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公益財団法人介護労働安定センター
創立 30 周年記念祝辞 

厚生労働省人材開発統括官  小  林    洋  司 

公益財団法人介護労働安定センターが創立 30周年を迎えられましたことを心よりお祝い

申し上げます。 

我が国の高齢化が急速に進展し、介護サービスの需要増大が予想されるなか、貴センタ

ーは介護労働の総合的な支援機関として平成４年度に創立され、同年７月に「介護労働者

の雇用管理の改善等に関する法律」の指定法人となりました。 

介護保険法制定により介護保険制度が発足し、介護サービス利用者の増加が続く中、こ

れまで 30 年間は介護事業主及び介護労働者の支援ニーズが大きく変化する時代でありまし

た。 

また、指定法人制度の在り方を全面的に見直すこととされ、平成 23年度に設置された

「介護労働安定センターの組織及び運営に係る検討会」の中間報告では、貴センターが強

化すべき役割として、国の代替機能、専門性の向上、地域における関係機関との連携、人

材の発掘・定着への取組、また、自主事業の拡大等の課題が示されました。 

こうした中、貴センターは、組織及び事業運営の不断の見直しを続けながら、機動的に

事業展開し、介護労働者が生き生きと働くことのできる魅力ある職場づくりや人材育成に

大きく貢献されてきました。平成 28 年度に取りまとめられた同検討会の最終報告書では、

中間報告に基づく取組が評価され、引き続き介護人材の確保と介護労働者の福祉の増進に

大きな役割を果たしていくべきとされたところであり、介護事業主への相談援助や質の高

い介護人材の育成を行う介護労働講習などひとつひとつの取組が高く評価されていると考

えています。能力開発事業として実施している介護労働講習の就職率は毎年９割を超えて

おり、介護人材確保に大きく寄与しています。 

本年７月公表の「介護職員の必要数について」によると、令和５年度に約 233 万人、令

和７年度に約 243 万人の介護職員が必要になると推計されており、引き続き、人材確保は

介護分野の大きな課題であり、貴センターへの期待はこれまで以上に高まっていくものと

考えております。今後も 30 年間の歩みの中で蓄積したノウハウを活用し、介護事業主や介

護労働者の心強い味方となる唯一無二の機関として、状況の変化に即したきめ細かな支援

を提供し続けることを期待しております。 

未筆ながら、貴センターの一層のご発展と皆様方のご活躍を祈念致しまして、お祝いの

言葉とさせていただきます。 

 



 

 

公益財団法人介護労働安定センター
創立 30 周年を祝して 

厚生労働省職業安定局長  田  中    誠  二 

公益財団法人介護労働安定センター創立 30 周年を迎えられましたことを心からお慶び申

し上げます。 

貴センターは、平成４年に指定法人介護労働安定センターとして創立されて以来様々な

活動に従事され、平成 25 年からは公益財団法人介護労働安定センターとして新たなスター

トをきられたところです。 

この間、介護労働力の確保、特に介護事業所における雇用管理の改善等について中心的

な役割を努められ、介護事業所の「魅力ある職場づくり」を支援するとともに、数多くの

介護事業所の雇用管理の改善の実現などに尽力されてこられました。 

また、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年以上に日頃の活動が制約

されるなど、かつてない厳しい１年ではありましたが、理事長をはじめ貴センターの職員

の皆様方が一丸となってこの困難を乗り切られてきたことに対し、心から感謝申し上げま

す。  これも、貴センターの職員の皆様をはじめ、関係者の方々の熱意と努力の賜物と

存じます。 

さて、急速な少子高齢化という厳しい状況の中で、介護サービスの担い手である介護人

材への需要が拡大し、2025 年には、介護職員が 2019 年度の 211 万人（推計値）から、更に

約 32 万人が必要と推計されているなど、介護分野を支える人材の確保が喫緊の課題となっ

ております。そのため、国においては、介護職員の処遇改善、多様な人材の確保・育成、

離職防止・定着促進・生産性向上、介護職の魅力向上、外国人材の受入環境整備など総合

的な介護人材確保対策に取り組んでいます。 

その中でも、特に離職防止・定着促進の観点から、令和２年度に介護労働者の雇用管理

の改善等に関する法律第６条に基づく「介護雇用管理改善等計画」を改定するなど、関係

機関と連携しつつ、介護労働者の雇用管理改善等に取り組んでおりますが、介護人材の確

保のためには介護事業所における雇用管理改善の取組は重要であり、これらを直接サポー

トする貴センターの役割は益々大きくなるものと考えております。 

引き続き、介護労働者の雇用管理改善等の取組の推進にご支援・ご協力を賜りますよ

う、よろしくお願いします。 

末筆ながら、貴センターの今後の益々のご発展と、関係者の皆様方のご健勝と更なるご

活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。 
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６つの重点事業の推進のためにも有益
な情報が得られる 

介護労働実態調査の継続を 

中央大学大学院教授  佐  藤    博  樹 

創立 30 周年おめでとうございます。 

私は、1990 年代末から 2000 年代のはじめにかけて介護分野のサービス提供責任者やホーム

ヘルパーの調査研究に取り組んでいました。その関係で、2002 年頃に介護労働安定センター

に設けられた「登録型ホームヘルパーの雇用の明確化と雇用管理のあり方に関する研究会」に

参加させていただいたのが、センターとの最初の出会いだと思います（報告書は 2003 年刊）。

同時に 2002 年度から開始された介護労働実態調査の企画・分析にも参加させていただきまし

た。 

介護労働実態調査は、調査開始から 20 年近く継続している介護分野の雇用管理や就業実態

を把握することを目的とした大規模調査です。事業所調査と個人調査の設問内容を見直してき

ましたが、最近 10年ほどは毎年あるいは一定間隔で時系列比較を可能とする設問群と時々の

課題・トピックを取り上げる設問群に整理し、調査内容が安定してきています。大規模調査で

かつ時系列比較が可能な調査であることもあり、介護労働実態調査は、介護分野の事業所の雇

用管理や働く人々の就業実態を知るために不可欠な調査として、厚生労働省の政策立案や様々

な研究に活用されてきています。この点は嬉しい限りです。 

官庁統計以外では、政府の委託調査を含めて回収率が低下し、事業所調査では回収率が 

20％程度という調査も少なくない状況があります。しかし、介護労働実態調査の事業所調査

は、設問の精査や回答のしやすさなどの改善の結果、設問数が多くかつ数値データの記入箇所

が多いにもかかわらず、回答率が漸増し、最近では 50％弱という極めて高い回収率を維持で

きています。これは介護事業所の皆さんのご協力によるものですが、調査が政策立案に活用さ

れるなど、介護労働の実態を把握するために不可欠な調査だとの社会的な理解が浸透してきた

結果と考えています。 

介護労働安定センターは、介護労働調査を継続するために人的資源を含めて、毎年相当の予

算を投入しており、センターにとっても負荷の大きな事業と思われます。しかし、この調査

は、介護労働分野の労働実態などを知るために不可欠な共有財産になっているだけでなく、セ

ンターが今後取り組む６つの重点事業（中期事業計画の重点的に取り組む事業）の推進にも貴

重な情報を提供するものと考えます。是非、今後も介護労働実態調査を継続されることを期待

しています。 

 

 



 

 

 

さらなる飛躍へ 

大妻女子大学名誉教授  是  枝    祥  子 

創立 30 周年おめでとうございます。創立当時はまだまだ介護業界は情報が少なくそれぞ

れの事業所が暗中模索の中で努力を重ねていました。年々高齢化が進み介護の必要性は高

くなってきましたが、介護労働に関する社会的認知度はかなり低く内容も理解されない状

況でした。そのような中で介護労働安定センター（以下「センター」といいます。）は時代

の先を見越して多様な研修や情報発信をして下さり頼りになるセンターでした。介護の事

業所は小規模事業所が多く制度の情報を得ても活用方法がスムーズにいかないことも多

く、センターの相談や講習会で理解を深め実践に生かすことができる状況でした。特に在

宅介護に関しては介護職員の養成はセンターの講習会でたくさんの介護職員の養成に寄与

し、在宅介護を担う大きな土台になったと思います。 

また、介護労働に関する調査、訪問介護職員養成テキストの開発、各種の調査研究や検

討会は介護業界の啓蒙と発展に多大な貢献を果たし、現在も進化し続けていることはセン

ターの皆様の努力の賜物だと思います。特に介護労働の調査については、介護業界の現状

や将来の見通しについて必要と分かっていても実践することは容易なことでありません。

介護業界の実態把握はこれからの超高齢社会における介護の在り方や人材確保、養成、事

業運営の基盤になるもので必要不可欠です。ただ補助金で行っているものですから、どう

しても費用対効果を問われセンターとしては苦しい状況だと推察します。しかし、このよ

うな実態把握がないと将来の予測にぶれが出てきてしまい、多くの介護事業所は存続に影

響を及ぼすことになるのではと危惧します。小さな事業所であっても、何らかの解決の糸

口を見つけ努力を重ね少しずつ力をつけていくことでより良い介護サービスができ発展し

ていくと思います。センターの調査や相談、研修会、検討会等々は遠くの灯りになり目指

していく引き金になります。目先の効果はすぐに現れませんし時間や手間もかかります

が、それらを一つひとつ丁寧にかかわることで本来の介護サービスの質の向上や事業発展

に寄与する大きな要素になっています。 

誰もが自分らしく尊厳を保ちながら暮らしていける社会、介護が必要になっても同様に

人権が守られる社会、そのためにもセンターはこの知的財産をさらに進化させ飛躍し、介

護業界の先導者になることを祈念いたします。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
平成 4 年度 
  ～ 
平成 8 年度 

〇特別養護老人ホ
ーム等社会福祉法
人や民間の介護サ
ービス事業者、そ
の雇用介護労働者 
〇家政婦（夫）紹介
所や紹介所に登録
されているケア・
ワーカー 
〇平成 8 年 3 月末
で病院付添制度が
廃止されたため、
家政婦（夫）紹介所
に対して、介護労
働者需給サービス
事業、介護労働者
就業援助事業、紹
介事業高度化推進
事業を実施、ケア・
ワ ー カ ー に 対 し
て、訪問介護員養
成 研 修 を 実 施 し
た。 

〇平成 4 年 4 月 1 日財
団法人設立 
〇平成 4 年 7 月 1 日
「介護労働者の雇用
管理の改善等に関す
る法律」（以下「介護労
働法」という。）に基づ
く総合的支援機関と
して指定（指定法人） 
〇組織体制 
・平成 4 年度 
（本部） 
 事務局長（専務理事
兼務）の下総務部（総
務課、企画課）、業務部
（雇用管理課、能力開
発課） 
（支部） 
 支部長、職員、福祉 
増進アドバイザー（現 
介護労働サービスイ 
ンストラクター）、コ 
ーディネーター 
・平成 5 年度 
（本部） 
 業務部に福祉共済 
課設置 
・平成 6 年度 
（本部） 
 業務部に就業援助 
課設置 
（支部） 
 在宅介護ニーズ集 
約従事者設置 
・平成 7 年度 
（支部） 
 在宅介護ニーズ集 
約従事者を在宅介護 
サービス普及員に再 
編 
・平成 8 年度 
（本部） 

業務部を雇用管理 
課、研修指導課、技能
審査課、就業援助課に
再編 
（支部） 
 介護労働研修プラ 
ンナー（現介護能力開 
発アドバイザー） 
 

【雇用管理改善等援助事業】 
１ 雇用管理改善等相談援助事業の実施（交付金事業。平成 4 年

度から） 
  福祉増進アドバイザーによる事業主等を対象に介護労働者

の雇用管理の改善等の相談援助・情報提供の実施、雇用管理セ
ミナーの実施及び介護労働者雇用管理改善等助成金の支給 

（１）雇用管理改善等相談援助事業（相談件数、件） 
平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

5,332 26,858 40,347 55,640 55,600 

 
（２）雇用管理セミナー（受講者数、人） 
   事業主又は事業所の雇用管理責任者を対象に、専門講師

による介護労働者の雇用管理の改善に関するセミナーを実
施 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

不明 不明 1,353 1,591 2,224 

 
２ 介護労働者雇用管理改善等助成金の支給（交付金事業。平成

4 年度から。支給対象数、件） 
（１）介護労働者雇用管理研修助成金 
   社会福祉施設、介護サービス事業者が雇用管理責任者に 

介護労働者の雇用管理の改善のための研修を受けさる場 
合、その受講料を助成（1 人当たり 5 万円を限度） 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

０ 199 241 419 587 

 
（２）介護労働者福祉施設助成金（支給対象数、件） 
   介護労働者の雇用管理の改善に関する措置についての計 

画を作成し、都道府県知事の認定を受け、必要な福祉施設の 
設置・整備を行った認定事業主に対して、その費用の一部を 
助成（1 件当たり要した費用の額に応じ 50 万円～500 万円） 

 
平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

０ 0 1 0 0 

 
３ 介護労働者福利厚生事業の実施（交付金事業。平成 4 年度

から。支給対象人員、人） 
  家政婦（夫）紹介所やその団体がケア・ワーカーに対して

健康診断を実施した場合、受診料の一部を助成（7,400 円） 
 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

1,279 1,443 1,200 2,861 6,923 
 

〇 介 護 労 働 法施
行（平成 4 年 7 月
1 日） 
〇 病 院 付 添 制度
廃止（平成 8 年 3
月末） 
〇 総 務 庁 行 政監
察局定期調査（平
成 8 年度） 
 ・事業の周知徹

底、再編統合、
職 員 の 合 理 化
と 専 門 性 の 充
実を勧告 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

 
 

〇財務構造 
 交付金が予算の大半 
を占め、自主事業収入は 
福祉共済事業がその大 
半を占めていた。 

（単位：％） 
 

区分 

平成 4

年度 

平成 5

年度 

交付金

依存率 

99.67 79.83 

平成 6

年度 

平成 7

年度 

平成 8

年度 

80.29 88.2 92.94 

 

【介護労働者需給サービス事業】 
１ ケア・ワーカー等のコーディネート事業の実施（交付金事業。
平成 4 年度から） 
  コーディネーターによる介護労働者に係る職業紹介事業者等

の情報収集・提供及び要介護者やその家族からのケア・ワーカー
に対する苦情処理 

 
２ 介護クーポン制度の実施（交付金事業。平成 8 年度から。利用

人員、人） 
家政婦（夫）紹介所の利用者を広げる目的で、看家三団体（（社）

日本臨床看護家政協会、（社）日紹連看護家政福祉協会、（社）全
日本民営職業紹介事業福祉協会、平成 18 年に統合し現在（公財）
日本看護家政紹介事業協会）と企業が連携し、会員となった提携
企業等の従業員や家族に在宅介護等が必要となった場合に、紹介
所は紹介手数料相当額を割り引いてケア・ワーカーの紹介を行
い、その割り引かれた紹介手数料相当額をセンターが助成（介護
福祉助成金） 

