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第IV部 パーソナル・アドバイザーの採用と資格 

 

第１章 パーソナル・アドバイザーの採用と全国職業資格（NVQ） 

 

DfES が発行している“Connexions Personal Advisers Information Guide”によれば，PA の採

用に当たっては学部や取得学士等の要件はなく，代わりに NVQ レベル 4 同等の資格の保有が条件

となっている。 

NVQ とは，資格・教育課程総局（以下，QCA: Qualifications and Curriculum Authority）が定

める，職業に関係する能力を一定の基準の下にレベル付けを行い，職務を効果的に遂行する上で

要求される知識や技能を有することを示す英国の職業資格である。資格と言っても日本の資格の

ように，試験を受け合格すれば資格を取得できるという形式ではなく，指定された講習会（トレ

ーニング）を受講し，課題を提出するなどして規定以上の成績を残せば資格認定されるというも

のである。このように，NVQ のシステムは実学志向の強いものとなっている。 

NVQ は 15 のセグメントに分けられており，今回のアンケート調査で PA にて取得が確認されて

いる“NVQ level4 in LDSS（Learning, Development and Support Services for children, young 

people and those who care for them）”などは，「教育とトレーニング」（Education and Training）

セグメントに属している。 

なお，NVQ 資格の LDSS は，PA 向け資格ということではなく，学習障害や身体障害を持つ若者に

サービスを提供する教育福祉担当者，学習助言者としての資格であり，若者を対象とした仕事に

従事する際の一般的な職業水準でもある。 

また，NVQ はその内容によってレベル 1 から 5 までランク付けされており，レベル 5 が最も高

い水準とされており，それぞれのレベルの説明と資格例を以下に挙げる（図 IV－1 参照）。 

農業のような単純作業は，家畜の管理といった内容においてのみレベル 4 の資格が存在し，そ

のほとんどが単純作業であるために比較的低いレベルの資格が多くなっている。一方で，教育と

トレーニングのような頭脳労働においては，単純作業が少ないためか，レベル 1 相当の資格が存

在していない。 

コネクションズの PA に求められている NVQ レベル 4では，複雑かつ技術的な幅広い専門的な職

務に関する知識及び能力が要求され，責任と自主性及び他のスタッフの職務遂行を管理すること

も求められており，他のレベルと比べた場合は，比較的高度なマネジメント能力が求められてい

ることが分かる。 
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表 IV-1 NVQ の各レベルに求められる条件と資格例 

NVQ 説明 例

レベル１
学んだ知識を応用し，繰り返しの多い単純作業を複数
個行う能力を有すること。

Level 1 NVQ in Agriculture

レベル２

学んだ知識を応用し，場合によっては単純作業に加え，
複雑かつ反復作業ではない作業を行う能力を有するこ
と。これらの作業の一部には自主性や責任が求めら
れ，グループやチームにおける集団作業の機会もある
ことから，他人との協調性，協働能力も必要とされる。

Level 2 NVQ for Teaching
Assistants

レベル３

学んだ知識を応用し，様々な状況において，複雑で反
復作業ではない業務を行う能力を有すること。これらの
業務には一定のレベルの自主性や責任が求められ，他
人を指導する機会や，グループやチームにおける共同
作業も含まれている。

Level 3 NVQ for Teaching
Assistants

レベル４

学んだ知識を応用し，様々な状況において，複雑かつ
技術的，専門的な業務を行う能力を有すること。これら
の業務にはかなりの自主性や責任が求められ，他人の
業務への監督責任や，人員配置の問題への取組など，
比較的高度なマネジメントスキルが求められる。

Level 4 NVQ in Learning,
Development and Support
Services for Children, Young
People and Those who Care
for Them

レベル５

幅広い業務において，時には先の読めない不透明な環
境の下で，決められた基本原則に基づいて業務を行う
能力を有すること。特に強い自主性と人一倍の責任感
が求められ，組織のマネージメントや人員配置を含む事
業資源の有効活用など，分析や判断，企画，計画，実
行そして評価などにおける責任を負えること，とされて
いる。

 Level 5 NVQ in Learning
and Development

 

 （注）QCA のホームページ http://www.qca.org.uk/の情報を参考に作成。 

 

PA として採用される際に，NVQ レベル 4同等の資格を持たない場合は，見習い PA（Trainee PA）

としてコネクションズで業務に従事し，仕事の傍ら PA ディプロマ（The Diploma for Connexions 

Personal Advisers）若しくはコネクションズの理解（Understanding Connexions）のプログラム

を修了し，かつ NVQ レベル 4相当の資格を取得することで，認定 PA（Fully qualified PA）に昇

格できる。これらの講習はコネクションズ・パートナーシップ組織の業務委託先企業（人材派遣

会社など）から派遣されている PA は対象とせず，コネクションズ・パートナーシップ所属の PA

のみを対象とし提供されている。 

参考まで，Connexions West Yorkshire の PA 求人案内によれば，「NVQ レベル 4相当の資格を保

有していれば採用の際に有利である」程度の要件とされている。一方，「ユースワークやキャリア

ガイダンス，あるいはヘルスワークやソーシャルワーク，学校や教育関連業務の経験者を求む」

http://www.qca.org.uk/
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と明記してあることから，実際の採用に当たっては，NVQ レベル 4 相当の資格の有無よりも過去

の職務経験がより重視されているものと考えられる。 

 

第２章 パーソナル・アドバイザーの NVQ 保有状況 

 

