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介護の雇用管理改善
CHECK&ACTION25

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

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

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

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

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

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

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

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

近くの介護労働安定センター支部（所）にお問い合わせください。
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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、熊本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

熊本支部長　田　口　隆　俊

※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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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。
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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
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イ　医療・福祉サービス改革に向けた取り組み

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

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

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

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

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

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

ることが求められています。

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

※２　 介護労働安定センター　令和２年度介護労働実態調査『介護労働者の就業実態と就業意識調査結果報告書』

※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」
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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

　熊本労働局委託事業「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＆ACTION25」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＆ACTION25」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

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

　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。

2222222
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　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。
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の必要性が高いことを示しております。
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【コミュニティ参加事業所の診断結果例】

職場環境・
組織風土

　「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

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。
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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
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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

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

4 3 2 1

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

4 3 2 1

8 パワハラ・セクハラの予防・解決に向けた取り組みを行っている 4 3 2 1

9 相談窓口を設置するなどして職員の不満・不安を聞く機会を設けている 4 3 2 1

10 職員一人ひとりの心身の健康に配慮する取り組みを行っている 4 3 2 1

C 評価・報酬
11 一人ひとりの果たすべき役割や目標について話し合いを行っている 4 3 2 1

12 評価基準を示し、仕事ぶりや能力について面談によるフィードバックを行っている 4 3 2 1

13 仕事ぶりや能力などの評価を踏まえ、何らかの処遇改善につなげている 4 3 2 1

14 人事制度を実態に合った制度とするため、適宜検討や見直しを行いながら運用している 4 3 2 1

15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している 4 3 2 1

D 人材採用・育成
16 自法人・事業所の現状分析をもとに、必要な人材の募集・採用を行っている 4 3 2 1

17 魅力ある職場づくりを行い、求職者に適切な方法で発信している 4 3 2 1

18 研修体制の整備や自己啓発支援などを通じ、職員のスキルアップを図っている 4 3 2 1

19 新人・リーダー・管理職などの階層に応じた教育を体系的に行っている 4 3 2 1

20 将来のキャリアについて、支援やアドバイスを行っている 4 3 2 1

E 職場環境・組織風土
21 多様化・複雑化する介護ニーズにチームで対応している 4 3 2 1

22 有給休暇の取得促進に向けた体制を明確化し、取得しやすい環境を整備している 4 3 2 1

23 高齢者をはじめ多様な人材が活躍できる職場を整備している 4 3 2 1

24 利用者や利用者家族からのクレームや過度な要求には組織で対応している 4 3 2 1

25 主体性を尊重し、仕事を任せ、それを支援する組織風土がある 4 3 2 1
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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

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
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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

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

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

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

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

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

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

職場環境・組織風土
多様化・複雑化する介護ニーズにチームで対応している

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

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

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

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

職場環境・組織風土

人材採用・育成
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

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

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

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

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

職場環境・組織風土
多様化・複雑化する介護ニーズにチームで対応している

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

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

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

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

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

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

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

賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している

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

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

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

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

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
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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。
　熊本県では、21の事業所が、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
例紹介にあたっては、地域ネットワーク・コミュニティを構築した効果や専門家からのサポート
内容等も含め掲載しているので参考にしてください。

（３）地域ネットワーク・コミュニティ取り組み

事業所から上がってきた課題
◆評価／処遇制度
　　・人事考課／評価制度　・キャリアパス　･人事制度　・賃金体系　・賞与制度　・就業規則
◆研修制度
　　・教育訓練計画　・人材育成/人材不足　・リーダー研修　・職種別研修
◆休暇／労働時間
　　・休暇制度・ICT／ロボットの導入による労働時間の短縮　・育児や介護等との両立
◆業務管理／組織管理／人間関係管理
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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

雇用管理改善サポーター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

雇用管理改善への取り組みを支援しました
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各事業所の取り組み内容

事例 11

パート労働者の社会保険加入
社会保険適用拡大に備える事業所の取組みについて

●地　域 …… 宇城市

事業所①
　●介護サービスの種類 …… 訪問介護、有料老人ホーム
　●事業開始年月日 …… 2012年４月
　●従業員数 …… 13人

事業所②
　●介護サービスの種類 …… 訪問介護、有料老人ホーム、デイサービス
　●事業開始年月日 …… 2010年４月
　●従業員数 …… 15人

取り組みに至る背景

　労働者の確保について非常に厳しい状況が続いており、求人を出してもなかなか採用に

結びつかず、現在雇用している労働者の離職をいかにして防ぐかが最大の課題になってい

ます。また、処遇改善加算等で介護労働者の処遇が大幅に改善し、最低賃金の底上げが予

測される状況で、扶養内のパート労働者の労働時間が制約されていくことを懸念していま

事業所概要
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した。パート労働者の労働時間の減少は、ほかの労働者の負担増にもなり、介護の仕事に

