する。
事業主への訪問アポイントは、機構が提供する企業リストに基づき、アドバイザーが行っていただきます。
（２）企画立案サービスの実施
各企業の状況に応じて、高年齢者の雇用管理・環境等の改善のための具体的な解決策（提案書）を作成し提
案する。
（３）研修サービスの実施
各企業の中高年齢従業員・職場の活性化を支援するために、職場の管理者に対しては中高齢従業員の特性、
活用方法を、中高齢従業員に対しては自己の職業能力特性を再認識させ、高齢期の職業生活に向けての意欲
を高める研修を行う。（委嘱２年目の必須研修受講後に実施可となるサービス）
（４）「企業診断システム」の活用
上記（１）から（３）までの業務を実施いただくにあたり、機構が提供する「企業診断システム」を活用し、各企業に
おける高年齢者を活用するための課題（職場改善、健康管理、教育訓練、従業員のニーズなど）を見つけ出し、
その解決策についてのアドバイスなどに活用する。
（５）事例等の収集への協力
高齢者雇用に関する事例等の収集への協力を行う。
（６）その他、機構が実施する関係業務への協力
その他、機構が実施する事業主支援に係る業務について、可能な範囲で協力する。
６

アドバイザーとして必要なこと

（１）講習・研修の受講
機構は、アドバイザーの育成、能力の向上を目的とし、各種講習・研修を実施します。必須研修の場合は、ご本
業などその他の日程を調整いただき、必ず指定日にご参加いただくことになります。
アドバイザー受任初年度から２年度目にかけては、必須研修が多く計画されております。
本応募に当たっては、当該必須研修を必ずご受講いただくことを、応募要件としております。
研修日程等の詳細は、各都道府県の応募窓口でご確認ください。
（２）連絡調整会議への参加
アドバイザーの活動事例の発表、課題解決に係る討議、取組み事例の共有、機構との業務連絡等を目的とし
た会議が、少なくとも四半期に１度、各都道府県内で開催されます。当該会議へは、日程を調整いただき、確実に
ご出席いただくことになります。
（３）コンプライアンス（法令遵守）及び個人情報の保護等
アドバイザーという公的性格を理解し、各種法律、社会規範及び当該業務についての機構の定めを遵守すると
ともに、企業情報を取り扱う業務という点を考慮し、各自のネットワーク環境のセキュリティレベル、個人情報の取り
扱い等について、最大限ご留意いただくことになります。
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また、アドバイザーは、公的立場により入手した企業情報を元に活動いただきますので、当該企業情報を他の
用に流用してはならないことはもちろん、外部からの不要な疑念を生まないよう、透明性、公正性を担保するため、
ご自身の本業がおありの場合は、明確に峻別したうえで、アドバイザー業務を行っていただく必要があります。
７

アドバイザーの処遇等
アドバイザーは、機構の依頼に基づき上記５に掲げる業務を行い、機構は、当該アドバイザーの業務実績に応じ

て、機構の規定により同業務のうち謝金等対象業務に係る謝金又は報酬及び旅費を支払います。（アドバイ
ザーと機構との間には直接雇用関係はありませんので、給与ではありません。）
詳細につきましては、各都道府県の応募窓口（下記８）までお問い合わせ願います。
８

応募窓口（問い合わせ先）

（１）北海道を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 北海道支部

高齢・障害者業務課

担当者：課長 十河幸記
所在地：〒０６３-０８０４
北海道札幌市西区二十四軒４条１－４－１

北海道職業能力開発促進センター内

電 話：０１１－６２２－３３５１
（２）秋田県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 秋田支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 山口 新
所在地：〒０１０－０１０１
秋田県潟上市天王字上北野４－１４３ 秋田職業能力開発促進センター内
電

話：０１８－８７２－１８０１

（３）山形県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 山形支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 浅井鉄也
所在地：〒９９０－２１６１
山形県山形市大字漆山１９５４ 山形職業能力開発促進センター内
電

話：０２３－６７４－９５６７

（４）福島県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 福島支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 楢原國章
所在地：〒９６０－８０５４
福島県福島市三河北町７－１４ 福島職業能力開発促進センター内
電 話：０２４－５２６－１５１０
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（５）茨城県を活動拠点とされる方の応募窓口
施設名：機構 茨城支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 開尾敦子
所在地：〒３１０－０８０３
茨城県水戸市城南１－４－７ 第５プリンスビル５階
電 話：０２９－３００－１２１５
（６）栃木県を活動拠点とされる方の応募窓口
施設名：機構 栃木支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 栁 年彦
所在地：〒３２０－００７２
栃木県宇都宮市若草１－４－２３ 栃木職業能力開発促進センター内
電

話：０２８－６５０－６２２６

（７）群馬県を活動拠点とされる方の応募窓口
施設名：機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 島津麻衣子
所在地：〒３７９－２１５４
群馬県前橋市天川大島町１３０－１ ハローワーク前橋３階
電 話：０２７－２８７－１５１１
（８）埼玉県を活動拠点とされている方の応募窓口

