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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、取組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、大分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組む介護事業者へ

の支援を目的とし、先進的な取組を行う事業所等に対する「先進事業所モデル調査」と地域ぐ

るみで雇用管理改善を実践するための「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、先進事業所モデル調査の結果として、見守り支援機器を導入し介護職員の負担軽

減等を図った事例や、事業所内保育所を作り働きやすい職場づくりの取組事例ほか、地域ネッ

トワーク・コミュニティを構築し、テーマを決めて複数の事業者同士で研修、意見交換等を行い、

雇用管理改善に取組んだ事例等を掲載しています。

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

大分支部長　大坪　佳子
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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

■図表4　介護福祉機器の効果（複数回答、上位3回答）

　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、介護福祉機器や介護ロボットの

導入による身体的な負担の軽減のほか、

ICT（Information�and�Communication�

Technology）等を活用した介護業務の効率

化やペーパーレス化を進めるなど、先進技術

による業務改善と働きやすい職場づくりが重
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要となります。本事業では、こうした先進的な雇用管理改善への取組についての調査を「先進事

業所モデル調査」として行いました。

　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。

　取組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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取組事例紹介
SECTION 1

先進事業所における雇用管理改善モデル
　　●事業所内保育の取組と働きやすい職場環境づくりで人材を確保
　　●見守り支援機器を導入して職員の負担軽減と業務効率化を実現

SECTION 2
地域ネットワーク・コミュニティ

	 ●働き方改革に則した、パート就業規則の作成
	 ●短時間正職員制度導入で、働きがいのある職場づくり
	 ●職員が将来像を描ける、介護職員処遇改善加算Ⅰの取得へ
	 ●ダブルワーク受入れに関する労働環境の整備
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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
事業所内保育の取組と働きやすい職場環境づくりで
人材を確保！
事業所概要
法人名：株式会社はなはな

事業所名：はなはなわさだ有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホーム)

住所：大分市玉沢1027番地の１

事業開始年：2016年

提供サービス：サービス付き高齢者向け住宅

従業員数：56人（うち正社員：32人）

併設サービス：通所介護、訪問介護、保育所

●導入理由
　創業前より、女性が活躍できる会社を作りたい！と強く思っていました。2011年に大分市畑

中にて住宅型有料老人ホーム、通所介護事業所を開設。働きやすい職場づくりを進めるため、「短

時間正社員制度」、「子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得」、ほか「個別事情に応じた勤務形態、

勤務時間の選択」などライフステージに合わせた柔軟な働き方を選択できるなど、ワーク・ライ

フ・バランスへの取組を進めてきました。

　現事業所等を開設するにあたり、出産や子育てにおいて、離職せず無理なく仕事を続けられる

環境の充実を図るため、事業所内保育所を併設しました。
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★こどもルームのいちにち★

８：30まで 登園
健康観察
おたより帳提出
所持品整理
自由あそび

９：30 おやつ

10：00 あさの会
あいさつ、お名前呼び、
歌、絵本読み聞かせ
設定保育

11：30 昼食

13：00 着替え、はみがき
午睡、着替え

15：00 おやつ

15：30 帰りの会

16：00以降 自由あそび
順次降園

17：30 保育終了

●導入した先進技術の概要
　2017年「はなはなこどもルーム」として開設。入所定員９名。保育士は開設２ヶ月前より専

任で３名雇用。現在は５名。開設時は育児休暇中の従業員２名が職場復帰し利用。幼児４名でス

タート。

　開設後、従業員の利用状況によっては定員に満たない時期もありましたが、地域の子どもたち

の受入れも始め、現在は入所定員を満たしています。保育時間は８時30分から17時30分。デイ

リープログラムは別表のとおり。残業自体はあまりないのですが、勤務時間が下がる場合も対応

しています。2018年10月より自社グループ従業員の保育料は無料とし、福利厚生を手厚くしま

した。介護事業所の従業員の利用は勿論ですが、保育士の中には、子どもも当保育所に入園し、

一緒に過ごしている方もいます。
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●導入に工夫した点
　従業員に喜んでもらえる保育所とするため、まず従業員へ「どのような保育所であれば利用し

