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厚生労働省 平成26年度雇用管理改善支援

介護の雇用管理改善
CHECK&DO25

　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支部（所）にお問い合

わせください。



※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。

当センターが平成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、宮城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、

グループとして雇用管理改善を実践する「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、先ず先進事業所モデル調査の結果として、多世代にわたって交流できる環境を実

現させた事例と、ICTの導入により職員のコミュニケーションを向上させた事例を掲載しました。

さらに地域ネットワーク・コミュニティでの取り組みの結果として、評価制度と連携した賃金

制度の再構築、及びストレス対策等の改善事例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

宮城支部長  黒田　茂樹
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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、当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　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

　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、介護業務の身体的・精神的な負担の
軽減や介護業務の効率化による業務改善が
重要となります。その方策として、例えば
介護機器の導入やICT（Information�and�
Communication�Technology）の利活用に
よるペーパーレス化等が挙げられます。本事
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■図表4　介護福祉機器の効果（複数回答、上位3回答）



業では、こうした先進技術の導入だけでな
く、先進的な雇用管理改善への取り組みにつ
いて「先進事業所モデル調査」を行いました。
　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。
　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。
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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
●複合施設のメリットを活かし、多彩な交流の輪を広める地域デザインの構築を目指して
●ICTの導入により職員のコミュニケーション向上と「人」手間介護の大幅増加を実現

SECTION 2
地域ネットワーク・コミュニティ

グループホーム系コミュニティ
●CHEK & DO25の活用について
●年次有給休暇の年５日取得の義務化への対応
●職員の意識改善への取り組みについて
●評価・報酬制度について
チャレンジ系コミュニティ
●事業者（管理者）と職員の認識の「ズレ」に着目
●人事評価制度とキャリアパスの整備
●賃金制度の見直し
●リーダーの指導力の向上に向けて

7



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 1
複合施設のメリットを活かし、多彩な交流の輪を広める
地域デザインの構築を目指して
事業所概要
地域：仙台市　事業開始年：平成30年7月
提供サービス：サービス付き高齢者住宅（訪問介護事業所／居宅介護支援事業所）

併設サービス：
看護小規模多機能型居宅介護／就労支援・コ
ミュニティスペース／飲食・物販／企業主導型
保育所／駄菓子屋（サービス付き高齢者住宅内）

従業員数：13人（うち正職員：13人）

8

　複合施設のメリットを活用し、多世代交
流、地域交流を主軸にダイバーシティを実現

し、新しい地域デザインを描くことを目的と
してさまざまな取り組みを行っています。

　敷地を地域住民にも開放し、敷地内にレス
トランやお菓子屋さんを併設し、ご家族やお
子さんたちが気軽に楽しめる場を提供しまし
た。また、庭内でヤギを飼育し、動物との触
れ合いの場を作り、施設入居者と地域住民の
交流の一助となっています。
　また、様々なイベントを開催し、地域の
方々との交流を図っています。
　施設入居者である高齢者と保育園の園児、
就労Ｂ型の利用者、別の敷地にある小規模多
機能型居宅介護施設の利用者が交流できる環
境を作り、同時にそれぞれの異なる職種の職

員同士の交流も深め、互いに協力したり、レ
ベルアップできる人材育成にも効果を上げて
います。
　内部の情報共有には一部サイボウズを導
入、これにより全員が同時に「必要なこと」
を把握したり、職員間の情報伝達にも活用で
きるようになりました。

●導入した先進技術の概要

●導入理由
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　「新しい町づくり」という壮大な構想のも
とで事業を展開しているため、ビッグプロ
ジェクトの推進と同時に内部の「サービスの
質」をどのように向上させていくかが課題と
なっていきます。
　他職種の人的交流が可能なため、個々の職
員の個性や特技も活かせるようなサービスを
提供できるようレクリエーションやケアにつ
いての提案を行いました。職員の「学びたい」
意欲に応え、多様な研修会も実施していまし
たが、いずれも単発的にその都度行っている
状況でしたので、長期計画と年度計画を策定
し、職員の希望も聞いたうえで系統だった
研修実施計画を整備するよう提案しました。
「ケア」の方針については「ユマニチュード」

を取り入れたいとのことで、研修実施計画の
中でその理念と実行について計画的に盛り込
んでいくことが可能になります。
　施設の食事提供については、給食事業者に
委託しており、栄養管理は問題ないものの、
メニューのバリエーションや調理技術等の
「質」は改善の余地がありました。そこで施設
職員である管理栄養士と給食事業者の栄養士
間で密に連絡をとり、食事の内容について検
討、改善を進めるよう提案しました。

