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※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、山形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として、ICT活用により業務を大幅に効率化した事例、様々

な施策に取組み「離職者0」を達成している事例、人手不足を高齢者・障がい者の雇用によっ

て改善した事例を、地域ネットワーク・コミュニティでの取組みとして「適正な人事評価制度」

を作り上げた事例、職員の要望から限定正社員制度の導入を検討した事例を掲載しております。

いずれも「魅力ある職場づくり」と介護人材の確保へのヒントになるものと期待しています。

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

山形支所長  黒田　英治

1



2

目　次

はじめに ..............................................................................................................................................................01

①平成29年度介護労働実態調査からみる
　介護労働の現状 ..............................................................................................................................03

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 ............................................................................................................05

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
事例①　スタッフの定着を高める取組み ..............................................................................................08
事例②　高齢者雇用と障がい者雇用の推進 ........................................................................................10
事例③　ICT活用による業務の効率化 ..................................................................................................12

SECTION 2
地域ネットワーク・コミュニティ
・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 ................................14
事例①　「人事評価制度」導入に至るまでの取組み .............................................................................18
事例②  限定正社員制度導入への取組み ..............................................................................................20

（資料）介護の雇用管理改善CHECK&DO25雇用管理改善チェックリスト ........................................22

雇用管理改善企画委員会　委員 ...................................................................................................................24
あとがき ..............................................................................................................................................................24



3

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
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管理改善への取り組みについての調査を「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

雇用管理改善に取り組むことを目的としまし

た。また、事業所によって規模、雇用状況、経

営状況、更に考え方まで違うため、必要に応

じて社会保険労務士や中小企業診断士等の雇

用管理改善の専門家と連携しながら、個々の

事業所の状況に合わせたサポートを実施して

います。

　地域ネットワーク・コミュニティを構築し、

相互のノウハウを共有することで、1つの事

業所では難しい雇用管理改善を行うことがで

き、また、必要に応じて専門家の力を借りる

ことで、より効果的な雇用管理改善を行うこ

とができました。

　取り組み事例紹介にあたっては、地域ネッ

トワーク・コミュニティを構築した効果や専

門家からのサポート内容等も含め掲載してい

るので参考にしてください。
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取り組み事例紹介
SECTION 1

先進事業所における雇用管理改善モデル
●スタッフの定着を高める取組み
●高齢者雇用と障がい者雇用の推進
●ICT活用による業務の効率化

SECTION 2
地域ネットワーク・コミュニティ

●「人事評価制度」導入に至るまでの取組み
●限定正社員制度導入への取組み
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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
スタッフの定着を高める取組み

事業所概要
地域：山形市　事業開始年：平成22年

提供サービス：小規模多機能居宅介護事業所

併設サービス：サービス付き高齢者向け住宅

従業員数：16人（うち正職員：11人）

●取組みの理由
　法人全体で離職を減らす取り組みとして、

福利厚生の見直しを行い、様々な改善を行っ

てきました。

　しかし、待遇や福利厚生を充実させるだけ

ではなく、施設として離職を減らすにはどう

取り組むかが重要であると考えました。

●具体的な取組み
　各施設間の交流を深めるための「大人の遠

足」、接遇を学ぶことを目的とした「ディズ

ニー研修」、キャリアアップ制度、プリセプ

ター手当、アニバーサリー休暇、アニバーサ

リー手当、忘年会での施設・個人表彰制度等、

法人で様々な福利厚生を改善し、施設として

も、接遇意識を高めるための積極的な接遇検

定受験の推奨（合格し法人独自の資格認定を

受けた方はプリセプター手当の支給対象とな

る）、スタッフ間の関係性を深めるためにあ

りがとうの気持ちを伝えあう「サンクスカー

ド」、腰痛予防やスタッフ間の親睦を深める

ための「健康教室」を毎月１回以上開催する

等様々な取組みを導入し人材定着に繋がって

います。

　しかし、大切なことは、何かを導入するこ

とよりも、その施設にあった特色あるものを

導入するだけではなく、それをどこまで落と

し込めるかが人材定着の鍵となります。

アニバーサリー休暇・アニバーサリー手当
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継続はラポール形成（信頼関係）があってこ

