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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

【背景】
　介護分野においては、人材不足が顕著となっており、この解消のためには、介護
分野における特性を踏まえた事業主による雇用管理改善の取組みを促進し、「魅力
ある職場」を創出することが必要。 

【事業内容】
　47都道府県において、以下の事業を民間団体に委託して実施する。

○地域ネットワーク・コミュニティ支援
　雇用管理改善に積極的に取組む事業主を中心とした地域ネットワーク・コミュニティ（※）に
より、地域ぐるみで雇用管理改善の推進を実践する。
（※）地理的に近接した事業所の連携、同種の介護サービスを提供する事業所等の連携により、構成事業所全体で雇用管理改

善の取組みを行うもの。

実施イメージ

雇用管理改善企画委員会の設置による
事業の計画的・効果的な実施

地域ネットワーク・コミュニティ支援

構成事業所内での
・同一の雇用管理改善の取組み
・雇用管理ノウハウの相互活用

厚生労働省
（北海道労働局） 受託者（民間団体等）

委託

事業所 事業所

事業所 事業所



はじめに

はじめに

我が国では、急速に少子高齢化が進行しており、介護人材は質・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、当センターが令和元年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67.2%に上り、５年連続して不足感が増加する結果となりました。

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

組みを進めるべき課題であるといえるでしょう。

この度、北海道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、相互の経験や知識を共有し効果的に雇用管理改善に取組むことを目的とし
た「地域ネットワーク・コミュニティの構築」を行い、介護人材の確保のため地域ぐるみで雇用
管理改善に取組めるよう支援をしました。

本書には、地域ネットワーク・コミュニティでの取組みの様子と、参加していただいた事業所
における雇用改善の事例を掲載しております。

雇用管理改善の推進による「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さまざまな支
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

北海道支部長　 渡辺  誠二

※１　介護労働安定センター　平成30年度介護労働実態調査『事業所における介護労働実態調査結果報告書』
※２　厚生労働省「第２回　2040年を展望した社会保障・働き方改革本部／資料」
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介護労働の現状

介護労働の現状

（１）介護人材の不足

　我が国では、高齢化が進み、介護サービスに対する需要が増加する中で、多くの介護事業所に

おいて介護労働力の確保が喫緊の課題となっています。

　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、平成30年度において訪問介

護員、介護職員の１年間の離職率は15.4%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、介護サービスに従事する従業員の不足感については、人手不足を感じている介護事業

所が図表１のとおり全体の67.2%に上っており、５年連続して不足感が増加しています。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54.2%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89.1%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「同業他社との人材獲得競争が厳しい」が56.2％と最も高く、

不足感（「大いに不足」＋「不足」＋「やや不足」）
80.0
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20.0

（％）

50.3 53.1
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22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

【図表１】

同業他社との人材獲得競争が厳しい

他産業に比べて、労働要件等が良くない

景気が良いため、介護業界へ人材が集まらない

その他

56.2

54.9

46.1

17.4

5.8

0.3

わからない

無回答

【図表２】
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次いで「他産業に比べて、労働要件等が良くない」が54.9%、「景気が良いため、介護業界へ人

材が集まらない」が46.1%となっています。

（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※３、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12.2％で全体の１割を超え、60歳以上65歳未満と合わせ

ると21.6％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

【図表３】介護労働者の年齢割合
20歳未満

20歳以上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

65歳以上

20歳未満，0.4 20歳未満

20歳以上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

65歳以上

20歳以上25歳未満，3.4
25歳以上30歳未満，5.8

30歳以上35歳未満，8.4

35歳以上40歳未満，10.3

40歳以上45歳未満，12.840歳以上45歳未満，12.8

45歳以上50歳未満，
12.3

50歳以上55歳未満，
11.5

55歳以上60歳未満，
10.7

60歳以上65歳未満，
9.4

60歳以上65歳未満，
9.4

65歳以上，12.2
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介護労働の現状

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組み

　「労働力制約が強まる中でのマンパワーの確保」と「医療・介護・福祉の専門人材による機

能の最大限発揮」に向けて、テクノロジーも活用しつつ、生産性向上を図るため、「効率的な

業務分担の推進」、「テクノロジーの徹底活用」、「組織マネジメント改革の推進」の分野を設

定し、重点的に取組みを推進するとしています。具体的には、ロボット・AI・ICT等の実用化

推進、データヘルス改革、タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進等

が挙げられます。

※１　 介護労働安定センター　平成30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　平成30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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　北海道労働局委託事業「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組む事業所を