 
平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

―  ― ― ― 324 

 
【介護労働者就業援助事業】（交付金事業。平成 6 年度から） 
１ 特定介護労働者雇用助成金の支給 

平成 8 年 3 月に病院付添制度が廃止されることに先立ち、 
病院付添制度に長年携わってきたケア・ワーカーの雇用対策と
して、医療機関が介護職員として家政婦（夫）紹介所から紹介さ
れ、過去 1 年間に 1 か月以上病院付き添い介護を行っていたケ
ア・ワーカー等を 6 か月を超えない雇用期間で雇用した場合、
紹介手数料相当額を医療機関に対し助成した（雇用したケア・
ワーカー等に支払った賃金の 10.5％を限度とした紹介手数料相
当額）。 

 
平成４年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

―  ― 5,870 24,543 44,066 

 
【紹介事業高度化推進事業】（交付金事業。平成 6 年度から） 
１ 在宅介護求人情報の収集及び提供 
  在宅介護分野に対し積極的に介護サービスの普及の促進 

を図るため、各支部に在宅介護サービス普及員を配置し、家 
庭等に対する広報及び病院等を訪問することにより、ケア・ 
ワーカーを対象とした求人ニーズを把握し、家政婦（夫）紹 
介所等へ求人情報等を提供した。 

２ 紹介事業高度化を促進するためのコンピューターの無償 
（支給対象数、台） 

  家政婦（夫）紹介所がリース契約を締結してコンピュータ 
ーを使用する場合に、当初 2 年間のリース料相当額を助成 
した。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

      
平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

―  ― 17 85 124 

 
３ 介護サービスの付加価値化を高めるための介護補助器具の

無償貸与（台数、台） 
  ケア・ワーカーの労働負担の軽減を図り、併せて介護を受 

ける者の負担を軽減するため、家政婦（夫）紹介所に対し介 
護労働補助器具（ベット、車椅子、シャワーチェア、リフト） 
の無償提供を実施した。 
 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

―  ― 127 870 1,070 

 
【介護労働者能力開発事業】（交付金事業） 
１ 介護労働者職業講習の実施（平成 4 年度から。受講者数、人） 
  センター設立当初の講習事業は、（財）婦人少年協会等の協 

力を得て、入門・向上・専攻の各コースを設置し、主として再 
就職を希望する主婦や家政婦（夫）紹介所に登録しているケア・ 
ワーカー等を対象に実施した。 

（１）能力開発コース 
ア 入門コース（5 日間） 

    再就職を希望する主婦等に必要な知識・技能を向上させ 
るためのコース。平成 7 年度から基礎コース（5 日間）を 
追加し、合わせて初級コースとした。 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

1,602  2,377 2,897 2,176 2,053 

 
イ 向上コース（2～3 日間） 

既に介護の仕事についている者の知識・技能を向上させ
るためのコース 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

不明  不明 5,180 4,044 2,928 

 
ウ 専攻コース（12 日間程度。平成 7 年度で終了） 

    既に介護の仕事についている者のうち一定年数以上の
経験を有する者により専門的な知識・技能を付与するため
のコース 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

不明  不明 3,717 5,773 ― 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （２）訪問介護員養成研修（交付金事業。平成 8 年度から） 
   ホームヘルパーとして介護業務に従事するために必要

な知識・技能を取得する職業講習を実施した。 
ア 訪問介護員養成研修 3 級課程（50 時間） 

    生活援助をするために必要な基礎的な知識・技能を習
得する講習 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

―  ― ― ― 447 

 
イ 訪問介護員養成研修 2 級課程（130 時間） 

    身体介護、生活援助をするために必要な基本的な知
識・技能を習得する講習 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

―  ― ― ― 5,346 

 
２ 介護労働体験実習の実施（平成 4 年度～平成 8 年度で終
了。延べ人、人） 
  介護の仕事に興味のある者に実際の業務を体験する機会

を提供した。 
平成 4 年

度 
平成 5 年

度 
平成 6 年

度 
平成 7 年

度 
平成 8
年度 

2,367 1,942 不明 369 不明 

 
【普及啓発等事業】（交付金事業。平成 4 年度から） 
１ 機関紙「介護労働ケア・ワーカー」（現「ケアワーク」）発  
 行 
  平成 4 年 11 月に季刊（11 月に増刊号）として第 1 号を発 

刊し、平成 7 年 4 月号から月間に変更し、現在に至ってい 
る。 

２ 介護労働シンポジウムの開催（平成 6 年度から） 
  平成 6 年に第 1 回を開催して以来、毎年介護労働の実態

について広く普及啓発に努めているところであり、時々にお
いて関心の高いテーマを設定し実施している。 

３ 介護労働者の雇用環境改善に関する図書の刊行（自主事 
業。平成 8 年度から） 

 
【介護サービス技能審査試験】（自主事業。平成 5 年度から。
合格者数、人） 

労働省の技能審査制度に基づく介護サービスの技能審査試
験を実施した。 
 試験は学科と実技で、学科試験は社会福祉の概要、保健衛生
の一般知識や介護の知識を問い、実技試験は例えばベットメイ
キングやベットから車椅子への移乗等の作業試験を行った。 
試験の合格者には、「介護アテンダントサービス士」の称号が 
与えられ、技能と身分を証明する「介護アテンダントサービス 
士証」が交付された。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

7,980 2,867 2,705 3,416 3,441 

 
【介護労働環境改善事業】（自主事業。平成 5 年度から） 

雇用促進事業団からの助成金による介護労働環境改善事業と
して、センター事業の運営に資するため、雇用管理改善に関する
テーマについて調査研究を行った。 
 
【福祉共済事業】（自主事業。平成 5 年度から） 

損害保険会社と連携してケア・ワーカー福祉共済制度を開始し
た。 
１ 補償の種類 
（１）求人者が掛け金を負担する補償（加入者、人） 

ア 傷害補償 
 通勤途上を含む就業中に傷害を被った場合の補償 

イ 賃金不払い事故補償 
   退職前 2 か月以内の未払い賃金の 80％の立替 
平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

― 68,445 58,705 49,159 47,288 

（２）ケア・ワーカーが掛け金を負担する補償（加入者、人） 
ア 賠償責任補償 

 就業中に種々の仕事を遂行中に生じた事故によって他
人の生命、身体、又は財物の損壊により、ケア・ワーカー
が負担しなければならない賠償損害の補償 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

― 45,847 47,995 34,820 33,475 

イ 休業補償 
    病気やケガによって入院した場合に、入院期間中の補償 

平成 4 年度 平成 5 年度 平成 6 年度 平成 7 年度 平成 8 年度 

― 887 670 455 384 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

平成 9 年度 
  ～ 
平成 13 年度 

 

〇介護保険制度
の発足に伴い、
センターの事業
対象も介護事業
者に広く活用さ
れることとなっ
た。 
〇特に、平成 2 年
度に発足した介
護雇用創出助成
金制度は、介護
事業者にセンタ
ーの存在を広く
周知することと
なった。 
〇また、平成 12
年度から訪問介
護員養成研修 2
級課程にケア・
ワ ー カ ー 以 外
に、雇用保険受
給者（公共職業
安定所長による
受講指示者）を
対象とし、介護
労働講習をスタ
ートさせた。 

〇組織体制 
・平成 9 年度 
（本部） 
 常務理事新設、総 
務部に経理課設置 
・平成 10 年度 
（本部） 
 業務部を能力開部 
（研修指導課、技能 
審査課）、雇用管理部 
（雇用管理課、就業 
援助課）に再編 
（支部） 
 福祉増進アドバイ 
ザーと在宅介護サー 
ビス普及員を統合し 
介護労働サービスイ 
ンストラクターに再 
編 
・平成 11 年度 
（支部） 
 職員を管理担当職 
員、業務担当職員に 
再編、コーディネー 
ターを介護労働サー 
ビスインストラクタ 
ーに統合 
・平成 12 年度 
（本部） 
 助成部（助成第 1 
課、助成第 2 課）を 
設置、能力開発部の 
2 課を能力開発第 1 
課、能力開発第 2 
課に再編 
〇財務構造 
 平成 12 年度に介 
護雇用創出助成金制 
度が発足し、交付金 
予算が約 59 億円か 
ら約 108 億円に倍 
増した。 
 自主事業収入は、 
平成 8 年度から出版 
刊行を開始し、平成 
10 年度には、出版事 
業、介護労働環境改 
善事業、福祉共済事 
業が収入の三本柱と 
なった。 
 

【雇用管理改善等援助事業】 
１ 雇用管理改善等援助事業の実施（交付金事業） 
（１）雇用管理改善等相談援助事業（相談件数、件） 

平成 10 年度に事業統合の一環として、相談援助事業を担当
していた福祉増進アドバイザーと在宅介護求人情報の収集及
び提供を行っていた在宅介護サービス普及員が統合され、介護
労働サービスインストラクターが介護サービス事業者、家政婦
（夫）紹介所等介護に関連する事業者に対し、雇用管理関係の
相談援助を総合的に行う体制とした。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

70,200 不明 不明 127,324 118,307 

 
（２）雇用管理コンサルタントによる専門相談（平成 10 年度から。

相談件数、件） 
さらに専門的な相談が必要とされた事項については、センタ

ーが委嘱した雇用管理コンサルタント（社会保険労務士、中小
企業診断士等）により、具体的かつ実務的な相談援助を実施し
た。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― 不明 857 875 898 

 
（３）雇用管理セミナー（平成 13 年度で終了。受講者数、人） 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

2,875 4,428 6,936 9,342 9,536 

 
（４）雇用管理改善推進フォーラムの実施（平成 13 年度から。参

加人数、人） 
関係機関等と連携し、介護分野における雇用管理のあり方及

び各種支援策を紹介した。 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― ― ― ― 908 

 
２ 介護労働者雇用管理改善等助成金の支給（交付金事業。平成 11

年度で終了） 
（１）介護労働者雇用管理研修助成金（支給対象数、件） 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

833 1,130 1,329 ― ― 

 
（２）介護労働者福祉施設助成金（支給対象数、件） 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

１ １ ― ― ― 

 
 

〇介護保険制度発
足（平成 12 年 4 月） 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

   （単位：％） 
 

区分 

平成 9

年度 

平成 10

年度 

交付金

依存率 

93.17 92.18 

平成 11

年度 

平成 12

年度 

平成 13

年度 

91.29 95.5 96.99 

 

（３）介護労働者雇入時福祉助成金（平成 9 年度～平成 11 年
度で終了。支給対象人数、件） 

介護保険制度発足に備えて、介護事業者が新しく在宅介 
  護サービスに参入し、介護労働者の雇入れ又は配置替えの

際（採用後 1 年以内の者又は採用予定日まで 3 か月以内の
者に）健康管理及び介護講習を措置した場合に、その経費
を助成（中小企業事業主は 9 万円、それ以外は 6 万円を限
度）した。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年

度 

51 374 742 ― ― 

 
３ 介護労働者福利厚生事業の実施（交付金事業。支給対象

人員、人） 
  家政婦（夫）紹介所やその団体がケア・ワーカーに対し

て健康診断を実施した場合、受診料の一部を助成（7,400
円）。平成 13 年度から介護雇用管理助成金として支給。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

8,483 10,310 12,998 12,094 ― 

 
【介護雇用創出助成金制度】（交付金事業。平成 12 年度から） 

介護雇用創出助成金制度は、介護関係業務に係るサービスで 
現に提供しているものと異なるサービスの提供又は介護事業
の開始（以下「新サービスの提供等」という。）に伴い、その雇
用する労働者の福祉の増進を図るために、実施する労働環境の
改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改
善に関する措置についての計画（以下「改善計画」という。）を
作成し、都道府県知事の認定を受けた事業主（以下「認定事業
主」という。）が、当該改善計画に基づく事業を実施する場合に、
次の助成金を支給した。 
１ 介護人材確保助成金（支給人数、人） 
  認定事業主が新サービスの提供等に必要な労働者を雇い

入れた場合に、その賃金の一部を助成した。 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― ― ― 7,241 7,205 

 
２ 介護雇用管理助成金（支給件数、件） 
  認定事業主が新サービスの提供等に伴い、採用管理、人事

管理、諸規定の整備、健康管理等の雇用管理関係の改善を実
施した場合に、その経費の一部を助成した。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― ― ― 98 371 

 
３ 介護能力開発給付金（支給件数、件） 
  認定事業主が新サービスの提供等に伴い、新たに雇い入れ 

た労働者を主たる対象として、新サービスの提供等に必要な 
知識・技能を付与するための教育訓練を実施、受講費用等の 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   援助の実施、有休教育訓練休暇の付与を行う場合に、その経
費及び賃金の一部を助成した。 
 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― ― ― 94 243 

 
４ 介護雇用環境整備奨励金（支給件数、件） 
  認定事業主が新サービスの提供等に伴い、労働環境の改善 

を図るための設備又は福利厚生の充実を図るための福祉施設 
の設置又は整備を行った場合に、その費用の一部を助成した。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― ― ― 10 47 

  
【介護労働者需給サービス事業】（交付金事業。利用人員、人） 

平成 8 年度から介護福祉助成金の支給を開始し、介護クーポ
ン制度の普及については、全国の家政婦（夫）紹介所が企業訪
問を行う一方、センターは広報面で、全国紙による制度の紹介、
地方紙による会員家政婦（夫）紹介所名の記載 PR により、提
携企業増加に努めた。 

また、家政婦（夫）紹介所のケア・ワーカー情報を要介護者 
等に対し提供したコーディネート事業は、より効果的な執行を
図るため、平成 11 年度に介護労働サービスインストラクター事
業に統合された。  

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

324 646 6,200 7,020 6,814 

 
【介護労働者就業援助事業】（交付金事業。平成 10 年度で終了。
支給対象人数、人） 
１ 特定介護労働者雇用助成金の支給 

この制度は、ケア・ワーカーによる病院付き添い解消に伴
い、当分の間の措置として時限的に実施されたものであるが、
この事業終了後もケア・ワーカーがそのまま病院に雇用され
るケースも含め、病院付き添い解消により混乱した雇用環境
を安定させ、在宅介護転換へのきっかけ作りともなり、大い
に利用された。 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

47,956 35,195 ― ― ― 

 
【紹介事業高度化推進事業】（交付金事業） 
１ 在宅介護求人情報の収集及び提供（平成 10 年度で終了） 

平成 10 年度に事業統合の一環として、在宅介護求人情報の 
収集及び提供を行っていた在宅介護サービス普及員を廃止
し、当該業務を介護労働サービスインストラクターの業務に
統一した。 
 

２ 紹介事業高度化を促進するためのコンピューターの無償貸 
与（平成 9 年度で終了。 支給対象数、台） 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

    
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

137 ― ― ― ― 

３ 介護サービスの付加価値化を高めるための介護補助器具の
無償貸与（台数、台） 

家政婦（夫）紹介所に対して、介護労働補助器具（ベット、
車椅子、シャワーチェア、リフト）の無償提供を実施した。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