そできることだと思います。

●取組みの際に工夫した点
　何かを始める上でスタッフの負担になって

しまっては長続きしません。「一緒に楽しく

働きたい」「ここで皆と頑張りたい。」という

「想い」を共有してこそ、導入したことや、新

しく始める事でも継続することができ、それ

が定着へ繋がっていくと思っています。その

●取組みの効果

　「人材定着≠人が溢れている」

　介護業界は人が少ない。その言葉はどんな

に人員数を満たしていても、でてくる言葉で

はないでしょうか。どこに基準を置いて人が

少ないと考えるか。

　本当に少ないところもあれば、業務の見直

し一つで少なさを感じないところもあるので

はないか。

　実際に少ないと感じているところは急なス

タッフの休みや欠員が出たときに、特に不足

感を感じますが、それはどこの施設にもあて

はまること。

　大切なのは、欠員や急な休みが出た時に、

「お互い様精神」でどれだけ支え合うことが

できるか。そこが充足感のポイントであると

思います。

　私達の施設では、人材定着の取り組みを行

うことで、実際にスタッフが定着しているだ

けではなく、日々の業務において、スタッフ

間の信頼関係、コミュニケーション力が改善

されたことが本当の人材定着のポイントだと

考えます。

　その結果、「定年になっても働きたい。」「こ

こだったら、定年を超えてもパートでいた

い。」そう言った声が若いスタッフからも、間

もなく定年が近いスタッフからも聞こえてく

るようになりました。

サンクスカード

　日々の仕事の中で、些細なことでもカード形式で

「ありがとう」を伝えあうことで感謝の気持ちを伝

えています。毎月一番多く「ありがとう」をもらった人、一番

多く「ありがとう」を伝えた人に、施設長からうれしい贈り物

が・・。声に出してだと言いにくいことでも、カードで伝え

あうことで、私もスタッフの「ありがとう」を見つけようと意

識してカードを渡しあうことで、感謝の気持ちから信頼関係

へと繋がっていきます。
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先進事業所モデル 2
高齢者雇用と障がい者雇用の推進

事業所概要
地域：西川町　事業開始年：平成28年

提供サービス：小規模多機能型居宅介護事業所

従業員数：26人（うち正職員：10人）

併設サービス：サービス付き高齢者向け住宅

SECTION 1

●導入理由
　直接的な導入理由は、昨今の介護人材不足

に伴う雇用難への対応や障がい者雇用促進法

への対応でした。しかし、この取り組みを続

けて行く中で、高齢者雇用・障がい者雇用い

ずれもその効用が高く、人材確保だけでない

プラスアルファがあり、それが事業所及び法

人の成長に繋がると考え、法人全体として推

進していく事となりました。

●具体的な取組み
1、高齢者雇用について（当該事業所）

・協力団体：西川町で活躍しているボラン

ティア団体「ドリームクラブ」

・協力者（採用）数：女性13名。

・協力者平均年齢：67.5歳

・勤務時間：

　①6：00〜8：00	 ②8：00〜10：00

　③10：00〜12：00	 ④16：00〜18：00

　⑤16：00〜20：00	 ⑥18：00〜20：00　　

※上記時間で職員により、月2〜25回の勤務。																															

・業務内容：介護補助業務、調理、清掃等。

２、障がい者雇用について（法人全体）

・障がい者雇用数：9名

・障がい内訳：重中度知的障がい1名、身体

障がい1名、軽度知的障がい　7名

・勤務時間　週20時間〜 40時間

・業務内容：介護全般（身体障がいの職員、

正職員）、介護補助業務、清掃、調理、食器

洗い、お茶出し、電話応対、等。

高齢者雇用推進事業所　職員全員集合！
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●導入の際に工夫した点
１、高齢者雇用
　西川町のボランティア団体による高齢者雇
用の事例では、協力してくださる方々のライ
フスタイルが様々であったため、2時間を1
単位としたシフト制を導入しました。この時
間なら手伝い可能、という時間帯を教えても
らい、勤務表に落とし込みながら調整を図っ
ていきました。
　高齢者雇用において、西川のみならず法人
全体の課題として、家庭の事情や体力面での
職員の離職が多い事です。そこで、雇用管理
改善サポーターの先生より、老後についての
「ライフプランセミナー」を開催して頂き、高
齢になっても働くことの意義を学ぶことがで
き、モチベーション向上に繋がりました。

２、障がい者雇用
障がい者雇用では、障がいを持った方の受入
のために様々な準備を行いました。
①職員ミーティングにて、受け入れるために

何をするべきか話し合い。
②受入候補者が働いている就労支援事業所に
行って、その様子を見学。
③候補者と面談を行い、勤労意欲の調査。
④候補者の能力や得意分野に合わせた業務の
選定とマニュアル策定。
⑤職員の障がいに関する勉強会の実施。
⑥候補者が働きやすい環境の整備。
　そのほか、ストレスをため込まないよう
に、年に1回、障がい者雇用の職員を集めて、
カラオケやボウリング大会などの交流会を開
催しております。