　教育研修については、次年度より実行計画
に基づいて実施することとしました。
　給食については、施設側と給食事業者側の
栄養士をオンラインでつなぎ、迅速な情報交

換が可能となりました。また、必ず試食を行
い、コメントをフィードバックするようにし
た結果改善が見られました。

　職員は有資格者ではあるが、まだ若い方が
多く、意欲はあるが経験値が低くまだ未熟な
面があるため、計画的に研修を実施するこ
と、また指導者を育成することによりサービ
スの質の底上げを図る必要がありました。次
年度以降の研修計画に反映させる予定です。
　様々なイベントを地域住民にも開放して実
施しましたが、その結果職員の業務の負担が
増大し、ルーチンである「ケア」に十分な力

を注ぐことがしづらくなってしまう状況が見
受けられました。職員の負担を軽減するため
も、イベントも年間計画を立てて日常業務に
支障のないよう留意すること、大掛かりなイ
ベントを企画して職員が計画準備するのでは
なく、入居者や地域住民が主体となって自ら
「プチイベント」を実施し日常のスケジュー
ルの中に組み入れる工夫をすることが肝要で
す。

●雇用管理改善への取り組み

●導入した効果

●導入に工夫した点



先進事業所モデル 2
ICTの導入により職員のコミュニケーション向上と

「人」手間介護の大幅増加を実現
事業所概要
地域：仙台市　事業開始年：平成20年10月
提供サービス：介護老人福祉施設
併設サービス：通所介護、居宅介護支援
従業員数：94人（うち正社員数：75人）

SECTION 1
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　当事業所では、従来より共用サーバーを設
置し、各ユニットに設置されたパソコンでケ
ア記録を入力していましたが、「記録のため
の記録」や「パソコンに入力するためのメモ
書き」、「その入力待ちによる残業」が発生し
ており、申し送りのタイミングや情報共有の

方法にも問題を抱えていました。
　また、利用者の生活の様子が「見える化」
されておらず、記録者・閲覧者ともに「楽し
くない記録」であることにも問題を感じてお
り、これらの問題を解決するためにシステム
導入に至ったものです。

　導入したシステムは、従来のケア記録にと
どまらず、法人内の申し送りや報告・連絡・
相談にも活用できるICT型の記録システムで
す。
　スマートフォンによりいつでも誰でも利用
者の生活の様子が確認できることや申し送り
事項等を閲覧することができるものです。ま

た、タイムライン内での付箋ソフトによるリ
アクション機能の活用や写真や動画の添付も
可能となっており、ペーパーレス化等による
業務の効率化に資するとともに、なかなか会
えない職員間でのコミュニケーションのツー
ルともなっています。

　当事業所では、もともと共有サーバーを活
用した各種書式のダウンロードや、定款・規
定・マニュアル・各種会議の議事録を閲覧で
きる体制を構築していたことから、スムーズ
な導入が図られました。

　また、システムの開発担当者とは、月に１
度スカイプ会議を行い、そこで出された現場
の意見や要望を参考に、週単位で改善点や修
正点がタイムリーにリリースされるように
なっています。

　各部署や事業所間での報告・連絡・相談は
パソコン上で行われるようになり、特に電話
応対が多い事務所内においては、従来のメモ

用紙から相談記録への転記作業がなくなった
ことから、事務員と現場相談員との生産性向
上に役立っています。

●導入理由

●導入した先進技術の概要

●導入に工夫した点

●導入した効果
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　ICTの導入にあたっては、効率化の一方で、
アナログの良さが引き立つこともあり、「そ
の「人」手間を大切にするために、無駄な間
接的業務は徹底して削減する」という意思が
必要です。

　さらに、導入による差別化を図るために
は、「どのようなICT機器を導入するのか」で
はなく、「どのような目的でICTを導入し、
「人」手間をどう生かすか」を十分に考慮する
必要があります。

　介護業界では地域包括ケアシステムの考え
が次第に浸透している中、施設内の介護一辺
倒から脱却し地域全体を視野に、地域連携の
充実やアウトカムの見える化が求められるよ
うになってきています。
　今回導入しているICT型の記録システム
は、家族がその利用者の生活の様子をいつで
も閲覧できるものでもあり、まさにアウトカ

ムの見える化となっており、職員も家族に見
られていることを意識することで、サービス
の品質向上にもつながっています。
また、平成30年９月には、施設内に駄菓子屋
をオープンさせ、地域の多世代間交流の拠点
として開放し、地域連携を視野にした活動も
行っています。

