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介護の雇用管理改善
CHECK&ACTION25

　本書は「働きやすい・働きがいのある職場づくり」に実際に役立つツールとして開発

されたものであり、雇用管理の改善を行うための25のチェックリストから事業所の雇

用管理の状況がわかるようにしました。チェックリストの結果から雇用管理改善が必要

と思われる各チェックポイントが階層的に分析できるようになっております。また、各

チェックポイントの解説については、取り組みの過程から改善のプロセスを見える形と

なっており、どのように雇用管理の改善に取り組めば良いか、具体的に理解できるよう

に工夫されております。介護事業所の人材の確保・定着に向けた雇用管理改善を進め

るためのヒントとなることを期待しております。なお、本書の詳細につきましては、お

近くの介護労働安定センター支部にお問い合わせください。



はじめに

はじめに

我が国では、今後、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年を見据えて、介護分野における
人材の質・量の両面において一層の充実が求められている状況にあります。

しかしながら、当センターが令和３年８月に公表した介護労働実態調査※１の結果では、人手不
足を感じている事業所が全体の60.8% に上り、依然として高い水準にあることが分かりました。

このような状況下、厚生労働省は、2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会
の実現を目指す※２としています。また、その中で現役世代の人口の急減という新たな局面に対応
するため、以下３つの政策課題をあげています。

①多様な就労・社会参加
②健康寿命の延伸
③医療・福祉サービス改革
特に「多様な就労・社会参加」、「医療福祉サービス改革」は介護事業所が国と一体となって取

り組みを進めるべき課題であるといえるでしょう。

この度、岩手労働局から委託を受け実施した「介護分野における人材確保のための雇用管理改
善推進事業」では、介護事業所の雇用管理改善に関する諸問題に対応すべく相談支援を実施しま
した。さらに「地域ネットワーク・コミュニティの構築」を行い、効果的に雇用管理改善に取り
組めるよう支援をしました。
「地域ネットワーク・コミュニティ」とは、事業所の地理的な地域性を踏まえた連携、同種の介

護サービスを提供する事業所同士の連携などにより構築するもので、１つの事業所では難しい雇
用管理改善課題も、勉強会などを通して相互の経験や知識を共有し、必要に応じて専門家の力を
借りながら、効果的に取り組むことを目的としています。

本書には、地域ネットワーク・コミュニティを通しての取り組みの結果として、効果的な雇用
改善の事例等を掲載しております。本書を「魅力ある職場づくり」と介護人材の確保へのヒント
としていただければ幸いです。

なお、介護労働安定センターは「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（平成４年法律
第63号）に基づく厚生労働大臣の指定法人として、介護労働に対するさまざまな支援事業を実施
しております。

本書に係る問い合わせの他、介護労働者の福祉の増進と魅力ある職場づくりのために様々な支
援メニューを用意しお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

公益財団法人　介護労働安定センター

岩手支部長　富永　英樹
※１　介護労働安定センター　令和２年度介護労働実態調査『事業所における介護労働実態調査結果報告書』
※２　厚生労働省「第２回　2040年を展望した社会保障・働き方改革本部／資料」
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介護労働の現状

介護労働の現状

（１）介護人材の不足

　当センターが介護事業所を対象に実施した介護労働実態調査※１では、令和２年度において訪問

介護員、介護職員の１年間の離職率は14.9％であり、離職率は経年で比較すると、減少傾向にあ

ります。しかしながら、人手不足と感じている介護事業所は、図表１のとおり全体の60.8％に上っ

ていますが、平成30年度以降は低下しています。また、介護労働者を対象に実施した調査※２にお

いても、労働条件等の悩み、不安、不満では「人手が足りない」が52.0％と最も高く、介護現場

において人材不足が大きな問題になっていることがわかります。

　不足している理由については、「採用が困難である」が86.6％と最も高く、採用が困難である

原因については、図表２のとおり「他産業に比べて、労働条件等が良くない」53.7％、「同業他

社との人材獲得競争が厳しい」が53.1％と高く、次いで「景気が良いため、介護業界へ人材が集

まらない」が19.1％となっています。
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【図表１】不足感の推移
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【図表２】採用が困難な理由

他産業に比べて、労働条件等が良くない

同業他社との人材獲得競争が厳しい

景気が良いため、介護業界へ人材が集まらない

その他

わからない

無回答
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（２）介護人材の確保

　現役世代（担い手）が減少していく社会において、より多くの人材を介護労働に引き付けるた

めには、同業他社だけでなく、異業種との人材獲得競争を勝ち抜く必要があり、介護の仕事の魅

力を発信して、介護労働のイメージを変えていくことが重要になるといえます。

　一方で、厚生労働省は、2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目

指すとしており、政策課題として「多様な就労・社会参加」、「健康寿命の延伸」、「医療・福祉サー

ビス改革」の３つをあげました。この中で「多様な就労・社会参加」、「医療・福祉サービス改革」

については、介護事業所が国と一体となって取り組む課題であるといえます。

ア　多様な就労・社会参加に向けた取り組み

　高齢化の一層の進展、現役世代の急減に対応し、我が国の成長力を確保するためにも、よ

り多くの人が意欲や能力に応じた社会の担い手としてより長く活躍できるよう、高齢者をは

じめとした多様な就労・社会参加を促す取り組みを推進するとしています。雇用・年金制度

改革等については、70歳までの就業機会の確保、就職氷河期世代の方々の活躍の場を更に広

げるための支援、中途採用の拡大、地域共生・地域の支え合い等が政策課題として挙げられ

ています。

　なお、当センターが介護事業所を対象に実施した介護労働実態調査では、図表３のとおり、

65歳以上の介護労働者の割合は13.4％で全体の１割を超え、60歳以上65歳未満と合わせ

ると23.8％と全体の２割を超えることがわかりました。60歳以上の介護労働者の推移は年々

増加傾向にあり（図表４）、このシニア層が活躍できる環境整備や仕組み作り・制度導入が求

められます。

【図表３】介護労働者の年齢割合

25歳未満

25歳以上30歳未満
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60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

