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介護の雇用管理改善
CHECK & DO 25
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。

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 ! 〉
どちらかというと
あてはまらない

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

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

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

4

3

2

1

4

3

2

1

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

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

労務管理・職場環境

C
14

情報共有・コミュニケーション

評価・報酬

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

15 賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している
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1 理念やビジョン、方針を職員に対し周知・徹底している
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人材育成4

法人・事業所の風土4

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、東京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
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、介護ロボットを利用し労働者の負担を軽減
した事例や ICT を活用して在宅介護関連業務を効率化した事例を、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処遇改善加算取得・
活用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。
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
東京支部長

※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

石井 久恵

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）
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平成29年度介護労働実態調査
1
からみる介護労働の現状
1

介護人材の不足

我が国では、介護需要が増加していく中

着促進・生産性向上、④介護職の魅力向上、

で、介護労働力の確保が喫緊の課題となって

⑤外国人材の受入環境整備など）による押上

います。

げが必要としています。※1

厚 生 労 働 省 が 公 表 し た 資 料 に よ る と、

また、当センターが実施した介護労働実態

2025年には介護人材の不足（需要見込みと

調査 ※2 では、平成29年度において人手不足

供給見込みの差）は34万人に上り、この大き

を感じている介護事業所が全体の66.6% に

な需給ギャップを埋めるためには、総合的な

上りました。前年度比4.0ポイント増で、増

介護人材確保対策（①介護職員の処遇改善、

加は4年連続です。

②多様な人材の確保・育成、③離職防止・定
■図表1

※1
※2

2

従業員の不足感の経年変化

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)
事業所における介護労働実態調査 報告書（平成29年度）

介護サービス事業を運営する上での問題点

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。

3

■図表2

3

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）

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

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）

職員が68万人不足すると予想され、その需

しかし、IT・機器の導入といっても、大き

給ギャップに対しては以下の3つの方策で克

な費用負担や投資に見合うだけの効果を疑問

服が可能であると提言しています。

視する介護事業者は少なくありません。実際

① IT・機器の導入等による労働時間・労

に介護ロボットに関する課題・問題に係る調

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
■図表3

4

職率低下（人材供給 +8万人）

介護ロボットに関する課題・問題（複数回答）

査結果は、図表３のとおりとなっています。

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。

■図表4

介護福祉機器の効果（複数回答、上位3回答）

介護分野における人材確保の
2
ための雇用管理改善推進事業
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、介護機器の導入による身体的・精神的
な負担の軽減の他、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が重要とな
ります。本事業では、こうした先進的な雇用
5

管理改善への取り組みについての調査を「先

見合った効果を懸念するあまり、見送ること

進事業所モデル調査」として行いました。

となってしまうことが多くあると思います

次の章では、
「先進事業所モデル調査」の結

が、単に導入した制度や技術を紹介するだけ

果として、介護事業者にとって参考となりう

でなく、導入に至る背景やプロセス、そして

る雇用管理改善モデルを紹介しています。新

導入前後の介護職員の意識変化と介護事業運

しい雇用管理制度の導入や新しい技術の導入

営にとってのメリットなども紹介していきま

については、慣れるまでの混乱や導入費用に

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

6

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、

び包括的に介護サービスを提供する事業所の

相互のノウハウを共有することで、1つの事

連携等により構築するもので、これら連携し

業所では難しい雇用管理改善を行うことがで

た介護事業所が集まって行う勉強会などをと

き、また、必要に応じて専門家の力を借りる

おして、相互の経験や知識を共有し効果的に

ことで、より効果的な雇用管理改善を行うこ

雇用管理改善に取り組むことを目的としまし

とができました。

た。また、事業所によって規模、雇用状況、経

取り組み事例紹介にあたっては、地域ネッ

営状況、更に考え方まで違うため、必要に応

トワーク・コミュニティを構築した効果や専

じて社会保険労務士や中小企業診断士等の雇

門家からのサポート内容等も含め掲載してい

用管理改善の専門家と連携しながら、個々の

るので参考にしてください。

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
●介護ロボットの活用で際立つ介護の専門性とさらなる可能性
● SNSを活用した攻めの情報公開による新しい採用・定着の可能性

SECTION 2
地域ネットワーク・コミュニティ
●職務分掌規程の策定と運用により働きがいを後押し！
●無資格未経験者をサービス提供責任者に育てる人材育成の推進
●処遇改善加算Ⅰ取得を目指してキャリアパス、給与体系を明確化
●人材確保・定着の向上を目指してメンター制度を導入！
●苦情処理対応をシスティマティックに誠実に！
●チームビルディングにより事業所開設初期の混乱を克服！
●モチベーションの向上に向け貢献度評価の適正化を推進
●全員で施設稼働率向上を達成し、事業の安定と成長を目指す！
●処遇改善加算Ⅰを目指して定期昇給の仕組みを構築
※事例中の従業員数は平成31年１月時点の人数
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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
介護ロボットの活用で際立つ介護の専門性とさらなる可能性
事業所概要
事業所名：杜の癒しハウス文京関口
地域：文京区 事業開始年月：平成25年９月
提供サービス：特定施設入居者生活介護
有料老人ホーム
併設サービス：なし
従業員数：51人（うち正職員 :35人）

