
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、長野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

長野支部長代理 半田和彦

※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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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、介護労働安定 

センター長野支部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、長野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

長野支部長代理 半田和彦

※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」 

01

 

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、長野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

長野支部長代理 半田和彦

※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」 

01

 

01

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、長野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

長野支部長代理 半田和彦

※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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1 
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。 

【図表２】採用が困難な理由 

 

 

【図表１】不足感の推移 
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1 
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。 

【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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【図表４】60歳以上の介護労働者の推移

 
 

 

 

 

   

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 

※２ 

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』 

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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（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 

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 

※２ 

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』 
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2 
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 

長野労働局委託事業「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」を構築して事業者間

の意見交換や交流を深めるなど地域全体に波及するような相談支援の場を設けました。 

（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、自己診断を行いました。

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】

情報共有・コミュニケーション 

A 

職場環境・

組織風土

E 

労務管理 

B 

C 
評価・報酬 

D 
人材採用・育成 

このレーダーチャート例では、「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行ってみましょう。 

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。 
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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!〉 

B 労務管理 

C 評価・報酬

D 人材採用・育成 

E 職場環境・組織風土
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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 

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 

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 

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 
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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 
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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 
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2 
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 

長野労働局委託事業「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」を構築して事業者間

の意見交換や交流を深めるなど地域全体に波及するような相談支援の場を設けました。 

（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、自己診断を行いました。

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】

情報共有・コミュニケーション 

A 

職場環境・

組織風土

E 

労務管理 

B 

C 
評価・報酬 

D 
人材採用・育成 

このレーダーチャート例では、「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行ってみましょう。 

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。 
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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 
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（２）地域ネットワーク・コミュニティの構築

（３）地域ネットワーク・コミュニティで行った主な内容 

「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、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、経営状況など考え方は個々に異なるため、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を進めていくための各専門家と連携しながら、それぞれの事業所の状

況に合わせたサポートを実施しています。 

長野県では、15の事業所を地域別に分け、２つのネットワーク・コミュニティを構築しました。

取り組み事例にあたっては、地域ネットワーク・コミュニティにおける事業者間の相乗効果や専

門家からのサポート内容を掲載しているので参考にしてください。 

2つのコミュニティで共通テーマを決め、複数の事業者同士で意見交換を行い、雇用管理改善
に取り組みましたが、その主な取り組みをご紹介します。 

 長野と諏訪の2カ所で共通テーマを設定し社会保険労務士による講義を行った後、各事業所間

で意見交換をしました。 

テテーーママ「「介介護護のの人人材材育育成成がが離離職職をを防防ぎぎ定定着着率率をを向向上上ささせせるるそそのの理理由由はは？？」」  

  講講師師：：社社会会保保険険労労務務士士  傳傳田田  清清一一氏氏 

  

 介護事業所の経営において大きな課題である「人員不足」。多くの事業所が採用に難しさを感

じている中で、人員不足に歯止めをかける一手として、離職を防ぎ、定着率を向上させる改善策

として、介護人材の育成方法について勉強会を行いました。 

 

① 介護スタッフの人材不足の現状 

そもそも介護スタッフの人材はどれくらい不足しているのでしょうか？厚生労働省「職

業安定業務統計」、総務省「労働力調査」の結果によれば、2020年6月時点での介護関係の

有効求人倍率は3.95倍とコロナ禍で落ち込みを見せた全産業の有効求人倍率（0.97倍）と

比べても突出して高い数値となっています。 

また、介護業界における離職の傾向として、仕事を始めて3年未満で30％以上が離職して

いるなど短期間での離職率が非常に高い傾向があります。 

離職の要因として令和2年度介護労働実態調査結果によると、「職場の人間関係に問題が

あったため」23.9％が最も高く、3番目には「法人や施設事業所の理念や運営のあり方に不

満があったため」17.2％となっています。 
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 ② なぜ、人材育成の仕組みづくりが必要なのか。 

       優秀な人材がいればご利用者に喜ばれ、施設事業所の評判も上がり、ひいては企業の業績に 

つながることが事業者としてわかりやすいメリットでしょう。また、教育や研修を行うことに 

より、スタッフの介護技術の向上や、仕事に対するやる気が増すなどのメリットもあります。 

例えばその結果スタッフ自身も身体に負担のない介護技術等が身につけば、施設・事業所内 

での事故も減ることが期待できます。加えて、リーダー研修や倫理研修などを定期的に受講す 

ることで各スタッフの意識が変わり、企業スタッフのひとりとしての自覚が芽生えるので、職 

場への帰属意識や人間関係といった面でも変化が生まれます。 

 

    ③「介護人材の育成の仕組みづくり」の具体的内容 

      ○ ストレスを解決するためのメンター制度 

      ○ OJT研修 

      ○ スキルアップのため資格取得奨励制度 

      ○ 社内研修・社外研修の活用 

       特に、メンター制度とは現場経験を積み、技術や知識を持った先輩スタッフ（メンター） 

が、新しく入職した後輩スタッフ（メンティー）に対して、仕事上の相談や精神面でのサ 

ポートを行う個別支援活動のことで、新人スタッフの悩みや不安を解消できることが期待 

できます。早期の離職防止には効果的と言われています。 

     

    ④ 人材育成計画を策定するための4ステップ 

      【ステップ1】育成の目的を決める 

        施設で求めている職員像と現状（現場の課題）のギャップを把握することで、施設の 

置かれている状況に即した目的を定めやすくなります。   

      【ステップ2】育成計画を作成する 

        育成計画を作る際は現場の意見を取り入れると、より現実的で現場のニーズに合った 

カリキュラムにつながります。 

        実務を通した指導（OJT）、座学（OFF-JT）や自己啓発活動（SDS）を上手に組み合わ 

せることでより効果的な計画書を作ることができます。 

      【ステップ3】評価基準を設定する 

        介護現場で求められる能力は「基本的な介護技術」「コミュニケーション能力」「リ 

スクマネジメント能力」など多岐にわるため、評価基準の設定は容易でありません。 

そこで推奨したいのは介護プロフェッショナルキャリア段位制度で使用されている 

「介護技術評価基準」が参考になります。 
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長野県では、15の事業所を地域別に分け、２つのネットワーク・コミュニティを構築しました。

取り組み事例にあたっては、地域ネットワーク・コミュニティにおける事業者間の相乗効果や専

門家からのサポート内容を掲載しているので参考にしてください。 

2つのコミュニティで共通テーマを決め、複数の事業者同士で意見交換を行い、雇用管理改善
に取り組みましたが、その主な取り組みをご紹介します。 

 長野と諏訪の2カ所で共通テーマを設定し社会保険労務士による講義を行った後、各事業所間

で意見交換をしました。 

テテーーママ「「介介護護のの人人材材育育成成がが離離職職をを防防ぎぎ定定着着率率をを向向上上ささせせるるそそのの理理由由はは？？」」  

  講講師師：：社社会会保保険険労労務務士士  傳傳田田  清清一一氏氏 

  

 介護事業所の経営において大きな課題である「人員不足」。多くの事業所が採用に難しさを感

じている中で、人員不足に歯止めをかける一手として、離職を防ぎ、定着率を向上させる改善策

として、介護人材の育成方法について勉強会を行いました。 

 

① 介護スタッフの人材不足の現状 

そもそも介護スタッフの人材はどれくらい不足しているのでしょうか？厚生労働省「職

業安定業務統計」、総務省「労働力調査」の結果によれば、2020年6月時点での介護関係の

有効求人倍率は3.95倍とコロナ禍で落ち込みを見せた全産業の有効求人倍率（0.97倍）と

比べても突出して高い数値となっています。 

また、介護業界における離職の傾向として、仕事を始めて3年未満で30％以上が離職して

いるなど短期間での離職率が非常に高い傾向があります。 

離職の要因として令和2年度介護労働実態調査結果によると、「職場の人間関係に問題が

あったため」23.9％が最も高く、3番目には「法人や施設事業所の理念や運営のあり方に不

満があったため」17.2％となっています。 
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 ② なぜ、人材育成の仕組みづくりが必要なのか。 

       優秀な人材がいればご利用者に喜ばれ、施設事業所の評判も上がり、ひいては企業の業績に 

つながることが事業者としてわかりやすいメリットでしょう。また、教育や研修を行うことに 

より、スタッフの介護技術の向上や、仕事に対するやる気が増すなどのメリットもあります。 

例えばその結果スタッフ自身も身体に負担のない介護技術等が身につけば、施設・事業所内 

での事故も減ることが期待できます。加えて、リーダー研修や倫理研修などを定期的に受講す 

ることで各スタッフの意識が変わり、企業スタッフのひとりとしての自覚が芽生えるので、職 

場への帰属意識や人間関係といった面でも変化が生まれます。 

 

    ③「介護人材の育成の仕組みづくり」の具体的内容 

      ○ ストレスを解決するためのメンター制度 

      ○ OJT研修 

      ○ スキルアップのため資格取得奨励制度 

      ○ 社内研修・社外研修の活用 

       特に、メンター制度とは現場経験を積み、技術や知識を持った先輩スタッフ（メンター） 

が、新しく入職した後輩スタッフ（メンティー）に対して、仕事上の相談や精神面でのサ 

ポートを行う個別支援活動のことで、新人スタッフの悩みや不安を解消できることが期待 

できます。早期の離職防止には効果的と言われています。 

     

    ④ 人材育成計画を策定するための4ステップ 

      【ステップ1】育成の目的を決める 

        施設で求めている職員像と現状（現場の課題）のギャップを把握することで、施設の 

置かれている状況に即した目的を定めやすくなります。   

      【ステップ2】育成計画を作成する 

        育成計画を作る際は現場の意見を取り入れると、より現実的で現場のニーズに合った 

カリキュラムにつながります。 

        実務を通した指導（OJT）、座学（OFF-JT）や自己啓発活動（SDS）を上手に組み合わ 

せることでより効果的な計画書を作ることができます。 

      【ステップ3】評価基準を設定する 

        介護現場で求められる能力は「基本的な介護技術」「コミュニケーション能力」「リ 

スクマネジメント能力」など多岐にわるため、評価基準の設定は容易でありません。 

そこで推奨したいのは介護プロフェッショナルキャリア段位制度で使用されている 

「介護技術評価基準」が参考になります。 
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      【ステップ4】見直し・改善を行う 

        育成担当者と対象者が定期面談を行い「取り組み内容」「目標到達度合」「今後の目標」 

などを話し合います。この時に評価基準を参考にすると目標に対する進捗具合を客観的に 

判断できるため、今後の目標を考えるときに役立ちます。 

評価基準に達していない場合は、原因を育成担当者が対象者とともに考え、その原因を適 

切に見出すことが指導上重要な課題となります。 

        また、育成計画の見直しについては、育成期間が終わった後も、育成担当者と育成対象者 

        にアンケートを取り、研修内容の改善点やよかった点の情報を収集し次期計画に反映させ 

ます。 

 

