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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

厚生労働省
（都道府県労働局）

受託者（民間団体等）

【短期的成果】対象事業所における課題に対応した雇用管理制度の導入等に
よる職場定着の促進

【長期的効果】業界ぐるみ・地域ぐるみの雇用管理改善の促進・底上げによる
人材確保

経験交流会

事業間の成果の共有・周知による相乗効果

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･･･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を行うもの

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を促進し、「魅力ある職場」を創
出することが課題となっています。
この課題に対応するため、先進的な取組等を行っている介護事業所へのモデル調査及

びコンサルティングの実施や、雇用管理改善に積極的に取り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の構築を行い、事業の対象となった事業所などによる経験交流
会を開催することにより、介護業界全体で「魅力ある職場づくり」への意識の底上げを図り、
雇用管理改善の推進による介護人材の確保を図ります。

事業内容
委託

先進事業所モデル調査
・課題・好事例の把握 （モデル調査）
・コンサルティング

地域ネットワーク・コミュニティ構築
構成事業所内での
・同一の雇用管理改善の取組
・雇用管理ノウハウの相互活用
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※1介護労働安定センター「事業所における介護労働実態調査　結果報告書」（平成29年度）
※2経済産業省「将来の介護需要に即した介護サービス提供に関する研究会　報告書」（平成27年度）

はじめに
我が国では、介護人材の確保が年々厳しくなっております。

当センターが平成30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66.6%に上り、不足感が4年連続で増加する結果となりました。

また、経済産業省の報告※2では、2035年には介護職員が68万人不足するとされ、将来にわたっ

て必要な介護サービスを確保していくためには「IT・機器等を活用した介護サービスの質・生

産性向上」や「地域ごとの介護需要の密度や介護従事者数に即した介護サービス提供体制の構築」

等を総合的に進めていくことが必要と提言しています。

このような状況下、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、介護人材の確保のために雇用管理改善に取り組む介護事業

者への支援を目的とし、先進的な取り組みを行う事業所等に対する「先進事業所モデル調査」

と地域ぐるみで雇用管理改善を実践するための「地域ネットワーク・コミュニティの構築」を

行いました。

本書には、先進事業所モデル調査の結果として、勤怠管理給与計算システム導入によって残

業がゼロになった事例や企業主導型保育園運営によって採用力がアップした事例。タブレット

端末を活用して業務を大幅に削減した事例を、また地域ネットワーク・コミュニティでの取り

組みの結果として計画年次有給制度導入の事例等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。

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

北海道支部長  渡辺　誠二

1
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1 介護人材の不足

2 介護サービス事業を運営する上での問題点

　我が国では、介護需要が増加していく中

で、介護労働力の確保が喫緊の課題となって

います。

　厚生労働省が公表した資料によると、

2025年には介護人材の不足（需要見込みと

供給見込みの差）は34万人に上り、この大き

な需給ギャップを埋めるためには、総合的な

介護人材確保対策（①介護職員の処遇改善、

②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定

着促進・生産性向上、④介護職の魅力向上、

⑤外国人材の受入環境整備など）による押上

げが必要としています。※1

　また、当センターが実施した介護労働実態

調査※2では、平成29年度において人手不足

を感じている介護事業所が全体の66.6%に

上りました。前年度比4.0ポイント増で、増

加は4年連続です。

■図表1　従業員の不足感の経年変化

※1　第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について(平成30年5月21日)
※2　事業所における介護労働実態調査　報告書（平成29年度）

