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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が見える形

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、大阪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、提携した事業所がセミナーなどを通して相互の経験や知識を共有し、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
メニューを用意して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

大阪支部長　坂井　秀明

※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。

11
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不足感（「大いに不足」＋「不足」＋「やや不足」）
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【図表１】不足感の推移

（％）

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

53.7

53.1

19.1

19.1

6.0

1.0

【図表２】採用が困難な理由 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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（２）介護人材の確保　　　　　出典　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」

　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

30歳以上35歳未満

35歳以上40歳未満

40歳以上45歳未満

45歳以上50歳未満

50歳以上55歳未満

55歳以上60歳未満

60歳以上65歳未満

無回答

25歳未満
2.3

65歳以上70歳未満

70歳以上

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
11.9
40歳以上45歳未満
11.9

45歳以上50歳未満
12.650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
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【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・協働化」「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。具体例を挙げると、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

　大阪労働局委託事業「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】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などにより構築するもので、これら連携した事業所がセミ
ナー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等の雇用管理改善の専門家である雇用管理改善サポーター（以下、「サポー
ター」と言います。）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。
　大阪府では、20の事業所が５～9事業所に分かれ、3つの地域ネットワーク・コミュニティ（以
下、「コミュニティ」と言います。）を構築し、スタートしました。取り組み事例紹介にあたっては、
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。

（３）地域ネットワーク・コミュニティ取り組みの効果

　各事業所が抱える固有の課題解決に向けた支援に先立ち、３つの地域ネットワーク・コミュニ
ティそれぞれにおいて、多くの事業所から相談が寄せられた助成金活用に関する集団セミナーを
開催（一部リモートで実施）、制度の理解を深めるとともに、効果的な取組みに関する情報提供や
集団相談を行いました。
　また、各事業所における固有の課題解決に向けた支援終了後には、２回目の集団セミナーを
開催し、雇用管理改善サポーターと一緒に取組んだ事例の共有や、取組み過程における工夫や悩
みに係る情報交換等の場を設けるなど、構成事業所間のネットワーク強化を図りました。
　とりわけ、令和３年度の介護報酬改定で策定が求められることになった業務継続計画（BCP）
については、多くの事業所が高い関心を持っていることが窺え、今年度先行して取り組んだ事業
所の事例紹介等に数多くの質問が寄せられました。そのやりとりの中で、今後も継続的な情報
交換が確認されるなど、地域ネットワーク・コミュニティの活用促進につなげることが出来ました。
　当センターと致しましても、構築した地域ネットワーク・コミュニティの更なる発展に寄与
すべく、継続的にフォローアップを行っていく所存です。
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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として介護事業所を

訪問またはリモートで対応し、訪問またはリモートで対応し、
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

令和3年度介護報酬改定対応 BCP（業務継続計画）の導入事例

 

提供サービス： 特別養護老人ホーム（従来型）

事業開始年：1999年

従業員数：90名

併設サービス： ショートスティ、デイサービス、

ケアプランセンター

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

提案・支援を受けるまでの背景

◆事業主の意識

　令和3年度の介護報酬改定において、災害

時や感染症の対応力強化への対策として、

全ての事業所に対してBCP（業務継続計画）

の策定が義務付けられました。

　当事業所では、昨年夏に新型コロナウイル

スのクラスターが発生し、その対応に追われ

た経験がある為、今回策定が求められている

BCPは実用性の高いものを作成したいと考えていました。

　また、BCPの策定には3年間の経過措置が設けられていますが、3年の間にPDCAサイ

クルをしっかりと廻し、より実践的なBCPとして定着させたいと考えています。

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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◆従業員の意識