    ⑤ 入職3年未満の労働者に労働安全衛生教育を徹底 

        介護サービスを提供するうえで、利用者の安全と健康を最優先に考えることは当然のこと 

ですが、一方で、現場の担い手であるスタッフの安全を守ることも事業者の義務であり、サ 

ービスの質を保つために欠かせない取り組みです。特に、厚生労働省によれば社会福祉施設 

で発生した事故に被災した方の44％が経験年数3年未満です。雇入れ時に十分な安全衛生教育 

を行うことが重要です。 

 

       最後に、各事業所から離職防止と人材育成に関して意見を交換することができました。 

       中には、先進的にキャリア段位制度を採り入れアセッサーの育成に力を入れている事業所も 

あるなど、それぞれの取り組み状況を確認することができました。多くの事業所では人材育成 

や計画書の作成などその重要性は認識されているが、制度として運用できる人材がいないこと 

も課題として浮かび上がってきました。 

 
       社会保険労務士法人傳田・塚田事務所 代表 傳田清一氏の講義資料より一部抜粋 
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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。

紙面の都合により12事業所の事例を紹介します。紙面の都合により12事業所の事例を紹介します。
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1 事例 

 職職員員のの意意識識改改革革ににつつななががるる  

キキャャリリアアパパススのの構構築築をを目目指指ししてて！！  

12 

  
 

事業所概要 

 
地域：北信 
 

介護サービスの種類：介護老人福祉施設 
 

事業開始年月：平成 3年 4月 

 

従業員数：71名（うち正社員数：24名） 
 

併設サービス：小規模特養・ショートステイ 
C

 

● 取り組みに至る背景 

 これまでは行政に準じた形の給料表・給与規程に基づき、自動的に昇給・昇格するような

人事制度が採られてきたが、介護保険収入が頭打ちとなる中で、毎年、黙っていても昇給で

き、賞与も当然のように支給されるという職員の意識を変革するとともに、モチベーション

アップにもつながるような賃金体系、人事制度全般の見直しが急務であると考えていた。

「CHECK&ACTION25」を全職員に実施したところ、「評価・報酬」「人材採用・育成」の項目

が顕著に低い傾向がみられた。「がんばりを適正に評価してほしい」「全員が横並びで昇

給・昇格することが必ずしも公平公正ではない」という意識をもつ職員も多くいると見受け

られた。 

● 取り組み内容 

キャリアパスについては、事業所内で作成途中となっていたものを土台にして、新たな

「キャリアパス基準表」の作成に着手した。給料表の等級に合わせて初心者から施設長まで

８段階に区分され、求められる能力の部分は、「職員共通」の他、「介護」「相談」「ケア

マネ」等、職種ごとにカテゴリ分けがされ、各役割が明確になった。 

さらに事業所では、法人内高齢者部門における「中長期計画」の立案と、それに向けての

「戦略マップ」、さらにBSC（バランス・スコア・カード）の考え方を取り入れて事業計画の

策定を行い、組織としてのビジョンとアクションプランを明確にする取り組みを進めた。 

 

0
5
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20

情報共有・コミュ
ニケーション

労務管理

評価・報酬⼈材採⽤・育成

職場環境・
組織⾵⼟

雇用管理自己診断結果
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● 取り組みのポイント 

多くの事業所では、処遇改善加算を取るためにキャリアパスを整備したものの、それが実

際に活用されていなかったり、絵に描いた餅になったりしてしまっている様子が見受けられ

る。キャリアパスは人事管理制度の土台になるものであり、実態に即したキャリアパスを構

築することで、人事評価や昇給・昇格基準の作成、研修体系の整備にまで広く活用すること

ができるものである。 

施設長・管理者からは、キャリアパスとそれに連動した人事評価という仕組み作りへの共

感は得られたが、評価結果を処遇（昇給や賞与）に反映させることに対しては不安や自信の

なさが見られた。そのためすぐに処遇に反映させる必要はないこと、むしろ数年間は試行期

間として、時間をかけて丁寧に実施すべきことを助言し、まずはキャリアパスや評価シート

を使って、職員一人ひとりが自己評価（自己点検）することから始めることを提案した。 

また評価項目の判断基準をできる限り明確にしておくこと、そのために「コンピテンシ

ー」という行動評価の考え方を取り入れることを提案。具体的な「望ましい行動例」をリス

ト化しておくことで、評価する側・される側の認識を統一することや、職員の行動マニュア

ルにも発展できるものであることを説明した。施設長からは、「コンピテンシー（望ましい

行動）リストは非常に納得感があり、このようなものを共通認識として持っておくことは必

要なことだ」との理解が得られた。 

 

BSCは、「利用者の視点」「財務の視点」「内部プロセスの視点」「学習と成長の視点」の

４つの視点で【現状分析→業績目標の設定→具体策（アクションプラン）の立案】を行うマ

ネジメント手法であり、これに基づいて中長期ビジョンと年度目標の設定をすることで、法

人の事業計画と目標値がより具体的かつ明確になった。 

さらにその中長期ビジョンや戦略マップの中に「キャリアパス」も位置づけることとし、

法人全体の大きな目標とそれに向けての具体的な取組内容、その中にあっての「職員の役

割・求められること・成長の道筋」といった全体像が見えるものになった。 

事例①
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● 取り組みに至る背景 

 これまでは行政に準じた形の給料表・給与規程に基づき、自動的に昇給・昇格するような

人事制度が採られてきたが、介護保険収入が頭打ちとなる中で、毎年、黙っていても昇給で

き、賞与も当然のように支給されるという職員の意識を変革するとともに、モチベーション

アップにもつながるような賃金体系、人事制度全般の見直しが急務であると考えていた。

「CHECK&ACTION25」を全職員に実施したところ、「評価・報酬」「人材採用・育成」の項目

が顕著に低い傾向がみられた。「がんばりを適正に評価してほしい」「全員が横並びで昇

給・昇格することが必ずしも公平公正ではない」という意識をもつ職員も多くいると見受け

られた。 

● 取り組み内容 

キャリアパスについては、事業所内で作成途中となっていたものを土台にして、新たな

「キャリアパス基準表」の作成に着手した。給料表の等級に合わせて初心者から施設長まで

８段階に区分され、求められる能力の部分は、「職員共通」の他、「介護」「相談」「ケア

マネ」等、職種ごとにカテゴリ分けがされ、各役割が明確になった。 

さらに事業所では、法人内高齢者部門における「中長期計画」の立案と、それに向けての

「戦略マップ」、さらにBSC（バランス・スコア・カード）の考え方を取り入れて事業計画の

策定を行い、組織としてのビジョンとアクションプランを明確にする取り組みを進めた。 
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● 取り組みのポイント 

多くの事業所では、処遇改善加算を取るためにキャリアパスを整備したものの、それが実

際に活用されていなかったり、絵に描いた餅になったりしてしまっている様子が見受けられ

る。キャリアパスは人事管理制度の土台になるものであり、実態に即したキャリアパスを構

築することで、人事評価や昇給・昇格基準の作成、研修体系の整備にまで広く活用すること

ができるものである。 

施設長・管理者からは、キャリアパスとそれに連動した人事評価という仕組み作りへの共

感は得られたが、評価結果を処遇（昇給や賞与）に反映させることに対しては不安や自信の

なさが見られた。そのためすぐに処遇に反映させる必要はないこと、むしろ数年間は試行期

間として、時間をかけて丁寧に実施すべきことを助言し、まずはキャリアパスや評価シート

を使って、職員一人ひとりが自己評価（自己点検）することから始めることを提案した。 

また評価項目の判断基準をできる限り明確にしておくこと、そのために「コンピテンシ

ー」という行動評価の考え方を取り入れることを提案。具体的な「望ましい行動例」をリス

ト化しておくことで、評価する側・される側の認識を統一することや、職員の行動マニュア

ルにも発展できるものであることを説明した。施設長からは、「コンピテンシー（望ましい

行動）リストは非常に納得感があり、このようなものを共通認識として持っておくことは必

要なことだ」との理解が得られた。 

 

BSCは、「利用者の視点」「財務の視点」「内部プロセスの視点」「学習と成長の視点」の

４つの視点で【現状分析→業績目標の設定→具体策（アクションプラン）の立案】を行うマ

ネジメント手法であり、これに基づいて中長期ビジョンと年度目標の設定をすることで、法

人の事業計画と目標値がより具体的かつ明確になった。 

さらにその中長期ビジョンや戦略マップの中に「キャリアパス」も位置づけることとし、

法人全体の大きな目標とそれに向けての具体的な取組内容、その中にあっての「職員の役

割・求められること・成長の道筋」といった全体像が見えるものになった。 
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● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

「キャリアパス・評価シート・コンピテンシー」の３点セットが重要であるとのアドバイスを

いただき、人件費抑制のためではなく、職員の意欲や向上心を高めるといった観点から考えるこ

とができて大変ありがたかった。また、施設長としては、「キャリアパス」の考え方をいまいち

理解しきれていない部分があったものの、今回の支援を受けて、キャリアパスは個人レベルの成

長の道筋であり、BSC（事業計画や戦略プラン）は事業所レベルの目標管理であるといった整理

をすることができた。これらの関係について納得することができ、法人・事業所全体の今後を考

える際にも活かしていけるものになった。 

【サポーターより】 

当初、「人件費の適正化（＝抑制）」が課題として掲げられており、支援の方向性に不安

を抱きながら関与したが、よく話を聞いてみると、やはり課題は「職員がいかに納得感を持

ち、モチベーションを保ちながら働ける環境を作るか」という点に行き着くことが分かって

きた。 
キャリアパスをベースにした人事制度について理解してもらい、「法人・事業所のビジョ

ン←個人のスキルアップ←そのためのキャリアパス制度」を確立するためのスタート地点を

支援できたのではないかと感じる。 

 

 

 

2 事例 
サポーターによる支援で、多岐にわたる問題を一つずつ 
解決していく 
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事業所概要 

 

地域：北信 
 

介護サービスの種類：介護老人福祉施設  

 

事業開始年月：平成 29年 10月 

 

従業員数：31名（うち正社員数：16名） 
 

併設サービス：なし 

事業所概要 

 
 

  
 

 

  

● 取り組みに至る背景 

①  法人の就業規則について、設立当初に作成したままほとんど改訂を行っていないた

め、今回整備を進めたい。同系列の株式会社では数年前に支援事業を活用して規則類を

一新したため、それにならう形で修正していきたいと考えているが、現状と合ったもの

にしていくとともに、法的に問題ないかの点検・助言をもらいたい。また、現状では理

事長自身が助成金の情報を集め申請事務を行っているが、情報収集に限界があるため見

落としている助成金があるのではないかという懸念があった。 

 