　CHECK�&�DO25では、事業所評価および
職員評価とも低評価の項目は見当たりません
でした。当事業所では、職員の満足度調査を
定期的に実施し、結果を外部に公表している
ほか、６ヶ月に１回全職員に対して施設長に
よる個別面談も実施しており、意見や要望を
丹念に吸い上げ、雇用管理の改善に活かして
います。
　職員の意向等を踏まえて、雇用管理制度等
を絶えず見直し改善を図っており、その判断
基準の１つが職員の満足度であると言えま
す。
　雇用管理制度の充実により働きやすさが実
現された結果、それを「働きがい」や「労働生
産性の向上、すなわち介護サービスの品質向
上」にいかにつなげていくかが今後の課題と
なります。介護サービスの品質向上は、１人
ひとりの気づきと自立的な行動が必要になり
ます。事業者の要望を踏まえ、その重要性と
考え方を職員に理解させる研修「働き方改革
と労働生産性の向上」を実施しました。

　研修受講後の感想では、「自らがより良い
職場環境づくりと介護サービスの品質向上に
なお一層努めていきたい」などの声が多く聴
かれました。
　一方で、当事業所で導入しているICTは、
いつでもどこでも感謝や称賛、学習、フィー
ドバックを受けるといった体験を日常的に得
られることが可能で、「職員の経験価値の向
上」にもつながり、介護サービスの品質向上
に貢献するものと考えられます。

　また、タイムライン内のリアクション機能
を活用することで、いつ誰が確認したかが把
握できるようになり、写真や動画の添付によ
り記録の不備を補えるようになりました。

　全職員がコメントできる機能があること
で、職員間のコミュニケーションが気軽に行
えるようになり、一層活発な意見交流が可能
になりました。

●導入等が広まるために必要なこと

● 他の事業主が取り組む上で参考になると考えられる事項

●雇用管理改善への取り組み



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

区分 事業所番号 提供サービス 職員数（うち正職員数）

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
系

事業所① 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 18人 （15人）
事業所② 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 17人 （� 9人）
事業所③ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 30人 （19人）
事業所④ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 16人 （12人）
事業所⑤ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 14人 （14人）
事業所⑥ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 200人 （62人）
事業所⑦ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 47人 （21人）
事業所⑧ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 23人 （� 3人）
事業所⑨ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 58人 （49人）
事業所⑩ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 47人 （40人）

チ
ャ
レ
ン
ジ
系

事業所⑪ 地域密着型通所介護 13人 （� 2人）
事業所⑫ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 112人 （73人）
事業所⑬ 住宅型有料老人ホーム 18人 （� 6人）
事業所⑭ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 131人 （86人）
事業所⑮ 通所介護（ディサービス） 10人 （� 7人）
事業所⑯ 住宅型有料老人ホーム 23人 （14人）
事業所⑰ リハビリ型ディサービス ５人 （� 3人）
事業所⑱ 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 18人 （15人）
事業所⑲ 通所介護事業 17人 （� 6人）
事業所⑳ 通所介護事業 ６人 （� 1人）

●各コミュニティの構成事業所概要]

12

　「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り組むものです。

　20事業所が各10事業所に分かれ、2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り組みを
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り組みました。



自己診断チェックリストから見る
雇用管理改善状況
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　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。

●コミュニティ全体の診断結果

　各々 20事業所のアンケート結果は事業
所毎の運営状況を反映した違ったレーダー
チャート結果であったが、２つのネットワー
ク・コミュニティ毎に集計をすると次のよう
な結果が出ました。
　グループホーム系のレーダーチャートはカ
テゴリーＢの「労務管理・職場環境」は事業
主の方が職員より評価が高く、カテゴリーＣ
の「評価・報酬」はその逆となりました。
　チャレンジ系のレーダーチャートはカテゴ
リーＤの「人材育成」とＥの「法人・事業所の

風土」は事業主より職員の方が評価が高くな
りました。
　「CHECK�&�DO25」各項目の事業主と職
員の差異が大きい部分に問題を見つけるヒン
トが隠されていると考えて対応を検討しまし
た。

グループホーム系

労務管理・
職場環境

評価・報酬 人材育成

法人・事業所
の風土

情報共有・コミュニケーション

チャレンジ系

労務管理・
職場環境

評価・報酬 人材育成

法人・事業所
の風土

情報共有・コミュニケーション

　　　　事業主
　　　　職　員
　　　　MAX 20 点



SECTION 2
コミュニティで取り組みを行った主な内容

　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
な取り組み内容をご紹介します。

CHECK & DO25の活用について1

　今回の支援では、事前にCHECK�&�DO25
により、事業主評価と職員評価を実施し、そ
の意識のギャップを把握し個別支援を行いま
した。チェックリストについては、各事業所
に好感をもって捉えられ、「今後も定期的に
実施していきたい」「同法人内の他事業所に
対してもすぐに実施していきたい」など、さ
らに活用を図りたいとする事業所も多くみら
れました。
　CHECK�&�DO25は、現場の管理者や全職
員で活用することにより、各事業所の雇用管
理の問題点を見える化し、改善への取り組み
を進めやすくするツールです。チェックリス
トの各項目は、職員の満足度（ES）を定量的
に把握できたことは、各事業所にとっては新
鮮で驚きをもって捉えられたように感じられ