1,317 1,468 1,617 1,612 1,654 

 
【事業多角化等支援事業】（交付金事業。平成 9 年度から） 

介護保険サービス指定事業者となるには法人格を有する必要
があり、介護保険開始に当たって、法人格を有しない家政婦（夫）
紹介所に対して、新たな事業所の起ち上げや介護サービス部門の
新設等多角化に伴う支援事業を行った。 
１ 専門家による相談援助による事業多角化への支援（平成 9 年

度から平成 12 年度で終了。相談件数、件） 
センターが委嘱した専門家（社会保険労務士、経営コンサル

タント等）により、雇用管理関係の諸規程の整備、法人の運営
に関する専門的事項について、個別に相談援助を行い事業多角
化への支援を行った。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

59 150 294 90 ― 

 
２ 共同化による事業多角化への支援（平成 11 年度から平成 12

年度で終了。相談件数、件） 
  複数の紹介事業者が共同して、請負事業等への事業転換・多

角化を行う場合の支援を行った。 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― ― 10 1 ― 

 
３ 多角化後の事業についての支援（平成 12 年度の単年度事

業。相談件数、件） 
  指定事業者となった後の直面する経営上の諸問題につい 

て、フォローアップを行い、事業を軌道に乗せるため支援を 
行った。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― ― ― 388 ― 

 
【介護労働力需給調整モデル事業】（交付金事業。平成 12 年度
から。支給件数、件） 

家政婦（夫）紹介所が、短時間就労の多いケア・ワーカーを
支援するために、実質的な常用就労となるように求人情報のシ
ステム化等を行った場合に助成した（150 万円を限度）。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

    
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

― ― ― 1 3 

 
【介護労働者能力開発事業】（交付金事業） 
１ 介護労働者職業講習の実施（受講者数、人） 
（１）能力開発コース 

ア 入門コース（5 日間）（平成 11 年度で終了） 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

2,176  2,053 2,154 ― ― 

 
イ 向上コース（2～3 日間）（平成 11 年度で終了） 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

2,482  1,872 1,676 ― ― 

 
ウ 短期専門コース（平成 9 年度から）（1 日又は 2 日間） 

    介護業務に従事する介護労働者の介護技術に係る知 
識・技能の向上のため、各種ニーズに合ったテーマで実 
施した。 

 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

3,143  5,975 6,028 5,652 5,826 

 
エ 介護支援専門員実務研修受講試験準備講習（平成 10 年 

度から）（24 時間程度）  
介護支援専門員実務研修受講試験に合格するために必

要な知識等を習得させることを目的として、介護支援専門
員（ケアマネージャー。以下同じ。）になろうとする介護
労働者等であって、訪問介護員養成研修 2 級課程に相当す
る研修を修了した者等に対しての講習を実施した。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

―  1,559 689 640 815 

 
（２）訪問介護員養成研修（交付金事業） 
   ホームヘルパーとして介護業務に従事するために必要な

知識・技能を取得する職業講習を実施した。 
ア 訪問介護員養成研修 3 級課程（50 時間） 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

4,726  4,195 2,851 5,078 2,606 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   イ 訪問介護員養成研修 2 級課程（130 時間） 
平成 12 年度から従来の家政婦（夫）紹介所においてケ

ア・ワーカーとして登録している者のほか、公共職業安定
所長から受講指示を受けた求職者も対象とし、介護労働講
習を実施した。 

なお、平成 8 年度の病院付き添い廃止に伴って、ケア・
ワーカーの職務について、病院付き添い業務から訪問介護
員業務への転換を図るため、訪問介護員養成研修 2 級課程
の受講を促進したが、仕事を休んでの受講となるため、受
講給付金と研修実費を支給した。当初の目的を達成したの
で、平成 13 年度をもって廃止となった。 

 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

6.393  8,304 11,904 15,820 16,065 

 
２ 介護労働講習等損害保険制度の実施（自主事業。平成 13 年度

から） 
  センターが実施する介護労働講習等（実技を含むものに限

る。）を受講する者を対象とした傷害・賠償保障制度を行ってい
る（保険料は受講者負担）。 

 
【介護労働講習受講推進事業】（交付金事業。平成 9 年度から平成
11 年度で終了。受講者数、人） 

平成 9 年度から介護分野における労働力需要の増大に対応する
ため、雇用保険受給者に対する訪問介護員養成研修 3 級課程の労
働講習を国からの委託事業として実施した。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

1,964  5,017 5,055 ― ― 

 
【介護就業促進事業】（交付金事業。平成 13 年度限り。支給対象
数、人） 

訪問介護員養成研修 2 級課程の受講修了者が、自信をもって介
護保険制度でのホームヘルパーとして介護の仕事に就けるよう受
講者を受け入れて介護現場実習を実施した事業主に対して、実習
援助費（1 人につき月 7 万円。2 か月を限度）を支給した。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

―  ― ― ― 1,001 

 
【普及啓発等事業】（自主事業） 
１ 月刊機関紙「ケアワーク」発行（平成 12 年度までは交付金事

業） 
  平成 13 年度からケアワークの販売（販売数、部）を行った。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

―  ― ― ― 2,505 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   ２ 介護労働シンポジウムの開催（平成 14 年度までは交付金事
業） 
  平成 6 年に第 1 回を開催して以来、毎年介護労働の実態につ

いて広く普及啓発に努めているところであり、時々において関
心の高いテーマを設定し実施している。 

３ 介護労働者の雇用環境改善に関する図書の刊行 
４ センターホームページの開設（平成 13 年度から） 
【介護サービス技能審査試験】（自主事業。平成 11 年度で終了。
合格者数、人） 
 介護保険制度において、認定資格外の事業となり、資格として
の活用意義が少なくなったため、平成 11 年度で終了となった。 

平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

2,816  3,403 4,167 939 ― 

 ＊平成 12 年度は、専門学校の合格者であること。 
 
【介護労働者福祉事業】（自主事業） 
１ 介護労働環境改善事業 

雇用促進事業団からの助成金による介護労働環境改善事業
として、センター事業の運営に資するため、雇用管理改善に関
するテーマについて調査研究を行った。 

２ ケア・ワーカー等自己啓発研修の実施（平成 10 年度から。参
加者数、人） 

ケア・ワーカーの業務上の悩みや意見交換の場を提供する研
修を実施した。 
平成 9 年度 平成 10 年度 平成 11 年度 平成 12 年度 平成 13 年度 

―  10,106 17,261 15,394 15,850 

 
【福祉共済事業】（自主事業） 

ケア・ワーカー福祉共済制度において、平成 10 年度に介護事
業者賠償責任補償、平成 11 年度に特別賠償責任補償制度を新た
に発足させ、ケア・ワーカー等福祉共済制度として賠償責任補償
制度を充実させた。 
① 介護事業者賠償責任補償 
 介護事業者に雇用される介護労働者が、就業中に要介護者等に
損害を与えた場合の賠償責任（対人賠償、対物賠償、純粋経済損
害賠償、初期対応費用、人格権侵害賠償等）の補償 
②特別賠償責任補償 

ケア・ワーカー賠償責任補償又は介護事業者責任補償では対象
とならない事故によって求人者に損害を与えた場合（借用物の紛
失、破損など）の賠償責任の補償 
 また、ケア・ワーカー等福祉共済制度において、平成 13 年度に
厚生労働省の施策として、介護業務に従事するケア・ワーカーに
対して労災保険への特別加入が求められたことにより、傷害補償
は、労災保険特別加入の対象者を除くケア・ワーカーが通勤 
途上を含む就業中又は講習中（講習会場と自宅との往復中を含
む。）の補償となった。 

さらに、平成 12 年度をもって休業補償は廃止となった。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   １ 傷害補償・賃金事故補償（センター登録のケア・ワーカー紹介
所。加入者。人） 

平成９年
度 

平成 10 年
度 

平成 11 年
度 

平成 12 年
度 

平成 13 年
度 

46,318 46,269 44,324 41,791 275,145 

 ＊平成 13 年度から延べ人員 
 
２ 賠償責任補償（加入者、人） 

平成 9 年
度 

平成 10 年
度 

平成 11 年
度 

平成 12 年
度 

平成 13 年
度 

38,589 46,758 54,664 57,789 58,846 

 
３ 休業補償（ケア・ワーカー対象。加入者、人） 

平成 9 年
度 

平成 10 年
度 

平成 11 年
度 

平成 12 年
度 

平成 13
年度 

331 123 88 83 ― 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
平成 14 年度 
  ～ 
平成 18 年度 

 

〇「改革実施計
画」の交付金依
存率を達成する
ため、「独自の改
善計画」を策定
し、講習事業、出
版事業、福祉共
済事業の積極的
な展開を図り、
自主事業の拡大
を目指した。 
〇介護雇用創出
助成金制度の発
足に伴って、セ
ンター事業が拡
大した。 

〇組織体制 
・平成 15 年度 
（本部） 
 常務理事廃止（平 
成 14 年 7 月）、専務 
理事廃止（平成 15 年 
7 月）、常勤監事廃止 
（平成 17 年 7 月） 
・平成 16 年度 
（本部） 
 助成部を廃止、能
力開発部能力開発第
1 課、第 2 課を能力
開発課、教材開発・専
門講習課に再編 
・平成 18 年度 
（本部） 
 総務部に出版課を
設置 
（支部） 
 管理担当職員、業 
務担当職員を管理担 
当（業務嘱託）に再編 
〇財務構造 
 平成 15 年度に介 
護雇用創出助成金制 
度の一部助成金が廃 
止され、約 140 億円 
の交付金予算が約 
40 億円に削減され 
た。 
 自主事業収入は、 
平成 15 年度（約 8 億 
円）に出版事業が約2 
億円規模に拡大、既 
存の講習の自主事業 
化や新規講習の開始 
に伴い講習事業が 
0.3 億円から 2.5 億円 
に大幅に拡大し、福 
祉共済事業 1.6 億円 
とあわせて収入の大 
きな柱となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

【雇用管理改善等援助事業】 
１ 雇用管理改善等援助事業の実施（交付金事業） 
（１）雇用管理改善等相談援助事業（相談件数、件） 

相談者は主として民間事業者、社会福祉法人、ホームヘルパ
ー等であり、相談事項の多い項目としては、介護雇用創出助成
金、能力開発、求人求職、労働条件等に関することで、平成 12
年度の介護保険制度開始に伴い、介護雇用創出助成金を中心
に介護事業新規参入事業者の相談件数が急増した。ただし、介
護雇用創出助成金の減少に伴い、相談件数も減少した。 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 17 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

99,778 122,123 121,717 117,629 64,718 

 
（２）雇用管理コンサルタントによる専門相談（相談件数、件） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

754 597 629 671 598 

 
（３）雇用管理改善推進フォーラムの実施（参加人員、人） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 17 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

2,362 879 1,376 1,687 1,184 

 
（４）「しごと情報ネット」（インターネット端末）の活用（平成 14

年度～平成 18 年度で終了） 
支部に端末を配備している「しごと情報ネット」を活用し

て、介護労働講習の受講者及びセンターに来所した求職者等
が、福祉重点ハローワーク、福祉人材センター等の保有する介
護関連の求人情報を検索し、自己の就職活動の促進を図った。 

 
（５）介護労働実態調査の実施（平成 14 年度から） 
   介護労働者の実態（就労状況、労働条件等）に関する調査・

分析を行った。 
（６）雇用管理責任者講習の実施（平成 14 年度から。受講者数、

人） 
   介護事業所において人事・労務等を担当する管理職又は事

業所の管理者等を対象として、雇用管理全般にわたるテーマ
で講習を実施した。 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

9.515 8,381 10,517 10,077 14,742 

 
（７）介護労働者の健康確保対策の実施（平成 18 年度から。相談

者数、人） 
介護労働者の雇用管理の改善を図るため、医師等専門家を

委嘱し、健康確保に関する相談を実施した。 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― ― ― ― 不明 
 

〇公益法人改革とし
て「改革実施計画」が
閣議決定された（平
成 14 年 3 月 29 日）。 
（改革内容） 
・補助金等のうち、
他の法人等の第三者
に分配・交付する率
を 5 割未満とするこ
と。 
・全収入に対する補
助金の割合（交付金
依存率）を 3 分の 2
未満とすること。 
・役員報酬に対する
国の助成を廃止する
こと。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

  （単位：％） 
 

区分 

平成 14

年度 

平成 15

年度 

交付金

依存率 

96.61 85.62 

平成 16

年度 

平成 17

年度 

平成 18

年度 

81.98 78.65 76.87 

 

【雇用管理改善特別講習会等事業】（自主事業） 
１ 登録型ホームヘルパー雇用管理改善特別講習会の実施（平成

15 年度～平成 18 年度で終了。受講者数、人） 
訪問介護において多数を占める登録型ホームヘルパーの雇用

管理には多くの問題があるので、平成 14 年度に実施した介護労
働実態調査の結果の分析、検討を踏まえて、問題点の具体的解
決方法等雇用管理のあり方を研究会報告としてまとめた。 

同報告書に記載されているモデル就業規則、モデル雇入通知
書の普及を図るため講習会を実施した。 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― 3,713 352 415 31 

 
２ 特別セミナーの実施（平成 17 年度から。受講者数、人） 

地域及び事業者の具体的なニーズに合わせたテーマで専門セ
ミナーを実施した（平成 17 年度はリスクマネジメント講習会と
して実施）。 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― ― ― 4,430 5,346 

 
３ 介護事業者ホームページ支援事業の実施（平成 18 年度から。

契約件数、件） 
  介護事業者に対し、ホームページの制作及び維持管理サービ

スを提供した。 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― ― ― ― 290 

 
【介護雇用創出助成金制度】（交付金事業） 
 介護人材確保助成金は平成 15 年 6 月以降国に移管され、介護雇
用環境整備奨励金は平成 15 年度に廃止された。 
１ 介護人材確保助成金（平成 15 年 5 月終了。支給人数、人） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

8,217 31 ― ― ― 

 
２ 介護雇用管理助成金（支給件数、件） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

333 381 364 447 440 

 
３ 介護能力開発給付金（支給件数、件） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

161 145 156 150 79 

 
４ 介護雇用環境整備奨励金（支給件数、件） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

36 20 ― ― ― 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

  【介護労働者需給サービス事業】（交付金事業。利用人員、人） 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

6,412 6,017 5,281 4,950 4,140 

 
【介護労働力需給調整モデル事業】（交付金事業。平成 17 年度で
終了。支給件数、件） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

6 4 10 6 ― 

 
【紹介事業高度化推進事業】（交付金事業。平成 18 年度で終了。
台数、台） 

介護サービスの付加価値化を高めるための介護補助器具の無償
貸与 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

1,600 1,418 1,067 673 538 

 
【介護労働者能力開発事業】 
１ 介護労働者職業講習の実施 
  自主事業として講習事業を拡大するため、新たに平成 13 年度 

から福祉用具専門相談員指定講習を、平成 14 年度から介護福祉 
士試験準備講習及び訪問介護員養成研修 1 級課程を、平成 15 年 
度から訪問介護員養成研修 2 級課程及び総合実践コースを、平 
成 16 年度からデュアルシステムを開始し、平成 14 年度から訪 
問介護員養成研修 3 級課程を、平成 15 年度から短期専門コース 
及び介護支援専門員実務研修受講試験準備講習を交付金事業か 
ら自主事業に変更した。 