やりがいを持って就業している労働者には「周囲や利用者へ迷惑をかけているのではない

か」という不安や不満に繋がる恐れがあります。このため、パート労働者にも安心して働

くことができ、かつ労働時間の制約が緩和されるよう事業所として「パート労働者の社会

保険適用」拡大に備えるための組織作りに取組むことにしました。

取り組み内容

事業所①　

　パート労働者のうち、介護福祉士資格を有している職員で、子どもの習い事で短時間労

働を希望しています。１日の労働時間4.5時間、週の所定労働時間30時間未満で現在就労

しています。課題として、扶養内の130万円上限を意識しての労働となり、将来に対して

の不安を持っています。フルタイムで働けないことで、「ほかのスタッフに迷惑を掛けてい

るのでは」という心理的ストレスがあり、介護福祉士というキャリアから「短時間労働で

は利用者へ十分なケアができていないのではないか」ということをとても残念に思ってい

ました。また、十分に働けないことで「仕事を離れざるを得ないのではないか」という感

情を持つようになってきていました。このような能力や意識の高いパート労働者を離職か

ら防ぐための改善策として、まず個人面談を行い、今後のキャリアやケアのあり方につい

て、働く上での希望や要望等の確認を行いました。面談の結果、法人で「短時間正社員制

度」を創設し、労働時間を4.5時間から６時間へと延長することとし、パート労働者の社会

保険加入を行いました。

　このことにより、上限130万円を意識せず働くことができるようになり、短時間労働へ

の不安が解消することができました。労働時間を延長したこと、「短時間正社員制度」を導

入する環境整備を行ったことで、パート労働者の心理的ストレスが大幅に減少し、労働時

間の制約が軽減したことから利用者に手厚いケアをするための時間ができ、モチベーショ

ンのアップにも繋がりました。また、事業所全体で、「社会保険適用拡大」のためのグルー

プワークや会議、勉強会を開催し、

事業者、労働者別にも開催しました。

それぞれの立場で制度導入の必要性

や新しい働き方について理解を深め

ることができました。今後も、個人

面談やグループワーク、勉強会を定

期的に開催することにしました。
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事業所②

　パート労働者のうち、ヘルパー２級を修了し、１日の労働５時間、週の所定労働30時間

未満で就労しています。子どもが未就学児であることから、短時間の労働を希望していま

す。課題として、社会保険未加入のため何かあったときに「保障がない」とういう不安を

常に持っています。将来のキャリアを積む時間が取れないことから退職を視野に入れ、看

護師資格を取得することも検討中でした。また、他にも生活上の課題があり、「保障がない

働きかた」「キャリア取得のための時間の確保ができない」こととあわせて、いずれ離職せ

ねばならないかもという不安を持っていました。

事業所①と同様に個人面談を実施し、本人の意向を確認したうえでパート労働者の社会保

険加入をすることにしました。法人で「短時間正社員制度」を創設し、労働時間は4.5時

間から６時間に延長し、キャリアアップのために事業所の支援で「介護福祉士実務者研修」

を新年度から受講する予定になりました。

　改善内容としては、社会保険加入によりパート労働者の働く上での不安が軽減されたこ

とや、勤務時間に資格取得ができることで、育児を行いながらキャリアアップができる環

境を整備することができました。労働時間を延長したことで、処遇も向上していくため、

給与面での不安が解消されるようになりました。子育てが落ち着けば、今後フルタイムの

正社員へ移行する期待が持てることから、能力、

意識の高い人材の流出を防ぎ、定着させることが

できるようになりました。また、事業所全体で、

グループワークの会議や勉強会を開催しました。

「社会保険適用拡大に備えて」をテーマに、事業

者編、労働者編と別々に開催し、それぞれの立場

で制度導入の必要性や新しい働き方について理解

を深めることができました。今後も、個人面談や

グループワーク、勉強会を定期的に開催すること

にしました。

取り組みのポイント

　パート労働者の社会保険適用については、対象となる労働者、事業者それぞれに理解を

深めることが重要です。特に事業者は、社会保険適用に備えて、短時間でも社会保険に加

入できる環境整備「短時間正社員制度の導入」や、今後の人件費増に備えて収益を上げて

いく努力「積極的な加算の取得」等が必要となってきます。また、労働者の育成・資格取

得支援は、取得までの過程がとても重要になり、事業所が支援することにより魅力ある人

材の確保、定着へ繋げることができます。
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取り組み後の感想