中心とした「地域ネットワーク・コミュニティ」を構築し、相談支援を実施しました。

　「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集団相談などをとおして、相互の経

験や知識を共有し効果的に雇用管理改善に取組むことを目的としました。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。

　地域ネットワーク・コミュニティを構築し、相互のノウハウを共有することで、１つの事業所

では難しい雇用管理改善を行うことができ、また、必要に応じて専門家の力を借りることで、よ

り効果的な雇用管理改善を行うことができます。

　取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。

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
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取組み事例紹介
地域ネットワークコミュニティ

○ 自己診断チェックリストによる雇用管理の現状把握
○ コミュニティ毎に行った取組みの主な内容
○ コミュニティ参加事業所の取組み
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地域ネットワーク・コミュニティ
における雇用管理改善への取組み

　北海道では、20事業所が５事業所毎に４つの地域ネットワーク・コミュニティ（以下では「コミュ

ニティ」と略します）を構築し、各々のコミュニティにおいて共同で雇用管理改善への取組みを

行うとともに、個別で各事業所の状況に沿った雇用管理制度の導入等に取組みました。

［各コミュニティの構成事業所概要］

区分 事業所番号 提供サービス 職員数（うち正職員数）

A

事業所① 特定施設生活介護  35人 （28人）

事業所② 介護老人福祉施設  154人 （75人）

事業所③ 訪問介護  34人 （５人）

事業所④ 介護老人福祉施設  132人 （77人）

事業所⑤ 地域密着型介護老人福祉施設  68人 （34人）

B

事業所⑥ 訪問介護  14人 （14人）

事業所⑦ 介護付有料老人ホーム  24人 （16人）

事業所⑧ 介護老人保健施設  90人 （78人）

事業所⑨ 介護老人保健施設  110人 （90人）

事業所⑩ 訪問介護  17人 （７人）

C

事業所⑪ 訪問介護  ３人 （３人）

事業所⑫ 介護老人保健施設  65人 （47人）

事業所⑬ 通所リハビリ  22人 （14人）

事業所⑭ グループホーム  21人 （14人）

事業所⑮ 地域密着型通所介護  ９人 （４人）

D

事業所⑯ サービス付高齢者住宅  50人 （15人）

事業所⑰ 訪問介護  38人 （10人）

事業所⑱ 介護付有料老人ホーム  21人 （17人）

事業所⑲ 訪問介護  40人 （７人）

事業所⑳ 小規模多機能  13人 （６人）
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地域ネットワーク・コミュニティにおける雇用管理改善への取組み