（１）能力開発コース（向上訓練） 
  ア 短期専門コース（平成 14 年度まで交付金事業、平成 15

年度から自主事業。受講者数、人） 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

8,290 16,537 11,024 14,051 15,293 

 
イ 介護支援専門員実務研修受講試験準備講習（平成 14 年度

まで交付金事業、平成 15 年度から自主事業。受講者数、人） 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

1,250 685 1,118 1,516 2,226 

 
  ウ 福祉用具専門相談員指定講習（自主事業。受講者数、人） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

325 299 177 96 113 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   エ 介護福祉士試験準備講習（自主事業、平成 14 年度か
ら。受講者数、人） 

    介護福祉士の国家試験を受ける人のための準備講習
を実施した。 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

176 334 906 1,841 2,370 

 
  オ デュアルシステム（自主事業。平成 16 年度から。受講

者数、人） 
    雇用・能力開発機構から受託し 30 歳未満の求職者を

対象に座学による教育訓練を実施した後、引き続き事業
所等での職場実習を通じて実践的な職業能力を付与す
る教育訓練を実施した。 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― ― 126 129 122 

 
（２）訪問介護員養成研修 
  ア 訪問介護員養成研修 3 級課程（自主事業。平成 14 年

度で終了。受講者数、人） 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

38 ― ― ― ― 

 
イ 訪問介護員養成研修 2 級課程（交付金事業。受講者数、

人） 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

16,434 15,853 14,975 14,461 10,960 

 
ウ 総合実践コース（自主事業。平成 15 年度から。受講者

数、人） 
（324 時間） 

雇用・能力開発機構から受託し訪問介護員養成研修 2
級課程の資格取得にとどまらず、より高度で幅広い知
識、技能とプロ意識を備えた実践的な介護労働者を育成
するため、多能な能力開発コースや職場実習を組み込ん
だ講習を実施した。 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― 57 475 660 798 

 
  エ 訪問介護員養成研 1 級課程（自主事業。平成 14 年度

から。受講者数、人） 
（230 時間） 

介護労働者等に対して、訪問介護員養成研修 2 級課程
で習得した知識、技能を深めるとともに、主任訪問介護
員が行う業務に関する知識、技能を習得させる講習を実
施した。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

    なお、平成 14 年度限りの措置として、訪問介護員 2 級
課程修了者を対象に同様の講習を交付金事業として実施
した。 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

149 698 531 299 115 

 ＊平成 14 年度交付金事業として 115 人実施、149 人の内数で
あること。 
 
２ 介護労働講習等損害保険制度の実施（自主事業。） 
 
３ 無料職業紹介事業（自主事業。平成 17 年 11 月から。就職者

数、人） 
 東京、埼玉、神奈川、千葉支部において、介護労働講習修了者
に対し、きめ細かな職業相談等を行うことにより就職促進の支援
を行った。 
 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― ― ― 157 651 

 
【普及啓発等事業】（自主事業） 
１ 月刊機関紙「ケアワーク」発行・販売（販売数、部） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

2,533 2,790 2,925 2,632 2,476 

 
２ 介護労働シンポジウムの開催 
  毎年介護労働の実態について広く普及啓発に努めていると

ころであり、時々において関心の高いテーマを設定し実施し
た。 

３ 介護労働者の雇用環境改善に関する図書の刊行 
 
４ 賛助会員経験交流促進事業の実施（平成 16 年度から。開催

回数、回） 
  賛助会員に対し、情報の提供及び情報交換の場を提供し、セ

ンターを通じたネットワーク作りを行った。 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― ― 34 41 39 

 
【介護労働者福祉事業】（自主事業） 
１ 介護労働環境改善事業（平成 18 年度で終了） 

雇用促進事業団からの助成金による介護労働環境改善事業
として、センター事業の運営に資するため、雇用管理改善に関
するテーマについて調査研究を行った。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   ２ ケア・ワーカー等自己啓発研修の実施（平成 17 年度で終了。参 
加者数、人） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

17,826  17,733 15,870 12,540 ― 

 
【福祉共済事業】（自主事業） 
１ 傷害補償・賃金事故補償（センター登録のケア・ワーカー紹介所。

加入者、延べ人） 
平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

274,836 261,517 247,068 234,820 209,509 

 
２ 賠償責任補償（加入者、人） 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

62,370 70,463 78,049 87,679 91,852 

 
【傷害補償事業】（自主事業。平成 16 年度から。加入者、延べ人） 

介護保険の指定業者に雇用されている介護労働者が、介護業務に従
事中（自宅と勤務場所との往復中及び勤務場所の移動を含む。）、又は
講習会等に参加中（会場への往復中を含む。）に傷害を受けた場合の
補償 

平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 

― ― 90,324 194,952 232,842 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
平成 19 年度 
  ～ 
平成 23 年度 

〇介護雇用創出
助成金の減少に
伴い減少した雇
用管理改善関係
の相談件数は、
訪問活動に精力
的に取り組むこ
とで、増加した。 
 また、平成 21
年度から介護労
働サービスイン
ストラクターが
行う事業所訪問
に目標管理を設
定し、進捗管理
を行った。 
〇労働研修プラ
ンナーを介護能
力開発アドバイ
ザ ー に 振 り 替
え、能力開発に
関する相談援助
を 行 う と と も
に、介護人材育
成コンサルタン
トによる専門的
な相談援助を行
い、介護労働者
に対するキャリ
ア 支 援 を 行 っ
た。 
〇介護労働講習
として、介護分
野で働くために
必 要 な 専 門 知
識、技術を習得
させる介護職員
基礎研修を行っ
た。 
 

〇組織体制 
・平成 19 年度 
（本部） 
 総務部企画課を廃 
止し、事業促進課を設 
置、能力開発部教材開 
発・専門講習課を専門 
講習課に再編 
（支部） 
 研修プランナーを 
介護能力開発アドバ 
イザーに再編 
・平成 20 年度 
（本部） 
 能力開発部専門講 
習課を廃止 
・平成 21 年度 
（本部） 
 総務部出版課を廃 
止、雇用管理部、能力 
開発部を統合し業務 
部に再編 
・平成 22 年度 
（本部） 
 業務部助成福祉課 
を廃止 
（支部） 
 32 支部、15 支所に 
再編 
・平成 23 年度 
（本部） 
 総務部事業推進課 
を廃止 
〇財務構造 
 交付金予算が、平成 
18 年度約 40 億円が平 
成 23 年度には約 18 億 
円と半減となった。 
 自主事業収入は、平 
成 20 年度（約 6.8 億 
円）から福祉共済事業 
の保険料を預り金処 
理とすることで（消費 
税課税の回避）、収入 
が大きく減少し、出版 
事業（約 2.2 億円）と 
講習事業（約 3.2 億円） 
が収入の柱となった。 
 
 
 

【雇用管理改善事業】 
１ 雇用管理改善等援助事業の実施 
（１）雇用管理改善等相談援助事業（交付金事業） 

平成 21 年度から事業所訪問に目標値を設置し、積極的
に行った。 

 （相談件数、件） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

114,568 140,604 121,604 74,677 63,665 

（訪問回数、回） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

― ― 23,348 18,574 15,664 

 
（２）専門家による相談援助（交付金事業） 

（雇用管理コンサルタントによる相談援助、件、時間） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

455 590 1,083 852 2,027.5 

 ＊平成 23 年度から時間数 
（ヘルスカウンセラーによる相談援助、時間） 

  ヘルスカウンセラーによる相談援助は、平成 18 年度から
開始した「介護労働者の健康確保対策」を平成 21 年度から
組み替え実施した。 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

―  ― 804 716 1,111 

 
（３）雇用管理改善推進フォーラムの実施（交付金事業。平成

20 年度で終了。参加人員、人） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

2,059 1,846 ― ― ― 

 
（４）雇用管理改善好事例の提供（交付金事業。平成 21 年度

から。アクセス件数、件） 
   雇用管理相談援助の中で得た職場改善好事例を収集し、

整理・分類化を行い、ホームページに公開した。 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

― ― 28,951 21,445 17,776 

 
（５）健康診断受診促進事業の実施（交付金事業。対象者、人） 

本事業は、家政婦（夫）紹介所の雇用労働者と当該紹介
所に登録された介護労働を含む家事従事ケア・ワーカーを
対象に助成してきたが（ピーク平成 13 年度 12,327 人、平
成 21 年度 6,323 人）、平成 22 年度に助成制度から事業制
度に変更され、ケア・ワーカーのみを対象として支援する
こととなった。 

 

〇雇用保険事業の
見直し及び無駄遣
い撲滅シーリング
に伴い、交付金予算
の削減 
（平成 19 年度～平
成 21 年度） 
（削減内容） 

人員の削減、介護
労働講習の縮減、本
部・支部の事務所移
転、専門講習会場の
解消 
〇会計検査院によ
る会計実地検査（平
成 21 年度） 
・人件費と一般管
理費で交付金が適
正に支出されてい
ないとの指摘（自主
事業で負担すべき
ものを交付金で支
弁） 
→平成 16 年度から
平成 21 年度までの
過大支出分の国庫
返還と適正な経理
区分の実施（平成
22 年度） 
〇厚生労働省内仕
分けに対する対応
（平成 22 年 5 月 17
日） 
（対応内容） 
・理事長・監事の公
募 採 用 及 び 行 政
OB の大幅削減 
・本部・支部の事務
所移転 
・助成金業務の廃
止 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

  （単位：％） 
 

区分 

平成 19

年度 

平成 20

年度 

交付金

依存率 

75.15 82.38 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

76.64 75.19 65.97 

 

  
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

― ― ― 1,923 1,230 

 
（６）雇用管理責任者講習の実施（平成 22 年度まで交付金事業、

平成 23 年度以降自主事業。受講者数、人） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

12,895 11,671 14,182 11,240 13,086 

 
（７）事業者支援セミナーの実施（自主事業。受講者数、人） 
   従来の特別セミナー（平成 17 年度から）を平成 20 年度か

ら事業者支援セミナーとして実施した。 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

788 5,693 8,762 745 641 

２ 介護雇用管理改善助成事業の実施（交付金事業） 
  平成 22 年度をもって助成事業は廃止された。 
（１）介護雇用管理助成金（平成 12 年度~平成 20 年度で終了。

平成 22 年度まで経過措置分の支給。支給件数、件） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

231 277 196 17 ― 

 
（２）介護能力開発給付金（平成 12 年度~平成 20 年度で終了。

支給件数、件） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

11 2 ― ― ― 

 
（３）雇用管理制度等導入奨励金（平成 21 年度～平成 22 年度で

終了。支給件数、件） 
 介護労働者のキャリアアップ、処遇改善のための各種人事
管理制度の導入又は見直しを行い、かつ、雇用管理改善を実
施した場合に、その経費を助成した。 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

― ― 83 217 ― 

 
３ 介護労働者需給サービス事業の実施（交付金事業。平成 21

年度で終了。利用人員、人） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

3,611 2,729 2,176 ― ― 

 
４ 介護労働実態調査（交付金事業） 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   ５ 福祉共済事業（自主事業） 
（１）傷害補償・賃金事故補償（センター登録のケア・ワーカー紹介

所。加入者、延べ人） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

194,907 182,726 166,351 151,629 138,513 

 
（２）賠償責任補償（加入者、人） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

94,819 98,036 104,144 112,518 107,863 

 
（３）傷害補償（介護事業者。加入者、延べ人） 

  平成 19 年度から介護事業者向けに傷害補償のオプションとし
て、感染症見舞金の補償を開始した。 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

256,848 273,767 296,450 305,975 303,975 

 
６ 介護労働シンポジウム（自主事業） 
 
【能力開発事業】 
１ キャリア形成の支援（交付金事業） 

平成 21 年度からは研修コーディネート事業として、介護能力開
発アドバイザーが介護労働者の能力開発に関するニーズの把握や
相談に応じ、専門的な相談はセンターが委嘱する介護人材育成コン
サルタント（キャリアコンサルタント等）が行った。 

また、地域ニーズに基づき関心の高いテーマの能力開発啓発セミ
ナーや介護技術等に関する講習会を実施した。 

（１） キャリア形成相談援助（相談援助件数、件） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

   ― ― 1,886 3,343 3,538 

 
(２）能力開発啓発セミナー（回数、回） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

― ― 52 46 49 

 
（３）介護技術等に関する講習会（回数、回） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

― ― 12 9 10 

 
２ 介護労働講習の実施（交付金事業） 
（１）訪問介護員養成研修 2 級課程（平成 19 年度で終了。受講者数、

人） 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

5,933 ― ― ― ― 

 
（２）介護職員基礎研修（500 時間）（平成 19 年度から。受講者数、

人。就職率、％） 
   公共職業安定所長の受講指示者を対象に介護分野で働くため

に必要な専門知識、技術を習得させる講習を実施した。 
なお、平成 21 年度からの雇用保険二事業評価において、就職

率目標値 72％以上（研修終了後 3 か月時点）とされた。 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

687 2,145 2,203 1,848 1,881 

― ― 86.4 86.6 88.8 

 
３ 受託による研修の実施（自主事業） 
（１）デュアルシステム（平成 21 年度で終了。受講者数、人） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

88 24 187 ― ― 

 
（２）介護職員基礎研修・訪問介護員養成研修 2 級課程（平成 21 年

度から。受講者数、人） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

― ― 1,206 763 757 

 
４ 資格取得等を支援する講習の実施（自主事業） 
（１）訪問介護員養成研修 1 級課程（平成 19 年度で終了。受講者数、

人） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

21 ― ― ― ― 

 
（２）訪問介護員養成研修 2 級課程（平成 23 年度で終了。受講者数、

人） 
平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

950 852 382 154 37 

 
（３）実践総合コース（平成 21 年度で終了。受講者数、人） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

651 564 143 ― ― 

 
（４）介護職員基礎研修（60 時間）（平成 19 年度から。受講者数、

人） 
訪問介護員養成研修 1 級課程を修了した者で実務経験 1 年以 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

  上の現任者等を対象とし、対人理解や対人援助の基本的な視
点理念、専門的な職業人として職務にあたる上での基本姿
勢、基礎的な知識、技術等を習得させる研修を行った。 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

7 4 13 7 10 

 
（５）介護職員基礎研修（150 時間）（平成 19 年度から。受講者

数、人） 
訪問介護員養成研修 2 級課程を修了した者で実務経験 1 年

以上の現任者等を対象とし、対人理解や対人援助の基礎的な
視点理念、専門的な職業人として職務にあたる上での基本姿
勢、基礎的な知識、技術等を習得させる研修を行った。 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

57 21 74 27 34 

 
（６）介護支援専門員実務研修受講試験準備講習（受講者数、人） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

