




※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。

公益財団法人介護労働安定センターが平成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、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、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、他事業所の雇用管理改善の取組みの参考に

なる事例とＩＣＴや介護機器を活用し労働者の負担を軽減した事例を、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評価・昇給・研修制度と連携したキャリアパス制度の再構築

及び両立支援の取り組み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、公益財団法人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、公益財団法人介護労働安定センター

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　結果報告書（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
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■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、雇用管理

改善を行いやすくなり、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。
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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
事例１ ●資格取得支援、両立支援、定年後継続雇用等により、人材の確保と
　　　　 定着が実現！
事例２ ●ＩＣＴ（業務支援システム）を導入して業務の効率アップが実現！

SECTION 2
地域ネットワーク・コミュニティ

事例１ ●キャリアパス制度を構築し、モチベーションのアップを！
事例２ ●研修制度を整備し、介護職員処遇改善加算のグレードアップを！
事例３ ●評価・昇給制度を整備し、パート職員にもやる気を！
事例４ ●産休・育休後の職場復帰を支援し、人材の確保を！
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SECTION 1
先進事業所における雇用管理改善モデル

先進事業所モデル事例 1
資格取得支援、両立支援、定年後継続雇用等により、
人材の確保と定着が実現！
事業所概要
地　　域：金沢市　　事業開始年：1996年

介護サービスの種類：特別養護老人ホーム、

　　　　　　　　　　	　ケアハウス　ほか

従業員数：　253人（うち正社員数235人）

●導入理由
　介護職員の確保が困難な状況の中、福祉・

介護系の新規学卒者にこだわらず、資格が無

くても介護の仕事に関心を持つ新規人材の確

保に目を向けました。

　また、出産や育児を理由とする離職者を減

らすために職場復帰や定着促進を図るため育

児休業取得者への支援や復帰後の短時間勤務

制度を充実させています。

　さらに、60歳定年後も引き続き就労しや

すいようにし、経験豊かな人材に一層活躍し

てもらいたいと思います。

●他のモデルとなる取組みの概要
　「介護職員初任者研修」の資格取得を法人に

て支援するため、受講費用の半額を法人が負

担し、かつ本人負担分についても2年半での返

済による独自の貸付制度を導入しています。

　また、「介護職員初任者研修」資格取得者（中

途入社含む）で当法人にて勤務経験２年を有

する者に「介護職員実務者研修」の資格取得

支援のため、受講費用の１/３を法人が負担

し、かつ本人負担分についても2年半での返

済による独自の貸付制度を導入しています。

　育児休業の職場復帰者の短時間勤務につい

て、小学校就学まで延長を認めています。ま

た、育児休業中の職員に対しても健康診断受

診やインフルエンザ予防接種の受診費用を補

助しています。30歳以上の女性職員に対し

て乳がん検診の受診費用も補助しています。

　60歳の定年退職後（退職手当は福祉医療

機構の退職手当共済に加入）も給与は定年時

と同額とし、65歳までの再雇用を可能とし

ています。さらに65歳以降の継続雇用も可

能としており、健康な方で就労している職員

が約20名います。
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●導入に工夫した点
　新規高卒者については、福祉コースを設置

する高等学校にこだわらず、普通科高等学校

にアプローチしました。介護の仕事に関心の

ある生徒に対して資格が無くても就職後に事

業所が「介護職員初任者研修」の資格取得に

ついて費用面を含めて支援することをアピー

ルしました。また、高校生の「しごと体験や

インターンシップ」による施設での職場体験

も積極的に受け入れました。

　育児休業の職場復帰者の短時間勤務につい

ては、３歳以降に子どもを保育所に預けられ

ない職員もあったため、小学校就学まで延長

しています。また、育児休業中も対象職員の

健康管理を事業所がサポートするため「健康

診断やインフルエンザ予防接種」の受診を促

進しています。また、協会けんぽの「かがや

き健康企業」を宣言し健康経営を推進してい

ます。

●導入した効果
　新規高卒者の人材を事業者がサポートしな

がら育てることにより、入職後も定着しスキ

ルアップについてモチベ―ションアップが見

られます。資格についても「介護職員初任者

研修」から「介護職員実務者研修」へ、さらに

実務経験を積んで「介護福祉士」へステップ

アップすることで介護の質の向上にもつな

がっています。

　育児休業中や休業後の職場復帰について、

健康管理のサポートや短時間勤務による労働

時間の縮減等を配慮することで、より働きや

すくなり離職の防止につながっています。

　介護福祉士養成校の新卒者や転職による中

途採用者の確保が困難な中、定年を迎えた経

験豊かな高齢の職員も引き続き働きやすいよ

うな環境にすることで、全体的な人材の確保

にもつながっています。

　平成30年10月に「いしかわ魅力ある福祉

職場認定制度」の認定申請を行いました。
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先進事業所モデル事例 2
ＩＣＴ（業務支援システム）を導入して
業務の効率アップが実現！
事業所概要
地　　域：金沢市　　事業開始年：2000年

