




01はじめに

※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」

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、石川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、他事業所の雇用管理改善の参考になる取組みと地域ネットワーク・コミュニティで
の取組みの結果として、介護職員等特定処遇改善加算の取得や各種助成金を活用した賃金改善や
職場環境の改善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
石川支部長　津田泰史
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1

介護労働の現状

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。

（１）介護人材の不足

　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、
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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
　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
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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。

イ 医療・福祉サービス改革に向けた取組
　「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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　石川労働局委託事業「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「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やキャリア
コンサルタント等の雇用管理改善や人材育成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。

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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　「雇用管理改善のための業務推進マニュアル」は、職員の労働条件、研修制度や採用から退職に
至る雇用管理に関わる基本的かつ重要な項目を雇用管理改善のためのマニュアルとして作成し、
当センターの雇用管理相談援助活動において活用してきたところです。
　今般、これまでの相談援助の中で得られた事業所のニーズを踏まえ、昨今の法改正等を盛り込
み再編纂いたしました。介護事業所における「働きやすさ」、「働きがい」の観点から、「働きやすさ」
は労働基準法をはじめとする法定事項を第１章、また「働きがい」は人材確保・定着のために工
夫すべき方策を第２章として整理しております。
　人材の定着する「魅力ある職場」のためには、「働きやすさ」（労働環境等）と「働きがい」（やる気・
意欲）を高める雇用管理の双方の取組みを進めることが重要です。これらの取組みにより組織は
活性化し、介護サービスの質の向上や経営安定にもつながるものと思います。
　介護事業所の経営者及び管理者の方々が本書を契機に、更なる雇用管理改善に取組まれ、働き
やすい、働きがいのある職場づくりの構築にお役立ていただければ幸いです。

雇用管理改善のための
業務推進マニュアル（改定版）



取組み事例紹介
地域ネットワーク・コミュニティ

①　特定処遇改善加算の取得と各種助成金の活用
②　小規模事業所でも助成金と処遇改善加算で賃金アップ
③　有給休暇の取得促進とダブルワークへの柔軟な対応
④　「メンター制度」の導入で新人職員の離職防止
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  事業所① 訪問介護 27人（ 5人）

  事業所② 訪問介護 9人（ 3人）

 
A
 事業所③ グループホーム 26人（ 16人）

  事業所④ 通所リハビリ 13人（ 7人）

  事業所⑤ 通所介護 52人（ 32人）

  事業所⑥ 通所介護 27人（ 5人）

  事業所⑦ 小規模多機能 44人（ 20人）

  事業所⑧ グループホーム 104人（ 65人）

  事業所⑨ 訪問介護 74人（ 21人）

 B 事業所⑩ 訪問介護 28人（ 12人）

  事業所⑪ 小規模多機能 50人（ 18人）

  事業所⑫ ショートステイ 50人（ 30人）

  事業所⑬ 通所介護 16人（ 10人）

  事業所⑭ 通所介護 9人（ 2人）

  事業所⑮ 通所介護 14人（ 5人）

  事業所⑯ 介護老人保健施設 59人（ 41人）

 C 事業所⑰ 介護老人福祉施設 34人（ 24人）

  事業所⑱ 介護老人福祉施設 127人（ 55人）

  事業所⑲ グループホーム 28人（ 22人）

  事業所⑳ 通所介護 11人（ 8人）

  事業所○21 介護老人保健施設 80人（ 40人）

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

　「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。

　石川県では、21事業所が６～８事業所に分かれ、３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と情報交換を行うとともに、個別で各事業所の状況に

応じ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］

　「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。

　石川県では、21事業所が６～８事業所に分かれ、３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と情報交換を行うとともに、個別で各事業所の状況に

応じた雇用管理制度の導入等に取組みました。

 区分 事業所番号 提供サービス 職員数（うち正職員数）
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自己診断チェックリストから見る雇用管理改善状況

　コミュニティにご参加頂いた事業所における雇用管理改善状況については、「介護の雇用管理改
善CHECK ＆ DO 25」における「雇用管理改善チェックリスト」により、「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。

