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本書は、介護人材の確保のための取り組みを行い、実際に

効果を上げている介護事業所へのヒアリング調査を行って得

た事例によって構成されており、「介護人材の採用」につい

て27のポイントに絞ってQ&A形式で整理されております。

　また、各ポイントについても、具体的な事例を記載し、取

り組みの背景を容易にイメージできるよう工夫しておりま

す。

本書を介護人材の採用を行う事業所のヒントとしてお役立

ていただければ幸いです。

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。

平成 26 年度介護労働実態調査（特別調査）
介護事業所における人材確保に関する実態調査・研究

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が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。

厚生労働省 平成 26 年度雇用管理改善支援委託事業

介護の雇用管理改善
CHECK&DO25



公益財団法人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、介護労働者の確保と介護労働者の雇用の安定・福祉の増進のた

め、介護分野における雇用の創出や職場環境の改善等、介護労働者の雇用管理改善等に関する事業を行ってお

ります。

今後ますます高齢化が進む中で介護需要の拡大が見込まれ、介護人材の確保が喫緊の課題であることから、

栃木労働局委託事業「人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業（啓発実践コース）」に

より、介護事業所における雇用管理改善の向上を通じて、人材が集まり、定着する「魅力ある職場づくり」の

ための支援を行いました。

本事業は、当センターの雇用管理改善の専門家である雇用管理アドバイザーを派遣し、介護労働者の職場定

着に資する雇用管理改善のための啓発および相談を介護事業所の状況に合せて行う個別支援の他、地域性を踏

まえた連携や同種の介護サービスを提供する事業所の連携、および包括的に介護サービスを提供するための連

携等の視点を踏まえた「地域ネットワーク・コミュニティ」を構築して、相互の雇用管理のノウハウを活用し

た雇用管理改善への集団での取り組みに対する支援を行いました。

雇用管理改善へのアプローチのツールとして、厚生労働省 雇用管理改善支援委託事業（平成26年度）により

作成した「介護の雇用管理改善　CHECK&DO 25」（以下「CHECK&DO 25」という。）を活用しています。

CHECK&DO 25とは、介護事業所の雇用管理改善において重要となる「情報共有・コミュニケーション」、

「労務管理・職場環境」、「評価・報酬」、「人材育成」、「法人・事業所の風土」の５つの領域における雇用管理

状況を整理したものであり、自己チェックリストを用いて、各領域の課題の抽出や改善を進める上での優先順

位の設定等、効果的な相談支援を実施しました。

本事業における相談支援を通じて得られた各事業所の雇用管理改善への取り組みが、良質で安定した介護事

業の展開と「働きやすさ・働きがい」を感じながら職員が働けるような「魅力ある職場づくり」の一助となる

よう、本事業のまとめとして「雇用管理改善の取り組み事例集」を作成いたしました。介護人材が集まり、そ

して定着するための雇用管理改善へのヒントとなれば幸いです。

公益財団法人　介護労働安定センター

栃木支所長　岡本　良二
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平成27年度介護労働実態調査からみる介護労働の現状

介護事業所を取り巻く課題

介護業界は「人手が足りない」と言われており、厚生労働省における現状の推計シナリオでも2025年には約

38万人の介護労働者が不足すると試算されています。では、介護事業所はこうした介護職が不足している状況

についてどのように感じ、どのように対応しようとしているのでしょうか。

当センターでは、平成14年より全国の介護事業所を対象に介護労働における意識を調査する介護労働実態調

査を実施しておりますが、平成27年度に実施した調査において、介護サービス事業を運営する上での問題点

（図表１）について質問したところ、「今

の介護報酬では、人材の確保・定着のた

めに十分な賃金を払えない」が最も多く

62.9％、次いで「良質な人材の確保が難

しい」が49.5％であり、介護事業所の意

識としても人手不足が深刻化しているこ

とがうかがえます。

では、こうした深刻化する人手不足に

対して介護事業所はどのような取り組み

を行っているのでしょうか。同調査にお

いて早期離職防止や定着促進のための方

策（図表２）についての質問に対し、

「労働時間の希望を聞いている」、「職場

内の仕事上のコミュニケーションの円滑

化を図っている」、「賃金・労働時間等の

労働条件を改善している」が上位を占め

ており、介護事業所においても雇用管理

改善を図る等の対策を講じていることが

わかります。

栃木県の
介護労働の現状

SECTION

1

■ 図表 1：介護サービス事業を運営する上での問題点（栃木県）
                （複数回答、上位３回答）
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今の介護報酬では、人材の確保・定着の
ために十分な賃金を払えない

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

労働時間（時間帯・総労働時間）の
希望を聞いている

職場内の仕事上のコミュニケーションの
円滑化を図っている（定期的なミーティ
ング、意見交換会、チームケア等）

賃金・労働時間等の労働条件
（休暇をとりやすくすることも含める）

を改善している

■ 図表 2：早期離職防止や定着促進のための方策（栃木県）
                （複数回答、上位３回答）
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　 介護労働者の意識

では、現場で働く介護労働者の方は、現在の職場環境についてどのように感じているのでしょうか。労働条

件等の悩み、不安、不満等（図表３）について調査したところ「人手が足りない」が最も多く、「仕事内容のわ

りに賃金が低い」、「有給休暇が取りにく

い」、「身体的負担が大きい」が続いてお

り、労働環境に対する不満が上位を占めて

います。こうした労働条件等についての改

善が人材の確保と定着のためには欠かせな

いポイントとなっていることがわかりま

す。

また、県内介護職員の離職率は低下傾向

（平成26年度18.3%、平成27年度17.3%）に

あるものの、直前の介護の仕事をやめた理

由（図表４）についての質問に対しては、

「ほかに良い仕事・職場があったため」が

31.7%と最も高く、次に、「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30.0%という結果から、直前の職

場における不平や不満が多い様子がうかが

えます。続いて、「職場の人間関係に問題

があったため」が28.3%、「自分の将来の見

込みが立たなかったため」が23.3%となっ

ており、「収入が少なかったため」の20.0%

を上回っています。人材の確保・定着にお

いて賃金の改善は重要な要素ではあります

が、職場への不満や不安、更には職場の人

間関係は、人材確保・定着の重要なポイントであると言えます。

　 雇用管理責任者とは

雇用管理責任者とは、介護事業所において任命

され「介護労働者の雇用管理改善への取り組み」、

「介護労働者からの相談への対応」および「その

他介護労働者の雇用管理改善等に関する管理業

務」を担当する者をいい、介護事業所における雇

用管理改善への取り組みの中心者として、介護労

働者の魅力ある職場づくりを担う上で重要な存在

■ 図表３：労働条件等の悩み、不安、不満等（栃木県）
 （複数回答、上位５回答）

人手が足りない

仕事内容のわりに賃金が低い

有給休暇が取りにくい

業務に対する社会的評価が低い

51.5

49.4

36.2

35.7

34.0

身体的負担が大きい
（腰痛や体力に不安がある）

0 20 40 60

■ 図表４：直前の介護の仕事をやめた理由（栃木県）
 （複数回答、上位５回答）
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■ 図表５：雇用管理責任者の選任状況
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雇用管理改善支援の取り組み

栃木労働局委託事業「人材不足分野における雇用管理改善促進事業（啓発実践コース）」において、当セン

ターが介護事業所の雇用管理改善を進めるにあたり、雇用管理改善の専門家である雇用管理アドバイザーが実

際に介護事業所を訪問し、介護事業所の状況に合わせた様々な支援を行いました。その際、前述の介護労働実

態調査の結果において、「法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満」や「職場の人間関係」が介護事

