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　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が見える形と

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にお問い合わせください。

■介護労働者の職業能力開発・雇用管理改善の支援
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◎職場改善好事例集

◎介護事業所のためのマニュアル
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　・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
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■労働相談
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■介護現場におけるハラスメント対策
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◎介護現場におけるハラスメント対策　◎研修の手引き

■介護分野における生産性向上
厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html

◎ガイドライン
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はじめに

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２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65.3% 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、岩手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、勉強会などを通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

岩手支部長　富永　英樹

※１　介護労働安定センター　令和元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

　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、令和元年度において訪問

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、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65.3％に上っ

ており、依然として高い水準にあります。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55.7％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90.0％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57.9％と最も高く、

次いで「他産業に比べて、労働条件等が良くない」が52.0％、「景気が良いため、介護業界へ人

材が集まらない」が40.9％となっています。

111111

55

60

65

70

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

不足感（「大いに不足」＋「不足」＋「やや不足」）

65.3

56.5

59.3
61.3

62.6 66.6 67.2

【図表１】不足感の推移

（％）

同業他社との人材獲得競争が厳しい

他産業に比べて、労働条件等が良くない

景気が良いため、介護業界へ人材が集まらない

その他

57.9

52.0

40.9

16.9

3.9

0.5

わからない

無回答

【図表２】採用が困難な理由
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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12.4％で全体の１割を超え、60歳以上65歳未満と合わせ

ると22.4％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
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

無回答

20歳未満，0.3

65歳以上70歳未満

70歳以上

20歳以上25歳未満，2.5
25歳以上30歳未満，4.8

30歳以上35歳未満，7.0

35歳以上40歳未満，9.3

40歳以上45歳未満，12.040歳以上45歳未満，12.0

45歳以上50歳未満，
12.1

50歳以上55歳未満，
11.6

55歳以上60歳未満，
11.4

60歳以上65歳未満，
10.0

60歳以上65歳未満，
10.0

65歳以上70歳未満，
7.4

65歳以上70歳未満，
7.4

70歳以上，5.0
無回答，
6.6

04



介護労働の現状

【図表４】60歳以上の介護労働者の推移

10

15

20

25
（％）

H27 H28 H29 H30 R元

18.9
19.9

20.9
21.6

22.4

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　令和元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　令和元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」（本文３ページ〜５ページ）
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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

　岩手労働局委託事業「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 ＆ ACTION 25」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 ＆ ACTION 25」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

A
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

B

C D

E

　このレーダーチャートは、「Ｄ 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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雇用管理改善チェックリスト

介護の雇用管理改善CHECK&ACTION 25
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

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

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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（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通して、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。

岩手県では、15の事業所が５事業所づつに分かれ、３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。

【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（うち正社員数）

A

事業所① 特別養護 68人（43人）

事業所② 特別養護 80人（65人）

事業所③ ショートステイ 25人（20人）

事業所④ 居宅介護 48人（30人）

事業所⑤ グループホーム 18人（10人）

B

事業所⑥ 複合型福祉施設 28人（11人）

事業所⑦ 小規模多機能型居宅介護 20人（15人）

事業所⑧ デイサービス 14人（　4人）

事業所⑨ デイサービス 11人（　3人）

事業所⑩ グループホーム 18人（14人）

C

事業所⑪ 指定通所介護 9人（　8人）

事業所⑫ グループホーム 18人（　7人）

事業所⑬ 特別養護 93人（46人）

事業所⑭ 特別養護 112人（75人）

事業所⑮ グループホーム 16人（14人）
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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

（３）地域ネットワーク・コミュニティ取り組みの効果

　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行い、雇用管理
改善に取り組みましたが、その中の主な取組内容をご紹介します。

  テーマ①　「パワーハラスメントとは何か」

最近の民事上の個別労働紛争で一番件数が多いのがいじめ・嫌がらせであり、パワハラは今や
社会問題になっているといっても過言ではありません。

令和２年６月には、パワハラ防止法が公布され、職場におけるパワーハラスメント防止のために、
雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。