●導入理由
介護サービスの質的向上と介護職員の心

の楽しさやワクワク感を醸成し、その先に際

的・肉体的負担の軽減が期待できることから

立つ
「介護の専門性」
をも見据えて介護ロボッ

介護ロボットを積極的に導入しています。介

トを導入している点は特筆すべきところで

護ロボットを、昨今の人材不足問題を解消す

す。
「新しい動きや新しい展開に積極的で好

るための手段として用いるのではなく、介護

奇心がくすぐられる」
、そんな施設の姿勢は、

職員の心身にかかる負担を軽減することに

介護に従事する職員だけでなく利用者の家族

重点を置いていることも特徴的です。介護ロ

の方からも好意的に受け入れられています。

ボットの利活用を通して介護の可能性をさら

介護ロボット導入のような先進的な取組に積

に広げるとともに、これからの介護の常識を

極的な施設に利用者を預けることに誇りを感

自らの情熱とパワーで作り上げていけること

じると話した家族もいました。

●導入した先進技術の概要
次の3つのロボットを活用しています。
（1）見守りセンサー

8

ンサーは、あらかじめ設定された範囲より外

ベッドとその周囲での挙動を見守るロボッ

に利用者が移動した場合に鳴る仕組みで、そ

ト。職員の手元にあるタブレット画面にシル

の範囲は自由に設定することができ、また変

エット化された利用者が映し出されます。セ

更も可能です。

（2）愛移乗くん（あいじょうくん）

（3）HAL（ハル）腰タイプ介護支援

車いすから便座、ベッドから車いすなどへ

重量物を持ったときの腰にかかる負荷を軽

移乗する際の介護職員の介護負担や利用者

減することで腰痛になるリスクを軽減するた

本人の負担を軽減するロボット。リモコンス

めのロボット。脳から筋肉に流れる信号を皮

イッチを操作することにより、昇降及び回転

膚表面から微弱な生体電位信号として読み取

操作にて移乗動作を行い、利用者の負担を軽

ることで人間の運動意思に従ったアシストを

減します。

可能とし、介護従事者の負担を軽減します。

●導入に工夫した点
介護ロボットの導入からフォローまでは施

カーからのヒアリングに応じたりしてその

設内のIT推進委員会が主導しています。IT

改善に取り組んでいます。介護ロボット導入

推進委員会は、世の中に様々な介護ロボット

の検討を職員に委ねることにより、導入に関

が存在する中で、どの介護ロボットが導入に

わった職員たちは真剣に介護ロボットの選定

適しているかを検討したり、導入した後に初

を行うことで、導入後に強い当事者意識を自

めて浮き彫りになる介護ロボットの課題を実

然と持つようになり、それがさらには導入決

際に利用している介護職員たちから収集し、

定への責任感と実際に介護ロボットを活用し

把握された課題を解決するためにメーカーへ

た介護サービスが提供できることへのワクワ

直接改善のリクエストを重ねたり、逆にメー

ク感につながっています。

●導入した効果
介護ロボットを導入したことにより次のよ
うな効果が表れています。
（1）見守りセンサー

給をするまでに至っていた利用者が、自らお
手洗いに行くための手段を得ることによっ
て、導入後は進んでお手洗いに行くことを選

夜勤時の肉体的・精神的負担の大幅な軽減

び、それを続けた結果、活発にお話ができる

につながりました。以前であれば呼出音がフ

までに至りました。全てが介護ロボット導入

ロアに響くたびに現在進行形で行っている介

による効果とは言いきれませんが、少なくと

助と呼出音が鳴った利用者の元へ駆けつける

もきっかけになったものと現場では実感して

こととどちらを優先すべきかを常に問われる

います。

ため、そのことによる緊張感がありました。

（3）HAL

導入後は、利用者のシルエットがタブレット

HALを装着することで様々な介護の場面

で確認できるため、その都度、業務における

で介護職員の腰痛予防ができ、また腰痛悪化

適切な優先順位をつけることができるように

を防いでいます。介護ロボットを装着するこ

なりました。

とは身体的な負担軽減につながるだけでな

（2）愛移乗くん

く、介護のプロとしての自覚をさらに研ぎ澄

活用する前は寝たきりで胃瘻による栄養補

ますことにもつながっています。
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SECTION

1

先進事業所モデル 2
SNSを活用した攻めの情報公開による新しい採用・定着の可能性
事業所概要
事業所名：カラーズ
地域：大田区 事業開始年月：平成24年３月
提供サービス：訪問介護
従業員数：40人（うち正職員：16人）
併設サービス：居宅介護支援、福祉用具貸与販売

●導入理由
介護業界における大幅な人材不足の状況の

活用はあまりされておらず、折角事業所で行

中、雇用の安定を図るには様々な工夫をし、

われている様々な活動が外部に上手く伝わっ

他社との差別化を図る事が急務です。

ていない状況でした。PR方法を充実させる

株式会社カラーズは、介護事業だけではな

事で、ユニークな事業所である事をアピー

く、子育て支援事業、福祉用具ものづくりや

ルし、新規採用に繋げると共に、事業所のス

ロボット開発及び研修事業や社外講演といっ

タッフが誇れる環境を構築する目的で、SNS

た事業活動の他、積極的なICTの活用等、介

活用を試みる事にしました。

護事業者の中では非常に多くのチャレンジを
行っています。
一方で、いわゆる PRに関する Web等の利

また、スタッフの一層の働きやすさを追求
し、訪問介護の記録の簡便化についての検討
も行いました。

●導入した先進技術の概要
＜PR活動の為に導入したSNS＞
PR活 動 の た め のSNSと し て、Twitter、

取る事で、訪問履歴や提供サービスをシンプ

facebook、インスタグラムについて検討し、

ルに記録するサービスです。リアルタイムで

活用を図りました。検討した活用方法につき

事業所のサービス提供状況をモニタリングで

順次実用化を推進しております。

きるなど、管理者向け機能も充実しています。

＜訪問介護記録の簡便化を目的に検討したソフト＞

今回採否の判断にあたり種々検討及び試用

訪問介護記録の簡便化を図るため、
「ケア

を行いましたが、既存システムとの親和性が

ウイング」の採用を検討しました。
ケアウイングは、事前に利用者宅に設置した
10

複製不可能なICタグをスマートフォンで読み

ネックとなり、残念ながら採用は見送ること
としました。

●導入に工夫した点
一口にSNSを活用すると言っても、多忙な

しました。

業務の合間に複数のSNSにマメに投稿する

各SNSが連携する事で、フォロワーも獲得

事は簡単な事ではありません。各 SNS を連携

し易い環境を構築していますが、更にフォロ

する事で、一つの投稿がその他の SNS に自動

ワーを継続獲得する為の施策として、名刺の

投稿される様に設定し、投稿時の煩わしさを

３分の１サイズのSNS アカウントが明記さ

軽減しました。

れたカードを作り、事業所で行っている各種

具体的には、インスタグラムに投稿した内
容をfacebookへ連携し、更にfacebook に投

セミナーや研修などの場でそれを配布するよ
うにしています。

稿した内容はtwitterに自動投稿される様に

●導入した効果
各SNSを導入した結果、以下の様な効果が

う手段の他、SNS経由の誘導を可能としまし

表れています。

た。

・自社ホームページ経由の求職者からの問合

・スタッフの意識向上

せ増

カラーズの様々なチャレンジングな取り組

外部に対し「透明化」を推進する事で、日々

みや、普段から行っている様々な事業活動を

の何気ない事業所内の雰囲気や、投稿者（ス

情報として見える化した事で、内部に対して

タッフ）の雰囲気が、求職者の興味の惹起と

も自社の強みが見えるようになり、それが誇

安心感の醸成につながっています。投稿には

りにつながり定着率の向上にもつながってい

自社のホームページのURLを貼り付けてお

ると考えられます。

り、単純な検索からのホームページ誘導とい

●導入後の課題
Twitterについては、フォロワー数は伸び
ているものの、更に効果的な獲得方法を模索
する必要があると考えています。
インスタグラムについては、パソコンで収
集した写真をスマホに転送する効果的な方法
を見出す必要があります。
SNSの活用は効果的ですが、各サービスや
ツールが日々更新されているので、継続的な
情報収集と迅速な対応が運用の鍵になると考
えられます。
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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み
「地域ネットワーク・コミュニティ」
（以下