　一方で、従業員にとってはBCPそのものに馴染みがなく、「BCPって何？」という状況

でした。ただ、クラスターを経験したことで、感染マニュアルだけでは不十分であり、

平時からの準備がいかに大切であるかという思いは従業員の間で共有されつつありました。

　また、災害や感染症でなくとも、例えば交通機関が止まることで人員体制に影響が生じ、

事業所における業務に支障を及ぼすこともあった為、何らかの対策が必要と感じていました。

事業所が抱えていた雇用管理上の課題

　新型コロナウイルス感染症や大規模自然災害が発生した場合であっても、必要な介護サー

ビスが継続的に提供できる体制づくりが課題となっていました。令和３年度介護報酬改定

では、全ての介護サービス事業者に業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シ

ミュレーション）の実施等が義務付けられました。既に、防災マニュアル、水害時の避難

確保計画および感染対策マニュアルを策定し、定期的に防災訓練をしていましたが、令和

３年度介護報酬改定による義務化への対応に向けて専門家の支援を受けたいと考えました。

取組内容

【サポーターからの提案】

　当事業所ではコロナ禍以前から防災マニュアル、水害時の避難確保計画および感染対策

マニュアルを作成していました。ただ、これらは水害や地震などのそれぞれの事象による

被害を最小限にするためのマニュアル・計画のため、想定外の事象に対する備えが十分で

はありませんでした。

　実は、事象の違いにかかわらず、生じる結果（被害）は共通しており、一言で言うなら

経営資源の不足（例えば、従業員が出勤できない、施設・建物が使えない、情報システム

が使えないなど）への対応を考える必要がありました。

　BCP（業務継続計画）は、原因事象に関係なく、結果事象からの早期復旧・事業継続を

目的としたものであり、想定外の事象で被害を受けても、予め想定した結果から早期復旧

や代替措置により事業を継続するための計画であるとの説明を受け、それに適ったBCPの

策定が必要との提案がありました。

取組のポイント・工夫

　先ずは、参考にすべきひな型として、次の２種類のBCPひな型を検討しました。

①厚生労働省ホームページで公表されているひな型、様式ツール集（※１）

　▷感染症BCPひな型

　　 「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画（入所系）」および「様式ツール集」

　▷自然災害BCPひな型

　　「自然災害発生時における業務継続計画」

②大阪産業創造館のコンパクトBCPひな型（※２）
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　▷感染症および自然災害に共通したBCPひな型

　　「事業継続計画書」

　▷自然災害BCPひな型

　　「初動・復旧対応手順書」

　▷感染症BCPひな型

　　「新型コロナウイルス感染症対応手順書」

（※１）厚生労働省ホームページから入手できます

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_

koureisha/douga_00002.html

（※２）大阪産業創造館ホームページから入手できます（要登録）

https://www.sansokan.jp/bcp/tool/

　厚生労働省のひな型は記載内容が多く、マニュアルなどがまだ整備されていない事業所

に適していると考えられたため、大阪産業創造館のひな型をベースに、厚生労働省の様式

ツール集【様式７ 業務分類（優先業務の選定）】を追加するなど、2種類のひな型の良いと

ころを採り入れました。

　特に、感染症BCPの【様式7 業務分類（優先業務の選定）】では、サポーターから様々

な助言を戴き、結果事象として従業員の出勤率の減少をメインに想定し、継続業務の優先

順位を決め、早期復旧・事業継続のために必要な代替戦略を検討しました。

　また、それぞれの専門職で業務内容が異なるため、専門職別（介護、看護、機能訓練指

導員、管理栄養士、厨房、介護支援専門員、生活相談員）に作成しました。

感染症対応_様式7_業務分類（優先業務の選定）

【介護職員】

30% 50% 70% 90%

A:継続業務 ・優先的に継続する業務
・通常と同様に継続すべき業務 食事、排泄、医療的ケア、清拭　等

・食事 メニューや量など考慮
（おやつは中止も検討）
・排泄 必要時、最低減
（朝、夕、夜間）
・入浴 なし（着替えのみ）
・洗濯 できる時間に
・シーツ交換 汚れた場合に