そこで、コミュニティＡでは、パワーハラスメントを理解するために、パワハラの定義や相談
事例、統計データを紹介しながら、パワハラと業務指導の境目の考え方やパワハラ事案への対処
方法などについて勉強会を実施しました。

また、参加事業所において、これまであったパワハラ事例や類似事案についても発言し合い、
サポーターの解説を交えて積極的な意見交換を行いました。

  テーマ②　「就業規則と法令・労働契約」

平成20年３月１日に労働契約法が施行され、それまで多発していた解雇、雇止め等の労働契約
上の諸問題と労働契約の基本ルールについて、わかりやすい形で明らかにされ、現在に至ってい
ます。

一方、令和元年４月１日からは、働き方改革関連法が順次改正され、令和２年４月１日からは
時間外労働の上限規制が中小企業を対象として施行されました。

そこで、コミュニティＡでは、労働契約の基本ルールを確認し、法令と就業規則との関係、自
事業所の就業規則の内容について再認識するため、実務上トラブルが発生しやすい事項を中心に

「就業規則と法令・労働契約について」というテーマで勉強会を実施し、参加事業所が抱えている
雇用管理上の問題について、サポーターを交えて活発に意見交換を行いました。

  テーマ①　「パワーハラスメントとは何か」

  テーマ②　「就業規則と法令・労働契約」
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  テーマ③　「職員にどこまでの経営情報を共有化させるのか？」

このテーマを設定したきっかけは、サポーターがコミュニティーメンバーを巡回面談している
際に、各施設で経営情報の共有化に関して、様々な考え方があることに気づいたことから、これ
を題材にした情報共有をしてみると有効と感じたからでした。

そこで、最初に交流会の中で、一般職員の方が経営情報に対して「他人事」ではなく、「我が事」
として捉えて、人生の一時期に時間と体力と熱意を注力する場を充実させる為、及び勤務先の目的・
目標と勤務者の人生目的との一致点（お互いのメリット）を見いだす為に、サポーターが事業計画・
業績の共有化で接点づくりをすることを勧めました。もし職員から「私は介護の仕事をしに来た
ので、業績管理は幹部の仕事です」と言われた場合、「介護の仕事をボランティアでやるわけでは
ない」、「勤務先の経費を一番使って
いるのは、経営者ではなく一般職員
なので、業績管理に関わらざるを得
ない」ということで納得していただ
くことの助言がありました。

この後、この内容を元に情報交換
を行ったところ各施設の皆様より
色々な考え方や取り組みが紹介され
ました。

各施設では、「社長どまり」、「管
理者まで開示」、「一般従業員にまで
開示」のいづれかを採用していて、
特にどこかに偏る傾向はありません
でした。

中にはアメーバ手法を導入して、各アメーバグループの中で情報共有を進めているという施設
もありました。アメーバ手法とは、京セラの稲森名誉会長が作りだした小グルーブ活動で、JAL
再建時にも活用された手法です。

再建活動を通じて、JALのアメーバメンバーは自分たちの活動の成果が全社業績に表れるよう
になったかを確認するようになったと言われています。

業績意識の高揚については、「まだ高揚に迄は至っていない」、「売上より、経費削減に注力して
もらっている」といったところもあれば、逆に「経費は社長が管理するので、利用者の方にいか
に楽しんでいただき売上につなげるかを注力してもらっている」という事業所もありました。

  テーマ③　「職員にどこまでの経営情報を共有化させるのか？」
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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