提供サービス：特別養護老人ホーム

併設サービス：短期入所生活介護、通所介護、訪問介護	他

従業員数：50人（うち正社員数　35人）

SECTION 1

●導入理由
　利用者様に関する顧客台帳をはじめ、介護

計画書、各種記録や介護保険請求等の帳票作

成については、ほぼ全て手書きにて行われて

いました。同じ内容を複数の様式に記入し、

利用者毎に１冊しか無いため確認がタイム

リーにできない状況でした。

　事務負担と業務時間の削減を図ることを目

的として業務支援システムを導入することで

利用者様へのサービスに集中できるようにな

ると考えました。

●導入した先進技術の概要
　業務支援システムの導入に伴い、タブレッ

ト４台に加えてパソコン（ノート・デスクトッ

プ）も複数台増やしました。また、既に導入

済みの見守りセンサー等の将来的な増台にも

備え、施設内のＷｉ－Ｆｉの環境も整備しま

した。

　業務支援ソフト・システム導入の主な概要

は次のとおりです。

　・顧客台帳の電子化

　・計画書作成の簡素化と各種記録の合理化

　・介護保険請求関連業務の簡素化

　・売上管理関連業務の簡素化

　・給与計算業務　　　　　

などについて、リアルタイムでの情報共有と

データ連動に役立っています。



11

●導入に工夫した点
　導入にあたり、事前に複数業者の業務支援

システムを比較するためにデモンストレー

ションを実施したうえで、使いやすさとコス

トやアフターサービス・フォローについても

精査を重ね導入を決定しました。

　スマートフォンが普及していますが、パソ

コンやタブレット関係に苦手意識を持つ職員

もいるため、操作方法等について業者のフォ

ローもあり導入研修を実施しました。　　　

　既に導入済みの見守りセンサー等の介護ロ

ボットや福祉機器とＩＣＴを併用することに

より、職員の業務時間削減と業務効率化によ

る職場環境の改善が「働きやすい魅力ある職

場づくり」のための意識の高揚にもつながっ

ています。

●導入した効果
　介護業務の他に各種帳票の記録・作成など

を手書きで行っていた時と比較すると、業務

時間が大幅に削減されています。また、見守

りセンサー、リフター等の介護ロボットや福

祉機器の活用により、巡回や見守り時間の削

減、利用者様の離床状況等のリアルタイムで

の把握が可能になり職員の安心感が得られる

こと、身体的・精神的負担の軽減や業務の効

率アップにも効果がでています。職員の心に

も余裕ができ、研修や人材育成に時間をかけ

ることができるようになりました。

　さらに休暇取得促進や労働時間の縮減、育

児や介護との両立支援等の職場環境の整備と

も併せ、平成30年度中に「いしかわ魅力ある

福祉職場認定制度」の認定申請を行うことも

できました。

　組織の活性化や現任職員が自分の職場に誇

りを持ちモチベーションも向上しています。
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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り組み

●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、24事業所が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

コミュニティ毎に相互の雇用管理改善への取

組みについて情報交換を行うとともに、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。

	 	 事業所①	 通所介護	 8人	 （2人）
	 	 事業所②	 訪問介護	 9人	 （4人）
	 	 事業所③	 介護老人福祉施設	 241人	（199人）
	
A
	 事業所④	 介護老人保健施設	 80人	 （58人）

	 	 事業所⑤	 小規模多機能型居宅介護	 14人	 （9人）
	 	 事業所⑥	 特定施設入所者生活介護	 33人	 （22人）
	 	 事業所⑦	 通所介護	 33人	 （20人）
	 	 事業所⑧	 認知症対応型共同生活介護	 17人	 （11人）
	 	 事業所⑨	 介護老人保健施設	 141人	（119人）
	 	 事業所⑩	 小規模多機能型居宅介護	 35人	 （27人）
	 	 事業所⑪	 小規模多機能型居宅介護	 39人	 （16人）
	