25歳未満，2.3
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25歳以上30歳未満，4.5

30歳以上35歳未満，6.7

35歳以上40歳未満，9.2

40歳以上45歳未満，11.940歳以上45歳未満，11.9

45歳以上50歳未満，
12.6

50歳以上55歳未満，
11.8

55歳以上60歳未満，
11.5

60歳以上65歳未満，
10.4

60歳以上65歳未満，
10.4

65歳以上70歳未満，
7.5

65歳以上70歳未満，
7.5

70歳以上，5.9
無回答，
5.8

無回答
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介護労働の現状

【図表４】60歳以上の介護労働者の推移
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イ　医療・福祉サービス改革に向けた取り組み

　2025年以降、現役世代（担い手）の減少が一層進む中で、「ロボット・AI・ICT等の実用

化の促進」「経営の大規模化・協同化」「組織マネジメント改革」「シニア人材の活用推進」等

の取り組みが期待されています。例えば具体的に例を挙げると、介護施設における専門職と

介護助手等の業務分担の推進、オンラインによる服薬指導、文書量削減に向けた取り組み、

業務効率化に向けたガイドラインの作成、法人同士の経営統合などです。いずれも生産性向

上を図ることにより、必要かつ適切な医療・福祉サービスが確実に提供される現場を実現す

ることが求められています。

※１　 介護労働安定センター　令和２年度介護労働実態調査『事業所における介護労働実態調査結果報告書』

※２　 介護労働安定センター　令和２年度介護労働実態調査『介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書』
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介護分野における人材確保のための 
雇用管理改善推進事業

　岩手労働局委託事業「介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業」では、介護

事業所の雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、雇用管理改善に積極的に取り組む事業所を

中心とした相談支援を実施しました。

　雇用管理改善を行うために、「介護の雇用管理改善CHECK ＆ ACTION 25」を活用して参加

事業所の課題を整理し、個別支援の他、さらに「地域ネットワーク・コミュニティ」を構築して

相談支援を実施しました。

（１）自己診断チェックリストから見る事業所の雇用管理改善状況

　この事業にご参加頂いた事業所の雇用管理改善状況については、相談支援の前に「介護の雇用

管理改善CHECK ＆ ACTION 25」における「雇用管理改善チェックリスト」により、自己診断

を行います。どの項目に対してより重点的な取り組み支援が必要なのかを事前に確認するためです。

　「Ａ 情報共有・コミュニケーション」「Ｂ 労務管理」「Ｃ 評価・報酬」「Ｄ 人材採用・育成」

及び「Ｅ 職場環境・組織風土」の５領域における自己診断が、次のレーダーチャートが示す結果

となっております。

【コミュニティ参加事業所の診断結果例】雇用管理　自己診断結果

A
情報共有・コミュニケーション

職場環境・
組織風土

人材採用・育成評価・報酬

労務管理

B

C D

E

　このレーダーチャートは、「人材採用・育成」がもっとも低い値となっており、今後の取り組み

の必要性が高いことを示しております。

　次ページのチェックリストを活用して、法人・事業所の自己診断をしてみましょう。

　〇を付けた該当の数字を足していき、Ａ～Ｅの項目ごとに合計数字を出してみましょう。

22

15.7

16.1

15 14.2

15.6
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雇用管理改善チェックリスト

介護の雇用管理改善CHECK&ACTION 25
雇用管理改善チェックリスト

〈自法人・事業所の雇用管理状況をチェックしてみましょう!〉

A 情報共有・コミュニケーション

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

1 理念、方針、ビジョンを職員に対し周知・徹底している 4 3 2 1
2 年度事業計画と目標を職員に明確に示している 4 3 2 1
3 記録・報告、ミーティング等で、利用者等に関する情報の共有を徹底している 4 3 2 1
4 自法人・事業所を取り巻く環境や今後の課題について話し合う機会を設けている 4 3 2 1
5 現場からのアイデアや意見・提案を吸い上げる機会を設けている 4 3 2 1

B 労務管理
6 業務の見直しやICTの導入等により、勤務時間や仕事内容で過重な負担を強いない
ようにしている 4 3 2 1

7 職員が子育てや介護、病気の治療などをしながらでも仕事を続けられる支援を行っ
ている 4 3 2 1

8 パワハラ・セクハラの予防・解決に向けた取り組みを行っている 4 3 2 1
9 相談窓口を設置するなどして職員の不満・不安を聞く機会を設けている 4 3 2 1
10 職員一人ひとりの心身の健康に配慮する取り組みを行っている 4 3 2 1

C 評価・報酬
11 一人ひとりの果たすべき役割や目標について話し合いを行っている 4 3 2 1
12 評価基準を示し、仕事ぶりや能力について面談によるフィードバックを行っている 4 3 2 1
13 仕事ぶりや能力などの評価を踏まえ、何らかの処遇改善につなげている 4 3 2 1
14 人事制度を実態に合った制度とするため、適宜検討や見直しを行いながら運用している 4 3 2 1
15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している 4 3 2 1

