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厚生労働省　令和３年度雇用管理改善支援

介護の雇用管理改善
CHECK&ACTION 25

　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（所）にお問い合わせください。



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、群馬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、勉強会などをとお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。

本書に係る問合せの他、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

群馬支所長　上野晴二

※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

（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
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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
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イ　医療・福祉サービス改革に向けた取り組み※3

　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』

※３　 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」

【図表４】60歳以上の介護労働者の推移
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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

　群馬労働局委託事業「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
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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 将来のキャリア形成について、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とおして、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。
　群馬県では、15の事業所が地域を分ける事なく、1つのネットワーク・コミュニティを構築し
情報の共有に努めました。取り組み事例紹介にあたっては、各事業所の活動の進捗状況もあり、
全15事業所の中で12事業所を掲載させていただきました。よろしければ参考にして下さい。

（３）地域ネットワーク・コミュニティ取り組みの効果

　県内を横断的に1つとして構築したコミュニティではテーマを決めて、講師の先生を招いて意見
交換の場を２回設けました。参加いただいた複数の事業所同士でテーマに基づいた意見交換を行
い、雇用管理改善に取り組むために求められる基盤の再確認を行いました。
※感染症対策の観点から実施回数を絞っての運営となりました。

①【実例から学ぶ感染症対策とBCP】
 実際に新型コロナ感染者対応を行った事業所様にご来場いただき、貴重な体験談をお話いただ
くと共に、これまで多数の感染症対策研修を行ってきた講師がＱＡ形式で掘り下げ、必要な感
染症対策、ＢＣＰを参加事業所の皆様と一緒に考える場としました。

②【令和３年度の助成金の動向について】
 助成金は職員の雇用環境改善を図る上で、力強い味方となりますが、取得をするには国が示す
手順に従う必要があります。更に年度により助成金の新設、廃止もあり、取得できる条件も一
定ではありません。そこで、助成金に精通した先生を招き助成金の申請に際して注意する点や
令和３年度の動向についてお話いただくと共に、参加事業所にとって必要な助成金や手続き可
能な助成金等を深堀りし、情報共有をはかりました。
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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等が雇用管理改善の専門家である社会保険労務士等が
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    『就業規則、雇用契約書の整備』

 

事業所名：訪問介護ステーションみらい

提供サービス：訪問介護サービス

事業開始：2015年

従業員数：13人

テーマ選定に至るまで

事業所より「雇用している登録ヘルパーに安定した給与を提供したい(登録ヘルパーの1件

○○○円から時給○○○円)為、賃金に関するルールを変えたいと思っているので、相談に

のってほしい」との問い合わせがあり、そこからスタートした。

事業所は現社長が先代より譲り受けて3年程経過しているが、就業規則も創業時(2015年)

に作成してから整備が追い付いていない部分もあり、それはヘルパーの就業規則も同様で

あった。他に雇用契約書の見直しも行いたい意向であった為、就業規則、雇用契約書の整

備を包括的に行う事となった。

取り組み後の感想

パートタイマー就業規則や雇用契約書の策定されたこと、登録ヘルパーの賃金形態が改定

されたこと、並びに助言された求人票への明示の仕方等を参考に今後の労務管理に活かし

てゆきたい。

事業所概要

CHECK&ACTION  C 評価・報酬 職員
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 2.9
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 2.7
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 3.1
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 3.1
15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している 3.1

各事業所の取り組み各事業所の取り組み
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実施内容

就業規則、雇用契約書が一部整備されていない課題

■  モデル就業規則、モデル雇用契約書をベースに事業所が現状の事業所の状況、労働条件

や事業所の希望を加味した上で修正を行い、その修正をしたものに対し、サポーターが

内容の矛盾や法律上の観点からチェックを行っていった。

　※事例④、事例⑥の就業規則の整備もモデル就業規則をベースに進めている。

　● 整備の軽量化（整備するものが多い事による）

　　・ 育児介護休業規程等のボリュームのあるものは別規程となる事が好ましい事もあり、

各条項を規則に盛り込まず「法律に準じる」といった表現に留めた。

　　・雇用契約書は正職用とヘルパー用の兼用で作成した。

　● 賃金

　　・ 時給に関しては同じ労働時間であれば従来の賃金額とほぼ同一となるよう設定した。

加えてこれまでの請負的で給与面でも不安定な雇用形態から、請負的な形式よりも

長時間働く事が可能な体制を敷く事により、安定的で収入のアップも見込める雇用

形態を提供できる事となった。

　　・ 移動時間の賃金に関しては、移動時間の間に職員が自宅に戻ったり、自己の用事を

済ませる事が多い事もあり、利用者宅間を直接移動した時間に対し15分間の賃金支

払いを基本とし、15分以上移動がかかったものについては、勤怠を報告させること

で賃金未払いが発生しない方法を導入した。

ヘルパー用の就業規則、雇用契約書（正職兼用）を整備した成果

※ 時間の関係上、正職用の就業規則の整備まで実施できなかった為、事業所自身で今回の

ノウハウを基に整備を実施する事となった。

正職用 ヘルパー用

就 業 規 則

雇用契約書

〈ひな形〉

雇用契約書
〈ひな形〉

就業規則

.について、全ての整備を
行う事をゴールとした。

・現状の事業所の労働条件、希望等

・法律上記載が必要な項目

・法改正

追加・修正・削除
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事例 22    『事業計画の整備』

 

事業所名：特別養護老人ホームキートス南八幡

提供サービス：介護老人福祉施設

事業開始：2020年

従業員数：31人

テーマ選定に至るまで

外部に公表する事業計画はあるが、その事業計画は下記のような点を備えていないという

事で問題があった。

　①：事業目標を達成する為に具体的な行動を示している

　②：具体的な行動に対し、誰が何を担当するのかを明確にしている

　③：①②に対してPDCAサイクルを回していく

そこで上記3点にアプローチした内容となる事業計画を試験的に整備し、それを今年度下期

に向けて展開する事とした。

取り組み後の感想

まだまだ成長の入口の事業所であるため、未発達・課題も多いと自覚しています。しかし、

多いのみで具体的に何がどの程度課題であるのかということが漠然としていたために、改善

するための具体的行動がなかなか思うようにとれていないことが現状でありました。今回

専門家の先生に介入していただき、まず課題を明確にできたことが大きいです。また優先

順位もつけられたことで、多くある課題に対し、「取り組めそう」という前向きなモチベー

ションにもなりました。従業員も、事業所が常に取り組み課題を明らかにし、それを解決

しようと取り組んでいるという姿勢は、信頼をよせることの1つになると感じました。すぐ

に目に見えて変わることばかりではないと思いますが、変化を起こすための力が加わった

手応えはあり、どのように進めていけば良いのかという不安もないので、頑張って取り組

んでいきたいと思いました。

事業所概要

CHECK&ACTION  A 情報共有・コミュニケーション 事業主
管理者 職員

1 理念、方針、ビジョンを職員に周知・徹底している 3.0 3.1
2 年度事業計画と目標を職員に明確に示している 1.0 2.6
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 4.0 3.1
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 2.0 2.3
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 4.0 3.1
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実施内容

