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CHECK&ACTION 25

　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、お

近くの介護労働安定センター鹿児島支部にお問い合わせください。



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、鹿児島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（鹿児島県）」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、勉強会などをとお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

鹿児島支部長　前田 和朗

※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

（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。

11
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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※3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
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【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」
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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

　鹿児島労働局委託事業「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（鹿児島県）」

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、「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。

22
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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 自主性を尊重し、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。
　鹿児島県では、11の事業所が5～6事業所に分かれ、2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。

（３）地域ネットワーク・コミュニティ取り組みの効果

　2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
改善に取り組みましたが、その中の主な取り組みをご紹介します。

①介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得について
　 　令和元年10月から新たに「特定処遇改善加算」の算定も開始され、今後取得を目指してい

く意義と継続していくための課題等について、コミュニティで意見交換を行いました。
②人材確保等支援助成金の活用について
　 　雇用管理改善の取り組みを図るときに、助成金を活用することで、経営的負担を軽減しな

がら取り組むことができます。助成金を上手に活用して雇用管理改善に取り組んだ事例を専
門家から受けながら、グループワークを通して申請方法や活用方法等について学びました。
③助成金を活用した人材育成制度の構築について
　 　事業所同士でグループワークを行ったところ、職員の技能や立場に沿ったカリキュラムで

研修が行えていないことが多いことが分かりました。助成金の活用方法について専門家から
説明が行われ、事業所の状況にあった人材育成制度の構築に取り組みました。
④職場のコミュニケーションの向上への取り組み
　 　事業所同士でグループワークを行ったところ、職員の離職要因として、職場の人間関係以

外にも、職場の悩みを１人で抱え込んでしまい、精神的に追い詰められてしまうケースや職
員の私生活での悩みで離職してしまう意見がありました。こうした状況を改善するために、「定
期的な職員へのヒアリング、相談窓口の設置、リーダー研修の実施、管理職と施設長との定
期的な面談」が出されました。
⑤新型コロナウイルス感染症への対応について
　 　感染症の利用者等への対応により、一時的に人員基準を満たすことができない等も想定さ

れます。その場合、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについて柔軟な取り扱い
を可能としているため、行政団体からの通知文書を確認するように説明しました。また、コ
ロナ禍の状況の中での、介護職員の心や身体の健康・職場環境について意見交換を行いました。
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取り組み事例紹介
33

雇用管理改善推進事業の取組み雇用管理改善推進事業の取組み
事例１	 コロナ禍における介護支援のあり方と働きがいのある職場環境作り
事例２	 コロナ禍における地域ネットワーク

各事業所の取り組み内容各事業所の取り組み内容
雇用管理改善サポーターによる相談支援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等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。

事例１	 オンライン研修の実施について（ZOOMの活用事例）
事例２	 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ取得による魅力ある人事制度の構築
事例３	 ボトムアップによる職員参加型の職場を目指して
事例４	 人材確保の前提となる「業務の棚卸し」で、仕事のスリム化推進！
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事例 
コロナ禍における介護支援のあり方と

働きがいのある職場環境作り

取り組みに至る背景

　日本で介護保険制度が導入されて20年を迎えました。制度改正の変遷を経て、自立支援

や本人によるサービスの選択など、政策の調整がされてきました。一方で、財源問題や利

用者の負担増など制度の持続可能性も問われています。また、新型コロナウイルス感染症

はいまだに収束の気配がなく、私たちの暮らしや医療・介護に大きな影響を及ぼし始めま

した。

そのような中で、介護人材不足の中で働きやすい職場環境や雇用管理のあり方も問われ

ています。様々な課題を抱えながら「コロナ禍における本人主体の介護支援のあり方」に

ついて考える機会を作りました。

取り組み内容

　10月から12月にかけて、鹿児島市、霧島市、鹿屋市の3会場においてそれぞれセミナー

を開催しました。セミナーは以下のように３部構成となっています。

第１部　講演　介護の誕生から現在に至るまで（各会場共通）

基調講演

・介護は新型コロナウイルス感染症にどう向かい合い

利用者を守るべきか

～これからの新しい介護の形～（鹿児島・霧島）

・カイゴとコロナの新しいカタチ

～向き合い方、守り方について～（鹿屋）

（各会場　医師による講演）

雇用管理改善推進事業の取組み雇用管理改善推進事業の取組み

11
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第２部　介護に関わる僕らの今とこれから（現場スタッフの声）