②  キャリアパスの構築はできており、それに基づいた人事評価をおこない賞与への反映

といった運用も行われている。また、職員の育成にも積極的に取り組んでおり、職場内

研修を定期的に実施したり、外部研修へも頻繁に派遣したりして職員のスキルアップを

促している。今後はリーダー（施設長含め、ユニットリーダーや各職種のリーダー等）

の育成やモチベーションの維持・向上が課題だと考えているが、リーダー層への教育は

専門性も必要なことから、どういった方法で実施するのがよいか悩んでいた。 

 

③  職員のメンタルヘルスに関する取組も進めたいと 

考えており、産業保健総合支援センターの支援も 

受けて「こころの健康づくり計画」などの策定を 

進めているところであるが、小規模な事業所でも 

できる具体的な取り組み方、進め方についてアド 

バイスをもらいたいと考えていた。 
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長の道筋であり、BSC（事業計画や戦略プラン）は事業所レベルの目標管理であるといった整理

をすることができた。これらの関係について納得することができ、法人・事業所全体の今後を考

える際にも活かしていけるものになった。 

【サポーターより】 

当初、「人件費の適正化（＝抑制）」が課題として掲げられており、支援の方向性に不安

を抱きながら関与したが、よく話を聞いてみると、やはり課題は「職員がいかに納得感を持

ち、モチベーションを保ちながら働ける環境を作るか」という点に行き着くことが分かって

きた。 
キャリアパスをベースにした人事制度について理解してもらい、「法人・事業所のビジョ

ン←個人のスキルアップ←そのためのキャリアパス制度」を確立するためのスタート地点を

支援できたのではないかと感じる。 

 

 

 

2 事例 
サポーターによる支援で、多岐にわたる問題を一つずつ 
解決していく 
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● 取り組みに至る背景 

①  法人の就業規則について、設立当初に作成したままほとんど改訂を行っていないた

め、今回整備を進めたい。同系列の株式会社では数年前に支援事業を活用して規則類を

一新したため、それにならう形で修正していきたいと考えているが、現状と合ったもの

にしていくとともに、法的に問題ないかの点検・助言をもらいたい。また、現状では理

事長自身が助成金の情報を集め申請事務を行っているが、情報収集に限界があるため見

落としている助成金があるのではないかという懸念があった。 

 

②  キャリアパスの構築はできており、それに基づいた人事評価をおこない賞与への反映

といった運用も行われている。また、職員の育成にも積極的に取り組んでおり、職場内

研修を定期的に実施したり、外部研修へも頻繁に派遣したりして職員のスキルアップを

促している。今後はリーダー（施設長含め、ユニットリーダーや各職種のリーダー等）

の育成やモチベーションの維持・向上が課題だと考えているが、リーダー層への教育は

専門性も必要なことから、どういった方法で実施するのがよいか悩んでいた。 

 

③  職員のメンタルヘルスに関する取組も進めたいと 

考えており、産業保健総合支援センターの支援も 

受けて「こころの健康づくり計画」などの策定を 

進めているところであるが、小規模な事業所でも 

できる具体的な取り組み方、進め方についてアド 

バイスをもらいたいと考えていた。 
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● 取り組みのポイント 

①  「リーダー研修の実施」では、３名の介護リーダー（ユニットリーダー）を対象に、

定例のリーダー会議の時間を使って研修会を行った。一方的な講義形式ではなく、少人

数で相互のやりとりをしながらの「対話型研修」として実施。それぞれの課題意識や目

指すチーム像などについて発表し合い、活発な意見交換をすることができた。 

サポーターからは、リーダーに求められることとして、「①方向性を示す、②チームの

エンパワメント、③メンバーの模範となる」の３点を挙げた。チームとしての目標を掲

げ、一人ひとりの職員が力を発揮できるよう、側面支援・後方支援をすることが現場の

リーダーの役割ではないか、と伝えた。 

また、職員との面談について不安があるとの声があり、「無理に聞き出そうとせず、

沈黙を共有することも大切であること」、「何を言っても否定されないという安心感

（心理的安全性）が重要であること」、「そのためには環境づくり（座る位置関係な

ど）にも配慮するとよいこと」を伝えた。 

 

②  「就業規則の見直し・確認と、雇用関係助成金の情報提供」では、規則の見直し案を

確認しながら、法的に問題がないかの点検を行った。給与規程の中で、毎月定額で支給

する「処遇改善手当」が残業代の計算に含まれない形になっている点などを指摘した。 

また、就業規則や給与規程のほか、「衛生管理規程」や「マイカー通勤規程」、「リ

フレッシュ休暇規程」等の案も作られていたが、これらは以前、株式会社の規程を作る

際にもらったものであったため、現在の法人にとって必要な規程か、よく精査して生か

すかどうか決定すべきと助言した。 

雇用関係助成金については、国が出している一覧表を提供し、「助成金をもらうため

に取組みをする」のではなく、「何か新しい取組をするにあたって、使える助成金がな

いか」という観点で見てほしいと伝えた。 

 

● 取り組み内容 

① リーダー研修の実施 

リーダークラスの職員への研修を実施し、それぞれの課題意識を共有するとともに、 

リーダーに求められる役割やチームメンバーとの関わり方について学ぶ機会を持った。 

② 就業規則の見直し・確認と、雇用関係助成金の情報提供 

現在改訂を進めている就業規則類（パート就業規則や給与規程等も含む）を点検し、最

新の法律に合致しているかどうかや、疑問点・不安点について助言を行った。また、厚

生労働省が所管している雇用関係助成金に関し、一覧表等の提供を行った。 

③ メンタルヘルスについての相談・助言 

法人の取り組みについて現状を把握し、今後の方針や実際の進め方について助言を行っ

た。 

 

課題のヒアリングから、当法人では多種多様な問題意識を抱えており、一点にしぼった

取組を進めるよりは、それぞれの課題について一つずつ対応する方が効果的かつ満足感に

つながるものと判断し上記３点について、３回に分けて相談支援を行った。 

①と②の実施については社会保険労務士が対応し、③については精神保健福祉士・産業

カウンセラーが関与してもらうことで、それぞれの専門性を活かした具体的な支援が行う

ことができた。 
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● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

多岐にわたる課題や悩みに対して一つずつ対応してもらいありがたかった。理事長・施設

長だけで考えていると、どうしても情報が不足したりするため、今後もこうした外部からの

支援を活用していきたい。メンタルヘルスや治療と仕事の両立支援など、働きやすく長く続

けられる職場づくりを目指して試行錯誤しているが、職員にも法人がこうした取り組みを考

えていることを知ってもらいモチベーションアップにもつながるよう働きかけていきたい。 

【サポーターより】 

介護の現場を取り巻く環境は日々変化し、次から次へ新たな課題や取り組むべき事項が現

れてくる。経営者・管理者としては、あれもこれもと検討しなければならいことが増える一

方で悩ましいと思われるが、今回の支援のように、一つずつ課題を整理し、順を追って対応

していくことで取り組みがしやすくなるのではないかと感じた。 

事業所内だけで悩んでいると行き詰まってしまったり、ちょっとしたことでつまずいたり

してしまうので、時には外部の支援を頼り、客観的な視点で状況を整理してもらい、一歩ず

つ解決へ向けて進むことが必要だと思われる。 

そして、いずれの課題もすべては最終的なゴール（“魅力ある職場づくり”であり、さら

には“よりよいサービスの提供”）に向かうためだということをあらためて意識したうえ

で、一つひとつの課題に取り組んでいくことが大切である。 

③ 「メンタルヘルスについての相談・助言」については、法人の「メンタルヘルス規程

（案）」を確認し、「よりよい職場づくりのためのメンタルヘルス」について助言した。

少人数の事業所でも実行可能な取組み、ストレスチェックの運用例などを示し、今後の事

業所での取り組み方について提案・助言した。 

→①～③の支援を通じ、多様なテーマの中から課題を抽出して整理し、優先順位をつ

け、まず今できること・しなければならないこと、その次にすべきこと、というように順

を追って対応していく道筋を立てた。 
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● 取り組み後の感想 

【事業主より】 
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3 事例 
処処遇遇改改善善加加算算のの上上位位取取得得をを目目指指すすととととももにに、、  

主主婦婦層層がが働働ききややすすいい職職場場づづくくりり  

12 

 

 

 
事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護サービスの種類：訪問介護  

 

事業開始年月：令和 3年 

 

従業員数：4名（うち正社員数：3名） 
 

併設サービス：なし 

 

 

● 取り組みに至る背景 

令和4年1月より処遇改善加算Ⅰの取得を目標とし、就業規則、キャリアパス、評価制度の

導入等について見直したいと思っていた。処遇改善加算の支給について、実際に賞与として

支給した際の職員の反応があまり良くなかったことから、毎月の手当支給と賞与支給とのバ

ランスについて悩んでいた。 

立ち上げ間もなく経営状況も不透明なため、今後の持続可能性を最重視し、会社経営の見

込み、応募者に有利な労働条件による採用のしやすさなどを考慮したい。また、退職金制度

等も事業所にあった適切なものに見直すなど、職員と充分な話し合いのもと制度の導入を目

指したいと考えていた。 

● 取り組み内容 

① 就業規則について 

立ち上げ当初に作成した就業規則から一定期間が経過し、事業所の実態に合っていない規

定内容も多くみられる。職員の区分、労働時間に関する規定、年次有給休暇の取り扱いで

曖昧だった箇所を重点に見直しを行った。 

②退職金制度について 

継続した制度の実施可能性を再検討し、事業所規模に合わせた適切な運用が課題となっ

た。制度自体の見直しと原資の積み立て方法について検討した。 

③時間外労働について 

立ち上げから数か月が経過し、労働時間数にも変動あり。今後、時間外労働・法定休日労

働も想定されることから、事業所の実態に合わせた労使協定の締結を行った。 

④処遇改善加算について 

現状の賃金制度・昇給制度を整備し、上位加算の取得を目指した。 

事業所概要 
 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

通常の業務の中でなかなか手の付けられない規程・制度の整備

など、専門的な意見を聞きながら見直すことができた。制度の仕

組みや効果などの詳細を理解しながら今後の取り組みに活かした

い。 

【サポーターより】 

職員の働きやすさに対する事業主の意識は高い。主婦層を中心

とした家庭環境に配慮した取り組みに積極的で、特に、事業所を

立ち上げる時の理想でもあった「育児スペース」の設置など、実

際に働く職員の姿を見ていても取り組みとしてはかなり効果のあ

るものに感じられる。 

今後サービス量の増加とともに経営及び「人」を安定させ、無

理のない継続的な取り組みを行ってもらいたい。 
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● 取り組みのポイント 