・食事 ほぼ通常
（おやつなど食事と一緒に）
・排泄 支援の実施頻度減
・入浴 週2⇒週1
　（清拭対応）
・洗濯 その都度
・シーツ交換 週1回⇒2週1回

・食事 ほぼ通常
・排泄 ほぼ通常
・入浴 一部清拭
・洗濯 その都度
・シーツ交換 出来る限り通常

通常業務

B:追加業務 ・感染予防、感染拡大防止の
　観点から新たに発生する業務

利用者家族等への各種情報提供、
空間的分離のための部屋割り変更、
施設内の消毒、
来所者の体温測定、　等

・消毒
・環境整備
・ゾーニング（対象階）
・PPEの着用（対象階）
・検温（健康管理）

・消毒
・環境整備
・ゾーニング（対象階）
・PPEの着用（対象階）
・検温（健康管理）

・消毒
・環境整備
・ゾーニング（対象階）
・PPEの着用（対象階）
・検温（健康管理）

・消毒
・環境整備
・ゾーニング（対象階）
・PPEの着用（対象階）
・検温（健康管理）

C:削減業務 ・規模、頻度を減らす業務 入浴、活動、就労訓練　等

・おやつ
・記録入力
・入浴
・更衣
・離床回数
・排泄
・シーツ交換
・洗濯
・口腔ケアの回数と実施方法

・おやつ
・記録入力
・入浴
・更衣
・離床回数
・排泄
・シーツ交換
・口腔ケアの回数と実施方法

・レクリエーション
・記録入力
・入浴
・更衣
・重度者の離床回数

D:休止業務 ・上記以外の業務

・各種会議、委員会
（文書回覧）
・新規入所、ショートステイの受け
入れ（対象階）
・レクリエーション
・定期受診
（受診先へ確認の上）
・機能訓練

・各種会議、委員会
（文書回覧）
・新規入所、ショートステイの受け
入れ（対象階）
・レクリエーション
・定期受診
（受診先へ確認の上）

施設の業務を重要度に応じて４段階に分類し、出勤状況を踏まえ縮小・休止する。入所者・利用者の健康・身体・生命を守る機能を優先的に維持する。（出勤率をイメージしながら作成。）

分類名称 定義 業務例
出勤率
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感染症対応_様式7_業務分類（優先業務の選定）

【介護支援専門員、生活相談員】

　加えて、自然災害BCPの作成にあたっては、厚生労働省BCPひな型にある「他施設・

地域との連携」を追加したり、対策本部メンバー等のキーパーソンが被害に遭うことも

想定し、予め代行者を選定しておくなどの工夫もサポーターと一緒に行いました。

　更には、BCPの策定と並行し、国立国際医療研究センター国際感染症センターの「急性

期病院における新型コロナウイルス感染症アウトブレイクでのゾーンの考え方」を参考に、

既存の感染管理マニュアルに感染拡大時のゾーニングを追加しました。

国際感染症センター　ゾーニングの考え方
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出典：「急性期病院における新型コロナウイルス感染症アウトブレイクでのゾーニングの考え方」
2020/7/9 ver1.0　国立国際医療研究センター　国際感染症センター
https://www.mhlw.go.jp/content/000655352.pdf 