　同調査結果によると、介護サービス事業

を運営する上での問題点として最も多く回

答されたのは「良質な人材確保が難しい」

（55.2％）、次いで「今の介護報酬では人材確

保・定着のために十分な賃金を支払えない」

（48.9％）と、事業を運営する上で介護人材の

不足が最も大きな問題となっていることがわ

かります。

　一方で「経営（収支）が苦しく、労働条件や

労働環境改善をしたくてもできない」と回答

した介護事業所が30.7%と3番目に多く、対

応したくてもできない状況が伺えます。

平成29年度介護労働実態調査
からみる介護労働の現状1

18-120035.indd   3 2019/03/27   13:56



4

■図表2　介護サービス事業を運営する上での問題点（複数回答、上位3回答）

3 介護機器の導入
　経済産業省が公表した「将来の介護需要に

即した介護サービス提供に関する研究会　報

告書」（平成27年度）では、2035年には介護

職員が68万人不足すると予想され、その需

給ギャップに対しては以下の3つの方策で克

服が可能であると提言しています。

①�　IT・機器の導入等による労働時間・労

働負荷の軽減（人材需要▲51万人）

②�　IT・機器の導入や処遇改善等による離

職率低下（人材供給+8万人）

③�　高齢者などの潜在的なリソースを活用

（人材供給+9万人）

　しかし、IT・機器の導入といっても、大き

な費用負担や投資に見合うだけの効果を疑問

視する介護事業者は少なくありません。実際

に介護ロボットに関する課題・問題に係る調

査結果は、図表３のとおりとなっています。

■図表3　介護ロボットに関する課題・問題（複数回答）
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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2

■図表4　介護福祉機器の効果（複数回答、上位3回答）

　多くの課題・問題が回答される一方で、介

護機器を導入した効果については、ほぼ全て

の介護機器において60%以上の事業所が効

果有と回答しています。

　介護人材の需給ギャップ克服に向けてIT・

機器の導入の検討は避けては通れず、また効

果も期待されるところです。

1 先進事業所モデル調査
　介護職員が安心して長く働き続けるため

には、介護機器の導入による身体的・精神的

な負担の軽減の他、ICT（Information�and�

Communication�Technology）等を活用し

た介護業務の効率化やペーパーレス化を進め

るなど、先進技術による業務改善が重要とな

ります。本事業では、こうした先進的な雇用
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管理改善への取り組みについての調査を「先

進事業所モデル調査」として行いました。

　次の章では、「先進事業所モデル調査」の結

果として、介護事業者にとって参考となりう

る雇用管理改善モデルを紹介しています。新

しい雇用管理制度の導入や新しい技術の導入

については、慣れるまでの混乱や導入費用に

見合った効果を懸念するあまり、見送ること

となってしまうことが多くあると思います

が、単に導入した制度や技術を紹介するだけ

でなく、導入に至る背景やプロセス、そして

導入前後の介護職員の意識変化と介護事業運

営にとってのメリットなども紹介していきま

す。

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。
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取り組み事例紹介
SECTION 1

先進事業所における雇用管理改善モデル
●勤怠管理給与計算システムの導入と企業主導型保育園の運営
●ICTの活用により業務の効率化と定時出退勤を実現!　　　

SECTION 2
地域ネットワーク・コミュニティ

●計画年次有給制度を導入して「職員の満足感を上げる !」　
●人材育成を目的にコミニュケーション研修を導入!　　
●人事評価制度の運用でワークライフバランスの充実を!
●「サンクスカード」の実施で円滑な人間関係を構築 !　
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SECTION 1
先進事業所における雇用管理改善モデル

先進事業所モデル 1
勤怠管理給与計算システムの導入と企業主導型保育園の運営

事業所概要
地域：札幌市　事業開始年：1972年

提供サービス：特別養護老人ホーム�

併設サービス：デイサービス�

従業員数：211人（うち正職員：184人）

●導入理由
　①事務員の時間外労働を減らしたい。業務

の効率化をすすめていきたい。これらの問題

を解決するためには業務改善が必要であると

感じていました。②また、職員の採用力と定

着力をアップさせたい、育児中の職員は変形

労働ができない等の問題解決には、育児中で

も働き続けることができる環境の整備が必要

と考えました。

●導入した制度の概要
　①勤怠管理給与計算システムは就業管理シ

ステムで「出勤時刻」「退出時刻」等の打刻情

報や勤務形態、及び「有休」「遅刻」「早退」「欠

勤」等の事由をデータベースにて管理します。

次に月の労働時間と時間外時間を締め集計を

し、給与計算システムに流します。そして流

された集計時間をもとに金額を自動計算し

て、台帳及びファームバンキングデータを作

成します。②企業主導型保育園は保育園運営

のノウハウがない事と運営管理の煩雑さから

外部委託をし「ハピりす保育園」とネーミン

グしました。一般的な保育園と違い（市の許

可）、内閣府が許可した保育園です。また、保

育士の人数配置や安全・衛生管理等は許可保

育園の基準が適応されるため、無許可保育園

のような不安はありません。
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●導入した効果
　①勤怠管理給与計算システム導入により給