たいか」、「利用するとすればいつから利用したいか」などのニーズ調査を行い、開設にむけ準備

を進めました。

　事業所内保育所開設後には、保育所の園児たちがデイサービスを訪問して、利用者の方と一緒

に童謡を歌うなど、交流を大切にしています。利用者の方も園児との交流で、いつにも増して笑

顔が見られ、園児の訪問を心待ちにしています。
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●導入した効果
　従来より、求人の際には求人票に当事業所のワーク・ライフ・バランスの取組などの記載は

していましたが、事業所内保育所開設後は、マザーズハローワーク担当者へ直接説明を行うなど

した結果、求人数を大幅に上回る応募があり、計画的な人材確保ができています。

　従業員にとっては、子どもに何かあっても、すぐに駆けつけられるという安心感も大きいよう

です。

　また、2015年より新卒者を採用していますが、結婚や出産・育児でキャリアが途切れること

なく働ける職場環境を整えることで、ひとりも離職せず定着をしています。

　ほか、２人の男性職員は、１週間の育児休暇制度を取得しました。育児の大切さがわかり有意

義な休暇になったようです。

　現在、「はなはなこどもルーム」は入所定員を満たしているため利用希望者の受入れが出来な

いことや、これからの育児支援等も踏まえ、2019年１月に、大分市畑中に企業主導型事業を行

う定員19名の事業所内保育園「わかばこどもルーム」を開設しました。

※企業主導型保育事業を行う事業所内保育施設「わかばこどもルーム」の特徴

　１．利用定員の半数は自社従業員以外の地域からの入園が可能。

　２．認可保育園と同等の保育基準を満たします。

　３．入園時期や保育料などは、認可保育園と異なり柔軟に設定が可能です。
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先進事業所モデル 2
見守り支援機器を導入して職員の負担軽減と業務効率
化を実現！

事業所概要
法人名：社会福祉法人霊山会

事業所名：特別養護老人ホーム玉光苑

住所：大分市大字市459番地

事業開始年：1973年

提供サービス：介護老人福祉施設

従業員数：61人（うち正社員：42人）

併設サービス：居宅介護支援、訪問介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、保育園

SECTION 1

●導入理由
　当施設は、従来型、ユニット型とも各40床定員ですが、導入前は各居室内での入居者様の状

態把握が十分にできず、転落、転倒事故の危険性が高い状況にあり、職員は常にそういったリス

クを抱えていました。転落等の事故はラウンドでの発見となることも多く、特に夜勤時は職員数

が少なく、身体的、精神的に大きな負担となっていました。

　また、入居者様のケアに対しても、根拠ある介護、暮らしの安心に繋げるための更なる取組を

模索していたところ、先進的取組施設の見学の際に、非接触型見守り支援機器の活用状況や効果

等を知りました。今までのケアは、職員それぞれの経験や感覚で行っていましたが、状態を目視

できることで、判断根拠が明確になることなどから、職員、入居者様、両者の負担軽減等を図る

ことも含め、平成29年４月に80床全てに導入しました。

●導入した先進技術の概要
　見守り支援機器は、マットレスの下に設置したセンサにより、体動(寝返り、呼吸、心拍など)

を測定のほか、睡眠状態(覚醒、熟睡、傾眠等)を把握する事ができます。

　測定されたデータは自動で機器本体の内蔵メモリーに記録され、データの閲覧や管理はパソ

コンで行う事ができます。

　また、利用者の状態を、パソコンや端末でリアルタイムに確認する事ができるほか、予めお知

らせを設定することで、起居、離床、覚醒、呼吸数等に状態変化があった場合は、その情報を各

端末にアラート通知することで素早い対応が可能になります。
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●導入に工夫した点
　導入の際は、機器の取扱い等についての説明会を行ったものの、職員の中には活用できるだろ