具体性を持ちPDCAサイクルを回せる事業計画がない課題

■ ひとまず、下期に向けての事業計画作成の例として、事業目標を「稼働率を80％以上に

保つ」とした。その上で、その目標を達成する為に左ページの①～③の問題点に対して

有効なアプローチをとるという形で進めていく事とした。

■ 『①：事業目標を達成する為に具体的な行動を示している』

　　⇨ロジックツリー(問題の原因や解決策を探すツール)という考え方を提案。

　　⇨ 事業目標（下図L1）を活動要素（下図L2～L4）に分解していき、具体的な活動内

容としてその実施サイクルと回数を誰が見てもわかるように示した。

　　➡ これにより、PDCAサイクルのPの部分の情報共有が可能になった。

■『②：具体的な行動に対し、誰が何を担当するのかを明確にしている』

　『③：①②に対してPDCAサイクルを回していく』

　　⇨�活動計画チェックリスト(上記ロジックツリーの内容をEXCELに展開したもので

「誰が」「何を」すれば良いかを明確にしたもの）の作成と運用を提案。

　　➡ これにより、具体的な行動と目標を明確に示す事ができた。

　　※活動計画チェックリストは事例⑩（P29）を参照下さい。

事業目標に対して具体的な行動を表し、PDCAサイクルを回す事が
可能な事業計画の例を示した成果

※ 今後は来年度についても、事業所自身でロジックツリー、チェックリストを基に事業計

画を整備し、展開していく事を目指す事となった。

      
 

 

 

 

 

【例】
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事例 33    『業務の見直しと省力化の推進』

 

事業所名：マナデイサービス

提供サービス：地域密着型通所介護

事業開始：2004年

従業員数：14人

テーマ選定に至るまで

代表自身、これまで新しいものを取り入れる事に対する抵抗や躊躇があったが、それが同

時に事業所としての成長や進歩の妨げになっていると感じていた。例えば介護記録につい

て事業所内で問題を抱えていたが、ICTの導入がその問題の解消になるのではと感じてい

たが、専門性が高い分野でもありその導入には高いハードルがあるように感じていた。

そこでこの事業に参加する事により専門家の先生の助言を得ながらICTの導入が可能かど

うかを検討する事とした。記録方法中心に業務内容を見直し、そこからICTの導入の可能

性を探る事となった。

取り組み後の感想

介護記録や転記作業に伴う時間を減らす事により、その時間を本来の業務である介護に充

てたいと思っていた。実際に1社のデモンストレーションを受けてみたが、思いのほか職員

も使いこなしているように思う。今後他の業者も試用し、コスト的に問題ないか等、本格

導入に向け継続的に検討していきたい。

事業所概要

CHECK&ACTION  B 労務管理 事業主
管理者

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 2.0
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 3.0
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 3.0
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 2.0
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 4.0

14



実施内容

事業所内で手間がかかり、ミスが生じている業務がある課題

■記録方法を中心とした業務内容の見直し

　➡記録方法については「欠落」と「転記」の2点が問題であった。

　●欠落： 現状「気が付いた人、手が空いた人」が書く状態であった。つまり、役割が明

確になっていない事により、欠落が発生してしまっていた。以上から当日の記

録責任者or最終責任者を定める事を提案した。

　●転記： 現状、様々な用紙、報告書等で複数回転記が必要な状況であったが、その分余

計な時間がかかり、また転記ミスによるトラブル等は直接的なケアにおける質

の低下につながり、ひいては利用者の満足度低下にもつながるものであった。

この部分に関しては記録の一括化等ICT導入により解決が可能。問題点として

は、コストや誰でも入力できる指導体制が整える事ができる事等がある。

　※他、業務の偏り等も散見された為、その点についても見直しが必要である旨指摘した。

■ICTの導入の検討

　● 自社の業務フローの整理

　　 後段のデモンストレーションの際の対比時に必要な為、事前に整理を行った。

　● ICT化推進プロジェクトを立ち上げ、導入計画の作成

　　  各部門の代表者を招集してプロジェクトを立ち上げ、そこから他の職員への浸透を図った。

　● デモンストレーションの実施

　　  業務フローと対比させながら検討。フローと合致していない部分については、否定か

ら入るのではなく、フローにフィードバックして改善できる可能性も検討。他、機能性、

操作性、コスト面 を総合的に評価を行う事となった。
　　　　　　 ➡初年度のコストを削減する方法としてICT導入補助金の活用を紹介。
　　　　　　 　※活用の有無はメーカーにもよる

　● ホームページの検討

　　  事業所のプロモーションや職員募集の際に不可欠。当然コストも発生するが、こちら

は「小規模事業者持続化補助金」でカバーが可能。地元の商工会が窓口となっている為、

相談するよう提案した。

手間がかかりミスが生じている介護記録について、その問題解決につ
ながるICTの導入についてのフォーマットを示した成果

※コスト面を含め、事業所の方で引き続き導入についての検討を継続する事となった。

　　　　　　　　 導入自体を目的とせず、ICT化の推進によって介護サービスの現場

における「業務の効率化」のみならず、「サービスの質の向上」「利用者の満足度向上」

までを目指し、全職員にその認識をもたせる事とした。

導入にあたって
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事例 44    『就業規則の整備』

 

