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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　平成30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」

は じ め に
我が国では、急速に少子高齢化が進行しており、介護人材は質・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、当センターが令和元年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67.2% に上り、５年連続して不足感が増加する結果と
なりました。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、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、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
目的とした「地域ネットワーク・コミュニティの構築」を行い、介護人材の確保のため地域
ぐるみで雇用管理改善に取り組めるよう支援をしました。

本書には、地域ネットワーク・コミュニティでの取組の結果として、働き方改革に基づく
雇用管理改善、特に人事評価に着目した改善の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、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

宮城支部長　 黒田茂樹
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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
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（１）介護人材の不足
我が国では、高齢化が進み、介護サービスに対する需要が増加する中で、多くの介護事業所

において介護労働力の確保が喫緊の課題となっています。
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、平成30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、介護サービスに従事する従業員の不足感については、人手不
足を感じている介護事業所が図表１のとおり全体の67.2％に上っており、５年連続して不足
感が増加しています。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54.2％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89.1％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56.2％と最も高く、

1
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【図表１】

同業他社との人材獲得競争が厳しい

他産業に比べて、労働要件等が良くない

景気が良いため、介護業界へ人材が集まらない

その他

56.2

54.9

46.1

17.4

5.8

0.3

わからない

無回答

【図表２】



（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※３、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12.2％で全体の１割を超え、60歳以上65歳未満と合わせると
21.6％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

次いで「他産業に比べて、労働要件等が良くない」が54.9％、「景気が良いため、介護業界へ人
材が集まらない」が46.1％となっています。

介護労働の現状 05

【図表３】介護労働者の年齢割合
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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。

イ　医療・福祉サービス改革に向けた取り組み
「労働力制約が強まる中でのマンパワーの確保」と「医療・介護・福祉の専門人材による機能

の最大限発揮」に向けて、テクノロジーも活用しつつ、生産性向上を図るため、「効率的な業務
分担の推進」、「テクノロジーの徹底活用」、「組織マネジメント改革の推進」の分野を設定し、
重点的に取組みを推進するとしています。具体的には、ロボット・AI・ICT 等の実用化推進、
データヘルス改革、タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進等が挙げら
れます。

※１　 介護労働安定センター　平成30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』（令和元年８月公表）
※２　 介護労働安定センター　平成30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』（令和元年８月公表）
※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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【図表４】60歳以上の介護労働者の推移
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2
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

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」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堤に取り組む事業
所を中心とした「地域ネットワーク・コミュニティ」を構築し、相談支援を実施しました。
「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・コミュニティとして取り組んだ事例や
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。

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 07
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取り組み事例紹介
地域ネットワークコミュニティ

①　働き方改革に基づく雇用管理改善について
②　人材不足への対応について
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「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。

宮城県では、沿岸部の20事業所を２つのグループに分けてコミュニティを構築し、各々のコ
ミュニティ毎に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。

［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（うち正職員数）

A

事業所① 通所介護 18人（４人）
事業所② 通所介護 10人（６人）
事業所③ 通所介護 ８人（４人）
事業所④ 訪問介護 12人（６人）
事業所⑤ 訪問介護 15人（１人）
事業所⑥ 通所介護 20人（８人）
事業所⑦ 通所介護 ３人（０人）
事業所⑧ 有料老人ホーム 46人（35人）
事業所⑨ 特別養護老人ホーム 32人（24人）
事業所⑩ 通所介護 16人（４人）
事業所⑪ 通所介護 ６人（４人）

B

事業所⑫ 訪問介護 12人（１人）
事業所⑬ 小規模多機能型介護 57人（27人）
事業所⑭ グループホーム 209人（45人）
事業所⑮ 通所介護 34人（11人）
事業所⑯ 通所介護 ４人（３人）
事業所⑰ 通所介護 14人（７人）
事業所⑱ 通所介護 15人（２人）
事業所⑲ 通所介護 14人（４人）
事業所⑳ 通所介護 30人（20人）

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
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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 ＆ DO 25」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】

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、「労務管
理・職場環境」がもっとも高い値となっており、職場の労務管理や環境の改善への意識が高い
ことを示しております。

一方、「評価・報酬」や「人材育成」が低くなっており、これらの中に課題があるものと考え
られます。
※「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。