業所を離職した理由の上位を占めていることから、介護人材の確保・定着への取り組みとして、コミュニケー

ションの円滑化を図る、定期的なミーティングの開催や管理職（リーダー）による職員に対する個別ヒアリン

グの実施を提案する等、職場内のコミュニケーションの向上への取り組みを支援しました。

また、平成27年度の介護保険改正では、介護職員処遇改善加算が、これまで以上に人材育成やキャリアパス

構築等についての拡充がなされ、その条件として「職員の職位、職責または職務内容等に応じた任用などの要

件」と「賃金体系」を就業規則など書面で整備することとされ、また、人材育成として「介護職員との意見交

換を踏まえた資質向上のための目標」を具体的に定める他、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提

供または技術指導などを実施するとともに、介護職員の能力評価を行うか、資格取得のための支援を実施」す

ることとされました。

これを受け、労働局（ハローワーク）が窓口となっているキャリア形成促進助成金やキャリアップ助成金を

活用した人材育成研修の実施提案、更に職場定着支援助成金を活用したキャリアパスの構築、能力評価に基づ

く賃金制度の導入提案などの支援を行いました。

当センターの調査でも、介護事業所における人材確保・定着の取り組みとして「人材育成」を重要視してい

ることから、キャリアパスや研修制度の構築に重点をおいて支援を行いました。

こうした支援を効果的に実施するため、介護事業所の雇用管理改善の現状を把握する必要がありますが、そ

のツールとして、当センターが作成した「介護の雇用管理改善　CHECK&DO 25」（詳細は後述）中の自己

チェックリストを活用しました。自己チェックリストは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」、E「法人・事業所の風土」の５つの領域から構成されています。

各項目について事業所の管理者の方や現場の介護職の皆様に自己診断をしていただき、自事業所の雇用管理改

善の状況を確認して、支援のポイントの絞り込みを行いました。

2

となります。当センターの調査における栃木県の雇用管理責任者の選任状況（図表５）は、全国平均にくらべ

て高い値となっております。

今回、介護事業所への雇用管理改善のため相談援助を実施する中で、当センターの支援の一環として雇用管

理責任者を選任していない介護事業所に対しては雇用管理責任者の意義を周知し、選任を促しています。
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雇用管理改善促進事業の実施概要

今回は、雇用管理改善への取り組みのニーズが高いと思われる、事業を開始して10年未満の事業所を有する

法人・企業を中心に支援を実施しました。これを法人・企業が有する主な事業所の「提供サービス別」に見る

と、「訪問介護事業所」が１箇所、「特別養護老人ホーム」が３箇所、「通所介護」が２箇所、「グループホー

ム」が３箇所、介護老人保健施設が１箇所の計10事業所を中心に企業・法人全体に対して支援を行いました。

また、法人・企業の「規模別」では、従事者が「19人以下」の法人・企業が０社、「20人以上50人未満」の法

人・企業が６社、「50人以上」の法人・企業が４社となっています。

自己チェックリストからみる雇用管理改善状況

栃木県の雇用管理改善の状況については、本事業において支援を実施した10法人・企業全てにおいて、「介

護の雇用管理改善　CHECK&DO 25」における「自己チェックリスト」による自己診断を実施しました。各

企業・法人の自己チェックリストの診断結果を踏まえ支援を実施しました。

支援を行った10法人・企業の内、７法人・企業については、相互に連携して効果的に雇用管理改善への取り

組みを行う「地域ネットワーク・コミュニティ」の構築を行いました。なお、「地域ネットワーク・コミュニ

ティ」での取り組み内容については、SECTION２に記載されておりますので、ご参考としてください。

また、地域ネットワーク・コミュニティを構築した各法人・企業の雇用管理制度導入への取り組み事例につ

いては、SECTION３に記載されておりますので、そちらもご参考としてください。

当センターが実施した、介護労働実態調査の結果でも「情報共有・コミュニケーション」と「人材育成」が

雇用管理改善において重要であるとの結果となっておりますが、今回、実施した支援においても、同様に「情

報共有・コミュニケーション」と「人材育成」に重点をおいて支援しました。

「自己チェックリスト」とは

「介護の雇用管理改善　CHECK&DO 25」は、平成26年度雇用管理改善支援委託事業（厚生労働省）にお

いて、当センターが作成したものであり、介護事業所の雇用管理改善の状況を「自己診断」をすることができる

チェックリストとなっております。

これは介護事業所の雇用管理として重要となる、次の５領

域・25項目から成っており、各々の項目についての解説に加え、

雇用管理改善に取り組む法人・事業所の好事例も掲載してお

り、当センターの支援を実施する上で有効に活用しております。

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

A

E

DC

B

■ 図表６：本事業での支援を行った事業所での 
診断結果
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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

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

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

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

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
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情報共有・コミュニケーションA

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

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

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

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

職員一人ひとりの心身の健康に配慮している 4 3 2 1

6

7

8

9

10

労務管理・職場環境B

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

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

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

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

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

11

12

13

14

15

評価・報酬C

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

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

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

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

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

16

17

18

19

20

人材育成D

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

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

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

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

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

21

22

23

24

25

法人・事業所の風土E
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地域ネットワーク・コミュニティ

当センターが相談支援を行った７法人・企業を対象に、「地域ネットワーク・コミュニティ」を構築し、事

業主や管理者が集まって合同勉強会を開催し、各々の事業所が抱える雇用管理上の課題や問題解決のノウハウ

を共有することにより、効率的に雇用管理改善を図りました。

いずれの法人・企業も人材確保に苦慮しており、職員の募集を行っていますが、なかなか応募者が集まらな

いという共通の悩みを抱えています。職員を確保するためには、職場に何を求めているかを分析するととも

に、自ら何ができるか、そして、何が不十分であるかの自己分析が重要となります。例えば、標準的な賃金を

支給していますが、賃金規程にしっかりした賃金テーブルや評価制度がなく、職員が将来のキャリアパスが描

けない。また、研修は定期的に行っており、職員の能力開発にも配慮しているにも関わらず、研修体系や年間

スケジュール等が、法人・企業の規程として整備されていないため、求職者に効果的にアピールできていない

場合があります。

地域ネットワーク・コミュニティでは、各法人・企業の特徴や改善すべき課題等を出し合い、法人・企業が

有する各事業所を見直す機会とすることにより、意欲のある介護職が集まり、入職後には長く安心して働くこ

とができる「魅力ある職場」となるための取り組みを行いました。

雇用管理上の課題

地域ネットワーク・コミュニティの中で、各法人・企業が有する事業所の状況を発表し、課題の抽出を行い

ました。

①職員の確保・定着
７法人・企業とも職員の確保に苦労しています。特に夜勤者の確保に苦慮しており、慢性的な人材不足から

職員への負担が大きく結果として離職するケースも少なからず見受けられます。夜勤のシフトを長・短２種区

分にして夜勤に入りやすくしたり、できる限り賃金の改善はしていますが、大きな効果は上げられていない状

況です。

②職員のスキル向上研修について
日々の業務に追われ、職員のスキルアップへの取り組みが不十分な状況です。認知症や介護度が高い利用者

地域ネットワーク・
コミュニティにおける
雇用管理改善の取り組み

SECTION

2

08



様への対応に不安を抱える職員や、介護職の経験が少ない職員が増えており、適切な対応ができていないケー

スが見られます。

③介護職員処遇改善加算に対応するためにキャリアパスを構築したい
職員の賃金アップを目的とした介護職員処遇改善加算が平成29年度より新たに設けられますが、最も加算率