  テーマ④　「事業承継で考えていること（30年後の我が社・施設、介護業界）」

サポーターがコミュニティーメンバーを巡回面談している中で、「面談で対応いただいている

方々は介護事業の推進管理をしっかりとやりこなしているが、やがてこの皆様が引退されたらど

うなるのだろうか？」という思いが募っていたそうです。そこで、コミュニティメンバーの皆様

が事業承継を考えざるを得なくなる30年後には、我が社・施設やひいては介護業界がどうなって

いるかを考えていただくきっかけづくりとして、交流会のテーマとしました。

まずは、交流会の中で、博報堂生活総合研究所様の未来年表より　今から30年後の2050年に

はどんなことが起きると予想されているかをメンバーの皆様に見てもらいました。その上で、30

年後の自施設の介護事業を予想してみていただきました。

この後、意見交換を行ったところ、出席者の皆様より色々な考え方が紹介されました。まず、

各機関の将来予測をきっかけにして、女性の地位向上や有効活用がもっと進む世の中になってほ

しいと切望する意見が提示されました。次に、30年後の候補者が予測できる事業所がメンバーの

中で２事業所もありました。更に、介護保険制度やそれに伴う規制がなくなると、その時点でニー

ズのある他の収益事業をやっていく必要があるという意見をいただきました。

各機関から発表される将来予測事項がその通りになるとは限りませんが、目前の事業運営だけ

でなく30年後に向けて今から打つべき手を考えるきっかけとしていただくことができました。

また、障がい者施設でも商品づくりや飲食等の収益事業をしており、参考にできる部分があり

そうです。

  テーマ④　「事業承継で考えていること（30年後の我が社・施設、介護業界）」
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  テーマ⑤　「同一労働同一賃金に向けて」

令和３年４月から同一労働同一賃金が中小企業でも始まります。介護業界においては、「正規労

働者であっても非正規労働者であっても利用者様の介護を行うという意味で、業務は同じである

から、給与額に差があるのはやはり同一労働同一賃金に反するのではないか」という声があります。

そこで、同一労働同一賃金とは何か、様々な給与形態がある中で、どのようなものに差をつける

のは合理的ではないのか？どこにどのような差があると同一労働ではなくなるのか？など事例を

あげながらサポーターに解説していただきました。

小規模の事業所においては、正規、非正規問わず全員が同じ業務内容をこなさなければならな

いお話しがあり、反面一定程度職員が充足している事業所においては、正規と非正規の行う業務

内容に相当程度の差があることがわかりました。ただし、業務内容に相当程度の差があったとし

ても、厚生労働省で発出しているガイドラインにより「同一の支給を行わなければならない」と

されている手当がありますので、それらの手当を非正規労働者に支給すると増加となる人件費を

どのように捻出していったら良いのかを検討していただく必要があると考えています。

  テーマ⑤　「同一労働同一賃金に向けて」
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取り組み事例紹介

3333333

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、中小企業診断士が
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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事例 1

同一労働・同一賃金への取り組み

 

地域：盛岡市

介護サービスの種類：特別養護老人ホーム

事業開始年月：平成15年４月

従業員数：80人（うち正社員数：65人）

併設サービス：通所介護、短期入所

雇用管理　自己診断結果

A
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

B

C D

E

取り組みに至る背景

当施設の人事制度には、正職員、準職員、

契約職員、嘱託職員、パート職員という５つ

の処遇区分があります。

パートタイム・有期雇用労働法が、令和３

年４月１日に中小企業を対象に施行されます

が、法施行日までに、待遇差の是正・縮小と

待遇差について説明を求められた場合に説明

ができるように、早急に対策をしておく必要

がありました。

事業所概要

各事業所の取り組み内容
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各事業所の取り組み内容

取り組み内容

　経験豊かな講師である特定社会労務士の指導の下、初めに現在の処遇内容を確認するた
めに、正職員、準職員、契約職員、嘱託職員、パート職員という処遇区分ごとに「職務内
容」「人事異動の有無」「時間外勤務の有無」「賃金項目ごとの支給要件・支給額」「賃金決
定基準」を整理した一覧表を作成し、内容の比較検討を行いました。
　その結果、正社員の基本給が他の処遇区分職員の基本給より高く、また、正社員には諸
手当、賞与、退職金等が支給されるが、他の処遇区分職員には支給しないか、或いは支給
額が少ないという特徴が見られることが判明しました。
そこで、準職員、契約職員、嘱託職員には、諸手当を正職員と同様に支給することとし、
賞与についても金額差はあるものの支給することとしました。
　また、併せて、正職員、準職員、契約職員、嘱託職員、パート職員から、同一労働、同
一賃金への取り組みについて説明を求められた場合に説明ができるように、事前に説明内
容について確認し取りまとめておくこととしました。