職員のモチベーション向上につながる賃金制度の構築は、経営状況、業務量の増減、職員

の変動など時間の経過とともに改善が求められる。処遇改善に関する支給では、毎月の手当

支給と年2回の賞与支給とのバランスについてどちらにウェイトを置くかで職員へのアピール

が変わってくる。毎月の支給水準、年収ベースでの水準に関して充分に説明を行い、理解を

もらうことが大切となる。夜間の介護サービスに従事する職員の負担を考え、深夜割増にプ

ラスした夜勤手当を支給することにした。今後の会社経営の見込み、応募者に有利な労働条

件による採用のしやすさなどを考慮しながら、退職金制度を事業所にあった適切なものに見

直す必要があった。立ち上げ間もなく、経営状況が不透明なため、今後の持続可能性を最重

視し、職員と充分な話し合いのもと制度の導入を検討することとした。原資積み立てについ

ては、外部での積み立てを中心に再検討を行い共済制度、保険の活用を含めて検討する。 
 立ち上げ間もないため、職員数の変動、サービス量の変動など見込みが不透明な部分も多

く、何に重点を置いて制度を検討するかが一番のポイント。まずは会社の負担を一番に考

え、経営の安定化に重点を置き、制度自体はシンプルにすることを提案した。事業主の意識

は高いことから、職員の家庭環境に配慮した勤務シフト調整、採用後6か月経過後からの有休

取得に向けた取り組みなどの働きやすさにつながる制度導入を提案した。 
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13 

 

● 取り組みのポイント 

 職員の理解と協力が必須であり法人の持続化と職員のモチベーション向上のために、当法

人の賃金表の問題点（毎年自動的に昇給する仕組みと年功序列の賃金体系）について、管理

会議等を通じて職員に問題提起を行った。 

 月２回のペースで人事・給与等改革戦略プロジェクト働き方改革検討チームを発足させる

ことが決定した。その目的は「法人の持続的に運用可能な給与・キャリアパス体系を構築す

る」こととした。 

 

 ●プロジェクトチームでは法人が直面する重要課題について検討を重ねて行く 

  ①賃金制度・人事制度の改訂を検討する 

  ②職員相互の支援力向上の取り組みを計画する 

  ③利用者ファーストを軸に「学びあい」と「自由な意見交換」を定着させ、チーム力 

   の向上を図る 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

 職員のモチベーションの維持・高揚を図るためには、賃金制度だけではなく、人事制度

全般について抜本的な改革を行う必要があることが理解できた。 

 早急に幹部職員、理事会で検討し、令和４年初めには制度改革に取り組む予定である。 

 

4 事例 

 魅魅力力ああるる職職場場づづくくりりをを目目指指ししてて、、  

職職務務・・役役割割等等級級人人事事制制度度のの構構築築をを検検討討！！  

12 

  
 

事業所概要 

 

地域：北信 
 

介護サービスの種類：共同生活援助 
 

事業開始年月：平成26年 

 

従業員数：73名（うち正社員数：38名） 
 

併設サービス：なし 

C

 

● 取り組みに至る背景 

今後の介護報酬が頭打ちになることが予想され、毎年自動的に昇給する賃金制度を見

直す必要があると考えていた。経営の健全性を長期間にわたり維持するためには、人件

費比率を一定に維持したい。 

とは言え、単純に賃金を据え置くあるいは引き下げるとすれば、職員の仕事やキャリ

アアップに対するモチベーションを低下させる可能性があると思われる。 

このような状況の下、職員の仕事やキャリアアップに対するモチベーションを向上さ

せつつ、人件費を抑えるためには、人事制度について抜本的な見直しが必要であると考

えていた。 

 

● 取り組み内容 

法人業績の現状及び今後の見込みを踏まえた上で、人事制

度として「役割等級人事制度」を採用し、抜本的な見直しを

図ることとした。 

具体的には、令和4年2～3月にかけて、職員の意識調査・職

務調査等の予備調査を行い、令和4年4月以降に職務評価、等

級制度・賃金制度の作成等の作業に本格的に取りかかること

とした。 

併せて、キャリアアップに関しては、段階別に体系的なキ

ャリアパス計画を策定し、職員のスキル向上に計画的に取り

組むこととした。 
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【事業主より】 

 職員のモチベーションの維持・高揚を図るためには、賃金制度だけではなく、人事制度

全般について抜本的な改革を行う必要があることが理解できた。 

 早急に幹部職員、理事会で検討し、令和４年初めには制度改革に取り組む予定である。 

 

4 事例 

 魅魅力力ああるる職職場場づづくくりりをを目目指指ししてて、、  

職職務務・・役役割割等等級級人人事事制制度度のの構構築築をを検検討討！！  
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事業所概要 

 

地域：北信 
 

介護サービスの種類：共同生活援助 
 

事業開始年月：平成26年 

 

従業員数：73名（うち正社員数：38名） 
 

併設サービス：なし 

C

 

● 取り組みに至る背景 

今後の介護報酬が頭打ちになることが予想され、毎年自動的に昇給する賃金制度を見

直す必要があると考えていた。経営の健全性を長期間にわたり維持するためには、人件

費比率を一定に維持したい。 

とは言え、単純に賃金を据え置くあるいは引き下げるとすれば、職員の仕事やキャリ

アアップに対するモチベーションを低下させる可能性があると思われる。 

このような状況の下、職員の仕事やキャリアアップに対するモチベーションを向上さ

せつつ、人件費を抑えるためには、人事制度について抜本的な見直しが必要であると考

えていた。 

 

● 取り組み内容 

法人業績の現状及び今後の見込みを踏まえた上で、人事制

度として「役割等級人事制度」を採用し、抜本的な見直しを

図ることとした。 

具体的には、令和4年2～3月にかけて、職員の意識調査・職

務調査等の予備調査を行い、令和4年4月以降に職務評価、等

級制度・賃金制度の作成等の作業に本格的に取りかかること

とした。 

併せて、キャリアアップに関しては、段階別に体系的なキ

ャリアパス計画を策定し、職員のスキル向上に計画的に取り

組むこととした。 

0
5
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20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬⼈材採⽤・育成

職場環境・
組織⾵⼟

雇用管理自己診断結果
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5 事例 

 介介護護職職員員処処遇遇改改善善加加算算とと特特定定処処遇遇改改善善加加算算のの  

取取得得をを目目指指ししてて！！  
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事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護護サービスの種類：訪問介護 

 

事業開始年月：平成26年3月 

 

従業員数： 12名（うち正社員数：4名） 
 

併設サービス：障害児放課後デイサービス 

 

用を

● 取り組みに至る背景 

昨年度も介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算の取得を考えたが、利用者の負担が増

えること等制度に対する不満が大きく、検討の結果取得しなかった。 
特に訪問介護は、設立の時に高めの時給設定にしたため毎年定期昇給することが難しい。

キャリアパスを作成する際、賃金の号俸表の設定をどのようにすればいいか分からない等の

疑問があり加算取得への踏ん切りがつかず現在に至ってしまった。 

● 取り組み内容 

 キャリアパス作成の要件を説明し、素案を作成した。介護サービス事業と障がいサービ

ス事業を併設していることから、キャリアパスを一緒にするか別にするか検討の結果、

一緒に作成し第1から第3段階にした。 

 能力評価シートを作成した。 

基礎的能力と技術的能力を評価できるように構成した。その中に経営理念に基づいた求め

られる姿として、利用者との信頼関係を築くにはどのような態度や対応が必要かを評価項

目に追加した。 

13 

 

 

● 取り組みのポイント 

 処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅱ取得にあたり、キャリアパスの作成を提

案・アドバイスし、号俸表にせずに賃金幅で記載することもでき、必ずしも毎年

基本給を上げなければならない訳ではないことを説明する。キャリアパスの見え

る化により、資格取得に消極的なスタッフの意欲向上につながる可能性を伝え

た。 

 介護・障害両方の事業を行っているため、計画書が2種類になる。スタッフの賃

金額を按分する方法などを説明し、具体的な記載方法についてアドバイスを行っ

た。 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

キャリアパス等をどのように作成したらいいか分からず、処遇改善加算・特定処

遇改善加算の取得になかなか手が付けられなかったが、丁寧に教えてもらって何と

か提出することができてよかった。 

【サポーターより】 

法人代表が、日々の業務に追われて雇用管理にまで手が回らない様子だったが、

いい機会になったと感じている様子だった。 

5 事例 

 介介護護職職員員処処遇遇改改善善加加算算とと特特定定処処遇遇改改善善加加算算のの  

取取得得をを目目指指ししてて！！  
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事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護護サービスの種類：訪問介護 

 

事業開始年月：平成26年3月 

 

従業員数： 12名（うち正社員数：4名） 
 

併設サービス：障害児放課後デイサービス 

 

用を

● 取り組みに至る背景 

昨年度も介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算の取得を考えたが、利用者の負担が増

えること等制度に対する不満が大きく、検討の結果取得しなかった。 
特に訪問介護は、設立の時に高めの時給設定にしたため毎年定期昇給することが難しい。

キャリアパスを作成する際、賃金の号俸表の設定をどのようにすればいいか分からない等の

疑問があり加算取得への踏ん切りがつかず現在に至ってしまった。 

● 取り組み内容 

 キャリアパス作成の要件を説明し、素案を作成した。介護サービス事業と障がいサービ

ス事業を併設していることから、キャリアパスを一緒にするか別にするか検討の結果、

一緒に作成し第1から第3段階にした。 

 能力評価シートを作成した。 

基礎的能力と技術的能力を評価できるように構成した。その中に経営理念に基づいた求め

られる姿として、利用者との信頼関係を築くにはどのような態度や対応が必要かを評価項

目に追加した。 
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5 事例 

 介介護護職職員員処処遇遇改改善善加加算算とと特特定定処処遇遇改改善善加加算算のの  

取取得得をを目目指指ししてて！！  
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えること等制度に対する不満が大きく、検討の結果取得しなかった。 
特に訪問介護は、設立の時に高めの時給設定にしたため毎年定期昇給することが難しい。