自己診断チェックリストから見る雇用管理改善状況

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 11

情報共有・コミュニケーション

評価・報酬 人材育成

法人・事業所
の風土

労務管理・
職場環境

DC

B E

A

事業主
職　員
MAX20点



２つのコミュニティで共通のテーマを決めて、コミュニティごとに複数の事業者同士で意見
を交換し、雇用管理改善に取り組みました。その中の主な内容をご紹介します。

① 働き方改革に基づく雇用管理改善について
２つのコミュニティごとに、それぞれ「働き方改革」の勉強会を開催し、その概要と法改正

のキーポイントを学びました。その上で「雇用管理改善チェックリスト」の結果から見えてく
る各事業所の問題点・課題に、それぞれどのように対応しているかについて意見交換を行いま
した。例えば、年次有給休暇の取得が順調に推移している事業所がある一方、その対応の仕方
にはバラツキがありました。

意見交換の結果、労務管理・職場環境や評価・報酬が働き方改革に密接に関連することがわ
かり、雇用管理改善の方向性が示されました。

特に、人事評価はすべての雇用管理の中核をなすものであり、求める人材像の明確化やフィー
ドバック面談により、人材育成にも資することを学びました。

コミュニティで取り組みを行った主な内容
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② 人材不足への対応について
職員の確保・定着は、どの事業所でも抱える課題であり、その対応について、社会保険労務

士などの専門家を交えて複数の事業所間で、ディスカッションを行いました。
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ため、

職員採用についてどのような取り組みを行っているのかをポイントに、話し合いました。縁故
採用を中心に職員を確保することにより離職者が少ないという事業所がある一方で、毎年一定
程度の離職者が発生している事業所もありました。

職員の採用方法についての助言として、ハローワーク経由以外に、職員募集の案内掲示や近
隣へのポスティングも有効であることが紹介されました。

人手不足に関しては、シフト体制や業務の見直しを図っているが、依然として忙しく余裕が
ないため、介護サービスの低下につながることに懸念を感じる、などの意見がありました。こ
れに対して、ICT等により、効率化できる業務については効率化を図り、本当に人の手間をか
けなければならない業務については、じっくり時間をかけて取り組んでいくことが、一つの解
決の方向性である、という助言がありました。

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 13



コミュニティ参加事業所の取り組み

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り組みを行った中から次の事例①〜④をご紹介します。

小規模な事業所の実態に合った人事評価表を作成〜利用者に
対する「心」「気持ち」「心配り」の要素を重視！　

▪取り組みに至る背景
チェックリストの職員評価では、すべての分

野が高評価であり、職員にとって働きやすい職
場風土になっていることが伺われ、事業主評価
との乖離もみられませんでした。ただし、事業
主は、「評価・報酬」と「人材育成」の分野を
やや低評価としており、改善の余地があること
を認識していました。

▪事業所概要 
地域：石巻市

介護サービスの種類：通所介護

事業開始年月：平成26年10月
従業員数：16人（うち正社員数：４人）
併設サービス：居宅介護支援

雇用管理　自己診断結果
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また、人事評価表を整備中でしたが、その内容については一般的な表現で解釈にバラツキが
生じる可能性があることや、利用者に対する向き合い方の項目が不十分であることなどから、
どうも「しっくりこない」ように感じていました。

▪取り組み内容
人事評価表については、当事業所の介護サービスに求められる事項を基本に整理し、評価項

目を見直しながら、修正を繰り返していきました。
また、人事評価表により事業所が求める人材像を明確にしていくことで、PDCAサイクルを

通して人材育成を図っていくこと、職業能力評価基準シートについては、新人に対するOJTの
進捗状況を可視化する意味で活用する方法も検討しました。

▪取り組みのポイント
評価のポイントとして、ケアスタッフの資質に必要なのは、介護に関する知識や技術である

ことは言うまでもないこととして、もうひとつ「心」、「気持ち」、「心配り」が欠かすことがで
きない要素であると考え、「心がこもった・心のある職員」が取っている行動、心がけているこ
とを、評価表としてリストアップするようにしました。

▪取り組み後の感想
人事評価表を含む評価・処遇制度の見直しを行っていたところ、当事業所の実態に合った人

事評価表を作成するための有益なアドバイスをもらうことができました。また、支援全般を通
して雇用管理に対する意識にも変化があったとの感想です。

職員からは、今回の支援で見直しを行った人事評価表は、従来のものより格段に分かりやす
いとの声がありました。

今後は、特定処遇改善加算取得に向けた取り組みを実施したいとの事です。

▪他の事業主が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になると考えられる事項
人事評価項目の選定に悩む事業所の多くが、他事業所の事例を参考に、あるいはそのまま借

用するケースもみられます。その場合は、どうも「しっくりこない」という感じがつきまとう
ことが多くなります。人事評価制度の構築には、１度にすべてを整えようと考えず、できると
ころから着手し、「自事業所に合うか」「使いこなせるか」という観点のみを判断基準とし、出
来栄えにはこだわらないことで、制度構築に要する手間の短縮、また運用上の利点もあると考
えられます。