自己診断チェックリストによる雇用管理の現状把握

　コミュニティにご参加いただいた事業所には、「雇用管理改善チェックリストCHECK ＆ DO 

25」を用いて、雇用管理の現状把握を行っていただきました。このチェックリストは、雇用管理

に関する事柄を「Ａ 情報共有・コミュニケーション」、「Ｂ 労務管理・職場環境」、「Ｃ 評価・報酬」、「Ｄ 

人材育成」及び「Ｅ 法人・事業所の風土」の５領域に分類して、事業所の雇用管理の現状が簡易

に把握できるように工夫されたものです。

【チェックリストによる診断結果の例】

　下に示したレーダーチャートは、事業所ごとに行っていただいたチェック結果の一例です。5

つの領域毎に設定された5つのチェック項目の合計点が示されており、 外側ほど点数が高く、職員

から良い評価を得ていることを表しています。

この例では、「情報・コミュニケーション」と「人

材育成」の項目の点数が相対的にやや高くなっ

ているのが判ります。これは、事業所が行っ

ている勤務評価や面談によるフィードバック、

講習会や資格取得への支援等に対する取組み

が、職員から良い評価を得ていることの表れ

です。逆に「評価・報酬」の項目の評点がや

や低くなっているのは、賃金の決め方や上げ

方などに職員の一部が不満を持っていること

が示された結果と考えられます。 

A

B

C D

E

※「雇用管理改善チェックリストCHECK & DO25」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、
「介護の雇用管理改善CHECK & DO25」に判りやすい解説とともに掲載されております。本書は、どのように雇用管理の改善に
取組めば良いか、具体的に理解できるように工夫されており、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
ヒントが詰め込まれています。なお、本書の詳細につきましては、介護労働安定センター北海道支部にお問い合わせください。
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コミュニティ毎に行った取組みの主な内容

　４つのコミュニティでそれぞれ３回の集団相談を行い、担当の社会保険労務士からのアドバイ

スやそれに基づく事業者同士の意見交換を通じて、雇用管理改善への取組みを進めました。その

主な内容をご紹介します。

●ハローワークの活用とミスマッチを防ぐ職員採用の進め方　(コミュニティA)

１回目は、各事業所の共通の悩みとなっている「採用と定着」の解決法として、「ハローワー

クを最大限活用する方法」をテーマとして取上げました。求職者の心を惹きつけるための求人

票への記入のポイントや、一緒に掲載する画像資料を魅力的なものとする方法などについて具

体例を見ながら学習しました。

２回目は、「職員採用のミスマッチを予防する採用面接の方法」をテーマとして、ワークショッ

プ形式による学習を行いました。採用時のミスマッチを防ぐには、求める人材像について、現

場の職員も含めて職場全体で明確にしておくことが重要であることを確認し、それをどのよう

に実現していくかということを体験的に学びました。

３回目は、「解雇・退職のためのルール」をテーマとして、労働契約法に定められている労働

条件に関する事柄や職員の処分に関する事項について学習し、職員の解雇または退職時に無用

な労働紛争の発生を招かない方法、図らずも労働紛争に発展してしまった場合の対処法を確認

しました。

●求人票起案のノウハウと職員の定着を図る「承認力」　(コミュニティB)

１回目は、求職者に選ばれる求人票の書き方をメインテーマとして、勤務条件などの重要な

キーワードを限られた文字数の中に判りやすく表現するノウハウや、見やすく読みやすい求人

票の書き方などを学習しました。また、採用時の適性検査の必要性についても話し合いを進め、

ミスマッチを防ぐためにも適性検査導入を検討したいとの声があがりました。

２回目は、職員の職場に対する愛着心や満足度を向上させ、職員の定着を図る方法について

学習しました。愛着心や満足度の向上には、職員が相手を認める「承認力」を身に付け、職員

同士が適宜に承認しあうことが重要であることを確認し、ロールプレイングにより参加者同士

が実際に相手を承認する方法を体験しました。

３回目は、参加事業所同士の自由な情報交換を行いました。報告書作成業務等の電子化、評価、

研修、リーダー層の育成、同一労働同一賃金への対応など、様々な事柄について意見交換がな

されました。このうち、同一労働同一賃金への対応では、今後、賃金等の待遇のよい法人に人

材が流れていく可能性が考えられ、賃金等の対応が難しい場合には、それ以外の部分での魅力

ある職場づくりがますます重要になることを確認しました。
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地域ネットワーク・コミュニティにおける雇用管理改善への取組み

●ＳＮＳを活用した効果的な採用活動と同一労働同一賃金への対応　(コミュニティC)