取組の効果

　介護施設において最も重要な経営資源は人（従業員）です。

　今回のBCP策定を通じ、想定外の災害があっても、事業継続に重要な経営資源（従業員）

が不足した場合に備え、業務の優先順位を決め、継続業務・追加業務・削減業務・休止業

務の整理・分類が出来、あわせて事業を継続するための代替戦略を立案検討することが出

来ました。

　結果事象に対応したBCPを策定することで、想定外の災害で被害を受けても、BCPを

発動し、早期復旧や代替措置により事業を継続することができると考えます。

◆今後の目標

　先ずは、今回作成したBCPをベースに、法人内の他施設に水平展開を図り、法人グルー

プとしての事業継続体制づくりを目指していきたいと考えています。

　また、事業所内においては、定期的に防災や感染症対策の教育・訓練を実施し、実施後

はPDCAサイクルを廻し、BCPを更にブラッシュアップしていきます。

◆事業主の感想

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今回策定したBCPを実際に発動する機会が生じま

した。BCPの策定を通じ、主要メンバーの役割分担や業務の優先順位付けが明確化されて

いた為、発動準備もスムーズに行えるなど、大変役立ちました。

◆従業員の感想

　今回の取組みを通じ、普段の業務の優先順位を整理することが出来たことは、とても

有難く感じました。一方で、施設内のインフラが被害を受けた際の代替策を検討する中で、

備蓄品の整備が不十分であることが分かるなど、課題の棚卸しにもつながり、大変有意義

でした。
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事例 22
就業規則を改善し、より働きやすい職場を目指す
就業規則改訂による職場環境改善に係る導入事例

 