●導入した効果
１、高齢者雇用
　西川町における高齢者雇用では、地域のボ
ランティア団体ドリームクラブさんのご協力
があり、複数の職員雇用に結びついたおかげ
で、法定人員を上回ることが出来、開所でき
ていなかったサービス付き高齢者向け住宅を
無事にオープンすることが出来ました。
　また、職員不足解消だけでなく、事業所と
地域の懸け橋となり、地域交流が促進されま
した。
　高齢職員の存在は、若い職員の良い手本と
なり、接遇面では特に職員育成面でも大きく
寄与しています。

２、障がい者雇用
　障がい者雇用でも高齢者雇用と同様に、職
員不足解消のみならず、様々な効用がありま
した。
①当該職員が掃除などを行ってくれるため
に、介護員がご利用者対応の時間を確保す

ることができ、ご利用者の満足度向上や職
員のモチベーション効能に繋がりました。
②特に若手職員において、障がい者という壁
を越えて相互に個性を尊重しあい共生する
ノーマライゼーションの考えが生まれ、職
員の大きな成長に繋がりました。
③当該職員自身の成長にも繋がりました。
④障がい者就業生活支援センターやハロー
ワーク、障がい者職業センター等々、様々な
社会資源と事業所の関係性が築けました。

　私たちが住んでいる身近な地域にも、元気
な高齢者や障がい者が住んでいます。専門的
な介護は難しいかもしれませんが、出来るこ
とは沢山あります。そうした埋もれた力を見
つけ、引き出し、活躍して頂く事こそが、介護
職員不足を緩和する鍵であり、地域包括ケア
システムの一翼を担うのではないかと考えて
います。

障がい者雇用意見交換会
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先進事業所モデル 3
ICT活用による業務の効率化

事業所概要
地域：山形市　事業開始年：平成18年

提供サービス：介護付有料老人ホーム

従業員数：108人（うち正職員：64人）

併設サービス：なし

SECTION 1

●導入理由
　介護はケアするだけでなく、バイタルをは

じめケアに関わる記録や日々の本人の状態な

どを記録に残しておかなければいけません。

また、病院の受診が必要な場合は状態をより

理解してもらうため主治医へ日々のケア記録

を持参したり、ご家族に対してもよりご本人

の事を理解してもらうため日々の記録を提示

し説明する場面も多く、記録入力や資料作成

をしっかりと整備する必要がありますが、そ

の整備に時間がかかっているのが現状です。

　そのため、少しでも簡単に記録や入力が出

来る物を導入し職員の負担軽減を図りたいと

いう思いから導入に至りました。

●導入した先進技術の概要
　今回導入した機器は大きく分けて３種類に

なります。

　１つめがタブレット端末、パソコンから離

れた場所、たとえば入居者様の部屋などで作

業しながらケア記録の入力が可能になる物で

す。

　２つめが通信機能付きバイタルサイン測定

器で体温計・血圧計・パルスオキシメーター

の３つの測定器を導入しました。専用機器で

測定した値がそのままタブレットに記録さ

れ、記録したデータはボタン１つでソフトに

転送されるためバイタル記録をメモする手間

がなくなるシステムです。

　３つめが音声入力システムで、専用マイク

で話した内容がそのまま記録として入力され

るため、文字入力の手間が省けるシステムで

す。

導入したタブレット端末と測定器
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●導入の際に工夫した点
　システムだけが良くて職員が全く操作や内

容を理解できない宝の持ち腐れといった事に

ならないように、各施設毎の担当責任者の専

任・職員への説明会の回数増のほか、一気に

導入するのではなく１種類ずつ順番に導入し

職員の理解を深めながら進めていきました。

　また、毎月各施設の担当責任者へ進捗を確

認し、進んでいる施設へ確認に行くなど、施

設間でも連携しながら進めていきました。

●導入した効果
　導入に向けて業者の方にも協力いただき職

員への説明会及び操作説明会を実施するなど

出来るだけ分かりやすく説明した事で、職員

も今回導入したＩＣＴ機器の活用に前向きに

取り組もうとする様子が見られました。

　体温や血圧などのバイタル測定について

は、これまでは測定した数値をメモに残し更

に一覧表に記入していましたが、現在はメモ

や一覧表へ記入する事がなくなり、記入の手

間や用紙の削減につながっています。

　音声入力についても、全職員が使いこなせ

るまでは至っていませんが、使用に慣れた職

員はキーボードへの入力の手間がなくなり、

入力時間の短縮にもつながっています。

音声入力システムの導入
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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み