ました。
　各事業所の改善への取り組みについては、
今後もCHECK�&�DO25などを活用し、職員
の意見や要望を吸い上げながら、雇用管理の
改善につなげていくことが必要になります。
改善への取り組みにあたっては、「全体プロ
ジェクトとして進める」「管理者教育の一環
として管理職主体で進める」などの方法があ
りますが、職員を巻き込む方法を工夫するこ
とがポイントになります。１度導入した雇用
管理制度は絶えず見直していく必要があり、
その見直しの判断材料の１つは職員の満足度
（ES）です。その向上を図ることが、コミュニ
ティのテーマである「魅力ある職場づくり」
にもつながることを確認し合いました。

　CHECK�&�DO25における「労務管理・職
場環境」領域の職員評価では、「業務内容や
量に対応できる適切な人員を確保している」
（Ｂ－７）や「勤務時間や仕事の内容で過重な

負担を強いないようにしている」（Ｂ－８）が
低評価となっている事業所が多くみられまし
た。すなわち、人手が足りないと感じている
職員が多い状況の中で、来年度から施行され

年次有給休暇の年５日取得の義務化への対応2

◆コミュニティ名：グループホーム系
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職員の意識改善への取り組みについて3

　今回の個別支援では、CHECK�&�DO25に
より把握された課題や事業主評価とのギャッ
プの解消を目的に、職員の意識改善を図る研
修の実施が多く行われました。
　主な研修内容は以下のとおりで、研修後の
職員アンケートでは、「自分が変わらないと
何も変わらない」「改めてチームワークの大
切さを学んだ」「これまでの自分の振り返り
になった」などの前向きな意見が多く聞かれ、
職員へ好意的に受け入れられたことから、事
業主の雇用管理改善に対する意識がこれまで
以上に高まりました。

　職員が一同に集まる研修をこれまで実施す
ることが少なかったことから、コミュニケー
ションを図るよい機会になったとの意見があ
りました。一方で、研修効果の持続性が課題
となっているとの意見もみられました。

（主な研修内容）
１．�組織風土、報告・連絡・相談、アサーショ
ンによるコミュニケーション研修

２．�認知症介護に対するストレス対策研修
３．�指示の出し方、OJTの進め方研修
４．�高齢者虐待に対する対応研修

評価･報酬制度について4

　CHECK�&�DO25の領域の中では、「評価・
報酬」が課題となっている事業所が多くみら
れました。「仕事ぶりや能力について評価し、
面談によるフィードバックを行っている」（Ｃ
－13）や「賃金の決め方・上げ方をルール化
している」（Ｃ－15）などにおいて、職員評価
が特に低くなっています。各事業所ともキャ
リアパス制度を構築しているのですが、「実
態に合っていない」「運用が不十分」などの課
題を抱えている事業所もみられ、職員の不満
につながっているものと考えられます。
　評価・処遇制度は、人材確保、配置、やり
がいづくり、能力開発等、人事管理全般にわ

たって中核となる機能を持ち、また、どのよ
うな人材を求めるのかという、職員に対する
重要なメッセージにもなることから、制度の
改善とともに運用力の向上にも力を注いでい
くことを確認し合いました。
� （Ｃ－13、Ｃ－15は巻末資料28Ｐ参照）

る年次有給休暇の年５日取得の義務化に対応
できるのかについて、共通の課題として活発
に意見が交換されました。
　各事業所もどのように対応したらよいか苦
慮している様子がみられた。計画的付与制度
や申請しやすい休暇制度（誕生日休暇・子の

行事休暇等）の創設を検討しているという事
業所もみられた。「お互い様」の精神や休暇時
の業務フォローアップ体制の構築を通して取
得しやすい風土づくりを行うことにより対応
していきたいとしていました。
� （Ｂ－７、Ｂ－８は巻末資料28Ｐ参照）
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SECTION 2

事業者（管理者）と職員の認識の「ズレ」に着目1

　個別支援に先立ち、全ての事業者と職員に
対し「CHECK�&�DO25」を実施しました。
その結果、どの項目において認識のズレがあ

るかが一目でわかり、各事業所の課題が明確
になりました。

人事評価制度とキャリアパスの整備2

　処遇改善加算取得のため各事業所ではキャ
リアパスを作成していますが、これが事業所
の実態と乖離していたり、十分に活用されて
いない状況がありました。
　各職員を客観的に評価できる階層別に具体
的な項目を盛り込んだ評価基準を設定し、こ
の評価基準とキャリアパスを連動させること
により、事業者が職員に求める能力と各職員
別の目標設定が具体化しました。職員が「自
分には何が求められているのか」「何をどの
ように頑張ればよいか」「どのレベルに到達