１回目は、各事業所のキャリアパスについて情報・意見交換を行いました。更にキャリアパ

ス要件により取得した処遇改善加算をどのような方法で、事業所内及び職員に還元したらよい

かを話し合いました。また、職員のメンタルヘルス、特に新人職員とベテラン職員の人間関係

による悩みについても意見交換しました。

２回目は、介護人材不足の解消をテーマに、採用と定着について各事業所の現状について情

報交換を行いました。２０～３０才代の若者層においては、新聞・雑誌等を読む機会が減り、それ

らの広告効果は小さくなってきており、時代に即した求人募集の新たなツールが必要となって

います。ハローワークは今まで通り活用するとしても、これからの一番の有力な求人募集はＳ

ＮＳに移行すると考えられ、それを実際に活用する際のポイントを学習しました。

３回目は、同一労働同一賃金について話し合いを進めました。正社員とパートタイマーの不

合理な待遇差の解消が求められることに関し、各事業所の現状の中から問題点を洗い出し、そ

れらへの対処法等について参考資料を基に学習しました。

●職員不足の原因とその対策と最低賃金改定への対処　(コミュニティＤ)

１回目は、主に介護職員が不足する原因とその対策を中心に意見交換しました。離職の主な

理由は人間関係や業務等の負担感等であり、このうち業務の軽減を行うための方法として、タ

ブレット端末の利用や、事業所の体制を特定施設に転換する方法などがあげられました。この

ほか、「年５日の年次有給休暇の確実な取得」への具体的な対処法や留意点についても学習しま

した。

２回目は、改定された最低賃金制への適切な対応のため、時給者、日給者、月給者毎の留意

点などを確認しました。このほか、前回に続いて職員の確保について情報交換を行い、新卒介

護職員の確保や外国人労働者の活用方法とその見通しなどについて意見を交わしました。

３回目は、職場におけるハラスメント対策、同一労働同一賃金の解釈及び訪問介護における

訪問先への移動時間の取扱いについて学習しました。このほか、求人、職員の定着、労働時間、

年次有給休暇など様々な事柄についての意見交換も行いました。
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　地域ネットワーク・コミュニティに参加した事業所が、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組みを行った中から４つの事例をご紹介します。

事例①
求める人物像を職場全体で明確にして
採用のミスマッチを防ぎ、採用力を向上させる！

　　▪ 取組みに至る背景

採用基準について、選考や面接を担当する一部の者（経営者・人事担当者・管理職など）

の価値観や経験値が「ものさし」となる傾向がありました。また、深刻な人手不足の影響も

あり、人員基準を満たすため、よく人物像を見極めずに急いで採用してしまうケースも散見

されました。さらに、組織の理念や風土に新入職員がなじめず、労務トラブルに繋がったり、

早期離職に至る事例もありました。

　　▪ 取組み内容

採用力向上と採用のミスマッチ予防のために、下記２点をテーマとする研修を実施しまし

た。

○組織が求める人材像を組織内で話し合い「採用基準」を作成する。　

　　組織に必要な人・私たちが共に働きたい人はどんな人？というテーマでグループワーク

を行い、参加者に意見を出し合ってもらいました。「やっぱりうちはチームワークが大切

コミュニティ参加事業所の取組み

　　▪ 事業所概要

地域：札幌市

介護サービスの種類：訪問介護 併設サービス：就労支援

事業開始年月：平成17年６月 従業員数：34人（うち正社員数：５人）
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コミュニティ参加事業所の取組み