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 介護付有料老人ホーム 30人（15人）

事業所② 通所介護 9人（3人）

事業所③ 小規模多機能型居宅介護 26人（8人）

事業所④ 通所介護 19人（17人）

事業所⑤ 訪問介護 18人（9人）

B

事業所⑥ 小規模特別養護老人ホーム 46人（30人）

事業所⑦ 小規模特別養護老人ホーム 41人（19人）

事業所⑧ 訪問介護・通所介護・住宅型有料老人ホーム 66人（61人）

事業所⑨ 通所介護・短期入所生活介護 45人（20人）

事業所⑩ 小規模多機能型居宅介護 19人（14人）

事業所⑪ 認知症対応型共同生活介護 18人（6人）

C

事業所⑫ 特別養護老人ホーム 68人（51人）

事業所⑬ 特別養護老人ホーム 73人（32人）

事業所⑭ 特別養護老人ホーム 285人（207人）

事業所⑮ 小規模特別養護老人ホーム 168人（105人）

事業所⑯ 特別養護老人ホーム 87人（42人）

事業所⑰ 介護老人保健施設 175人（134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。

　山形県では、17事業所が5〜 6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組み

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、職員の勤務時間、有給休暇の取

得等ワーク・ライフ・バランスへの意識が高

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内容

　人事評価制度をまだ導入していない事業

所、あるいは導入していてもうまく機能して

いないと感じている事業所が多くあり、人事

評価制度について共通テーマとして取り上げ

ることとしました。

　事業所の規模等により３つのコミュニティ

に分かれて、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が、そ

の中の主な取組み内容をご紹介します。

①働き方改革で介護職場はどう変わるかＡ

　今、話題の働き方改革について、介護事業

所にはどのような変革をもたらすか、どのよ

うな対応が必要かについて研修しました。そ

の中で、長時間労働の改善、正規・非正規雇

用の不合理な格差是正等の課題について認識

しました。人手不足の中で、人材を確保し、

魅力ある職場づくりをするためには何が必要

かについて話し合い、年次有給休暇をはじめ

とする各休暇制度、変形労働時間制、正社員

の定義等に関して活発な意見交換が行われま

した。

②介護事業所における職員定着について
　職員の定着率を高めるためには、どのよう

にしたらよいのかについて研修しました。介

護職員の離職理由を分析し、ハーズバーグの

2要因理論を基に、モチベーションを向上・

維持するための要因について学習するとと

もに、人事評価制度の本来の目的が人の成長

を促進して、組織・会社を成長させることで

あるとの認識を得ることができました。その

後、各事業所における職員定着の取組みにつ

いて具体的に事例を出して話し合い、情報交

換とノウハウの共有を図りました。
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人事評価制度の導入についてＢ

　人事評価制度の導入をテーマとして取組

み、人事評価制度の目的や背景、制定プロセ

スや運用プロセスについて研修しました。

　人事評価制度を導入するに際しては、法人

としての組織の現状分析ができているかが重

要である、制度内容について説明会等で全職

員に周知徹底を図る、評価者研修を実施して

評価スキルの醸成と組織として統一感のある

評価手法を会得することが必要であることを

学習しました。

　法人の経営理念、方針の理解、業務マニュ

アルの制定、ＯＪＴ等を含めた研修体系の整

備等が前提となって、人事評価制度が機能す

ることを理解できました。人事評価制度の目

的は、職員の育成にあるという事を認識し、

面談の重要性についても再確認しました。

　また、各事業所の現状についても意見交換

を行い、お互いに良い刺激となりました。そ

れぞれの法人で人事評価制度を作り上げてい

くプロセスの中に、人材確保に向けた雇用管

理改善のヒントがあることを学ぶことができ

ました。

リーダー・管理者のための考課者研修Ｃ

　人事考課の目的としては、査定としての機

能と部下育成としての機能があることを学習

しました。モチベーション・サイクルを機能

させるための一環としての、人事考課の位置

付けについて研修しました。その後、各事業

者から人事考課の実施方法・回数、考課項目、

自己評価・効果、考課者研修、課題等の取組

み状況について発言していただき、有意義な

交流を図ることができました。

　人を評価するという事は難しいが、上司の

役割として、これを行うことは部下の育成に

つながるとの認識を共有しました。また、演

習用ＤＶＤを使用して考課者研修を実施し、

組織の中における職員のポジションに応じ

た評価をすること、被評価者の役割あるいは

ミッションを基に評価する事の重要さについ

て理解を深めることができました。
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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