したらその先はどうなるのか」を認識できる
ようになると、モチベーションが上がり、努
力の効果も分かるようになります。職員が自
分の将来像をイメージし、目標に向かって進
むべき道が見えてくるようになりました。
　また、評価項目の設定には、「介護職」とし
てのルーチンワーク以外に様々な個性、特
技、能力もプラスアルファすることにより、
職員が自己実現に向けて楽しく、意欲をもっ
て働ける環境もできてきます。

コミュニティで取り組みを行った主な内容

◆コミュニティ名：チャレンジグループ系

　チャレンジグループはさまざまなサービス
の種類を提供する事業所の集まりで、これま
でなかなか手を付けることができなかった各

事業所の課題のうち、何かを改善・改革し、
働きやすい、働きがいのある職場作りを目指
しました。
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賃金制度の見直し3

　よい人材の確保と定着には、職員が満足で
きる賃金制度設計が欠かせません。
　現状の賃金制度を見直し、キャリアや資格
に加えて「努力が賃金に反映される」制度設
計が必要となります。各事業所において、限
られた財源の中、各事業所の実情に沿った賃
金制度の設計を試みました。

リーダーの指導力の向上に向けて4

　職員をまとめ、全体的な仕事の「質」を向
上させるためには有能な指導者を育成する必
要があります。
　指導者を育成することにより、事業所の理
念に基づき事業者・管理者の片腕となって職
員を育て、牽引していくことが可能になりま
す。

　現リーダーに加え将来リーダーとして育成
したい候補者を見出し、「マネジメント力」を
高めていくための教育を計画的に実施して
いくことが求められます。各事業所において
リーダー候補者を上げて教育に取り組むこと
としました。

☆目指すのは
●「職員から好かれる職場」
●「利用者様に楽しんでいただける環境」
●社会的評価を得られる仕事
　（「大変な仕事」ではなく「立派な仕事」）
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コミュニティ参加事業所の
取り組み

高齢者虐待の事件に潜む
認知症介護に対するストレス対策
事業所概要
地域：宮城郡松島町
介護サービスの種類：認知症対応型共同生活介護
事業開始年月：平成14年３月
従業員数：18人（うち正社員数：15人）
併設サービス：通所介護

雇用管理　自己診断結果

労務管理・
職場環境

評価・報酬 人材育成

法人・事業所
の風土

情報共有・コミュニケーション

事例 1
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　CHECK�&�DO25では、事業所評価および
職員評価とも低評価の項目はありませんでし
たが、事業所評価においてやや低評価とされ
た項目として、「労務管理・職場環境」領域の
職員の心身の健康への配慮が挙げられまし
た。
　当事業所では、モーター付きベッドや機械
浴、年２回の腰痛検査などの健康管理対策を
行っていますが、最近１年間で病気や怪我で
休職する職員も多く、中にはメンタル不調の
職員もいたとのことで、メンタルヘルス対策
を早急に行う必要があると考えられました。
　また、最近発生した他の事業所における高

齢者虐待の事件については、職員に十分注意
喚起を促していたところでしたが、当事業所
でもいつ発生してもおかしくないという不安
感を抱いている様子が伺えました。

●取り組みに至る背景

　　　　事業主
　　　　職　員
　　　　MAX 20 点
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　メンタルヘルス対策については、独立行政
法人労働者健康安全機構の「職場における心
の健康づくり」（平成29年３月）を呈示しな
がら、事業所内の相談窓口設置と管理職に対
するラインケア研修がポイントになることを
説明したうえで、介護労働安定センターの講
師派遣も可能であることを伝えました。

　高齢者虐待の防止については、当該事件を
採り上げ、「なぜなぜ分析」を通して原因を深
く掘り下げることにより、当事業所での発生
防止に向けた意識を徹底させる職員研修を実
施しました。

　メンタルヘルス相談窓口の設置において、
事業場内に対応できるスタッフがいない場合
は、地域産業保健センターを活用することも
可能であり、必要に応じて外部の保健師など
の相談窓口を設置する場合には、今年度より
新設された「小規模事業場産業医活動助成金
（保健師コース・直接健康相談環境整備コー
ス）」を活用できることも可能であることを

助言しました。
　高齢者虐待の防止研修では、虐待の背景に
は、認知症介護に対するストレスがあるもの
と考えられることから、職員が単独で悩むこ
とがないように、グループワークを通して、
個人としての対応と組織としての対応を考え
させる内容にしました。