だよね」、「傾聴力がないと利用者さんに寄り添えないよね」などと、現場ならではの率直

な意見が多数あがりました。これらの意見をまとめて、私たちの組織が求める人物像（採

用基準）を作り上げました。

○求職者にアピールできる組織の強みを認識し、求人活動に活かすこと。

　　自分たちの職場の魅力・強みはなんだろう？というテーマでグループワークを行い、参

加者に意見を出し合ってもらいました。「うちは人間関係がいいよね」、「仕事は丁寧に教

えることができるよね」といった、実際に働いている立場ならではの意見があがりました。

　　こうした魅力を求人活動（広告、事業所案内等）に盛り込むことで、求職者への訴求力

アップに繋げていこうという提案をしました。

　　▪ 取組みのポイント

　採用した職員を受入れる現場職員も含

めて、組織全体で求める人材像を共有す

ることを取組みのポイントとしました。

皆で話し合いながら「自分たちの組織で

一緒に働きたい人はこんな人」という採

用基準を作成しました。また、求職者に

アピールできる組織の強み・魅力につい

ても話し合いを進め、その中から求人広

告の訴求力を高める道を見つけ出してい

くよう取組みました。

　　▪ 取組み後の感想

　人手不足や人員基準の問題から、急いで採用してしまいミスマッチが発生する事があり

ましたが、今後は「採用基準」を活用することで組織に合った採用活動をしていけると思

います。

　また、一部の担当者だけでなく、職場全体で求める人材像について話し合うことには、

一体感や組織に貢献しているというやりがいを感じる効果もあります。

　採用のミスマッチ予防だけでなく、職員のモチベーションアップにも繋がる取組みが実

施でき、たいへん良かったと感じています。

話し合いながら進めた採用基準作りの様子
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事例②
定年引上げと退職金制度の見直しにより、
職員が長期に安心して働ける職場環境づくりを！

　　▪ 事業所概要

地域：札幌市

介護サービスの種類：訪問介護 併設サービス：夜間対応型訪問介護、居宅介護支援

事業開始年月：平成23年６月 従業員数：14人（うち正社員数：14人）

　　▪ 取組みに至る背景

　職員が安心して長期に働けるよう、定年を60歳としているものを65歳に引き上げてい

こうという検討が、既に行われていました。一方、事業所自体は設立から９年目に入った

ところですが、別法人から分社化されたものであり、元の法人から引継いだ職員に対する

処遇等も考慮すると、定年延長と同時に、退職金に関する制度・規定の見直しも必要とさ

れる状況でした。

　　▪ 取組み内容

　定年引上げにともない、退職金の財源の問題もあることから、退職金受給額の積算を60歳

までとして、退職金規程の積算表の内容や退職金規程の条文の見直しを進めました。また、定

年引上げにともなって必要となる就業規則の関連条文の変更についても、検討を行いました。
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コミュニティ参加事業所の取組み

　　▪ 取組みのポイント

　当法人の職員の種類として、正職員、契約職員、パート職員、60歳を過ぎて採用され

た職員、定年後嘱託職員となっている職員もいることから、働き方改革への取組みとして、

同一労働同一賃金への対応も確認が必要であり、法人全体としての賃金制度、退職金制度

等の再検討が必要になりました。

　また、定年引上げをすることで、現在、60歳以上となっているフルタイム職員の処遇に

ついて、どのように対応したらよいか、という課題も浮かび上がってきました。

　　▪ 取組み後の感想

　担当の社会保険労務士より、定年引上げと退職金制度の見直しに向け、就業規則の関連

条文変更と退職金規程の変更についてご提案いただきました。ヒアリングを重ねていくう

ちに、就業規則の退職・解雇の条文と、退職金規程の書きぶりについて、実際の運用上、

判断に迷う内容になっている箇所があったことにも気づきました。

　また、同一労働同一賃金への対応も求められてくるという課題についても説明いただき

ました。今回の一連の相談支援により、様々な課題に改めて向き合うことができ、職場環

境改善に向けたよいきっかけとなりました。

　引き続き、職員がより安心して働きやすい職場となるよう、これから１年位かけて、職

員とも相談をしながら、全体的な制度の見直しを進めていきたいと考えています。
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事例③
定期的なフィードバック面談による
職場と働き方の改革！