事業所名：グループホームさちの里

提供サービス：認知症対応型共同生活介護

事業開始：2003年

従業員数：８人

テーマ選定に至るまで

就業規則とは労働条件や職場のルール等を統一的に定めた事業所の法律となるもので、ま

た事業所で働く上でのガイドブックとしても重要なものである。当事業所も備え付けられ

てはいるが、開設当時（2003年）に作成された非常にシンプルなもので、その後の整備

が追い付いていない状態でもあり、上記で言う会社の法律、ガイドブックとしての機能を

有しているとは言い難いものであった。

事業所としても現状の処遇改善加算のⅢから「Ⅱ」・「Ⅰ」ないしは「特定」の取得を検討

しているタイミングでもあり、賃金の規程整備が必要だった事もあり、就業規則全体を見

直す事となった。

取り組み後の感想

今回、就業規則の整備をするにあたり沢山のアドバイスや様々な情報をいただき真摯に雇

用管理改善に取り組むことが出来ました。賃金規程を明確にし、処遇改善加算の Ⅲから 

「Ⅱ」 、「特定」 の取得は、職員の働き方、モチベーションが高められると思います。一つ一

つ丁寧に解説していただき大変勉強になりました。ありがとうございました。

事業所概要

CHECK&ACTION  Ｃ 評価・報酬 事業主
管理者 職員

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 3.0 2.9
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 3.0 2.7
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 3.0 2.7
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 2.0 2.7
15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している 2.0 2.6
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実施内容

就業規則を10数年前に作成して以降、整備が一部されていない課題

■ ひとまず、モデル就業規則をベースとした。事前に良く読み込んでもらいそこで生じた

疑問点や不明点をサポーターが解説する形で進めていった。

　 さらに、既存の就業規則との整合性含め事業所の実態や法改正に即して追加・修正・削

除を行い、加えて事業所の考えや思いを反映した内容となるよう目指して作成を進めて

いった。

　※ モデル就業規則や他の企業・事業所の就業規則をそのまま自事業所に転用する事は、

デメリット（必要以上に待遇の良い規定がある、社風とは合致しない等）があるので

必ず自事業所に合うように修正する必要がある旨事前に説明した。

　● 「休職」「服務」「懲戒」等の規程は法律上就業規則に必ず記載が必要なものではないが、

同時に記載がない限り、運用や処分が難しいものとなる為、希望も確認した上で、しっ

かり作り込むようアドバイスを行った。

　　・休職： 休暇（有給除く）、休業（育介休等）、休職等で休みをとった期間の有給無給

の設定については事業所の自由であるが、トラブル防止の観点からも必ず記

載が必要である旨説明。

　　・服務： 業務上のルールや職員に守ってもらいたいものを記載できるので、しっかり

作ると同時に後段の懲戒と連動して作成する事が大事である旨説明。

　　・懲戒： 単に「就業規則に違反した場合は懲戒処分を行う」という文言だけでは足りず、

可能な限り具体的かつ明確に規定するよう説明。そうする事により懲戒処分

の正当性や職員の納得度も上がる旨説明。

　● 直近の法改正（労働施策総合推進法）の項目として、ハラスメントの相談窓口につい

て規定に盛り込むようアドバイスを行った。

直近の法改正や事業所の実態に即した内容の就業規則に修正した成果

モデル
就業規則

・現状の事業所の想いや労働条件等

・法律上記載が必要な項目

・法律上記載は必要ではないが、注意が必要な項目

・法改正

追加・修正・削除
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事例 55    『業務の見える化』

 

事業所名：寄り処はなまる

提供サービス：地域密着型通所介護

事業開始：2005年

従業員数：14人

テーマ選定に至るまで

管理者Aさんは生活相談員として働く傍ら事務の仕事も兼務していたが、業務過多という

事もあり事務の仕事の一部に遅滞が生じてしまっていた。しかし、抱えている業務の中に

は管理者Aさんが必ずしも行う必要性のないものもあり、委譲を検討する余地があった。

加えて、職員の日常の業務も「誰が何を」担当するかという事が不明確であるという事業

所としての問題点も存在していた。

そこで、管理者Aさんの業務を含め、いったん1日の全業務を洗い出した上で「誰が何を」

を明確にする『業務の見える化』を行い、その流れで、一般職員でも対応可能な業務は管

理者Aさんから一般職員への委譲させる事も併せて行う事となった。そして、そこから得

たノウハウを基に将来的に管理者Aさんの他の業務に加え、理事長Bさんの業務の見え

る化を行い、AさんBさんに不測の事態が生じた際にも対処できる体制作りを目指す事と

なった。

取り組み後の感想

より具体的で見やすい業務マニュアルの作成方法を学べたので、今後の新任職員への指導

や現職の職員間での業務内容の理解・分担がしやすくなったと思います。長く勤めていた

だけるような職場作りを心がけていきたいです。

事業所概要

CHECK&ACTION  B 労務管理 事業主
管理者 職員

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 3.0 3.4
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 3.5 3.6
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 3.0 3.3
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 3.0 3.1
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 3.0 3.7
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実施内容

1日の業務で誰が何をするか明確でない課題

■ まず、日次ベースで業務を洗い出し、１日の業務全体を時間ごと担当者（管理者含む）

ごとで分かるような下記『総括表』を作成した。

■次にその内容を明確にする為に下記『個別業務マニュアル』を作成した。

　※下記は上記総括表の②「当日の準備」を例としたマニュアルの一部

■ 最後に見える化の為に『総括表』と『個別業務マニュアル』を【業務全体マニュアル】

として一冊にまとめ、今後管理・運用していく事とした。

1日の業務の見える化を行い、誰が何をするかを明確にした上で、併せ
て管理者から一般職員への業務の委譲を行った成果

①ミーティング
　朝8：00から30分間は、全員がミーティングに参加することを表している
②当日の準備
　8：30から30分間は、担当者A・B・C・Dが当日の準備をする事を示している
　ただし、各々の内容が異なる事を示す為1から4の数字を付けて区分している

※実際の事業所の運営は上記表と異なる点があります

使用方法
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事例 66    『登録ヘルパー用の就業規則、
�����������������������������������������������������雇用契約書の整備』

 