　高齢者虐待の防止に対する研修後の職員の
感想では、「事件の報道は耳にしていたが、自
施設でも起こり得る事として今回真剣に考え
ることができた」「誰しもが加害者のような
気持ちに程度の差こそあれ、なったことがあ
るとの認識を共有することができた」「認知
症介護にはチームとして対応することが必要
で、チームワークの大切さを学んだ」「イライ
ラした時にはワンクッション置くなどの感情

のコントロールが必要なことを改めて学ん
だ」などの意見が聞かれました。
　実施した研修の中では、職員の気づきを促
すことができた。事業所に対するメンタルヘ
ルスケアに対する要望もあり、事業主の認知
症介護に対するストレス対策の重要性とメン
タルヘルス対策の必要性を再認識させること
ができたと思われます。

　超高齢社会になり、認知症社会へ突入し、
それを支える介護労働者は仕事上様々なスト
レスを抱えることになってきています。
　介護労働安定センターの「認知症介護にお
けるストレス対策研修に関する研究会報告
書」（平成30年３月）では、こうしたストレス
が離職意向に強く影響しているとしており、
介護労働者の雇用管理改善を進める上で、認
知症介護に対するストレス軽減は大変重要で
す。特にグループホームでは、高齢者虐待の

発生件数が多いという調査結果もあり、今回
の研修事例のように身近で発生しているケー
スもみられます。
　職員のストレスがバーンアウト（燃え尽き
症候群）を引き起こす前に、適切なメンタル
ヘルス対策と、決して１人で悩むことがない
ようなチームケアの体制づくりが重要である
と思われます。

●取り組み内容

●取り組みのポイント

●取り組み後の感想

●他の事業所が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になる事項背景



コミュニティ参加事業所の取り組み

「努力が評価される」人事評価制度と
賃金制度設計
事業所概要
地域：仙台市
介護サービスの種類：認知症対応型共同生活介護
事業開始年月：平成24年２月
従業員数：112人（うち正社員数：73人）
併設サービス：小規模多機能・居宅介護支援・
　　　　　　　デイサービス・ショートステイ・
　　　　　　　住宅型有料老人ホーム保育園

雇用管理　自己診断結果

労務管理・
職場環境

評価・報酬 人材育成

法人・事業所
の風土

情報共有・コミュニケーション

事例 2
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　事業を拡大し、現在10事業所、職員数も
100人を超え、優秀な人材の確保と定着が
急務となりました。賃金制度を見直し福利厚

生もさらに充実させ、職員の能力を引き出し
て、意欲をもって働きやすい職場づくりを進
めています。

　これまでICTやロボットを導入して「人」
に代わるものの活用を模索したり、さらに
ISOを取得して、今後共通マニュアル、書式
の統一化、人材育成に活用したいと考えてい
ます。
　そこで、まず賃金体系の見直しを行いまし
た。現在は賞与を手厚くし、その分月例給与
の額は抑え気味でしたが、職員の希望もあ
り、月例給与のベースを上げて賞与のベース

●取り組みに至る背景

●取り組み内容

　　　　事業主
　　　　職　員
　　　　MAX 20 点
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　評価制度の構築は職員が目標をもって日々
の業務を遂行し、そのレベルアップを確認し
ていくためのものです。頑張ったことが「評
価」として認められていくことはモチベー
ションを高め、さらなる向上へとつながるも
のです。
　また、職員の中には音楽を得意とする者が
いて、施設内ミニコンサートを行ったり、初
任者研修の講師を務めている職員には、内部
研修も実施してもらうなど、その持てる力を

発揮できる機会を作ることが、職員の喜びと
満足につながっていきます。

　当事業所は他に「認知症ファーム」にて入
所者の方々が野菜の栽培を始め、収穫した食
材を給食として提供していることをさらに活
用し、利用者と職員相互のコミュニケーショ

ンの活性化につなげられるよう検討中です。
　他にも多彩な取り組みが現在進行中で、今
後の発展が期待されます。

●取り組みのポイント

●取り組み後の感想

を抑え、年額では下がらないような工夫をし
ました。
　また、退職金制度の導入を検討し、企業独
自の退職金制度と中小企業退職金共済制度を
併用する形で新年度より適用させることにし
ました。
　次にキャリアパスと評価制度について検討
しました。評価シートは「補助、初級、中級、
上級、監督」の階層別に整備されており、こ
の内容をキャリアパスに連動させることを提
案しました。キャリアパスは階層ごとに求め
られる能力が示されていましたが、具体性に
おいて、「自分が何についてどの程度できる
ようになればよいのか」という具体性におい
て検討の余地がありました。これを明確にす