第３部　シンポジウム

LIFE IS ONESELF～人生は自分自身のもの～（各会場共通）

取り組みのポイント

私たちが最もこのセミナーで伝えた

かったことは、「どんな状況にあっても自

分の人生は自分のものである」というシ

ンプルなメッセージです。例えば、身体

拘束や虐待などを受けては自分の人生を

生きているとは言えません。そういう行

為は利用者もスタッフ自身も傷つけてい

ます。介護する私たちが自分自身を大切

にするということも人材育成の上では重

要なポイントになります。

各会場での実践報告では、コロナ禍に

おいてもオンラインを使った新しい家族

や地域とのコミュニケーションの形や、

高齢者が積み木を作り地元の保育園に寄

贈するなど様々な実践が報告されました。

取り組み後の感想

多くのアンケートに、「介護の原点を思い出した」という感想が聞かれました。介護人材

が育つ土壌として利用者の声に耳を傾けるという介護の基本理念が大切だと思います。そ

の人の幸せな人生を支援するケアを提供できる環境が働きやすい職場環境のスタートだと

思います。そして、見わたせば地域にたくさんの仲間がいることが確認できたことは大き

な成果だと感じました。
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事例 

コロナ禍における地域ネットワーク

取り組みに至る背景

　新型コロナウィルス感染が全国、全世界で拡大し医療・介護現場では常に不安感と恐怖

感を抱えています。高齢者は特に様々な疾患を有し、世界的データからも重症化、更には

死亡する確率が高いと言われているからです。手洗い・アルコール消毒・マスク着用・換

気・密集しない等々、介護事業所では日々どの事業所においても感染予防対策に取り組ん

でいます。また、更に介護事業所スタッフは、「持ち込まない」「拡げない」「持ち出さな

い」を心がけ、仕事以外のプライベートな生活においても慎重に行動しています。しかし、

これをしておけば完璧とか、絶対なんて感染予防対策はありません。このような状況の中、

同じ市内の地域ネットワークである霧島市地域密着型サービス事業者連合会において共に

学び合い、いざとなったら助け合える仕組み作りに取り組みました。

取り組み内容

今回、私たちの連合会で取り組んだのは

①感染予防事業所応援プロジェクト

②介護サービス応援職員派遣

の2つです。

①感染予防事業所応援プロジェクト

この取組みは、連合会の会員事業所に所属

する看護師が2～3人で1チームとなり、感染

予防の勉強会をしたいと要望のあった事業所

に伺います。そして、そこの事業所のスタッ

フさんと共にコロナウィルスに関する基本的

知識・基本的手洗い、消毒・個人防護具(PPE)

の着脱等を学びます。

このプロジェクトの目的は一つの事業所・スタッフのみで不安を抱え込まない。万が一、

市内の事業所でスタッフ又はご利用者の陽性者が発生しても地域の事業所で理解し合い、

ご利用者・スタッフをサポートする風土づくりです。

22
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②介護サービス応援職員派遣

これは、霧島市内の介護事業所に

おいて陽性者が発生し、スタッフも

陽性又は濃厚接触者となりスタッフ

不足が生じた場合に事前に登録した

介護職員を派遣する仕組みです。令

和3年1月10日現在で実際の派遣実

績はありません。現在は、いつでも

稼働できるように毎月1回の研修会を

行い準備をしています。しかし、こ

の仕組みについては、いざという時

の備えであり、とても重要な仕組み

ではありますが、正直、実働されな

いことを祈る仕組みでもあります。

取り組みの振り返り

「何かあってからネットワークを作ることはできない」

日本ではここ数年、津波・地震・水害等の自然災害も続いています。そして、今回の新

型コロナウィルスの感染。あらゆる備えをしていても、突如訪れるこのような災害から完

全に防御しきれるものではありません。また、誰もが、そしてどの事業所であっても被災

者或いは感染しうるということは忘れてはなりません。私達、介護事業所の使命は沢山あ

ると思いますが、まずは何よりも目の前の高齢者の安心、安全を提供することです。しかし、

災害等の場合、一法人一事業所でその有事を乗り越えることはとても大変です。そんな時は、

周囲の仲間達の力を借りて良いんじゃないかと思います。いえ、借りるべきだと思います。

だからこそ、日頃からの顔の見える関係づくり、信頼できる地域ネットワークの仲間作り

が必要だと感じます。
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事例 
オンライン研修の実施について（ZOOMの活用事例）

 