取り組みのポイント

正職員、準職員、契約職員、嘱託職員、パート職員という処遇区分ごとに、それぞれ個
人別の処遇実態がわかるように待遇一覧表を作成したことで、横断的な比較検討が容易に
なり、適切な対策を施すことができました。

処遇格差がある項目については、是正できるものは是正することとし、是正できないも
のについては、正職員、準職員、契約職員、嘱託職員、パート職員が納得できるようにあ
らかじめ説明内容を取りまとめておくことで、説明を求められた場合にも落ち着いて対処
することができるようになりました。

取り組み後の感想

事業所が、いつからパートタイム・有期雇用労働法の対象になるのかが事前に判明して
いたため、法施行日までに余裕をもって必要な準備をすることができました。

また、是正できる項目については是正することとしたため、是正できない項目が絞り込
まれた結果、説明内容を取りまとめるための検討時間が短縮されました。

今後、正職員、準職員、契約職員、嘱託職員、パート職員の処遇に対する納得性が高まり、
さらに就業意欲が高まることが期待できそうです。

併せて講師に定年延長や年次有給休暇の一斉付与などに関する相談を行い適切なアドバ
イスを頂き、さらに職員が安心して就業できる環境を整えることができたのではないかと
思っています。
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事例 2

処遇改善加算Ⅰの取得で待遇改善アップを！

 

地域：盛岡市

介護サービスの種類：グループホーム

事業開始年月：平成23年４月

従業員数：16人（うち正社員数：14人）

併設サービス：なし

雇用管理　自己診断結果

A
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

B

C D

E

取り組みに至る背景

これまでは、処遇改善加算Ⅱを取得しており、処遇改善加算のⅠを取得するために何を
しなければならないのか全く理解できていませんでした。従業員の処遇改善を図るべくⅠ
を取得するとともに、従業員を採用する際のノウハウも指導していただきたいという観点
から取組みを行うこととなりました。

取り組み内容

加算Ⅰの算定には、職位、職責又は職務内容に応じた任用要件
とその賃金体系（いわゆるキャリアパス）の書面による整備が必
要になります。

今までは職位、職責又は職務内容に応じた賃金体系は定めてお
らず、キャリアアップするための条件も明確ではなかったのが実
情です。

そこで、事業所で必要な職位、職務内容を検討していただき、
そこからキャリアアップするための条件を皆さんで考えていただ
くこととしました。

その結果、職位、職責ごとの賃金表を作成することができ、経
験年数、能力に基づくキャリアアップのイメージ像も描けること
となりました。

事業所概要
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各事業所の取り組み内容

取り組みのポイント

資格別に業務内容を洗い出し、その業務内容に必要な能力も併せて考えていただいた結

果、給与表を完成させることができました。

この給与表を基に、昇給制度とすることとし、キャリアパスを整備することで加算の要

件を満たすこととしました。

取り組み後の感想

　取組を通じて、従業員一人一人に求められる役割、責任、能力を明確にすることができ

ました。この給与表を全従業員に見える化することによって、どんな能力が備われば更な

るキャリアアップができるのかを把握してもらうことが容易となり、皆さんのモチベーショ

ンアップにもつながると考えています。

　また、正規従業員の採用を検討していましたが、人手不足の中で苦戦しておりました。

ヒントとして、パートの活用や、事業所間のヘルプの体制を構築することを提案していた

だきましたので、検討したいと思っています。
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事例 ３

障害共生型サービスへの重点移行を目指して

 