　今後の働き方を決定するのは最終的に労働者であるため、労働者本人の意思やキャリアッ

プについての希望、働くうえでの課題をよく話し合う場を設ける必要があります。特にパー

ト労働者の場合、働くことへの意識やキャリア形成に対する希望が、働く環境(労働時間

等)とギャップが生じている場合があります。

　パート労働者は労働時間に制約があるからと決めつけず、労働者、事業者双方が状況を

改善する方法を見つける努力が必要になります。そのためにも、個人面談や勉強会を定期

的に実施し、労働者の働く上での不安を解消することが必要です。能力や意識の高い人材

を定着させる職場環境作りにつながるため、今後も継続して取り組んでいきたいと思いま

す。

13

を定着させる職場環境作りにつながるため、今後も継続して取り組んでいきたいと思いま

す。

改善する方法を見つける努力が必要になります。そのためにも、個人面談や勉強会を定期

的に実施し、労働者の働く上での不安を解消することが必要です。能力や意識の高い人材

を定着させる職場環境作りにつながるため、今後も継続して取り組んでいきたいと思いま

等)とギャップが生じている場合があります。

　パート労働者は労働時間に制約があるからと決めつけず、労働者、事業者双方が状況を

改善する方法を見つける努力が必要になります。そのためにも、個人面談や勉強会を定期

的に実施し、労働者の働く上での不安を解消することが必要です。能力や意識の高い人材

を定着させる職場環境作りにつながるため、今後も継続して取り組んでいきたいと思いま

的に実施し、労働者の働く上での不安を解消することが必要です。能力や意識の高い人材

を定着させる職場環境作りにつながるため、今後も継続して取り組んでいきたいと思いま

プについての希望、働くうえでの課題をよく話し合う場を設ける必要があります。特にパー

ト労働者の場合、働くことへの意識やキャリア形成に対する希望が、働く環境(労働時間

　パート労働者は労働時間に制約があるからと決めつけず、労働者、事業者双方が状況を

改善する方法を見つける努力が必要になります。そのためにも、個人面談や勉強会を定期

的に実施し、労働者の働く上での不安を解消することが必要です。能力や意識の高い人材

を定着させる職場環境作りにつながるため、今後も継続して取り組んでいきたいと思いま

　今後の働き方を決定するのは最終的に労働者であるため、労働者本人の意思やキャリアッ

プについての希望、働くうえでの課題をよく話し合う場を設ける必要があります。特にパー

ト労働者の場合、働くことへの意識やキャリア形成に対する希望が、働く環境(労働時間

　パート労働者は労働時間に制約があるからと決めつけず、労働者、事業者双方が状況を

改善する方法を見つける努力が必要になります。そのためにも、個人面談や勉強会を定期

的に実施し、労働者の働く上での不安を解消することが必要です。能力や意識の高い人材

を定着させる職場環境作りにつながるため、今後も継続して取り組んでいきたいと思いま

　今後の働き方を決定するのは最終的に労働者であるため、労働者本人の意思やキャリアッ

プについての希望、働くうえでの課題をよく話し合う場を設ける必要があります。特にパー

ト労働者の場合、働くことへの意識やキャリア形成に対する希望が、働く環境(労働時間

　パート労働者は労働時間に制約があるからと決めつけず、労働者、事業者双方が状況を

改善する方法を見つける努力が必要になります。そのためにも、個人面談や勉強会を定期

的に実施し、労働者の働く上での不安を解消することが必要です。能力や意識の高い人材

を定着させる職場環境作りにつながるため、今後も継続して取り組んでいきたいと思いま

　今後の働き方を決定するのは最終的に労働者であるため、労働者本人の意思やキャリアッ

プについての希望、働くうえでの課題をよく話し合う場を設ける必要があります。特にパー

ト労働者の場合、働くことへの意識やキャリア形成に対する希望が、働く環境(労働時間

　パート労働者は労働時間に制約があるからと決めつけず、労働者、事業者双方が状況を



事例 22

将来を担う人財の確保及び定着を！
目を引く求人票と求職者へのアピール手法

●地　域 …… 菊池郡

●介護サービスの種類 …… 訪問介護・通所介護
●事業開始年月日 …… 2015年11月
●従業員数 …… 14人

取り組みに至る背景