※募集は終了しました。

施設名：機構 埼玉支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 蔵田晋也
所在地：〒３３６－０９３１
埼玉県さいたま市緑区原山２-１８-８ 埼玉職業能力開発促進センター内
電 話：０４８－８１３－１１１２
（９）千葉県を活動拠点とされている方の応募窓口

※募集は終了しました。

施設名：機構 千葉支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 近藤貴美子
所在地：〒２６１－０００１
千葉県千葉市美浜区幸町１－１－３ ハローワーク千葉５階
電 話：０４３－２０４－２９０１
（10）東京都を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 東京支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 金杉文昭
所在地：〒１３０－００２２
東京都墨田区江東橋２－１９－１２ ハローワーク墨田５階
電 話：０３－５６３８－２７９４
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（11）神奈川県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 神奈川支部

高齢・障害者業務課

担当者：課長 杉林佳明
所在地：〒２４１－０８２４
神奈川県横浜市旭区南希望が丘７８ 関東職業能力開発促進センター内
電 話：０４５－３６０－６０１０
（12）新潟県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 新潟支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 羽島一人
所在地：〒９５１－８０６１
新潟県中央区西堀通６－８６６ ＮＥＸＴ２１ビル１２階
電 話：０２５－２２６－６０１１
（13）富山県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 富山支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 倉澤信人
所在地：〒９３３－０９８２
富山県高岡市八ヶ５５ 富山職業能力開発促進センター内
電 話：０７６６－２６－１８８１
（14）福井県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 福井支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 伊夫伎尚子
所在地：〒９１５－０８５３
福井県越前市行松町２５－１０ 福井職業能力開発促進センター内
電 話：０７７８－２３－１０２１
（15）長野県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 長野支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 杉村正紀
所在地：〒３８１－００４３
長野県長野市吉田４－２５－１２ 長野職業能力開発促進センター内
電 話：０２６－２５８－６００１
（16）岐阜県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 岐阜支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 鈴木明子
所在地：〒５００－８８４２
岐阜県岐阜市金町５－２５

G-frontⅡ７階

電 話：０５８－２６５－５８２３
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（17）静岡県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 静岡支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 竹中信子
所在地：〒４２２－８０３３
静岡県静岡市駿河区登呂３－１－３５ 静岡職業能力開発促進センター内
電

話：０５４－２８０－３６２２

（18）愛知県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 愛知支部 高齢・障害者業務課
担当者：統括 伊勢文博
所在地：〒４６０－０００３
愛知県名古屋市中区錦１－１０－１ ＭＩテラス名古屋伏見４階
電 話：０５２－２１８－３３８５
（19）京都府を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 京都支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 福島孝史
所在地：〒６１７－０８４３
京都府長岡京市友岡１－２－１ 京都職業能力開発促進センター内
電 話：０７５－９５１－７４８１
（20）大阪府を活動拠点とされている方の応募窓口

※募集は終了しました。

施設名：機構 大阪支部 高齢・障害者業務課
担当者：統括 太田好俊
所在地：〒５６６－００２２
大阪府摂津市三島１－２－１ 関西職業能力開発促進センター内
電

話：０６－７６６４－０７８２

（21）兵庫県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 兵庫支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 林 芳明
所在地：〒６６１－００４５
兵庫県尼崎市武庫豊町３－１－５０ 兵庫職業能力開発促進センター内
電 話：０６－６４３１－８２０１
（22）香川県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 香川支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 江口 聡
所在地：〒７６１－８０６３
香川県高松市花ノ宮町２－４－３ 香川職業能力開発促進センター内
電

話：０８７－８１４－３７９１
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（23）愛媛県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 愛媛支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 狩野賢二郎
所在地：〒７９１－８０４４
愛媛県松山市西垣生町２１８４ 愛媛職業能力開発促進センター内
電 話：０８９－９０５－６７８０
（24）熊本県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 熊本支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 松浦賢治
所在地：〒８６１－１１０２
熊本県合志市須屋２５０５－３ 熊本職業能力開発促進センター内
電 話：０９６－２４９－１８８８
（25）宮崎県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 宮崎支部 高齢・障害者業務課
担当者：課長 田上 真
所在地：〒８８０－０９１６
宮崎県宮崎市大字恒久４２４１ 宮崎職業能力開発促進センター内
電 話：０９８５－５１－１５５６
（26）鹿児島県を活動拠点とされている方の応募窓口
施設名：機構 鹿児島支部

高齢・障害者業務課

担当者：課長 大城耕二郎
所在地：〒８９０－００６８
鹿児島県鹿児島市東郡元町１４－３ 鹿児島職業能力開発促進センター内
電 話：０９９－８１３－０１３２
※上記いずれの応募窓口も、電話受付時間は、平日(月曜日～金曜日)の９時３０分～１６時３０分となっ
ております。
また、恐れ入りますが、土・日曜日、祝祭日は業務をお休みさせていただきますので、予めご了承願い
ます。
９ そ の 他
上記１の区域以外の区域におきましては、今回はアドバイザーを募集しておりません。
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