2,740 2,342 2,396 1,573 1,442 

 
（７）介護福祉士試験準備講習会（受講者数、人） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

2,425 2,115 2,386 1,945 1,778 

 
５ 在職者向けの講習の実施（自主事業） 
（１）短期専門コース（受講者数、人） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

12,765 14,924 15,521 16,962 21,635 

 
（２）福祉用具専門相談員講習（受講者数、人） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

123 73 68  0 0 

 
６ 介護労働講習等損害保険制度の実施（自主事業。） 
 
７ 無料職業紹介事業（自主事業。平成 21 年度で終了。就職者

数、人） 
本事業の当初目的は、交付金事業として行った訪問介護員養

成研修 2 級課程の修了者を対象とした就職支援であり、平成 20
年度に交付金事業が介護職員基礎研修に移行し、就職支援対象
者数（修了者数）が減少したことに伴い平成 21 年度に廃止さ
れた。 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

411 50 ―  ― ― 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   ８ 介護教育訓練ネットワーク協議会の開催（交付金事業。平成
21 年度から） 

労働局、ハローワーク、都道府県（福祉部局、能力開発部局）、
雇用・能力開発機構、社会福祉協議会、民間教育訓練機関等を構
成員とし、民間教育訓練機関が質の高い介護員養成研修を実施
する上での課題、問題点を把握、解決する情報の提供の場とし
て協議会を開催した。 

 
９ 能力開発調査研究の実施（交付金事業。平成 20 年度から） 
  介護分野の能力開発に関するテーマで研究会を開催した。 
 
【介護支援事業】 
１ 図書等の刊行・販売事業の実施（自主事業） 
（１）図書等の刊行・販売 
   出版販売は、2 億円台で堅調に推移した。 
 
（２）ケアワークの発行・販売（販売数、部） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

1,906 1,349 1,258  1,062 1,004 

 
２ 介護事業者ホームページ支援事業の実施（自主事業。） 
（１）介護事業者ホームページ支援事業（契約件数、件） 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

207 82 72 66 53 

 
（２）介護関係インターネット求人情報提供（平成 20 年度から。

契約件数、件） 
 ホームページ内に介護関係求人情報サイト「ケアワークナ 
ビ」を開設し、介護事業者に求人情報サービスを提供した。 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

― 5 5 4 0 

 
３ 賛助会員交流促進事業の実施（自主事業。交流会開催回数、

回） 
  会員同士の交流の場として、賛助会員交流会を開催した。 

平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

207 82 72 66 53 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対
象 

体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
平成 24 年度 
   ～ 
平成 28 年度 
 

 

〇 介 護 保 険 法
の改正により、
平成 24 年度か
ら「介護職員処
遇加算」が導入
され、その算定
要 件 に 労 働 法
規の遵守、労働
保 険 料 の 適 正
納付、介護職員
の 任 用 上 の 職
責・職務内容の
周 知 等 が 規 定
された。これに
より、センター
は 小 規 模 事 業
所 や 設 置 間 も
な い 事 業 所 に
対 し て 従 前 に
も ま し て 継 続
し た 相 談 援 助
を 行 う こ と が
重要となった。 

また、平成 27
年 度 に 介 護 保
険 財 源 で 取 り
組 む 地 域 支 援
事 業 が 充 実 さ
れ、センターと
し て 当 該 事 業
の 受 託 に 向 け
積 極 的 に 対 応
していった。 
〇平成 24 年度
の 社 会 福 祉 士
及 び 介 護 福 祉
士 法 の 改 正 に
伴って、介護人
材 の 新 た な 育
成 ス キ ー ム と
して、平成 24
年 度 に 実 務 者
研 修 が 施 行 さ
れ、平成 24 年
度 末 に 介 護 職
員基礎研修 500
時 間 と 訪 問 介
護員養成研修 1
級 課 程 が 実 務
者研修に移行、 

〇組織体制 
・平成 29 年度 
（本部） 
 運営企画室の設置 
〇財務構造 
 交付金予算は、17 億円 
前後で推移。 

自主事業収入は、出版 
事業が約 2.5 億円（平成
24 年度）から約 1.1 億
（平成 28 年度）に半減、
受託事業を中心とした
支援事業が約 1 億円（平
成 24 年度）から約 5.8 億
円（平成 28 年度）と大
幅に増加し、講習事業約
3.6 億円（平成 28 年度）
とともに収入の柱とな
った。 

（単位：％） 
 

区分 

平成 24

年度 

平成 25

年度 

交付金

依存率 

65.99 69,36 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

68.134 60.44 58.64 

 

【雇用管理改善事業】 
１ 雇用管理改善等援助事業の実施 
（１）雇用管理改善等相談援助事業（交付金事業） 

平成 25 年度からは小規模事業所（20 人未満。以下同じ。）
や設置間もない事業所（1 年未満。以下同じ。）を重点的に訪
問と情報提供を行った。 

また、事業所訪問の際、事業所の課題に対応した効果的な相
談ツールとして、「介護の雇用管理改善 CHECK&DO25」、「介
護人材の採用“27 の Q&A”」、「雇用管理改善のための業務推進
マニュアル」、「介護事業者のための雇用管理改善ガイドブッ
ク」及び「介護事業所の採用・定着に向けたポイント」を活用
した。 

 （相談件数、件） 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

72,960 59,489 68,377 79,143 99,186 

（訪問回数、回） 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

17,593 17,110 17,005 17,830 17,875 

（離職率、％） 
  雇用管理相談援助を受けた事業所において相談を受けた時か

ら 1 年を経過した時点での離職率で、雇用保険二事業の事業目
標は 14％以下であること。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― 11.9 12.2 12.6 11.2 

（訪問割合、％） 
  小規模事業所・開業間もない事業所の訪問割合で、「介護雇用

管理改善等計画」の目標は 50％以上であること。 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― ― ― 54.8 50.1 

（フォローアップ、％） 
  フォローアップ事業所の訪問割合で、「介護雇用管理改善等計

画」の目標は 20％以上であること。 
平成 24 年度 平成 25 年

度 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― ― ― 32.9 31.5 

 
（２）専門家による相談援助（交付金事業） 

（雇用管理コンサルタントによる相談援助、時間） 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

2,871 2,945 2,868 3,242.5 3,597.5 

 （ヘルスカウンセラーによる相談援助、時間） 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

1,550 1,817 2,056.5 2,132 1,978.5 
 

〇「介護労働安定セ
ンターの組織及び
運営に係る検討会」
の中間報告（平成
25 年 3 月）による
センターの役割と
対応が示された。 
・国の代替機関 
・専門性の向上 
・地域における関
係機関との連携 
・人材の発掘・定着 
・交付金依存体質
の改善 
〇同検討会により
センターを引き続
き指定法人にする
ことが妥当との報
告書が取りまとめ
られ、労働政策審議
会職業安定部会に
おいて指定法人の
継続が結論付けら
れた（平成 29 年 3
月 7 日）。 
〇公益財団法人へ
移行（平成 25 年 4
月 1 日） 
〇介護保険法の改
正により「介護職員
処遇加算」の導入
（平成 24 年 4 月） 
〇介護保険法の改
正により介護保険
財源で取り組む地
域支援事業が拡充
された（平成 27 年
4 月）。 
〇社会福祉士及び
介護福祉士法の改
正により実務者研
修が施行（平成 24
年度） 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

訪問介護員養成研修
2 級課程が介護職員
初任者研修に移行さ
れた。これに伴って、
センターの行う介護
労働講習は平成 25 年
度から再構築するこ
ととなった。 
 
 
 

  （３）雇用管理改善好事例の提供（交付金事業。アクセス件数、
件） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

18,559 15,158 16,256 25,932 18,729 

 
（４）健康診断受診促進事業の実施（交付金事業。対象者、人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

1,071 886 852 791 611 

 
（５）雇用管理責任者講習の実施（自主事業。受講者数、人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― ― 13,387 11,703 12,468 

 
（６）事業者支援セミナーの実施（自主事業。受講者数、人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

9,556 8,977 7,587 2,483 2,733 

 
（７）人材不足分野における雇用管理改善推進事業の実施（自主

事業。平成 27 年度から。受託支部（所）、所） 
労働局からの受託事業として、介護分野における経験、ノ

ウハウを活かし、雇用管理改善啓発セミナー、個別相談支援、
地域ネットワーク・コミュニティの構築及び雇用管理改善好
事例の作成・配布を行った。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― ― ― 43 44 

また、平成 28 年度は、介護ロボットや ICT 等の雇用管理
改善に取り組む事業所を調査して好事例を収集し、先進的・
実践的な雇用管理改善を普及する事業を 2 ブロック（関東・
甲信越ブロック、東海・北陸ブロック）で受託した 

 
（８）地方公共団体受託事業の実施（自主事業。平成 26 年度か

ら。受託件数、件） 
地域における多様な人づくりを通じた雇用拡大・賃上げ促

進を図るため、平成 26 年度都道府県で新たに創設された「地
域人づくり事業」（2 か年事業）、平成 27 年度から介護分野
に拡大された「地域医療介護総合確保基金事業」及び自治体
独自の雇用管理改善に関する事業を受託し、地域における介
護分野の雇用管理改善の推進に努めた。 
 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― ― 7 23 23 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （９）訪問介護雇用管理事務推進事業の実施（自主事業。平成
28 年度の単年度事業） 

   厚生労働省から事業を受託し、訪問介護事業所における
ICT 等の活用や効率的な業務について調査、好事例を収集・
分析し、雇用管理事務推進ガイドブック「訪問介護事業所
のための事務効率化 Q＆A」を作成・配布した。 

 
（10）雇用管理改善支援事業（自主事業。平成 26 年度の単年度 

事業） 
厚生労働省から事業を受託し、介護事業主が現場におけ

る雇用管理上の課題を自ら把握するための「自己チェック
リスト」及び把握した課題に対して改善に取り組む際のノ
ウハウとなる好事例や対策ポイント等をまとめた雇用管理
改善マニュアル「介護の雇用管理改善 CHECK&DO25」を
作成・配布した。 

 
２ 老人保健健康増進等事業（自主事業。平成 24 年度～平成

25 年度） 
厚生労働省から事業を受託し、賃金・雇用管理や人材確保・

定着・育成が進んでいる中小規模介護事業所に訪問ヒアリン
グし、その結果を基に雇用管理改善の方策や好事例等を「介
護のための雇用管理改善ガイドブック」として作成・配布し
た。 

 
３ 介護労働実態調査（交付金事業） 
 
４ 福祉共済事業（自主事業） 

平成 25 年度の公益法人化に伴って、介護事業者向け賠償・
傷害責任補償及びケア・ワーカー向け賠償・障害責任補償は
平成 25 年 1 月から集金業務以外の業務を保険代理店に移管
するとともに、ケア・ワーカー向け賃金不払事故補償は平成
25 年 4 月から積立金支払方式となった。 

また、平成 28 年度から介護事業者向けに個人情報漏洩保
険を開始した。 

（１）傷害補償（センター登録のケア・ワーカー紹介所。加入
者、延べ人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

123,439 103,860 93,170 85,272 76,090 

 
（２）賠償責任補償（加入者、人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

109,811 112,595 109,157 107,035 103,247 

 
（３）傷害補償（介護事業所。加入者、延べ人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

298,196 282,819 267,429 252,199 232,957 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （４）個人情報漏洩保険（平成 28 年度から。加入件数、件） 
   個人情報が漏洩したことまたはその恐れがあることに起

因して、法律上の損害賠償責任を負担することによって被
る損害（損害賠償金や弁護士費用等の支払）や各種費用損
害に対する補償 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― ― ― ― 114 

 
５ 介護労働シンポジウム（自主事業） 
 
６ 介護労働懇談会の（交付金事業。平成 25 年度から。開催回

数、回） 
介護分野の人材確保・定着を促すため、労働局等行政機関

の協力を得て、地域の介護労働関係機関を参集し、施策等に
係る情報交換、役割分担などの検討の場として介護労働懇談
会を開催した。 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― 66 108 112 120 

 
【能力開発事業】 
１ キャリア形成の支援（交付金事業。研修コーディネート事

業） 
（１）キャリア形成相談援助（相談援助件数、件） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

3,958 2,961 2,223 2,226 2,408 

 
（２）能力開発啓発セミナー（回数、回） 

平成 24 年
度 

平成 25 年
度 

平成 26 年
度 

平成 27 年
度 

平成 28
年度 

48 47 48 94 94 

 
（３）介護技術等に関する講習会（回数、回） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

10 10 10 94 94 

 
２ 介護労働講習の実施（交付金事業） 
（１）介護職員基礎研修（500 時間）（平成 24 年度で終了。受

講者数、人、就職率、％） 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

1,733 ― ― ― ― 

90.7 ― ― ― ― 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （２）介護労働講習（実務者研修を含む）（平成 24 年度 3 か所の
モデル実施。平成 25 年度から本格実施。受講者数、人、就
職率、％） 

公共職業安定所長の受講指示者を対象に介護労働者に必
要な実戦的な知識や技術を習得させる講習で、実務者研修
（450 時間）の内容に加え、現場実習、就職支援等を含む 105
日間の講習を実施した。 

   なお、平成 25 年度からの雇用保険二事業評価において、
就職率目標値を 85％以上（研修終了後 3 か月時点）とされ
た。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

117 1,603 1,683 1,566 1,627 

― 91.5 92.6 92.7 92.1 

 
３ 受託による研修の実施（自主事業） 
（１）介護職員基礎研修・訪問介護員養成研修 2 級課程（平成 24

年度で終了。受講者数、人） 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

675 ― ― ― ― 

 
（２）初任者研修（平成 25 年度から。受講者数、人） 
   都道府県から受託し、介護労働者等に対して、業務を遂行 

する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え方の 
プロセスを身に付け、基本的な介護業務を行うことができる 
よう知識、技術等を習得させる研修を実施した。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― 468 541 263 194 

 
（３）実務者研修（平成 25 年度から。受講者数、人） 
   都道府県から受託し、介護労働者等に対し、対人理解や対

人援助の視点と理念、専門的な職業人として職務にあたる上
で必要となる知識・技術の習得に加え、応用的に知識・技術
が活用できるよう実践に即した技術力を習得させる研修を
実施した。 

なお、一時期（平成 25 年度～平成 27 年度）NHK 学園か
ら実務者研修のうち通学分（介護課程Ⅲ、医療的ケア（演習））
のみ受託していた。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― 132 236 200 141 

 
（４）その他の講習（平成 24 年度から。受講者数、人） 
   外部から受託し、ケアマネージャー更新、認知症介護実践

者研修、生活支援担い手養成研修等を実施した。 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

484 887 1,446 3,289 2,018 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   ４ 資格取得等を支援する講習の実施（自主事業） 
（１）介護職員基礎研修（60 時間）（平成 24 年度で終了。受講者

数、人） 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

5 ― ― ― ― 

 
（２）介護職員基礎研修（150 時間）（平成 24 年度で終了。受講者

数、人） 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

154 ― ― ― ― 

 
（３）実務者研修（平成 24 年度から。受講者数、人） 

 平成 24 年度から医療的ケア 50 時間を、平成 26 年度から実
務者研修 320 時間を実施した。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