地域：鹿屋市

介護サービスの種類：①有料老人ホーム②③④認知症対応型共同生活介護⑤障害児童支援

事業開始年月：①平成25年10月②平成17年10月③平成14年3月

④平成19年8月 ⑤平成31年4月

従業員数：①8人（うち正社員数：7人）②21人（うち正社員：12人）

③15人（うち正社員数：11人）④10人（うち正社員数：7人）

⑤7人（うち正社員：6人）

取り組みに至る背景

令和２年２月以降の新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、個別訪問はもちろん、研修

会場に集まって集団で受講する形式も、感染症予防の観点から参加を見送る事業所も増加

していました。一方で、働き方改革関連法の

順次施行を受け、パートタイム・有期雇用労

働法を中心とした「同一労働同一賃金」や、

労働時間の適正把握義務の履行など、介護事

業所を取り巻く労働法令の改正を十分に理解

することが求められます。

このような状況下で、感染拡大防止と情報

共有を両立することができるツールとして、

ZOOMを用いた研修会を企画し、その運用

に取り組みました。

事業所概要

各事業所の取り組み内容各事業所の取り組み内容
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取り組み内容

①研修内容は、労務管理の重要性と人材育成の展望をテーマとして行いました。

②集合研修同様に講義用資料を作成するとともに、業務推進マニュアルを用いて労務管理

に必要な事項の解説を実施しました。

③働き方改革に伴い、労務管理が徹底されていない事業所では人材流出が生じることが予

想されるため、必ず確認すべきポイントに絞って解説を実施しました。

上記の３点から、人と人とのつながりの中で利用者の利便性・安全性を確保することが

できる介護事業所において、人財を確保するためのポイントを再検討し、参加事業所にお

ける労働力確保に資する内容を目的として実施しました。

取り組みのポイント

①ZOOMを利用した研修であっても、集合

研修同様に資料は講師が作成し、その資料

を用いて研修を実施しました。

②資料の配布については、ZOOMの招待

メール配信時にPDF資料で配布しました。

③ZOOMへのアクセスおよび画面・音声

設定にトラブルが生じやすいことが想定さ

れたことから、研修開始時刻30分前には

ZOOM内に入室できるよう、早い段階での

接続に務めました。

取り組み後の感想

オンライン研修では、講師から一方的にお話しすることとなり、受講者の集中力が保て

るのか不安な点もあります。また、受講者の方々の理解度が把握しにくいという点が、講

師としては不安材料でありました。

しかし、新型コロナウィルス感染症の収束が見込まれない状況下では、今後も継続して

同様の手法を用いた研修会の開催が必要ではないかと考えられます。その中で、受講者の

人数を少なく設定し、講師とコミュニケーションを図ることができるような開催形態を検

討するなど、オンラインツールを最大限有効活用できるよう、講師も改善努力が求められ

るのではないかと考えます。
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事例 
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ取得による

魅力ある人事制度の構築

 

地域：薩摩川内市

介護サービスの種類：就労移行支援、就労継続支援B型

事業開始年月：平成21年２月　　従業員数：10人（うち正社員数：5人）

併設サービス：なし

取り組みに至る背景

　当法人は、就労継続支援Ｂ型事業所

を運営しています。全職員がパソコン

教室の講師や利用者さんの生活支援を

包括的に担っています。直近３年度に

ついては２人入社し、２人退職すると

いった状況が続いていました。加えて、

職員の高齢化が進んでおり、若年者の

採用と職場定着に本腰を入れて取り組

まなければならないと考えています。

就業規則はありますが、基本給の決定

や手当の支給について職員ごとに個別

で定めているため、職員間でアンバラ

ンスな賃金体系となっています。

　取り組みの一環として福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員等特定処遇改善加

算を取得し、併せて、人事評価の仕組みを導入したいと考えています。

事業所概要

22
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取り組み内容

以下の通り取り組みを行いました。

①福祉・介護職員処遇改善加算ⅤからⅠ

への区分変更

②福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ取得時

における新賃金体系の整備

③人材確保等支援助成金（介護・保育労

働者雇用管理制度助成コース）の活用

取り組みのポイント

①社内において、簡易な人事評価制度を導入しました。評価自体が目的ではなく、多忙な

業務の中、理事長が短時間でも職員一人一人と話し合う機会を設けることに重きを置きま

した。

②キャリアパスシート及び号俸表を作成し、誰が見てもわかるように賃金体系を整備しま

した。加えて、同一労働同一賃金に配慮した賃金体系の見直しを行いました。

③キャリアパス要件Ⅲにおける人事評価による昇給の仕組みの導入及び職場定着を目指す

趣旨に則り計画申請を行いました。

取り組み後の感想

就業規則と現場の実態の乖離を知ることができました。利用者さんから見て魅力ある場

所作りを徹底することは当然大切なことですが、職員の賃金、休日・休暇、労働時間につ

いて就業規則に基づき公平に運用することが大切なことだと思いました。

今後は求人においても社内制度を公表し、福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰを取得してい

る事業所としてＰＲをしていきたいと思います。
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事例 
ボトムアップによる職員参加型の職場を目指して

