
日医発第 1478 号(健Ⅰ) 
令和 4 年 10 月 26 日 

四病院団体協議会御中 
日本医師会 

常任理事 城守国斗 
（公印省略） 

公益財団法人産業雇用安定センターの活用について（情報提供） 

平素、本会会務に種々ご理解を賜り、厚く御礼を申し上げます。 
今般、公益財団法人産業雇用安定センター（理事長：岡崎淳一）より、情報提供がございま
した。 
 同センターは、「失業なき労働移動」を目的に、1987 年に国と経済団体の協力により設立
された企業間での出向・移籍（再就職）を支援する公的機関です。同センターは、企業にお
いて国内外の経済環境の変化に伴い雇用過剰となり人員整理を余儀なくされる場合や、景
況の変化により従業員を一時的に他の企業へ出向させる場合に、出向・移籍のあっせんを行
っております。 
 2021 年度においては、同センターのあっせんにより約 1 万４千件の出向・移籍が成立し
ました。そのうち、医療機関に人材を受け入れていただいた出向・移籍の実績は４８６件で
あり、医療機関からの人材の送り出しの場合にも支援に取り組んでいます。いずれも様々な
専門職種だけでなく、多くの事務職、労務職等の方で、若い方からシニアの方が支援の対象
となっているとのことです。 
 各医療機関における人材に関わる課題があれば、必要に応じて産業雇用安定センターの
各都道府県の事務所に相談するよう、管轄下の会員に情報提供していただきますよう、お願
いいたします。 

以上 
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 産業雇用安定センターは、「失業なき労働移動」を目的に、1987 年に国と経済団体の

協力により設立された企業間での出向・移籍（再就職）を支援する公的機関です。 

 産業雇用安定センターは、企業において国内外の経済環境の変化に伴い雇用過剰とな

り人員整理を余儀なくされる場合や、景況の変化により従業員を一時的に他の企業へ出

向させる場合に、出向・移籍のあっせんを行っており、設立以来約２４万件の出向・移

籍の成立を行ってきました。（別添１） 

 2021 年度においては、産業雇用安定センターのあっせんにより約 1万４千件の出向・

移籍が成立しました。そのうち、医療機関に人材を受け入れていただいた出向・移籍の

実績は４８６件であり、医療機関からの人材の送り出しの場合にも支援に取り組んでい

ます。いずれも様々な専門職種だけでなく、多くの事務職、労務職等の方で、若い方か

らシニアの方が支援の対象となっています。 

さらに、６０歳以上の高齢の従業員が定年や継続雇用期間の終了などにより退職する

場合に、生涯現役として他の企業で働くことができるよう「キャリア人材バンク」とし

て高齢者に対する専門的な支援を行っています。 

これらの産業雇用安定センターの事業は、国から雇用保険を財源とする補助金の交付

を受け運営していることから、出向・移籍に関わる費用は全て無料となっています。 

以上のほか、産業雇用安定センターでは企業が抱える人事・労務管理上の課題に対し、

従業員のスキルアップや研修のためのセミナーを実施しており医療機関にもご利用し

ていただいています。このセミナーは、質が高くリーズナブルな価格で、個々の企業の

課題に対するオーダーメイド型セミナーとしてご提案いたします。 

産業雇用安定センターは各都道府県に地方事務所を設置（別添２）しておりますので、

医療機関での出向・移籍による人材の送り出し・受け入れ、高齢者のためのキャリア人

材バンク、セミナーなど人材に関わる課題については、産業雇用安定センター地方事務

所にまずはご相談ください。 

 

 

産業雇用 検 索 https://www.sangyokoyo.or.jp/ 
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※上記の１～５は無料でご利用いただけます。６は有料となりますが、質が高くリーズナブルな価格でのセミナーをご提案いたします。