与計算にかかる時間が大幅に短縮でき時間外

勤務をせずに帰ることができるようになりま

した。

　また、給与計算の手順も簡易になりミスも

軽減されました。更に職員の勤務時間に対す

る意識改善も進み、最終的には職員の残業が

大幅に削減されました。

　②企業主導型保育園の導入が、安心して働

けると職員採用のきっかけとなりました。更

には事業所の利用者と園児の交流が図られる

ようになりました。

　育児による産休明けの復帰が困難な職員

や、出産を機に退職する職員が目立つように

なった時期がありました。豊富な経験を持つ

職員を失うことは、事業所にとって大きな損

失です。「新規職員を採用したい、そして現在

勤務している職員の流出を防ぎたい」との思

いで「ハピりす保育園」を開園しました。こ

の企業主導型保育園の運営により、現在働い

ている職員が子育てをしながら安心して働け

る環境が整いました。また、「ハピりす保育

園」を利用したいがために採用して欲しいと

いう応募者も現れ、採用力アップにつなが

り、子育てをしながら働く新たな職員が増え

ました。

　以上二点の制度導入の結果、事業主は、「職

員の雇用管理に対する意識改革につながり、

職員が意欲的になった」。職員は、「残業が少

なくなり私生活も充実するようになった。子

育てをしながら働けるようになり今後も継続

して働きたい」との感想でした。
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先進事業所モデル 2
ICTの活用により業務の効率化と定時出退勤を実現!

事業所概要
地域：札幌市　事業開始年：2012年

提供サービス：訪問介護・デイサービス�

従業員数：17人（うち正職員：12人）

併設サービス：サービス付高齢者向け住宅

SECTION 1

●導入理由
　当事業所は開設６年目ですが、開設前から

介護業界のペーパーの多さと業務の非効率を

感じており、システムの中途導入はスタッフ

の抵抗や負担も多く難しいと考えたため、開

設当初から導入しました。業務の効率化が進

むと、時短効果と少ない人員でも業務を回す

ことができ、また、有給休暇の取得や時間外

の削減によって、スタッフが長く働きたいと

思ってくれると考えました。

●導入したICT の活用について
　ペーパーレス・時間効率化を図り、「ほの

ぼのミニ」の活用をしています。情報共有に

おいては「サイボウズライブ」を活用し個人

や事業所のスケジュール、及びサービスの引

き継ぎ等を行っています。

　サイボウズライブ、エクセルマクロの活用

は、記録書や報告書のペーパーレス化を実現

させ、印刷～ファイリング等の周辺作業の負

担軽減となりました。手書きの引き継ぎノー

ト等もなく、記録書や報告書はWEBネット

ワーク上で一元管理をしているため書記をす

る、ノートを探すといった動作負担もなくな

りました。
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●導入に工夫した点
　ワークライフバランスを重視した働き方で

重要な要素は時間短縮と業務の効率化です。

そのために、ICTを活用した情報共有化を中

途から導入するのではなく、開設当初から行

いました。それにより、開設当初から年次有

給休暇の取得風土を実践し熟成することがで

きました。逆を言えば、年次有給休暇の取得

は業務時間短縮と業務効率化を進めなければ

難しかったかもしれません。

●導入した効果
　ICTの導入で一番重要な要素である情報共

有化が進んだという効果が確認されました。

そのことは、従業員の意識の中にも高く位置

づけられています。例えば申し送りの時間の

短縮、前回記録の確認等、業務の負担軽減・

作業効率化に向けて良い影響が現れていま

す。

　ICTの導入でペーパーレス化、情報共有化

が進み、様々な業務部分で時間短縮効果が生

まれました。時間外労働の大幅な削減、日々

の定時出退勤を実現させました。ワークラ

イフバランスを重要視した労務管理におい

て、従業員自身のスケジュールが立ち、スケ

ジュール通りに行動できるようになりまし

た。このことは、従業員の心身、健康管理上

にも良い影響をあたえています。
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SECTION 2
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