事業所名：ＪＡ北群渋川福祉センター

提供サービス：訪問介護サービス他

事業開始：2000年

従業員数：22人

テーマ選定に至るまで

今回の支援の対象となった福祉課の介護事業は農協本体の他事業と同様の就業規則を使用

しそれを元に雇用管理を行っていたが、その就業規則内の諸規定の中には福祉課の実態と

合致しないものもあった。中でも賃金規程に関してはそれが顕著であり、給与計算等の事

務処理上対応に苦慮する事が多かった。

そこで今回は、給与計算事務の中でも最も対応に苦慮する事が多かった登録ヘルパーを対

象とした上で、賃金に限らず他の規程も含め包括的に就業規則を整備し、併せて雇用契約

書の整備も手掛ける事となった。

取り組み後の感想

実状に合った賃金規定の整備が出来たおかげで、今まで曖昧だった処理にこれからは自信

をもって取り組めそうです。また、「雇用管理診断チェック」で事業所が現在抱えている課

題も浮き彫りになりましたので、今後の管理・運営に役立て、魅力ある職場作りをしてい

きたいと思います。

事業所概要

CHECK&ACTION  Ｃ 評価・報酬 事業主
管理者 職員

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 3.0 2.8
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 2.5 3.1
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 2.5 2.6
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 2.5 2.8
15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している 2.5 2.3
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〈ひな形〉

登録型非常勤ホームヘルパー就業規則

　 第1章　総　則
　 （目的）
　 第1条　…
　 （適用範囲）
　 第2条　…
　・
　・
　 第4章　給　与
　（基本給与）

① 介護保険（身体介護業務・生活支援業務・介護予防業務）
　 （身体1は30分　　　円） １時間あたり 円

② 介護保険外 １時間あたり 円

③ 同行時指導を受ける側（身体 1 は 30 分　　　円） １時間あたり 円

④ キャンセル料 時間給の100分の60とする

⑤ 移動手当 １ｋｍあたり 円

⑥ 交通費（同日中同一利用者のみの訪問は、2 件目以降　　円とする） １日のうち１件目 円

⑦ ヘルパー会議・研修 群馬県の最低賃金に準ずる

⑧ 年末年始加算（12/31 ～ 1/3） １件あたり 円

⑨ 早朝及び夜間帯加算（開始時間 6 時～ 8 時、18 時～ 22 時） １件あたり 円

・現状の事業所の労働条件等

・法律上記載が必要な項目

・法改正

4回の活動を通し、事業所とサポーターによる共同作業
で追加、修正、削除を繰り返し最終的な形とした。

規定に落とし込んで行く上で、現状の各職員の労働条件を雇用契約書や賃金台帳にて
確認し、整理した上で下記表に反映させ、加えて今まで規定がなかった為処理があい
まいであった点(下記⑤⑥⑨)について、サポーターのアドバイスを基に下記表で整
理をした。

追加・修正・削除

給与規定

実施内容

ヘルパー用の就業規則がない為、事務処理上給与に関し不明な点がある課題

■ 上記の通り今回の課題は登録ヘルパー用の就業規則（+雇用契約書）の整備であるが、

今まで登録ヘルパーに対しては農協共通の臨時雇用者用の就業規則や雇用契約書を使用

していた。就業規則、契約書を登録ヘルパー用にアレンジする事も試みたがかえって煩

雑となるため、ゼロベースで作成する事となった。そこで、介護労働安定センターより

発行している「介護労働者の雇用管理総論」に掲載している「登録型非常勤ホームヘルパー

就業規則」「登録・非定型ヘルパー労働条件通知書」をひな形とし事業所の実態に即した

内容に修正していく事となった。

ヘルパー用の就業規則、雇用契約書を整備し、賃金についての不明点を
整理し規則に盛り込んだ成果
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事例 77    『法人理念に基づいた職員像の確立』

 

事業所名：カーサ・デ・ヴェルデ黒沢

提供サービス：特定施設入居者生活介護

事業開始：2018年

従業員数：36名

テーマ選定に至るまで

9月で開設4年目を迎え、開設当時の慌ただしさからも一段落し、幾分余裕も生まれてきた

事から、ここ1年は職員の教育にも力を入れてきた。しかしながら事業所が期待するような

職員が育ってきているとは言えず、リーダークラスにおいても同様な状況であった。事業

所が今後さらなる発展をしていくには、ただ上から言われた事をやる職員では限界があり、

リーダーを中心に主体性を持った職員への成長が必要であった。

そこで、リーダーを対象に主体性を持った職員のあるべき姿を法人理念からアプローチし、

自らが考える今後の職員像の指針を確立させる事とした。

取り組み後の感想

・ １分スピーチやグループワークなど自身の考えを発言する機会が多く、今回の参加者全

員が、今後は自覚をもって、管理者としての立場で職場環境を改善するための意識付け

をすることができました。実際に、研修後での会議の発言など積極性が見られるように

なりました。

・ 求めるリーダー像より役職ごとの責任と権限が明確となり、自ら考えた階層別の理想に

近づけるように今後必要となる課題抽出も行うことができた為、今後も継続して取り組

んでいきたいと思います。

事業所概要

CHECK&ACTION  Ｄ 人材採用・育成 職員

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 2.9
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 3.0
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 2.9
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 2.8
20 将来のキャリア形成について、支援やアドバイスを行っている 2.5
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実施内容

リーダー含め主体的に動ける職員が育っていない課題

■ 法人本部の求める職員像を基に事業所で望まれる各階層の職員像を確立する

　➡ 今回のテーマでもある「主体性」の実践の為、リーダー自身に自分の言葉で示しても

らう事とした。

　　（その為に）

　　・ キャリアパスを見直す事により理念について改めて考える機会を設け、リーダーや

一般職員およびその他の事業所の全職員はどうあれば良いかを掘り下げた。

　　・ 特にリーダー像については「一般職員、上司が等しく求めるリーダーとは」と多角

的な観点から掘り下げた。

■ 加えて、上記で確立させた各職員像に対して、必要な研修含めた事業所の職員を成長・

機能させるリーダ－の役割を下記項目に分け、各リーダーが担当を持ちそれぞれ何が必

要かを探る事とした。

　　「目標管理」. 「キャリアパス」
　　「コミュニケーション能力」. 「介護スキル」
　　「仕組みづくり・研修体系」. 「マネジメント」
　　「リーダーシップ」. 「メンタルサポート」
　➡こちらも、まとめたものを各リーダーに発表してもらう事とした。