公益財団法人 産業雇用安定センター

6つの取り組みで
働くと雇用をサポート

事業縮小や事業所閉鎖、構
造改革のための早期退職募
集に応じて離職を余儀なく
される従業員の方に、在職
中からの再就職活動をサ
ポートします。

離職する従業員の方の
再就職をサポート１

人手不足や事業拡大に伴い人
材確保が必要な企業様から、
期待する能力や経験などのご
要望を十分おうかがいした上
で人材をマッチングします。

人材を確保したい
企業に対するサポート２

経済環境の変化や感染症の影
響などにより雇用過剰となっ
た場合に、社員の雇用を守る
ための一時的な在籍型出向
（雇用シェア）を活用するこ
とをサポートします。

雇用を維持するための
在籍型出向をサポート３

社員の人材育成や他の企業と
の交流を目的とする出向、社
員が自発的なキャリアアップ
を希望する際の出向をサポー
トします。

社員の人材育成やキャリア
アップの出向をサポート４

能力があり経験が豊富な60
歳以上の高齢者の再就職をサ
ポートします。在職高齢者だけ
でなく、離職後１年以内の高齢
者の方も登録することができ
ます。

「キャリア人材バンク」で
高齢者の再就職をサポート５

管理者や新入社員への研修、
コミュニケーション、リーダー
シップ、ハラスメント、コンプ
ライアンスなどのセミナーを
企業様のご要望を踏まえオー
ダーメイドにより承ります。

社員のスキルアップや
研修を目的とするセミナー６

全日本病院協会　医療行政情報 
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/



検　索産業雇用

公益財団法人 産業雇用安定センター

雇用の問題お悩み解決のためのサポートをします！

1987年（昭和62年）、労働省（当時）、日経連、産業団体などが協力して、「失業なき労働移動」を支援する
公的機関として設立。以来30余年にわたり、再就職・出向などによる企業間の労働移動をサポートします。

産業雇用安定センターとは？

全国の労働局・
ハローワークと連携

全国47都道府県に
事務所を設置

設立以来、
24万人の再就職・
出向の支援実績

相談・紹介・仲介・
斡旋の費用は無料

1人の求職者に一人の
コンサルタントが
マンツーマンでサポート

産業雇用センターが
詳しくわかる動画は
こちらをりクリック
してください。

【ご利用時間】9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

安心のサポ
ート

お近くの都道府県事務所にお問い合わせ下さい

早期退職を募らなくてはいけなくなりました。
従業員の次の就職先を見つけたい。

採用って難しい。
一回二回の面接では判断できない。

当社に合う方を紹介してくれたら助かるのに。

一時的に社員の仕事が
なくなってしまう。

そんな時どうすればいいの？

他社ではどのように
取り組んでいるのか？
他社に出向してもらって、
広い視野を持ってもらい、

当社の業務改善につなげたい。

定年を迎える社員。
能力も高く経験も豊富なのに、
引退してしまうのはもったいない。
まだまだ社会に貢献できるのに。

ハラスメント防止など社員教育に課題があり、
セミナーの必要性は感じているが、

なかなか手が回らない。
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事務所名 郵便番号 電　話 FAX

北海道事務所 〒060-0001 札幌市中央区北１条西2-1 札幌時計台ビル8階 011-232-3853 011-232-1138

青森事務所 〒030-0801 青森市新町1-2-18 青森商工会議所会館4階 017-777-8702 017-777-8688

岩手事務所 〒020-0022 盛岡市大通3-3-10 七十七日生盛岡ビル5階 019-625-0434 019-621-8087

宮城事務所 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-1-1 大樹生命仙台本町ビル9階 022-726-1826 022-216-7700

秋田事務所 〒010-0951 秋田市山王3-1-7 東カンビル4階 018-823-7024 018-883-4215

山形事務所 〒990-0034 山形市東原町2-1-20 山形ロイヤルセンチュリービル4階 023-624-8404 023-624-8518

福島事務所 〒960-8031 福島市栄町6-6 ユニックスビル7階 024-523-4520 024-523-4521

茨城事務所 〒310-0803 水戸市城南1-1-6 サザン水戸ビル４階 029-231-6044 029-233-3602

栃木事務所 〒320-0811 宇都宮市大通り1-4-24 ＭＳＣビル6階 028-623-6181 028-650-4143

群馬事務所 〒371-0844 前橋市古市町1-50-1 吉野屋ビル3階 027-255-2586 027-280-3402

埼玉事務所 〒330-0845 さいたま市大宮区仲町3-13-1 住友生命大宮第二ビル2階 048-642-1121 048-646-4915

千葉事務所 〒260-0045 千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル6階 043-216-3670 043-216-3675