D 人材採用・育成
16 自法人・事業所の現状分析をもとに、必要な人材の募集・採用を行っている 4 3 2 1
17 魅力ある職場づくりを行い、求職者に適切な方法で発信している 4 3 2 1
18 研修体制の整備や自己啓発支援などを通じ、職員のスキルアップを図っている 4 3 2 1
19 新人・リーダー・管理職などの階層に応じた教育を体系的に行っている 4 3 2 1
20 将来のキャリアについて、支援やアドバイスを行っている 4 3 2 1

E 職場環境・組織風土
21 多様化・複雑化する介護ニーズにチームで対応している 4 3 2 1
22 有給休暇の取得促進に向けた体制を明確化し、取得しやすい環境を整備している 4 3 2 1
23 高齢者をはじめ多様な人材が活躍できる職場を整備している 4 3 2 1
24 利用者や利用者家族からのクレームや過度な要求には組織で対応している 4 3 2 1
25 主体性を尊重し、仕事を任せ、それを支援する組織風土がある 4 3 2 1
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（２）地域ネットワーク・コミュニティの構築

「地域ネットワーク・コミュニティ」とは、事業所の地理的な地域性を踏まえた連携、同種の介

護サービスを提供する事業所の連携及び包括的に介護サービスを提供する事業所の連携等により

構築するもので、これら連携した介護事業所が集まって行う勉強会などを通して、相互の経験や

知識を共有し効果的に雇用管理改善に取り組むことを目的としています。また、事業所によって

規模、雇用状況、経営状況、更に考え方まで違うため、必要に応じて社会保険労務士や中小企業

診断士等の雇用管理改善の専門家と連携しながら、個々の事業所の状況に合わせたサポートを実

施しています。

岩手県では、11の事業所が２つのグループに分かれ、それぞれネットワーク・コミュニティを

構築しました。取り組み事例紹介にあたっては、地域ネットワーク・コミュニティを構築した効

果や専門家からのサポート内容等も含め掲載しているので参考にしてください。

【各コミュニティの構成事業所概要】

区分 事業所番号 提供サービス 職員数（うち正社員数）

盛岡

地域

事業所① 通所介護 75人（51人）

事業所② 通所介護 19人（13人）

事業所③ 通所介護 9人（　3人）

事業所④ 通所介護 19人（　8人）

事業所⑤ 通所介護 6人（　6人）

事業所⑥ 訪問介護施設 30人（23人）

北上・

金ヶ崎

地域

事業所⑦ グループホーム 64人（25人）

事業所⑧ 特別養護老人ホーム 202人（131人）

事業所⑨ 通所介護 6人（　4人）

事業所⑩ 特別養護老人ホーム 112人（85人）

事業所⑪ 特別養護老人ホーム 27人（15人）
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介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業

（３）地域ネットワーク・コミュニティ取り組みの効果

　２つのコミュニティでそれぞれテーマを決めて、複数の事業者同士で意見交換行い、雇用管理
改善に取り組みましたが、その中の主な取組内容をご紹介します。

  テーマ①　「パワーハラスメントとは何か」

最近の民事上の個別労働紛争で一番件数が
多いのがいじめ・嫌がらせであり、パワハラ
は今や社会問題になっているといっても過言
ではありません。

令和２年６月には、パワハラ防止法が公布
され、職場におけるパワーハラスメント防止
のために、雇用管理上必要な措置を講じるこ
とが事業主の義務となりました。

そこで、コミュニティでは、パワーハラス
メントを理解するために、パワハラの定義や
相談事例、統計データを紹介しながら、パワ
ハラと業務指導の境目の考え方やパワハラ事
案への対処方法などについて勉強会を実施し
ました。

また、参加事業所において、これまであっ
たパワハラ事例や類似事案についても発言し
合い、サポーターの解説を交えて積極的な意
見交換を行いました。

盛岡地域第１回コミュニティ
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  テーマ②　「パワーハラスメントとは？」

令和４年４月１日から中小事業主も義務化される、ハラスメント防止対策の強化を知っていた
だきたく、パワーハラスメントに的を絞り、集団勉強会を行いました。

　その中では、まず、
　〇パワーハラスメントとは何か？
　〇パワーハラスメントの６類型について
　〇パワーハラスメントの現状
　〇なぜパワーハラスメントが起こるのか？
　〇事業主が行う措置について
　などを講義させていただき、参加者の方々と話し合い行いました。

パワーハラスメントが起こる一つの原因としては、感情のコントロールができないという点が
あり、その感情のコントロールがなぜできないのか？について、アンガーマネジメントをもとに
した助言がありました。

介護施設では、資格の有無や、常勤・非常勤、年齢など様々な方が勤務されており、またコロ
ナウイルス感染症対策もあり今年は特にも閉鎖的な環境にあったため、ハラスメントが起こりや
すい職場環境にあったのではないかと推察されます。

そのような中で、働きやすい職場環境を作ることが事業主に求められ、その一環としてハラス
メント研修を定期的に行う必要性についての助言がありました。

自分ひとりでは業務を遂行することはできないため、お互いに価値観を受け入れ、注意すると
きは感情的に注意するのではなく、事柄に対して注意・指導をするということを念頭において業
務を行うことが推奨されました。