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 訪問介護 3 人（1 人）

事業所② 訪問介護 10 人（3 人）

事業所③ グループホーム 13 人（13 人）

事業所④ グループホーム 13 人（3 人）

事業所⑤ 小規模多機能 22 人（9 人）

B

事業所⑥ グループホーム 18 人（14 人）

事業所⑦ 介護付有料老人ホーム 26 人（14 人）

事業所⑧ グループホーム 8 人（6 人）

事業所⑨ デイサービス 19 人（9 人）

事業所⑩ 訪問介護 4人（1人）

C

事業所⑪ グループホーム 18人（7人）

事業所⑫ 特別養護老人ホーム 26人（18人）

事業所⑬ 訪問介護 11人（7人）

事業所⑭ デイサービス 9人（5人）

事業所⑮ グループホーム 16人（14人）

D

事業所⑯ 小規模多機能 20 人（5 人）

事業所⑰ デイサービス 29 人（5 人）

事業所⑱ 訪問介護 25 人（12 人）

事業所⑲ 介護付有料老人ホーム 116 人（106 人）

事業所⑳ 小規模多機能 19 人（6 人）

●各コミュニティの構成事業所概要

　「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。）とは、複数の

介護事業者が集い、「魅力ある職場づくり」の

ために勉強会などを行って、相互の経験や知

識を共有することで、自事業所の課題を抽出

したり、解決のための方策を探るなど、効果

的に雇用管理改善に取組むものです。

　北海道では、20�事業所が5�事業所に分か

れ、４つのコミュニティを構築して、各々の

コミュニティ毎に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。
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地域ネットワーク・コミュニティで使用した共通テキスト

　CHECK&DO�25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北海道支部にお問

い合わせください。�
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SECTION 2

共同で取り組みを行った主な内容

　４つのコミュニティでそれぞれテーマを決

めて、複数の事業者同士でそれぞれ２回行っ

た集団相談で雇用管理改善に取組みました

が、その中の主な取組内容をご紹介します。

「労働基準監督署の指導」についてA

　１回目は、各介護事業所で起きた「労働基

準監督署の指導」を事例に、労働時間の把握

と管理、休日の考え方、法定休日の理解、有

期契約労働者の更新時の注意点等を学び、質

疑・討議をしました。

　２回目は、「働き方改革待ったなし、これか

らの企業の成長戦略のキーワードは社員の満

足度がカギ」と題して、具体的な取り組みを

ロールプレー形式で実践しました。効率化と

働きがいのある職場づくりには、社員の内発

的なモチベーションを上げることが大切で

す。

「承認力向上研修」についてB

　１回目は、「承認力向上研修」を実施しまし

た。目的は①自主的に動き考えることができ

る職場づくりに必要なスキルの習得。②部下

のモチベーションと行動を引き出す基本的な

承認のノウハウの習得です。「面白かった。勉

強になった。職員に声かけする上での気づき

があった。」などの感想がありました。

　２回目は、①労働時間の把握義務、時間外

労働の上限規制について②年次有給休暇の年

５日付与について③同一労働・同一賃金につ

いて説明し、①書類作成時間、休憩時間等の

取扱いについて②労働時間の把握方法等につ

いて③時間外労働の取扱いについて事業所間

で情報交換をしました。
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「介護事業所に関わる労務管理」についてC

　１回目は、働き方改革を受けて、介護事業

所に関わる労務管理のポイントや労働基準監

督署の指導監督ポイントを中心にグループ

ディスカッションを行いました。

　２�回目は、①2019�年度労働法改正のポイ

ントを勉強しました。②持ち味カードを使っ

たグループワークを行い、自分の持ち味を確

認するとともに、採用面談時の活用法につい

てグループディスカッションを行いました。

「従業員の教育とコミュニケーション」ついてD

　１回目は、従業員の教育訓練におけるその

方法と効率的実施について情報交換を行いま

した。従業員のスキルアップの問題は各事業

所の共通する課題であり、各事業所での実施

事例や個別問題のケースに関する発言が多数

ありました。

　２回目は、従業員のモチベーションの向上

及びコミュニケーション方法について情報交

換を行いました。「サンクスカード」の事例報

告により、従業員同士の交流契機や管理者が

従業員の状態を把握するための参考としても

らいました。また、休憩時間を有効活用した

部署別の情報交流、事業主や管理者が積極的

に現場業務を行うこと、事業所内での食事交

流、管理クラスへの教育指導機会の提供など

多くの好事例が出され情報共有がなされまし

た。
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コミュニティ参加事業所の
取組み

　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

中から次の事例⑤・⑥・⑪・⑱をご紹介します。

計画年次有給制度を導入して
「職員の満足感を上げる！」

事業所概要
地域：札幌市

介護サービスの種類：小規模多機能ホーム

事業開始年：1978年

従業員数：22人（うち正社員数：９人）

併設サービス：なし

事例 1

●取組に至る背景
　現状は労働時間が８時間、休憩時間が30

分。出勤簿は紙によるものとのことでした。

それらを踏まえて、始業・終業時間の把握、

有給休暇の付与管理、効率化に伴う管理シス

テムの導入などの労務管理のアドバイスを進

めました。その中で、今後の雇用管理制度の

導入に向けて、年次有給休暇の取得促進を行

う事となりました。
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●取組内容
　現状は１時間から有給休暇が使用できるよ