うか等の不安を持つ者もいて、当初はなかなか活用が進まなかったため、導入効果の実感もあま

りない状況にあった。

　有効活用のためにも、職員一人ひとりが機器の理解を深め、使用できるように勉強会を重ねて

活用方法の浸透を図った。

　導入にあたり初期投資はかなりの負担となったが、大分県介護ロボット導入支援事業費補助

事業にて支援を受けた。

●導入した効果
　入居者様、職員への負担軽減等、以下について効果がありました。

　・�以前は、入居者様の体調の変化や急変についてはラウンド時の発見、対応となっており、体

調不良者はラウンドの頻度を高くして状態確認を行うなどしていました。しかし、訪室のタ

イミングの根拠が曖昧なため、職員も入居者様も負担となっていましたが、起居、離床、覚

醒、呼吸数等の個々の状態把握が可能となったことで、適切なタイミングでの訪室やケアに

繋がっている。

　・�トイレ介助の必要な方への対応が遅れるなど、更衣回数が多かったが解消されたほか、覚醒

や浅眠状態の把握により、排泄のタイミングが推測可能となった。

　・�入居者様の夜間不眠の状態は職員評価となっていたが、状態を正確に把握することができ

るようになった。

　・�入居者様の身体状況や生活状況の把握により、生活習慣の改善にも繋がった。

　・�リスクの軽減や、必要な時に適切なケアを行える職場環境となったことで、職員の精神的・

身体的負担も軽減された。

出典：パラマウントベッド株式会社
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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組

区分 事業所番号 主な提供サービス 職員数（うち正職員数）

A

事業所① 介護老人福祉施設 87人 （66人）

事業所② 住宅型有料老人ホーム 32人 （17人）

事業所③ 住宅型有料老人ホーム 23人 （12人）

事業所④ 住宅型有料老人ホーム 27人 （20人）

事業所⑤ グループホーム ９人 （３人）

事業所⑥ 通所介護 10人 （５人）

事業所⑦ 通所介護 22人 （11人）

事業所⑧ 通所介護 36人 （21人）

事業所⑨ 通所介護 15人 （２人）

事業所⑩ 訪問介護 15人 （０人）

事業所⑪ 訪問介護 23人 （７人）

B

事業所⑫ 通所介護 27人 （19人）

事業所⑬ 通所介護 ９人 （２人）

事業所⑭ 訪問介護 23人 （11人）

事業所⑮ 訪問介護 19人 （３人）

C

事業所⑯ 介護老人福祉施設 134人 （102人）

事業所⑰ 介護老人福祉施設 148人 （98人）

事業所⑱ 介護老人保健施設 150人 （120人）

事業所⑲ 介護付有料老人ホーム 20人 （13人）

事業所⑳ 通所介護 16人 （７人）

●各コミュニティの構成事業所概要

　「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

に取組むものです。

　大分県では、20事業所が４〜 11事業所に分かれ、３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組を行うとともに、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組ました。
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自己診断チェックリストから見る
雇用管理改善状況

　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。

　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っています。

介護分野すべての事業所の傾向とは言えませ

んが、コミュニティ全体では「評価・報酬」・

「人材育成」が最も低い値となっています。

　今回の個別支援では「評価・処遇改善制度」

に20事業所のうち８事業所が取組ました。
※「雇用管理改善チェックリスト」について
　は巻末をご参照ください。
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SECTION 2