集団相談会の最後には、ある事業所からご質問もあり、それに他の事業所が回答、アドバイス
をする一面もあり、横のつながりを作ることができたのではないかと思われます。

この集団相談会を機に、他の事業所への訪問や意見交換などが活発に行われることが期待され
ます。

北上、金ヶ崎地域第１回コミュニティ
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介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業

  テーマ③　「トラブル社員が発生したらどう対応しますか？」

  テーマ④　「自然災害が発生した場合、復旧最優先事業と目標復旧時間を決められますか？」

このテーマで困っている施設メンバーがあり、
他の施設でも同じ内容で困っているところがあ
るのではないかということで、グループワーク
を行いました。その結果、「実はわが施設でもト
ラブル社員がいた」という話となり、全施設共
通の問題であることが再認識されました。

自ら「資格を持っている」と申告してきたの
でやらせてみると出来ないのに不適切な態度を
とられた事例、傍からみて不適切と見える行動
を本人は不適切と思っていない事例、感情の波
が激しくて勤務途中に無断で退勤しそのまま退
職してしまった事例、自己流の介護方法にこだ
わり周囲の助言に耳を傾けない事例、自分と意
見の合わない人と対立し合う事例等が紹介され
ました。

また、同業者からの要注意伝達情報を参考に
したり、トラブル社員の行動を様子見せず早期
に面談の機会を持つこと、トラブル社員と２対

１等で面談したり、マニュアルや就業規則を整
備すること、責任が０対100の割合でトラブル
社員のみにあるわけではないという前提で対処
することの大切さが確認されました。

これらに対して、サポーターからは、「トラ
ブル社員の言い分を一通り傾聴して、その方に
対して何をどうしてほしいのか冷静に伝え、そ
の記録を残したり証人づくりをするという形で、
まずは性善説の立場でチャンスを与えていただ
くとよい。トラブル社員と１対１で面談をして、
お互いに感情的になってしまうのは不適切であ
り、証人づくりの為にも複数人で対応するとよ
い」旨や、更に、「相手は大人だからわかってく
れるだろうではなく、職員のどの人にでもわかっ
ていただけるようルール遵守やルールの根拠に
経営理念・経営方針があることを説明していた
だくとよい」旨の提案がされました。

このテーマを設定したきっかけは、令和３年
度介護報酬の改正内容に「業務継続に向けた取
組の強化」が加わったことにより、介護施設に
おいてBCP(事業継続計画)の作成、研修・訓練
の実施が義務付けられたことでした。

まずは、勉強会として、災害対応型BCPの考
え方について理解を深めました。BCPを生み出
した欧米では、元々IT業務の保護・復旧を中心
にしていたのに、日本では業種や保護対象を問
わず全面的に導入した為、「復旧最優先事業と目
標復旧時間の設定が難しい」という声が上がる
こととなったようです。もし今後これらの項目
の設定が難しいと感じたら、令和２年12月厚生
労働省老健局「介護施設・事業所における自然
災害発生時の業務継続ガイドライン」で提示さ
れている設定事例を参考にするよう提案があり
ました。更に、災害対応型のBCPと新型コロナ
ウィルス感染対応型のBCPとでは、対応のあり
方が異なってくるので、新型コロナウイルス感
染対応型BCPについては、令和２年12月厚生
労働省老健局「介護施設・事業所における新型
コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイド
ライン」で提示されている内容を踏まえ作成・
運用されるよう提案がありました。但し、感染

対応型においても、入居系・訪問系においては、
継続優先事業の設定が求められているので、注
意が必要です。

この後、今回の参加施設でBCPを立てている
最中の施設の数を確認したところ、１件でした。
更に、上記内容を元に情報交換を行ったところ、
BCPづくりに手をつけなければと思っていても
つい先延ばしになっている、専門講座を受講して
ガイドラインも読んだが求められる内容が細かく
てまだ手を付けられずにいる、今までは火災対策
ばかりであったが防水も考える必要がある、災害
発生時にどれだけ職員が集まれるかの確認等実際
場面に即した計画が必要と感じている、非常時は
独居者へのサービス提供の優先順位を高めている
といった意見等が提示されました。

③ ④ 盛岡地域第２回コミュニティ
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  テーマ⑤　「利用者様のプライバシーや個人情報をどう守ればよいでしょうか？」

  テーマ⑥　「事業継承で考えていること（30年後の我が社・施設、介護業界の姿は？）」

このテーマを設定したきっかけは、サポーター
のところに、このテーマでの講座講師依頼が来
るようになり、他の施設においてもその重要性
を認識された方が良いとサポーターから提案が
あり、これを題材にした情報共有をしてみると
有効ではないかという経緯からです。

そこで、まずは交流会の中で、「プライバシー
情報」と「個人情報」の違い、更には「プライバシー
にかかわる個人情報」といった３区分について
理解を深めました。この内、個人情報保護に関
しては、国からも対応整備が推奨されており、
平成29年には厚労省より『医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス』が発行されているので、一読を推奨
されました。介護業務においては、要介護者の
プライバシーへ介護職員が介入せざるを得ない
ことが多々あるので、かえって職員自らが介入
しているという自覚を持つことが大切です。こ
の自覚を持っていないと、介入のレベルを超え、
侵害となってしまう恐れがあります。更に、個

人情報やプライバシー保護を怠るとどんな罰則
や損害賠償が発生するかを知らせることも有効
なようです。ということで、プライバシー・個
人情報保護の勉強会を外部講師・内部講師を使っ
て開催されることが推奨されました。