の高い要件を満たすためには、事業内職業能力開発および資格取得などの自己啓発支援が必須となっていま

す。地域ネットワーク・コミュニティに参加する法人・企業にとって、上記要件を満たすキャリアパスの仕組

みづくり等の制度構築は容易ではないことから、新たな介護職員処遇改善加算の取得に向けた評価・処遇制度

の整備等、具体的な取り組みについてアドバイスを求められました。

④助成金を活用した人材育成や雇用管理改善の取り組み
職員の人材育成やキャリアパスの構築、評価に基づく賃金制度の構築の他、職員の身体的負担を軽減する等

様々な雇用管理改善に対応した助成金があります。各法人・企業はキャリア形成促進助成金、キャリアアップ

助成金、職場定着支援助成金といった助成金の存在は知っていたものの、日常業務に追われるあまり内容につ

いて理解し、活用する迄には至らない状況でした。更に、助成金は申請手続きに手間や時間がかかるといった

印象を持っていたことも、助成金活用に消極的である一因でした。

地域ネットワーク・コミュニティの具体的な支援

①職場のコミュニケーション向上への取り組み
職員の確保・定着については、いずれの法人・企業でも抱える課題ですが、直ちに賃金を改善させるのは難

しいため、当センターが実施した介護労働実態調査で“直前の介護の仕事をやめた理由”で、5 位の「収入が

少なかったため」よりも上位を占めた回答内容が、“直前の職場における不平や不満に係ること”や“職場の

人間関係の問題”となっていたことを踏まえ、「職場内でのコミュニケーションの向上」を図ることをポイン

トにおいて、次の取り組みを行いました。

地域ネットワーク・コミュニティ内での話し合いの結果、職員の離職要因として、職場の人間関係以外に

も、リーダーの立場にある職員が職場での悩みを１人で抱え込んでしまい精神的に追い詰められて離職してし

まうという意見もありました。

こうした状況を改善するために、次の意見が出されました。

１.　定期的な職員ヒアリングの実施 ２.　施設長や管理者と職員の面接の実施

３.　リーダー研修等研修の実施

【雇用管理アドバイザーによる支援】
地域ネットワーク・コミュニティに参加している法人・企業から雇用管理アドバイザーへ質問したいことを

あらかじめ募ったところ、職員間および職員と上司間のコミュニケーションについて好ましい連携方法や留意

点、チューター制度について等、職場のコミュニケーションの向上に向けた取り組みについて多くの質問が寄

せられました。会合では職場のコミュニケーションのあり方について雇用管理アドバイザーより具体例を交え

た指導を行いました。
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【支援に対する感想】
参加者からは「コミュニケーションに対する意識改革ができた」「リーダー候補者への指導の具体的イメー

ジが湧いた」等があり、今後の雇用管理改善に繋がることが期待できるような感想が多かったです。

②職員のキャリアアップのための取り組み
選ばれる介護事業所となるためには、その事業所が働く人にとって成長できる職場であることや、職業とし

て人生設計が描けるかが大きな要素となります。また、事業所の理念として、職員の成長を計画的に実施して

いる姿勢が形として表れていることが重要となるため、介護事業所を有する法人・企業としてキャリアパスや

評価制度に基づく、具体的な研修計画の策定が重要となりますが、制度導入における課題として次の意見があ

りました。

１.　研修するためには時間とコストが掛かる。

２.　キャリアに応じた賃金体系の構築が難しい。

３.　研修カリキュラムをどうすれば良いかわからない。

【雇用管理アドバイザーによる支援】
リーダー候補者の養成方法やリーダーのモチベーションを高める方法等、職員のキャリアアップのための取

り組みについて質問が多く寄せられました。賃金体系の構築や関連する助成金の活用方法と留意点の説明およ

び研修カリキュラム実施例の提示や作成時の注意点など、雇用管理アドバイザーから職員の処遇改善やキャリ

アアップとなる取り組みについて指導を行いました。

【支援に対する感想】
助成金の申請は、事務作業が大変で活用に踏み切れない状態でしたが、実際に雇用管理アドバイザーから、

助成金の説明を受けてみると、事務作業の大変さを上回るメリットがあることがわかりました。また、人材育

成やキャリアパスの構築は、介護職員処遇改善加算の要件を満たすことになり、職員の賃金の改善にもなり、

結果として職員の人材確保・定着にもつながることがわかりました。
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地域ネットワーク・コミュニティにおいて、法人・企業の有する各事業所の課題を把握するとともに、他の

メンバー事業所の好事例やノウハウを参考に雇用管理改善への具体的な取り組みを行いましたが、事業所に

よって事業所規模や職員の雇用状況、更に経営状況が異なります。特に事業主はそれぞれの考え方があり、雇

用管理制度を円滑に導入するため、当センターの雇用管理改善の専門家である雇用管理アドバイザーが法人・

企業の有する主な事業所を訪問し個別相談を行い各事業所の状況に合わせたサポートを行いました。

SECTION３では、法人・企業の有する主な事業所の状況に沿った雇用管理改善の取り組み事例を紹介しま

す。

地域ネットワーク・コミュニティを構成する法人・企業

主な事業所の提供サービス 総従業員数

Ａ社 通所介護 98人

Ｂ社 通所介護 28人

Ｃ社 認知症対応型共同生活介護 39人

Ｄ社 地域密着型介護老人福祉施設 44人

Ｅ社 介護老人福祉施設 100人

Ｆ社 介護老人保健施設 95人

Ｇ社 認知症対応型共同生活介護 20人

各事業所の
雇用管理制度導入の
取り組み事例

SECTION

3

11各事業所の雇用管理制度導入の取り組み事例3SECTION



　地域　県央

　主な介護サービスの種類　通所介護

　主な事業所の開始年月日
平成20年２月１日

　従業員数
総従業員数…98人

　常用労働者数：92人（うち正社員数：50人）

雇用管理上の課題 〜CHECK LISTの結果より〜

情報共有・コミュニケーション

評価・報酬 人材育成

法人・
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事例 Ⅰ

〈事業主〉
評価・報酬および法人・事業所の風土について
課題が見つかりました。

〈従業員〉
評価・報酬について課題が見つかりました。

情報共有・コミュニケーション
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事例 Ⅰ

支援期間
平成28年６月17日から平成29年２月28日まで。

すでに取り組んでいる雇用管理制度
評価・処遇制度関係

　キャリア段位制度の「等級能力基準」が作成されています。しかし、制度化・運用まで至っていません

でした。

研修体系制度関係

　組織に「研修部門」を設置し、日常的に従業員の能力向上に取り組んでいます。希望者に対し、施設内

で外部講師を招いての資格取得講座を行っており、これまでに合格実績もあります（介護福祉士、ケア

マネージャー）。

休暇・労働時間制度関係

　就業規則に準じています。有給休暇はパートを含めて全員が取得しています。従業員同士が協力し合い、

休暇が取りやすい環境です。育児休業の取得率も100%となっています。

業務管理・組織管理・人間関係制度関係

　管理者会議を毎月行っているほか、営業部門、研修部門において部会活動を行っています。

　今年度は、事業主と管理者２人で全従業員と個別面談を行いました。

　利用者やご家族、地域の方を招いての夏祭りを毎年開催しています。

福利厚生関係

　全施設の従業員一同で新年会を開催し、その中でお楽しみ抽選会等を行っています。家庭の都合などで

全員は集まれませんが、毎年実施しています。

雇用管理改善の意識について
〈事業主の意識〉

　従業員の意欲を高めるために、給与規定見直しの必要性を感じています。具体的には、評価制度に基づ

く能力給の導入を進めたいと考えていました。

〈従業員の意識〉

　「評価・報酬」領域の中で、仕事ぶりや能力について評価し、何らかの処遇改善につなげることが求め

られる結果となりました。（CHECK&DO25より）

対象企業が抱える雇用管理上の課題
従業員の意欲を高めるために、評価し、フィードバックを行う仕組みづくりが必要と考えました。
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提案した導入支援の内容
【評価・処遇制度の改訂、導入】