うにしている。来年４月から始まる働き方改

革関連法の「有給休暇年５日取得義務」を前

倒して、平成31年１月に導入予定とする。す

べての職員に年５日の有給休暇の完全取得を

目指す。

●取組のポイント
　現在の職員全員の有給休暇を把握し見積

もった上で、取得可能な事業運営をしている

かどうかを検討した事がポイントでした。そ

の結果、実施できると判断し「職員の満足度

を高めることで生産性を上げる。モチベー

ション・意欲を引き出す」ことを目標に取組

ました。

●取組後の感想
　定期的に相談支援をしてもらい良かった

です。「就業規則に入れる条項のひな型」を作

成・提案していただきありがとうございまし

た。今回の計画年次有給制度導入は、これか

らの成長戦略に必要な「職員の満足感をあげ

る」ための要因の一つになると思います。

ふきのん（事業所のイベントで大活躍）
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コミュニティ参加事業所の取組み

人材育成を目的にコミュニケーション
研修を導入！
事業所概要
地域：札幌市

介護サービスの種類：グループホーム

事業開始年：2005年

従業員数：18人（うち正社員数：14人）

併設サービス：なし

事例 2

●取組に至る背景
　職員同士の人間関係については良好である

が、組織としての動きができない職員が多く

いました。記録をとる習慣がなく、事務能力・

管理能力、書類・備品等の保管についても誰

もがわかる方法・ルールを考える習慣があり

ませんでした。協力し合ってルールを決める

ことがないため、いつも書類等の物探しをし

ていました。行事を考えたり職員会議の日程

を考えたりするなどの、主体的に自分の考え

を持って動くことに慣れておらず、指示待ち

の職員が大半でした。

●取組内容
　職員研修の内容について再検討を行いまし

た。人材育成を目的に、業務をより円滑に進

めるための情報共有や仕組みづくりや主体的

に業務に取り組む職員を育てるためのコミュ

ニケーション研修を導入しました。法人とし
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て、札幌と北広島の２カ所に事業所の拠点が

あるので、職員全員が一度に実施するのは現

実的に無理でした。このため、それぞれの拠

点ごとに２班に分けて実施しました。

●取組のポイント
　お互いの個性を今まで以上に尊重し合い

協力し合って、業務を円滑に進めていくため

環境職場づくりの取り組みのひとつとして、

「自己を知る」「他者を知る」「互いを認め合

う」ということを目的に、カードツールなど

を使ってゲーム感覚で楽しみながら参加でき

る研修内容としました。研修実施時間につい

ては、出来る限り、通常の労働時間内で行い

たいため、１回につき１時間半以内としまし

た。

●取組後の感想
　将来的に新たな介護施設の開設も視野にお

いているので、人材育成（管理職の育成）を

進めて行きたいと思っていました。

　この目的に、今回のコミュニケーション研

修は正にピッタリであり、大変役に立ちまし

た。

　また地域ネットワークコミュニティ構成事

業所の集団相談で行った研修・講義・交流・

情報交換等を通じ、働きやすい職場環境づく

りのための新たな気づきがいろいろとあり、

とても参考になりました。
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コミュニティ参加事業所の取組み

人事評価制度の運用でワークライフ
バランスの充実を!
事業所概要
地域：恵庭市

�介護サービスの種類：グループホーム

事業開始年：2005年

従業員数：18人��（うち正社員数：7人）�

併設サービス：なし

事例 3

●取組に至る背景
　自分の能力を活かし発揮できることで、は

たらくことの喜びを感じられる職場にした

い。また、働くことで自身の存在意義を感じ

られる職場にしたい。そして、ここで長く働

くことができる（雇用の定着）職場環境づく

りが重要と感じました。

　そのために、ワークライフバランスの充実

に向けた取り組みを行っていこうと思いまし

た。

●取組内容
　ワークライフバランスの充実に向けた取り

組みとして働きやすい職場づくりに向けた、

事業所の年間運営方針、並びに従業員人事評

価制度の作成を行いました。

　従業員が育つための求められる行動評価項

目は何十項目にも及んでしまうため、多くて
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も15項目に絞り込みました。そして、従業員