この後、上記内容を元に情報交換を行ったと
ころ、各施設の皆様より色々な考え方や取り組
みが紹介されました。

各施設ともに、ご家族へのお便りやホームぺー
ジに掲載する利用者写真掲載について契約時に
承諾取得をするとか、個人情報保護についての
テスト問題を職員に解かせるといった工夫を凝
らしています。

また、プライバシーや個人情報の捉え方に関
する職員間の解釈の共有化の必要性や、ある利
用者から他の利用者についての個人情報・プラ
イバシー情報について尋ねられてお答えできな
いでいると「教えてくれない」と不満を持たれ
るといったことに対しての対応の必要性が問題
提起されました。

施設においては「面談でご対応いただいてい
る方々は介護事業の推進管理をしっかりとやり
こなしておられるが、やがてこの皆様が引退さ
れたらどうなるのだろうか？」という思いを募
らせております。そこで、コミュニティメンバー
の皆様全員が事業承継を考えざるを得なくなる
30年後には、我が社・施設やひいては介護業界
がどうなっているかを考えるきっかけづくりと
して、交流会のテーマが設置されました。

まずは、コミュニティの中で、博報堂生活総
合研究所様の未来年表より　今から約30年後の
2051年頃にはどんなことが起きると予想され

ているかをメンバーが見て、その上で、30年後
の自施設の介護事業を予想してみました。

この後、これらを元に事業承継の見通しにつ
いて確認したところ、30年後の事業承継者に
ついて予想が立つという施設はわずかでしたが、
現時点で次代の後継者の見通しが立っている所
は多かったようです。

介護保険制度がなくなるかもしれないという
想定に対しては、なくなるとしても、これに代
替する制度がつくられるのではないかという意
見がありました。また、介護保険が廃止される
としたら、国の財源不足だけでなく、介護人材
不足も一因となりうるという意見もありました。

また、第２テーマ全般について、「正直に言う
と、あまり考えたくないと思わせる重たいテー
マである」という指摘がありました。

いずれ、目前の事業運営だけでなく30年後に
向けて今から打つべき手を考えるきっかけとし
ていただきたくことが大切なようです。

⑤ ⑥ 北上、金ヶ崎地域第２回コミュニティ
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取り組み事例紹介

33

雇用管理改善サポーターによる相談支援雇用管理改善サポーターによる相談支援

雇用管理改善の専門家である社会保険労務士、中小企業診断士が雇用管理改善の専門家である社会保険労務士、中小企業診断士が
雇用管理改善サポーター雇用管理改善サポーターとして介護事業所を訪問し、として介護事業所を訪問し、

それぞれの事業所の状況や課題に応じてそれぞれの事業所の状況や課題に応じて
雇用管理改善への取り組みを支援しました。雇用管理改善への取り組みを支援しました。
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事例 11

求人票を見直してみよう!

 

地域：岩手県北上市

労務管理 組織風土

介護サービスの種類：通所介護

事業開始年月：平成27年10月

従業員数：６人（うち正社員数：４人）

雇用管理　自己診断結果

A
情報共有・コミュニケーション

職場環境・
組織風土

人材採用・育成評価・報酬

労務管理

B

C D

E

取り組みに至る背景

事業所を訪問してみたら、一番先に

「人材不足」というお話がありました。

どの事業所も人材不足であることには

間違いありませんが、この事業所様は、

人材不足のため、従業員の休憩時間も

適正に取得できないという大きな悩み

があり、早急に解決しなければならな

い事項でした。

事業所概要

各事業所の取り組み内容各事業所の取り組み内容
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各事業所の取り組み内容

取り組み内容

　現在ハローワークに提出している求人票を拝見しながら、どの部分を改善するか、また
事業所としてのアピールポイントは何か？を探っていきました。
　そうしてお話を聞いていくと、時間帯や福利厚生の面で改善できる部分があることが判
明し、それらを修正して再度ハローワークに提出することになりました。

取り組みのポイント

例えば、運転手（送迎）の求人票について
ですが、今までは、「期間の定めあり」の求人
として公開していましたが、求職者が見るポ
イントとしては長期で勤務できるか、給与、
休日などの面だと考えましたので、思い切っ
て「期間の定めなし」にしてみては？とご提
案しました。

また、送迎は朝、昼、夕方と３回あり、す
べての時間を勤務できる方を歓迎すると記載
されていたのですが、中々３回、短時間で勤
務にきてくれる方は少ないと感じましたので、
時間を細分化することにしました。こちらも、
朝のみ、昼のみ、夕方のみ、又は朝夕のみな
ど、バラエティーに富んだ求人にすることで
間口が広がるのではないかとご提案しました。

取り組み後の感想

管理者の方がこの事業をきっかけに、ハロー
ワーク以外の求人方法でも積極的に求人をした
ことで、運転手の方が採用となったそうです。

その方は、夕方の送迎で採用されたそうです
が、取り組みのポイントでもあげましたように、
時間を細分化することで、間口が広がり、ダブ
ルワークの方が応募してきてくれたということ
です。

他の職種についても時間を細分化して、空い
ている時間に勤務してもらう方法を検討してい
ただいたり、介護福祉士の資格がなかったとし
ても、初任者研修を修了している方などを対象
として求人を出していらっしゃるようです。
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事例 22

労働関係諸法令に適合した就業規則の見直しへの取り組み

 