ることで職員が具体的目標を立てて実践する
ことができ、評価者も客観的指標に基づく考
課が可能となりました。またこれまで年２回
の面談を行っていましたが、その際に評価を
十分にフィードバックできていませんでし
た。
　今回評価制度とキャリアパスを見直したこ
とにより、年度初めの各人の目標設定と１年
後の到達レベルが明確になり。職員自身も納
得できる評価制度にすることができるように
なりました。
　さらに就業規則全般を見直し、コンプライ
アンスを徹底するとともに職員が「不公平感」
を感じないようなルール作りを行いました。



コミュニティ参加事業所の取り組み

事業計画を活用し、職員のレベルアップ
を実践
事業所概要
地域：多賀城市
介護サービスの種類：認知症対応型共同生活介護
事業開始年月：平成15年11月
従業員数：47人（うち正社員数：40人）
併設サービス：デイサービスセンター・
　　　　　　　居宅介護支援事業所

雇用管理　自己診断結果

労務管理・
職場環境

評価・報酬 人材育成

法人・事業所
の風土

情報共有・コミュニケーション

事例 3
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　当事業所は３ユニットの構成で、これまで
の退職や異動によりベテランがそろっている
ユニットと経験の浅い者が多いところと別
れてしまい、業務の理解や遂行においてもユ
ニットごとの食い違いが生じていました。
　今回、キャリアパスを職員に提示し、全体

のモチベーションアップにつなげたいと考え
ております。

　ユニット間の食い違いについては毎月１回
開催しているユニット主任会議を活用し、課
題を設けて当事者同士で話し合い、主任全員
が共通の理解と認識をもち、全体に統一性を
持たせるよう提案しました。また主任間の指
導力の差も課題となっていましたので、その
中で「教え方が上手」な主任をリーダーとし

て全体の指導力を高めることを提案しまし
た。
　また、全職員のコミュニケーション力アッ
プを図るため、ユニットごとのミニ事例研究
会などを設け、自ら発表したり報告すること
で「話の整理のしかた」を身に着けられるよ
うルーチンワークの中でのスキルアップを提

●取り組みに至る背景

●取り組み内容

　　　　事業主
　　　　職　員
　　　　MAX 20 点
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　「年間事業計画書」を活用し、年度ごとの
「研修計画・実施一覧表」を作成しました。こ
れにより、研修対象者ごとの１年間のスキル
アップの目標が明確になり、研修内容につい
ても各分野ごとに分類でき、強化していきた
い分野や段階を踏んでレベルを上げていく分
野などが職員にもよく理解できるようになり
ました。このことにより、職員の希望を反映
した計画も立てやすくなりました。
　キャリアパスについては、「マネジメント
の段階」のキャリアではなく、職員が今後の

方向性を見出せるような「介護の仕事キャリ
アアップフロー」を作成しました。これは
「専門職コース」「資格取得コース」「キャリア
アップコース」と３コースに分類され、どの
ような段階を踏んでレベルを上げていけるか
を自ら選択できるように構成され、大変具体
的で分かりやすく、将来像も明確となり、各
時期において自分が何を習得すべきかもわか
る内容となりました。今後はこれをキャリア
パスに落とし込み、人事考課にも反映させて
いくことができるようになります。

　人材育成には大変熱心であり、キャリアパ
スは職員の希望も取り入れたうえで計画的、
段階的に学び、習得できる環境が整えられた
と思います。職員の皆様がそれぞれ自分の未

来像を描くことができるようになり、モチ
ベーションアップにつながり、よりよいサー
ビスを提供し、明るく活気のある職場づくり
にもつながっていくと思います。

●取り組みのポイント

●取り組み後の感想

案しました。
　最大の課題であるキャリアパスの再構築に
ついては、少人数の事業所のためマネジメン
ト上の役職があまりないため、どのように構
築するか悩みがありました。そこで、業務の

内容を分類し、それぞれの担当についてリー
ダーとなるべき人材を育成し、リーダーとし
て一定の責任を与え、その職員が中心となっ
て全職員のレベルアップを図れるような制度
の導入を提案しました。



コミュニティ参加事業所の取り組み

事業規模拡大に伴い、評価・処遇制度を
中心とした雇用管理制度の整備を実施
事業所概要
地域：仙台市
介護サービスの種類：認知症対応型共同生活介護
事業開始年月：平成20年７月
従業員数：30人（うち正社員数：23人）
併設サービス：看護小規模多機能型居宅介護

雇用管理　自己診断結果

労務管理・
職場環境

評価・報酬 人材育成

法人・事業所
の風土

情報共有・コミュニケーション

事例 4
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　CHECK�&�DO25では、「労務管理・職場
環境」領域と「評価・報酬」領域に課題がみら
れました。
　「労務管理・職場環境」については、過重な
負担感を感じている職員が多く、その要因と
して、入居者の認知症行動に対するとまどい
や職員間の共通理解不足からくる余計な手間
等があることがヒアリングの中で確認できま
した。また、「何か言われたら手伝う」「報連