提供サービス：訪問介護

事業開始年：2006年

従業員数：19名（内、常勤職員8名）

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

提案・支援を受けるまでの背景

◆事業主の意識

　今回の支援を通じ、就業規則、賃金規程をはじめとする諸規程及び雇用契約書等は事業

運営を行っていくための基本の一つとなるものであり、また事業継続するためにリスクマ

ネジメントの観点からも必要なものであること、更には従業員に安心して働いてもらうた

めにも不可欠なものであることを学びましたが、当時はそれらの重要性・必要性に関して

あまり意識をしていませんでした。

　当時の就業規則は、助成金申請の為

にネット検索で入手したひな型をもと

に作成したもので、内容については殆

ど確認することはなく届出を行い、

その後も特に見直しは行っておりませ

んでした。

◆管理部門・従業員の意識

　年次有給休暇がどのように発生する

のか、残業手当額が誤っていないか（残業手当の計算方法）など、従業員からたまに問い合

わせを受けることがありましたが、自信を持って答えることが出来ない状況にありました。

事業所概要
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事業所が抱えていた雇用管理上の課題

　就業規則は作成していましたが、数年前に助成金申請用に作成されたものであり、この

規則で問題が無いのか不安でした。特に介護の職場では、従業員の働き方も多岐にわたり、

更に処遇改善加算制度との整合性も必要になります。最近では、育児介護やハラスメント

対応が重視されていることも耳にしていましたが、果たして、現行規則でこれらの要件を

満たしているのかどうかも解らず、また、実際の運用（特に年次有給休暇や給与計算）も、

現在の方法で良いのかどうか解らないまま推移しており、これらの点についての確認と

見直しが事業所としての課題となっていました。

取組内容

【サポーターからの提案】

�就業規則及び諸規程の全面改訂および育児介護休業規程・ハラスメント防止規程の新規作成

　就業規則・賃金規程は、助成金申請のために、ネット検索で入手したひな型をほぼその

まま引用したものであったため、介護職場に対応しているとは言い難い部分も多く、特に

処遇改善加算には対応できていない状態でした。

　また、最初に作成した後、見直しを行っていなかったため、働き方改革関連法の法改正

事項対応も出来ておらず、助成金申請のために設けた項目も、事業所担当者だけでは運用

できない仕組みとなっていました。

　こうした状況にあった為、サポーターからは、就業規則および諸規程の全面改訂が提案

され、育児介護やハラスメントに関する事項については、就業規則に記載されている禁止

規定だけでは不足が有るため、それぞれ別に「育児介護休業規程」「ハラスメント防止規程」

を作成することが提案されました。

�実態に合わせた雇用契約書（労働条件通知書）の整備、並びに賃金規程と関連付けされたキャ

リアパスの整備

　雇用契約書（労働条件通知書）は、それぞれの雇用形態に合わせた内容で作成できるよう、

正職員用とパート（ヘルパー）用に区分することを助言されました。

　また、契約書記載項目に関しても、実態と相違する点や記載が不足している点について

指摘を受け、より解りやすく、実態に即した条件提示を行えるよう、全面的な見直しが

求められました。

　更には、賃金規程の内容とキャリアパスを関連付けることで、将来に向けてのキャリア

育成と方向性を具体化するよう提案がありました。

16



取組のポイント・工夫

　サポーターの支援は、現行規則・規程の読み合わせを一緒になって行い、各条文を確認

しながら、その場で修正内容、追記内容を文章に落とし込む（現行規則・規程に加筆修正

する）方法で進められました。

　この手法を採っていただいたことで、何故、修正・追記が必要なのか、あるいは修正は

不要であっても、今まで意味が解らないまま放置していた規定条文と実際の運用について

都度確認させていただくことが出来、今後運用をしっかり行っていく上で理解を深めるこ

とに役立ちました。

　また、サポーターからは、修正や追記作業に関し、修正→確認→説明・再修正のサイク

ルを繰り返すことで、就業規則等を「誰かに作ってもらった」ものではなく「事業所で作っ

た」ものとして運用できるとの説明を受けました。

　更に、割増賃金計算、日割・時間割の考え方、有給手当の計算方法等、実務に関わる

部分については、今後の運用面で支障を来さないよう、給与計算等の担当者も同席の上、

サポーターからしっかりと説明を受けさせていただきました。

取組の効果

　規則・規程の見直し、新規作成、雇用契約書の見直し等は、2022年1月に完了し、監督

署への届け出を行いました。

　また、キャリアパス等の見直し・作成については、2022年度の処遇改善加算計画に

反映させる予定です。
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事業主の感想・従業員の感想

　今まで抱いていた規則・規程の内容に関する不安を解消することができました。

　また、処遇改善加算の要件と、就業規則・賃金規程の記載内容、キャリアパスが合致し、

それぞれの意味が良く解りました。

　運用面についても、今まで手探りでやってきたことの正否が確認出来、誤っていた部分

は修正出来ましたし、雇用契約書（労働条件通知書）については、今後、改訂版に切り替

えて使用するようにします。

　管理部門の担当者も従業員への説明がしやすくなり、従業員も、色々なルールが明確化

され、働きやすくなったのではないかと思います。

　今回、サポーターの支援を受け、就業規則や諸規程を整備することの重要性・必要性を

学ぶことが出来たとともに、実際に整備出来たことで、安心して経営に臨むことが出来る

環境が整ったと考えています。

他の介護事業所の方にお伝えしたいこと

　就業規則・賃金規程、その他の諸規程は、事業所内の労務管理実務と密接に関連する

ものであり、毎日の仕事を進めていく中で、「本当に今の就業規則や規程で問題はないのか」

「事業所における運用は間違っていないか」といった不安や悩みは尽きないと考えます。

　少しでも不安がある時は、悩み続けるのではなく、相談することをお勧めします。早め

早めの対応が、働き易い職場環境づくりにつながると思います。
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事例 33
就労継続支援A型事業所における利用者就業規則の策定

「多様な働き方」に係る導入事例

 