東京都では、20事業所が６〜７事業所に

「コミュニティ」と言います。）とは、複数の

分 か れ、３ つ の コ ミ ュ ニ テ ィ を 構 築 し て、

介護事業者が集い、
「魅力ある職場づくり」の

各々のコミュニティ毎に共同で雇用管理改善

ために勉強会などを行って、相互の経験や知

への取組みを行うとともに、個別で各事業所

識を共有 することで、自事業所の課題を抽出

の状況に沿った雇用管理制度の導入等に取組

したり、解決のための方策を探るなど、効果

みました。

的に雇用管理改善に取組むものです。
●各コミュニティの構成事業所概要

区分

練馬・板橋地域
北多摩地域
南多摩地域

12

事業所
番 号

事業所名

提供サービス

職員数
（うち正職員数）

1-01

コンパスウォーク板橋本町

地域密着型通所介護

9人（4人）

1-02

レコードブック本蓮沼

地域密着型通所介護

6人（2人）

1-03

ケアセンスヘルパーステーション

訪問介護

19人（7人）

1-04

みんなのかいご練馬訪問介護事業所

訪問介護

30人（6人）

1-05

アデリーケア練馬事業所

訪問介護

15人（1人）

1-06

ユーアイケアセンター

訪問介護

13人（2人）

1-07

ジョイ・サプライ

訪問介護

14人（6人）

2-01

小平アットホームケアサービス

訪問介護

55人（16人）

2-02

訪問看護・介護サンケアネット

訪問介護

24人（8人）

2-03

マイズケア・デイサービスセンター

通所介護

35人（15人）

2-04

特別養護老人ホームとらいふ武蔵野

介護老人福祉施設

66人（45人）

2-05

介護グループふれあい立川事業所

訪問介護

98人（33人）

2-06

特定非営利活動法人在宅福祉サービス
ステーションざくろの里

地域密着型通所介護

19人（2人）

2-07

ライトアットホーム駒沢

訪問介護

28人（3人）

3-01

グループホームゆらり並木

認知症対応型共同生活介護

20人（10人）

3-02

訪問介護ガーデンテラス富士森公園

訪問介護

18人（4人）

3-03

デイサービス一休庵

地域密着型通所介護

9人（1人）

3-04

ケアセンターゆうか

訪問介護

19人（5人）

3-05

きららデイリハてをつなごう

訪問介護

24人（3人）

3-06

介護サービス友

訪問介護

19人（1人）

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

理・職場環境」
、
「Ｃ 評価・報酬」
、
「Ｄ 人材育

る雇用管理改善状況については、
「介護の雇

成」及び「Ｅ 法人・ 事業所の風土」の５領域

用管理 改善 CHECK ＆ＤＯ 25」における「雇

における自己診断が、次のレーダーチャート

用管理改善チェックリスト」により、
「Ａ 情

が示す結果となっております。

報共有・コ ミュニケーション」
、
「Ｂ 労務管

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」が若干高い値となっ
ており、有給休暇の取得推進や福利厚生面の
整備など、処遇・環境改善への意識が高いこ
とを示しております。
※「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。
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SECTION

2

コミュニティで取り組みを行った主な事例
練馬・板橋地域、北多摩地域、南多摩地域の３つのコミュニティで関心の高いテーマを決めて、
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。
内容としては、各地域ネットワーク・コミュニティごとに２回の会合を行い、それぞれ１回目
に「人材確保と定着促進」、２回目に「介護人材の採用と教育」という切り口でミニセミナー及び
事業所間の意見交換を行いました。

1

無資格・未経験者の採用について

多くの介護事業所では人材確保に悩み、そ
の打開策を求めています。ミニセミナーの論

資した費用を回収することが可能です。
他の産業では、新規学卒者を幹部候補とし

点は、
「無資格・未経験者の採用」としました。

て採用し、教育投資して育てていく方法が一

思うような人材が集まらない経験者採用に

般的ですが、介護業界ではあまりなじみがあ

頼るだけでなく、無資格・未経験者の採用を

りません。先行投資する資金的余裕がない、

始めようという呼びかけです。助成金を活用

教育ノウハウが固まっていない、丁寧に教育

すれば、初任者研修、実務者研修の費用を削

指導できる人材がいない等がその理由でしょ

減できます。当初は有期雇用契約とし、適性

う。これらの課題を１つずつ解決していけ

等を評価したうえで正社員転換をする場合、

ば、人の成長と事業の成長をリンクさせるこ

キャリアアップ助成金を使えるので、正式に

とができるのです。

雇用が決定し一人前でない期間に事業所が投

2

14

無資格・未経験者の育成と定期昇給の運営について

無資格・未経験者を最初から幹部候補と位

その方策について検討しました。
「そこまで

置づけ、訪問介護事業ではサービス提供責任

する余裕がない」という事業所もあれば、
「良

者候補として、通所介護事業では生活相談員

い人が見つかれば採用したい」と前向きな事

候補として、施設ではリーダー候補として２

業所もありました。

〜３年かけて育てていくことをイメージし、

では、いかに「良い人材」を集めればよい

のか。まずは、魅力ある職場づくりを進めて

めることを法人全体で共有する目標として人

人材吸引力を高めるという方向性を確認しま

の成長＝事業の成長となる体制を目指しては

した。たとえば、公平性、納得性、透明性のあ

いかがかと、雇用管理改善サポーターが投げか

る定期昇給制度です。参加した多くの事業所

けました。経営指標を従業員に知らせることに

は、処遇改善加算Ⅰを取得していましたが、

ついては、抵抗を示す事業所もありましたが、

その要件である定期昇給の運営及び制度の周
知徹底については課題が残っていました。

「うちではオープンにしています」という他社
の経営者の言葉に心を動かされた様子でした。

定期昇給を維持するには、事業の成長が不

「良い人材」を集めるアピールの仕方、求人

可欠です。年間及び月間の介護報酬、稼働率と

広告の活用の仕方について、自社のノウハウ

いった経営指標をオープンにし、その数値を高

を教えてくれた経営者もいました。

3

介護人材の採用と教育について

求人広告の最近の手法として、
「入社祝い

あっても、根気強く育てていくことが大切で

金」を支給することをうたったものがよく目

は」という意見に、賛同する人が多数を占め

につきます。ただ、高額の待遇を標榜すると、

ました。

他の従業員とのバランスが崩れる、すぐに離

その教育方法については、早期離職防止の

職されてしまっては元も子もない、そもそも

ためのメンター制度と、入社時１年間の教育

それほどの金額を出せないといった声も出ま

プログラムを立て、手作りの教材を使ってい

した。また、パートの女性は「扶養の範囲内

る訪問介護事業所の事例は、大いに説得力が

で働きたい」という人が多く、給与よりも勤

ありました。そこまで丁寧に育てようとして

務時間や働きやすさを好む傾向があります。

も、辞めていく人がいるのが現実です。どう

介護の仕事の魅力を理解してもらい、納得し

しても人が足りない急場をしのぐために、登

て働き続けてもらうためには、入社時の説明

録ヘルパーやパートタイマーをピンチヒッ

及び入社後の教育とキャリアパスの仕組みを

ターとして融通しあえたらいいといった声も

きちんと説明できることが本質であることを

出て、今後、勉強会を兼ねてネットワークコ

確認し合いました。

ミュニティを継続させていこうという話がま

人手不足の現状では、
「来る者は拒まず」

とまりました。

で、面接に訪れた人は誰でも採用せざるを得

たった２回の会合でしたが、続けて参加

ないという声が出た一方で、それでは質を担

するうちに事業者間の信頼関係が醸成され、

保できない、採用時に介護の適性を見極める

徐々に求心的に議論を深める素地が整いまし

べきだという声も出ました。議論は適性検査

た。参加した事業所を核として、サービス形

の利用方法にも及びましたが、
「人に対する

態の枠を超え、地域の中でネットワークが広

やさしい気持ちさえあれば、少々の失敗は

がっていくきっかけになりそうです。
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コミュニティ参加事業所の
取組み
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

事例

1

に応じて、雇用管理改善への取組みを行った
中から次の事例①〜⑨をご紹介します。

職務分掌規程の策定と運用により
働きがいを後押し！
事業所概要
事業所名：ケアセンスヘルパーステーション
地

域：板橋区

介護サービスの種類：訪問介護
事業開始年月：平成25年３月
従業員数：19人（うち正社員数：７人）
併設サービス：通所介護、居宅介護支援

●取組に至る背景
「ケアセンスヘルパーステーション」は、開
業５年目に入り賃金制度を体系的に見直す必

対策として、社員一人ひとりの職務内容、

要性がありました。これまで社員の賃金は年

責任と権限などを精査し、適切な整理を行っ

俸制ベースの月給制としていて、社員からも

て、その結果を職務分掌規程にまとめること

好評でした。しかしながら、年俸額が従事す

により、課題の解決につなげることができる

る仕事の範囲や重要性とそれらを遂行する能

と考えました。また、職務分掌規程は社長が

力との関係で必ずしも連動していない状況が

社長業に専念するための礎になるものとして

出てきてしまったため、改めて基本給を年齢

有効である点も見逃せませんでした。

給と職能給に分けることによって不都合を解
16

消する必要が生じました。

●取組内容
キャリアパス表を活用して、働きがいを後押しする職務分掌規程の策定と運用を次の手順で
進めました。
＜ステップ①

キャリアパス表を精査する＞

作成したキャリアパス表は現在も有効に活用できるかどうかを精査し、各職位の職務内容や
責任と権限、職務遂行能力が現実に即していない場合は適切な修正を施す
   ▼▼▼
＜ステップ②