　　▪ 事業所概要

地域：千歳市

介護サービスの種類：グループホーム 併設サービス：居宅介護支援、訪問介護

事業開始年月：平成25年４月 従業員数：21人（うち正社員数：14人）

　　▪ 取組みに至る背景

現在の代表者は、一昨年前に前代表の急逝により後を継ぎました。勤務管理や給与計算

等の労務管理については未経験でしたが、従業員の離職の問題や雇用定着を推進していく

ためには労務管理が事業運営の要だと感じており、全般的に改善をしていきたいと考えて

いました。特に休日に関して、就業規則上の休日数は４週８休であるが、所定休日の１日

は割増賃金を払って出勤してもらう状態となっており、身体の休息のための休日としては

運用できていないことを問題視していました。働きやすい職場の条件として、予め作られ

たシフト通りに勤務し予定通りの休みが取得できることが最低限必要であり、それがワー

クライフバランスの１つを担うとの考えの下、規則上の休日をきちんとした休日として運

用できる組織づくりを目指すこととしました。

　　▪ 取組み内容

上述の目標達成への道筋をディスカッションしながら探る中で、次の３つの課題が挙が

りました。

１つは休日数を担保するには従業員の人数が不足していること。２つ目は、現場管理者

も労務管理に関する知識を身につけ、それを現場レベルで実践していく事の必要性。３つ

目は従業員の目標管理に伴うモチベーションの向上です。

この中で人員不足については、先ず雇用環境を改善していかないと新しい従業員の応募

そのものが集まりにくいと考えられました。このため、従業員の雇用定着へのアプローチ

を優先し、課題２と３に対する取組みを進めることとしました。

従業員の雇用定着には、従業員との業務に関連したマネジメントの仕方やコミュニケー
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コミュニティ参加事業所の取組み

ションが必要であることを確認し、それを実現する方法として「持ち味カード」の活用に

よる従業員に対する業務目標や能力評価の設定の仕方についての学びを深めました。この

取組みの結果として、年１回の人事考課面談ではなく、１～２か月に１度のフィードバッ

ク面談を従業員各人に対して行うことをルール化しました。

このほか、現場管理者が面談を行う際に必要なポイントとなる面談技術に関する学習も

進めました。さらに、『介護の雇用管理改善 ＣＨＥＣＫ＆ＤＯ25』も活用して、現場管理

者の力量で労務マネジメントそのものに加え、働き方改革に対する職場の意識も全く変わっ

てくることへの理解を深める取組みも進めました。

　　▪ 取組みのポイント

労働力人口が減少する現在の労働市場における背景に加えて、職員自身の育児・介護等

の問題と仕事との両立という課題にも対応できるような労働環境の整備が必要となってい

ます。それを実践していくには、現場管理者もそのことを十分に理解し、また自らも率先

して労働環境の整備に向けた取組みを実践する事が求められます。このため、代表者、２

名の現場管理者及び担当の社会保険労務士の４名がワークショップを重ねるという形で、

現場管理者も巻き込んでの取組みを進めました。

　　▪ 取組み後の感想

ワークライフバランスを重視し、規則で定めた休日４週８休を絶対的に遂行するために

は、事業所内の働き方改革や風土改善が必要であり、さらに、従業員とのコミュニケーショ

ンやフィードバックを定期的に行うことも重要であると考えています。

今回の取組みにより、従業員全員に４週７休は確実に取れるシフト組が実践できるよう

になりました。一方、従業員の中でも働いて給料を多く貰いたい者もおり、そういった従

業員を中心に割増賃金分の休日出勤をしてもらっています。これも現場管理者による面談

において明らかになった従業員からのニーズです。また、そのような従業員には、長時間

労働に関するヘルスケアも視点に取り入れた雇用管理を行っていく考えです。

今後は、さらに現場管理者のマネジメント力の向上を目指して、人事考課制度及びフォ

ローアップ面談制度を導入していきたいと考えています。
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事例④
シフトパターンを工夫して休日数を増加！
制度の改善で年休も取りやすくなりました！