相が苦手」など、一部の職員には自立性や積
極性に欠ける面もみられるとのことでした。
　「評価・処遇」については、各評価項目に対
する職員の理解不足がみられることや評価結
果のフィードバック方法が不十分であること
が課題となっていました。また、昇給・昇格
の賃金テーブルについては暫定的に作成して
いましたが、果たして妥当なものか、悩んで
いる様子も伺えました。

　過重な負担感の改善については、そのよう
に感じる要因となっている「自由に言える場
が少ない」などの状況を変えるきっかけとし
て、グループワークを中心とした「認知症介

護に対するストレス対策」をテーマにした職
員研修を実施しました。
　また、評価・処遇については、評価項目に
対する職員の理解を深めるために、具体的な

●取り組みに至る背景

●取り組み内容

　　　　事業主
　　　　職　員
　　　　MAX 20 点
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行動事例を示すことを助言し、早速対応して
もらい、昇給・昇格の賃金テーブルの妥当性
も検証するようにしました。

　職員研修では、冒頭に雇用管理改善チェッ
クリストの集計結果を示し、「なぜこの研修
を実施するのか」という研修目的を理解させ、
事例演習を通して考えさせることで理解を深
める内容とし、活発な意見交換が行われまし
た。また、研修効果を持続させるために、３
カ月後の振り返りシートも作成し交付してい

ます。
　賃金テーブルの妥当性の検証では、各階層
の上限と下限の設定、仮格付けと数年後にお
ける賃金総額の推移シミュレーションを行う
ようにするとともに、そのシミュレーション
用のツールを提供しました。

　職員研修後の感想では、「このように定期
的に話し合いの場を設ける」「１人でストレ
スをため込まず、辛くなったら相談やスイッ
チングを行う」「チームワークを高めるため
に、スタッフ同士のコミュニケーションを
しっかりとっていきたい」などの意見が聞か

れました。
　このように、実施した研修が職員へ好意的
に受け入れられたことから、事業主の雇用管
理改善に対する意識がこれまで以上に高まっ
たように思われます。

　当法人としては、平成30年４月に看護小
規模多機能型居宅介護事業所を開設し、職員
数も30人を超えるようになり、雇用管理上
の課題がみられるようになっています。一般
的に、介護事業所は複数事業所を運営するこ
とが多いと思われますが、事業拡大の一方
で、雇用管理などの内部管理体制の整備が後
手後手になりがちです。
　当事業所においてもこの機会に賃金決定の
ルール化を中心とした内部管理体制の整備を
行おうとしているところでした。賃金に関し

ては、ある一定の従業員規模になると、評価
を行う管理者等の目が十分行き届かなくなる
ことから、明確なルールづくりが必要と思わ
れます。
　また、当事業所が取り組んでいる雇用管理
制度の中で、夜勤の勤務時間を16時間から
13～ 14時間に短縮する試みは、職員の負担
軽減につながり、夜勤をする者が不足してい
るといった問題の解決も図ることができるも
のと思われます。

●取り組みのポイント

●取り組み後の感想

●他の事業所が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になる事項



雇用管理改善企画委員会　委員

ひまわり社会保険労務士事務所　特定社会保険労務士� 松前ゆかり

金子経営コンサルティング事務所　中小企業診断士・特定社会保険労務士� 金子　雅紀

元東北保健医療専門学校　介護福祉科学科長� 軍司　大輔

宮城県グループホーム協議会　会長� 内海　　裕

２級キャリアコンサルタント� 鶴田　弥生

（公財）介護労働安定センター宮城支部長� 黒田　茂樹

平成30年度宮城労働局委託事業
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　宮城支部
〒984－0051　宮城県仙台市若林区新寺1-2-26

TEL 022－291－9301 　FAX 022－291－9302
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あ と が き

　平成30年度宮城県労働局委託事業「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」は、2018年４月からスタートし、2019年２月まで実施して参りました。先進的取り組み

事例を２つ取り上げました。また、地域ネットワークコミュニティを２グループ形成し、それ

ぞれ職場改善の支援を進めました。合計22事業所に対する訪問回数は延べ80回に達しました。

　その結果、他事業所の参考になる先進的取り組み事例を紹介することができ、さらに地域ネッ

トワークコミュニティでは、それぞれの共通の課題について有益な情報交換、共有ができました。

　本パンフレットは、こうした取り組みを分かりやすくまとめたものです。

　介護事業所の皆様が実践的にご利用頂くだけでなく、広く介護に関心をお持ちの学生・一般

の皆様にも参考となれば幸いです。

公益財団法人　介護労働安定センター

宮城支部長　黒田　茂樹
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