キャリアパスを作成する際、賃金の号俸表の設定をどのようにすればいいか分からない等の

疑問があり加算取得への踏ん切りがつかず現在に至ってしまった。 

● 取り組み内容 

 キャリアパス作成の要件を説明し、素案を作成した。介護サービス事業と障がいサービ

ス事業を併設していることから、キャリアパスを一緒にするか別にするか検討の結果、

一緒に作成し第1から第3段階にした。 

 能力評価シートを作成した。 

基礎的能力と技術的能力を評価できるように構成した。その中に経営理念に基づいた求め

られる姿として、利用者との信頼関係を築くにはどのような態度や対応が必要かを評価項

目に追加した。 
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● 取り組みのポイント 

 処遇改善加算Ⅰ・特定処遇改善加算Ⅱ取得にあたり、キャリアパスの作成を提

案・アドバイスし、号俸表にせずに賃金幅で記載することもでき、必ずしも毎年

基本給を上げなければならない訳ではないことを説明する。キャリアパスの見え

る化により、資格取得に消極的なスタッフの意欲向上につながる可能性を伝え

た。 

 介護・障害両方の事業を行っているため、計画書が2種類になる。スタッフの賃

金額を按分する方法などを説明し、具体的な記載方法についてアドバイスを行っ

た。 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

キャリアパス等をどのように作成したらいいか分からず、処遇改善加算・特定処

遇改善加算の取得になかなか手が付けられなかったが、丁寧に教えてもらって何と

か提出することができてよかった。 

【サポーターより】 

法人代表が、日々の業務に追われて雇用管理にまで手が回らない様子だったが、

いい機会になったと感じている様子だった。 
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● 取り組み内容 

 モラルハラスメント規程の提案があったが、モラル

ハラスメントの定義が広いため事業所として定義が

しづらいことから、服務規程の中で規定するように

アドバイスした。 

 年次有給休暇取得の義務化に向けた取り組みと取得

方法についてアドバイスした。 

 

地域：東信 

介護サービスの種類： 地域密着型通所介護 

事業開始年月：平成 21年 1月 

従業員数：9名（うち正社員数：4名） 

併設サービス：なし 

6 事例 

多多様様なな働働きき方方にに対対応応ででききるる  

就就業業規規則則のの改改訂訂をを目目指指ししてて  

12 

 事業所概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 取り組みに至る背景 

現行の就業規則は平成26年に作られたものであり、それ以降見直しがされていないことか

ら最新の労働法規や働き方改革に対応できていないと感じていた。 

さらに、60歳定年制としているが実際には高齢者を雇用していることから、高齢者雇用等

多様な働き方に対応できる規則等の検討をしたいと考えていた。 
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● 取り組みのポイント 

 一概に高齢者という区分であっても、能力差もある事から個人単位で対応可能な業務

を検討する必要がある旨助言をおこなう。 

 運転業務のように、特に配慮が必要な業務の場合は早めの配置転換等を検討すること

を提案する。 

 現在業務については、スタッフの協力のもとスムーズに進めることができており定着

率も高い水準を維持している。  

この状況を維持するためには、事業主の考えをいかにスタッフに知ってもらい理解

してもらうか、必要な情報は公表し意見交換等コミュニケーションを通じてより良い

職場環境を形成できるように配慮した。 

また、ハラスメント対策や年次有給休暇の取得方法についても、職員への情報提供

を行うとともにその運用について理解を得た。 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

法改正等になかなか対応できずにいたところ、外部からの助言によって気づいた点が多

かった。 

 定期的な見直し、確認の必要性を感じた。 

 事業主の考えと法的に適切な運用のバランスが重要であると改めて感じることができ

た。 

 就業規則と 36 協定書を所轄労働基準監督署へ提出することができた。 

 高齢者雇用について 

65歳までの雇用継続と70歳までの雇用継続についての違い（基準の有無等）を説明

しそれぞれ規程を作るように助言した。 

高齢スタッフにとってどのような業務を行うことがベストなのか、加齢に伴う業務

への対応可否の見極め、事業所内のスタッフ同士で高齢スタッフでも適切な業務を行

うことが可能な業務の洗い出しを行う。 

若年スタッフが行う業務と、高齢スタッフができる業務の精査を行い、業務の再区

分も今後の検討課題となる。（一般職員のフォローのための短時間勤務等も検討） 
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● 取り組み内容 

 モラルハラスメント規程の提案があったが、モラル

ハラスメントの定義が広いため事業所として定義が

しづらいことから、服務規程の中で規定するように

アドバイスした。 

 年次有給休暇取得の義務化に向けた取り組みと取得

方法についてアドバイスした。 

 

地域：東信 

介護サービスの種類： 地域密着型通所介護 

事業開始年月：平成 21年 1月 

従業員数：9名（うち正社員数：4名） 

併設サービス：なし 

6 事例 

多多様様なな働働きき方方にに対対応応ででききるる  

就就業業規規則則のの改改訂訂をを目目指指ししてて  
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● 取り組みに至る背景 

現行の就業規則は平成26年に作られたものであり、それ以降見直しがされていないことか

ら最新の労働法規や働き方改革に対応できていないと感じていた。 
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多様な働き方に対応できる規則等の検討をしたいと考えていた。 
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● 取り組みのポイント 

 一概に高齢者という区分であっても、能力差もある事から個人単位で対応可能な業務

を検討する必要がある旨助言をおこなう。 
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を提案する。 

 現在業務については、スタッフの協力のもとスムーズに進めることができており定着

率も高い水準を維持している。  

この状況を維持するためには、事業主の考えをいかにスタッフに知ってもらい理解

してもらうか、必要な情報は公表し意見交換等コミュニケーションを通じてより良い

職場環境を形成できるように配慮した。 

また、ハラスメント対策や年次有給休暇の取得方法についても、職員への情報提供

を行うとともにその運用について理解を得た。 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

法改正等になかなか対応できずにいたところ、外部からの助言によって気づいた点が多

かった。 

 定期的な見直し、確認の必要性を感じた。 

 事業主の考えと法的に適切な運用のバランスが重要であると改めて感じることができ

た。 

 就業規則と 36 協定書を所轄労働基準監督署へ提出することができた。 

 高齢者雇用について 

65歳までの雇用継続と70歳までの雇用継続についての違い（基準の有無等）を説明

しそれぞれ規程を作るように助言した。 

高齢スタッフにとってどのような業務を行うことがベストなのか、加齢に伴う業務

への対応可否の見極め、事業所内のスタッフ同士で高齢スタッフでも適切な業務を行

うことが可能な業務の洗い出しを行う。 

若年スタッフが行う業務と、高齢スタッフができる業務の精査を行い、業務の再区

分も今後の検討課題となる。（一般職員のフォローのための短時間勤務等も検討） 
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7 事例 

働働ききややすすいい魅魅力力ああるる職職場場づづくくりりののたためめにに、、  

そそれれぞぞれれのの事事業業所所にに合合っったた就就業業規規則則をを模模索索ししてていいくく

12 

  
 

事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護サービスの種類：共同生活援助事業 

 

事業開始年月：令和 2年 2月 

 

従業員数：22名（うち正社員数：4名） 
 

併設サービス：なし 

 

● 取り組みに至る背景 

就業規則等の規定が、法人立ち上げ当時の古いままになっており、実情と合わない部分も

多く、業務に支障が出ている。当時は日中の事業所のみだったが、現在はグループホーム、

居宅介護支援事業所、相談支援事業所等、異なる業態の事業所が10ヶ所以上開設されてお

り、労働日や時間が全く異なる形態をどのように規程に表すかが課題となっている。 

●取り組み内容 

事業主から早急に改定希望のあった項目について検討した。 

① 交代制勤務における1労働日の解釈について   ②定年について 

③変形労働時間制について                     ④安全衛生・災害補償について 

⑤シフト表の記載方法について                 ⑥有給休暇の時間について 

⑦有給休暇のみなし付与について 

 

①については2通りの解釈があり、それにより年次有給休暇の付与日数が変わってくるこ

とに悩んでいましたが、法律には「原則と例外」があることが多く、介護業界での例外も多

いことを助言し、事業所内で統一した考え方で労務に対応できるようにした。 

 

 

13 

 

●取り組みのポイント 

 就業規則等の現状の規程を、労働時間制や

休日など直接職員の働き方に関わる事項に

ついて法令遵守の視点から見直しを行っ

た。 

 他の事業所の事例を紹介し、参考にしなが

ら規程内容の検討を行った。 

 

●取り組み後の感想 

【事業主より】 

細かい疑問点がたくさんあったが、ひとつひとつわかりやすく説明を受け、法律の内容

も理解することができた。見づらかった就業規則がすっきり見やすくなってよかった。以

前は職員に質問されても答えられないことも多かったが、今回疑問点をすべて解決できた

ことによって、自信をもって職員にも説明できると思う。 

【サポーターより】 

事業主からの質問や疑問点に答えながらの支援でしたので、毎回時間が足りないくらい

で少し心配しましたが、担当者様が毎回丁寧に指摘した部分の文章を改正し、わかりやす

く表示してくれましたので、スムーズに支援実施ができました。 

労働時間、休日、休暇など、シフト管理を行ううえで同じような悩みを他の事業所でも

聞くことが多いので、いろいろな事例を紹介しながら、その事業所に合う方法を模索して

もらうことで、働きやすく魅力的な職場づくりにつながるのではないかと感じました。 

③については１ヶ月変形労働時間制を採用しているものの、それぞれの休日や勤務時

間をどのように規程に落とし込むかが課題となっていましたが、実際の運用は個人ごと

のシフト表を用いることと、それぞれの事業所の代表的な時間のみ明記することで解決

できた。 

 

あすか苑 アルプス 開智

元
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理 評価・報酬人材採用・育成
職場環
境・
組織風土

事例⑥
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理
評価・報
酬

人材採
用・育成

職場環
境・
組織風土

事例⑦
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理
評価・報
酬

人材採
用・育成

職場環
境・
組織風土

事例⑧
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理 評価・報酬人材採用・育成
職場環
境・
組織風土

事例⑨
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理 評価・報酬人材採用・育成
職場環
境・
組織風土

事例⑪
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理 評価・報酬人材採用・育成
職場環
境・
組織風土

0
5

10
15
20

情報共有・コミュ
ニケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0

5

10
15

20

情報共有・コミュ
ニケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

事例①
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理
評価・報
酬

人材採
用・育成

職場環
境・
組織風土

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

26



7 事例 

働働ききややすすいい魅魅力力ああるる職職場場づづくくりりののたためめにに、、  

そそれれぞぞれれのの事事業業所所にに合合っったた就就業業規規則則をを模模索索ししてていいくく

12 

  
 

事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護サービスの種類：共同生活援助事業 

 

事業開始年月：令和 2年 2月 

 

従業員数：22名（うち正社員数：4名） 
 

併設サービス：なし 

 

● 取り組みに至る背景 

就業規則等の規定が、法人立ち上げ当時の古いままになっており、実情と合わない部分も

多く、業務に支障が出ている。当時は日中の事業所のみだったが、現在はグループホーム、

居宅介護支援事業所、相談支援事業所等、異なる業態の事業所が10ヶ所以上開設されてお

り、労働日や時間が全く異なる形態をどのように規程に表すかが課題となっている。 

●取り組み内容 

事業主から早急に改定希望のあった項目について検討した。 

① 交代制勤務における1労働日の解釈について   ②定年について 

③変形労働時間制について                     ④安全衛生・災害補償について 

⑤シフト表の記載方法について                 ⑥有給休暇の時間について 

⑦有給休暇のみなし付与について 

 