キャリアパス表に社員を配置する＞

修正したキャリアパス表に在籍する社員を配置し、現在の社員に期待している職務内容や責
任と権限、職務遂行能力に齟齬がないか確認して、必要に応じ再度修正を施す
   ▼▼▼
＜ステップ③

全社員へ「職務棚卸シート」を配布する＞

各社員が担当する業務を日単位、週単位、月単位、数か月または１年単位で書き出し、それら
を反映することによって各職位に現存する職務をまとめ整理する
   ▼▼▼
＜ステップ④

社長が各職位に求める職務内容、責任と権限を記入する＞

ステップ③で大まかな全体像が見えてきたところで、社長が各階層に求める職務内容、責任と
権限を書き加えることで、会社独自の職務分掌が完成する

●取組のポイント
これまでの働きやすい職場環境を維持し、

いく結果生じる賃金体系の変更については、

かつ、社員の納得度を確保した上で賃金制度

比較的その必要性への納得度の高さが期待で

の改定を推し進めていくための手段として

きます。今回の取組はそういった社員の思い

「社員参加型の職務分掌規程の策定」があり

を丁寧にくみ取りつつ、一方で会社が行うべ

ます。一人ひとりの職務内容を精査し、業務

き改革はしっかりと行っていくという意味に

の平準化を行うことは社員一人ひとりの働き

おいて、トップダウン・ボトムアップ双方向

やすさと労働条件に対する納得度を高めるこ

の取組であるといえます。

とに寄与するため、この工程を全員で進めて

●取組後の事業所の感想
こういった取組を専門家に一緒にやっても

後行うべきことも解説いただきましたので、

らえて本当に助かりました。なかなかこうし

しっかりと着実に雇用管理の改善を進めてい

て話を聴いてもらいながら専門家の方と検

きたいと思います。

討を進めていくという機会はありません。今
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コミュニティ参加事業所の取組み

事例

2

無資格未経験者をサービス提供責任者に
育てる人材育成の推進
事業所概要
事業所名：アデリーケア練馬事業所
地

域：練馬区

介護サービスの種類：訪問介護
事業開始年月：平成24年２月
従業員数：15人  （うち正社員数：２人）
併設サービス：居宅介護支援

●取組に至る背景
「介護に関わる人をもっと照したい、輝い

ビス提供責任者（以下「サ責」と略す）の人材

てもらいたい」という意味をこめて、社名を

不足に悩んでいます。事業拡大にはこの「サ

ヒューマンリライトケアと命名。社長の田近

責」の存在が欠かせません。当時の人員は、

さんは、介護施設勤務からデイサービス、営

社長以外は常勤で１名のみ。資格要件があ

業などの経験を積んだ後、訪問介護事業を起

り、実務者研修修了者か介護福祉士の国家資

業しました。前職でベテランヘルパーに同行

格をもつ人しか「サ責」になれないため、経

して高齢者宅を訪問したとき、あまりにも自

験者を中途採用するしか方法がありません。

由で、のびのびと暮らしている姿を見て、
「施

求人活動をしましたが、資格要件は満たして

設ではこうはいかない」と感動したのがきっ

いても、自社の社風に合い、他のスタッフと

かけとなったそうです。

協調して働ける人となると、なかなか巡り会

起業して７年目。雇用管理の面では、訪問

うことができませんでした。

介護事業のコントロールタワー役であるサー

●取組内容
そこで180度、考え方を変えることにし、
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即戦力を求めるのではなく、無資格未経験者

を採用して自社の人材観に合う人に育ててい

者の仕事内容を説明する資料、②キャリアプ

けばいいと決断しました。他社では「時間も

ランを図と文章で説明する資料、③１年間の

コストもかかる」と敬遠される方法でしたが、

研修計画（OJT、専門知識の off-JT、先輩によ

必要な先行投資だと考えたそうです。タイミ

るメンタリング）の資料を作成して、未経験

ングよく、東京都の支援事業で、広告費の一

者を募集する体制を整えていきました。

部と初任者研修の費用、さらに平成31年２

現在待望の新人を2名採用でき、初任者研

月までの賃金の助成を受けられることになっ

修を受講中です。終わるまでは、電話番や事

たのも後押しとなりました。

務所内の事務作業等を行い、先輩サ責のアシ

ただ、期待どおりには行かず、求人広告を

スタントを務めます。この期間が約２カ月。

出しても反応はいまひとつでした。そこで今

介護報酬を獲得できる仕事ではなく、研修費

回雇用管理改善サポーターの提案を受け、介

用も含めて法人負担が大きくなる時期です。

護の仕事の魅力をアピールする方法を工夫し

初任者研修が終われば、いよいよ訪問介護

ました。いまどきのイメージ戦略はインター

の現場にデビューでき、介護報酬を得ること

ネット活用が不可欠です。ホームページに応

ができます。現場の仕事を覚えつつ、実務者

募者向けの専用ページを設けたほか、SNSの

研修を修了すれば、
「サ責」の見習いとして働

Facebookで日常風景を切り取った写真と日

くことができます。実務者研修の費用につい

記風の近況報告を掲載し、親しみやすさをア

ては、人材開発支援助成金のうち、勤続５年

ピールしました。

以下、35歳未満の者を対象とした特定訓練

無資格・未経験者を「サ責」として育てる

コースの助成が受けられます。

という目標を打ち出し、①サービス提供責任

●取組のポイント
多くの訪問介護事業所では、職員の高齢化

らい、その後、適性を判断して正社員転換す

及び人材不足に悩まされています。
「若い人

るというキャリアプランも可能で、キャリア

が来てくれない」という声をよく聞きますが、

アップ助成金を受けることもできます。

同社のような先行投資をするところはほとん

介護事業で将来の姿をシミュレーションす

どありません。助成金の申請手続きと初任者

る経営計画を立てるところは稀ですが、人材

研修が修了するまでの合計約３カ月の「無報

面では１年後、３年後、５年後を見通した採

酬期間」を耐えられるかどうかが分かれ道と

用・育成・処遇のプランを立てることにより、

なります。最初の６カ月の見習い期間は、契

人材不足を解消するヒントが得られることで

約社員・パートタイマーとして勤務しても

しょう。

●取組後の事業所の感想
新人教育プログラム、サ責の育成プログラ

また、新人のフォローアップの仕方やヘル

ムなど、具体的な成果物につながるアドバイ

パー教育の推進方法についても具体的に教え

スをもらえて有意義でした。

ていただき大変参考になりました。
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コミュニティ参加事業所の取組み