地域：岩手県盛岡市

介護サービスの種類：訪問介護施設

事業開始年月：平成15年

従業員数：30人（うち正社員数：23人）

雇用管理　自己診断結果

A
情報共有・コミュニケーション

職場環境・
組織風土

人材採用・育成評価・報酬

労務管理

B

C D

E

取り組みに至る背景

当施設には、正職員就業規則、パート職員就業規則、その他の諸規程があります。
毎年のように繰り返される法改正に対応して、その都度、就業規則の内容を見直しては

いますが、専門的な知識を必要とすることもあり十分な対応ができていませんでした。
特に、問題社員に対応するための、服務規律条項や制裁条項に不安があり、早急に対応

する必要がありました。

事業所概要
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各事業所の取り組み内容

取り組み内容

初めに、現在の就業規則、諸規程の内容について、事前に疑問事項を取りまとめ、質疑応
答形式で解説を行いました。

次に、就業規則、諸規程を確認し、不足事項について追加作成に向けて必要な助言指導を
行いました。

また、質疑応答の中で、過去に施設の中に問題社員がいて、当時の就業規則の内容では、
十分な対応ができなかったことが判明したため、施設の経営方針や今後目指していく快適な
職場環境の実現のために、客観的に公正な判断ができるように服務規律条項や制裁条項の内
容を見直し、また、不足事項について追加ができるように詳細な助言指導を行いました。

取り組みのポイント

最初に、施設において疑問事項を取りまとめてもらい、質疑応答形式で対応したのが功を

奏し、施設の担当者の理解が進んだと思います。

労働関係諸法令に照らして、就業規則の中にいくつか不足事項が見受けられたので、追加

作成することができるように必要なポイントの解説を行いました。

また、施設では服務規律条項や制裁条項の内容に不安を感じていたため、施設の経営方針

に則った労使トラブル防止のための条項を作成できるように、判例や刑事手続きの考え方を

取り入れました。

具体的な解説と助言指導を行うことで、充実した内容の就業規則にすることができました。

取り組み後の感想

　労務管理の重要性を認識し、雇用管理上の問題につ

いて積極的に対処しようという意識の高い施設です。

就業規則に不足している内容が散見されましたが、今

回の取り組みによりほぼ見直しができたので、現行法

令に対応した就業規則が完成したと思います。

　また、事前に疑問事項を取りまとめ、質疑応答形式で解説をすることで、施設の担当者

が抱えていた疑問事項の理解が進んだと思います。

今後、正職員、パート職員の労務管理に対する納得性が高まり、さらに就業意欲が高まる

ことが期待できそうです。
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事例 ３３

中長期計画を整備して常にありたい姿を追究する

 

地域：岩手県北上市

介護サービスの種類：特別養護老人ホーム

事業開始年月：昭和56年４月

従業員数：202人（うち正社員数：131人）

併設サービス：通所介護、グループホーム等

雇用管理　自己診断結果

A
情報共有・コミュニケーション

職場環境・
組織風土

人材採用・育成評価・報酬

労務管理

B

C D

E

取り組みに至る背景

当施設は、初代理事長（医師）が保健所勤務を通じて、地域の常時介護を必要とする高
齢者の生活が悲惨な状態にあることを憂え、この状態を打開すべく特別養護老人ホームの
必要性を痛感したことがきっかけで開設されました。同理事長は、『敬愛』の念の大切さを
説き、「孝の道は、唯飲食を整えて養っていけばよいものではなく、恭敬(きょうけい)の心
情をもってこそ初めて孝養といえるものである」ことを当初からの理念として掲げました。

その後も地域住民からの要請を受け、デイサービス、ショートステイ、ケアハウス、グ
ループホームと提供サービスに取り組んでいます。職員も当初の24名から現在では202名
にまで増えました。職員の人数が増えてくると、益々経営理念や基本方針の周知徹底の大
切さを痛感するようになりました。

そこで、平成16年4月から、これまでの単年度事業計画により運営する方式から、中長期
の経営計画を整備して、対象期間内で実現したい達成目標を掲げ、年度ごとに現状の見直し
を行うなど、必要となる改善行動を継続的に実施していく方式に切り替えることにしました。

取り組み内容

当施設の中長期経営計画は５年先までを計画対象期間として、５か年毎の期間固定方式
で計画立案をしています。

中長期計画を作成するにあたっては、検討委員会を立ち上げて、理事、評議員、施設長、
各部門の職員代表が集まり、社会福祉制度の変革下における当施設及び各介護事業部門の
ありたい姿を描きました。これに加えて、各部門からの提案レポート提出、職員アンケー
トも実施して、全職員を巻き込んでの検討に発展させました。その後、現在までに、第４
次計画を立案運用するに至り、中長期経営計画による管理サイクル推進を定着できるよう
になりました。

事業所概要
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各事業所の取り組み内容

取り組みのポイント

このような経緯を受けて、次のような取り組み展開をしています。
①　経営理念・基本方針自体の見直し

経営理念や基本方針を一旦定めたら、未来永劫（みらいえいごう）変えることはないとい
うことではなく、創業時の精神を重んじ、より当施設のありたい姿を具現化できるように改
訂を加えています。
②　改善取組み項目を網羅的に設定

４つの基本方針(利用者の視点、地域貢献の視点、人材(財)確保・育成の視点、経営・財務
規律の視点)に基づく行動指針を14項目設定して、経営課題の解決に向けて網羅的に改善取り
組み項目を設定しています。そうすることにより、経営理念や基本方針と改善取り組みがかけ
離れたものになることを防ぎ、ありたい姿に向けての改善を進めていけるようにしています。
③　改善取組み内容の詳細・具体化