各職員像や職員を成長・機能させていく方法についてリーダー自らが
考え、発表する機会を設ける事により、主体性に対して体で学ぶ場を
提供した

成果

新　人 素直さを持って学ぶ姿勢を持ち、仕事に対して一生懸命に取り組む人材

一般職員 笑顔で指示を理解し、正しく早く落ち着いて丁寧にケアができる

副主任 業務が円滑に進むよう、新人・一般職員の相談・助言を行い、指示・指導が適切にできる

主　任 フロアをまとめ模範となる行動を行い、上からの指示を他職員に伝えられる実践力と指導
力を持つ

係　長 他部署との連携を保ち、法人の運営を意識した統括ができる

課　長 ご入居者様を含めた法人内の運営と調整に携わり、実践力をもって意欲的に遂行できる

副部長
事務長 法人を発展させる言動ができる
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事例 88    『事業所理念の明文化と
������������������������������������������������経営ビジョンの整備』

 

事業所名：リハプライド前橋広瀬

提供サービス：地域密着型通所介護

事業開始：2014年

従業員数：6人

テーマ選定に至るまで

ここ1年新規で採用した職員の離職が続いたが新規職員のイメージと事業所の方向性との間

で乖離があった事も原因であった。その為、文書として掲げていなかった事業所の理念の

明文化を行い、今後新規職員の採用をする際に明示する事等によりギャップが生じる事が

ないよう整備しておく必要があった。

そこでまず、事業所の理念として経営理念を確立させた上で、個々の職員により具体性を

もった方向性を示せるよう、併せてその理念と紐づく内容となる経営ビジョンや経営計画

の整備も行う事となった。

取り組み後の感想

これまで言葉で伝えて来た事であったが、文書化する事で職員に伝わりやすくなったと思

う。事業計画についても漠然としたものであった為、数値目標を明確にする事で、一つ一

つの業務の意味や行動がより具体的になったと思う。

事業所概要

CHECK&ACTION  Ａ 情報共有・コミュニケーション 事業主
管理者 職員

1 理念、方針、ビジョンを職員に周知・徹底している 4.0 3.0
2 年度事業計画と目標を職員に明確に示している 2.0 2.5
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 4.0 3.5
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 3.0 2.5
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 3.0 3.3
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実施内容

事業所の理念が職員に伝わるように明文化できていない課題

経営理念 経営ビジョン 経営計画

※ 経営理念で事業所の考え方の大枠を示し、そこから経営ビジョン、経営計画とブレイク
ダウンするに従ってより具体的となり、それを職員に展開する事によりギャップを防ぐ
事を目指した。

「経営理念」「経営ビジョン」「経営計画」の策定を行い、具体性を伴った
事業所の考え方を職員に示すベースを作り上げた成果

※ 職員への展開は時間的な事もあり持越しとなった為、今後事業所の方で展開をしていく

事となった。

経営理念 の策定

➡「三方よし」の考え方を紹介
　※「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」の考え方から事業所の経営理念を導き出す

自立支援介護のプロとして、顧客（利用者、家族、ケアマネージャー）や地域社会
から信頼される存在になる

経営ビジョン の策定

➡「3C分析」の考え方を紹介
　※「自社の特徴」「顧客の特徴」「競合の特徴」の観点から経営ビジョンを導き出す

 ●  寝たきりにならず、今の生活を維持したいという希望と目標を持ったご利用者
様に、安心・安全なパワーリハビリテーションを提供します

●  毎日でも通いたくなるようなデイサービスとなり、週末等には家族や友人と出
かけるなど行動変容につながるサービスを提供します

●  介護保険サービスからの卒業を目指し、自立した生活を送れるよう支援してい
きます

経営計画 の策定

➡上記でまとめた経営ビジョンを実現するため経営計画書の作成を提案
　※ 計画書の作成にあたり、初心者でも簡易的に作成する入口として「小規模事業者持

続化補助金」のフォーマットを活用する事を提案。その前にその叩き台として「経
営計画つくるくん」アプリを紹介し、実際タブレット上でのデモを行い体験しても
らった。

25



事例 ９９    『賃金規程の整備』

 

事業所名：グループホームかしょうの里

提供サービス：認知症対応型共同生活介護

事業開始：2014年

従業員数：９人

テーマ選定に至るまで

事業所に賃金規程は備えてあるが、運用の際にあいまいな箇所があった。処遇改善加算につ

いてのランクアップを検討しているタイミングでもあり、賃金規程を見直す機会でもあった。

そこで、賃金規程のみならずその前段となるキャリアパスや評価基準の見直しを行い、そ

れを取りまとめた内容となる賃金規程の整備を行う事となった。

取り組み後の感想

あいまいな箇所があった賃金制度が整備さ

れ、基準が明確になった。また、評価制度

を取り入れること、職員間の意識統一を期

待したい。

事業所概要

CHECK&ACTION  Ｃ 評価・報酬 事業主
管理者 職員

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 2.0 2.4
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 1.0 2.3
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 4.0 2.5
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 1.0 2.4
15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している 2.0 2.2
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実施内容

賃金規程はあるが、不明な点があり職員の納得性に欠ける課題

■ キャリアパスの見直し

　➡既存のキャリアパスは一部不明な点があった為、下記左表で整理を行った。

　　号数やそれと連なる基本給（時給、月給）の部分がより明確となった。

■人事考課表（評価基準）の見直し

　➡事業所の職員としてあるべき姿をベースに10項目を上記右表でまとめた。

　　上記キャリアパスの号数や調整手当等の支給時に使用する事とした

■賃金規程の整備

　➡�上記「キャリアパス」「人事考課表」で検討してきた内容を、規程としてとりまとめを行っ

た。記載が多いと運用上複雑になり、不足するとトラブルとなる為、その辺りのバラ

ンスを考慮した。

キャリアパスや事業所のあるべき姿に基づく評価基準に紐づいた、賃
金規程を整備した成果

※ 今回は正職用の整備であった為、パート用について引き続き事業所自身で整備について

検討を継続する事となった。

キャリアパス（一部抜粋）
人事考課表
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事例 1010    『事業計画の整備』

 

事業所名：デイサービスセンターひいらぎの里

提供サービス：認知症対応型通所介護

事業開始：2013年

従業員数：13人

テーマ選定に至るまで

コロナも関係して稼働率が落ち、事業所の収益にも影響していた。当然、職員の雇用維持

という点でも懸念される所であった。事業計画はあるにはあるが稼働率にアプローチする

内容ではなかった為、手を打てていない状況でもあった。

そこで、ひとまず稼働率80％という数字を念頭に置いた上で、その稼働率を達成する為の

職員の役割分担を含めた事業計画の整備を手掛ける事となった。

取り組み後の感想

現状把握、意識改革、行動目標の設定

など、それぞれが具体的かつ刺激的で

大いに参考になりました。

事業所概要

CHECK&ACTION  Ａ 情報共有・コミュニケーション 事業主
管理者 職員

1 理念、方針、ビジョンを職員に周知・徹底している 4.0 3.2
2 年度事業計画と目標を職員に明確に示している 2.0 2.6
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 4.0 3.2
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 2.0 2.5
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 3.5 3.0
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実施内容