　「能力給」導入による給与規定の改訂を支援しました。

　「能力評価基準」「評価シート」、給与計算の基礎となる「賃金テーブル」を作成します。年間スケ

ジュールを決定し、評価の仕組みづくりを行います。

　作成されていた「等級能力基準」は、文章が長く評価しづらいと感じたため、これを改良する形で現状

に合ったわかりやすい評価資料を作成することを提案しました。各機関より出されている評価シート等を

使用することも可能ですが、施設が「こうあって欲しい」と思う職員を育てるには、自社作成が良いと考

えました。

取組計画と導入支援の検討過程
管理者が、職種ごとの「能力評価基準」および「評価シート」を作成しました。経験のない職種については

現場に確認しながら、項目や内容の見直しを進めていました。シンプルな表現で評価者が評価しやすい、わか

りやすい「評価シート」にまとまりました。

人間性を大事にする評価にしたいという意向でしたので、「技術面」「人間性」の配点を半々とする方向で進

めました。

「賃金テーブル」の作成とシミュレーションは事業主が行いました。これまでの給与から下がることがない

よう注意を払われています。

導入支援の成果
現在導入準備中ですが、今後、評価（自己・上司による）、個別面談でのフィードバックを経て、昇給月よ

り能力給を導入します。初年度を基準とし、実際に評価が賃金に反映されるのは来年度となります。賃金体系

の変更により、賃金規定の改訂を行います。

助成金活用状況
　◦助成金名称

　職場定着支援助成金（個別企業助成コース）の活用を提案しました。

　◦申請状況

　申請準備中です。
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事例 Ⅰ

事業主からの感想
能力給の導入という、なかなか進められなかった大きな課題をクリアできそうです。今回まず評価してみ

て、不具合を見直しながら、良い職員に働き続けたいと思っていただける施設を目指します。

雇用管理アドバイザーの感想
評価制度の構築に、統括施設長だけでなく管理者も共に参加できたことで、現場に近い評価シートにできた

と思います。現場がわかりやすい、評価しやすい表現というのはとても大事です。

今回、従業員からの要望が強かった「評価・報酬」の点に取り組まれたことが、今後の発展につながるよう

願っております。

今後の取組計画、課題
評価制度については、今回まずやってみて、不具合があれば管理者や主任が中心となって見直していくこと

になろうかと思います。

来年度新たな事業所を開設するため、組織図改訂を予定しています。５年後「こうありたい」という組織図

を予め作成しておき、新たな採用や人材育成を計画的に行うことも進めたい点です。

その他
評価制度を導入する際、従業員をどの程度巻き込むかも重要です。開設初期段階ですと、事業主が全面的に

整えることになりますが、評価項目を作り上げることは、リーダー育成の貴重な場となります。
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事例 Ⅱ

　地域　県央

　主な介護サービスの種類　通所介護

　主な事業所の開始年月日
平成26年７月１日

　従業員数
総従業員数…28人

　常用労働者数：26人（うち正社員数：10人）

雇用管理上の課題 〜CHECK LISTの結果より〜

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

〈事業主〉
労務管理・現場環境について課題が見つかりま
した。

〈従業員〉
労務管理・現場環境および人材育成について課
題が見つかりました。

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

企 業 概 要

16



事例 Ⅱ

支援期間
平成28年６月20日から平成29年２月28日まで。

すでに取り組んでいる雇用管理制度
評価・処遇制度関係

　職員の評価を行い、賃金や役職などに反映させる制度を導入しています。また、年２回の個別面談を通し

てコミュニケーションを図るとともに評価のフィードバックも行っています。

研修体系制度関係

　毎月１度の定期研修のほか、随時実施しています。

休暇・労働時間制度関係

　就業規則に準じます。

業務管理・組織管理・人間関係制度関係

　介護や送迎等の業務に関して、手順やミス防止に関する文書を随時更新し保管しています。

福利厚生関係

　外部研修参加を推進しており、ケアマネージャー等資格取得についても支援を行っています。

雇用管理改善の意識について
〈事業主の意識〉

　新規事業を始めるに当たり、新たな勤務体系について従業員に説明する必要があります。細かなことが

気にかかる職員もいるので、話をする前に就業規則の準備を整えたいと考えていました。これまでも就業

規則を随時改訂しており、従業員にとって働きやすい制度構築に努めています。

〈従業員の意識〉

　「労務管理・現場環境」領域の中で、有給休暇の取得推進面での改善が求められる結果となりました。

（CHECK&DO25より）

対象企業が抱える雇用管理上の課題
新規事業を始めるにあたり、就業規則の改訂が必要です。異動予定の従業員に対し、また新規採用活動に際

し、具体的な労働条件について明確にするためです。

17各事業所の雇用管理制度導入の取り組み事例3SECTION



提案した導入支援の内容
【給与規定変更に係る就業規則改訂】

　就業規則の改訂を行います。新規事業に必要となる勤務形態や手当の項目を追加するものです。これま

で行っている通所介護とは異なる事業であるため、勤務時間や賃金体系を新たに設定する必要があります。

取組計画と導入支援の検討過程
基本給の他に必要となる手当を挙げ、賃金体系と計算方法を検討しました。同業他社の資料も参考としまし

た。

夜間勤務や振替休日等、勤務時間について検討しました。従業員から質問を受けそうな点を細かく挙げなが

ら、労働時間の考え方について確認しました。異動予定従業員や役割、新規採用人数の確認を行い、採算性も

確認しました。

その他、新規事業の認知度を高める方法や、利用者を増やすための活動内容を検討しました。

導入支援の成果
導入準備は整いました。現在、新規事業へ振り向けるスタッフが育児休業取得予定のため、配置転換時期等

を検討の上、新事業開始時期を確定する予定です。

助成金活用状況
　◦助成金名称

　該当ありません。

　◦申請状況

　該当ありません。
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事例 Ⅱ

事業主からの感想
新規事業の展開は少し先に延びましたが、必要な事業なので進めていく考えです。今回はその前準備ができ

ました。従業員に対して先の事業の話もしながら、考えを共有していきたいです。

雇用管理アドバイザーの感想
従業員に対して、経営理念や10年先の環境、事業の継続ということをしっかり話されておられます。今回の

新規事業は会社にとって必要なだけでなく、利用者の安心につながる事業だと思います。数年後に事業展開が

実現することを願っております。

今後の取組計画、課題
数年後の新規事業開始に備え、事業に関しての展望を従業員や利用者に話す機会をつくり、あらかじめ方向

性を示していきます。また、従業員も含めて外部研修に参加するなど、情報収集とともに連携体制をつくる準

備を進めます。

今後のスムーズな配置転換や法人としての一体感醸成のためにも、全体で集まる場を定期的につくります。

また、人材確保のため、有給休暇が取りやすい環境への改善に取り組む計画です。

その他
特にありません。
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事例 Ⅲ

　地域　県央

　主な介護サービスの種類
　認知症対応型共同生活介護

　主な事業所の開始年月日
平成27年４月１日

　従業員数
総従業員数…39人

　常用労働者数：39人（うち正社員数：32人）

雇用管理上の課題 〜CHECK LISTの結果より〜

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

〈事業主〉
評価・報酬および法人・事業所の風土について
課題が見つかりました。

〈従業員〉
評価・報酬および法人・事業所の風土について
課題が見つかりました。　

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

企 業 概 要
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事例 Ⅲ

支援期間
平成28年６月30日から平成29年２月28日まで。

すでに取り組んでいる雇用管理制度
評価・処遇制度関係

　給与体系を見直し、手当の細分化を行いました。勤務シフトを見直し、シフトの細分化を行いました。

業務管理・組織管理・人間関係制度関係

　就業規則および給与規程の改正を行いました。

雇用管理改善の意識について
〈事業主の意識〉

　他の事業所と比べて、よりよい職場を作ろうとする意識が非常に高いです。

　改善に対して非常に前向きで、頻繁に就業規則を改正するなどしています。

〈従業員の意識〉

　個別に意見聴取はしていませんが、よりよい職場を作ろうと努力している印象を受けました。

対象企業が抱える雇用管理上の課題
事前アンケートの結果、「評価・報酬」および「法人・事業所の風土」について課題が見つかりました。
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提案した導入支援の内容
【評価・処遇制度の見直し】

