


厚生労働省　令和３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３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60.8%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２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２年度において訪問

介護員、介護職員の１年間の離職率は14.9％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60.8％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52.0％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86.6％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「他産業に比べて、労働条件等が良くない」が53.7％と最も高く、

次いで「同業他社との人材獲得競争が厳しい」が53.1％、「景気が良いため、介護業界へ人材が

集まらない」が19.1％となっています。

1

55

60

65

70

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2

不足感（「大いに不足」＋「不足」＋「やや不足」）

65.3

60.8

56.5

59.3

61.3
62.6

66.6 67.2

【図表１】不足感の推移

（％）

他産業に比べて、労働条件等が良くない

同業他社との人材獲得競争が厳しい

景気が良いため、介護業界へ人材が集まらない

その他

53.7

53.1

19.1

19.1

6.0

1.0

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13.4％で全体の１割を超え、60歳以上65歳未満と合わせ

ると23.8％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

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

65歳以上70歳未満

70歳以上

25歳未満，2.3

25歳以上30歳未満，4.5

30歳以上35歳未満，6.7

35歳以上40歳未満，9.2

40歳以上45歳未満，11.940歳以上45歳未満，11.9

45歳以上50歳未満，
12.6

50歳以上55歳未満，
11.8

55歳以上60歳未満，
11.5

60歳以上65歳未満，
10.4

60歳以上65歳未満，
10.4

65歳以上70歳未満，
7.5

65歳以上70歳未満，
7.5

70歳以上，5.9
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

（％）

H28 H29 H30 R元 R2

19.9
20.9

21.6
22.4

23.8

10

15

20

25

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2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2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＆ACTION25」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＆ACTION25」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。

2
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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

07



（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、20の事業所が5～8事業所に分かれ、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。

（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。

②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。

③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。

④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。

⑤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と分かりました。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。
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取り組み事例紹介
3

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

訪問またはオンラインを活用し、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 職場のプラス発想スイッチを押すのは、リーダーさん！あなたです。

事例２　職員の多様な働き方の雇用管理改善と就業規則

事例３　オンライン介護システムの導入による業務の効率化

事例４　業務内容と責任に比例した賃金制度の導入により労働環境が改善されました！

事例５　特定処遇改善加算のオンラインでの個別支援の実施
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事例 