コミュニティで取組を行った主な内容

　本事業では、20事業所が４〜 11事業所に分かれ、３つのコミュニティを構築して、各々のコ

ミュニティ毎に、先進的な取組などの視察や意見交換を行いました。

　また来年度から施行される「働き方改革関連法」に係る勉強会を行うなど、複数の事業者同士

で雇用管理改善に向けた取組を行うとともに、個別で各事業所の状況に沿った雇用管理制度の

導入等に取組ました。

ノーリフト活用による雇用改善と効果等について1

　介護分野においては人材不足が顕著な中、2025年に向けては約34万人の介護人材が不足す

る推計となっています。そのような状況を解消するためにも、働きやすい職場環境作りが必要で

あることから、コミュニティの２地域（大分・別府地域、日田地域）において、ノーリフト導入

の事業所を見学し、活用方法や導入効果などの説明を受け、意見交換等を行いました。

　【参加者の感想】

　●�ノーリフトは介護職員の負担軽減だけでなく、利用者にも効果があることが理解できた。導

入についても検討したい。

　●�実際に体験ができ、利用者の立場で考えることができた。

地域共生社会と共生型サービスについて2

　2018年度介護保険制度改正により新しく導入された「共生型サービス」では、介護保険事業

所および障害福祉事業所が必要な基準を満たせば、共生型サービスを提供する事業所として認

められるようになりました。介護事業所等の今後の新たな取組として、共生型デイサービス事業

所を見学し、取組についての説明を受け、意見交換等を行いました。

　【参加者の感想】

　●今後の通所の在り方を考えることができた。

　●�説明が解り易く共生型サービスへの理解が深まりました。

　●�共生型サービスが今後主流になっていくと感じ、必要性を強く感じました。
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働き方改革関連法に対応するための事業所の取組方について3

　2018年７月６日に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、
2019年４月から順次施行されることから、雇用管理サポーター (社会保険労務士)から、下記等
の内容にて、今後整備しなければならない就業規則等について学びました。
　●労働時間法制の見直し
　・残業時間の上限を規制します
　・�１人１年あたり５日間の年次有給休暇の取得を企業に義務づけます
　・�月60時間を超える残業は割増賃金率を引上げます
　・�労働時間の状況を客観的に把握するよう企業に義務づけます
　・�「フレックスタイム制」により働きやすくするため制度を拡充します
　・�専門的な職業の方の自律的で創造的な働き方である「高度プロフェッショナル制度」を新設

し選択できるようにします
　●�改パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法
　・同一労働、同一賃金
　・均衡と均等の考え方
　●ハラスメント（教育指導、相談の流れ）
　・ケアハラスメント
　・モラルハラスメント
　・パワーハラスメント
　【参加者の感想】
　●�「働き方改革」への取組で疑問に思っていたことが解消できました。
　●�年次有給休暇の５日付与について、とても解り易く理解できました。就業規則の変更や職員

への説明の参考になりました。
　●�管理者として知っておくべき内容で、とても理解しやすかったです。
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■サービスを運営するうえでの問題点（介護保険サービス系型別）� ※事業所における介護労働実態調査　報告書(平成29年度)

■導入支援の雇用管理制度 ■雇用管理制度の内容

上記、「サービスを運営するうえでの問題点」では、「今の介護報酬では人材確保、定着のために十分な賃金を払えない」
が２番目に多い結果でしたが、ネットワーク・コミュニティ 20事業所のうち、「評価・処遇制度」に８事業所が取組、
７事業所では介護職員処遇改善加算の上位取得に係る雇用管理制度の導入を行い、また、１事業所は人材の定着を図
るため、正社員転換制度を導入しました。ほか、働きやすい職場づくりとして、「休暇・労働時間制度」への制度導入に
係る取組を行いました。

雇用管理制度 内容 事業所数

評価・
処遇制度

賃金体系制度 4
8人事考課・評価制度 3

正社員転換制度 1

休暇・
労働時間制度

年次有給休暇の
取得促進 6

7
短時間勤務制度 1

業務管理・
組織管理・

人間関係管理制度

組織管理 4
5セクハラ・

パワハラ防止 1

計 20

介護事業所が活用できる助成金のご案内
■労働者の雇用環境の整備を図る
人材確保等支援助成金
　・雇用管理制度助成コース
　・介護福祉機器助成コース
　・介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
　・人事評価改善等助成コース
　・設備改善等支援コース
■労働者の職業能力の向上を図る
人材開発支援助成金
　・特定訓練コース
　・一般訓練コース（要件：中小企業、事業主団体）
キャリアアップ助成金（対象労働者：有期契約労働者等）
ほか、65歳超雇用推進助成金や両立支援等関係の助成金
等があります。助成金には要件がありますので、詳細は、
大分助成金センター（TEL 097-535-2100）へお問合せ
ください。