また、自事業所の介護サービスに求められる事項を基本に整理し直し、自ら考えるというこ
とはその想いを込めるためには必要なステップであり、結果として他事業所と同じ表現になっ
たとしても、その意図するところは事業所固有の状況を踏まえたものであり、職員を動かす源
泉になり得ると思われます。
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毎月の全体会議の場で評価項目の理解と具体的な行動を
継続的に促し、人材育成と長期勤務の実現を図る！

▪取り組みに至る背景
チェックリストの結果から、職員評価では「評価・報酬」領域と「人材育成」領域に課題が

あることがわかりましたが、事業主評価との大きな乖離はみられませんでした。また、定着率
にも課題がありました。

評価・処遇では、キャリアパス制度を構築し人事評価表を作成していますが、これまで多く
の職員が過大な自己評価を行った結果、意図した運用ができなかったことなどから、最近は人
事評価を実施していませんでした。

▪取り組み内容
まず人事評価制度を再開することにし、その際の評価基準

については、現在作成している評価表が、代表者の想いが
込められた非常に良い内容であることから、それを活用し
ていくことにしました。また、人事評価では、結果のフィー
ドバック面談と合わせて、個別面談を年２回定期的に実施
するようにし、人事評価結果については、何らかの処遇に
反映させることにより、人材育成と長期勤務を促していく
ことにしました。

▪事業所概要 
地域：石巻市

介護サービスの種類：通所介護

事業開始年月：平成24年２月
従業員数：18人（うち正社員数：７人）
併設サービス：住宅型有料老人ホーム
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▪取り組みのポイント
人事評価においては、それぞれの評価項目の具体的な行動を職員一人ひとりに考えてもらい、

理解してもらうことが必要です。そこで、月１回の全体会議を利用して毎月２〜３項目ずつ選
んで意見を交換し合うようにしました。そこで話し合った項目については、当月の重点項目と
して取り組むようにし、翌月にその結果を反省するといったPDCAサイクルを回すようにしま
した。

▪取り組み後の感想
全体会議の意見交換後のグループ発表では、具体的な行動よりも、好ましいと思われる一般的

な行動が多かったように感じられました。全体会議での意見交換後には、事業主が手応えを感じ
ていました。

▪他の事業主が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になると考えられる事項
離職率が高いことに悩みを抱える事業所も多いと思われます。そうした中、採用面に力を入れ

ることも大切ですが、その一方で離職者が多く発生する状況では真の改善とは言えず、離職者の
防止と定着率向上に対する取組みが重要です。当事業所では、その対策として個別面談を定期
的に実施し、職員とじっくり向き合うことで各人の考えや不満を引き出していくようにしました。

また、個別面談では、適切な人事評価と結果のフィードバックも合わせて実施するようにし、
課題である「評価・処遇」分野の改善も図るようにしています。その評価基準は、事業所の理
念を体現したものであり、その意識を浸透させることにより「人材育成」にも資することにな
ると考えられます。

コミュニティ参加事業所の取り組み 17



管理者に対する人事評価者研修の実施により、人事評価
の運用力向上と効果的な人材育成を図る！

▪取り組みに至る背景
チェックリストの結果から、各分野とも職員評価は総じて高い評価でしたが、「労務管理・職場

環境」分野以外は、事業主評価との乖離がみられました。
当事業所では、グループ全体の年度経営計画書の中で示された項目を行動指針とする「360度

行動評価表」による人事評価を実施しています。また、就労障害者に介護周辺業務を担わせ職員
の負担軽減を図っているほか、グループウェアの導入により業務の効率化を図ろうとしていると
ころです。さらに、全職員とは事業主が６カ月に１回食事会を開催し、話し合いの場を設けてい
るほか、バーベキューや忘年会なども開催しています。

▪取り組み内容
管理者に対する研修として「人事評価と面談の進め方」をテーマに実施し、人事評価を通した

部下の効果的な人材育成を促すとともに、管理者としての総合的な資質向上を図るきっかけとし
ました。

研修では、当事業所の評価表を使用した実践的な事例演習を、グループワーク形式により行い、
評価項目の理解と評価者の目線の統一を図るようにしました。

▪事業所概要 
地域：石巻市

介護サービスの種類：通所介護

事業開始年月：平成29年２月
従業員数：34人（うち正社員数：11人）
併設サービス： 住宅型有料老人ホーム、

訪問介護、他
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▪取り組みのポイント
事例演習では、当事業所の課題の１つである「理念と