　設立時より若い職員が多い職場であり、事業所としてもコミュニケーションの構築等労

働者の定着率向上に腐心しており、離職が少ないことには自信があった。

しかしながら、職員の高齢化や事業の多角化による職員の増員、職員の産休・育休等が続

いたため、ここ数年で慢性的な人材不足に陥っており、職員の負担が大きくなっているこ

とを感じている。

　現状が続けば、更なる離職に繋がる可能性がある。

　労働者の採用や定着の向上に関し、少しでも現状を改善していきたい。

取り組み内容

　採用については、ハローワークへの求人票を工夫し、ハローワーク職員のアドバイスを

受け、職場のアピールや研修制度、処遇改善加算等の有無等詳しく記載することとしまし

た。

　また、通勤圏内のハローワークで行われるミニ面接会への参加や、中学、高校、大学等

学校を卒業予定及び見込の学生や、卒業したばかりの方等を対象としたヤングハローワー

クを活用し、将来中核的な労働者となりうる方を広く募集しました。

事業所概要
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　更に、地元の求人誌や新聞、ＳＮＳ、ポスティング等の活用も検討中です。

　また、頑張っている職員を正しく評価するため

に、現在の評価制度を更に充実させることも視野

に入れております。

　産休・育休を取得した職員が職場復帰した際の

負担軽減を目的として、職場復帰プログラムの構

築や事業所内託児室の設置も検討中。

取り組みのポイント

１．ハローワーク求人票への具体的な記入

①給与（介護職員処遇改善加算の取得状況、支給方法）

②事業所サービスの詳細（サービス名称、訪問件数や人員体制等）

③福利厚生（制服や表彰制度、駐車場の有無）

④研修内容（新人に対する研修、指導の実績等）

２．人事評価制度の改訂

①職員一人一人の将来を見据えた評価制度の構築。

３．職場復帰する職員の負担軽減（検討中）

①職場復帰プログラムの構築

②事業所の空き室を活用した事業所内託児室の設置

取り組み後の感想

　介護職を希望される方は、過去に介護職員として働いていた方も多く、処遇改善加算の

支給状況等の有無を確認されるケースも多いと聞きます。情報求人票には求職者の目に留

まるよう、補足情報にできる限り記入すると良い効果が期待できます。

　また、賃金は総額を記載するだけでなく、基本給や処遇改善加算、諸手当等を分けて記

載することにより、採用後のイメージを作りやすくなると思われます。

　産休・育休後に止むを得ず離

職されるケースも多いと思われ

ますので、心身負担の軽減に繋

がる職場復帰プログラム等の育

児支援を行うことで、職員の働

きやすい職場づくりの一助に繋

がると思われます。
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事例 ３３

介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算を取得して
人材確保・定着が向上

●地　域 …… 宇城市

●介護サービスの種類 …… 訪問介護
●事業開始年月日 …… 2020年10月
●従業員数 …… ７人

取り組みに至る背景

　介護職員の人材確保や定着を考えたときに、さらなる処遇改善を目指すことが重要だと

考え、まずは介護職員処遇改善加算Ⅰの取得を目指しました。

開設して１年目の訪問介護事業所で、第一に業務遂行が優先のため、管理者自身が介護業

務に従事する時間が多く、制度等の情報を収集する時間や余裕がありませんでした。前年

度の実績がないと申請ができないと思っていたため、加算取得申請は次年度まで保留しな

くてはならないと思っていました。また、処遇改善加算取得のための準備や申請に必要な

書類についても、全く理解できていませんでした

取り組み内容

　事業所が現在介護職員処遇改善加算のどの加算

区分を取得できるか、まず算定要件の確認から行

いました。また、取得した際に得られる金額を把

握し、賃上げを行う職員の範囲や分配方法を決め

る必要がありました。「経験・技能のある介護職

員」と「他の介護職員」「その他の職員」とで分

事業所概要
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配範囲を区分し、平均賃上げ額についての比率も考慮して決定しました。職員が長く安心