　賞与に、±25％の評価部分を導入しました。これまで評価制度がなかったわけではないのですが、評価

者の主観中心で、不公平感の残るものでした。毎月支給の手当に関しては、評価部分は全くなく、以前に

行った手当の細分化による、資格の有無や実績により支給しています。

【組織管理・人間関係管理制度の構築】

　賞与支給時に、経営側との面談を行うことにしました。その際には、まず会社として向かうべき方向性

を伝える。そして、職員に意見があれば聴取します。同様に、指摘事項があればその場にて指摘します。

取組計画と導入支援の検討過程
【評価・処遇制度の見直し】

　現在、キャリア段位制度認定アセッサーの資格を持つ職員が２名いらっしゃいます。その方たちに評価

者となっていただきます。評価基準は、あまり複雑なものでないほうがよいとのことです。そこで検討し

た結果、簡易過ぎずかつ適度な５段階がベストとしました。評価導入にあたり、まず各個人に目標を掲げ

てもらい、同時に、各部署ごとの目標も掲げてもらいました。また、評価の際、加点、減点の基準となる

評価ポイントについても検討しました。

<評価加点ポイント>

　例：精勤率が優良、評価期間において職員を紹介した　等

<評価減点ポイント>

　例：遅刻（遅刻３回で欠勤１日分）、欠勤、始末書　　等

【組織管理・人間関係管理制度の構築】

　対象事業所は、会社の向かうべき方向性（目標）が、職員に伝わっていないといったギャップがありま

したので、それに対して意思を伝達する場が必要でした。そこで、年２回の賞与支給時を利用することを

提案させていただきました。

導入支援の成果
明確な基準を以て評価することにより、職員のモチベーションを上げることにつながってくれるものと考え

ます。また、評価制度を導入するリスクとして、評価に対して満足する職員はともかく、逆にそれを不満に思

う職員も少なからず出てきますので、そういった職員のフォローが必要です。もし、それを放っておくものな

ら、それらの職員の不満がたまり確実に離職へとつながることでしょう。そこで、実際の賞与支給の際の面談

は大切と考えます。
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事例 Ⅲ

助成金活用状況
　◦助成金名称

　キャリア形成促進助成金を活用しました。

　◦申請状況

　申請し、現在正規職員の人材育成研修を実施中です。

事業主からの感想
評価制度についていろいろ調べ、悩みましたが、アドバイスいただき感謝しています。特に、他社の制度な

どわからない点が多いので、それらをご教示いただき、とても参考になりました。

雇用管理アドバイザーの感想
他の事業所の良いところをどんどん取り入れて、施設をよくしようとする意識が高いにもかかわらず、これ

までその意思が職員に伝わっていなかったのは残念です。今後はその点については解消されるものと思いま

す。

今後の取組計画、課題
まだまだ職場の意思疎通には課題が残りますので、今後は今の制度を生かしつつ、随時改善していくための

計画作成を提案しました。今回の導入支援により離職率の改善が図れればと考えます。

その他
特にありません。
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事例 Ⅳ

　地域　県央

　主な介護サービスの種類
　地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

　主な事業所の開始年月日
平成26年12月１日

　従業員数
総従業員数…44人

　常用労働者数：44人（うち正社員数：23人）

雇用管理上の課題 〜CHECK LISTの結果より〜

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

〈事業主〉
人材育成および法人・事業所の風土に課題が見
つかりました。

〈従業員〉
人材育成に課題が見つかりました。　

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

企 業 概 要
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事例 Ⅳ

支援期間
平成28年６月22日から平成29年２月28日まで。

すでに取り組んでいる雇用管理制度
評価・処遇制度関係

　人事評価制度を導入しています。

研修体系制度関係

　階層別研修等を実施しています。

健康づくり制度関係

　年２回、健康診断を実施しています。

福利厚生関係

　福利厚生センターソエルクラブに加入しています。

雇用管理改善の意識について
〈事業主の意識〉

　職員が働きやすい環境に改善し、人材育成の体制も強化をしていきます。

　地域に必要とされる法人を目指します。

〈従業員の意識〉

　生活や将来への不安を解消したいと思っています。

対象企業が抱える雇用管理上の課題
施設でのユニットケアの取り組みにおいて、ユニットリーダー研修を受講した職員はいますが、現在の施設

設備や体制ではできないとの意見があり、なかなか形にならず悩んでいる状況です。施設としては、施設独自

のユニットケア体制を確立したいと思っています。

職員が都合によって相談する上司がさまざまで、リーダーシップを図る職員が一本化されていないことがあ

ります。ユニットリーダーのスキルとして、職員を引っ張っていくリーダーシップが弱く、ユニット間の連携

が薄いという悩みがあることから、職員への教育が急務であると考えています。

リーダーをはじめとした職員の人材育成を進めていくことで、法人・事業所の風土も改善していけると思い

ます。
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提案した導入支援の内容
【研修体系制度－教育訓練計画、自己啓発補助制度、その他の研修体系制度】