①については2通りの解釈があり、それにより年次有給休暇の付与日数が変わってくるこ

とに悩んでいましたが、法律には「原則と例外」があることが多く、介護業界での例外も多

いことを助言し、事業所内で統一した考え方で労務に対応できるようにした。 
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●取り組みのポイント 

 就業規則等の現状の規程を、労働時間制や

休日など直接職員の働き方に関わる事項に

ついて法令遵守の視点から見直しを行っ

た。 

 他の事業所の事例を紹介し、参考にしなが

ら規程内容の検討を行った。 

 

●取り組み後の感想 

【事業主より】 

細かい疑問点がたくさんあったが、ひとつひとつわかりやすく説明を受け、法律の内容

も理解することができた。見づらかった就業規則がすっきり見やすくなってよかった。以

前は職員に質問されても答えられないことも多かったが、今回疑問点をすべて解決できた

ことによって、自信をもって職員にも説明できると思う。 

【サポーターより】 

事業主からの質問や疑問点に答えながらの支援でしたので、毎回時間が足りないくらい

で少し心配しましたが、担当者様が毎回丁寧に指摘した部分の文章を改正し、わかりやす

く表示してくれましたので、スムーズに支援実施ができました。 

労働時間、休日、休暇など、シフト管理を行ううえで同じような悩みを他の事業所でも

聞くことが多いので、いろいろな事例を紹介しながら、その事業所に合う方法を模索して

もらうことで、働きやすく魅力的な職場づくりにつながるのではないかと感じました。 

③については１ヶ月変形労働時間制を採用しているものの、それぞれの休日や勤務時

間をどのように規程に落とし込むかが課題となっていましたが、実際の運用は個人ごと

のシフト表を用いることと、それぞれの事業所の代表的な時間のみ明記することで解決

できた。 
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8 事例 

適切な労務管理と、ハラスメントが無い職場環境で 

魅力ある職場づくりを目指す！ 

12 

  
 

事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護護サービスの種類：特定施設入居者生活介護 

 

事業開始年月：平成 20年 6月 
 

従業員数：79名（うち正社員数：40名） 
 

併設サービス：なし 

 

● 取り組みに至る背景 

①従業員の勤務シフト表作成を、各部署（11部署）のリーダーに任せているが、１ヶ月単位

の変形労働時間制、休日・休憩の付与方法等をリーダーが明確に理解しているわけではな

く、基本的な労働法令を習得する必要がある。 

②労働者の権利が強くなる一方で、パワハラ・セクハラ等の定義や対応方法について法人と

して明確に従業員に提示しておらず、各リーダーによっても対応がマチマチなため、統一

的な見解をリーダーが理解する必要がある。 

③リーダークラスの脇を固める次期リーダーに、今後職務を委ねていくために、リーダーと

しての役割や責任等を植え付け、指導していく必要がある。 

● 取り組み内容 

① 労務管理に関する研修はリーダー就任時に法人本部から行っているが、十分な理解を得る

には至らず、労務管理に関する運用に躊躇するリーダーが多く、対応方法も統一されてい

ないことから、今回はリーダー研修として「１ヵ月単位変形労働時間制・休憩・休日等」

に関する説明と運用方法を丁寧に指導した。 

②パワハラについては、法人としても従業員としても明確な定義を共有していないため、令

和４年４月から中小企業にも適用されるパワハラ防止法におけるパワハラ６つの定義を参

考に、リーダークラスと意見交換しながら研修を実施した。 
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●取り組みのポイント 

魅力ある職場づくりを構成する要因はいくつもあるが、その中で適切な労務管理と、ハラス

メントが無い職場環境であることは前提条件であり、その運用方法に不安を覚えているリーダ

ークラス向けの研修を実施することで、職場環境の根底の部分を固めることを提案した。 

研修の実施にあたって、シフトの都合上どうしても参加できないリーダークラスもおり、労

務管理等の適正な運用の可否を今後見守っていく必要がある。 

 

●取り組み後の感想 

【事業主より】 

事業所としての労務管理上の問題点も確認でき、パワハラについてもリーダークラスが理

解できたことで、従業員にとっても働きやすい職場に一歩近づけた。現実的には従業員数も

ギリギリのため、可能なことから実施していく意向も確認できた。 

【サポーターより】 

もともと管理体制が整った事業所であるため、従業員各自が求められている役割をしっか

り理解し計画的に実施することで、さらに強固な組織体制を構築することは可能であり、さ

らに魅力ある職場の実現も十分に可能であると感じた。 

③次期リーダーと言っても日々の業務に追われ、本来果たすべき役割の実施やスキルの習

得に時間を割けない現実があり、事業所として作成済のキャリアパスをもとに、次期リ

ーダーの役割について意見をやり取りした。忙しい中でも、果たすべき役割を習慣的に

実施できるよう「あらかじめ」をスケジュールに組み込むことをお薦めした。 
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く、基本的な労働法令を習得する必要がある。 
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● 取り組み内容 

① 労務管理に関する研修はリーダー就任時に法人本部から行っているが、十分な理解を得る

には至らず、労務管理に関する運用に躊躇するリーダーが多く、対応方法も統一されてい
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●取り組みのポイント 

魅力ある職場づくりを構成する要因はいくつもあるが、その中で適切な労務管理と、ハラス

メントが無い職場環境であることは前提条件であり、その運用方法に不安を覚えているリーダ

ークラス向けの研修を実施することで、職場環境の根底の部分を固めることを提案した。 

研修の実施にあたって、シフトの都合上どうしても参加できないリーダークラスもおり、労

務管理等の適正な運用の可否を今後見守っていく必要がある。 

 

●取り組み後の感想 

【事業主より】 

事業所としての労務管理上の問題点も確認でき、パワハラについてもリーダークラスが理

解できたことで、従業員にとっても働きやすい職場に一歩近づけた。現実的には従業員数も

ギリギリのため、可能なことから実施していく意向も確認できた。 

【サポーターより】 

もともと管理体制が整った事業所であるため、従業員各自が求められている役割をしっか

り理解し計画的に実施することで、さらに強固な組織体制を構築することは可能であり、さ

らに魅力ある職場の実現も十分に可能であると感じた。 

③次期リーダーと言っても日々の業務に追われ、本来果たすべき役割の実施やスキルの習

得に時間を割けない現実があり、事業所として作成済のキャリアパスをもとに、次期リ

ーダーの役割について意見をやり取りした。忙しい中でも、果たすべき役割を習慣的に

実施できるよう「あらかじめ」をスケジュールに組み込むことをお薦めした。 
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9 事例 

魅魅力力ああるる職職場場づづくくりりをを目目指指ししてて、、キキャャリリアアパパススのの構構築築とと  

介介護護職職員員処処遇遇改改善善加加算算のの取取得得をを！！  
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事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護サービスの種類：訪問介護事業所  

 

事業開始年月：令和 2年 9月 

 

従業員数：50名（うち正社員数：23名） 
 

併設サービス：介護付き有料老人ホーム 

認知症対応型グループホーム 

● 取り組みに至る背景 

立ち上げ間もないため、既存の就業規則には訪問介護事業についての規程が用意されてお

らず、キャリアパスや賃金設定で合わないところもあり、早急に改定が必要と感じていた。

事業所の職員は現在パートのみで賃金は時給制、資格取得に応じて昇給するしくみを策定し

たいと考えていた。 

● 取り組み内容 

職種ごとのキャリアパスや賃金の設定が規定されている賃金規程に、訪問介護事業のキャ

リアパスと賃金について規定し追記した。さらに、登録ヘルパー用の就業規則が無いため作

成を検討した。ひな型を用意し、条文ごとに事業所に合う形になるよう検討し作成した。 

キャリアパスについて、現状の他職種のキャリアパスを見ながら、現時点での職位・職責

や等級の考え方などを一緒に検討した。 

賃金体系については現状の法人のものをそのまま使い、例えば「訪問介護手当」のような

形で積み上げ式に考えることを提案した。 

 最終的に介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算の申請計画書の記載方法をアドバイス

した。 
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● 取り組みのポイント 

元々ある就業規則や賃金規程はとてもきめ細かく規定されているため、訪問介護事業の職

務内容や職責等を精査し、加算も含めた適切な賃金設定を行ったうえで規程に落とし込めば

よいと助言した。 

登録ヘルパーは勤務時間等働き方が特殊なため、別規程として就業規則を作成することに

した。 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

漠然と考えていたことを形にすることができて本当に良かった。まだ始めて間もない事

業所なので不安も多いが、訪問介護事業についてもしっかり規程に入れることで職員の賃

金も加算を付けられることになり、より働きやすい職場に近づけることができたと思いま

す。 

【サポーターより】 

管理者が事業所全体の仕事を背負っている、典型的な多忙を極める事業所でしたが、支

援の時間を最大限使って、なんとか規程の内容をまとめることができました。 

まだ立ち上げから間もないということで、今回の支援によって職員が定着し、それぞれ

の役割をしっかりこなすことができるような職場づくりができれば、管理者の方にとって

も働きやすい職場になると思います。 

基本給に働く条件等で加算が付く「積み上げ方式」の賃金体系を採用している事業所で

したが、職種ごとにしっかり整理して規定すれば、職員にとってもわかりやすい、明確な

賃金体系だと思いました。このように、職員の視点から考えることも魅力ある職場づくり

には必要なことだと感じました。 

 

あすか苑 アルプス 開智

元
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理 評価・報酬人材採用・育成
職場環
境・
組織風土

事例⑥
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理
評価・報
酬

人材採
用・育成

職場環
境・
組織風土

事例⑦
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理
評価・報
酬

人材採
用・育成

職場環
境・
組織風土

事例⑧
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理 評価・報酬人材採用・育成
職場環
境・
組織風土

事例⑨
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理 評価・報酬人材採用・育成
職場環
境・
組織風土

事例⑪
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理 評価・報酬人材採用・育成
職場環
境・
組織風土

0
5

10
15
20

情報共有・コミュ
ニケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0

5

10
15

20

情報共有・コミュ
ニケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

事例①
情報共有・コ
ミュニケー
ション

労務管理
評価・報
酬

人材採
用・育成

職場環
境・
組織風土

0
5

10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬人材採用・育成

職場環境・
組織風土

雇用管理自己診断結果

30



9 事例 

魅魅力力ああるる職職場場づづくくりりをを目目指指ししてて、、キキャャリリアアパパススのの構構築築とと  

介介護護職職員員処処遇遇改改善善加加算算のの取取得得をを！！  

12 

  
 