30 609 496 188 184 

 
（４）介護支援専門員実務研修受講試験準備講習（受講者数、人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

1,500 1,473 1,466 1,336 1,505 

 
（５）介護福祉士試験準備講習会（受講者数、人） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― ― ― 56 56 

 
５ 在職者向けの講習の実施（自主事業。） 
（１）短期専門講習（受講者数、人） 
   平成 9 年度から短期専門コースとして実施し、平成 25 年度

から短期専門講習として実施した。 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

14,373 12,597 15,268 13,526 12,099 

 
（２）ケア・サポート研修（平成 24 年度から。受講者数、人） 
   介護事業所からのニーズを踏まえたオーダーメイド型講習

として、従業員に対して基本的な介助技術や知識を指導と実
践を交え、技能を習得させる講習を実施した。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

8,767 9,136 13,564 15,872 22,289 

 
（３）障害者総合支援法関連研修（平成 24 年度から。受講者数、

人） 
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律」に基づく、①精神障害者ホームヘルパー養成研修、②
難病患者等ホームヘルパー養成研修、③移動支援事業に係る 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

   講習、④居宅介護職員初任者研修等により障害者や障害児に
適切な援助やサービスを提供することができるよう、必要と
なる知識や技能を習得させる講習を実施した。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

1,379 1,310 1,967 1,104 865 

 
（４）喀痰吸引等研修・教員講習会（平成 24 年度から。受講者数、

人） 
   介護労働者等に「社会福祉士及び介護福祉士法」附則第 3 条

第 2 項に規定する喀痰吸引及び経管栄養に関する認定特定行
為業務従事者となるために必要な知識や技能を習得させる講
習や看護師等に当該研修の教員になるための講習を実施し
た。 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

78 194 441 575 729 

 
（５）福祉用具専門相談員講習（受講者数、人） 
   平成 13 年度から実施していたが、平成 22 年度から平成 26

年度まで未実施で、平成 27 年度から再度実施した。 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

― ― ― 56 56 

 
６ 介護労働講習等損害保険制度の実施（自主事業。） 
 
７ 介護教育訓練ネットワーク協議会の開催（交付金事業。平成 24
年度で終了） 

平成 24 年度で廃止し、平成 25 年度から教育訓練のみならず
介護に関する様々な 課題を取り扱う「介護労働懇談会」に引き
継がれた。 

 
８ 能力開発調査研究の実施（交付金事業。） 
  介護分野の能力開発に関するテーマで研究会を開催した。 
 
【介護支援事業】 
１ 図書等の刊行・販売事業の実施（自主事業） 
（１）図書等の刊行・販売 
   初任者研修テキストは訪問介護員養成研修 2 級課程テキス

トに比べて、多数の出版社が競合していること、出版物のネッ
ト販売の拡大から、平成 25 年度以降図書等の販売実績が毎年
落ち込んできた。 

 
（２）ケアワークの発行・販売（販売数、部） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

871 772 608  508 445 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   ２ 介護事業者ホームページ支援事業の実施（自主事業） 
（１） 介護事業者ホームページ支援事業（契約件数、件） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

54 38 57 47 59 

 
（２）介護関係インターネット求人情報提供（契約件数、件） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

4 5 8 8 6 

 
３ 賛助会員の加入促進（自主事業） 
（１）賛助会員交流促進事業（交流会開催回数、件） 

平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

11 12 11 8 11 

 
（２）加入促進 
   賛助会員の特典として、「月刊ケアワークの無料送付」、「図 

書・DVD の割引」、「介護事業者ホームページサービスの利用 
割引」、「求人情報サイトケアワークナビへの求人広告掲載割 
引」に加え、平成 25 年度から「センターが指定する講習等 
の受講料の割引」を導入し、加入促進を図った。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
平成 29 年度 
  ～ 
令和 3 年度 

 

〇自主事業の拡大に
向け、ケア・サポート
研修や喀痰吸引研修
などの専門的研修の
拡充、受託事業の積
極的推進を図った。 
〇ウイズコロナに向
け、Web 会議システ
ムを活用したセミナ
ーや研修の推進等業
務の推進方法を検討
し、当センターのノ
ウハウを活かした業
務運営に努めた。 
〇令和 3 年度に「中
期事業計画」を定め、
次の 4 つのコンセプ
トを基に事業展開す
ることとした。 
①若者、高齢者、外国
人など多様な人材の
参入及び活用の促進 
②専門人材の育成、
スキルアップの充実 
③介護事業所の組織
マネジメント力強化
の支援 
④ICT 活用等による
生産性向上、効率化
に向けた取組 
 

〇財務構造 
交付金予算は、17 億円 

台で推移。 
自主事業収入は、約 10 

億円から約 11 億円で推
移。受託事業を中心とし
た支援事業が約 6 億円か
ら約 7 億円、講習事業が
約 3 億円で推移してい
る。 
 ただし、令和 2 年度は 
新型コロナ・ウイルスの 
影響で講習事業が約 2.3 
億円と減少した。 
 なお、令和 3 年度は講 
習事業が約 3.4 億円と増 
加したが、支援事業が労 
働局受託事業の受託減 
に伴い約 6 億円と減少し 
た。 

（単位：％） 
 

区分 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

交付金

依存率 

60.21 59.33 

令和元

年度 

令和 2

年度 

令和 3

年度 

58.66 60.43 61.48 

 

【雇用管理改善事業】 
１ 雇用管理改善等援助事業の実施 
（１）雇用管理改善等相談援助事業（交付金事業） 

相談内容は、能力開発支援、労働条件の見直し、職場
のコミュニケーションの順に多くなっている。 

また、事業所訪問の際、事業所の課題に対応した効果
的 な 相 談 ツ ー ル と し て 、「 介 護 の 雇 用 管 理 改 善
CHECK&ACTION25」、「雇用管理改善のための業務推
進マニュアル」及び「介護事業所の採用・定着に向けた
ポイント」を活用している。 

 （相談件数、件） 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

122,257 111,489 115,107 90,042 30,001 

（訪問回数、回） 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

19,986 20,797 21,117 15,550 18,188 

（離職率、％） 
  雇用管理相談援助を受けた事業所において相談を受け

た時から 1 年を経過した時点での離職率で、雇用保険二事
業の事業目標は 14％以下であること。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

  11.32 11.4 11.06 11 10.8 

（訪問割合、％） 
  小規模事業所・開業間もない事業所の訪問割合で、「介護

雇用管理改善等計画」の目標は 50％以上であること。 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

52.3 51.2 51.2 52.5 51.5 

（フォローアップ、％） 
  フォローアップ事業所の訪問割合で、「介護雇用管理改

善等計画」の目標は 20％以上であること。 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

36.7 27.9 27.5 33.7 27.8 

 
（２）専門家による相談援助（交付金事業） 

（雇用管理コンサルタントによる相談援助、時間） 
雇用管理コンサルタントの相談は、就業規則・労働時

間管理、介護職員処遇改善加算、各種助成金、賃金体系、
人事評価制度、職員研修及びストレスチェック制度に関
する内容が多い。 

なお、令和 3 年度から AI・ICT 活用に関する支援を
行うため、IT コーディネーター等の専門家による相談援
助を行っている。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

4,095 4,180.5 4,113.5 3,070 3,647.5 

  

〇「人材不足分野に 
おける雇用管理改 
善推進事業」（労働 
局受託事業）につい 
て、平成 29 年度に 
7 支部（所）及び本 
部（平成 30 年 2 月 
7、8 日）に会計検 
査院による実地検 
査が行われた。本部 
においては、平成 
21 年度実地検査 
（交付金事業と自 
主事業の適正な按 
分率による支出）の 
フォローアップと 
して行われ、労働局 
受託事業による当 
該按分率について 
調査が行われ、案分 
率について厚生労 
働省と協議し引き 
続き従来の考え方 
を踏襲していくこ 
ととなった。 
〇平成 30 年から令
和元年度にかけて、
4 支部（所）及び本
部（令和元年 7 月 5
日）に、「厚生労働
省老健局受託事業」
について、会計検査
院による実地検査
が行われたが、指摘
はなかった。 
〇公益法人となり、
内閣府により立入
検査（3 年に 1 回） 
が、平成 28 年 12 月
1 日、令和元年 11
月 27 日に行われた
が、大きな指摘はな
かった。 
〇令和 2 年度、令和
3 年度において、新
型コロナ・ウイルス
の感染拡大が業務
に影響 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （ヘルスカウンセラーによる相談援助、時間） 
ヘルスカウンセラーの相談は、感染症対策、新型コロナ・

ウイルス禍における職員のメンタルヘルスに関する内容が
多い。 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

2,390 2,914.5 2,433 1,205 1,471.5 

 
（３）雇用管理改善好事例の提供（交付金事業。アクセス件数、

件） 
各支部（所）が雇用管理相談援助の中で得た職場改善好

事例を収集し、整理・分類化しホームページに追加公開し
ている。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

12,243 13,190 11,157 11,623 12,293 

 
（４）健康診断受診促進事業の実施（交付金事業。対象者、人） 

対象者（1 人当たり 4,000 円限度に支援）は、家政婦（夫）
紹介所の廃業や家政婦（夫）紹介所に求職登録するケア・
ワーカーの減少により、毎年減少している。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

５49 438 351 282 228 

 
（５）事業者支援セミナーの実施（自主事業。受講者数、人） 
   介護事業所のニーズを捉えたテーマ設定でセミナーを

実施している。テーマ例としては、事業所におけるリスク
マネジメント、介護保険制度下の事業経営、管理者のため
の人材マネジメント、キャリアパスと人材育成などであ
る。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

5,244 3,777 4,115 3.256 5,581 

 
（６）人材不足分野における雇用管理改善推進事業の実施（自

主事業。受託支部（所）、所） 
労働局受託事業として、介護分野における経験、ノウハ

ウを活かし、コンサルティング、地域ネットワーク・コミ
ュニティの構築、経験交流会の開催、雇用管理改善好事例
集の作成・配布を行っている。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

40 47 47 46 35 

 
（７）地方公共団体受託事業の実施（自主事業。受託件数、件） 
   地方公共団体から公募された「地域医療介護総合確保基

金事業」や「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」
等を受託し、センターの経験を活かした雇用管理セミナ
ー、施設長・管理者等に対する職場環境改善に関する研修
及び事業所訪問による雇用管理相談支援を行っている。 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

     
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

39 47 62 67 73 

 
（８）雇用管理責任者講習の実施（自主事業。受講者数、人） 

厚生労働省から公募された「介護労働者雇用管理責任者
講習事業」を受託し、介護事業所において雇用管理に責任
を有する者を対象に、雇用管理全般について雇用管理責任
者講習を実施している。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

― ― 6,837 4,667 7,092 

 
２ 介護労働実態調査（交付金事業） 
  介護労働実態（事業所・労働者）調査は、介護労働者等の

雇用管理改善に資する基礎資料として広く活用されるよう、
行政機関や介護関係団体等と連携し、周知に努めている。 

  調査に当たっては、学識経験者等の検討委員会の下、定例
調査の継続的な実施と重要課題等時宜にかなったテーマに焦
点を当てた特別調査を実施するとともに、介護関係団体の協
力得て、回収率の維持・向上の工夫を行っている。 

 
３ 福祉共済事業（自主事業） 
（１）傷害補償・賠償責任補償事業 
   介護労働者の福利厚生として、センターが契約者となり

傷害、賠償事故等に関する損害保険契約を締結し、事業者、
介護労働者、ケア・ワーカーに対する補償制度の運営を行
っている。 

  ア 傷害補償（センター登録のケア・ワーカー紹介所。加
入者、延べ人） 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

69,302 62,495 55,219 48,470 41,830 

 
イ 賠償責任補償（加入者、人） 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

100,228 98,577 98,410 97,349 96,398 

 
ウ 傷害補償（介護事業所。加入者、延べ人、令和 3 年度

から実人員） 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

221,364 216,455 209,855 205,501 33,093 

 
エ 個人情報漏洩保険（介護事業所。加入件数、件） 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

109 107 105 110 118 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

    （２）賃金不払事故補償事業 
   「賃金の支払いの確保等の関する法律」の適用外のケア・

ワーカーの賃金不払事故に対する給付を行っている。 
 
４ 介護労働シンポジウム等（自主事業） 
  「介護の日（11 月 11 日）」を中心に介護労働シンポジウム

のほか、地方公共団体等による関連行事での連携、労働局・
ハローワークの「介護就職デイ」において介護相談窓口を設
置する等、介護職場の魅力を PR するための諸行事を実施し
ている。 

なお、介護労働シンポジウムは、新型コロナ・ウイルス感
染症拡大のため、令和 2 年度、3 年度は実施しなかった。 

５ 介護労働懇談会（交付金事業。開催回数、回） 
 センターの各支部（所）は、介護分野の人材確保・定着を
促すため、労働局、自治体などの行政機関や地域の介護労働
関係機関と連携し、相互の施策等に係る理解の促進、情報交
換・共有及び外国人介護人材など多様な人材の活用、介護ロ
ボット・ICT 活用促進など地域の実情に応じた課題を議論し、
解決方法を探ることを目的とし、介護労働懇談会を実施して
いる。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

116 108 98 62 57 

 
【能力開発事業】 
１ 教育訓練等 
（１）介護労働講習（実務者研修を含む）の実施（交付金事業。

受講者数、人、就職率、％） 
介護人材の育成を目的に公共職業安定所長の受講指示を

受けた求職者を対象に、介護分野への就職に役立つ知識、
技術を習得するための講習を 47 支部（所）で実施してい
る。 

なお、雇用保険二事業評価において、就職率目標値 85％
以上（研修終了後 3 か月時点）とされている。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

1,582 1,506 1,358 949 1,331 

91.4 90.9 91.4 93.0 90.0 

 
２ 受託による研修の実施（自主事業） 
（１）初任者研修（受講者数、人） 
   都道府県から受託し、介護労働者等に対して、業務を遂 

行する上で最低限の知識・技術とそれを実践する際の考え 
方のプロセスを身に付け、基本的な介護業務を行うことが 
できるよう知識、技術等を習得させる研修を実施している。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

117 86 63 55 67 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （２）実務者研修（受講者数、人） 
都道府県から受託し、介護労働者等に対し、対人理解や対

人援助の視点と理念、専門的な職業人として職務にあたる上
で必要となる知識・技術の習得に加え、応用的に知識・技術
が活用できるよう実践に即した技術力を習得させる研修を
実施している。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

90 100 68 40 66 

 
（３）その他の講習（受講者数、人） 
   外部から受託し、ケアマネージャー更新、認知症介護実践

者研修、生活支援担い手養成研修、入門的研修等を実施して
いる。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

4,389 2,935 3,633 4,717 13,631 

 
３ 資格取得等を支援する講習の実施（自主事業） 
（１）実務者研修・初任者研修（受講者数、人） 

 平成 24 年度から医療的ケア 50 時間を、平成 26 年度から
実務者研修 320 時間、平成 29 年度から 95 時間、令和元年
度から初任者研修を実施している。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