提供サービス： 就労継続支援A型事業所
　　　　　　　　　   雇用契約に基づく通所による就労の場を

提供することで、自身の障がいと向き合って
社会と関わって生きていこうとする方々を
サポートする事業所

事業開始年：2019年

従業員数：職員4名　利用者定員18名

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

提案・支援を受けるまでの背景

　令和3年4月の制度改定に伴い、就労継続支援事業所が、利用者

（＝労働者）の多様な働き方に対応した場合、その程度に応じて

訓練給付費に反映されることになりました。

　当事業所では、当時、社員及びパートタイマーの就業規則は整備

していましたが、利用者就業規則は作成出来ていませんでした。

　制度改定に対応するため、並びに障がい者雇用の特性を踏まえ、

「利用者就業規則」の作成が必要と考えていましたが、令和4年3月末までに整備を終えるに

は事業所にノウハウ・リソースが不足している状況にありました。大阪府においてＡ型支援

事業所は300余りと少なく、他事業所の取組みも参考にすることが難しい状況にありました。

　そうした中、介護労働安定センター主催のセミナーで大阪労働局事業を知り、参加させ

ていただき、専門家の支援を仰ぐことになりました。

◆事業主・利用者の意識

　当時、利用者に対しては従業員の就業規則を準用していた為、利用者の体調不良の際や

能力が低下した際の就業上の取扱いや福祉サービスの利用等について、運営に頭を悩ませ

ることがありました。

　また、利用者の就労に優位になるよう資格取得も推奨していたが、あくまでも利用者

個人任せとなっていました。

事業所概要
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　一方、利用者からも、服薬の関係で生活のリズムを整えにくい時や通院時に、勤務時間

の調整が出来たら有難かったという声が寄せられていました。

事業所が抱えていた雇用管理上の課題

　当事業所の就業規則は、いわゆる「正

社員用」のみで、利用者である「短時間

労働者」への適用は、「必要な事項につい

ては、社員就業規則を準用する」とある

ものの、どんな場面で、どの条項を適用

するのかは明確になっていませんでした。

　令和3年4月の制度改正で、それまで

利用者の1日の平均労働時間で算定され

ていた報酬が、「労働時間」の他、「生産

活動」「多様な働き方」「支援力向上」「地

域連携活動」の5視点ごとに設けられた

評価項目の総合点数で算定される「スコ

ア方式」に変更されました。

　特に、「多様な働き方」については、

就労継続支援A型事業所における利用者

の心身の特性に見合った就労機会提供の

観点からも不可欠であるため、当該評価

項目に対応した「利用者就業規則」の策

定と、その規則を下敷きにした雇用契約

書の整備が喫緊の課題でした。

取組内容

【サポーターからの提案】

　ネットで入手したA型事業所の利用者就業規則のサンプルをアレンジした利用者就業規

則（案）をもとに、逐条ごとに当事業所の実際の運用状況等を説明しながら、サポーター

に理解を深めて頂くとともに、サポーターからは専門家の視点での指導・助言を頂戴しな

がら、一緒に必要な修正・見直しを進めました。

　最初に「多様な働き方」の８評価項目のうち5項目以上を選択する必要があり、フレック

スタイム、１日の所定労働時間の短縮、病気休暇制度の３項目は、実施が困難であること

等から除外し、他の５項目について、以下の具体的提案を受け、規定化を行いました。

①免許・資格の取得、検定の受験勧奨に関する制度

　受験勧奨のみであった原案を見直し、検定料・受験料の一部援助についてその金額と

就労継続支援A型事業所におけるスコア表（全体）　様式2-1
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回数を明記しました。

②利用者を従業員として登用する制度

　従業員（正社員又はパート社員）への登用については、上司推薦・面接試験・転換時

期の3点を明記しました。

③時差出勤制度に係る労働条件

　1日の所定労働時間が4時間の利用者について始業時刻を30分繰上げ・繰下げる時差

勤務制度を、6か月間を限度として申出により認める制度を規定しました。その延長と原

則的な勤務時間帯への復帰も業務に支障がない限り認めることとしました。

④年次有給休暇の時間単位取得

　１日の所定労働時間が4時間又は5時間の利用者について1時間単位で年間5日まで付

与する制度を規定しました。労使協定の締結が必要なため、協定のサンプルをいただき、

利用者以外のすべての従業員も適用対象となるようにしました。

⑤在宅勤務に係る労働条件及び服務規律

　パソコンによる自宅での入力作業を想定し、自宅でのセキュリティ環境、執務環境、

家族の理解がある場合に認めることとし、賃金・労働時間の設定や服務規律等については、

在社による勤務と同一とし、利用者就業規則の該当条項を準用するものとしました。

また、上記の「多様な働き方」に関する規定のほか、次の項目等についても、規定を整理しました。
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⑥雇用契約期間・試用期間