評価・処遇制度

業務・組織管理

休暇・労働時間
制度

40％

35％

25％
賃金体系制度

組織管理

正社員転換制度
短時間勤務制度
セクハラ・パワ
ハラ防止

年次有給休暇の
取得促進

人事考課・評価
制度

30％

20％20％

15％

5％
5％ 5％

施設系（通所型）
（n＝2,979）

施設系（入所型）
（n＝2,296）

訪問系
（n＝3,358）

全体
（n＝8,707）

0 20 40 60 80 100

良質な人材の確保が難しい

教育・研修の時間が十分に取れない

新規利用者の確保が難しい

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

経営（収支）が苦しく、労働条件や
労働環境の改善をしたくてもできない

介護従事者の介護業務に関する
知識や技術が不足している

指定介護サービス提供に関する
書類作成が煩雑で、時間に追われている
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コミュニティ参加事業所の取組

　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組を行った中から次の事例①〜④をご紹介します。

働き方改革に則した、パート就業規則の
作成
事業所概要
地域：大分市

事業開始年：2013年

提供サービス：通所介護

従業員数：10人（うち正社員：５人）

併設サービス：なし

事例 1

●取組に至る背景
　職員数の増加に対応するため、正職員の就業規則を週44時間から週40時間制に変更する準備

をしていたが、パート職員が増加しているため、パートタイム就業規則の作成を検討することに

しました。

　働き方改革の正規雇用と非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止に対応するため、職種

ごとの仕事の内容に差があるかないかを検討しました。

　現在のパート職員は皆、配偶者の扶養の範囲内で働きたいという希望があり、正職員と同じ水

準で処遇改善と賞与を支給すると130万円以内で収まらない現状があり、パート職員の仕事内

容を正職員と差をつける必要があります。

　処遇改善加算Ⅰでは、昇給の仕組みを就業規則類に明示する必要があり、パートタイム就業規
則にも反映が必要になります。
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●取組内容
　パートタイム就業規則と正職員の就業規則の整合性を保つため、両規則に共通する項目は同

じにし、パート職員特有の項目に絞り内容を検討しました。

　また、介護職員処遇改善加算では、経験による昇給も採用しており、正職員の賃金表の昇給幅

に合わせて時間給が昇給するよう規定を盛り込みました。

　所得の制限が無いパート職員は、キャリアパスに沿った運用で同一労働・同一賃金になるよ

う、正職員と同等の昇進・昇格のチャンスがあり、昇給率が時間に応じて同等になるよう規則に

表現しました。

　ほか、所得制限のあるパート職員は、職務の内容が正職員と明らかに異なるよう工夫しました。

●取組のポイント
　同一労働・同一賃金は、中小企業では2021年４月に施行予定ですが、人手不足で正職員が採

用できない代わりに、主婦等のパート職員で勤務時間を調整して対応しているのが現状です。

　正職員と職務内容の差をつけるのは、すぐには対応できないため、計画的な人員募集と職務の

役割分担を継続して行っていく必要があります。

　介護職員処遇改善加算Ⅰでは、月給者のみならず時間給者も同様な昇給の仕組みが求められ
ており、就業規則類に明示することが求められます。今回パートタイム就業規則を作成するにあ

たり、加算Ⅰの条件も満たすよう規定することを心がけました。

●取組後の感想
　今回の相談援助にあたりまして、正職員の就業規則の変更及びパートタイマーの就業規則の

整備についてご指導をいただきました。今後進んでいく働き方改革に合わせた規定の整備につ

いては、とても参考になるものが多く、法人の代表として今後の雇用についての意識が変わりま

した。

　また、事業を行っていくうえで、より良い職場環境づくりに向けてもう一度見直しを図ること

もできました。今回このような機会をいただいた先生、センターの方には大変感謝しております。
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コミュニティ参加事業所の取組み