141 82 77 45 84 

 
（２）介護支援専門員実務研修受講試験準備講習（受講者数、人） 

平成 30 年度から受験資格として、「介護等業務経験者」が
除外され、受験者数が減少するに伴い講習の受講者が減少し
ている。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

1,353 634 258 188 164 

 
（３）介護福祉士試験準備講習会（受講者数、人） 

平成 28 年度から受験要件に「実務者研修修了」が必要と
なり、受験者数が減少するに伴い講習の受講者が減少してい
る。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

721 554 402 202 225 

 
４ 在職者向けの講習の実施 
（１）短期専門講習（受講者数、人） 

 1 日 6 時間程度で、認知症高齢者への対応、記録の書き方・
報告、緊急時の介護、看取りなどをテーマに実施している。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

11,186 12,498 11,522 5,744 6,736 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （２）ケア・サポート研修（受講者数、人） 
介護事業所のニーズに応じ、従業員を対象に、接遇・マナ

ー、医学の知識、介護技術等の研修を実施している。 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

20,345 21,551 28,692 11,063 17,320 

 
（３）障害者総合支援法関連研修（受講者数、人） 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

1,598 986 703 544 561 

 
（４）喀痰吸引等研修・教員講習会（受講者数、人） 
   医療的処置を必要とする重度の介護施設利用者が増加し

ていることから、研修ニーズが高まり受講者が増加してい
る。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

729 1,546 1,285 738 1,284 

 
（５）福祉用具専門相談員講習（受講者数、人） 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

39 26 10 0 0 

 
５ 研修コーディネート事業（交付金事業） 
  介護労働者の人材育成に係る課題に対応するため、介護能力

開発アドバイザー等による相談窓口の設置、介護人材育成コン
サルタントによる相談援助などを通じて、各事業所にけるキャ
リアプランの作成やキャリアコンサルティングを含めた研修
実施についての支援事業を行っている。 

相談の際、令和 3 年度から相談ルールとして令和 2 年度の能
力開発調査研究で開発した「問題発見から研修立案へ」（階層
別、スキル別プログラム及び事業所の人材育成上の課題をみえ
る化するためのチェックリスト）を活用している。 

なお、キャリア形成の取り組みを推進するため、地域ニーズ
に基づき関心の高いテーマによる能力開発啓発セミナーを実
施しているが、介護技術等に関する講習会は令和 2 年度をもっ
て終了した。 

（１）キャリア形成相談援助（相談援助件数、件） 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

2,478 2,816 3,268 1,904 2,004 

 
（２）能力開発啓発セミナー（回数、回） 

平成 29 年
度 

平成 30 年
度 

令和元年
度 

令和 2 年
度 

令和 3 年
度 

94 94 89 94 47 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （３）介護技術等に関する講習会（回数、回） 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

94 94 90 94 ― 

 
６ 介護労働講習等損害保険制度の実施（自主事業） 
 
７ 能力開発調査研究事業（交付金事業） 
  介護労働者の能力向上に資する研究会を開催し、調査研究を
実施している。 
 
【情報発信等介護支援事業】 
１ 図書等の刊行・販売事業（自主事業） 
（１）図書等の刊行・販売 

介護関係の図書は多くの書籍が他社より発行されており、
収益性を考慮し、図書の新刊発行は平成 29 年度を最後に行
っていない。 

出版物の販売は、初任者研修テキストが初任者研修受講者
の減少や他社との競合により減少している。 

（２）ケアワークの発行・販売（販売数、部） 
   介護に関する知識や最新の情報等を掲載した情報誌とし

て、賛助会員への配布のほか、販売も行っているが、インタ
ーネット等により様々な情報が収集できる環境の中、毎年販
売数が減少している。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

374 309 257  229 173 

 
２ 介護事業者ホームページ支援事業の実施（自主事業） 
（１）介護事業者ホームページ支援事業（契約件数、件） 
   小規模事業経営が比較的多い介護事業所の人材確保支援

としてホームページの作成及び運営を支援している。 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

43 43 74 43 32 

 
（２）介護関係インターネット求人情報提供（契約件数、件） 
   センターホームページに依頼に基づき求人情報を掲載し

ている。 
平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

6 0 6 1 1 

 
３ 賛助会員の加入促進（自主事業） 
（１）賛助会員交流促進事業（交流会開催回数、件） 
   会員同士の交流の場として、賛助会員交流会（賛助会員及

び賛助会員加入希望者を対象）を開催し、有識者講演、意見
交換及びセンターからの情報提供を行っている。 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 

28 22 15 10 14 
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（公財）介護労働安定センターの体制及び業務の変遷 
 

年度 事業の主な対象 体制等 業務内容・実績等 外部環境等の変化 

 
 

   （２）加入促進 
加入促進にあたっては、事業所訪問時や新規参入事業所への 
働きかけのほか、異業種の事業所であっても、センターの目 
的に賛同する事業所に対しても積極的に行っている。 

 （参考）賛助会員口数の推移（口数） 
区 
分 

平成 5

年度 

平成 13

年度 

平成 15

年度 

平成 20

年度 

平成 25

年度 

平成 30

年度 

令和 3

年度 

法人

会員 

65 1,010 2,071 2,218 2,324 2,464 2,662 

個人

会員 

― ― 231 328 361 327 285 

計 65 1,010 2,302 2,546 2,685 2,791 2,947 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

   座談会   

 

 

 



 

 

座 談 会 

 

テーマ「これからの 10 年後、20 年後のセンターの未来」 

― これからのセンターを担う若手、中堅職員は、今どんな未来を見

ているのか。それぞれの立場から「これから 10 年後、20 年後の

未来」を語ってもらった― 

【出席者】 前田祐一郎 

        （京都支部介護能力開発アドバイザー） 

        渡邉 大器 

        （愛媛支部介護労働サービスインストラクター） 

        佐藤  翠 

        （埼玉支部業務課長） 

        伊賀 智美 

        （香川支部介護労働コーディネーター） 

        門馬 奈央 

        （本部総務部経理課予算係主任） 

   ＊発言順 

 

センターの魅力や仕事のやりがいは何か 
 

 前 田 

「センターの魅力や仕事のやりがい」ですが、まずセンターの魅力

を一言で申し上げると「信頼」という言葉に尽きるかと思います。

センターが発足してから 30 年間で築いてきたこの信頼があるからこ

そ、私たちアドバイザーやセンター職員の提案や意見などに、事業

所や講師の皆さんがオープンマインドで耳を傾けて下さるのだと思

います。この点は、センターの大きな魅力のひとつじゃないかなと

常々思っています。事業所を訪問させて頂くと、他の団体や組織で



 

 

したら、門前払いですとか、なかなか本音を語ってくださらないと

いうところもあるのかなと思うのですけれども、これまで培ってき

た信頼があるからこそ、介護事業所の皆さんは、本音あるいは課題

等をお話しくださり、それを受けて、私たちが問題の解決に向けて

支援をさせて頂ける。そのようなやりとりができる関係はとても貴

重だと思っています。 

次にやりがいというところですけれども。私たちが携わらせてい

ただく仕事の相手というのは、何かを頑張って取り組んでいる方々

であるので、その頑張りに応えることが自分の仕事であるという点

にとてもやりがいを感じています。頑張っている人というのは、介

護職の方や、介護労働講習の観点で言えば、求職者の方、それを支

える講師、コンサルタント、ヘルスカウンセラーの方も含まれるか

なと思います。こういった方々の期待に応えるためには、当然、私

たちも一緒に成長して行かなければならないですし、結果としてそ

の仕事相手と私どもとが一緒に成長していけるというところが、こ

の仕事の大きなやりがいのひとつです。また、コンサルタントなど

の方々と関係構築ができて、いわゆる人脈といますか、人間関係が

どんどん広がっていくことも、僕にとっては大きなやりがいのひと

つと考えているところです。 

 

渡 邉 

まずセンターの魅力についてですが、先程前田さんがおっしゃっ

たように信頼だと思います。古くからセンター事業を活用されてい

る賛助会員さんは、非常に愛媛支部に恩義を感じていただいていま

す。また、今までの職員の方が、事業者や介護労働者と非常に良い

関係を築いてこられて、「愛媛支部さん」「介護労働安定センターさ

ん」とお声かけしていただく際に、非常に信頼をいただいていると



 

 

感じています。これはこれからも職員が大事にしていかなければい

けないことだと思っております。 

それともうひとつ、公益財団法人というか、厚生労働省の外郭団

体ということで、交付金の事業、県・労働局・市町村の事業が基本

的に無料であると、これが事業所の方に非常に喜ばれているという

ことであり、他の団体には無い魅力なのかなと思います。 

やりがいと感じるのは、インストラクターの活動として、こうい

った無料の事業等をはじめとしたいろいろな情報を提供している中

で、事業者の方に感謝されるというところかと思います。介護事業

者が、例えば処遇改善加算のこと、最近の ICT、LIFE、BCP のこと等

沢山の課題を抱えていらっしゃるのですが、どこに相談をしていい

のかわからないということを聞きます。社会保険労務士でも、税理

士でも、処遇改善加算とか、ICT のことは分からないという方も多

くいらっしゃるようなので、そういったところで、センターに相談

して良かった、助かったと皆さん言われることがやりがいであると

日々感じております。それが賛助会員などにつながり、セミナーの

参加者などの数字に表れてくると、達成感を感じます。 

 佐 藤  

前田さんや渡邉さんがお話されたところと、私もほぼ同じではあ

りますが、まず支部の仕事をやらせていただく上でのやりがいとし

ては、一般的にエンドユーザーと言われている方々に携われる、直

接関われるところかなと思っています。私が担当している事業の中

には、研修コーディネート事業ですとか、埼玉県内の中核都市独自

の雇用管理改善の委託事業がありますが、そういった事業で専門家

の方と事業所を訪問させていただいた時に、小規模な介護事業者で

あればあるほど、「どこに相談すればよいかわからなかった」「相談

できてよかった」という話をいただくことがありました。そういっ



 

 

たお声を直接聞ける時に、やりがい、達成感につながったと思いま

す。 

あとは、課長職というところなのかもしれませんが、県庁・市役

所など自治体を回らせて頂く事もあります。そういった時に感じる

魅力としては、自治体の担当者の方も、私たちと同じ「介護事業所

における雇用管理改善」とか「介護職員のキャリアアップ」という

理念や共通目的を持ってらっしゃる方々であるので、こういった

方々から、次年度に向けた事業化の相談を承れること、共通目的の

もと協力して事業化していく過程に携われることが魅力かなと思っ

ています。介護事業所や自治体の職員からの信頼の獲得、前田さん

と一緒ですけど、そういった信頼の獲得が魅力かなと思っていま

す。 

 伊 賀  

やりがいについてですが、まずは多くの方と関わりながら仕事が

できるというところかと思います。私の場合は総務・経理と、それ

と能力開発を一部担当させていただいたことがあるのですが、総

務・経理に関しましては「ミスなくすること」が当たり前の業務に

なっておりますので、迅速にミスなく完遂できた時、やりがいにつ

ながるのかなと思います。あとは業務全般で、インストラクターや

アドバイザーと関わることがありますので、皆さんの動きを把握し

ながら、業務がスムーズに行えるようなサポートができたときに

は、お役に立てたかなと感じております。能力開発業務では、介護

労働講習の修了生の就職ですとか、卒業された方が名刺を持って管

理職になりました、とごあいさつに来てくださったときは、介護職

を選んでくださったことをうれしく感じますし、資格取得をされる

研修の修了証を発行させていただく際は、何か１つ人生のお役に立

てたのかなというふうに感じておりました。 

 



 

 

 門 馬  

私は本部のアドバイザーとして採用され、その後介護労働実態調

査の業務を担当し、現在に至っています。以前は介護福祉士として

介護現場で働いていました。 

魅力とやりがいを考えると、魅力というのは何かこうワクワクす

ること、これをやるとどうなるのかということを考えることではな

いかと思います。具体的には、介護労働実態調査の仕事をしていた

時、介護現場の生の実態を全国に発信するというところにワクワク

感を感じていました。やりがいと考える場合、達成感だったり、充

実感であったり、１歩先の未来を自分たちが作っているのかなとい

う目線、そこに到達したのか、それ以上もっと先に行けたのか、と

いうことを知ることもやりがいかなと感じています。また、介護事

業所で働いている時に、自分の働いているところの利用者しかケア

できない、全国の介護事業所が創意工夫していることを共有できた

ら、もっといいケアができるのにと考えたりもしました。センター

は全国に情報を発信でき、支部と協力して介護事業所をサポートで

きるというのが魅力であり、やりがいかなと思っています。 

それと、介護労働実態調査に携わっていた時に厚生労働省と接す

る機会が多くありましたが、センターの意見が取り上げられること

や厚生労働省からの新しい情報が得られ、その情報を全国の介護事

業者にも提供するなどハブになるような働き方ができることがあ

り、その点がセンターの魅力でもあり、やりがいかなと感じまし

た。 

 

さらなる成長を目指してどうすべきか 
 

 前 田  

センターにお世話になる前は、大学を卒業してから 10 年間ぐら

い、社会福祉法人に勤めていました。その法人は、主には障害者支



 

 

援の法人で、入所更生、障害児の療育、障害者雇用の支援をする事

業所でした。その事業所の縁で一度民間の会社の方に転職をしまし

た。その会社では、障害者雇用があまり進んでいなく、そこで障害

者雇用のマネジメントをする仕事に就きました。そこで、雇用率の

達成が安定軌道に乗り、また福祉介護の現場に戻りたいという思い

があり、センターに平成 28 年度からお世話になっています。 

更なる成長を目指してどうするか。切り口としてはセンターと自

分自身の２点があるかと思います。センターという切り口でいきま

すと、人を大切にできるセンターを目指したい、目指すべきだと考

えています。職員を大切にできる、そんな組織であってほしいとい

うことと同時に、この組織に所属する私たち職員も、このセンター

を大切にする。この両輪が相まってこそ、良いセンターとして前に

進めるのではないかなとかねがね思っているところです。そのため

には何ができるのかと考えた時に、まず私たち職員が適切な帰属意

識、愛社精神、そんな心を醸成していくことが大切だと思っていま

す。例えば、多くの支部の職員は、「支部の職員です」という自覚は

大いに持っていらっしゃると思うのです。一方「センターの職員で

す」という自覚がどこまであるかな、と考えたときに、ちょっと私

は自信ないところがありまして…そこに課題を感じています。京都

支部で成長することも大切ですし、そうありたいと思っています

が、このセンターで成長したいと思えるような職員が１人でも増え

るような、そんなセンターを目指したいと思って日々働いていま

す。 

次に、自分自身の成長ということを考えたときに、私の目指して

いる成長のひとつは、本部と支部間、支部同士間の橋渡し役になり

たいなと思っています。なぜ思うかといえば、支部ごとに強みとい

うものは様々だと思うのです。手前味噌ですが京都支部は、受託事

業が取れない分、ケアサポート講習などをインストラクターの方々

と連携しながら、頑張っているところです。こうした強みを支部の

中だけでなく、ブロック単位、ひいてはセンター全体としての強み



 