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、②をご紹介します。

「人事評価制度」導入に至るまでの取組み

事業所概要
地域：山形市

介護サービスの種類：小規模特別養護老人ホーム

事業開始年月：平成27年

従業員数：41人（うち正社員数：19人）

併設サービス：小規模多機能型居宅介護

事例 1

●取組みに至る背景
　職員の能力や業績等を適切に評価するこ
とにより、一人ひとりのがんばりに見合った
「公平な処遇」を実現したいと思いました。ま
た併せて職員各人の将来像のイメージと課
題・目標を明確化することにもなり、職員の
意欲や向上心を高めると共に、ケアの質向上
や人財の定着につなげていきたいと考えこの
事業を活用させていただきました。介護業界
においては、各規程や給与表はあれども適正
に活用しているとは言えず、「チームケアだ
から一人ひとりの能力・業績評価がしにくい」
と古くから言われてきました。

キャリアパス一覧表
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　しかし、がんばっている者には「適正な人
事評価」が絶対に必要だと考えます。いわば
今回の取り組みは、「平等な人事管理（待遇）」

から「公平な人事管理（処遇）」への転換チャ
レンジです。

●取組み内容
　これまでに、「理念の理解・周知」→指導側
職員と被指導側職員の「意向調査」→チーム
の弱点を克服するための「階層別研修（特に
ＯＪＴリーダーの強化、認知症ケアの探究）」
→「ＯＪＴ体制」と年々進化してきました。
そこでＯＪＴ体制においても重要な「人事評
価」が必須であることから、この度はその取
り組みを行いました。
　既存において、Ａ：「キャリアパス」、Ｂ：「自
己及び上司評価」、Ｃ：「職員教育・研修体制

（意向調査より分析したもの）」はありました
が、がんばり具合を表す明確な指標となるも
のがありませんでした。
　そこでＣの中の項目にある、各階層別『求
められる能力』を基盤として、Ａの見直しを
行い、将来像を明確に表しました。次にそれ
に合わせて、Ｂの評価表を見直し、標準化・
数値化を図りました。よってＡとＢとＣは連
動していることになります。

●取組みのポイント
　人事評価を導入するためには、必要な事項
や仕組みが必要であり、そのためには段階的
に進めていく手順や手間（時間）が掛ります。
そしてその中で最も必要な事項は「理念」と
「ＯＪＴ」の両輪が重要なポイントだと考え
ます。またＯＪＴでは職員のニーズを十分に
聴きアセスメントすることや人事評価・考課
においては十分に説明を行うことが必要とな
ります。
　なお、この度の人事評価の取り組みのポイ
ントは、以下のようなものになります。
①人事評価の評価項目は、法人の理念に沿い
独自性（法人の特徴）を活かした内容で作
成した。
②評価項目・基準と現場の業務内容を一致さ
せることにより、職員の納得が得られると
共に、指導や評価のための分析（アセスメ
ント）を容易かつ十分に行えるようにした。

③人事評価の一次評価をリーダーが担うこと
により、リーダーが人事評価を十分に理解
すると共に、部下の観察や分析を行うこと
で、リーダー自身のＯＪＴアセスメント力
を高める効果がある。
④人事評価を点数化（数値化）することによ
り、評価者の偏りの少ない判定ができる。
また、その適正な評価が、職員各人のスキ
ルアップや人財定着につながる。
⑤人事評価はキャリアパスに連動しており、
職員各人の将来像が明確化され、資格取得
や自己研鑚等のＳＤＳの機会となる。
⑥評価基準は、役職に応じて点数配分を変え
てあり、全職員が共通の評価用紙を使うこ
とができる。またそのことにより、各役職
に求められる能力の重点項目が明確化され
る。（点数配分の多い部分が求められる能
力である）

●取組み後の感想
　これまでバラバラに作ってきたものが、よ
うやく揃ったという感じがします。今後は年
度末に人事評価ツールを試し、うまく評価で
きるのかを実施し見直していく予定です。そ
して来年度には、年度当初に人事評価・考課