 

地域：曽於市

介護サービスの種類：介護老人福祉施設

事業開始年月：昭和58年4月　　従業員数：27人（うち正社員数：25人）

併設サービス：短期入所生活介護、介護付き有料老人ホーム

取り組みに至る背景

風通しの良い職場環境を目指して、福利厚生・レクリエーションの開催・実施について

審議する委員会及び職員互助会の設置、定期的な働き方に関する社内アンケート実施等、

介護職員の職場に関する意見を聴取する機会を設けてきました。

最近は、職場定着率が向上し、職員間の調和・連携が図れてきたことから、今後の働き

方について透明性と公平性を確保するために労働法令の遵守の徹底や職員一人一人の参加

意識の醸成を図っていきたいと考えるに至りました。

取り組み内容

　以下の通り取り組みを行いました。

①法令に則った就業規則・各種規程の見直し（労働

基準法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育

児・介護休業法、パート・有期労働法、労働施策総

合推進法等）

②法人の理念や方針と連動した人事評価制度の整備

③参加意識の向上を高めるための職場環境リスクマ

ネジメント対策制度の導入

事業所概要
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取り組みのポイント

①福利厚生の一環として、時間単位の年次有給休暇、計画的付与制度の仕組みを運用して

いますが、労使協定を再度周知し仕組みについて共通認識を持ちたいと思います。また、

事業場において派遣職員を含めると職員が50人以上になることが見込まれることから、労

働安全衛生法令上の体制整備も行う予定です。

②全職員に対して来年度の法人の目標（方向性）にふさわしいキャッチフレーズを考案し

ていただきました。キャッチフレーズの中から職員の投票でベストキャッチフレーズを選

定し、選出されたキャッチフレーズに基づき各部署のリーダーが各部署の来年度の部署目

標を立案するという流れを作りました。各部署のリーダーは事務局と共に部署に所属する

個々の職員の部署内における役割確認、年度目標設定にかかる面談を実施し、法人の理念

と方針を共有できる全職員参加型の仕組みを取り入れました。また、当面の間、評価は賃

金制度と連動させず、かつ、自己評価のみとし、年度目標と実際に行ったケアの振り返り

の機会を与えていくことに重きを置いていき

たいと考えています。

③理事長より、一層職場環境改善に重点を置

いていくメッセージを発信していく予定で

す。その後、腰痛予防や健康状態把握の為の

KY訓練実施を皮切りに、リスク対策だけで

はなく日常業務全般で改善できると思われる

こと、必要な備品の購入や予算の申告まで声

が挙げられる環境を整備していきます。

取り組み後の感想

職員一人一人に参加意識を持ってもらうためには、

法人の理念と方針に則った評価制度の導入が必要だと

考えられます。評価制度を取り入れたことでリーダー

をはじめ、職員の負担にならないよう法人事務局が

フォローする形で取り組んでいきたいと思います。ま

た、このような参加意識の向上を図るためにも、まず

は法人が法令遵守を徹底し透明性かつ公平性のある社

内ルールの運用をしていく必要があると考えます。
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事例 
人材確保の前提となる「業務の棚卸し」で、

仕事のスリム化推進！

 

地域：鹿屋市

介護サービスの種類：障害児通所支援事業所

事業開始年月：平成28年9月　　従業員数：8人（うち正社員数：2人）

併設サービス：なし

取り組みに至る背景

９月から新規オープンした事業に対して、ハ

ローワーク等へ求人を出してもなかなか働き手

の応募が来ない…という現実に悩んでいる事業

所からの相談でした。

介護福祉サービス業界全体が売り手市場の昨

今、新卒者はもとより転職者へアピールできる

事業所作りが求められています。人材確保の前

提として日々の「業務の棚卸し」をすることで

働き方改革に沿った業務改善に取り組むこととしました。

取り組み内容

実際にサービス内容に照らし合わせた人員配置を確認すると、配置基準以上の職員がい

ることがわかりました。そこで職員の基本活動を時系列で書き出し、1日の動きを振り返っ

事業所概要

44
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ていただきました。そうすることで主任にしかできない専任業務と担当職員を設けること