B
	 事業所⑫	 介護老人福祉施設	 57人	 （25人）

	 	 事業所⑬	 通所介護	 8人	 （3人）
	 	 事業所⑭	 通所介護	 39人	 （10人）
	 	 事業所⑮	 訪問介護	 24人	 （8人）
	 	 事業所⑯	 訪問介護	 14人	 （9人）
	 	 事業所⑰	 小規模多機能型居宅介護	 18人	 （8人）
	 	 事業所⑱	 介護老人福祉施設	 88人	 （60人）
	 	 事業所⑲	 通所介護	 58人	 （16人）
	
C
	 事業所⑳	 訪問介護	 65人	 （9人）

	 	 事業所㉑	 通所介護	 5人	 （2人）
	 	 事業所㉒	 訪問介護	 24人	 （3人）
	 	 事業所㉓	 通所介護	 84人	 （51人）
	 	 事業所㉔	 通所介護	 24人	 （9人）

	 区分	 事業所番号	 主たる提供サービス	 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＆DO25」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、

「Ｃ評価・報酬」がやや低い値となっており、

評価制度や賃金制度等の処遇改善に課題がみ

られる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。
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SECTION 2

コミュニティで取組みを行った主な内容

　３つのコミュニティでは、介護事業所が一

番悩んでいる新規人材獲得と職員定着をテー

マに、複数の事業者が集まり雇用管理改善の

取組みについて勉強会と情報交換を行いまし

た。その中の主な取組内容をご紹介します。

「いしかわ魅力ある福祉職場認定制度」の
認定に向けて1

　石川県が平成29年度より実施している「い

しかわ魅力ある福祉職場認定制度」の目的は、

介護・福祉業界の「見える化」を図り、若い

世代の参入促進を図ることと人材確保・定着

に向けた環境整備を進め、業界全体のレベル

アップを図ることです。「新規採用者の育成

体制」「キャリアパスと人材育成」「職場環境」

「地域貢献とコンプライアンス」のカテゴリー

について認定基準を満たすことが必要になり

ます。各法人の規模やサービス種別等は様々

ですが、今後多くの法人が認定を受け石川県

の介護・福祉業界のレベルアップと新規人材

の参入促進に繋げていかなければなりませ

ん。認定制度の周知と個々の法人での取組み

が期待されています。勉強会では専門家（雇

用管理改善サポーター）の支援を受けながら、

平成30年度中に認定申請を行った法人の取

組みも紹介されました。

アピールできる「求人票」の書き方について2

　求職者はどのような「求人票」の内容に関

心を持ち、応募しようと思うのでしょうか。

求人を出しても「応募すらない」という事業

所も見うけられる現状です。また、「求人票」

の記載内容や提出手続き等は担当事務職員任

せで、毎回同じ内容のままの事業所もあるよ

うです。

　採用に結びつく「求人票」の記載項目のポ

イントは、「仕事の内容」「会社の特長」「求人

条件特記事項」「備考」等で、これらの自由記

載欄を求職者が重要視する傾向にあります。

現在公開中の求人票の見直しも含め効果的に

アピールできる「求人票」の書き方について

学びました。
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仕事と家庭の両立支援と助成金の活用について3

　公益財団法人介護労働安定センターが実施

した介護労働実態調査（石川県版）では、“直

前の介護の仕事をやめた理由”の１位が「結

婚・出産・育児のため」となっており、出産・

子育てを迎える職員の定着も人材確保のポイ

ントとなります。

　男性労働者も含め、育児休業を取得しやす

い職場風土づくりや育児休業取得と職場復帰

を円滑に進めるための制度導入などを行う事

業主に対して「両立支援等助成金」の助成が

受けられます。コミュニティの複数の事業所

が、専門家（雇用管理改善サポーター）のア

ドバイスを受けながら「育休復帰支援プラン」

等を作成し、仕事と家庭の両立支援に取り組

みました。

職場のコミュニケーション向上への取組み4

　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。公益財

団法人介護労働安定センターが実施した介護

労働実態調査（全国版）でも、“直前の介護の

仕事をやめた理由”の上位が「職場の人間関

係に問題があったため」となっていることか

ら、「職場でのコミュニケーションの向上」を

図ることをポイントにおいてコミュニティで

意見交換を行ったところ、若い人材の確保が

困難なため職員が高齢化していたり、職員の

世代間ギャップのためコミュニケーションに

課題がみられるケースもありました。

こうした状況を改善するため、次のような取

り組みがあげられました。

1.	定期的な職員ヒアリングの実施

2.	施設長や管理者との定例会議の実施

3.	相談窓口の設置

4.	リーダー研修の実施
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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１〜４をご紹介します。