　このレーダーチャートは、コミュニティ参加事業所の各領域の平均値となりますが、「評価・報酬」
と「労務環境・職場環境」がやや低い値となっており、評価制度や賃金制度などの処遇改善や職
場環境改善に取り組みの必要性が高いことを示しております。
※「雇用管理改善チェックリスト」については巻末をご参照下さい。

【コミュニティ全体の診断結果】
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コミュニティで取り組みを行った主な内容

　３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意見交換を行い、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。

①介護職員等特定処遇改善加算の取得し、更なる処遇改善を！
　介護人材確保のための取組みとして、国が2019年度介護報酬の改定に伴い、介護職員の更
なる処遇改善のために「介護職員等特定処遇改善加算」（以下「特定加算」という）が令和元年
10月１日より新設されました。
　3つのコミュニティ21事業所のうち小規模事業所の2事業所においては、介護職員処遇改善
加算（現行加算）の上位取得と併せて特定加算を取得しました。また、令和元年度中に職員へ
の分配計画をまとめ、令和２年度から特定加算を取得予定の事業所が１事業所ありました。雇
用管理改善サポーターの支援を受けて特定加算を取得した事業所も複数ありました。
　特定加算はサービス事業別に設定された定率制であるため、介護報酬の増減に左右され、「経
験・技能のある職員」を慎重に定めないと数年後に対象者数が増大する可能性があります。ま
た、（分配対象外となっている）「経験・技能のある職員」、「その他の介護職員」、「その他の職種」
のモチベーションを損なわない配慮が必要であることなども学びました。

②事業所の強みと弱みを分析し、強みを活かしたＰＲで人材の獲得を！
　人材確保のポイントとしては、事業所が活性化し利用者や関係者および地域住民の評価が高
まるようなサービスが提供でき、かつ収益が安定している状況が好ましく、このような事業所
は良い人財・質の高い人財が集まり、勤続年数も長く離職率が低い傾向があります。
　「働きがい」と「働きやすさ」を向上させ、職員にとっ
て真に魅力ある職場となれば、口コミや職員の紹介
により自然と人財が集まる可能性も大きくなります。
　事業所の「強み」と「弱み」をSWOT（強み・弱
み・機会・脅威）などにより分析し戦略を練ったり、
CHECK&DO25で見える化する方法を学びました。
　さらに令和２年１月から新様式に変更されたハ
ローワーク求人票の効果的なＰＲ方法についても学
びました。　
　求職者は、ハローワーク窓口で相談する前にスマー
トフォンなどにより求人票の記載内容を確認のうえ
取捨選択し、応募先の絞り込みを行うケースが増え
ることが想定されますので、いかに求職者の目に留
まるようなPRを求人票にも記載するかが重要とな
ります。
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③助成金をうまく活用して業務環境改善や賃金改善を！
　各種助成金の支給を受けるためには、定
められた複数の要件を満たす必要がありま
す。留意点としては「事前に要件をしっか
りと把握する」「スケジュールを組み立て確
実に実施する」「難しい・面倒・煩わしいな
どの場合は専門家に相談する」などがあげ
られます。
　特に小規模事業所では、少しでも経費負
担が抑えられ、雇用管理の改善ができるこ
とは大きなメリットです。
　３つのコミュニティ21事業所のうち複数の事業所において、次のような活用事例があげられ
ました。
１. 「人材開発支援助成金」により訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部を助成。
２. 「キャリアアップ助成金」により有期契約労働者のキャリアアップの取組みに関する助成。
３. 「両立支援等助成金」により育児・介護休業等を促進する取組み関する助成。
４. 「業務改善助成金」により最低賃金をアップし、生産性向上に係る設備機器などの費用の４
分の３を助成。

④職場のコミュニケーションの向上を図り、離職防止を！
　職員の確保・定着については、どの事業所でも抱える課題であり、その解決策として賃金改
善が思い浮かびますが、賃金の改善は、直ぐに取り組むことは難しいものです。介護労働安定
センターが実施した平成30年度介護労働実態調査結果でも“直前の介護の仕事をやめた理由”
の最上位が「職場の人間関係に問題があったため」となっており、石川県の参考値は全国平均
よりも11.7ポイント高いことから、「職場内でのコミュニケーションの向上」を図ることに焦
点をあてコミュニティで意見交換を行ったところ、職員の離職要因として、職場の人間関係に