短時間正職員制度導入で、働きがいのあ
る職場づくり
事業所概要
地域：大分市

事業開始年：2012年

提供サービス：通所介護

従業員数：22人（うち正社員:10人）

併設サービス：訪問看護、訪問介護、
　　　　　　　住宅型有料老人ホーム

事例 2

●取組に至る背景
　従業員の大部分は女性であり、以前から、結婚・出産・育児を通じて離職せずに働いてもらい

たいとの希望がありました。

　特に出産後、育児・介護休業法に定める育児短時間勤務制度では、３歳までしか対応できない

ため、育児をしながらパートタイマーに身分を転換して働かざるを得ない状況にある職員に対

し、働きやすく働き甲斐のある職場づくりの一環として、「短時間正職員制度」の導入を図るこ

ととなりました。

●取組内容
　「短時間正職員制度」として機能させるためには、利用できる事由、適用できる従業員（パート

タイマー）の要件、雇用契約期間、勤務時間、賃金、賞与及び退職金についてその内容を明確に

しておく必要があります。

　利用できる事由については、パートタイマーが別に定める要件を満たしていること、育児・介

護を行う者に加え、自己啓発を希望する者、疾病・傷病によりフルタイム勤務が困難な者も加え

ました。適用できる従業員（パートタイマー）の要件では、パートタイマーとして６ヶ月以上勤

務している者、所属長の推薦があること等としました。雇用契約期間は定めないこととし、勤務
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時間は正職員の１割減程度としました。

　また、基本給・賞与は正職員の労働時間に対する割合で決定して支給することとし、退職金は

正職員と同様に中小企業退職金共済制度の規定により支給することとしました。

●取組のポイント
　当事業所では、以前から、正職員が結婚・出産・育児を通じて、離職せずにパートタイマーと

して育児をしながら、或いは、子育て中の人材をパートタイマーとして雇用することがうまく機

能していました。

　今回、新たな制度として「短時間正職員制度」を設け、その内容を「短時間正職員規程」として

整備して導入することで、やむを得ずパートタイマーとして働いている育児中の職員の働き甲

斐につながり、また、介護を行う者、自己啓発を希望する者及び傷病等によりフルタイムで働く

ことが困難な者を対象に加えることで、働きやすい職場へなっていくものと考えています。

●取組後の感想
　最近の「働き方改革」等の報道に接するたびに、我社も短時間勤務の職員が多く、仕事内容は

正職員と変わらない為「短時間正職員制度」を導入した方が良いのではないかと思い、ご相談し

ました。社労士さんがすぐに来てくださり、規定の作成やその他の大事なポイントを丁寧に教え

ていただき、大変に助かりました。

　現在、各人と面談し、希望を聞きながら進めています。今後も職員の満足度アップの為、色々

とご相談させていただきたいと思います。
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コミュニティ参加事業所の取組み

職員が将来像を描ける、介護職員処遇改
善加算Ⅰの取得へ
事業所概要
地域：臼杵市

事業開始年：2015年

提供サービス：訪問介護

従業員数：23人（うち正社員：７人）

併設サービス：住宅型有料老人ホーム

事例 3

●取組に至る背景
　現在、介護職員処遇改善加算Ⅲを取得しているが、加算額が少なく職員の処遇改善を十分に行
われているとは言えない状況でした。

　また、求人難を解消するためにも、大きい加算額を申請し、一時金のみならず、月額給与に反

映させたいと考えていました。

　申請内容と就業規則類を確認したところ、キャリアパスや賃金表はなく、職員の昇進・昇格や

昇給のはっきりした基準は見受けられませんでした。

　現状の加算の配布の仕方が、職員のモチベーションにつながっているのか、加算Ⅰ・Ⅱの申請
に必要なキャリアパスや昇給の仕組みを設計する方法がわからず不安を感じていました。

●取組内容
　加算Ⅰの申請に必要なキャリアパスの項目を確認し、等級数を５段階としました。各等級ごと
に「役割」、「従事期間・経験年数」、「能力・研修・資格等」、「賃金テーブル」を検討しました。

　「経験」「資格」「評価」による昇給のうちどれが採用できるかを検討しました。一般職の３等級

は経験により昇給するが、評価次第で昇給幅が変わるよう設定し、４、５等級は経験でのみ昇給

する賃金表を作成しました。
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●取組のポイント
　今回作成したキャリアパスは、介護職員処遇改善加算ではキャリアパス要件Ⅰに該当し、職員
の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系の明示が求められます。