や管理職の成長に合わせ、毎年毎に変更して

いけるような仕様としました。

　また、従業員との面談が重要で、点数的な

●取組のポイント
　漠然とした面談評価では、従業員自身の行

動変容の認識が難しくなります。逆に具体的

な目標設定があることで、その期間の行動目

標が定まり動きやすくなる効果があります。

「持ち味カード」を利用し、管理職同士で人材

育成に関する行動評価項目を厳選すること

で、評価項目の管理職同士のコンセンサスも

取れ、従業員の人事評価ツールとして機能す

ることができました。

●取組後の感想
　自分だけではできなかった人事評価シート

作成に関して多くのアドバイスをいただきあ

りがとうございました。

　これからの介護分野は難問ばかりですが、

このシートを運用して少しでも雇用定着につ

なげて行こうと思います。人材育成やワーク

ライフバランスの充実に向けた取り組みがで

きるようになりました。

評価ではなく、あくまで面談を行い従業員が

自分で自分を評価し、振り返ることが大事で

あるとしました。
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コミュニティ参加事業所の取組み

「サンクスカード」の実施で円滑な
人間関係を構築!
事業所概要
地域：旭川市

介護サービスの種類：訪問介護ステーション

事業開始年：2010年

従業員数：25人（うち正社員数：12人）

併設サービス：なし

事例 4

●取組に至る背景
　人手不足が深刻な問題です。このため、シ

フトの作成が難しく休日の増加や連休の付与

が困難な状況です。また求人募集をしても応

募がほとんど無く、勤務年数の若い者から離

職する傾向にあります。これは、事業所の雇

用管理制度の問題よりは、職場環境や人間関

係、コミュニケーション不足が大きいと思わ

れました。

ました。職員同士が同僚宛に感謝の気持ちを

カードに書いて掲示する方法で行い、毎月一

般職は２枚、管理職は５枚のカード提出とし

●取組内容
　事業所内の職員同士のコミュニケーション

や管理者・経営者が現場を知るための手段と

して「サンクスカード」という方法を実施し
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ました。

　そして、「サンクスカード」の内容や記載枚

数等を職員ごとに毎月の管理を行い、サンク

スカード板として掲示しました。また、カー

ドに書かれた感謝の内容ですばらしいもの、

なるほどと思うものを、職員同士の情報共有

の意味も含めて朝礼で発表を行い賞賛の場と

しました。

●取組のポイント
　カードの内容を読み取り、①個人毎の特

性。②職員間の関係やコミュニケーション状

態。③メンタルヘルス不調の発見。等にも応

用することがポイントです。

　更には、パワーハラスメント・セクシャル

ハラスメントの予防対策にも繋がる「通報の

窓口」を設置しようと検討中です。

●取組後の感想
　職員間の円滑な人間関係の構築に寄与しま

した。また、管理者や経営者が「サンクスカー

ド」の内容から労務管理上の情報を得ること

ができるようになったことも効果のひとつで

す。

　今回の雇用管理改善推進事業の相談支援を

受け、業務管理・人間関係管理制度・評価処

遇制度・休暇労働時間制度・研修制度など、

日ごろからの懸念や多くの疑問が解決できま

した。
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雇用管理改善企画委員会 委員

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

社会保険労務士事務所メディケアリンク千歳　代表　　及川　　進

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。また、先進事業所における雇用改善モデルから雇用管理改善につな

がった事例等を紹介いたしました。

　尚、本事業で使用した、事業主自ら職場を診断できる「介護の雇用管理改善CHECK＆DO25」、

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」「介護労働者の労働時間

管理」の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様、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。

平成30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 011－219－3157 　FAX 011－219－3158
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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。

厚生労働省・北海道労働局・ハローワーク

若者の採用・育成に積極的で
雇用管理の優良な中小企業を応援します！

若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さまへ

Ａ

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ＰＲ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。

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
④ 特定求職者雇用開発助成金（三年以内既卒者等採用定着コース）

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 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。

LL300907開若02

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。

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？

ご存じですか？
｢ユースエール認定制度｣

＜認定マーク＞

詳しい内容につきましては、「ユースエール認定制度」で検索！ 検索ユースエール認定制度
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