加えて職場での悩みを１人で抱え込んでしま
い、精神的な悩みで離職してしまうケースも
みられました。
　こうした状況を改善するために、次の具体
策が必要との意見も出されました。
　１．定期的な職員ヒアリングの実施
　２．相談窓口の設置 
　３．リーダー研修の実施
 （コミュニケーション技能の向上等）
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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次の事例①～④をご紹介します。

■ 取組に至る背景
　令和元年10月より、新たに介護職員等特
定処遇改善加算が実施されます。ベテラン介
護職員の処遇を改善する趣旨で実施されます
が、一部の職員のみに賃金アップをすると他
の職員との不公平感が生じかねません。
　また、業務合理化のため業務ソフトの導入
や業務改善のために特殊浴槽を新しい設備に
更新したいと思っていました。

■ 事業所概要
地域：石川北部

介護サービスの種類：介護老人保健施設
事業開始年月：平成29年７月
従業員数：59人（うち正社員数：41人）
併設サービス：なし

特定処遇改善加算の取得を行い、時間外労働等改善
助成金や両立支援等助成金を活用して「働きやすい
職場づくり」を進めることができた！

コミュニティ参加事業所の取組み

事例①
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　介護労働安定センターの雇用管理改善啓発セミナーに参加したところ、とてもわかりや
すい説明だったので相談支援を受けることになりました。

■ 取組内容
・本年度から始まる「特定処遇改善加算」を申請するための職場環境の整備をする。
・「時間外労働等改善助成金」を活用し、記録業務改善のための業務ソフトを購入する。
・「両立支援助成金」を活用し、安心して育児休業を取得できる環境を整える。
・「キャリアアップ助成金」を活用し、非正規から正規職員への登用を促進する。

■ 取組のポイント
　特定処遇改善加算や多くの助成金を同時に進めることは大変なことです。まず、しなけ
ればならないことの優先順位を整理することから行いました。何をいつまでに申請しなけ
ればいけないのかスケジュールを立て、一つ一つの事柄に何がいつ必要かを整理しました。
①  始めに１０月から新制度となる特定処遇改善加算の申請を８月中に行いました。
 間違いやすかった点は、配分比率を各グループの総額で比較していたこと。グループ
間の比較は各グループの平均値で比較するように修正しました。

② 「時間外労働等改善助成金（勤務間インターバル導入コース）」
 先に勤務間インターバルの規程を就業規則に盛り込む作業にかかっていたので、この
助成金は計画書を提出してから改善の実施が必要であることを確認しました。

③ 「両立支援助成金」は現在産後休業中の職員がいるので、その後の育児休業や代替要員
について、どのタイミングで申請を行うかのシミュレーションを行いました。

④ 「キャリアアップ助成金」については、該当者がでたときスムーズに支給申請ができる
よう、計画届を確認のうえ正社員化についての手順や転換時期を就業規則に明記しま
した。

■ 取組後の感想
　助成金の申請はとても難しいものだ
と思っていましたが、手続きのポイン
トを正しく理解し、スケジュール管理
ができれば申請もスムーズに行うこと
ができます。職員に喜んでもらえる「働
きやすい職場づくり」を推し進めるこ
とができました。
　次年度は増員したいと思っています
が、「人材確保等支援助成金（働き方改
革コース）」にも該当することがわかり、
さらなる改善を進めようと思いました。
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■ 取組に至る背景
　本年10月より介護職員等特定処遇改善加算が行われるが、どう対処すれば良いのかわか
らない。同じく10月から最低賃金が改正されるが、どう対応すればよいのかなど、小規模
事業所においては難しい課題です。
　また、利用者の送迎時において、荒天時には玄関スロープが風雨にさらされ職員も２人
必要であり、風よけ対策をすれば１人で行うことができます。対策工事を行えば費用の負
担も大きなものとなるため助成金を活用したい。また、業務環境改善と賃金アップをはか
りたい。