　今まで、従業員の定年が70歳であることから、利用者についても雇用契約書において70歳

定年としてきました。しかし、今後雇用する利用者は、1年毎に更新し、65歳を最終期限とす

ることに改め、解雇・退職事由に当たらない限りは、最終期限まで自動更新するように変更し

ました。一方、本採用不適格の場合には、3か月の試用期間中に解雇できることとしました。

⑦無期転換

　労働契約法第18条による転換を明示し、定年制（65歳）を適用することにしました。

他に、勤続5年未満の利用者を、「従業員登用制度」に倣い、面接試験等を経て無期転換

する道も規定しました。

⑧均衡待遇

（1） 特別休暇（慶弔休暇）について週2日勤務以下の勤務者を除き、正社員と同一付与

としました。

（2） 休職・復職（メンタル不調によるものを含む）について、手続きの流れを明記する

とともに、雇用期間満了までを期限（無期転換した者については1年）とする休職

規定を設けました。ただし、A型サービスの保険給付が打ち切られた場合には、

その時点で自動退職となることも定めました。

⑨再雇用

　A型サービスの利用契約と従業員としての雇用契約とが一体化していることから、

受給資格がなくなれば、自動的に退職となります。そこで利用資格を再度得るまでに

心身の状況が回復した場合には、試用期間を設けずに再雇用できる規定を設けました。

⑩その他の整備事項

　服務規律、懲戒、女性労働者の権利や配慮事項及び育児・介護休業等規程については、

厚生労働省のサンプルを参照し、最新の内容に整備しました。

⑪労働条件通知書

　厚生労働省モデル様式を参考に、利用者就業規則に適応した労使とも分かりやすい

様式に変更しました。

取組のポイント・工夫

① 試用期間については、これまで、雇用開始日から翌月末日までの、利用者ごとの暫定給

付期間と一致させる運用を行ってきましたが、サポーターより、試用期間を観察期間・

指導育成期間として統一的に位置づけるべきとの助言を受け、一律3か月にしました。

これまでの行政の暫定給付、本給付に従う考えではなく、雇用主としての主体的な雇用

管理責任というスタンスを堅持すべきとの考え方に因ります。

② 上述の通り、均衡待遇の見地から求められる特別休暇、休職・復職規定を整備しました。

特に休職期間は、契約期間満了までとしつつも、給付資格の解除の場合は、自動退職

させることとする一方、再雇用の規定による救済措置を規定しました。

　 また復職にあたり、休職のままの試し出勤と復職決定後の復帰プランによるリハビリ勤

務制度を設け、利用者の心身の状況や障がいの特性に応じた復帰支援策を選択できるよ22



うにしました。

③  65歳まで自動更新する規定の例外として、退職・解雇の条項を整備しました。

　 退職は65歳到達直後の契約満了日又は定年、休職期間満了、自己都合に絞りました。

解雇は天災事変による事業所閉鎖・縮小、懲戒解雇事案該当の場合、また勤務態度・勤

務成績の不良、健康状態の支障による普通解雇に関しては、会社の裁量の余地を極力避

けるよう、客観性・合理性に立脚した厳格な表記としました。

取組の効果

　当初、作成が間に合わないのではと懸念していたスコア方式導入にかかる利用者就業規

則に関し、年度内に提出段階まで進めることが出来ました。

　また、Ａ型事業所の固有課題であった障がい福祉サービスの利用者との雇用関係につい

て、整合性のある整理を行うことが出来ました。

今後の目標

　今回の取組みにおけるサポーターからの指導により、各条文の意義と運用方法が良く

理解できたため、今後は内容をオープンにして、さらに納得性を向上できるよう取り組み

たいと考えています。

　就業規則の整備後は、各規定とその権利の取得者が実際に現れるよう誘導しつつ、一方

で利用者の立場に立って改善点も見つけながら、利用者にとって、より働きやすい、自己

実現のできる職場づくりを目指したいと思います。

事業主の感想

　今回の改定対応を終えることが出来たのは、サポーターの迅速且つ的確な助言・指導に

よるものと考えています。

　サポーターにおいても、今回のような就労継続支援Ａ型事業所に対する雇用管理改善支援

は初めてのケースと聞き及んでいます。就労支援事業の内容から事業所の特徴について、