地域：滝沢市

介護サービスの種類：複合型福祉施設

事業開始年月：平成28年４月

従業員数：28人（うち正社員数：11人）

併設サービス：なし

雇用管理　自己診断結果

A
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

B

C D

E

取り組みに至る背景

当施設は、小規模多機能型居宅介護、サービス付き高齢者住宅、住宅型有料老人ホーム、
訪問介護サービス、介護・福祉タクシーといった複合型介護サービスを提供しています。

何故このような形態を採用したかというと、「一つの施設で『通い』・『泊り』・『訪問』そ
の他の機能を兼ね備えて、利用者の皆様が可能な限り自立した日常生活を送ることができ
るようにしたい」という方針を持っていたからです。

当施設の職員として求められる職能は、ありとあらゆる総合的な介護サービスの提供能
力が求められることになります。

取り組み内容

当事業所職員の定着率が比較的良好ということもあって、
平均年齢が50代半ばを上回るようになってきました。そう
すると、夜勤の対応を重荷に感じる職員が増えてきました。
そこで代表としては、何とか夜勤の負担を減らす方法はな
いかと検討を迫られることになりました。

夜勤を負担と感じない若年層職員のみで夜勤対応しよう
としても限界があります。まして、職員を若年者中心に切り替えることも現実ではありま
せん。そうなると、夜勤の発生しない事業を取り込むしかありません。

そこで代表が目を付けたのが「共生型サービス」でした。「共生型サービス」とは、同一
事業所で一体的に介護保険と障がい福祉のサービスを提供する取組みのことを言います。
つまり、高齢者の方と障がいをもつ方々に介護・福祉のサービスを提供するということで
す。障がい者の皆様に日中に限った福祉サービスを提供すれば、その部分については夜勤
は発生しないというわけです。

事業所概要
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各事業所の取り組み内容

取り組みのポイント

このような経緯を受けて、次の取り組み展
開をしています。
①　障がい福祉サービスの範囲設定

高齢者の方々と一緒に、創作活動、畑作業、
地域共生活動、自由活動等をしていただいた
り、食事やお茶のみの時間を共有してもらう
といったように、最初からハードルを上げる
のではなく、これまで培った介護サービスのノウハウを活用して無理なく運営してまいり
たいと思います。

障がい者のご家族の方にも介護サービスを提供することができますので、日中ともにお
過ごしすることもできますし、障がい者の方に介護サービスの業務についていただくこと
も視野に入れています。ご家族の方からは障がい者の雇用先を斡旋してほしいといったご
要望が出て来る可能性がありますが、当初は就労支援までは取り込まずに運営してまいり
ます。
②　障がい福祉サービスの組織設定

障がい福祉サービスの部門を法人として独立させることも検討しましたが、いきなり独
立させると負担が大きいということと、当施設の培ってきた信用の元に新サービスを提供
したいという想いから、当初は当施設の一部門として運営していくこととしました。

幸いにして、当施設内に障がい者福祉を経験した職員がいましたので、この職員を中心
とした運営が可能と考えています。
③　職員への協力依頼

当初は代表が事業構想を練っておりましたが、ある程度煮詰めた後に、職員全員へ書面と
口頭で共生型サービスへの協力依頼を実施しました。この機会に、共生サービスを順調に進
めていくだけでなく、既存のサービスの中で課題や問題と考えていた内容について、意見・
アイデア募集をしました。職員各位が熱心に意見・アイデアを提示してくれたので、これを
分類・整理して模造紙に貼り付け、優先順位の高いものから取り組み始めております。