　　▪ 事業所概要

地域：旭川市

介護サービスの種類：小規模多機能 併設サービス：なし

事業開始年月：平成19年10月 従業員数：13人（うち正社員数：６人）

　　▪ 取組みに至る背景

　介護職員の不足により、ひとり当たりの労働量、負担感が増しており、介護サービスに

あたる従業員のストレスの大きな要因となっていました。求人募集をしても反応は低調で、

ようやく採用に至っても短期間で離職するケースが多くありました。

　このため、新規求人を行うにあたってアピールできる、魅力的な職場環境、法令的にも

より適切な労務管理の実現が必要となっていました。また、現在就業している介護職員の

定着率を高めるため、より働きやすい労働環境の整備も課題となっていました。

　　▪ 取組み内容

　魅力ある職場作りのための具体的方策として、休日の数を現行よりも増やすことを目標

として取組みを進めました。総労働時間や日ごとの労働時間の長短にかかわらず、月当た

りの休日の数を増やし、まる１日労働を免除する日を増やすことでストレスの軽減に有効

と考えたからです。

　現状では、月単位の変形労働時間制を採用していますが、１日あたりの労働時間に長短

が無く、変形労働時間制のメリットである繁忙に応じた労働時間の適正配分があまり考慮

されていない状況でした。このため、１日の所定労働時間のシフトパターンを複数用意し、

その組み合わせにより、繁忙時に介護職員の勤務を集中して当てるなどして、総労働時間

を短縮する方法を考えました。これを取入れることにより、休日の数そのものを増やすこ

とも見込まれました。

　このほか、近年、労働者の年次有給休暇に関する意識が変化しています。加えて、労働

基準法の改正により、年間５日の年次有給休暇を取得させることが事業主の義務となりま
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コミュニティ参加事業所の取組み

した。

　このような現状を踏まえ、年次有給休暇取得率の向上を目標とする取組みも進めました。

　年次有給休暇の取得は１日単位の取得が好ましいが、取得者以外の負担が増すことから、

時間単位の付与も行えるような制度の構築を目指しました。子育て世代や、親の介護をす

る職員からも、参観日や学校行事への出席、病院への付き添いなど数時間の休暇を求める

声が強く寄せられました。このため、労働者代表と労使協定を締結し、年間５日分を限度

として時間単位付与を行えるよう制度改善をしました。

　さらに、年次有給休暇の取得義務などに関する就業規則の変更も行い、改正労基法に準

拠した制度の運用や仕組みを職員に周知しました。

　　▪ 取組みのポイント

　休日数増加についての取組みでは、介護事業所の特性から土曜日、日曜日、祝日などは

所定休日とすることが困難であり、これに配慮してシフトを作成することが重要でした。

　また、土曜日、日曜日、祝日に休日を当てることについては、介護職員の希望を考慮す

ることを原則としつつ、公平に付与することも念頭に置いたシフトを作成することとしま

した。

　年次有給休暇の取得促進に関する取組みでは、事業主だけではなく、年次有給休暇を取

得する立場である管理者や現場の介護職員も巻き込んだ、職場全体での取組みが重要と考

えました。年次有給休暇の取得促進には、業務の見直しや効率化、介護職員同士の協力体

制の構築が不可欠であることを職場全体で理解し、労使が共同してこれを達成する意識の

醸成に努めました。

　　▪ 取組み後の感想

　介護職員の確保に努めていましたが、人手不足が解消できる方法をうまく実行できませ

んでした。介護職員が何を求めて、それにどのような対策があるのか、またそれが法的に

問題ないのかなど、悩みを抱えていました。

　この支援事業により、休日の増加のための月単位の変形労働時

間制の運用改善と年次有給休暇の取得促進のための時間単位付与

制度の導入を実現することができました。

　今後も労使間の個別の問題や、就業規則の変更とその運用など

日常的な労務管理について、専門的な援助を希望しています。
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全国介護事業者協議会（民介協）.. 北海道支部長. 平井　淳一.

北海道ホームヘルプサービス協議会. 副会長.. 七戸キヨ子.

社会保険労務士事務所テラス. 所長.. 倉　　雅彦.

企業組合グループ・ダイナミックス総合研究所. 理事長.. 藤原　靖広.

公益財団法人.介護労働安定センター. 北海道支部長. 渡辺　誠二.