キャリアパス制度を構築し、
モチベーションのアップを！
事業所概要
地　　域：石川北部

介護サービスの種類：介護老人福祉施設

事業開始：1984年

従業員数：241人（うち正社員数190人）

併設サービス：通所介護　ほか

事例 1

●取組に至る背景
　　介護職員の人材確保が喫緊の課題となっ

ています。職員が納得できるキャリアパス制

度を構築し、モチベーションアップを図りた

いと考えました。

　それにより職員の資質向上につながり、働

きがいのある魅力ある職場を目指そうと考え

ました。
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●取組内容
　人材の確保・育成のためキャリアパスを効

果的に行うため給与等級表の見直しを行い、

職員のモチベーションが高まるように改善し

ました。

　評価基準を作成するにあたり、常に新しい

知識等を得て、質の高いサービスが提供でき

るように試験制度を取り入れることとしまし

た。

　キャリアパスを整備することにより、「い

しかわ魅力ある福祉職場認定制度」の認定申

請を行うことができました。

●取組のポイント
　評価基準の作成にあたり、従来行っていた

作文評価では、評価者の主観が入り正当な評

価が望めないため、簡単な習得度試験を実施

し客観的な評価を行うこととしました。

　それにより、知識が一定レベルに達成した

職員に対して賃金をアップすることで能力向

上の目標となるようにしました。

●取組後の感想
　雇用管理制度（評価・処遇制度）を導入す

る場合「人材確保等支援助成金（雇用管理制

度助成コース）」を申請することとしました。

法定以上の処遇は、職員にとって良い職場と

の評判にもなり、人材確保のうえでも有効な

アピールポイントとなります。職員の求める

ものを掌握し、それに応える姿勢を示すこと

は、職場環境を良好にするうえでとても

有効なものです。

　人材不足の中、職員が高いスキルとそれを

維持することにモチベーションアップが感じ

られました。

　高い意識を持った職場づくりを行うことが

できました。
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コミュニティ参加事業所の取組み

研修制度を整備し、介護職員処遇改善加算の
グレードアップを!
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：2015年

従業員数：39人（うち正社員数：16人）

併設サービス：訪問看護

事例 2

●取組に至る背景
　介護職員処遇改善加算Ⅲを取得していた

が、より良いサービスの提供ができるよう研

修制度の整備と昇給の仕組みを整備し、介護

職員処遇改善加算ⅡさらにⅠを取得すること

で職場環境を整えたいと考えました。
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●取組内容
　キャリアパス要件Ⅱ「資質向上のための計

画を策定して研修の実施又は研修の機会を確

保すること」を満たすための研修計画はこれ

までの研修計画でクリアできるが、職員の職

位が明確ではないので階層別の研修を受ける

ための策定を行いました。

●取組のポイント
　年間研修計画の作成にあたり、以下の点に

注意しました。

・	新人研修やリーダー研修・管理者研修等の

階層別研修を取り入れることで、コミュニ

ケーションの向上を図り、人材の育成を目

指しました。

・	石川県社会福祉協議会等が実施する人材育

成や介護技術に関する講習などの外部講習

も活用し、資質向上を目指しました。

・	公益財団法人介護労働安定センターが実施

する介護人材育成コンサルタント相談や出

前講習を活用し、研修計画の策定や事業所

内で全員参加の研修を行うこととしまし

た。

●取組後の感想
　研修計画は介護技術の向上のみならず、人

材育成に関するものも取り入れ、働きやすい

魅力ある職場づくりが重要との認識を持つこ

とができました。

　今回、「介護の雇用管理改善	CHECK	&	

DO25」のチェックリストを職員全員に行い

ました。今後、課題を把握し新たな目標・実

行計画に沿ってPDCAサイクルで進めてい

きたいと思います。
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コミュニティ参加事業所の取組み

評価・昇給制度を整備し、
パート職員にもやる気を！
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：1993年

従業員数：39人（うち正社員数10人）

併設サービス：訪問介護

事例 3

●取組に至る背景
　介護職員の離職が続き、新たな人材確保が

当事業所の喫緊の課題でした。

　キャリアパス要件を整備し、処遇改善加算

Ⅰを取得することで職場環境を整え、さら

に、現在ある人事評価表等を再構築して、職

員の定着を図りたいと考えていました。
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●取組内容
　施設を良くするためには、処遇改善加算Ⅰ