取り組み後の感想

この取組みはまだまだ推進の途上であり、大きな

成果が出ているわけではありません。

しかし、今回の取組みをきっかけにして、代表が

どうやって職員の高齢化対応をしようとしている

かを職員に理解していただくことができただけでな

く、個々の職員が新規取組みや既存の業務について

何を想っているかについて開示し合うことができた

のは大変有意義でした。

地域の高齢の皆様だけでなく、障がい者の皆様に

もサービスを提供することによって、利用者の皆様

の生活の質向上に寄与してまいりたいと思います。
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事例 ４

職員の使命感を増幅させるリーダシップスタイルの確立

 

地域：盛岡市

介護サービスの種類：デイサービス

事業開始年月：平成24年６月

従業員数：14人（うち正社員数：４人）

併設サービス：サービス付き高齢者向け住宅

雇用管理　自己診断結果

A
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

B

C D

E

取り組みに至る背景

当施設は、レクレーションプログラム提供サービスを日替わりで提供することを特色と
したデイサービス事業を実施しています。レクレーションの内容としては、手芸、陶芸、
機能訓練、絵画、書道、ヨガ、クラフト、うた、折り紙と多彩な内容になっており、これ
らのプログラムを月曜日から土曜日までの午前と午後に分けて日替わりで提供しています。

何故このようなことを実施しているかというと、施設代表の考え方として「うちの施設
を地域活動センターや公民館のような雰囲気にして、お年寄りに気軽に集まっていただけ
るようにしたい」という方針を持っていたためです。

当施設は、サービス付き高齢者向け住宅を併設していますので、当施設の職員として求
められる職能は、介護、入浴、食事補助にとどまらず、レクリエーションの推進という能
力が求められることになりました。

取り組み内容

当初は、職員のみでレクリエーションの企画をし、全プログラムにおいて自らが講師と
して運営をすることを目指しましたが、やはり限界があることに気づき、途中からは一部
の講座を除いて外部講師を依頼するようにしました。自ら講師を担当できない職員には、
講師としての技術や技能を磨くよりも、講師の補助役であったり、講座受講中の利用者様
を支援する側にまわっていただくことにしたのです。

こういう運用にしてから、数年が経過した後、職員の中に「もっと介護だけに特化して、
自分の技術や技能を磨きたい」と申し出て来る方が出てまいりました。「お年寄りのお世話
をすることだけが介護の仕事なのではないですか？」という主張をされ、施設代表として
は更に一工夫をしなければならないと考えるに至りました。

事業所概要
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各事業所の取り組み内容

取り組みのポイント

上記の経緯を受けて、下記のような取り組み展開をしています。
①　使命感の明確化

介護サービスの提供に対して、利用者様から「ありがとう」と言われると、とてもやり
がいを感じるものです。しかし、それ以外にもレクレーションサービスの提供に対して「面
白かったよ」とか「楽しかった」と言われることも、利用者様の満足を充足させている点
では変わりはないと思われます。いづれの形であっても利用者様に心から喜んでいただく
ことが私たちの使命であることを、ミーテイングの場や個別面談の場で言葉を変え繰り返
し再確認して、職員一人一人に浸透させていくようにしています。
②　代表と職員の役割分担の設定

当施設では、職員に収入増加の役割を担ってもらい、代表が経費削減推進の役割を担う
という、一風変わった役割分担を推進しています。職員には、当施設のチラシをポスティ
ングしてもらったり、レクや介護サービスの提供を通じた利用者満足度向上の取組みをし
てもらうことにより、リピート利用者の増加や新規利用者の増加に寄与してもらっていま
す。言わばお客様と直接触れ合う人が営業マンや営業ウーマンでもあるという考え方です。
一方で、代表が経費削減管理に長けているだけでなく、代表として、経費削減をして利益
を増大させる着眼点を沢山見出して職員各位の協力を得るのが経営者としての役割である
と捉えています。