して働くことが出来るように、賃金体系の整備を実施することで、良質な人材の定着に繋

げたいと考えました。

加算取得をするメリットやデメリッ

ト、その他留意事項についても整理

し、加算申請のための賃金体系の整

備に取り組むこととしました。

また、人事・処遇上の重要な項目と

なるため、職務等級表の整備や就業

規則の見直しを行い、処遇改善加算

取得について職員への周知をおこな

いました。

取り組みのポイント

　介護職員処遇改善加算Ⅰを取得するためのポイントとして次のことを実施しました。

①算定要件の確認

　１、キャリアパス要件　２、職場環境等要件

②勤務年数、経験年数や資格に伴う職務等級表、賃金表、人事労務規定等の整備

　人事・処遇上の重要な課題となるため整備

③研修会の実施、記録

　　定期的な研修会の実施

④適正な評価、運用

取り組み後の感想

　開設１年目から処遇改善加算を取得出来ることを知らなかったため、加算取得を後回し

にしていました。しかし、今回、雇用管理改善の取り組みとして処遇改善加算Ⅰの取得や、

特定処遇改善加算や特定事業所加算など取得することにより、職員の処遇の改善を行うこ

とができました。また、加算を取得することで、職員のキャリア形成への取り組みや働く

うえでのモチベーションアップが見込まれ、人材の定着にもつながると思います。
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事例 ４４

人材の育成、人材の定着
マネジメントできる人材を増やし、連携のある職場づく
りをめざそう

●地　域 …… 八代市

●介護サービスの種類 …… 特別養護老人ホーム、通所介護
●事業開始年月日 …… 2013年9月
●従業員数 …… 33人

取り組みに至る背景

　令和２年２月以降の新型コロナウイルスの感染

拡大に伴い、集合形式での外部研修はもちろん参

加することができず、職場内研修でも感染予防に

気を遣いながら行っていました。しかし、職場内

研修でさえも感染状況によっては開催ができない

ことが増加していました。

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

管理職（リーダー）」のための研修を最優先にすべきでないかという結論に達しました。

取り組み内容

　まず中間管理職の意識を変えることを目的とし、課長クラスとチーフ、ユニットリーダー

を対象に研修を行いました。「中間管理職（リーダー）」として責任ある立場を負担に思う

事業所概要

18

取り組みに至る背景

　令和２年２月以降の新型コロナウイルスの感染

拡大に伴い、集合形式での外部研修はもちろん参

地　域 …… 八代市

介護サービスの種類 …… 特別養護老人ホーム、通所介護
事業開始年月日 …… 2013年9月
従業員数 …… 33人

取り組みに至る背景

　令和２年２月以降の新型コロナウイルスの感染

事業所概要

マネジメントできる人材を増やし、連携のある職場づく
りをめざそう

地　域 …… 八代市

介護サービスの種類 …… 特別養護老人ホーム、通所介護
事業開始年月日 …… 2013年9月
従業員数 …… 33人

取り組みに至る背景

事業所概要

人材の育成、人材の定着
マネジメントできる人材を増やし、連携のある職場づく

地　域 …… 八代市

介護サービスの種類 …… 特別養護老人ホーム、通所介護
事業開始年月日 …… 2013年9月
介護サービスの種類 …… 特別養護老人ホーム、通所介護
事業開始年月日 …… 2013年9月