本来業務多忙な中にあっても時間を割いていろいろと学習され、細部にわたって木目細かく

サポート頂きました。真にオーダーメイド型の支援を行って頂き、本当に感謝しています。

従業員の感想

　常日頃より、利用者の皆さんが日常生活・職業生活のリズムを整え、職業スキルを習得

し、一般就労につなげてもらえるよう支援していますが、今回利用者の体調に合わせた

利用＝雇用を整備できたことは、利用者の皆さんの安心にもつながると考えます。

　また、職業スキルの向上を図るために、資格取得等の勧奨・支援が制度化されたことは、

利用者の皆さんの意欲向上につながると思います。

　今回、障害福祉サービスと雇用契約の関係を整理できたことは、適切な労務管理にもつ

ながり、ガバナンスの向上が図れました。従業員への登用制度もできたことにより、ピア

サポーターとしての活躍も期待できると考えています。 23



あ と が き
団塊の世代が75歳以上となる2025年問題をはじめとする急速な高齢化の進展に加え、新型

コロナウイルスの感染は依然として収束の気配を見せることなく、介護人材の確保や定着は依然

として厳しい状況にあります。

このような状況下、介護職員が現場に定着し、安心して働き続けることが出来る「魅力ある

職場づくり」の実現に向け、雇用管理改善のための支援強化を図ることを目的とし、私ども介護

労働安定センター大阪支部では、令和３年度、大阪労働局からの委託を受け「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」を実施いたしました。

大阪府内の介護事業所様が抱える雇用管理上の課題に対し、解決に向けた雇用管理制度をご提

案し、その実施を支援させていただきました。この取り組みにより、介護職員定着のための雇用

管理改善が図れた事例や職場環境が改善された事例などが生まれ、介護事業所様から感謝の声を

いただきました。

こうした成果を得ることに至りましたのは、ひとえに、雇用管理改善サポーターの先生方や

雇用管理改善企画委員の皆様をはじめ、大阪府（福祉部地域福祉推進室）、社会福祉法人大阪府

社会福祉協議会、関係団体、介護事業所の皆様にいただきましたご支援とご協力の賜物であり、

改めまして厚く御礼申し上げます。

これからも引き続き、介護事業所の雇用管理改善及び介護労働者の能力開発など、微力では

ございますが介護事業の充実・発展において、誠心誠意、尽力して参りますので、今後ともご指

導・ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

介護労働安定センター大阪支部職員一同

令和３年度大阪労働局委託事業
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　大阪支部
〒540-0033　　大阪市中央区石町2-5-3
労働センター（エル・おおさか）南館12階
TEL 06-4791-4165　FAX 06-4791-4166

雇用管理改善企画委員会　委員　50音順・敬称略

関 西 福 祉 科 学 大 学　 社 会 福 祉 学 部
　　　　　　 社 会 福 祉 学 科　 准 教 授

日本ホームヘルパー協会おおさか　代表

社会福祉法人　大阪府社会福祉協議会
　　　　　　老人施設部会　副部会長

藤 原 社 会 保 険 労 務 士 事 務 所
　　　　　　　　　特定社会保険労務士

家　. 髙　 将　 明

小 野 寺　 美　 雪

辻 　 晋 弥

藤　. 原　 郁　 子
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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/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

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 大阪労働局委託事業

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
 大阪支部