14項目の行動指針に対して、取り組み内容、実践ポイント、重点実施項目を設定して、
取り組みが単なる「かけ声」に終わらないように詳細・具体化をしています。

更に、５か年計画の前期と後期に分けての実施計画を明確にしています。５か年の中での経営環
境の変化に対応できるようにし、更に取り組みの遅れ進みの状況を反映できるようにする為です。
④　改善目標値の明確化

改善取り組みの成果を数字で把握できるように、サービス利用率や対収入高人件費比率等
の数値目標を明確にして、実績とのギャップ管理を実施しています。
⑤　新規経営改善手法の取り込み

当施設の改善取組みに役立つと判断した経営改善手法を積極的に取り込んでいます。災
害時の事業継続計画(BCP)も介護業界での作成が義務化される前より取り組んでいますし、
SDS(Self Development System、自己啓発)にも取り組んでいます。また、新規手法の
導入だけでなく、「利用者笑顔委員会」のように施設内部からのユニークなアイデア発想も
大切にしています。
⑥　社内報の発行

社内報も家族向けお便りだけではなく、職員向けのものを作成しています。これを通じて、
中長期事業計画の進捗を全員で共有化し、改めて当施設が何を目指しているかの再確認に役
立ててもらっています。

取り組み後の感想

取り組みはまだまだ推進の途上であり、更に改良の余地があると思います。しかし、こ

うした取り組みを継続しているせいか、日常業務のみに忙殺されず、「私たちが目指してい

るものは何か」ということを振り返る機会を設定することができていると感じています。

創業者の敬愛の精神の実現というありたい姿を、経営幹部だけではなく職員一丸となっ

て、今後も追究していきたいと思います。
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事例 ４４

職員自らの気づきをやりがいにつなげる取り組みの推進

 

地域：岩手県盛岡市

介護サービスの種類：通所介護

事業開始年月：平成18年４月

従業員数：75人（うち正社員数：51人）

併設サービス：住宅型有料老人ホーム

雇用管理　自己診断結果

A
情報共有・コミュニケーション

職場環境・
組織風土

人材採用・育成評価・報酬

労務管理

B

C D

E

取り組みに至る背景

当施設は、富山型デイサービスを特色としたデイサービス事業を実施しています。富山型デイサービス
とは、かつて富山県の３人の看護師の方が、家庭的な雰囲気のもとで、ケアを必要とする人たちの在宅を
支えるサービスを提供したいと考え、赤ちゃんから高齢者まで、更に障がい者も含めた場作りを実施した
ことをきっかけにして確立された介護サービス方式です。このサービス方式はやがて行政からの支援対象
として認められるようになり、全国に展開されていきましたが、岩手では当施設が初めて導入しました。

この様な共生にはどんな良いことがあるのでしょうか？お年寄りが子どもと一緒に過ごすことによ
り、笑顔や言葉が出て身体を動かすきっかけが生まれます。子どもたちもお年寄りに可愛がられ、しつ
けなどを教えてもらうきっかけが生まれます。そして、更にこの場に障がい者が加わることによって、
障がい者が自分なりの役割や自らが主体となってできる行為を見出し，互いに手伝ったり教えられたり
など連携し協力し合う関係が生まれるきっかけづくりをすることができます。こういった共生関係を生
み出すことの素晴らしさに賛同して、当施設でも富山型を導入することとなったわけです。

但し、利用者の皆様がこれだけ多様になると、それぞれの生活リズムが異なりますし、介護スタッフ
に求められる職能も多くのものを求められるようになります。職員には富山型デイサービスの考え方を
理解して入社してもらえるよう努めていますが、更にやりがいを感じ続けてもらえるような取り組みが
必要となりました。

取り組み内容

当施設の運営法人の親会社に当たる法人では、建物の水回りに関する環境整備事業を行っていますが、
「人と自然にやさしい暮らし」を実現するといった理念の浸透や職員にやりがいを感じてもらう為に、様々
な取組みをしてきました。その取組み全てを介護事業に適用することは出来ませんが、適用可能なものは
どんどん取り入れ、更に介護現場の運営を通じて必要と感じた改善取り組みを実施してきました。

事業所概要
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各事業所の取り組み内容

取り組みのポイント

このような経緯があって、次のような取り組み展開をしています。
①　上長評価の実施

管理職・リーダー職への不満が多く出た時期に、自分の上長を評価する取り組みを実施
しました。管理職・リーダー職が、自らに対してどういう点に不満が出ているのかを知っ
てもらい、気づきや行動改善につなげる取り組みです。岩手県内の他業種では、従業員満
足の一環で上長評価をする企業もあるようですが、当施設では、職員の本音を開示できる
場の設定を通じて、上長としての管理能力向上に役立てたいと考えました。
②　外国人実習生の活用

人手不足対策として、ベトナム人の外国人実習生を活用し始めました。多様な利用者の
方々への介護サービス提供をしているわけですので、職員も国籍を超えて多様化させてよ
いのではないかと考えたわけです。するとベトナム人職員との交流会をサークル活動とし
て発足させたいという希望が出てきましたので、５名以上の参加であったため施設として
活動費を補助することとしました。
③　自分の業務のチェック
「チェックノート」という冊子を職員に配付して、自己業務の修得・徹底度合いを自己