マネジメントできる人材を増やし、連携のある職場づく

介護サービスの種類 …… 特別養護老人ホーム、通所介護

マネジメントできる人材を増やし、連携のある職場づく

介護サービスの種類 …… 特別養護老人ホーム、通所介護

マネジメントできる人材を増やし、連携のある職場づくマネジメントできる人材を増やし、連携のある職場づく

18

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

管理職（リーダー）」のための研修を最優先にすべきでないかという結論に達しました。

取り組み内容

　まず中間管理職の意識を変えることを目的とし、課長クラスとチーフ、ユニットリーダー

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

管理職（リーダー）」のための研修を最優先にすべきでないかという結論に達しました。

取り組み内容

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

管理職（リーダー）」のための研修を最優先にすべきでないかという結論に達しました。

研修でさえも感染状況によっては開催ができない

ことが増加していました。

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

管理職（リーダー）」のための研修を最優先にすべきでないかという結論に達しました。

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

管理職（リーダー）」のための研修を最優先にすべきでないかという結論に達しました。

拡大に伴い、集合形式での外部研修はもちろん参

加することができず、職場内研修でも感染予防に

気を遣いながら行っていました。しかし、職場内

研修でさえも感染状況によっては開催ができない

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

管理職（リーダー）」のための研修を最優先にすべきでないかという結論に達しました。

加することができず、職場内研修でも感染予防に

気を遣いながら行っていました。しかし、職場内

研修でさえも感染状況によっては開催ができない

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

管理職（リーダー）」のための研修を最優先にすべきでないかという結論に達しました。

加することができず、職場内研修でも感染予防に

気を遣いながら行っていました。しかし、職場内

研修でさえも感染状況によっては開催ができない

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職

員と管理者の間で意見や情報を橋渡し次の管理者候補として事業所を担ってもらう「中間

気を遣いながら行っていました。しかし、職場内

研修でさえも感染状況によっては開催ができない

人材定着のために必要な新人研修をはじめ、全体的に研修が不足していることを不安に感

じていました。しかし、事業所としてどの階層の研修を優先すべきか考えたとき、現場職



可能性もあります。しかし、やる気ある「中間管理職（リーダー）」を育てるため、意識を

より前向きなものにしていくことから取り組みました。「中間管理職（リーダー）」と現場

職員の溝を考え、「中間管理職（リーダー）」の立ち位置や役割、周囲への目配りや気が付

いた事、その時の気持ちをどう伝えていくかなど状況把握の必要性を学ぶ研修を行いまし

た。

取り組みのポイント

　チームとして働くために「中間管理職（リー

ダー）」として求められること、役割について

次のことをポイントとして研修を行いました。

①信頼関係

②スタッフのモチベーション管理

③マネージメント(まとめ役)

④チームアプローチ

⑤仕事の成果

⑥コーチングスキル

取り組み後の感想

　定期的に研修を行う事が大切であり、開催方法については出来るだけ対面式での実施を

勧められました。対面式が難しい場合は、テーマなどを工夫しオンライン研修なども導入

して実施しました。

　チームとして働くために「中間管理職（リーダー）」として求められること、役割を定期

的に研修することによって、意識の継続、向上につなげていくことができます。また、ひ

いては事業所全体が「魅力ある職場づくり」につながっていくと思います。信頼関係を構

築することで、職場の雰囲気も良くな

り、そうすることでご利用者にも安心し

て利用してもらえる環境づくりが出来る

と思います。今後は、「中間管理職（リー

ダー）」としてメンタル面のフォロ-とし

てストレスとどう対応していくかも大事

だと思います。ストレス対策の研修にも

平行して取り組みたいと思います。
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一般社団法人 熊本県介護福祉士会 会長 石　本　淳　也

有限会社 ビジネス・アシスト 代表取締役 菅　原　孝　二

特定施設入居者生活介護事業者連絡協議会 会長 藤　井　泰　彰

熊本学園大学 社会福祉学部 教授 横　山　孝　子

（順不同）

あとがき

　介護労働安定センターは、介護労働に関する総合支援機関として平成4年4月1日に厚生労働省

（当時の労働省）所管の公益法人として設立されて以来、現在まで介護労働に関する様々な支援

事業を行っています。日本は急激な高齢化により介護需要は増加する一方、少子化に伴う労働力

人口の減少により、介護関連職種では人手不足が深刻化し、介護事業においては、介護人材の安

定した確保・定着が、大きな課題となっています。

　介護職員の定着を図るには、介護ロボットやICT等を活用した業務負担の軽減と生産性の向上、

介護職員の精神的・身体的な負担軽減等の職場環境の改善によって、介護職員のワークライフバ

ランスを確保・向上させていくことが重要となります。その実現の鍵の一つとして、いかにして「働

きがいのある職場」をつくり、「仕事の内容・やりがい」の満足度を高めていくかが重要です。

　当センターでは、この度、熊本労働局の委託事業「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」として、処遇の改善や人材育成・定着事例をまとめた「介護事業所における雇

用管理改善への取り組み」を作成しました。介護職員が長く安心して働くことができる雇用管理

改善を通した「魅力ある職場づくり」への取り組みにお役立ていただければ幸いです。

　最後になりましたが、本事業を遂行するために様々な助言をいただいた雇用管理改善企画委員

会委員及び雇用管理改善サポーターの皆様に厚く御礼を申し上げます。

公益財団法人　介護労働安定センター

熊本支部長　田　口　隆　俊

令和３年度 熊本労働局委託事業

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　熊本支部
〒860－0806　熊本市中央区花畑町1－1 大樹生命熊本ビル2F

TEL 096－351－3726　　FAX 096－351－3756

雇用管理改善企画委員会　委員
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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）
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