の説明を全職員に行い、適正な評価を行うこ
とにより、職員の賃金等の労働対価への反映
を実現し、更に職員の能力を向上させる人財
育成につながればと思っております。
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コミュニティ参加事業所の取組み

限定正社員制度導入への取組み

事業所概要
地域：米沢市

介護サービスの種類：特別養護老人ホーム

事業開始年月：平成8年

従業員数：87人（うち正社員数：42人）

併設サービス：ショートステイ、デイサービス

事例 2

●取組みに至る背景
　当法人では、慢性的な採用難から職員の退

職を回避するため、職員個々の希望や事情に

応じた働き方を受け入れてきましたが、すべ

ての職員の希望や事情に応えることもでき

ず、職員から不平不満の声が上がったり、人

事異動の制約等により業務の停滞が起きてい

る状況に置かれています。

　希望する働き方への柔軟な対応を行うとと

もに、それをカバーする職員の不平不満を解

消するためにも、新たな仕組みを構築する必

要があると考えています。

●取組み内容
　限定正社員制度を導入するため、次の点に

ついて検討しました。

＊職員フレームの整備

（正社員→（限定正社員）→准社員→パート

社員）
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＊処遇の根拠を明確化するための職務要素表

の作成

＊就業規則・給与規程等の改正と職員への周

知

イメージは下記の通りです。

●正社員→業務上基幹的な役割を担い、職

務、休日、勤務時間に関し限定がない者

①介護職層

②専門職層（生活相談員、介護支援専門員、

看護師・准看護師、ＰＴ・ＯＴ、管理栄養士等）

●限定正社員→業務上基幹的な役割を担い、

職務、休日、勤務時間に関して一定の限定が

ある者

●准社員→一定の職務区分において、定常的

な業務を行う者

①無期契約

②有期契約

●嘱託社員→満６０歳に達し定年退職を迎え

た者で、期間を定めて再雇用された社員

●パート職員→１カ月あるいは１日の所定労

働時間が正社員に比べて短い者

①無期契約

②有期契約

●取組みのポイント
　職員フレームごとの職務要素と処遇（給与・

賞与）の関係性を明確化することで処遇の透

明性を高め、職員の納得性を確保することが

重要です。

また、就業規則等に運用ルールを規定するこ

とで属人的要素を排除し公平性を担保するこ

とが必要だと思います。

●取組み後の感想
　今年度中に社会保険労務士の先生から意見

やアドバイスをいただき、また可能であれば

職員との意見交換会も実施した上で、制度の

素案を作成し、来年度には新たな制度の導入

を図りたいと考えています。
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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。 

（資料）
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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

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
う
と

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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雇用管理改善企画委員会 委員
（委員長）社会福祉法人羽陽の里　施設長	 武田　庄司

（委　員）株式会社テイクオフ　代表取締役	 加藤　文雄

（委　員）株式会社つるかめ　取締役次長	 伊藤　順哉

（委　員）東北文教大学短期大学部　人間福祉学科長	 橋本　美香

（委　員）社会保険労務士法人ルート企画　代表社員	 菊地　仁士

（委　員）㈲マネジメント・コミュニケーションズ　代表取締役	 樋口　智成

あとがき

　公益財団法人介護労働安定センター山形支所は、平成３０年度の山形労働局委託事

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」を受託し、これまでの

事業実績を活用し事業を推進してまいりました。

　募集時には、人手不足感の高まりから事業への参加にも支障があるとの声も聞きま

したが、参加者様からは想像以上に本事業により支援の効果が得られた、地域ネット

ワーク・コミュニティでの集団会議での他事業所との意見交換などから多くの情報、

刺激を受けたとの感想をいただいています。多くの事業所において日常業務に改善す

べき課題を感じておられると思いますが、内部の努力だけでは思うように改善が進ま

ないことも多いのではないでしょうか。本書から課題への気づき、改善のきっかけを掴

み雇用管理改善、魅力ある職場づくりに役立てていただければ幸いです。

　最後に、本事業の実施にあたり多大なご協力をいただいた雇用管理改善企画委員会

の皆様、雇用管理改善サポーターの皆様、ご参加いただいた事業所の皆様他ご協力をい

ただいた方々に厚く御礼を申し上げます。

平成31年３月

平成30年度山形労働局委託事業
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　山形支所
〒990–0041　山形県山形市緑町一丁目９番30号　緑町会館１階

TEL 023–634–9301　FAX 023–634–9300



山形労働局

山形支所

山形支所

山形労働局委託事業