事例

3

処遇改善加算Ⅰ取得を目指して
キャリアパス、給与体系を明確化
事業所概要
事業所名：ユーアイケアセンター
地

域：練馬区

介護サービスの種類：訪問介護
事業開始年月：平成24年11月
従業員数：13人  （うち正社員数：２人）
併設サービス：居宅介護支援、福祉用具貸与

●取組に至る背景
「ユーアイケアセンター」は、大きな窓があ

員の処遇改善に積極的に取り組んでいます。

る明るい清潔なオフィスで、整理整頓が行き

現在、処遇改善加算は加算Ⅲを取得してい

届き、気持ちよく働ける職場環境になってい

て、2019年度は加算Ⅰに変更したいと考え

ます。

ていますが、給与表やキャリアパスなど昇

従業員13名という小規模事業所ですが、

給・昇格の仕組みが就業規則に明文化されて

雇用に関しては、フルタイムで働くことが難

おりませんでした。したがって、2019年度の

しい従業員を「短時間社員」として雇用する

処遇改善加算の申請の際に、加算Ⅰに変更す

など、従業員のワークライフバランスに配慮

ることを目標に、このたびキャリアパスの作

した柔軟な雇用契約を結んでいます。また、

成や給与表の作成、就業規則の変更など諸規

定期的に昇給をし、賞与を支給するなど従業

定の整備に取り組むことにしました。

●取組内容
処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰの基準
を満たすキャリアパスの作成とキャリアパス
20

要件Ⅲの基準を満たす昇給制度の構築及び就
業規則の変更に取り組みました。

（１）訪問介護員のキャリアパスの作成
（２）訪 問介護員等の給与表の作成
訪問介護員の給与表を作成するととも

（３）キ ャリアパスや給与表の作成に伴う就
業規則の変更
給与規程については、厚生労働省「モデル

に、それをベースとして居宅介護 支 援、

就業規則」の賃金規定部分を参考に新たに

福祉用具販売用の給与表を作成。

作成。

●取組のポイント
（１）キャリアパス
小規模で従業員数も少ないため、キャリア
パスの職位は、経営職、管理職、一般職（上級
ヘルパー）、一般職（初級ヘルパー）の４職位

うにしました。
②居宅介護支援、福祉用具販売の給与表
訪問介護の給与表と同様にその職務に従事

としました。一般職のヘルパーについては、

する年数と役職によって等級を変更する仕組

能力の高い人を「上級ヘルパー」として処遇

みにしました。また、昇給号数や基準年齢の

したいという事業所の考え方に基づき、常勤

項目は訪問介護の給与表と同じ形式にし、人

と非常勤で区別しないキャリアパスにしまし

事異動等で職務内容が変更になった場合にも

た。

対応できるようにしました。

昇格については、資格取得、研修の受講、

（３）就業規則の変更

経験年数だけでなく「人事評価」を実施し、

就業規則には給与表に基づいて昇給するこ

一定以上の評価点を取り、かつ「面接試験」

と、及びキャリアパスに基づいて昇格するこ

に合格した場合に昇格するようにしました。

とを明文化しました。

（２）給与表の作成
①訪問介護の給与表
訪問介護の給与表は、資格や職務によって

昇給については、現在少人数で従業員の能
力に差がないことから、中途採用者を含め当
面は勤続年数や経験年数に基づき昇給するよ

等級を変更する仕組みとし、勤続年数によっ

うにしました。また、給与表を作成した後、

て号数が上がっていくようにしました。毎年

在籍している従業員が給与表のどの号数に該

確実に昇給できるよう昇給ピッチは昇給幅を

当するか格付けをし、今後どのように昇給し

抑えた形にしました。また、基準年齢の項目

ていくかシミュレーションを行い、運用可能

を設け、中途採用者の基本給を決定する際、

な給与表であるかの検証を行いました。

年齢に応じた基本給の決定の参考にできるよ

●取組後の事業所の感想
キャリアパスや給与表を作成し、就業規
則についても見直しができました。また、コ

ができたことは有意義だったという感想が寄
せられました。

ミュニティに参加して他の事業所と意見交換
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コミュニティ参加事業所の取組み

事例

4

人材確保・定着の向上を目指して
メンター制度を導入！
事業所概要
事業所名：小平アットホームケアサービス
地

域：小平市

介護サービスの種類：訪問介護
事業開始年月：平成18年９月
従業員数：55人（うち正社員数：16人）
併設サービス：居宅介護支援、介護タクシー

●取組に至る背景
「当社では、離職防止のためにできること

応等の本来業務に専念できるようになり、職

をいろいろと実施してきたが、それでも人が

務満足度の向上につながっているようです。

辞めていくのを止めることは難しかった」
と、

長期勤続のインセンティブの明確化が２つ

小平アットホームケアサービスの所長・多鹿

目の施策。リーダーや管理職への人材登用を

洋さんは言います。

進めるために、キャリアパスを整備し、各等

手掛けてきた離職防止策の１つは業務配分

級に応じた賃金体系を設けています。運用の

の見直し。サービス提供責任者の過重労働を

ためには、リーダー候補を選び、育成する教

防ぐため、担当件数を制限し、また、自ら訪

育プログラムを実施しました。しかし結果と

問に行く件数も制限しています。その結果、

しては、リーダーになりたいという強いモチ

ヘルパーに対する教育・指導や担当の割り振

ベーションを持つ人材は期待するほど多くは

り、情報共有、利用者・家族に対する相談対

なく、思うように育っていませんでした。

●取組内容
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今回の活動では離職防止対策に焦点を当

規入職者に対応するメンター制度です。以前

て、まず「入口対策から」と導入したのが、新

から仕組みを整え、メンター候補者も挙がっ

ていましたが、具体的な手順、方法が明確で

ター養成指導を行いました。指導プログラム

なく、そのようなスキル保持者の養成を含

は、①メンターの役割の理解、②メンタリン

め、対応が遅れていました。

グの進め方、③コーチングスキルの理解と演

そこで今回、雇用管理改善サポーターの支

習、④メンタリング導入スケジュールの策定

援により、メンター制度の仕組みにいわば

と運営上の注意点の確認、⑤ OJT とメンタリ

「魂を入れる」作業を進めていきました。第１

ングの連携といった内容で、全体として６時

にメンター候補者２名を新たに選抜し、メン

間の学習を行いました。

●取組のポイント
メンター制度構築に当たりメンター候補者

に努めます。

だけでなく、他のサービス提供責任者や、経

相談対応においてはコーチングスキルを使

営側から多鹿氏が同席し、法人全体として取

い、
「教える」というよりは、対話の中でメン

り組む姿勢を重視しました。メンターによる

ティー（相談者）に気づかせるように、メン

面接指導は勤務時間内に行うため、上位者の

ターは質問をしてメンティーの考察を深める

理解と協力が欠かせません。

ようにします。それにより、メンティーが問

今回の試みは、OJTと並行してメンター

題に直面したときに、自身で主体的に解決に

による面談を実施し、相談対応と指導を行っ

取り組むという基本的な姿勢が身に付きま

ていく仕組みの構築です。入職した最初の週

す。また「理想と現実が違った」といったリ

は毎日、第２週目は２日に１度、第３週目か

アリティショックを緩和し、離職を防止して

らは週に１度、３カ月目からは隔週というよ

定着を促進するという効果が期待できます。

うに、成長の度合いに応じて頻度を変えてい

他方、メンター側にもキャリア上のメリッ

き、自立を促します。面談は15分間から30

トがあります。コーチングスキルを身に着

分程度とし、あらかじめ日時を予約します。

け、新人介護職を育てるプロセスに関与する

場所は、他の職員から見られず、聞かれない

ことにより、一皮むけたプロフェッショナル

環境を整えます。メンターは守秘義務を負

として、また、次期リーダーとして成長する

い、なんでも話してもらえる信頼関係の構築

ことが期待できるようになります。

●取組後の事業所の感想
メンターのスキルの向上、制度の具体的な
運用方法について的確なアドバイスをいただ
けたので、運用・推進していけそうだとの手
ごたえを得ることができました。メンター候
補者も非常に意欲的な姿勢で取り組んでいる
ように見え、今後の成長、成果が期待され
ます。
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コミュニティ参加事業所の取組み