東京事務所 〒160-0023 新宿区西新宿4-15-3   住友不動産西新宿ビル3号館5階 03-5358-7421 03-5358-7425

神奈川事務所 〒231-0013 横浜市中区住吉町6-68-1 横浜関内地所ビル4階 045-680-1231 045-681-0240

新潟事務所 〒950-0087 新潟市中央区東大通1-2-25 北越第一ビル10階 025-245-3520 025-242-3181

富山事務所 〒930-0857 富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま10階 076-442-6900 076-439-2860

石川事務所 〒920-0869 金沢市上堤町1-12 金沢南町ビル4階 076-261-6047 076-234-7651

福井事務所 〒910-0005 福井市大手2-7-15 明治安田生命福井ビル4階 0776-24-9025 0776-24-9045

山梨事務所 〒400-0031 甲府市丸の内2-16-4 丸栄ビル5階 055-235-6236 055-235-6252

長野事務所 〒380-0921 長野市大字栗田2125番地 長栄長野東口ビル3階 026-229-0555 026-229-0333

岐阜事務所 〒500-8163 岐阜市鶴舞町2-6-7 ワークプラザ岐阜3階 058-246-7060 058-246-7062

静岡事務所 〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 大樹生命静岡駅前ビル12階 054-255-1343 054-652-3259

愛知事務所 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル4階 052-583-8876 052-583-8886

三重事務所 〒514-0009 津市羽所町700 アスト津2階 059-225-5449 059-221-6197

滋賀事務所 〒520-0051 大津市梅林1-3-10 滋賀ビル6階 077-526-3991 077-526-2761

京都事務所 〒604-8162 京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町623 第11長谷ビル9階 075-211-2331 075-253-3066

大阪事務所 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル4階 06-6947-7663 06-6949-4487

兵庫事務所 〒650-0022 神戸市中央区元町通6-1-8 東栄ビル1階 078-366-4252 078-366-1080

奈良事務所 〒630-8115 奈良市大宮町1-1-15 ニッセイ奈良駅前ビル4階 0742-24-2015 0742-24-2017

和歌山事務所 〒640-8317 和歌山市北出島1-5-46 和歌山県労働センター3階 073-432-4690 073-432-4731

鳥取事務所 〒680-0835 鳥取市東品治町102 鳥取駅前ビル3階 0857-20-1500 0857-20-1502

島根事務所 〒690-0007 松江市御手船場町551 ニッセイ松江ビル６階 0852-27-1151 0852-27-1180

岡山事務所 〒700-0826 岡山市北区磨屋町10-20 磨屋町ビル4階 086-233-3081 086-233-1227

広島事務所 〒730-0036 広島市中区袋町3-17 シシンヨービル9階 082-545-6800 082-541-5377

山口事務所 〒754-0014 山口市小郡高砂町1-8 ＭＹ小郡ビル4階 083-973-8071 083-974-5135

徳島事務所 〒770-0841 徳島市八百屋町2-11 ニッセイ徳島ビル5階 088-626-9511 088-626-9512

香川事務所 〒760-0054 高松市常磐町1-3-1 瓦町ＦＬＡＧ9階 087-802-6355 087-802-6357

愛媛事務所 〒790-0003 松山市三番町4-11-1 住友生命松山三番町ビル4階 089-931-5494 089-913-7023

高知事務所 〒780-0822 高知市はりまや町1-5-1 デンテツ・ターミナルビル5階 088-861-3011 088-861-3013

福岡事務所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 福岡朝日ビル6階 092-475-6295 092-434-5272

佐賀事務所 〒840-0816 佐賀市駅南本町6-4 佐賀中央第一生命ビル10階 0952-22-7163 0952-27-9163

長崎事務所 〒850-0057 長崎市大黒町9-22 大久保大黒町ビル本館5階 095-826-5626 095-832-2211

熊本事務所 〒860-0806 熊本市中央区花畑町1-7 MY熊本ビル6階 096-359-3526 096-319-1055

大分事務所 〒870-0021 大分市府内町3-4-20 大分恒和ビル7階 097-538-0512 097-540-5420

宮崎事務所 〒880-0812 宮崎市高千穂通1-6-35 住友生命宮崎ビル3階 0985-38-7210 0985-38-7758

鹿児島事務所 〒890-0053 鹿児島市中央町26-18 南日本中央ビル4階 099-812-9551 099-258-9101

沖縄事務所 〒900-0014 那覇市松尾1-19-1 合人社沖縄県庁前アネクス9階 098-860-0750 098-860-0760

住　　所

（別添２）
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