　上記制度を提案するに当たり、ユニットケアの基本的な考え方を基に、自分たちでケアの方法を考えあ

みだす取り組みを行うにはどのようにしたら良いか検討を重ねました。まずは、職員全体のレベルアップ

よりもユニットリーダーを育成することを視野に入れ職員にとって効果的なパターンへと変換を図るため

の検討を行いました。

  夏場は朝６時に起床する入居者も、冬場は７時まで布団の中でゴロゴロ寝ていたいと希望する方もいま

す。冬場になると６時から７時頃の時間は、入居者も床で休んでいるケースも多いことが考えられるため、

夜勤者と早番者が勤務を重ねて２名配置をするより、夜勤者１名で十分なこともある事例について共有し

ました。

　また、要介護５の寝たきりの入居者であっても24時間連続して介護が必要な状況はなく、関わる時間帯

や頻度があります。現時点での状況は、固定されたパターンで勤務シフトを組んでいるため、各入居者が

介護を必要としている時とそうでない時でも職員が必要以上に配置されていることもあると伺いました。

　そこで、就業規則に新たな勤務時間を設け、入居者の暮らしに合わせて必要な時間に職員が手厚く配置

できる仕組みを提案しました。具体的には、勤務パターンを現状の４パターンから26パターンに増やし、

入居者の暮らし方や季節によって勤務パターンを変えてみてはどうかと説明しました。

　施設にとって、人件費の問題や介護サービスの質の向上（人材育成）は永遠のテーマであり、職員の残

業時間の軽減や利用者本位のサービスにつながることもメリットとして捉えました。更に、必要以上に職

員を採用することなく、現時点での職員配置で工夫できる可能性もあることを説明しました。

取組計画と導入支援の検討過程
職員が働きやすい環境に改善していく中で、人材育成の体制も強化をしていくという話し合いの過程があり

ました。

導入支援の成果
勤務パターンに関して、施設でも今後改善をしていきたいと思っていることから、職員会議等で検討をして

いく運びとなりました。

助成金活用状況
　◦助成金名称

　キャリアアップ助成金およびキャリア形成助成金を活用しています。

　◦申請状況

　計画提出済みで人材育成研修を実施しています。
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事例 Ⅳ

事業主からの感想
色々な相談を聞いていただき的確なアドバイスをいただきました。

雇用管理アドバイザーの感想
入居者の暮らしに合わせて、ユニットごとに職員の勤務パターンを変化させ対応していくことが本当の個別

ケアではないかと思っています。

勤務パターンを工夫するためには、ユニットを超えて職員間の話し合いの機会が増えると予想することがで

きます。職員間の議論が人材育成につながり、ユニットリーダーも職員を引っ張っていくためのリーダーシッ

プを図る上での気づきにつながるのではないかと考えています。

今後の取組計画、課題
26パターン等の勤務の導入を行い、現場の状況に応じてユニットごとに実践していくことになりました。ユ

ニット間でも情報の共有を図り、良い取り組みは他のユニットでも取り入れる等連携を強化していく課題があ

ります。

実践しながら職員や入居者の反応や意見を伺い、施設全体で独自の体制を練り上げていくことが必要です。

今後は、中長期計画を策定し、職員に周知していくことになりました。

その他
特にありません。
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事例 Ⅴ

　地域　県央

　主な介護サービスの種類　介護老人福祉施設

　主な事業所の開始年月日
平成17年11月１日

　従業員数
総従業員数…100人

　常用労働者数：100人（うち正社員数：80人）

雇用管理上の課題 〜CHECK LISTの結果より〜

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

〈事業主〉
法人・事業所の風土および情報共有・コミュニ
ケーションについて課題が見つかりました。

〈従業員〉
法人・事業所の風土および評価・報酬について
課題が見つかりました。

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

A

E
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B

20
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10

5

0

企 業 概 要
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事例 Ⅴ

支援期間
平成28年６月30日から平成29年２月28日まで。

すでに取り組んでいる雇用管理制度
評価・処遇制度関係

　キャリアパス制度を導入しています。

研修体系制度関係

　研修スケジュール（研修計画）を年度ごとに作成し実施しています。

健康づくり制度関係

　毎年、健康診断・インフルエンザ予防接種・カウンセリングを実施しています。

休暇・労働時間制度関係

　介護・育児休暇、時短勤務を取り入れ実施しています。

業務管理・組織管理・人間関係制度関係

　定期的に職員面談を実施し、希望による人事の異動を実施しています。

福利厚生関係

　保養所の紹介および利用の促進を行っています。

雇用管理改善の意識について
〈事業主の意識〉

　施設が展開する介護サービスの質向上を心掛け、常に問題解決を行う意識を持って積極的に取り組んで

います。

〈従業員の意識〉

　自身が所属する部署（ユニット）のことのみを考えがちなところがあります。施設全体の意識を持つこ

とが課題です。

対象企業が抱える雇用管理上の課題
施設の理念や基本方針について、仕事で活用することや施設に浸透させることが課題になっています。職員

にとって働きやすい職場にしていくためにも施設運営上、体制の整備が求められています。
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提案した導入支援の内容
【その他の業務管理・組織管理・人間関係管理制度】