あとがき

　介護労働安定センター北海道支部は、介護労働に関する総合的支援機関として介護労働に対する

様々な支援事業を実施してきましたが、この度、北海道労働局の委託事業として「介護分野におけ

る人材確保のための雇用管理改善推進事業」を受託し、介護業界全体で、魅力ある職場づくりへの

底上げを図り、雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図ることを目的に支援をさせていただ

きました。

　ここに、約１年間にわたる本事業をパンフレットとして取りまとめました。今年度は、20事業

所を４カ所に区別し地域ネットワークコミュニティを構築し相談支援を行い、その中から４事業所

の好事例を紹介いたしました。

　尚、本事業では先に紹介いたしました、事業主自ら職場を診断できる「介護の雇用管理改善

CHECK＆DO25」のほか、介護事業所の事業主や管理者の方々のための「介護労働者の雇用管

理総論」と「雇用管理の改善のための業務推進マニュアル」も参考書として使用しております。こ

れら３書は当センターでご案内しておりますので、よろしければ雇用管理改善を行う際、用途に合

わせてご活用ください。

　最後に、本パンフレット作成にあたっては、個別相談支援並びに集団相談支援にご協力いただい

た各事業所の方々に、厚くお礼申し上げます。

　併せて本事業を遂行するに当たり様々な助言をいただいた雇用管理改善企画委員会の皆さま、また

介護事業所への相談支援を行っていただいた雇用管理改善サポーターの方々へ厚くお礼申し上げます。

令和元年度北海道労働局委託事業
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　北海道支部
〒060-0061 北海道札幌市中央区南１条西６丁目４-19 旭川信金ビル５階

TEL 011一219一3157  　FAX 011一219一3158

雇用管理改善企画委員会　委員
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LL310401開若01【北海道局改02】

＜認定マーク＞

厚生労働省・北海道労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

Ｑ「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか？
Ａ ユースエール認定企業になると、以下の支援を受けることができるようになり、

企業のイメージアップや優秀な人材の確保などが期待されます。

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業
を、若者雇用促進法に基づき厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」として認
定しています。認定した企業の情報発信を後押しすることなどで、企業が求める
人材の円滑な採用を支援し、求職中の若者とのマッチング向上を図ります。

若者の採用・育成に積極的で
雇用管理の優良な中小企業を応援します！

１ ハローワークなどで
重点的ＰＲを実施

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で認定企業を積極的にＰ
Ｒすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに関するポータルサイト
「若者雇用促進総合サイト」などにも認定企業として企業情報を掲載しますので、貴社の魅力
を広くアピールすることができます。

2
認定企業限定の就職
面接会などへの参加
が可能

各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極的にご案内します
ので、正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機会が増え、より適した人材の採用を
期待できます。

3
自社の商品、広告など
に認定マークの使用
が可能

認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マーク（右）を、商品や広告などに付け
ることができます。
認定マークを使用することによって、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良
企業であるということを対外的にアピールすることができます。
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4
若者の採用・育成を
支援する関係助成金
を加算

若者の採用・育成を支援するため、認定企業が次の各種助成金を活用する際、一定額が加算
されます。
①キャリアアップ助成金
②人材開発支援助成金（旧キャリア形成促進助成金）
③トライアル雇用助成金

５ 日本政策金融公庫に
よる融資制度

株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業・国民生活事業）において実施している「働き方改
革推進支援資金（企業活力強化貸付）」を利用する際、基準利率から－0.65％での融資を受
けることができます。
※基準利率は、平成30年８月10日現在（期間5年以内）：中小企業事業1.16％、国民生活事業1.81％です。
※適用利率は、資金使途、返済期間、担保の有無などに応じて異なる利率が適用されます。
※働き方改革推進支援資金（企業活力強化貸付）の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html

６ 北海道信用保証協会
による保証制度

北海道信用保証協会において実施している「未来につなぐ地域社会応援保証」を利用する際、
基準保証料率から10％の割引を受けることができます。
詳細は以下のURLをご覧ください。
　http://www.cgc-hokkaido.or.jp/system/mirainitunagu.html

７ 公共調達における
加点評価

公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企画競争方式）を行う場合
は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加点評価するよう、国が定める「女性の活躍推進
に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」において示されました。
※公共調達における加点評価の仕組みは、原則平成28年度中に開始。
※加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められます。

ご存じですか？
｢ユースエール認定制度｣
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公益財団法人 介護労働安定センター
北海道支部