前章で述べたとおり，PA を採用するに当たっては原則として NVQ レベル 4あるいはこれに準ず

る資格を有することが条件とされている。その実態は，英国下院（House of Commons）の公会計

委員会（Committee of Public Accounts）が 2004 年 11 月に発行した報告書“Connexions Service 

–Forty-eighth Report of Session 2003-04”によれば，採用された時点で，ユースワーク（youth 

work）などの NVQ レベル 4相当の資格を保有していた PA は 80%とされている。ただし，この場合

の NVQ レベル 4 相当の資格の定義として，学位（a degree）若しくはそれ以上の職業資格を保有

していることとされていることから，大学卒＝NVQ レベル 4 相当と見なされた可能性がある点に

留意する必要がある。 

今回の現地アンケート調査の結果，PA として採用された当時，NVQ レベル 4 又は相当する資格

を有していたと答えた者は 86 人中 58 人（67.4%）にすぎない。一方，NVQ レベル 4に相当する資

格を有していなかったと回答したものは 86 人中 28 人（32.6%）であり，新人 PA の 3 人に一人は

NVQ のレベル 4 相当の資格を持たない状況であったと思われる。しかし，これらの回答における

NVQ レベル 4 の定義については，「大学卒は NVQ レベル 4 以上と見なされる」との回答がある一

方で，大卒者のうち 8 人が「NVQ レベル 4 資格又はそれに相当する資格は保有していなかった」

と答えている。一方で，大卒資格を保有していても見習い PA として採用されたとアンケートに回

答した PA が数名存在するなど，大卒資格が NVQ レベル 4相当かどうかは各コネクションズ・パー

トナーシップで扱いが異なっている様子がうかがえる。 

また，PA の保有資格は適切な給与額を算定するためにも重要であり，数ある資格のうちどれが

NVQ レベル 4 に相当するものかを，雇用者となるコネクションズ・パートナーシップが独自で判

断する必要があるとの情報が得られている。あるコネクションズ・パートナーシップでは NVQ レ

ベル 4 に相当する資格について評価を行い，教員資格，カウンセリング資格も NVQ レベル 4 に相

当する資格として独自に認定したとしている。 

今回のアンケート調査において，PA としてコネクションズ・パートナーシップに採用された時

点で取得していた資格は，多いものから順に以下のとおりとなっている。（重複回答あり） 

・キャリアガイダンス関係資格（23 人） 

・カウンセリング，アドバイス，ガイダンス関係の資格（15 人） 

・教員資格を含む教育関係資格（12 人） 

・ユースワーク関係資格（9人） 

・児童の発達，自立など心理学関係の資格（5人） 

・トレーニング関係資格（3人） 

・PA ディプロマ（3人） 
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この他，健康及び福祉関係，ソーシャルワーク，コミュニティーワーク，ビジネス・マネジメ

ント，事務，IT 関係の資格を取得していたとの回答が寄せられている。 

 

第３章 パーソナル・アドバイザー資格制度の概要 

 

DfES が発行している“Connexions Personal Advisers Information Guide”によれば，各コネ

クションズ・パートナーシップは，若者を扱った職務の経験があるものの NVQ レベル 4 相当の資

格を有さない候補者を見習い PA として雇用する場合があるとしている。ただし，現地調査の結果

から採用後の認定 PA と見習い PA の分類の判断は各コネクションズ・パートナーシップで分かれ

ている。加えてコネクションズ・パートナーシップにおける見習い PA の扱いについても差異が見

られる状況にある。 

例えば，現地アンケート調査の結果から，コネクションズ採用時に NVQ レベル４相当の資格を

有さなかった PA23 人中の 16 人が見習い PA ではなく正規の PA として採用されたとの回答が得ら

れている。 

こうして雇用された見習い PA は，業務と平行して「PA ディプロマ」若しくは「コネクション

ズの理解」どちらかのトレーニング・コースを修了し，かつ NVQ レベル 4 相当の資格を取得して

初めて認定 PA と呼ばれ，正規のパーソナル・アドバイザーとして認められる。 
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図 IV-1 トレーニング受講により見習い PA が認定 PA となる流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，見習い PA としての試用期間中は，“On the Job Training”の形で認定 PA の監督とサポ

ートを受けながら業務を遂行していくことになる。 

また，一部のコネクションズ・パートナーシップでは，見習い PA が 2 年以内に認定 PA になる

ために必要な資格を取得しなければ，その PA への給与支払いを打ち切る契約を委託先企業と交わ

していることが現地アンケート調査から判明している。このような事態が起きた場合には，コネ

クションズ・パートナーシップではなく，委託先企業の責任となる。 

認定PA（Fully Qualified PA）

コネクションズ入門
（Introducing Connexions）

コネクションズ
APIRフレームワーク
（The Connexions
APIR Framework）

コネクションズの理解
（Understanding Connexions） PAディプロマ

（The Diploma for Connexions 
Personal Advisers）

主に若者に対する情報
提供を担当する

見習いPA

就職や学習に問題を抱
える若者を担当する

見習いPA

コネクションズの理解（PAディプロマ版）

コネクションズ・パートナーシップのトレーニング

アドバイスとガイダンス
（Advice and Guidance）

トレーニングと発達
（Training and Development）

学習，発達及び
児童・青少年及びその保護者

に対する支援サービス
（LDSS）

認定PA（Fully qualified PA）

PA業務と関連のある分野のNVQレベル4資格のどれか一つ

その他のPA業務に関連する
NVQレベル4の資格
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さらに，コネクションズで受付業務や事務職に就いていたスタッフが，内部でトレーニングを

受けて PA になる場合もある。こうした場合，これまでは NVQ の中でもアドバイスとガイダンス

（Advice and Guidance）の取得が勧められていたが，現在は LDSS の受講を勧めている。これは，

LDSS の方が若者を対象とした多様な職種で，より柔軟かつ広範囲に対応できる内容であるためと

言われている。 

 