職場のプラス発想スイッチを押すのは、リーダーさん！

あなたです。

地域：鹿児島市

介護サービスの種類：①地域密着型通所介護　　　　②地域密着型通所介護　

③認知症対応型共同生活介護　④認知症対応型共同生活介護

⑤地域密着型通所介護　　　　⑥地域密着型通所介護

⑦小規模多機能型居宅介護

事業開始年月：①平成17年３月②平成29年２月③平成14年４月④平成18年３月

　　　　　　　⑤平成21年４月⑥平成29年12月⑦平成20年３月

従業員数：①従業員数9人（うち正社員数：5人） ②従業員数10人（うち正社員数：10人）

③従業員数32人（うち正社員数：17人）④従業員数17人（うち正社員数：11人）

⑤従業員数10人（うち正社員数：5人） ⑥従業員数４人（うち正社員数：3人）

⑦従業員数9人（うち正社員数：5人）

取り組みに至る背景

グループ法人内において事業所ごとに管理者

の考え方（方針）がバラバラであるため、人事

交流した後に他事業所の噂話を耳にすることが

ありました。人事異動を内示しようものなら退

職理由にあげられることもあり、運営上の支障

が出てきました。管理者とスタッフ間の年齢差

や経験値も異なることから、管理職側も新人職

員の育成に悩む場面も多くなり、次世代の管理者候補を見つけて育てる前にまずは現管理

職層・リーダー職の知見をあげることが必要ということで今研修会の企画となりました。

各事業所の取り組み内容

1

事業所概要
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取り組み内容

介護・福祉は「他職種連携」ができないと適切（安全・安楽）に利用者をケアすること

ができないという原点に立ち返って「良いチームとはなにか？」から考えていただきまし

た。ご自身の新人時代を思い出し、どのようなコミュニケーションをしてもらったら嬉し

かったか、やる気が出たのかを思い起こすことから始めました。

部下の存在承認を表すコミュニケーションにはどんなことがあるのか？プラス発想ス

イッチが入る声かけにはどんなワードがあるのか？について考えていただきました。

希望した結果を手に入れるための声かけを学ぶことで、上司と部下の信頼関係が増し、

法人へのエンゲージメント力を上げることができたように感じました。

取り組みのポイント

自事業所の強みと弱みは何か？の足元を確

認することから始めていただきました。法人

の生き残りをかけて、各事業所が接遇面を見

直すことでサービスの品質を上げ、CS（顧

客満足度）を向上させることができるという

事を理解していただき、弱みを強みに変える

ためのアクションプランを考えていただきま

した。配置人数ギリギリで業務を回している現状であっても、研修の時間がもったいない、

研修をやってもムダ…という風土にならないように、人が足りない事を言い訳にはせず、

選ばれなければ生き残れないという事を念頭に真摯に研修に取り組んでいただきました。

取り組み後の感想

自事業所のSWOT分析結果から、弱みを強みに変えるためのアクションプランを立て

実践していただいた結果、スタッフ間のホウレンソウが漏れなくできるようになりました。

そうする事で研修計画の立案や自事業所の目標設定も立てやすくなりました。接遇の振り

返りをしたことで、無意識のうちに友達言葉で利用者を呼んでいたり、利用者に聞こえる

位置で業務の申し送りをしていたりと反省点が見つかりました。強みに変えるための話し

合いの結果、職員間のコミュニケーションを増やし、働きやすい職場は自分たちで作ると

いう意識改革もできてきたように思います。笑顔で仕事ができる職場においては、利用者

も大切にされているという満足感を感じることができるためか、不穏行動なども減る結果

となりました。今後も定期的に自己振り返りができるように、接遇マニュアルの整備まで

取り組んでいきたいと思います。
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事例 

職員の多様な働き方の雇用管理改善と就業規則

地域：志布志市

介護サービスの種類：地域密着型通所介護

事業開始年月：平成28年1月　　従業員数：10人（うち正社員数：3人）

併設サービス：訪問介護

取り組みに至る背景

事業所で働く労働者の雇用形態につ

いて、「常勤職員」「嘱託職員」「非常勤

職員」「臨時職員」など、様々な名称が

存在していますが、実際の“働き方”

に大きな差はない状態でした。このよ

うな状況の中で、働き方改革に伴う同

一労働同一賃金に関するセミナーを受

講し、「このままの給料体系でいいのか

な？」という問題意識をもち、改善できるところはないか、また、改善するとしたらどの

ような改善が可能であるのかを検討することにしました。

取り組み内容

　職員の名称別に、実際の働き方を確認するとともに、職員区分ごとの処遇の違いをリス

トアップしました。その結果、大きく次の4つに違いが認められました。

①賞与の支給基準が異なる　

②勤務時間の“長さ”が異なる　

③役職者になる職員区分　

④希望休の確認範囲が異なる

事業所概要

2
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また、雇用契約が無期契約と有期契約が存在していました。これらの違いと処遇の違い