　職員が一丸となって、施設理念を基に基本方針を活用するための対策について取り組みました。施設長

の業務権限の範囲で基本方針の見直し検討を行いました。

　フロアリーダーがユニットリーダーに対して、その都度指示を出さないと動くことができず、やるべき

ことの理解が不足している悩みがありました。実情としてはフロアリーダーが一人で抱える業務割合が増

えてしまい、人材の育成になっていないとのことでした。施設の対策としても、理念と基本方針を浸透さ

せ解決を図ろうと「基本方針アンケート」を実施し集計した結果、理念や基本方針がわかりづらいと職員

が思っていることが明らかになりました。

　理念を変更するということは、今まで施設が築き上げてきた流れが良くも悪くも変わってしまう恐れが

あることを共有し、施設長の業務権限の範囲で基本方針の見直しを行うことになりました。そこで、職員

全体の理念や基本方針の意識化を図るために、職員の多くの意見を収集し、新たな基本方針を作成するこ

とになりました。

　職員の意見を収集し、基本方針の修正および追加を行うことになっていますが、なかなか職員からの意

見が挙がってこないことから今後の取り組みに悩みました。その後、研修を開催しＢＳ法を活用したグ

ループワークを行い、職員からの意見を収集しました。職員の意見を収集し、基本方針（案）を作成しま

したが、色々な意味で解釈をしてしまう抽象的な言葉を具体的な言葉に変換する作業を行いました。職員

全員が同じ意味で解釈ができるような言葉の選出に時間をかけ検討を行いました。

取組計画と導入支援の検討過程
既存の基本方針と今回作成した基本方針を比較してみると、具体的でわかりやすく職員の想いも含まれる内

容になりました。

導入支援の成果
職員が働きやすい環境で仕事ができるようになること、入居者や利用者が、今まで以上に満足のいく介護

サービスを利用することができるようになることの可能性が見えてきました。

助成金活用状況
　◦助成金名称

　該当ありません。

　◦申請状況

　該当ありません。
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事例 Ⅴ

事業主からの感想
今回作成した基本方針を活用して施設運営に取り組んでいきます。看護職員やリハビリ職等の介護職員以外

の専門職にも浸透させていく工夫をしていきたいと思います。意見交換の機会が増えました。職員からは、研

修でグループワークを行い皆の意見を組み合わせていく作業が楽しかったです。働きやすい職場とは、皆の意

見をまとめることが大切であることに気づきました。

雇用管理アドバイザーの感想
皆の意見が集約されれば、今以上に基本方針に対する意識が向上し、基本方針を他人ごとと捉える職員も少

なくなるのではないかと今後の可能性を感じています。また、理念や基本方針について、言葉は知っていても

意味を曖昧に捉えている職員や理解をしていない職員がいるということも把握する必要があります。理念は

「施設のあるべき姿」であり「施設の特色」であるということ、基本方針は「施設のルール」であるとわかり

やすく読み替えることで職員の意識も向上していくと考えています。

今後の取組計画、課題
今回の取り組みで、基本方針が決定される予定です。運営会議で職員に再確認を行った後、職員会議を開催

することになっています。その際に、基本方針を新たに作成した過程や施設の介護サービスの想いを含め施設

長から基本方針を公表することになりました。

今回基本方針を作成するにあたって、関わりを持てなかった職員もいたため、日常の会議やミーティングに

おいて、常に理念や基本方針を絡めた話し合いを習慣化していく必要があります。また、施設は今後、離職防

止とキャリアアップを導入したいと考えています。

その他
特にありません。
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事例 Ⅵ

　地域　県央

　主な介護サービスの種類　介護老人保健施設

　主な事業所の開始年月日
平成19年10月10日

　従業員数
総従業員数…95人

　常用労働者数：74人（うち正社員数：62人）

雇用管理上の課題 〜CHECK LISTの結果より〜

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

〈事業主〉
法人・事業所の風土について課題が見つかりま
した。

〈従業員〉
情報共有・コミュニケーションについて課題が
見つかりました。

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

企 業 概 要
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事例 Ⅵ

支援期間
平成28年６月27日から平成29年２月28日まで。

すでに取り組んでいる雇用管理制度
評価・処遇制度関係

　昇給時に管理者合議による査定を行い、昇給額に若干の差をつけています。賞与支給時に上司評価、事業

所評価の２段階評価を実施し、支給額に差をつけています。

　正社員転換制度を設けており、有期契約パート等の正規職員への転換を図っています。

研修体系制度関係

　研修委員会で年間研修計画を作成し、内部研修を年12回程度開催しています

　（職員全体６回、部門別６回）。

健康づくり制度関係

　全職員の健康診断を年２回実施しています。

　インフルエンザ予防接種は全額事業主負担で実施しています。

休暇・労働時間制度関係

　年次有給休暇の他に年間10日の公休を付与し、子育て中や共働きでも働きやすい職場となるよう配慮して

います。

業務管理・組織管理・人間関係制度関係

　問題や悩みを抱えている職員には、管理者が個別面談により指導・援助を行っています。

福利厚生関係

　実務者研修やたん吸引研修等については勤務扱いで受講させるとともに、費用も事業主が全額負担してい

ます。

雇用管理改善の意識について
〈事業主の意識〉

　経営の安定化を図りながら、給与額を徐々に引き上げている段階です。女性職員が多いことから、休み

が取りやすく子育て中や共働きでも働きやすい職場となるよう、特に配慮を行っています。

　また、「若者応援宣言企業」として労働局に登録し、若者のための求人募集、雇用管理の改善を積極的に

行っています。

〈従業員の意識〉

　一人ひとりの職員は、業務の改善について前向きな意識で取り組んでいます。
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対象企業が抱える雇用管理上の課題
介護人材不足の中、体調不良や転職希望等により退職者が出た場合にすぐに優秀な職員を採用できるわけで

はないので、やや能力不足の職員でも採用して粘り強く育成する必要があったり、仕事をさぼるような職員が

入ってきたりすることもあります。従来は、管理者が問題を抱えた職員と個別面接して指導することが多かっ

たのですが、周囲の職員が勝手な意見を言ったり、先輩職員の対応が冷たかったりと、個別指導だけでは問題

が解決できず、職場の人間関係管理が難しい状況にあります。

また、責任者会議で決定した人員配置について公然と反対意見を言うような現場職員がいたり、違う職種や

部署の間で他の部署は楽をしているのではないかなど、誤解や不理解が生じたりする傾向も一部にあります。

職場のリーダー層を育成するとともに、施設理念に基づくチームケアの充実を図るための業務管理・人間関係

管理の制度を導入することが課題となっています。

提案した導入支援の内容
【組織管理・人間関係改善に向けた取り組み】

　情報共有および経営理念の浸透を徹底するため、年３回程度、リーダー層を中心に異なる職種や部署の

職員が集まって業務改善について話し合う、グループ・ミーティングを開催することとしました。対象企

業は、経営理念の中で職員相互の和を尊び、豊かな人間性を持った介護職員として利用者満足が得られる

対応を行うことを掲げています。グループ・ミーティングでは、職員一人ひとりが経営理念を自分の職場

で実践するにはどうしたらよいかを考え、チームケアへの理解を深めることを重視しています。

取組計画と導入支援の検討過程
グループ・ミーティングの定例化は次年度の課題となりますが、試行的にミーティングを実施しており、業

務内容の見直しや職員の雇用管理の改善を図っています。

導入支援の成果
職員同士がお互いを認め合い、尊重し合うことによって、周りの職員が自分の仕事の意義や努力を評価して

くれていることに改めて気づき、モチベーションアップにもつながるなどの成果が生まれています。

助成金活用状況
　◦助成金名称

キャリアアップ助成金（一般型訓練コース）を活用して、内部研修を継続的に実施しています。また、

キャリア形成促進助成金を活用して平成28年７月からリーダー研修を行っています。トライアル雇用助成

金なども積極的に活用しています。
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事例 Ⅵ

　◦申請状況（計画届提出済みなど）

キャリアアップ助成金はキャリアアップ計画（H28年1月1日～H30年12月31日）を提出済みであり、有期

契約パート等が希望すれば、正規職員への転換を図る方針です。キャリア形成促進助成金はリーダー研修

終了後平成29年４月末までに申請予定です。

事業主からの感想
雇用管理アドバイザーに助言をいただき、リーダー層と密にミーティングを行うようにしました。結果、従

業員の考えを事業主がより理解できるようになったと感じています。今後も事業主が情報を収集して、従業員

が満足する体制をつくれるように努力していくつもりです。

雇用管理アドバイザーの感想
事業所として、職員の待遇を少しでも良くしていきたいと考えている様子が伝わってきました。管理者が一

人で問題を抱え込み過ぎず、職員間のコミュニケーションの充実を図り、集団指導体制で問題解決に当たって

いくことを期待しています。

今後の取組計画、課題
現在、処遇改善加算Ⅱを取得しており、キャリアパス要件Ⅰ（職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と

賃金体系を整備）および、キャリアパス要件Ⅱ（資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会

を確保）を既に満たしているため、平成29年度からは処遇改善加算Ⅰに変更する予定です。

処遇改善加算の制度は平成29年度から再度改正され、キャリアパス要件Ⅲ（経験若しくは資格等に応じて昇

給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを整備すること）が設けられる予定であ

り、この要件も満たせるよう雇用管理制度をさらに整備し、新しい上乗せ加算も活用できるよう、準備を進め

ていきます。

その他
職員は誰でも、利用者さんに喜ばれるにはどうしたらよいかなど、仕事の改善について日々考えながら前向

きな姿勢で仕事に取り組んでいるものなので、どんな細かなことでも職員から提案を出してもらい、業務改善

に生かしていく小集団活動に取り組むことにより職場は活性化します。

事業主が主催して全体をリードするだけでなく、例えば仕事研究活動実行委員会を設置し、実行委員が中心

となって職場ごとにミーティングを実施するなど、職員自身が自発的、主体的に仕事の改善に取り組む活動に

発展させる視点も重要です。
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事例 Ⅶ

　地域　県央

　主な介護サービスの種類
　認知症対応型共同生活介護

　主な事業所の開始年月日
平成28年１月１日

　従業員数
総従業員数…20人

　常用労働者数：20人（うち正社員数：15人）

雇用管理上の課題 〜CHECK LISTの結果より〜

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

〈事業主〉
評価・報酬について課題が見つかりました。

〈従業員〉
評価・報酬について課題が見つかりました。

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

A

E

DC

B

20

15

10

5

0

企 業 概 要
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事例 Ⅶ

支援期間
平成28年６月14日から平成29年２月28日まで。

すでに取り組んでいる雇用管理制度
評価・処遇制度関係

　厚生労働省作成による雇用型訓練「モデル評価シート」等を用いて、定期的に自己評価に取り組み、面接

を行っています。

研修体系制度関係

　研修体系制度を確立し、介護職員の中から介護職員アドバイザー候補者を養成するための研修を行ってい

ます。

健康づくり制度関係

　職員の腰痛防止のために車椅子体重計を購入し、デイサービス等の業務で活用しています。

業務管理・組織管理・人間関係制度関係

　管理者が適宜、個別面談により指導・援助を行っています。

福利厚生関係

　資格取得を奨励し、一定の補助を行っています。

雇用管理改善の意識について
〈事業主の意識〉

　職員の処遇を少しでも良くしたいと努力しているものの、利用者を当初計画通り確保できていないため

に経営上の制約も大きく、なかなか職員の期待に応えきれない状況です。

〈従業員の意識〉

　事業規模の縮小等、運営体制の変更もある中で、一人ひとりの職員は、前向きな意識で仕事に取り組ん

でいます。

対象企業が抱える雇用管理上の課題
職員の意識が内向きとなり、他の職員に対する不満や意見を言い過ぎる職場になっていたため、個々の職員

の気持ちを確かめ、人間関係を調整する意味でも、自己評価と個人面談に取り組んできました。

自己評価や内部研修等の取り組みを通じて、個々の職員の意欲は高まっていますが、中長期的に安定して働

き続けることができるよう、評価・処遇制度を整備していく必要があります。
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提案した導入支援の内容
【処遇改善加算Ⅰ取得に向けた評価・処遇制度の導入】