チェックする取り組みを実施しています。「提出させることによって、本当のことや本音を書
かなくなると意味がない」と思われたので、自己チェックにとどめていますが、自己申告書
類作成の元資料にもなりますし、職員自らの気づきの促進に役立っていると感じています。
④　読書の推奨

読書を通じて色々な気づきを得てほしいとの思いから、課題図書を読んだ職員に図書券
を支給しています。
⑤　社内報の発行

社内報も家族向けお便りだけではなく、職員向けのものを作成しています。これを通じ
て、改めて当施設が何を目指しているかの再確認に役立ててほしいと願っています。

取り組み後の感想

　取り組みはまだまだ推進の途上であり、
更に改良の余地があると思います。しかし、
こうした地道な取組みをやっているせいか、
いつも「自殺したい」と漏らしてばかりの
利用者が、当施設の利用を継続されている
内にそういうことをおっしゃらなくなった
という事がありました。
　最終的に実現したいのは、「幼児から高齢
者まであらゆる年齢層の方々が障がいの有
無に関わりなく、いつでも誰でも利用でき
る施設として、生活支援の役割を果たした
い」ということなので、この様なありたい
姿に賛同し、そしてその中に使命感ややり
がいを感じられる職員を育てていけるよう
な職場環境をこれからも整備していきたい
と思います。
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（委員長）岩手県介護福祉会　会長. 長谷川　一　彦
（委　員）岩手県保健福祉部　長寿社会課　介護福祉担当課長. 金　　　亜希子
（委　員）人事マネジメント永山事務所　代表. 永　山　智　照
（委　員）岩手労働局職業安定部　職業安定課（オブザーバー）. 藤　井　　　崇

社労士事務所　マンパワーマネジメント　特定社会保険労務士. 佐　藤　福　洋
土岐経営支援事務所　　　　　　　　　　中小企業診断士. 土　岐　徹　朗
かおり社会保険労務士事務所　　　　　　特定社会保険労務士. 菅　原　かおり

あ と が き
介護労働安定センター岩手支部は、介護労働に関する総合支援機関として平成４年４

月１日に厚生労働省（当時の労働省）所管の公益法人として設立されて以来、介護労働
者の福祉の増進と魅力ある職場づくりを目指して、雇用管理の改善、能力の開発、向上
及び介護労働者の適正な需要調整のための援助などを通じて、介護労働者の意識の向上
を醸成するなど、介護労働に対するさまざまな支援を実施して参りました。

高齢化の急速な進展に伴い、介護関連職種では人材不足が深刻であり、介護人材の安
定した確保・定着が喫緊の課題とされておりますが、勤続３年未満の離職者が全体の約
６割であり、コロナ禍の厳しい環境の中にあって、職員一人ひとりに寄り添い、介護職
員の人材育成と働きやすい職場環境づくりが大切と思われます。

令和３年度は岩手労働局委託事業として「介護分野における人材確保のための雇用管
理改善推進事業」を実施し、「介護事業所の魅力ある職場づくりのための事例集」を作成
いたしました。具体的取組み内容では、利用者との関わり、自然災害や事業継承に関す
るテーマも掲載しておりますので、是非ともご活用いただければ幸いでございます。

最後に、本事業を遂行するにあたり、参加事業関係者の皆様、雇用管理改善企画委員
会委員及び雇用管理改善サポーターの皆様に厚く御礼申し上げます。今後も引き続き雇
用管理改善はもとより、介護事業の充実、発展に尽力して参りますので、皆様方の一層
のご指導、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

公益財団法人　介護労働安定センター
岩手支部長　富永　英樹

令和３年度 岩手労働局委託事業
介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業

公益財団法人　介護労働安定センター　岩手支部
〒020-0871　岩手県盛岡市中ノ橋通1-4-22　中ノ橋106ビル4階

TEL 019－652－9036 　FAX 019－652－9037

雇用管理改善企画委員会　委員

雇用管理改善サポーター
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■介護労働者の職業能力開発・雇用管理改善の支援
公益財団法人介護労働安定センター　http://www.kaigo-center.or.jp/

◎無料相談（47都道府県支部・支所）

◎介護労働実態調査結果（採用、離職率、労働者の意識、賃金等）

◎職場改善好事例集

◎介護事業所のためのマニュアル

　・みんなで考える認知症ケア

　・雇用管理改善のための業務推進マニュアル

　・訪問介護事業所のための事務効率化Ｑ＆Ａ

■働き方改革
厚生労働省（特設サイト）https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/

◎無料相談窓口一覧　◎助成金のご案内

■労働相談
厚生労働省（総合労働相談コーナーのご案内）

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

◎労働基準監督署の案内

■介護現場におけるハラスメント対策
厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

◎介護現場におけるハラスメント対策　◎研修の手引き

■介護分野における生産性向上
厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html

◎ガイドライン

■高齢者雇用・障害者雇用の支援
独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　https://www.jeed.or.jp/

◎事業主の方へ　　◎助成金

巻末資料

雇用管理改善に関する参考資料・HPご案内雇用管理改善に関する参考資料・HPご案内
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令和3年度 岩手労働局委託事業
介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業

令和3年度 岩手労働局委託事業

介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業

公益財団法人 介護労働安定センター岩手支部

公益財団法人 介護労働安定センター
 岩手支部

取り組み
雇 用 管 理 改 善へのへの
介護
事業所

の「魅力ある職場づくり」のための