具体性を持ちPDCAサイクルを回せる事業計画がない課題

■ 稼働率80%を確保する為の事業計画を策定し、それを具体的な行動に落とし込み、成果

をチェックしながら修正を加えていく方法として

　　①ロジックツリー　　②活動計画チェックリスト

　の2点を作成し、担当者に落とし込みを行った。

　①『ロジックツリー』 ： 掲げた目標に対し、その目標を達成する為にはどういった行動が

必要かをブレイクダウンしながら掘り起していくツール

　　　　　　　　　　　※ロジックツリーは事例②（P13）を参照下さい

　②『活動計画チェックリスト』

 ： ロジックツリーで明確になった目標に対してとるべき行動を

EXCELに転記し「誰が」「何を」担当するか、またその実績はど

うなったかがチェックできるリスト

　➡�①②セットでＰＤＣＡを回していく

事業目標に対して具体的な行動を表し、ＰＤＣＡサイクルを回す事が
可能な事業計画の例を示した成果

稼働率80%（0.8ポイント）

当該施設（定員12名）では１名換算分で0.08ポイント
直近の半期の稼働率は70%～75%を推移している為、80%を達成する為には1名換
算分の利用者の確保、継続が必要

「目標」「目標達成の為の具体的
方策」「計画」はロジックツリー
より転記する

「実績」は月1回入力する
「差異」は当月分の
【実績-計画】で出す
※計算式を入れておく

① 「成果」②「問題点」は「～できました」「～できませんでした」で
はなく、原因・理由を明らかにするように表現する

③ 「対策」は「次月やります」のような先送りの表現はしない

前提
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事例 1111    『ハラスメント予防体制の構築』

 

事業所名：ちよだＣＯＭハウス

提供サービス：介護老人福祉施設

事業開始：1993年

従業員数：83人

テーマ選定に至るまで

今年度の介護報酬改定に伴い、規定含め諸々の整備が義務付けられている事は知ってはい

たが、なかなか手をつけられていない状態であった。一方、現状の事業所の離職率は低い

水準（5％程）であったが、地理的な事も影響し新規職員の採用が難しい事もあり、その低

い水準の離職率をキープする必要性があった。その為にも、離職の原因の上位となる職場

の人間関係に直結するハラスメントが発生しにくい事業所とする必要があった。

そこで、事業所として整備が求められている項目を中心にハラスメントに対する体制の強

化を行っていく事となった。

取り組み後の感想

ハラスメントにつながる可能性のある事項について改めて気づくことができ、規程、指針、

マニュアル、相談窓口などの体制づくり、並びに、研修実施体制、実施内容等、今回の支

援を参考に、事業所としてさらに対策を進めていきたい。

事業所概要

CHECK&ACTION  B 労務管理 事業主
管理者

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 3.5
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 3.8
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 2.5
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 2.8
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 3.3
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実施内容

ハラスメントに対して事業所として求められているものの整備が追いついていない課題

■ ハラスメント対策強化は介護報酬改定に伴い全介護事業所に義務付けられる事となったが、

その中で特に整備が要求されている下記の項目をメインとして実施していく事となった。

　●事業所の方針の明確化

　　職場におけるハラスメントの内容、行ってはならない旨等の方針を書面で明確化した。

　　 併せて、就業規則でハラスメントに関する規定（禁止事項、相談窓口等）を設け、懲

戒規定と連動する形で整備を行った。

　●相談窓口等体制の整備

　　元々職員の相談窓口となっていた副施設長と事務長が担当する事となった。

　　・ その中で「何でも相談できる相談窓口」と「ハラスメントやメンタル関連の相談窓口」

の2つを設ける事を提案した。

　　・ 苦情処理にあたっては、ハラスメント傾向のある職員の気持ちを受け止める事がで

きる事が必要であり、傾聴姿勢が大事である事を説明した。

　　ハラスメント事例は発生時に迅速な対応が必要な為、フロー、マニュアルを作成した。

■ ハラスメントに関しては、啓発含め職員を巻き込む事も必要であり、そういった主旨で

下記の項目に関しても提案を行った。

　●現状の実態把握のためのアンケートの実施

　　 表面上見えていない事例を把握する意味合いで提案。ただし、事後対応がしっかりと

れる体制が整備されている事を実施条件とした為、一旦は保留となった。

　●ハラスメント研修の実施

　　 方針や規則で謳っているだけで、職員に浸透させる事は困難である為、ハラスメント

を研修体系に組み込む事を提案。ハラスメント傾向のある人を変えていく事は難しい

が、ハラスメント事案に発展しないよう繰り返し実施する必要性がある事を説明。職

員間のコミュニケーション不足がハラスメントの原因となる事もあり、コミュニケー

ションやアサーションの研修も同時に必要である事も説明した。

■職員間のみならず、利用者とのハラスメントに関しても予防策の提案を行った。

　●カスタマーハラスメントの予防

　　 利用者・ご家族からのハラスメントを防ぐ為、契約時に契約書や別紙で配慮をお願い

したい事項を盛り込み予め理解を得ておく事を提案した。

方針、就業規則、相談窓口等ハラスメントの予防体制を構築する事ができた成果

職員→職員のハラスメント

利用者→職員のハラスメント
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事例 1212    『リーダー職を中心とした
������������������������������������������������������研修体系の整備』

 