事例

5

苦情処理対応をシスティマティックに
誠実に！
事業所概要
事業所名：マイズケア・デイサービスセンター
地

域：西東京市

介護サービスの種類：通所介護
事業開始年月：平成16年12月
従業員数：35人  （うち正社員数：15人）
併設サービス：訪問介護、居宅介護支援

●取組に至る背景
本事業所の所属する「株式会社マイズケ

報告あり・利用者も３回の通院加療）があっ

ア」は、介護保険施行時からサービスを提供

たことなどから、創業18年を経て、事業拡大

し、その後順調に事業が推移した結果、現在

にともない職員が増える中で、事業遂行にお

は「通所介護（通常型）」、
「居宅介護支援」
、
「訪

いて見落としてきたような組織的な課題があ

問介護」を併設するまでに成長し、従業員数

るのではという認識を持ちました。このため

もデイサービスセンターで35名の規模とな

改めて事業所の現状などを考察し、問題点を

りました。これまで順調に事業を展開してき

抽出して、その改善を検討する必要があると

ましたが、昨年４月にデイサービスにおいて

考えました。

事業所内で利用者の転倒事故（行政への事故

●取組内容
改善すべき事案として、①助成金の活用に

人難の中、新規採用が困難な状況が続いてお

よる人材の定着、②苦情処理体制の構築の２

り、経験者を中心とした採用を続けてきまし

つの課題があげられました。

たが、やはり人材の確保が困難なため、この

本事業所においても近年の介護人材の求
24

たび未経験者の採用を試みることとなりま

した。しかしながら、未経験者の育成（研修）

に、利用者を中心としたサービス提供体制の

を独力で行うことは大きな負担となるため、

構築という視点から、
「苦情処理規定」を設

ジョブカードセンターを経由して「人材開発

け、苦情受付から対応・報告・解決までの一

支援助成金」の有期実習型訓練による採用を

連の様式を作成することとしました。

行うこととしました。このことにより、OJT

また苦情処理体制の構築に合わせて、事例

を中心とした職員の育成についても、かなり

に基づくグループワーク形式の職員研修を行

の費用負担の軽減を図ることができました。

い、事例に対する「問題点」
「改善内容」
「再発

苦情処理については、現在使用している体

防止策」について、有意義な検討を行うこと

制図と重要事項説明書は、特に問題はありま

が出来ました。昨年４月に介護事故があった

せんでしたが、苦情報告書は文章作成の手間

こともあり、熱心に受講する態度が見られ、

が大きく、あまり活用されていないという状

苦情処理について一定程度研修の成果が得ら

況にありました。このため今回の見直しを機

れたようです。

●取組のポイント
「人材開発支援助成金」の活用に関しては、

類の作成と合わせて集団での参加型研修を行

実際の職場において実技を中心とした訓練時

いましたが、苦情に至る事例として東京都国

間を確保するように計画しました。

民健康保険団体連合会が公表している苦情申

また「キャリアアップ助成金」を活用し、

立事例を用いました。実在する事業所の実際

採用者を半年間の有期雇用契約後に無期雇用

の申立事例ですので、研修内容の充実に大き

契約へ変更する形としました。

く寄与することとなりました。

苦情処理体制の構築については、各種規定

●取組後の事業所の感想
苦情処理規程の構築については、以前から

ます。

体系的な制度導入をしたいと考えていました

今後苦情処理案件が発生した場合には、今

が、日々の業務の中でまとまった時間が取れ

回策定した規程に則って確実な対応を行い、

ず、実際の制度の整備まで至らずにおりまし

着実に制度を定着させてゆきたいと考えてお

た。今回の相談支援により、毎月決まった訪

ります。

問指導が受けられ、無事制度を導入すること

また助成金の活用についても、受給の見込

ができて大変感謝しております。独力では困

みが出来たことで経営の安定に寄与すること

難であったと思われますので、大変ではあり

となり、全体として大変有意義な活動内容で

ましたが結果的に苦労が報われることと

あったと思います。

なり、支援を受けて本当に良かったと思い
25

コミュニティ参加事業所の取組み

事例

6

チームビルディングにより事業所開設
初期の混乱を克服！
事業所概要
事業所名：特別養護老人ホームとらいふ武蔵野
地

域：武蔵野市

介護サービスの種類：介護老人福祉施設
事業開始年月：平成29年５月
従業員数：66人  （うち正社員数：45人）
併設サービス：通所介護、グループホーム

●取組に至る背景
「とらいふ武蔵野」は平成29年度に開設し
た新しい特別養護老人ホームであり、まだ組
織作りの途上にあると言えます。

の職員の定着率も思わしくない状態となって
いました。
そのため、このような状況を立て直し、早

委員会等の組織体制や業務マニュアル、研

急に着実な組織運営を実現する必要がありま

修体系等の基盤整備が不十分であり、看護職

した。特にユニットケアを円滑に推進するこ

と介護職のコミュニケーション等も円滑とは

とが重要であり喫緊の課題となっていまし

言えない状況でした。したがって開設時から

た。

●取組内容
多岐に渡る問題解決のため、最初に輻輳す
る課題の整理を行いました。
まずは解決すべき課題を次の３つに分類し
て検討を進めることにしたのです。
【課題の整理】
① ルールの問題：委員会組織、マニュアル不
26

備などの問題
② 関 係性の問題：看護職と介護職との連携
の問題、人材定着等の問題
③ 教 育体系の問題：研修体系や制度の不十
分さ、ユニットケアに対する理解不足等
次に問題の実態、本質を把握するため、現