取得と並行して人事給与制度の改善が必要と

考えられます。

　職能資格等級制度や人事評価表は構築され

ていますが、昇格・昇給のルールが明確では

なく、　雇用管理改善サポーターのアドバイ

スにより、昇給基準、中途入社職員の格付、

新規学卒者に対する考え方、同じ等級内の昇

給について明確にしながら、キャリアパスフ

レームを作成しました。

●取組のポイント
　人事評価の目的は、「公平処遇」と「人材育

成」です。一生懸命頑張っている人もそうで

ない人も給与同じではモチベーションの高い

人はやる気をなくしてしまいます。

　評価基準の作成にあたり、工夫が必要であ

●取組後の感想
　それぞれの施設で抱えている課題に対して

的確な分析を行い適切な対応をしていくこと

が大切と考えられます。

　施設の実態に合わせたキャリアパスの構築

や昇給基準を作成することで職員のモチベー

ションがアップし、質の高いサービス提供に

つながり、職員が安心して働ける職場にすれ

ば定着していくのではないかと思います。

　各等級別の要件を明確にすることで、職員

の定着とモチベーションの維持につながるも

のと考えます。

り、評価者は一人で行うとリスクの偏りが生

じるので複数名で行うこととしました。

　また、等級を上げるにはどうすればいいの

か明確になっていなければ職員が戸惑うの

で、昇格基準を明確にすることとしました。
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コミュニティ参加事業所の取組み

産休・育休後の職場復帰を支援し、
人材の確保を！
事業所概要
地　　域：石川北部

介護サービスの種類：特定施設入所者生活介護

事業開始：2011年

従業員数：33人（うち正社員数　22人）

併設サービス：なし

事例 4

●取組に至る背景
　育児休業の取得を希望する出産予定の女性

職員がおり、この機会に育児休業の社内規則

を整備し、スムーズに職場復帰できるように

して人材の確保につなげたい。

　また、男性職員も育児休業を取得しやすい

職場風土を作りたい。

　併せて「両立支援等助成金」を活用したい。
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●取組内容
　育児休業取得や職場復帰を支援するため、

育休復帰支援プランを作成し、業務の洗い出

しと引き継ぎ表及び産休・育休届管理表の作

成を習慣化することとしました。育休復帰支

援プランの作成を単なる申請書類で終わらせ

ず、以後の育休取得者が出たときにも役立つ

ものにすることが必要です。

　「両立支援等助成金（育児休業等支援コー

ス）、（出生時両立支援コース）」の活用につい

ては、申請にあたり育児・介護休業規則の確

認や一般事業主行動計画の策定など雇用管理

改善サポーターの支援により取り組みまし

た。

●取組のポイント
　産休・育休取得職員が休暇・休業中の期間

に他の職員に負担がかからないよう、代替職

員の確保に配慮しました。要件を満たすこと

により代替要員確保についても助成が受けら

れます。

　これまでいくつかの助成金を積極的に活用

してきましたが、助成金の受給が主たる目的

にならないよう、本来の「働きやすい職場づ

くり」につなげることを心がけました。

●取組後の感想
　職場環境において法定以上の処遇は、職員

にとって「働きやすい職場」となり、人材確

保のうえでも有効なアピールポイントとなり

ます。また、長く働こうというモチベーショ

ン向上にもつながっています。

　特に若年者の新規人材獲得が困難な現状で

は職員も高齢化しています。職員の「働きが

い」や「働きやすさ」を把握し、少しでもそれ

に応えていくことが、職員の定着には欠かせ

ないと感じました。

　仕事と家庭の両立支援を事業所側から発信

していくことが大切です。
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雇用管理改善企画委員会　委員
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

津 田  泰 史	 公益財団法人介護労働安定センター　石川支部長

平成30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
 TEL０７６－２６０－１５６１   FAX０７６－２６０－１５６２

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30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、介護ロボットやＩＣＴ等の活用を含めた先進モデルの調査
及び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、経験交流会を開催することにより、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。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、セミ
ナー（経験交流会）での取組み事例についてご紹介いただいた講師の皆様と石川労働局職業安定部
職業対策課のご担当者様、支援ツールとなる「ＣＨＥＣＫ＆ＤＯ２５」の周知にご協力いただいた
関係機関のご担当者様に、心より感謝申し上げます。

平成31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






	雇用管理改善の取り組み　30年度　表紙.pdf
	雇用管理改善の取り組み　30年度　表2.pdf
	雇用管理改善の取り組み　30年度.pdf
	雇用管理改善の取り組み　30年度　表3.pdf
	雇用管理改善の取り組み　30年度　裏表紙.pdf