　キャリアパスの賃金テーブルと、賃金表の上限、下限はリンクする必要があり、現職員の等級

の格付けをするとともにテーブルの幅が妥当であるか確認しました。キャリアパスの賃金テー

ブルは、将来の昇給の可能性が一目で見れるものであり、昇格や昇進後はどの程度の賃金となる

のかがわかるので慎重に設定する必要があります。

　作成した規程とキャリアパス、賃金表は、事前に職員に周知し、加算申請前に労働基準監督署

に届け出る必要があります。

●取組後の感想
　今回、相談支援を受けるにあたり、事前準備や資料作成等の手間のかかる作業があるのではな

いかと正直不安がありました。

　実際、支援を受けていく上で、就業規則の整備やキャリアパス要件の充実等もわかりやすく、

ワンランク上の加算取得が行えるようになりました。職員も励みになり、経営者としても納得の

できる十分な内容でした。是非とも、他の事業所も利用することをおすすめします。

　支給方法として今後、基本給での昇給も必要となるため、賃金規定に記載されていない事項を

明記するため、別途キャリアパスに関する規程を作成し、賃金表、加算金の支給方法、昇給の仕

組みの明示を行いました。
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コミュニティ参加事業所の取組み

ダブルワーク受入れに関する労働環境の
整備
事業所概要
地域：日田市

事業開始年：1989年

提供サービス：介護老人福祉施設

従業員数：148人（うち正社員：98人）

併設サービス：�認知症対応型共同生活介護、
小規模多機能型居宅介護、�
短期入居生活介護、通所介
護、居宅介護支援

事例 4

●取組に至る背景
　新規事業場の立ち上げを控え、積極的に人材を確保していきたいが、求職者の数が少なく、県

境であるため賃金の高い他県へ求職者が流れる傾向にありました。

　政府の働き方改革を率先して行う必要性を感じ、調べていたところ、兼業・副業の促進に関す

るガイドラインが発表されていることを知り、同業他社で勤務している職員のみならず、他業種

で勤務してる方も対象に受け入れができないか検討を始めました。

　長時間労働にならないよう、夕方２時間程度の受け入れを想定し、法律上の問題点、労働時間

の管理、通勤災害、社会保険制度、所得税等を検討し、兼業受け入れに関する規定の作成や、働

く側の不安の解消を検討することにしました。

●取組内容
　厚生労働省のモデル規定から、兼業に関する規定の内容を確認し、追加で必要となる項目を検

討しました。主に兼業受け入れに想定される問題点を規定として整備することにしました。

　８時間勤務を超える場合に割増賃金が必要となること、また、長時間労働抑制のため、前事業

場での勤務時間を毎日自己申告してもらうことを義務付けました。
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　通勤災害対策として、他社から直接出勤する場合、自宅から出勤する場合の両方の通勤経路の

申告を行う。また、社会保険、雇用保険の加入ルールを再度確認し、規定としました。

　源泉所得税は、２ヶ所目の勤務は乙欄での控除となり、確定申告が必要となるため、規定とし

て盛り込みました。

●取組のポイント
　副業・兼業の規定では、機密情報の保護や業務に支障が出ない場合に兼業を許可するといっ

た内容になることが多いが、兼業受け入れの場合は、働く側の不安の解消や、不正対策、法律の

遵守に主眼を置く必要がありそうです。

　通常の労働者の場合、年末調整は受けますが、確定申告をする機会は少なく、確定申告の仕方

などを事業場が指導することで不安を減らすことができます。また、所得税の乙欄では少額の賃

金でも源泉課税されることや、社会保険加入者の場合は２ヶ所勤務時の保険料の按分等、予め説

明しておかないと不満が出る可能性があります。

　割増賃金目的の不正申告も考えられるため、不正時の懲戒の規定も盛り込むことが必要です。

●取組後の感想
　介護労働安定センターの相談事業でベテランの労務士さんに法人独自の労働環境の取組など

の相談を受けてもらいました。

　こちらが計画していること以外にも職員満足度の向上や安全衛生対策等のリスクマネジメン

トについて詳しく指導してもらいました。

　職員満足度は、そのまま利用者満足度につながり良い方向で職員一同仕事ができて感謝して

います。
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雇用管理改善企画委員会 委員
大分県老人福祉施設協議会　会長	 大木　　隆
　（社会福祉法人みのり村　理事長）