場の視察を行い状況の把握に努めました。
その結果最初に見えてきたのは、縦割りの

トチームの発足や委員会運営方法の整備に関
する提案、助言も行っています。

組織運営による風通しの問題、コミュニケー

特にユニットケア推進については、看護職

ション不足の問題です。今回これらの改善の

の役割についての意見交換等を行い、意識の

ため、職場の会議に参加し直接課題解決やコ

向上を図っています。

ミュニケーション強化の指導を実施しまし
た。
また更に、継続的に組織運営の強化を図る

この他、介護報酬の加算取得に向けた取組
についての解説や研修体系の整備に関する提
案等も実施しました。

ため、ユニットケア推進に向けたプロジェク

●取組のポイント
研修については、現段階ではユニットケア

設長を交えたディスカッションを行い、ユ

推進の考え方や各種マニュアル等の方向性が

ニットケアの推進と看護職の役割についての

不明確のため、研修体系構築に向け手始めに

検討と意見交換を行いました。

研修内容をマップ化して整理することにしま
した。
また、医療現場と介護現場での役割の違い
についての研修を実施しました。その中で施

このように今回の相談支援においては、介
護現場のミーテイング等に実際に参加し、直
接コミュニケーションを強化するためのアプ
ローチも行いました。

＜課題解決へのアプローチ＞

●取組後の事業所の感想
課題整理ができたことで、問題解決の方法

ある障壁について認知がすすみ、相互理解と

を具体的に検討することが可能になったと考

コミュニケーションの必要性が理解されたと

えています。また、看護職と介護職との間に

思います。
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コミュニティ参加事業所の取組み

事例

7

モチベーションの向上に向け
貢献度評価の適正化を推進
事業所概要
事業所名：介護グループふれあい立川事業所
地

域：立川市

介護サービスの種類：訪問介護
事業開始年月：平成23年10月
従業員数：98人  （うち正社員数：33人）
併設サービス：居宅介護支援

●取組に至る背景
「介護グループふれあい」では、登録ヘル

また、就業規則や給与規程などの規程類の

パーの多くが利用者宅と自宅を直行・直帰し

見直しを継続的に行っていて、近年は緊急対

ているため、従業員向けに毎月「ふれあい通

応を行った者に対して支給する「緊急手当」

信」という社内通信の発行や月１回の全体研

や、欠員が生じた場合に臨時にサービスに入

修の実施、登録ヘルパーを含めた健康診断の

る者に対して支給する「職務手当」など、サー

実施など従業員とのコミュニケーションの強

ビス提供に協力的な従業員に対して、それに

化、促進、及び教育・研修、福利厚生に力を

報いる給与制度の導入に力を入れてきまし

入れています。

た。

事業所では、現在「介護プロフェッショナ

しかし、研修や健康診断を実施しても登録

ルキャリア段位制度」への取り組みを進めて

ヘルパー全員が参加することは難しく研修

いてアセッサーを３名養成しています。今後

の参加率や受診率は100％には届きません。

レベル認定者を輩出していくことに対応し

サービス提供に関しても、土曜日、日曜日、

て、キャリアパスの「任用要件」の中にキャ

祝日など休日にサービスに入ってくれるヘル

リア段位のレベル認定を職務遂行能力の確認

パーの確保に苦労する状況にあります。

の一つの要素として取り入れています。
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処遇改善加算は加算Ⅰを申請していて、毎

月の基本給への加算、手当としての支給の

に組み込み、研修に積極的に参加し介護技術

他、賞与の時期に一時金として支給をしてい

の向上に取り組むヘルパーや、人手不足の時

ます。賞与の支給については、今までも一定

間帯に積極的にサービスに入ってくれるヘル

の評価をもとに支給をしてきましたが、今回

パーをプラス評価し、賞与に反映させる評価

新たに会社が課題と感じている点を評価項目

制度の構築に取り組むこととしました。

●取組内容
現在の評価内容を見直し、仕事に取り組む姿勢を評価する項目として次の４つにまとめました。
【評価表の項目】
評価項目
① 業務成績

業務遂行に必要な知識、仕事量、仕事の質、仕事の速さ、仕事の正確さ

② 業務態度

規律性（報連相の対応）、積極性、責任感、協調性、リーダーシップ

③ 能力

コミュニケーション力、判断力、実行力、事故防止力、向上心

④ 特別評価項目

雇用管理上の課題となっている点への対応

●取組のポイント
特別評価項目は、雇用管理上の課題となっている点を対象項目にしました。人手不足の祝日、
土曜日、日曜日にサービスに入ったヘルパーや、急なサービス提供への協力をしてくれたヘル
パーをプラス評価し、サービス提供の直前に自己都合により欠勤をしたヘルパーをマイナス評
価する項目を取り入れました。また、会社が力を入れている研修への参加や健康診断の受診など
もプラス評価の要素にしました。
プラス評価の項目
①祝日、土曜日、日曜日にサービスに入った回数
②勤務表や報告書類の提出

マイナス評価の項目
①サ ービス提供の直前にヘルパーの自己都合によ
る欠勤

③研修に参加した回数
④健康診断の受診の有無
⑤急なサービス提供への協力回数

●取組後の事業所の感想
賞与の支給にあたり、評価制度を導入して

急なサービスに入ってくれるヘルパーに対し

査定することで、支給額に差をつける合理的

て事業への貢献度に応じた賞与の支給ができ

な理由を明確にすることができました。特別

るようになると思います。この評価制度が事

評価項目を設けて査定することで、人手不足

業に協力的なヘルパーのモチベーション向上

の日にサービスに入ってくれるヘルパーや、

につながることを期待しています。
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コミュニティ参加事業所の取組み

事例

8

全員で施設稼働率向上を達成し、
事業の安定と成長を目指す！
事業所概要
事業所名：在宅福祉サービスステーション
ざくろの里
地域：東久留米市
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１月
従業員数：19人  （うち正社員数：２人）
併設サービス：なし

●取組に至る背景
デイサービス「ざくろの里」は、四季折々
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制度を整えました。

の花が咲き、旬の野菜の収穫もできる広い庭

また、離職者はほとんどいないものの、定

が自慢。
「おいしい家庭料理とあったかいス

着促進を図るには、処遇の改善が必要と判断

タッフ、みんなが笑顔になる一軒家のデイ

し、処遇改善加算Ⅰを取得して定期昇給制度

サービス」
をキャッチフレーズにしています。

を導入しました。ただ、昇給を維持できるか

業務の主たる担い手が主婦等の女性職員

どうか不安が残ります。介護報酬そのものが

であるため、フルタイムを希望する人が少な

伸びなければ、たとえ加算Ⅰを取得していた

かったので、個人面談によりキャリア意識を

としても、加算金が増えないために昇給原資

啓発するなどして、正社員化の背中を押す施

を確保できないからです。

策を取り正社員転換を推進しました。人員配

介護報酬が伸び悩んでいる主たる原因

置をムラなく行い、提供するサービスの質を

は、利用者稼働率の低さです。現状では平均

高めるには、一定数の正社員を確保する必要

80％に届きません。逆に見ればまだ「伸びし

があります。経営者が長期的視野に立った人

ろ」はあるということです。まずは80％達成

事施策を立て、キャリアアップ助成金の正社

を目標とした成長戦略を取ることにしまし

員転換助成の獲得を目標として、正社員転換

た。

●取組内容
利用者稼働率を増やすには、①利用のキャ

同法人はキャリアパスを整え、定期昇給・

ンセルを減らす、②重度化等による入院及び

昇格の要件として評価制度の導入を進めてい

特養などの施設への入所による利用停止を防

ます。評価方法は、評価シート（客観的評価

ぐ、③新規利用者を獲得するといった施策が

基準）を用いた自己評価及び上司評価や、個

考えられます。いずれの施策を取るにせよ、

人目標の達成度評価（目標管理）が一般的で

経営者ひとりの努力では解決が難しく、従業

すが、従業員全員に稼働率向上の意識をもっ

員全員の意識改革による施策推進、ひとこと

て取り組んでもらうために、稼働率の向上を

でいえば全員参加の成長戦略推進が必要で

業績目標とし、その達成度を評価指標の１つ

す。

として取り入れることにしました。

●取組のポイント
利用者に喜んでもらうことを第一に考え

「キャンセル電話への対応方法の工夫」
、
「自

ている介護職員にとって、数値目標の設定は

分たちの強みである食のサービスにこだわ

心情として馴染みにくいものがあります。拒

り、旬の素材を前面に打ち出して変化をつけ

否反応を示す人が出るかもしれません。そこ

る」等のアイディアが出されました。今後研

で、事業を継続して地域に貢献していくため

修や会議の機会を活用し、更にアイディアを

には、事業の成長すなわち稼働率の向上が不

出し合い、具体的な方策を打ち立て、推進し

可欠であることを理解してもらうために、理

ていくことになりました。

事長から従業員へのメッセージという形式を
とった小冊子（A ４判４ページ）を作成し、一
人ひとりに配布し、理事長からの説明と意見
交換の場を設けました。
全員の理解と納得が得られたうえで、全員
が一丸となって稼働率向上に向けての取組
がスタートしました。稼働率向上の第１のポ
イントである、
「キャンセルの防止」につい
ては、
「雨の日のドタキャンを防ぐ仕掛け」、