■ 事業所概要
地域：石川北部

介護サービスの種類：通所介護
事業開始年月：平成26年３月
従業員数：９人（うち正社員数：２人）
併設サービス：なし

小規模事業所でも、助成金や特定処遇改善加算を活用し、
業務環境改善と賃金アップをはかることができた！

事例②

■ 取組内容
　介護職員等特定処遇改善加算は小規模事業所では
加算額が少額のため、ベテラン介護職員に８万円の
昇級をするという条件も満たすことはできません。
規程の特例により加算額の範囲でよいとのことなの
で、加算額の範囲で支給することにしました。
　業務改善助成金を活用し、工事費の３／４の補助
を受けることができました。
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■ 取組のポイント
　介護職員等特定処遇改善加算の加算率は当該施設が該当する通所介護新加算Ⅱでは1.0％
しか増加しませんので、配分はベテラン職員を重点にすることにした。
　助成金は今年度注目されている勤務間インターバル導入助成金を検討したのですが、玄
関の工事は造成費となり適用外であった。このため、パート職員の賃金アップを図り、業
務改善助成金を利用することにしました。

■ 取組後の感想
　助成金の制度は複雑であり、かつ事前の見積書の提出など面倒なことも多く、独自で助
成金の申請をしていたなら途中で断念してしまったかもしれないが、専門家の相談支援を
受けることで、的確な指導を受け申請まで行うことができた。
　小規模事業所では責任者自身が介護実務にも関わっており雇用管理における専門的な知
識の習得に時間を費やすことが難しい現状であり、新しい助成金などの情報収集のため説
明会などに参加する余裕もないのが実状です。介護労働安定センターから新しい情報を得
られ、専門家の相談支援を利用して賃金アップも行うことができ、職員に喜ばれる職場づ
くりを進めることができました。
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■ 取組に至る背景
　年次有給休暇の取得を促進し、職員にとって働きやすい職場づくりを進めたいが、現状
でも休暇で休んだ職員の勤務を他の職員が時間外勤務をしてカバーしている。このため休
みたくても休みたいと言いにくい状況になっていました。
　訪問介護においては短時間勤務の職員も多くダブルワークをしていることもあるので、
対応できる勤務態勢を整えたい。

■ 取組内容
・年次有給休暇の取り扱いについて
　新規の職員採用は困難な状況にある。増員が難しいため現状
人員で全員が休暇を取得できるようにしました。
　これまでは一斉休日で休暇を設けていましたが、各職員から
翌月の休暇希望を聞き、希望に沿ったシフトを組むようにしま
した。

■ 事業所概要
地域：石川南部

介護サービスの種類：訪問介護
事業開始年月：平成21年９月
従業員数：74人（うち正社員数：21人）
併設サービス：通所介護、有料老人ホーム

年次有給休暇取得の促進と、ダブルワークへの柔軟な
対応により、「働きやすい職場づくり」を目指す！

事例③
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・ダブルワークの取り扱い
　ダブルワークを把握するためには、本人から副業
をしているときの自主申告が必要です。副業の実態
を把握した上での職員の気持ちに寄り添った支援が
必要となります。副業をしている労働者については、
自社と他社との総労働時間が労働基準法の適用基準
となるのです。

■ 取組のポイント
　本人の休みたい日を言いやすい雰囲気を作るため、次月のシフトを決める前に休みたい
日の希望を聞き、それを優先したシフト表を作ることにした。
　他社に勤務していながら土日のみアルバイトでダブルワークとして勤務している人や、
系列会社で引き続き勤務をする人など、その背景は様々でした。それぞれ実態を把握し整
理をすることが肝要となります。

■ 取組後の感想
　事前に希望日を聞くことで、安心して休暇を取ることができるという雰囲気になった。
希望する日に多く休めることで、職員のモチベーションも上がり良い職場環境となった。
　副業の時間外労働について、合計労働時間をオーバーしたときは時間外割り増しを支払
うことを就業規則にも明記し、職員にも通知した。明確にすることで、職員の意識も高ま
り良い環境となりました。
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■ 取組に至る背景
　「働きやすい職場づくり」をめざし、
職員の定着率向上のため、新人の気持
ちに寄り添う「メンター制度」の導入
を検討していました。
　「メンター制度」については、介護職
員処遇改善加算と介護職員等特定処遇
改善加算の職場環境等要件にも掲げら
れている取り組みでもあります。