この様な役割分担設定により、介護施設の提供するレクサービスの大切さを認識しても
らいたいと思っています。
③　経営上層部内の役割分担の設定

当施設では、代表と管理者との意見や考え方の食い違いが起こることがしばしばありま
す。ところが、双方で食い違い発生をおそれず意見をぶつけ合うことで、双方に足りない
点が何なのかを気づき合い、どうやって補完し合うかという関係を築いている最中です。
管理者が無条件に代表の言いなりになったり、言いたいことも言えない職場では、職員に
とって風通しの良い職場環境とは言えず、職員のやりがいを阻害してしまいかねません。

取り組み後の感想

　上記の取組みはまだまだ推進の途上であり、完全
に定着したわけでも、大きな成果が出ているわけで
はありません。
　最終的に実現したいのは、「地域活動センターや
公民館のような雰囲気にして、お年寄りに気軽に集
まっていただき喜んでいただきたい」ということな
ので、この様なありたい姿に賛同し、そしてその中
に使命感ややりがいを感じられる職員を育てていけ
るような職場環境をこれからも整備していきたいと
思います。
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（委員長）岩手県介護福祉士会　会長 長谷川　一　彦
（委　員）岩手県保健福祉部　長寿社会課　介護福祉担当課長 新　田　富士男
（委　員）人事マネジメント永山事務所　代表 永　山　智　照
（委　員）（公財）介護労働安定センター　岩手支部長 富　永　英　樹
（委　員）岩手労働局職業安定部　職業安定課（オブザーバー） 小野寺　　　豊

あとがき
介護労働安定センター岩手支部は、介護労働者に対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、令和２年４月に岩手労働局の委託事
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
業界の「魅力ある職場」づくりのため、雇用管理改善の推進による介護人材の確保など
を目的に支援させていただきました。

本事業においては、事業主が自ら職場を診断できる「介護の雇用管理改善ＣＨＥＣＫ
＆ＤＯ25」を活用し、雇用管理上の課題を明確に捉え、介護事業所における雇用改善の
取り組みを実施しました。

高齢化の急速な進展に伴い、介護サービスを支える人材の確保は喫緊の課題とされて
おります。介護事業所を取り巻く環境も大きく変化しており、本事業の取組みから共通
して見えてくることは、職員一人ひとりに向き合った育成と職員の離職防止を図る日頃
からのコミュニケーションの重要性です。

本書を通じて、課題改善への参考としてお役に立てていただければ幸いです。
最後になりましたが、今年度は新型コロナウイルス感染症対策を講じながらの活動と

なり、未曽有の厳しい環境の中でも、本事業の実施にあたり多大なご協力を頂いた雇用
管理改善企画委員会の皆様、雇用管理改善サポーター、ご参加いただいた事業所関係者
の皆様に厚く御礼を申し上げます。

今後も引き続き雇用管理改善はもとより、介護事業の充実・発展に尽力して参ります
ので、今後とも皆様方の一層のご協力、ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げ
ます。

公益財団法人　介護労働安定センター
岩手支部長　富永　英樹

令和２年度 岩手労働局委託事業
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　岩手支部
〒020-0871　岩手県盛岡市中ノ橋通1-4-22　中ノ橋106ビル4階

TEL 019－652－9036 　FAX 019－652－9037

雇用管理改善企画委員会　委員
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厚生労働省　令和２年度雇用管理改善支援

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が見える形と

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にお問い合わせください。

■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）

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

◎労働基準監督署の案内

■介護現場におけるハラスメント対策
厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html

◎介護現場におけるハラスメント対策　◎研修の手引き

■介護分野における生産性向上
厚生労働省　https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-seisansei.html

◎ガイドライン

■高齢者雇用・障害者雇用の支援
独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構　https://www.jeed.or.jp/

◎事業主の方へ　　◎助成金

巻末資料

雇用管理改善に関する参考資料・HPご案内
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令和2年度 岩手労働局委託事業
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

令和2年度 岩手労働局委託事業

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 岩手支部

公益財団法人 介護労働安定センター
 岩手支部

介護事業所の「魅力ある職場づくり」のための

雇用管理改善への取り組み