　現在、処遇改善加算Ⅱを活用しているところ、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を

整備することでキャリアパス要件Ⅰを満たし、処遇改善加算Ⅰに変更することが可能となります。

　介護報酬の増額分を原資とすれば、評価・処遇制度の導入に伴って人件費が増えた場合でも、経営に影

響を与えずに済むことになります。

　従来から、介護職員の職位は初級、中級、上級、主任クラスと４段階程度に分かれていたため、現状の

職務内容、責任関係をベースとして検討を加え、個々の職位に求められる職務内容と任用要件等の定義を

文章化することができました。

　上位の内容を「キャリアパス規定（任用要件等一覧表）」として明文化し、賃金規程にも昇進・昇格の基

準やその手続方法、基本給や手当の一覧表等について規定として盛り込み、賃金体系を整備する方向で検

討を進めました。

　経営に影響を与えないためには、処遇改善加算の変更による報酬増額分で昇給分が賄えるよう、基本給

や諸手当の改定を行う必要があります。職員全体の中で、処遇改善加算の対象となる職員の範囲について

確認した上で、基本給、諸手当の改善により具体的にどの程度の人件費増となるか、正確に試算を行い、

事業所の実情に合った賃金体系となるよう工夫しました。

取組計画と導入支援の検討過程
現在、キャリアパス規定、賃金規程等の諸規程等の最終的な改正作業を行っています。起案の上、事業主の

決裁を受ける方向で話し合いを行っています。

導入支援の成果
今回の評価・処遇制度の導入により、経営に大きな影響を与えない範囲で職員の処遇を改善することが可能

となります。職員の期待に応え、職員のモチベーションが向上することにより、利用者満足の向上や利用者の

増加につながります。

助成金活用状況
　◦助成金名称

　職場定着支援助成金（雇用管理制度助成）を活用しました。

　◦申請状況

　雇用管理制度整備計画認定を受け、制度導入助成金を受給しました。
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事例 Ⅶ

事業主からの感想
会社（経営）の厳しい状況の中で、頑張っている職員に対し、処遇面で改善しようという施設側の要望を真

摯に受け止め、施設の現状を把握した上で多方面からのアドバイスをいただき、処遇改善に一歩前進できたこ

とに対し、深く感謝申し上げます。

雇用管理アドバイザーの感想
管理者は、経営上の制約も大きい中で職員の処遇を少しでも良くしたいと努力しており、今回の評価・処遇

改善制度の整備が軌道に乗り、職員の意欲や能力が高まり、事業収益の改善や福祉サービスの質の向上につな

がることを期待しています。

今後の取組計画、課題
評価・処遇制度の改善が一定程度進んだ後には、介護職員の資質向上やリーダー層の育成が課題となりま

す。

これまで取り組んできた自己評価、個人面談の仕組みを発展させ、目標管理制度を導入すると良いでしょ

う。組織全体の目標を浸透させ、個々人の目標意識とすり合わせていくコミュニケーションの充実を図ること

ができます。また、文書や言葉でフィードバックを行い、がんばったこと、成長したことを積極的に評価する

ことで動機付けにつながり、職員の意欲を引き出すことができます。

その他
処遇改善加算の制度は平成29年度から再度改正され、キャリアパス要件（経験若しくは資格等に応じて昇給

する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを整備すること）が設けられる予定です。

介護事業所間の競争に負けず、良質な人材を確保していくためには、昇給基準のさらなる明確化や定期的な

昇給制度の導入も必要となります。
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　啓発実践推進委員会　委員（敬称略）（順不同）

　国際医療福祉大学  医療福祉学部  医療福祉・マネジメント学科  准教授  絹木　憲司

　一般社団法人栃木県介護福祉士会  会長      岩原　　真
　（社会福祉法人 大恵会  特別養護老人ホーム  ひかりの里  施設長） 

　社会保険労務士  髙橋克佳事務所  代表　特定社会保険労務士    髙橋　克佳

　オンナヂカラ・コンサルティング  代表  中小企業診断士    小髙記美子

　株式会社照和  代表取締役　ホーム長　　一般社団法人栃木県介護福祉士会  副会長 齋藤　和孝
　栃木県認知症介護指導者・介護福祉士・介護支援専門員

　公益財団法人介護労働安定センター  栃木支所長     岡本　良二

あとがき
当センターで毎年実施している介護労働実態調査結果（Ｈ27年度）の介護職離職率は栃木県17.3％、全国平

均16.5％（Ｈ26年度　栃木県：18.3％、全国平均：16.5％）と依然として高く、上記離職者の内１年以内の離

職率は栃木県33.7％、全国平均：40.2％（Ｈ26年度　栃木県：42.1％、全国平均：40.1％）と前年度に比べてや

や改善したものの依然低い定着率となっています。

上記の定着率が低い理由については、同調査結果から単に賃金だけに留まらず職場環境に係わる回答が上位

を占め多岐に渡っていることから、賃金等の処遇改善と併せて「魅力ある職場づくり」を行っていかなければ

なりません。

そこで、昨年度に続き、県内介護施設の中から10法人・企業を対象に、平成28年６月から平成29年２月迄の期

間で雇用管理改善に向けたセミナーや事業所訪問による個別相談支援等を通して広く普及・啓発を行いました。

更には、制度導入など具体的な取り組みを促すことにより、介護分野全体で「魅力ある職場づくり」への意

識の底上げを図り、介護職員が安心して働くことのできる職場環境のための雇用管理改善を推進し、人材の確

保を図っていくことを目的として本事業を実施しました。

該当事業所の各種相談に直接対応頂きました雇用管理アドバイザー（委嘱講師）各位並びに本事業推進に当

たり多方面からアドバイスを頂きました啓発実践推進委員会メンバー各位に感謝申し上げます。

本書は、上記、法人・企業の内、相互の雇用管理のノウハウを活用した雇用管理改善への集団での取り組み

を希望され、「地域ネットワーク・コミュニティ」を構築して集団相談も実施した７法人・企業における好事

例を紹介させて頂きました。

上記好事例情報を公開することで、少しでも介護事業所における雇用管理改善のヒントになればと思い、本

書を作成致しました。

介護職員が、やりがいを感じてより長く働くことは、介護サービスの質的向上や量的拡大に繋がるものと考

えます。

介護事業所ご利用者の満足（ＣＳ：顧客満足）は勿論重要ですが、一方で利用者をケアする職員の満足度も

向上させる“幸せづくり”から「介護職が働きやすい職場づくり」を目指すべく、引き続き介護事業所の相談

支援、同事業所間の情報交換や交流および好事例の共有に努めてまいります。

公益財団法人　介護労働安定センター

栃木支所長　岡本　良二
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本書は、介護人材の確保のための取り組みを行い、実際に

効果を上げている介護事業所へのヒアリング調査を行って得

た事例によって構成されており、「介護人材の採用」につい

て27のポイントに絞ってQ&A形式で整理されております。

　また、各ポイントについても、具体的な事例を記載し、取

り組みの背景を容易にイメージできるよう工夫しておりま

す。

本書を介護人材の採用を行う事業所のヒントとしてお役立

ていただければ幸いです。

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。

平成 26 年度介護労働実態調査（特別調査）
介護事業所における人材確保に関する実態調査・研究

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が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。

厚生労働省 平成 26 年度雇用管理改善支援委託事業

介護の雇用管理改善
CHECK&DO25



公益財団法人 介護労働安定センター 栃木支所

雇用管理改善の
取り組み事例集

介護事業所における

平成 28 年度  栃木労働局　委託事業
人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業（啓発実践コース）

平成 28年度栃木労働局委託事業
人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業

（啓発実践コース）＜介護分野＞

公益財団法人介護労働安定センター
栃木支所