■ 取組内容
　当初は介護職員等特定処遇改善加算の職場環境要件を満たすためという目的であったが、
同要件は他の項目でも該当できるため、「メンター制度」については制度の本来の目的であ
る早期退職の防止について行うことを認識し、関係管理者会議にてメンバー全員に対して
も周知を行いました。
　「メンター制度」に関するセミナー等は未受講ながら、各職員の取り組みに対する意識も
高く新人に対して寄り添う気持ちも十分感じられました。

■ 事業所概要
地域：金沢市

介護サービスの種類：小規模多機能型居宅介護
事業開始年月：平成22年11月
従業員数：50人（うち正社員数：18人）
併設サービス：訪問介護、訪問看護

「メンター制度」を導入し、新人職員に寄り添い、
早期離職の防止を図りたい！

事例④
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　「エニアグラム」を利用した目標設定なども参考にしながら、メンタリング期間を１年間
と決め実施することとしました。

■ 取組のポイント
　メンター（相談者）を補佐するため
のエルダー（教育係）をつくり、２人
体制で相談・指導にあたることとし、
メンターとメンティの組み合わせにつ
いても対象者のマッチングにも配慮し
ました。
　また、継続的な改善の方法として
「G－PDCAサイクル」にて継続的な
検証改善を行うことを支援しました。

　G（GOAL＝目標）を設定し、その目標を達成するためのP（PLAN＝計画）を作成する。
そして、計画通りのことをD（DO＝実施）し、C（CHECK＝チェック）する。何か問題
があればA（ACTION＝改善活動）に繋げることが大切です。

■ 取組後の感想
　人材確保等支援助成金（メンター制度の導
入）については、メンター研修の受講やメン
ターとなる通常の労働者に対して他の雇用管
理制度を実施するなどの条件付加があるた
め、活用することができませんでした。
　職員からの提案による自発的な制度の導入
でもあることからも、職場全体での新人に寄
り添う気持ちや思いやりが感じられました。
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真 砂  良 則 北陸学院大学 人間総合学部長 社会学科教授（委員長）

横 田  和 吉 石川県老人保健施設協議会 事務局

近 藤  秀 樹 社会保険労務士

太 田  秀 樹 社会保険労務士

末 正  哲 朗 社会保険労務士

あとがき
　公益財団法人介護労働安定センターは、厚生労働大臣の指定法人として、介護労働者の確保と雇
用の安定・福祉の増進のため、介護分野における介護雇用の創出や職場環境の改善など、介護労働
者の雇用管理改善や能力開発等に関する事業を行っております。

　これまでの事業実績を活かし、石川労働局委託事業「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」を平成31年４月に受託し、事業を推進してきました。
　介護分野においては、高齢化が進む中で介護の需要拡大が見込まれ、介護を担う人材の確保が喫
緊の課題とされております。このため、サービスの地域性や種別などによりネットワーク・コミュ
ニティを構築し、相談支援を実施いたしました。最終的には介護業界全体で「働きやすい魅力ある
職場づくり」への意識の底上げを図り、労働者が安心して働くことのできる職場環境の構築のため、
雇用管理改善を推進することにより人材の確保・定着を図ることを本事業の目的としております。

　この度、本事業で実施した雇用管理改善を通じた「働きやすい魅力ある職場づくり」に係る取り
組み事例集を作成いたしました。多くの介護事業所の雇用管理改善にお役立ていただければ幸い
です。

　最後になりましたが、本書作成にあたっては、多くの方々から貴重なお話しとお時間をいただき
ましたこと厚くお礼申し上げます。併せて本事業を実施するにあたり、雇用管理改善企画委員の皆
様、個別相談や集団相談（勉強会）にご協力いただいた介護事業所の皆様と雇用管理改善サポーター
の皆様と石川労働局職業安定部職業対策課ご担当者様、支援ツールとなる「CHECK&DO25」「雇
用管理改善のための業務推進マニュアル」の周知にご協力いただいた関係機関ご担当者様に心より
感謝申し上げます。

令和２年２月
公益財団法人　介護労働安定センター

石川支部長　津田泰史

令和元年度石川労働局委託事業
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　石川支部
〒920-0907　石川県金沢市青草町88番地　近江町いちば館5階

TEL 076－260－1561　FAX 076－260－1562

雇用管理改善企画委員会　委員