●取組後の事業所の感想
個々の施策が結果に結びついて初めて昇

成度の評価、評価を処遇に反映させるルール

給につながっていきます。目標の共有、達成

づくり、それらのプロセスにより今後とも全

に向けての意識啓発及びスキル向上のための

員参加の成長戦略を推進していきたいと考え

全体研修及び個別指導（コーチング）、目標達

ております。
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コミュニティ参加事業所の取組み

事例

9

処遇改善加算Ⅰを目指して
定期昇給の仕組みを構築
事業所概要
事業所名：ケアセンターゆうか
地域：町田市
介護サービスの種類：訪問介護
事業開始年月：平成22年５月
従業員数：19人  （うち正社員数：５人）
併設サービス：居宅介護支援

●取組に至る背景
介護職員の処遇改善加算は、対象となる介
護保険事業所のうち90.7％がⅠ〜Ⅴの５段

ければなりません。ただ、経営者にとって毎年
定期昇給を維持するにはリスクが伴います。

階の加算のうちのいずれかで算定していま

処遇改善加算は、毎月の介護報酬に対し所

す。しかし、最も加算率の高い加算Ⅰに関し

定の比率で加算金が上乗せされるもので、そ

ては、対象事業所全体は67.9％（平成30年

の全額を介護職員の処遇改善に充当しなけ

３月サービス提供分）、訪問介護事業所につ

ればなりません。介護報酬が減少傾向にあれ

いては58.6％の算定にとどまります。

ば、加算金も減るため、昇給原資の獲得が難

訪問介護事業および居宅介護支援事業を営

しくなります。つまり、事業の規模や成長の

む同社も、支援開始前は加算Ⅰ（13.7％）に

度合いに応じた定期昇給の仕組みづくりが必

届かず、加算Ⅲ（5.0％）のままでした。加算Ⅰ

須要件ですが、自力で整えるのが難しいと多

を取得するには、定期昇給の仕組みを設けな

くの介護事業所は考えているようです。

●取組内容
同社は「取れるものならば加算Ⅰを取り、
職員に多く還元したい」という意思が明確で
32

した。手始めに、加算Ⅱから加算Ⅰに変更す
ると加算金がいくら増えるかについて、シ

ミュレーションを行いました。

て細かく分かれているため、それぞれに差を

事業は順調に成長しています。今後のニー

設けることが難しく、賃金に上乗せする「処

ズ拡大も見込めるため、定期昇給の継続は可

遇改善手当」で階層化して職務の熟達度及び

能であるとの経営判断に基づき、定期昇給の

専門性に対応することにしました。

仕組みを導入して加算Ⅰを取得し、あわせて

たとえば、１等級ヘルパーは１訪問あたり

人材確保等支援助成金介護・保育労働者雇用

30円以上の手当とし、２等級ヘルパーは50

管理制度助成コースの取得を目指しました。

円以上とするなど、等級昇格時に昇給すると

定期昇給の仕組みを作るにあたって、ま

同時に、同一等級内では評価により昇給する

ず、現行のキャリアパスを見直しました。次

仕組みです。１等級ヘルパーから２等級ヘル

に職員構成を分析し、登録ヘルパーについて

パーへの昇格要件としては、生活援助だけで

は、
「１等級＝生活援助のみ行う」、
「２等級＝

なく身体介護もできるようになれば昇格する

身体介護も行う」というように２段階に分け

ことにしました。

て賃金を階層化し、任用要件及び昇格要件の

他方、常勤職員については、当面は増員の

定義付けをしました。賃金については、訪問

予定がないので、
「３等級＝サービス提供責

介護の基本報酬がサービス提供時間等によっ

任者」
、
「４等級＝管理者（所長）
」としました。

●取組のポイント
昇格・昇給を決める評価制度は、①バラン

ずに皆勤したか、②記録などの提出物の期限

ススコアカード方式を用いた客観的評価、②

を守ったか、③難しいケースを受け持ったか

個人目標の達成度評価、③業績目標の達成度

等々の勤務態度やサービス提供内容の質及び

評価の３つの方法を採用し、業績目標の数値

量で評価することを考えています。

は介護報酬の成長率を用いることにしまし
た。介護報酬の成長率が目標値を下回った場

個人目標は、評価シートによる評価の後、
上長と話し合って設定します。

合は、昇給原資が見込めないため、昇給しな

以上のように処遇改善加算Ⅰの獲得を契機

いこともあり得ます。業績目標達成の責任の

として、以前はあいまいだったキャリアパス

度合いは、上位の等級ほど高くなるようにし

の運用を明確にし、定期昇給の仕組みを整え

ます。

ることにより、介護職員がモチベーションを

登録ヘルパーに関しては、業績目標の評価
ウェイトを低くし、①シフトをキャンセルせ

高め、資質向上に取り組みながら、安心して
長く働くことのできる環境が整いました。

●取組後の事業所の感想
今回の活動により、事業所の実態に合った

今後は他社との情報交換や専門家の支援を

キャリアパスと今後の成長戦略について組み

受けながら、事業の発展と従業員の定着・満

立てていくことができ、処遇改善加算Ⅰへの

足度向上を目指して行きたいと考えていま

ステップアップもできました。

す。
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雇用管理改善企画委員会 委員
大妻女子大学

是枝

名誉教授

君和田社会保険労務士事務所
社会福祉法人

福音会

一般社団法人

君和田

社会保険労務士

センター長

公益財団法人テクノエイド協会

企画部長

日本在宅介護協会

株式会社ベスト・ケアー

祥子

東京支部

代表取締役

公益財団法人介護労働安定センター東京支部長

豊

望月

修

五島

清国

中西

慶

内田

博之

石井

久恵

介護労働安定センター東京支部が実施する
「働きやすい職場づくりのための」支援事業
◆専門家による「無料個別相談」
○雇用管理、人材育成や職員の健康確保に関する相談について専門家がアドバイスを行い
ます。
○１回1.5 〜２時間、年３回までご利用できます。
○日程や相談場所は、ご希望に応じることができます。
◆職員の健康や雇用管理のための「無料出張研修」
○職員研修に、無料で講師を派遣します。
（年間で制約あり）
○
「ストレス対策」、
「腰痛予防対策」、
「虐待防止」、
「リスク管理」等が対象です。
○１回２時間程度の研修です。
○日程や相談場所は、ご希望に応じることができます。
◆経営者・管理者向け「無料セミナー」
○介護事業所が利用しやすい助成金や人材育成、キャリアパス構築等について分かりやす
く解説するセミナーです。
○日程・会場はお問合せください。介護労働安定センターのホームページでも公開してい
ます。
○助成金申請手続きや要件などのご相談は、個別にアドバイスいたします。

平成30年度東京労働局委託事業

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
〒116－0002

介護労働安定センター

東京都荒川区荒川７-50- ９ センターまちや５階

TEL 03－5901－3061
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東京支部

FAX 03－5901－3062

東京労働局

東京

東京支部

東京支部