事業所名：特別養護老人ホーム　サザン小川

提供サービス：介護老人福祉施設

事業開始：2006年

従業員数：88人

テーマ選定に至るまで

事業所内にはユニットが計8ユニットあり、各ユニットに1名のリーダーが配置され、各ユ

ニットの業務運営はそのリーダーに委ねられていた。各ユニットの特性を反映した運営が

できている反面、経験の浅いリーダーのユニットでは職員を束ねる事が難しく、職員の連

携が悪い事により連絡事項の伝達漏れ等も発生し、利用者から不満の声が出てしまうケー

スもあった。事業所としてはそうしたユニットの底上げが必要な状況であった。

そこで、ユニットリーダーに対し事業所が求める一定レベルの基準を備えてもらう為に教

育訓練や研修を実施する必要性があったが、その実施にあたりこの事業でその枠組み（研

修体系、研修計画）を提案する事となった。併せて時間的に余裕があればユニットリーダー

の日常業務におけるマニュアルの整備も行う事となった。

取り組み後の感想

あれができていない、これができないと言っているだけではなく、問題点が何なのかを考

えて、ひとつひとつ具体的にしていくことが大切だと感じました。また、手間を惜しまず

に、まずは小さなことから具体的に始めていくことが重要で、やってみてまた考え修正し

ていけば良いと改めて実感しました。

事業所概要

CHECK&ACTION  Ｄ 人材採用・育成 職員

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 2.2
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 1.8
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 2.3
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 2.0
20 将来のキャリア形成について、支援やアドバイスを行っている 1.8
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実施内容

経験の浅いリーダーの底上げが必要課題

■必要な研修の洗い出し

　 事業所で現状行っている研修を一覧にし、未実施だが必要と思われる研修を加えていった。

■研修リストの整理

　 上記でまとめた研修リストに対し「組織性」「専門性」「対象」「内・外」「必・選」「研修名」

等で分類し、整理を行った。

■研修体系・研修計画の整備

　 上記で整理したものを体系図にまとめ、そこに担当者や実施時期を加えて（研修計画に

あたる）1枚紙でまとめた。

　※ あくまでリーダーを中心だが、この機会に事業所全体の研修体系、研修計画としてま

とめた。

■就業規則、研修実施要綱の整備、作成

　 就業規則に教育訓練についての規程を追記し、併せて就業規則の内容を補助する形で研

修実施要綱の作成を提案した。

■チェックリストの作成

　 時間的制約もあり、マニュアルの作成の前に、リーダーのロールモデルを置いた上でリー

ダーとしての職責上の役割や注意点をまとめたチェックリストの作成を提案した。

リーダーの底上げをする上での研修体系の整備を行った成果

研修体系、研修計画の整備

リーダーマニュアルの整備

組織性 組織内での役割行動を学ぶ科目

専門性 福祉サービスの提供に必要な知識や技術に関する科目

内・外 職場内で行うか、職場外で行うかの別

必・選 必修か選択かの別

対　象 内・外 必・選 回　数 研修名

管理職（ユニットリーダー）

職場内 必修 新任時 新任管理職研修

職場内 必修 年１回 職務階層別研修

職場内 必修 年１回 ハラスメント研修

職場内 必修 年１回 メンタルヘルス研修
(一部抜粋)
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令和3年度　群馬労働局委託事業令和3年度　群馬労働局委託事業
介護分野における人材確保のための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雇用管理改善推進事業

※個別支援、集団支援、経験交流会については次ページ以降に解説がございます。

事業委託

好事例を発表

群馬労働局

（公財）介護労働安定センター群馬支所

個別支援 集団支援

経験交流会

〈全体イメージ図〉

参考資料
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「介護分野における人材確保の為の
雇用管理改善推進事業」とは

これまで、我々介護労働安定センター群馬支所が今年度、群馬労働局より委託を受けて実施致し

ました上記事業について、その事例を中心にご紹介させていただきました。以下では、その内容

を補足する説明をさせていただきます。その前に、まず前ページのイメージ図で触れた個別支援

等この事業の年間スケジュールを下記に掲載させていただきます。

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

事
業
内
容

月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事
業
内
容 ★.2/24

●.9/21

参加募集期間 個別支援実施期間 ●.集団支援実施日 ★.経験交流会

●.10/14

Ｑ.そもそもその事業って何やるの？

Ａ.   この事業は介護事業所を対象とした『職員の職場の定着』を主眼として、専門家（社労士、

中小企業診断士）の先生の協力のもと、職員の定着につながる雇用環境の整備のお手伝いを

させていただく事業です。

Ｑ.雇用環境の整備って具体的には？

Ａ.   例えば、昔作ったままで事業所の現状や法改正に即していない就業規則を整備したり、職員
のモチベーションアップにつながるような評価制度や研修体系を整備したり・・等々を行い

ます。

Ｑ.どうやって参加するの？

Ａ.   令和３年度については、
　　・ 介護労働安定センターのＨＰ上(群馬支所)で募集のお知らせを掲載し、直接問い合わせ

いただく事によりこの事業への参加を募らせていただきました。

　　・ ５月～７月に実施致しますセミナーに参加いただいた事業所様に、この事業への参加を

募らせていただきました。

　��※来年度（令和4年度）のこの事業の実施はまだ未定です
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Ｑ.参加に条件はあるの？