でシェアできる業務が見えてきました。逆に同じ内容の仕事を違う時間帯において複数人

で行っていたりと業務のスリム化の課題も見えてきました。

取り組みのポイント

これまで行っていた仕事量を少ない人

数＝今いる職員（配置基準人員）で処理す

るためには、職員一人一人の生産性をあげ

なければなりません。一人前職員（オール

ラウンダー）を育成するためにも細かい業

務分掌を作成しました。そうすることで法

人の経営も強くなります。ひいては職員処

遇も改善できるということをしっかり説明

し、理解を得ることで仕事に対する意識が

変わり、動きもよくなります。それこそ新

規事業を軌道に乗せる近道と感じました。

取り組み後の感想

小規模事業所であるため、その場その時、言葉で教え伝えていた業務を改めて棚卸しし

たことで多くの気づきがありました。今よりもっと時間を有効に使えるヒントが多く生ま

れたようです。専任業務とシェア業務の分掌ができたことで人材育成がしやすくなったと

管理者の感想も聞かれました。また空いた時間でこれまでやれなかった取り組みが出来る

ようになり、職員のストレスも減り笑顔が増えました。
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委員長. 鹿児島国際大学福祉社会学部社会福祉学科　教授. 田中　安平
委員. 鹿児島県社会保険労務士会　副会長. 三輪　全子
委員. 株式会社ヒーローズD　中小企業診断士. 向江　隆行
委員. .ITパートナーズ　ITコーディネータ. 東中　益男
委員. あなぶきメディカルケア株式会社　南九州エリアマネージャー.中井　康貴
委員. 公益財団法人介護労働安定センター　鹿児島支部長. 前田　和朗
オブザーバー. 鹿児島労働局職業安定部職業対策課　課長補佐. 徳元　秀明

＜敬称略＞

あ と が き
　本年度「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（鹿児島県）」は、介護事業
所に加えて障害福祉事業所も対象とした雇用管理改善の推進による「魅力ある職場づくり」と介
護人材の確保をテーマに、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事を目的と
した「地域ネットワーク・コミュニティの構築」が主題でした。
　しかしながら、全国的なコロナ感染症拡大により、鹿児島県内も離島を含みクラスターが発生
し、事業所への周知や支援の対応が困難な状況となりました。鹿児島労働局への相談、雇用管理
改善企画委員会での委員の皆様との協議の上、「事業所の感染症拡大防止が第一」として、事業を
推進致しました。
　コロナ禍での制限のある中で、「魅力ある職場づくり」と介護人材確保の周知の為、「啓発セミ
ナー」を「コロナウィルス感染症対策」をメインテーマとして、鹿児島市・霧島市・鹿屋市で徹
底した感染症対策の下、開催致しました。
　また、地域ネットワーク・コミュニティ構築のための支援に関しましては、コロナ禍のICT活
用として注目されているWEB会議を活用し、集団研修会を開催いたしました。
　個別支援に関しましても、事業所訪問が困難な状況である為、当支部に事業所の方と専門家の
来訪による支援等を用い、感染症対策の徹底と雇用管理改善の両輪での事業推進を致しました。
　最後に、難しい状況下にも係わらず、本事業に快くご協力いただきました事業所の皆様、事業
の企画や事例集の掲載にご尽力いただきました雇用管理改善サポーターの皆様、啓発セミナー開
催にご尽力頂きました皆様、貴重なご助言を頂きました雇用管理改善企画委員の皆様に心より感
謝申し上げます。

公益財団法人　介護労働安定センター
鹿児島支部長　前田 和朗

令和２年度 鹿児島労働局委託事業
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（鹿児島県）

公益財団法人　介護労働安定センター　鹿児島支部
〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町6番6号　鴨池南国ビル10階

TEL 099－255－6360 　FAX 099－255－6361

雇用管理改善企画委員会　委員
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■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/shingi2/0000198094_00013.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ご案内雇用管理改善に関する参考資料・HPご案内
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memo
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令和2年度 鹿児島労働局委託事業
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（鹿児島県）

令和2年度 鹿児島労働局委託事業

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（鹿児島県）

公益財団法人 介護労働安定センター 鹿児島支部

公益財団法人 介護労働安定センター
鹿児島支部

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