について、一般的に違いがあるのが当然であると考えることが可能であるのかどうかを検

討するとともに、有期契約による雇用がいいのかどうかも検討しました。

その結果、来年度以降の雇用形態や手当の有無について説明できるルールの策定を行う

こととなりました。

取り組みのポイント

「仕事内容」「仕事に対する責任」「配置転換の有無」といった内容の違いに応じて、処遇

の違いがあることは、原則として法令上の問題はありません。介護の現場に当てはめてみ

ますと、一般にいうパート職員と常勤職員では、勤務可能時間が異なることや管理者等に

従事するといった違いがありますが、利用者様と接し、利用者様の安全性を確保するとい

う責任の重さに違いはありません。また、大規模事業所であれば複数の施設があるでしょ

うが、そうでない事業所も多数ありますので、配置転換の有無での違いはないケースも存

在します。そのため、以下のことに重点を置き、改善していきました。

①仕事内容を細かく分析

②各手当の支給目的を再確認

③月の勤務時間の長短を貢献度という尺度に直し、職員区分ではなく“仕事の違い”“貢献

度”で処遇の違いを設定

取り組み後の感想

実際に働く管理者の方々では、職員間の違いを今まで通りしていていいのか？と、不安

に考えるケースも少なくありません。また、法律の改正で働くルールは日々変化していま

すので、労務管理の難しさを痛感します。

一方、ルールに従った労務管理

ができていなければ人材の定着に

つながらないことから、事業所と

して評価する内容を明確化し、職

員との意見交換も交えてお互いが

納得して働くことができる環境整

備に努めていきたいと思います。
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事例 

オンライン会議システムの導入による業務の効率化

地域：いちき串木野市

介護サービスの種類：地域密着型通所介護

事業開始年月：平成22年5月　　従業員数：12人（うち正社員数：3人）

併設サービス：介護予防支援

取り組みに至る背景

コロナウイルス感染症の影響により人との

接触を減らさなければならなくなり、今まで

は対面型で行われていたセミナーや研修会な

どがオンラインで行われるようになりました。

元々事業所のオンライン対応は必要だと感じ

てはいましたが、職員も含めてパソコン関係

が皆苦手なため、後回しにしていました。

昨年、介護労働安定センターからICTセミ

ナーの案内を受け、ZOOMというツールを

使ったオンライン面会の実施方法を学べると

いうことで、「これだ」と思い参加しました。

本年度は個別支援をお願いすることで、これ

を機会に、全職員にもZOOMを使ったオンラ

イン会議やオンライン面会のやり方を学んで

もらおうと思い、専門家の派遣をお願いしま

した。

事業所概要

3
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取り組み内容

初心者でも安心して使えるようになってもらうために以下の取り組みを行いました。

①ZOOMというアプリのインストールやアカウント登録の方法について

②ZOOMの開設されたミーティングへの参加方法

③ZOOMによるミーティング開催のための登録方法

④オンラインミーティングを実施する際の注意点

⑤ホストとゲストという立場の違いと使える機能について

取り組みのポイント

従業員のほとんどの方がスマートフォンを

お持ちでしたので、そのスマートフォンにア

プリをインストールして頂き、実際の画面を

見ながら説明をすることで、より具体的に理

解していただけるようにしました。

また、個人のスマートフォンを利用する場

合には、通信を行うためにパケット料金が発

生するので、できる限り事業所内のWi-Fi環

境を使えるように設定を行い、従業員に過

度な負担が発生しないようにアドバイスを

行いました。また、社内において情報伝達の手段としてLINEグループを作っていたので、

LINEグループに会議の招待コード等を送る方法を説明し、社内の会議などの連絡の効率化

などについてもアドバイスを行いました。

取り組み後の感想

今では、職員もITツールを怖がることなく安定的にZOOM等のツールを使えるようにな

りました。事業所外で行われるオンラインの会議やセミナー等にも積極的に参加し、コロ

ナウイルス感染症の影響が無くなった後でも、オンラインの会議やセミナーは続くと考え

られますので、それに対応できるようになって良かったと思います。また、職員の全体会

議なども、これからはオンラインで行えるようにするため準備をしているところです。ま

ずは私たちの事業所のIT化の第一歩が踏み出せて良かったと思います。

15



事例 

業務内容と責任に比例した賃金制度の導入により

労働環境が改善されました！

地域：鹿児島市

介護サービスの種類：児童発達支援

事業開始年月：令和3年5月　　従業員数：4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

開設後、こども達の療育支援の向上に

向けた取り組みを第一に考えてきまし

た。その結果、賃金台帳、出勤簿、労働

者名簿、年次有給休暇管理簿の整備等労

働法令に適合した労務管理や、職員が希

望する働き方を踏まえた人事対応が疎か

になっていました。

今般、福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算を取得する

にあたり、就業規則を始めとする賃金制度の整備、研修制度の確立、職場環境の整備を行

う必要があると知りました。処遇改善加算の算定をきっかけに、職場の労働環境の整備を

行いたいと考え取り組みを始めました。

取り組み内容

具体的には以下のような取り組みを行いました。

・研修計画の策定

・キャリアパス段位を導入

・賃金規程に定期昇給制度を追加

・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、年次有給休暇管理簿の整備

・その他、障害児通所支援における各種加算の体制整備

事業所概要

4
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取り組みのポイント

・研修計画は2022年度より義務化される虐待防止や身体拘束に関する取り組みを中心と

して策定しました。具体的には、障がい児の権利擁護・虐待防止、感染症予防対策、苦

情受付対応、事故対応、リスクマネジメント、熱中症対策等を取り入れ、残りは支援対

象児の特徴に沿った支援のあり方等を社内研修として導入しました。

・キャリアパス段位は、４段位で編成・導入し、特に、同一労働同一賃金を意識しました。

正社員とパートの職務内容・職責を同一（行ってもらう業務や、業務に対する責任、残

業の有無、転勤なし等も一緒）にしたことから、賃金についても算定根拠を明確にし、

キャリアパスに反映しました。