Ａ.   あります。この事業は介護事業所に向けた事業ですので、まず介護保険の適用事業所である

事と、原則中小企業規模で比較的新規の事業所に向けた事業でもある為、職員が100人以

下で雇用保険の適用から10年未満の事業所である事が条件となります。

Ｑ.個別支援って何？

Ａ.   この事業は個別支援と集団支援の2本柱で雇用環境の整備のお手伝いを致します。

　  個別支援： 各事業所が抱える固有の課題に対しその課題に即した専門家の先生を事業所へ派

遣します（職員も同行）。事業主や管理者の方との話し合いの場を設けその課題

の解決につながるアドバイスや制度等を提案致します。おおむね月1回（1回あ

たり最大2.5H）計4回で制度提案までつなげます。

Ｑ.集団支援は？

Ａ.   集団支援： 個別支援に参加いただいている事業所様に集まっていただき、事業所様から興味

のあるテーマ等を伺った上でそのテーマに合致した先生を招きお話を聞くと共

に、そのテーマに対する事業所の取組状況や事業所で工夫しているノウハウ等を

お互い共有する事により、個別支援の課題と別の観点での雇用環境の改善につな

げます。

　　　　　　  テーマ：ex）ＢＣＰ(事業継続計画)の策定、助成金等

Ｑ.経験交流会って？

Ａ.   この事業に参加いただいた事業所様の中から、２事業所様に協力いただき、個別支援の内容に

ついて来場された事業所様へ発表をしていただきます。併せて、その時の介護業界で注目さ

れるトピック等に対し、そのトピックに精通した先生をお招きし、講演をしていただきます。

 　 トピック：ex）介護報酬改定の概要、介護事業所における働き方改革等

 　 ※参加条件：特になし

Ｑ.個別支援の課題ってどうやって決めるの？

Ａ.   職員が事業所へ訪問し、ヒアリングと共にチェックシートを使って、手をつけるべき課題を

抽出します。

36



Ｑ.チェックシートって具体的にどうやって使うの？

Ａ.   各項目に対して、4「あてはまる」3「どちらかというとあてはまる」2「どちらかという

とあてはまらない」1「あてはまらない」のいずれかを回答して下さい。P7に掲載してい

るものがそのチェックシートになりますので、事業所にいる全員の方でやってみて下さい。

  　※点数が低いもの=事業所内でうまくいっていない項目

Ｑ.その後の進め方は？

Ａ.   「事業主と管理者」グループと「職員」グループで別々に集計し、その各項目の平均点を出

します。「事業主と管理者」「職員」共に低い項目や逆にその両者で点数が乖離している項目

等をピックアップします。

Ｃ 評価・報酬 事業主
管理者 職員

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 3.0 2.0
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 1.5 1.7
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 2.5 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 3.0 1.9
15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している 3.0 1.7

Ｄ 人材採用・育成 事業主
管理者 職員

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 3.0 2.2
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 3.0 1.8
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 2.5 2.3
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 2.5 2.0
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 3.5 1.8

➡ C-12：「事業主・管理者」「職員」ともに点数が低い

➡D-20：「事業主・管理者」「職員」の点数に乖離がある

いくつか挙がった項目の中で重要なもの緊急性が高いものやコストがかから
ないもの等を多角的に検討します。

それに加えてヒアリングの内容も加味し総合的に判断して課題を
選定致します。
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令和３年度
地域ネットワーク・コミュニティ参加事業所一覧

Ｎｏ 法人名 事業所名 所在地 形　態 テーマ

1 株式会社フライト 訪問介護ステーションみらい 高崎市 訪　問 就業規則、雇用契約書
の整備

2 社会福祉法人慶康会 特養キートス南八幡 高崎市 介護老人
福祉施設 事業計画の整備

3 株式会社ライフライン デイサービスセンター
プラチナホームさくら 前橋市 通　所 管理者層までの研修体系

の整備

4 あいケアサービス有限会社 マナデイサービス 前橋市 地域密着型
通所介護

業務の見直しと省力化の
推進

5 有限会社すわ福祉ネット グループホームさちの里 高崎市 認知症対応型.
共同生活介護 就業規則の整備

6 特定非営利活動法人.
寄り処はなまる 寄り処はなまる 吾妻郡.

中之条町
地域密着型
通所介護 業務の見える化

7 北群渋川農業協同組合 JA北群渋川福祉センター 渋川市 訪　問 賃金規程の整備

8 株式会社 changes デイサービス re スタート 太田市 地域密着型
通所介護 評価制度の整備

9 株式会社じねん デイサービスせんじゅ 前橋市 通　所 評価制度の整備

10 医療法人美心会 カーサ・デ・ヴェルデ黒沢 高崎市 特定施設入居者.
生活介護

法人の理念に基づいた.
各職員像の確立

11 株式会社 Be.Brave リハプライド前橋広瀬 前橋市 地域密着型
通所介護

事業所理念の明文化と.
経営ビジョンの整備

12 有限会社アイビス グループホームかしょうの里 沼田市 認知症対応型.
共同生活介護 賃金規程の整備

13 株式会社榛陽 デイサービスセンター
ひいらぎの里 前橋市 認知症対応型

通所介護 事業計画の整備

14 社会福祉法人もくせい会 ちよだCOMハウス 邑楽郡.
千代田町

介護老人
福祉施設

ハラスメント予防体制の
構築

15 社会福祉法人崇山会 特別養護老人ホーム
サザン小川

吾妻郡.
中之条町

介護老人
福祉施設

リーダー職を中心とした
研修体系の整備

※各事業所の支援活動の進捗により、事例未掲載の事業所があります。
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令和３年度 群馬労働局委託事業
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　群馬支所
〒371-0022 群馬県前橋市千代田町一丁目14番1号　橋詰広瀬川ビル2階

TEL 027-235-3013　FAX 027-235-3014

雇用管理改善企画委員会　委員

高崎健康福祉大学	 特任教授	 松　沼　記　代
一般社団法人群馬県介護福祉会	 副会長	 髙　橋　将　弘
介護人材育成コンサルタント	 介護福祉士	 木　村　鈴　子
小林労務総合事務所	 代表	 小　林　郁　夫
群馬労働局職業対策課	 高齢者対策担当官	 中　野　直　美
公益財団法人介護労働安定センター群馬支所	 支所長	 上　野　晴　二

あ と が き
　令和3年度は前年に引きつづき新型コロナウィルス感染症に翻弄された1年となりまし
たが、一方で3年に一度の「介護報酬改定」という介護業界にとっては非常に大きな出
来事があった1年でもありました。
　そのような中、令和3年度群馬労働局委託事業「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」の実施にあたり、ご協力をいただきました多くの介護事業所の
みなさまに心より感謝申し上げます。
　令和3年度介護報酬改定の中では「感染症対応力強化」「BCPの策定」「ハラスメント
対策」「高齢者虐待防止の推進」等、多くの新たな課題が全ての介護事業所に求められて
おります。これらの課題の推進の主体が各事業所の職員のみなさんであることは言うま
でもありません。
　介護事業所職員のみなさんがこれらの課題に主体的に取り組むための事業所基盤の整
備は待ったなしの状況にあるのではないでしょうか。
　今回、本事業では15事業所のみなさんが各々のテーマを掲げ、事業所みなさま自身が
主体的に働きやすい職場づくりのための取り組みを行いました。これらの取り組みが新
たな課題に取り組むための職場の基盤整備のヒントになればと願っております。
　最後に本事業の主旨にご理解をいただき、「雇用管理改善企画委員会」「ワーキンググ
ループ」、更には相談支援に携わっていただきましたサポーターの先生方に深く感謝申し
上げます。

公益財団法人　介護労働安定センター

群馬支所長　上野晴二

39



■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/shingi2/0000198094_00013.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.go.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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《メモ》
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令和３年度 群馬労働局委託事業
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介護事業所の「魅力ある職場づくり」のための
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