事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護サービスの種類：訪問介護事業所  

 

事業開始年月：令和 2年 9月 

 

従業員数：50名（うち正社員数：23名） 
 

併設サービス：介護付き有料老人ホーム 

認知症対応型グループホーム 

● 取り組みに至る背景 

立ち上げ間もないため、既存の就業規則には訪問介護事業についての規程が用意されてお

らず、キャリアパスや賃金設定で合わないところもあり、早急に改定が必要と感じていた。

事業所の職員は現在パートのみで賃金は時給制、資格取得に応じて昇給するしくみを策定し

たいと考えていた。 

● 取り組み内容 

職種ごとのキャリアパスや賃金の設定が規定されている賃金規程に、訪問介護事業のキャ

リアパスと賃金について規定し追記した。さらに、登録ヘルパー用の就業規則が無いため作

成を検討した。ひな型を用意し、条文ごとに事業所に合う形になるよう検討し作成した。 

キャリアパスについて、現状の他職種のキャリアパスを見ながら、現時点での職位・職責

や等級の考え方などを一緒に検討した。 

賃金体系については現状の法人のものをそのまま使い、例えば「訪問介護手当」のような

形で積み上げ式に考えることを提案した。 

 最終的に介護職員処遇改善加算や特定処遇改善加算の申請計画書の記載方法をアドバイス

した。 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 取り組みのポイント 

元々ある就業規則や賃金規程はとてもきめ細かく規定されているため、訪問介護事業の職

務内容や職責等を精査し、加算も含めた適切な賃金設定を行ったうえで規程に落とし込めば

よいと助言した。 

登録ヘルパーは勤務時間等働き方が特殊なため、別規程として就業規則を作成することに

した。 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

漠然と考えていたことを形にすることができて本当に良かった。まだ始めて間もない事

業所なので不安も多いが、訪問介護事業についてもしっかり規程に入れることで職員の賃

金も加算を付けられることになり、より働きやすい職場に近づけることができたと思いま

す。 

【サポーターより】 

管理者が事業所全体の仕事を背負っている、典型的な多忙を極める事業所でしたが、支
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の役割をしっかりこなすことができるような職場づくりができれば、管理者の方にとって
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基本給に働く条件等で加算が付く「積み上げ方式」の賃金体系を採用している事業所で
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● 取り組みに至る背景 

10 事例 

 魅力ある職場づくりを目指して、 

多くの課題を整理したい 

● 取り組み内容 

1．就業規則等、就業に関する規程類の整備 

就業規則他就業に関する規程類の整備を令和4年3

月末までに完了させることとした。検討を重ねる

中で、育児・介護休業法の改正への対応、個人情

報保護規程の見直し、感染症への対応・パワハラ

対策の規定化等、新たな課題も出てきており、優

先順位を決めて、課題を一つずつ丁寧に解決して

ゆくこととした。 
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事業所概要 
 

地域：北信 
 

介護サービスの種類： 介護老人福祉施設 

 

事業開始年月：平成 10年 4月 

 

従業員数：166名（うち正社員数：127名） 
 

併設サービス：通所リハビリテーション 

短期入所生活介護等 
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評価・報酬⼈材採⽤・育成
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組織⾵⼟

雇用管理自己診断結果

1．就業規則等、就業に関する規程類の整備 

就業規則他、労務管理に関する各種規程類が現行法令等に沿っていないものである

ことが従前からの課題であった。加えて、「働き方改革」関連法の施行に基づく「同

一労働同一賃金」への対応、「高年齢者雇用安定法」の改正に基づく定年の延長等、

法改正に伴う制度改定も新たな課題として生じていた。 

 

2．人事制度の見直し 

人事評価制度、賃金制度は規定化されているが、実際には運用されてはいない。 

処遇に関しては、実際にがんばっている、あるいはがんばってほしいと考えている20

～30歳代の職員の待遇を向上したいが、その具体的な方法が分からない。 

 

 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

○ 就業規則等、就業に関する規程類の見直し・整備の必要性を改めて認識した。 

○ 職員の個人情報取得に係る規程他を整備して行きたい。 

○ 人事制度の見直しを進め、若手職員の登用や貢献が期待できる職員に厚く処遇できる

制度設計をして行きたい。 

2．人事制度の見直し 

人事制度の見直しにあたっては、①当施設の理念・方針、現状に合わせたものと

すること、②等級制度、評価制度、教育訓練制度、賃金制度を含めた統合的なも

のとする予定である。 

 

キャリアアップ助成金への対応  

就業規則を見直す中で、①正規転換予定の有期雇用職員が在籍していたこと、② 

現行の就業規則の改定が未了であっても当該助成金への対応が可能であることが 

判明したため対応した。 

● 取り組みのポイント 

○ 同一労働同一賃金について 

「基本給」の設定方法の考え方を説明し、正規職員と非正規職員間の差異の是正の前

に、正規職員間の処遇の方法が適正であるか、法人の運営方針に合致しているか確認

した。 

○ 改正高齢者雇用安定法への対応について 

定年60歳以降は年度更新での再雇用、年度更新には必ず面談を行い本人の就業・健

康状況や本人の希望を確認のうえ、労働条件を決定するように指導した。 

○ 実効性のある「教育訓練・研修システム」の構築 

当法人の人事制度（人事評価制度、賃金制度、教育訓練制度）について聴き取りを

行い、職務等級制度について提案をした。 
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制度設計をして行きたい。 

2．人事制度の見直し 

人事制度の見直しにあたっては、①当施設の理念・方針、現状に合わせたものと

すること、②等級制度、評価制度、教育訓練制度、賃金制度を含めた統合的なも

のとする予定である。 

 

キャリアアップ助成金への対応  

就業規則を見直す中で、①正規転換予定の有期雇用職員が在籍していたこと、② 

現行の就業規則の改定が未了であっても当該助成金への対応が可能であることが 

判明したため対応した。 

● 取り組みのポイント 

○ 同一労働同一賃金について 

「基本給」の設定方法の考え方を説明し、正規職員と非正規職員間の差異の是正の前

に、正規職員間の処遇の方法が適正であるか、法人の運営方針に合致しているか確認

した。 

○ 改正高齢者雇用安定法への対応について 

定年60歳以降は年度更新での再雇用、年度更新には必ず面談を行い本人の就業・健

康状況や本人の希望を確認のうえ、労働条件を決定するように指導した。 

○ 実効性のある「教育訓練・研修システム」の構築 

当法人の人事制度（人事評価制度、賃金制度、教育訓練制度）について聴き取りを

行い、職務等級制度について提案をした。 
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● 取り組みに至る背景 

10 事例 

 魅力ある職場づくりを目指して、 

多くの課題を整理したい 

● 取り組み内容 

1．就業規則等、就業に関する規程類の整備 

就業規則他就業に関する規程類の整備を令和4年3

月末までに完了させることとした。検討を重ねる

中で、育児・介護休業法の改正への対応、個人情

報保護規程の見直し、感染症への対応・パワハラ

対策の規定化等、新たな課題も出てきており、優

先順位を決めて、課題を一つずつ丁寧に解決して

ゆくこととした。 
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事業所概要 
 

地域：北信 
 

介護サービスの種類： 介護老人福祉施設 

 

事業開始年月：平成 10年 4月 

 

従業員数：166名（うち正社員数：127名） 
 

併設サービス：通所リハビリテーション 

短期入所生活介護等 

 

0
5
10
15
20

情報共有・コミュニ
ケーション

労務管理

評価・報酬⼈材採⽤・育成

職場環境・
組織⾵⼟

雇用管理自己診断結果

1．就業規則等、就業に関する規程類の整備 

就業規則他、労務管理に関する各種規程類が現行法令等に沿っていないものである

ことが従前からの課題であった。加えて、「働き方改革」関連法の施行に基づく「同

一労働同一賃金」への対応、「高年齢者雇用安定法」の改正に基づく定年の延長等、

法改正に伴う制度改定も新たな課題として生じていた。 

 

2．人事制度の見直し 

人事評価制度、賃金制度は規定化されているが、実際には運用されてはいない。 

処遇に関しては、実際にがんばっている、あるいはがんばってほしいと考えている20

～30歳代の職員の待遇を向上したいが、その具体的な方法が分からない。 

 

 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

○ 就業規則等、就業に関する規程類の見直し・整備の必要性を改めて認識した。 

○ 職員の個人情報取得に係る規程他を整備して行きたい。 

○ 人事制度の見直しを進め、若手職員の登用や貢献が期待できる職員に厚く処遇できる

制度設計をして行きたい。 

2．人事制度の見直し 

人事制度の見直しにあたっては、①当施設の理念・方針、現状に合わせたものと

すること、②等級制度、評価制度、教育訓練制度、賃金制度を含めた統合的なも

のとする予定である。 

 

キャリアアップ助成金への対応  

就業規則を見直す中で、①正規転換予定の有期雇用職員が在籍していたこと、② 

現行の就業規則の改定が未了であっても当該助成金への対応が可能であることが 

判明したため対応した。 

● 取り組みのポイント 

○ 同一労働同一賃金について 

「基本給」の設定方法の考え方を説明し、正規職員と非正規職員間の差異の是正の前

に、正規職員間の処遇の方法が適正であるか、法人の運営方針に合致しているか確認

した。 

○ 改正高齢者雇用安定法への対応について 

定年60歳以降は年度更新での再雇用、年度更新には必ず面談を行い本人の就業・健

康状況や本人の希望を確認のうえ、労働条件を決定するように指導した。 

○ 実効性のある「教育訓練・研修システム」の構築 

当法人の人事制度（人事評価制度、賃金制度、教育訓練制度）について聴き取りを

行い、職務等級制度について提案をした。 
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11 事例 

 就就業業規規則則のの改改訂訂とと  

介介護護職職員員処処遇遇改改善善加加算算等等取取得得をを目目指指ししてて  

12 

  
 

事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護サービスの種類：居宅介護支援 

 

事業開始年月：令和 2年 10月 

 