・定期昇給制度は、１年に１回昇給する仕組みを導入しました。同一労働同一賃金を意識

し、月給制に加え、時給制の職員にも月平均所定労働時間で除した時間あたりの昇給額

の規定を行いました。具体的には、月給者の年間休日数が１２０日であったため、月給

者の昇給額を１６０時間で除して得た額を時給制の昇給額としました。

・賃金台帳は社会保険、雇用保険、所得税、市県民税のチェックを行いました。その他、

労働基準法令に基づく整備を行いました。

・児童指導員等加配加算Ⅰや、福祉専門職員配置等加算の算定条件に関する確認及び現状

に合わせた整備を行いました。

取り組み後の感想

今回の取り組みにより就業規則の存在意義や最新の労働法令を知ることができました。

整備した研修制度や賃金規定、キャリアパス、福祉・介護職員処遇改善加算計画は全職

員について説明したいと思います。

こども達と向き合う一分一秒の時間を大切にすれば、その時間がどのように労働条件に

反映されるのかを明確にできた点もよかったと思います。今後は労務管理や事業所の運営

管理を適切に行いつつ、職員が安心して療育業務に専念できる職場を目指していきたいと

思います。
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事例 

特定処遇改善加算のオンラインでの個別支援の実施

地域：霧島市

介護サービスの種類：就労継続支援B型

事業開始年月：平成23年4月　　従業員数：8人（うち正社員数：4人）

併設サービス：なし

取り組みに至る背景

就労継続支援B型施設で１０年営業し

ています。処遇改善加算Ⅱの申請はでき

ていますが、支給対象外の職種のスタッ

フへ手当が払われていないという問題点

があり、特定処遇改善加算Ⅰを申請する

ことにより解決できるのではないかと考

えました。しかし、事業所だけで特定処

遇改善加算の申請をすることは、難易度

が高く、概要や要件、定義など自分達だ

けで要領を読んだだけでは、全部を理解

することが難しい状況でした。そこで、

専門家に相談し、特定処遇改善加算を取得することにしました。ただ、新型コロナウイル

ス感染症の影響で鹿児島県も他県同様に、連日のように陽性者がでており、ワクチンの２

回接種の完了できていない者がいる状況でもありました為、オンライン（ZOOM）を活用

した相談支援をお願いする事にしました。

事業所概要

5
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取り組み内容

以下のとおり取り組みを行いました。

・特定加算の申請までのスケジュールを作成

・申請までのスケジュールの中で要件の整理と理解

・経験・技能のある障害福祉人材の区分け

・職場環境要件の3グループの整理

・見える化要件の整理

・給与改善額の試算

・計画届の作成と提出する日程の決定

取り組みのポイント

・初めてZOOMでの支援となりましたが、画面共有の機能を最大限に使用して計画書の

チェックや変更届の記入の仕方など支援していきました。ZOOMでの支援は書類のファ

イル画面を変更すれば確認できるので面談形式で実施するより時間短縮になりました。

・特定処遇改善加算の基本的な考え方並びに事務処理手順の要領を細かく読み合わせを実

施しました。理解しにくいところを説明したり、その該当資料を見せてもらいながら要

件をクリアしていきました。計画書の作成にあたって、どうしても理解しがたい所は、

提出先の担当者へ連絡をとり理解を深めていただき、スケジュール通りの提出となりま

した。

取り組み後の感想

・特定処遇改善加算の申請について計画

届を提出することができました。

・自社にて調べるところについて明確に

アドバイスしていただき、限られた時

間の中で回答が導き出されました。

・支援により、今まで申請してきた別の

申請とリンクされることがわかり、全

体の関わりが理解できました。

・ZOOMでの支援をしていただき、新たな経験ができました。 
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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　会長 三輪　全子

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 社会福祉法人恵仁会　鹿屋長寿園　施設長兼法人統括本部長 林田　貴久

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 川﨑　裕行

＜敬称略＞

あとがき

　本年度、鹿児島労働局より委託を受け、鹿児島県下の介護事業所ならびに障害福祉事業所を対

象として、雇用管理改善に関する諸課題に対応すべく、介護職員が現場に定着し、安心して働き

続けられるよう、雇用管理改善の支援強化を図る事を目的として、地域ぐるみの雇用管理改善を

実践し、雇用管理改善制度導入の相談支援及び制度提案を行ってまいりました。

　本年度も、コロナウイルス感染症拡大の為、事業所においてもイベントの中止や離職者の発生、

面会禁止による利用者様のストレス等様々な課題が発生致しました。このような状況を踏まえ、

本事業では、地域ぐるみの雇用管理改善を実践し、雇用管理改善に積極的に取り組む事業所を中

心に「地域ネットワーク・コミュニティ」を構築し、雇用管理改善サポーターによる研修会や個

別支援を行いました。また、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「コロナ禍の介護事業運営～感染対策・人材不足問題・多様

な働き方について考える～」をテーマとし、基調講演「事業所でのコロナ発生を受けて～第６波

への備え～」、「外国人技能実習生の採用と働き方」「障がい者雇用の取り組み」「ICTと介護ロボッ

トによる生産性向上」の講話を徹底した感染症対策の下、鹿児島会場と鹿屋会場で開催致しまし

た。鹿児島会場では、対面とWeb配信を行い、鹿屋会場共に沢山の方々にご参加して頂きました。

最終的には、経験交流会を開催し、参加事業所の事例発表と専門家による「今後の介護事業所に

おける労務管理」「コロナ禍における介護の在り方」の講話を頂き、「魅力ある職場づくり」への

意識の底上げを図り、雇用管理改善の気運を高め、雇用管理改善の効果的な方策を広く普及・啓

発致しました。

　最後に、難しい状況下にもかかわらず、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3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

http://www.kaigo-center.or.jp/

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
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