現実のギャップに悩みを抱えている人物」を登場させ、
そうした状況に対するアドバイスも含めて考えさせる内
容としました。

また、これまでのフィードバックでは、評価結果を受
け入れられない職員も一部みられるとのことから、研
修ではフィードバックの基本事項とともに、タイプ＆シ
チュエーション別フィードバックについても学びました。

▪取り組み後の感想
研修受講後には、「適切な人事評価には、日頃の観察が重要であることが分かった」、「評価項

目にはあいまいさがあり解釈に相違があることが分かった」、「グループワークでは、各自異なっ
ている見方に気づかされることが多々あった」、「こうして議論することで多くの気づきを得ら
れ、議論することの大切さが分かった」などの感想がみられました。

毎回の人事評価においては、管理者による評価会議を開催し議論をしていくことにより、自
立的な取り組みが期待できるようになりました。

▪他の事業主が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になると考えられる事項
介護事業所では、理念と現実のギャップに悩みを抱える職員も多いと思われます。介護労働

安定センターの「平成30年度介護労働実態調査」によると、離職理由として「法人や施設・事
業所の理念や運営のあり方に不満があったため」が16.5％で、「職場の人間関係に問題があっ
たため」（22.7％）などともに上位を占めています。

当事業所の理念や、それに基づく様々な雇用管理制度はすばらしいものですが、職員にまで
その意義や内容が十分伝わってないとすると、現実とのギャップに悩む職員の不満となる可能
性があると考えられます。

そうしたことから、管理者あるいはリーダー等は、その隙間を埋める努力を、決して疎かに
してはならず、重要な役割の１つとして認識すべきであると思われます。
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人事評価制度の導入支援により、評価基準の明確化を図
り、評価結果に基づく定期昇給を実施することに！

▪取り組み内容
評価・処遇に対する職員の不満に対応するため、客観的かつ明確な評価表と評価基準、そして

昇給の仕組みを整備していくことにしました。評価表は、具体的な評価内容を含み、客観的で評
価しやすいもの、との考えから、職業能力評価基準シート（初級）を使用することにしました。

▪事業所概要 
地域：七ヶ浜町

介護サービスの種類：通所介護

事業開始年月：平成25年６月
従業員数：10人（うち正社員数：６人）
併設サービス：なし

事例④

▪取り組みに至る背景
チェックリストの結果から、職員評価では

「評価・報酬」が最も低く、次いで「情報共
有・コミュニケーション」「人材育成」分野
に課題がみられました。「評価・報酬」では、

「仕事ぶりや能力の評価と面談によるフィー
ドバック」や「賃金決定のルール化と明示」
を中心に低評価でした。評価・処遇では、賃
金決定が事業主の判断に委ねられており、客
観的で明確な評価基準がないなどの課題があ
りました。

雇用管理　自己診断結果
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▪取り組みのポイント
人事評価を行うにあたり、CHECK&DO25

の集計結果を示し、「なぜこのようなことを
実施するのか」という目的を職員に理解させ
るようにしました。

評価基準を明確に設定し、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
を行うこととしました。

▪取り組み後の感想
開所後６年を経過して平均利用率も６割を

超え、10月からはサービス提供体制強化加
算、来年度からは特定処遇改善加算Ⅰも算定
することになりました。

そうした中、これまで昇給が困難でしたが、
今後はこれまでの報いに応えるために、評価
結果を基に昇給等を実施する考えです。

また、支援全体を通して、様々な情報や気
づきを与えられ、有益でしたとの感想がありま
した。

▪他の事業主が雇用管理上の課題に取り組む上で参考になると考えられる事項
当事業所のように勤続年数が長い者が多くなると、仕事がマンネリに陥ることは決して少なく
ありません。「心理的安全性」は組織の生産性を向上させるといいますが、そうかと言って仲良
しクラブにならないように注意すべきでしょう。
人事評価により日頃の行動を常に振り返り自ら改善しようとすることは、介護サービスの品質
の向上に資するものと考えられ、競争が激化している介護業界においては、差別化を図るために、
最も求められているテーマであると思われます。
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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

東北文化学園大学　非常勤講師� 軍司　大輔

宮城県老人保健施設連絡協議会　事務局長� 横山　義則

２級キャリアコンサルタント� 鶴田　弥生

令和元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 小田急仙台東口ビル７階

TEL 022－291－9301 　FAX 022－291－9302

あ と が き

令和元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、2019年4月からスタートし、2020年2月まで実施して参りました。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、合計20事業所に対し訪

問支援を実施しました。

その際、「雇用管理改善チェックリスト�CHECK&DO25」を活用して現状把握を行い、客観

的な視点から事業所の課題や問題点を抽出し、改善に取り組みました。

その結果、各コミュニティにおいて、それぞれ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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