従業員数：8名（うち正社員数：6名） 
 

併設サービス：あり 

● 取り組みに至る背景 

 対象事業所の雇用管理上の課題 

 令和２年10月に開設した新しい事業所であり就業規則や賃金規程等事業はその職場の実態

にあまり即していなかった。そのため就業規則はあるが、規則にもとづかず勝手な行動をす

るスタッフがいるため見直しが必要と感じていた。現在の法人代表を身内に変更するため、

この機会に労務管理についての体制整備や処遇改善加算を取得したいと考えていた。特に、

元々の待遇が良く処遇改善に伴う賃金額の設定をどのようにすればいいか分からず悩んでい

た。 

● 取り組み内容 

① 就業規則はあったが、サンプルのまま手が加わっておらず、実態と合っていない条文が

多かった。全体的に一緒に確認しながら、個々の条文についても実態と合うように変更

をアドバイスした。 

・変形労働時間制は採用していなかったが規則には記載があった。 

・「賃金規程に定める」とあるが、賃金規程が未策定の状態であったため必要記載事項  

をアドバイスした。 

 ・ハラスメント対策について、来年4月からは中小企業についても義務化されるためこの機

会に制度整備と就業規則への規定を提案した。 

・正職員就業規則とパート職員就業規則が不整合なため見直しを図った。 

② 処遇改善加算・特定処遇改善加算取得にあたり、キャリアパス、評価基準の作成、就業

規則類の見直しをした。 
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● 取り組みのポイント 

① 毎年の定期昇給が難しいため、無理のない賃金設定や、少額でも資格手当を取り入れ

て、資格取得意欲を向上させることなどを提案した。 

② 目指すべき姿を評価基準に取り入れ、勝手な行動をしがちなスタッフにもベクトルを合

わせるよう促すことを提案した。 

③ 介護職員処遇改善加算計画書の記載事例や具体的な記載方法について、事業者の理解が

進むよう丁寧にアドバイスを行った。 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

 設立当初からのスタッフが勝手な行動をしがちだったが、この機会に労務管理を見直 

し明確にすることで改めて意識の統一をすることができた。 

 処遇改善加算・特定処遇改善加算は同じことを何度も聞いてしまったが、優しく親 

切に教えてもらった結果、取得することができてよかった。 

 就業規則の事など、何でも相談することができ的確な対応をしていただきよかった。 

【サポーターより】 

ちょうど事業主が変わる時期でもあり、労務管理を見直す良い機会となった。 

今後新規事業も始めたいとのことで、順調に事業展開をしていくことが期待される。 

あすか苑 アルプス 開智
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11 事例 

 就就業業規規則則のの改改訂訂とと  

介介護護職職員員処処遇遇改改善善加加算算等等取取得得をを目目指指ししてて  
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事業所概要 

 

地域：中信 
 

介護サービスの種類：居宅介護支援 

 

事業開始年月：令和 2年 10月 

 

従業員数：8名（うち正社員数：6名） 
 

併設サービス：あり 

● 取り組みに至る背景 

 対象事業所の雇用管理上の課題 

 令和２年10月に開設した新しい事業所であり就業規則や賃金規程等事業はその職場の実態

にあまり即していなかった。そのため就業規則はあるが、規則にもとづかず勝手な行動をす

るスタッフがいるため見直しが必要と感じていた。現在の法人代表を身内に変更するため、

この機会に労務管理についての体制整備や処遇改善加算を取得したいと考えていた。特に、

元々の待遇が良く処遇改善に伴う賃金額の設定をどのようにすればいいか分からず悩んでい

た。 

● 取り組み内容 

① 就業規則はあったが、サンプルのまま手が加わっておらず、実態と合っていない条文が

多かった。全体的に一緒に確認しながら、個々の条文についても実態と合うように変更

をアドバイスした。 

・変形労働時間制は採用していなかったが規則には記載があった。 

・「賃金規程に定める」とあるが、賃金規程が未策定の状態であったため必要記載事項  

をアドバイスした。 

 ・ハラスメント対策について、来年4月からは中小企業についても義務化されるためこの機

会に制度整備と就業規則への規定を提案した。 

・正職員就業規則とパート職員就業規則が不整合なため見直しを図った。 

② 処遇改善加算・特定処遇改善加算取得にあたり、キャリアパス、評価基準の作成、就業

規則類の見直しをした。 

13 

 

● 取り組みのポイント 

① 毎年の定期昇給が難しいため、無理のない賃金設定や、少額でも資格手当を取り入れ

て、資格取得意欲を向上させることなどを提案した。 

② 目指すべき姿を評価基準に取り入れ、勝手な行動をしがちなスタッフにもベクトルを合

わせるよう促すことを提案した。 

③ 介護職員処遇改善加算計画書の記載事例や具体的な記載方法について、事業者の理解が

進むよう丁寧にアドバイスを行った。 

● 取り組み後の感想 

【事業主より】 

 設立当初からのスタッフが勝手な行動をしがちだったが、この機会に労務管理を見直 

し明確にすることで改めて意識の統一をすることができた。 

 処遇改善加算・特定処遇改善加算は同じことを何度も聞いてしまったが、優しく親 

切に教えてもらった結果、取得することができてよかった。 

 就業規則の事など、何でも相談することができ的確な対応をしていただきよかった。 

【サポーターより】 

ちょうど事業主が変わる時期でもあり、労務管理を見直す良い機会となった。 

今後新規事業も始めたいとのことで、順調に事業展開をしていくことが期待される。 
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12 事例 

  「「リリーーダダーー研研修修」」とと「「従従業業員員満満足足度度調調査査」」をを実実施施ししてて  

12 

  
 

事業所概要 

 

地域：北信 
 

介護サービスの種類：介護老人福祉施設 

 

事業開始年月：平成26年2月 

 

従業員数：43名（うち正社員数：20名） 
 

併設サービス：あり 

● 取り組みに至る背景 

当事業所は、2014 年にオープンしてまだ歴史が浅く下記のような課題がある。 

① 歴史が浅いのでリーダーが育ちにくい、リーダーとしての指導力、 

コミュニケーション能力を高めたい。 

② 利用者目線、自立支援に向けた指導を社員に徹底したい。 

③ 社員同士、利用者に向けての挨拶ができていない。 

④ 組織として、社員の研修体制が確立していない。 

⑤ 新人・中途採用が思うようにいっていない。 

⑥ 新入社員の教育体制の確立が図られていない。 

このような課題の解決に向けて支援を行うこととなった。 

 

● 取り組み内容 

実施内容の概要 

 実践リーダーマネジメントの在り方について、サポーター作成の研修資料「中間管理職

の能力向上…やる気を引き出すには…」を基に、管理職の役割、リーダーの条件、人材

育成として「コーチングとティーチングの使い分け」、組織をまとめチームの目標を達

成するための具体的方法などの講義を2回に分けて実施した。 

 現状の職員の声を吸い上げるため職員にアンケートを実施し、その内容分析を行い社員

にフィードバックする形式で進めた。 
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● 取り組みのポイント 

中間管理者に対して2回にわたり研修を実施し、中間管理者の意識の醸成を行った。 

 理想の上司になる 

 コーチングで部下のやる気と可能性を育てる 

 組織をまとめチームの目標を達成する 

 人事労務に関する知識を身につける  

以上４点について勉強会を行い、リーダーから様々な意見や悩みを聞くとともに、リーダ

ーとしての心構え、中間管理者として職員の声を聴く重要性について理解してもらった。 

職員にアンケートを実施し意見を吸い上げることができた。そのうえで現状を分析し職員に

フィードバックすることで、職場内のコミュニケーションのきっかけになった。 

初めに『従業員満足度調査』を実施したところ、「組織に対する不満や不備がある」「人材

育成に対する姿勢・方針に疑問や不満がある」という意見が多く見受けられた。その結果を分

析しさらに詳しいアンケートを施設独自に実施し、管理者が同席のうえ事務長より職員に報告

をする形で研修会を設けた。参加した職員から、「実際にどのように感じているのか」「その

ような実態があるのか」など意見を直接聞くことができ、これを機会に管理者が今後の施設の

在り方、取り組み方針等を従業員とともに話し合うきっかけとなることを期待したい。 

 

 

 ● 取り組み後の感想 

【事業主より】 
開所間もないことから、外部の講師を招いての 

研修は初の取り組みである。 

 外部の講師を迎えることは、職員にとって新鮮で 

研修内容がスムーズに受け入れられた。 

【サポーターより】 

介護業務は究極的なサービス業で、利用者やその家族は職員の行動を常に見ています。評

判の良し悪しは現場で決まってきます。明るく、コミュニケーションの取れた職場を目指す

ようアドバイスさせていただきました。今回の気づきを自社の服務規程と照らし合わせ、改

善するところが無いかどうか、グループで話し合う機会を持つようお伝えしました。 
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12 事例 

  「「リリーーダダーー研研修修」」とと「「従従業業員員満満足足度度調調査査」」をを実実施施ししてて  

12 

  
 

事業所概要 
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雇用管理改善企画委員会 委員

 

 本年度は、長野県に所在する15事業所に対して雇用管理改善につながる支援を行いました。新

型コロナウイルスの感染拡大が続く中で、その影響や将来の見通しが不透明な状況下において、

支援の申し入れをいただいた事業所様や支援に携わっていただいた雇用改善サポーターの皆様に

感謝申し上げます。 

 令和2年度の介護労働実態調査（長野県版）によると、新型コロナウイルスの影響もあり、訪問

介護員、介護職員（2職種計）の採用率は（16.6％→13.3％）と前年度比▲3.3％悪化し、離職率

は（15.0％→12.1％）と前年度比▲2.9％改善しました。 

 人口減少が進み労働力人口が縮小する中で、2040年頃に介護支援が必要となる高齢者数はピー

クを迎えます。しかしこのままでは、介護・福祉事業に従事する就労者数が大幅に不足する状況

が見込まれます。 

 当センターの役割の一つは長野労働局等の関係機関と連携し、政府が推進する「介護労働者の

雇用管理改善推進事業」を実施し、介護事業所での生産性の向上を図り、介護労働者が働きやす

く、働きがいのある職場づくりを支援し、介護職員の確保と定着を図ることを目的に活動してい

ます。また、センターでは介護分野に精通した専門家による相談など、事業者様の課題に対応し

ています。今後とも、是非当センターをご利用ください。 

 最後になりましたが、本事業の運営にあたり「雇用管理改善企画委員会」をとおし支援内容等

について、ご意見をいただきました委員およびワーキンググループのメンバーの皆様に感謝申し

上げます。 

公益財団法人 介護労働安定センター

長野支部長代理 半田 和彦

令和３３年度 長野労働局委託事業 

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 長野支部 

〒 380-0836 長野県長野市南県町1082 ND南県町ビル5階

TEL 026-232-0898 FAX 026-232-0906
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 雇用管理改善企画委員会 委員 

委員長 社会福祉法人睦会      理事長 中島 謙二 

委員  特定非営利活動法人ささえ愛 理事長 佐藤 繁信 

委員  杉山社会保険労務士事務所  代表  杉山 逸人 

委員  社会保険労務士法人しなのSC 所長  田中 勇司 

巻末資料 

■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.or.jp/ 

◎事業主の方へ ◎助成金 
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■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.or.jp/ 

◎事業主の方へ ◎助成金 
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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、長野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

長野支部長代理 半田和彦

※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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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、介護労働安定 

センター長野支部にお問い合わせください。 
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