公益社団法人 大分県老人保健施設協会	 倉橋　克哉
　（介護老人保健施設ヴァルド・グラス・くじゅう　事務長）

一般社団法人 大分県介護福祉士会　会長	 田中　　努
　（特定非営利活動法人虹の翼　理事長）

大分県身体障害児者施設協議会　会長	 三浦　晃史
　（社会福祉法人 直心会	修光園　施設長）

雇用管理サポーター	 	 堀　　　勇
　（社会保険労務士法人 エストワン　代表社員）

公益財団法人 介護労働安定センター　大分支部長	 大坪　佳子

あとがき

　介護労働安定センターは、介護労働に関する総合的支援機関として平成４年４月１日に厚生労働

省（当時の労働省）所管の公益法人として設立されました。以来、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、この度、大分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

の雇用管理改善を進めるため、「雇用管理改善への取り組み」を作成しました。

　本書では、見守り支援機器の導入や働きやすい職場づくりへの取組のほか、本事業にて地域ネッ

トワーク・コミュニティを構築して、雇用管理改善へ取組まれた好事例等を取りまとめました。多

くの介護事業所の雇用管理改善にお役立ていただければ幸いです。

　最後になりましたが、本事業を遂行するために様々な助言をいただいた雇用管理改善企画委員及

び雇用管理サポーターの皆様に厚くお礼申し上げます。

平成31年３月

公益財団法人介護労働安定センター
大分支部長　大坪　佳子

平成30年度大分労働局委託事業
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　大分支部
〒870－0035　大分市中央町2-9-24三井生命大分ビル９F

TEL 097－538－1481　FAX 097－538－1486
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介護の雇用管理改善CHECK&DO 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
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は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
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あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

1 理念やビジョン、方針を職員に対し周知・徹底している 4 3 2 1
2 年度事業計画と目標を職員に対し明確に示している 4 3 2 1
3 記録・報告、ミーティング等で、職員間での情報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・職場環境
6 仕事と育児などの生活との調和等、個人の事情に配慮した支援を行っている 4 3 2 1
7 業務内容や量に対応できる適切な人員を確保している 4 3 2 1
8 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 4 3 2 1
9 有給休暇の取得推進や福利厚生面の整備など、労働環境の整備・改善を行っている 4 3 2 1
10 職員一人ひとりの心身の健康に配慮している 4 3 2 1

Ｃ  評価・報酬
11 仕事の役割や責任の範囲、必要な能力等を明確に示している 4 3 2 1
12 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
13 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 4 3 2 1

14 仕事ぶりや能力について評価し、何らかの処遇改善（賞与、一時金、報奨金、賃金
改定等）につなげている 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  人材育成4

16 職員のスキルアップのための研修方針があり研修を行っている 4 3 2 1
17 外部の講習会や資格取得等のために支援を行い、職員のスキルアップを行っている 4 3 2 1
18 新人に対する教育（OJT や新人研修等）を体系的に行っている 4 3 2 1
19 管理職層やリーダー層育成のための教育に力を入れている 4 3 2 1
20 将来のキャリアについて、支援（相談、研修等）やアドバイスを行っている 4 3 2 1

Ｅ  法人・事業所の風土4

21 挨拶・声かけ、認める・ほめるといった組織風土がある 4 3 2 1
22 職員が、自由にアイデアや意見を言える組織風土がある 4 3 2 1
23 新しいアイデアを取り入れたり、難しい課題に取り組んだりする組織風土がある 4 3 2 1
24 質の高いケアへの意識や向上心を持つ職員を育てる組織風土がある 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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