 

にかえることができないか。その辺りの強みを、あたかも波紋が広

がっていくような、そのような働き方をしたいなと思っています。 

もうひとつは、支部から本部へ内線を鳴らすと、多くのケースで

は「お世話になります」というような言葉が届くのです。いつも私

は、それに違和感を抱いております。同じ法人同士、仲間同士の電

話のやり取りは、対外的な言葉である「いつもお世話になります」

ではなく、「お疲れ様です」が適切な言葉なのではといつも思ってい

ます。なので、私は本部からの電話は、意図的に「お疲れ様です。

京都支部の前田です。」と話すようにしています。細かい事ですが、

言葉の使い方、選び方ひとつを少し変えることによって、この法人

としての帰属意識、もう少し砕けた表現で言うと、仲間意識、そう

いうものが醸成されるのではと思って、日々業務に当たっていま

す。 

 渡 邉  

センターの今後の成長についてですが、先ほど前田さんもおっし

ゃったように、それぞれの支部が非常に良いものを持っているので

すが、それを埋もれさせておくのは勿体ないということがありま

す。また、インストラクターの方や他の職員がお辞めになることが

結構多いと伺っています。それぞれの支部は、少人数なので、各人

業務を一人でやることが多いと思うのです。新しいインストラクタ

ー等が交代で入ってきて右も左もわからない状態で取り残されて、

メンターが去年からいらっしゃるのですが、電話では限界もあると

いうことで…ひとつ提案があります。新人でも不安なくインストラ

クター活動できるためのコンピテンシーといいますか、理想のイン

ストラクター像を示していただければと思います。これをすれば成

果がでますという事例が各支部にたくさんあります。現在、本部で

作成された事例ライブラリを参考にすることもできるのですが、あ

る程度業務が分かった状態でないと、その事例を引っ張ってくるの

は難しいと思うのです。ですので、本部で全支部の好事例を分析し



 

 

て、モデル化をして、理想像を作って新人の方の教育に役立ててい

ただくことが、ひとつの離職防止につながるのではないかと思いま

す。コロナ禍を契機として Web 会議システムを用いて以前よりも手

軽に、気軽に非対面での会議ができるようになりました。それらを

活用し、本部だけでなく、支部間のブロック会議等を開いて、理想

像を作っていく等、業務の中に入れていただくのもいいかなと思い

ます。 

もうひとつは、センターの知名度アップです。知名度の向上のた

めに、いろいろな事業をどんどん積極的に実施していくことが大事

だと思っています。今年度から認知症基礎研修、認知症実践者研修

を愛媛支部で始めたのですが、問合せがものすごく多くきているこ

とを実感しています。それらが義務化されたことにより、今まで訪

問しても管理者にお会いできない事業所や電話でも感触が良くなか

った事業所から問い合わせが来ている状況です。そのほか、処遇改

善加算の事業も事業所の最初のアプローチに有効です。最近なら

ICT 等です、どんどんこういう新しい事業を取り入れていき、積極

的に提案をしていくといいと思います。そういった形で、事業所と

のつながりを保っていく、作っていくということが非常に大事だと

思っております。 

それと、自分自身の成長についてですが、愛媛支部は資格取得が

非常にしやすい環境です。残業もほとんどなく、時間も余裕があっ

て、土日も休ませていただいて、有休も使わせていただける。民間

企業に比べると非常に恵まれている。先ほどの募集採用のことにも

つながるのですけれども、そういったところに時間をたっぷり取れ

る、事業所の相談で社会保険労務士をはじめとした専門家と一緒に

同行でき、専門的な話も聞けて、社会保険労務士や行政書士のよう

な資格取得を希望している人にとっては、非常に実務的な知識も得

られるということで、資格を取りたいと考えている人にとっては魅

力的な職場ではないかなと思います。職員の採用においても、その



 

 

あたりをアピールポイントにしたら良いのではないかと思いまし

た。 

 佐 藤  

２年前まで本部に在籍していたので、本部としての立場で考えて

るところもあるかもしれませんが、さきほど、前田さんや渡邉さん

のお話しにもありましたけれども、どうしても今センター職員の離

職率が高いなという印象を持っていまして…私自身の今後の課題と

しては、センターに入職される方が職歴や職業分野もこれまでと違

う方が多い中で、そういう方々をマネジメントしていけるようなス

キルを身につけセンターに貢献できるようになっていかなければい

けないと思っています。 

センターの課題として、支部に異動してきて思うのは、30 年とは

言え、やはり介護労働安定センターの知名度がまだまだ及ばないと

いうことです。「関係機関と連携を…」と本部からは通達が出るわけ

ですが、自分たちの努力次第で関係機関はどのようにでも広げてい

けるというのが、この２年間の実感です。地方自治体、労働局、ハ

ローワーク、介護関係機関等に限らず商工会関係ですとか、他の公

益団体にもご協力いただける場合がありました。今回コロナの関係

で、他分野から介護分野への転籍というのがあり、関係機関と協力

して助成金のお話しもさせていただきました。一歩一歩ですが、そ

ういった形で関係機関先を広げ、知名度を広げていくことが必要か

と思います。 

あとは、ハラスメント法の改正や介護報酬改定で LIFE などの活用

が謳われたところで、これまで依頼実績がない弁護士や IT コーディ

ネーターなどの講師発掘に課題があると思います。加えて、センタ

ーは情報発信者としての立場を担っていかなければいけないと思っ

ています。 

今、DX 化とよく言われていますけれども、介護事業所もそれを進

める方向にあり、県などから介護事業所へのアナウンスや事業化に



 

 

向けたお話なども聞かせていただく訳ですが、そもそも自前の環境

を振り返った時に、センターの DX 化が進んでいる状況なのかという

と、ちょっと首を傾げてしまうようなところが正直なところありま

す。やはりセンターが介護業界の流れに追随するのではなく、情報

を発信していく側の役割を担っていかないと、存在意義がちょっと

揺らいでしまうのではないかと日々思っています。 

支部は限られた人数で業務をやらせていただいていますので、生

産性高く事業展開を図っていく必要があると思います。民間の競合

他社がかなり Web 研修へ入ってきている状況かと思います。Web 研

修等について、今年本部が Web 研修動画を制作し、全国に配信等を

したことをヒントとして、関東ブロックでは合同で Web 研修をやら

せていただいたりしましたが、ブロック別など、少しまとまった上

で、より多くの方々を集めていくようなアイディアを出していく必

要があると思っています。ネットの動画などはサブスクリプション

のような形で、一定期間料金を払えば好きなだけ見られます。その

ような他の分野では取り入れられているようなことを、当センター

でもできるような体制を取り介護事業所へ提供できればと思ってい

ます。 

 伊 賀  

今回 30 周年というお話をいただいて、30 周年ということについ

て考えてみると、業種や規模は違いますが、企業の生存率は 10年で

約 70%。30 年で約 50%という数値を見つけてしまって、私はすごく

安定した職場でお仕事をさせて頂いているのだなと感じました。今

後経理の一元化ということで、来年度からいろいろと業務が変わっ

てくるのだとは思っています。ただ、変わることに対して、否定的

な感情を持つのではなくて、受け入れて変わっていったからこそ、

この 30 年間センターが存続していたということも感じました。今回

の経理のことについても、去年のコロナのことについても、いろん

な変化に対応できる環境が必要だと感じています。去年のコロナで



 

 

は、急にオンラインが必須となったことで、苦手意識を前面に出し

てしまいました。そんな中でもオンラインは避けてはとおることが

できず、香川支部でも積極的に取り組んできたつもりなのですが、

どうにか１年、オンラインで Web 研修等を実施させて頂いて２年目

になる今年度は随分進化をしたオンライン研修ができるようになり

ました。そういった経験を踏まえて、変化を恐れずに、どんどん進

化して行くということが、センターも支部も必要かなと思っていま

す。 

経理の一元化により私の業務がおそらく来年からいろいろ変わっ

てくるのだろうなということは考えているのですが、これからもい

ろいろな機会やチャンスを頂いたら、その機会を大切にして精進し

て行きたいと思っています。支部長会議の報告で、管理担当がコー

ディネーターに変わると伺い、おそらく支部としては職員全員が営

業できるような形になっていくのが望ましいのかなと思っていま

す。事業所に対して、この事業だからこの人が担当、この事業だか

らこの人が担当ということではなくて、支部の職員が、それぞれ事

業所の窓口になって、トータルコーディネートができるような体制

が必要なのかというように考えました。そのためには自分が営業で

きるように、これから知識を付ける必要がありますし、職員間の報

連相も今以上に必要になってくると思います。苦手意識を出さずに

前向きに取り組んでいきたいなと思っているところです。 

 門 馬  

センターがこれまで成長してきたのは、組織体制や人材育成体制

というよりも、職務に取り組んできた個人の能力によりかかって

いるという印象が強いと感じています。アドバイザーとして働い

ている時も、支部のアドバイザーの人達は、自分の能力と業務の

適性が合って、成長してきたという過程がある。ただ業務が自分

の適性に見合っていない場合には、離職していくというのを、本



 

 

部から見た時感じていました。私に置き換えてみると、今いられる

のは、今まで経験したことと今の仕事と何かしらの共通点があった

り、もしくは、魅力ややりがいを感じているからだと思っていま

す。働き続ける場合、私が大きな壁にあたったときそこを登れそう

だなって感じられるか、そこで挫折してしまうのか、個人での判断

になってしまうというところが大きいのが現状なのかなと考えてい

ます。 

自分ではどうしても補いきれないとか、自分にこれは難しいかな

というところがあってもいいのかと最近感じているところです。そ

の分、自分の強みははっきり見せて各職員で補完しあって、仕事を

進めるっていう組織体制が必要と考えています。 

成長と考える時、計画、目標、達成と組み合わせて考えるのは、

少し違和感があります。どうしても計画、目標があってそれを達成

する、ということを繰り返していくと、どこまで目標を高めていく

のか、組織としても高い目標を維持したまま達成し続けられるの

か、それが成長だと言われると、ちょっと違和感を抱きます。そこ

で、もし個人達成できなくて脱落したらと考えると、そこには未来

はないのかなと考えてしまいます。そこは成長と計画、目標、達成

は別に考えた方がいいかなと感じています。 

成長は言葉を変えると、「進化」。今の時代に応じた進化が必要だ

と思います。殻を破って次の世界に飛び込むのか、そういうところ

でいくと先ほどの経理の一元化というところは、新しい進化なのか

と考えます。自分たちの新しい道を見つけていくとか、もしくは他

がやってないからやる、そういうところをどうやって取り込んでい

くのか、そして適応できて、「浸透していく」ことが大事だと感じま

した。本部でも支部でも、新しいことが浸透していくと、距離感が

薄れ、次第につながりができて、居心地が良くなる。そういう環境

作りというのが大事なのかなと感じています。 



 

 

そうした環境が整うことは、個人の発展とセンターの発展に相乗

効果をもたらすと思います。そこで必要なのは、センターとしても

そうなのですが、個人として「もう少し勇気が足りない」「もう少し

発言しなくてはいけない」ということです。本部内でも支部内で

も、ちょっとした勇気を持った意見とか発言とかがなされ、それが

広がって、センターの行く方向を示して行けるような環境にできれ

ばいいのかと考えます。 

 

センターのあるべき姿とは 
 

前 田 

それこそ門馬さんの言葉をお借りすれば、このテーマこそとても

ワクワクしながら、皆さんと話ができたらなと思っております。こ

れからの 10 年後 20年後という文言もありましたので、10 年後 20

年後の未来を想像しながら、センターがあるべき姿はどうかなとい

うふうに考えてみました。約 10 年後、2030 年頃になりましたら、

今、よく耳にしますが、SDGs の観点、持続可能な開発目標の達成が

どうなるか、その検証がきっとその頃には始まっていて、いろいろ

な意見等が出てくる頃かと思います。さらにその 10 年後、2040 年

頃になりますと、センターとして最も敏感でなければならない高齢

化のピークが訪れる時期に来ています。現在発表されている統計上

でも約 69 万人の介護職が不足するという大きな問題もある中で、

「社会」「人」という切り口で考えた時に、社会から求められる人材

を確保しておく必要があること、センターとして考えると、介護人

材を社会に輩出して行くことや既存の介護人材の質を向上させてい

くことが、ミッションかと思います。介護人材としては、実際に介

護の担い手として働いていらっしゃる方、これにはまだ現役で働く

ことができる高齢の方、外国人の方、さらに介護労働講習のように



 

 

未来の介護職の方も対象になります。こういった介護人材のターゲ

ットを、これからも広げて開拓をしていき、社会全体から求められ

るセンターになっていく。これが私の描く 10年後、20 年後のセン

ターのあるべき姿というふうに考えているところです。ぜひ、さら

にワクワク感を持って、耳を傾けてくださったら嬉しいのですけど

も、そのターゲットをひろげることです。私はそのターゲットに、

子供達も含めてもいいのではないかな、というふうに思っていま

す。 

50 年後の未来を想像した時、小学校の科目で「国語、算数、理科、

社会」と、同じように「介護」というような科目も登場している、

そんな未来を作っていけたらと思います。そしてそれにセンターが

携われていけたらと、そんな夢のようなワクワク感がある話しをさ

せていただいたつもりです。最後はやや論理の飛躍もあったかもし

れませんが、そんなワクワク感あふれる話を、これからみなさんと

できたらと思っています。 

 渡 邉  

私からはインストラクターの活動の内容についてということで話

をさせていただきます。コロナ後のインストラクター活動、事業所

訪問をどのようにして行くべきなのか、コロナ禍で、訪問時間もそ

んなに長くは取れません。もちろん短時間の訪問を事業所は希望さ

れていますので、長く時間を取ればいいというわけではありません

が、「メリハリをつけた」「ニーズに合った」訪問をすることが大事

です。セミナーの打ち合わせは、これまで対面でのやりとりを何回

もしていました。コロナ禍ではありますが、対面での打ち合わせを

望む愛媛支部ファンの方々は多く、対面を完全にやめるわけにはい

きません。ここはメリハリを持って、顔つなぎではないですが、短

時間でのちょっとした訪問と、時間をとってじっくりする訪問と、

これらを使い分けて行く必要があると思います。  



 

 

もう一点、47 都道府県に支部がありますので、そこにいろんな部

署、いろんな職員が非常に素晴らしい事例をお持ちなのだと思うの

ですが、これが個人や支部だけに埋もれてしまっているということ

があると思います。職員の多くは転職された方で、前職の経験等を

多数お持ちで、訪問ひとつとっても、お手の物とされている方がい

らっしゃると思います。また、各支部で非常にすばらしい講師や専

門家がいらっしゃると思うので、そういった情報を Web 会議システ

ムを使って共有をしていけたらいいのかなと思います。つい先日

も、関東圏の社会保険労務士で、処遇改善加算について素晴らしい

セミナーをされる方を、神奈川支部から紹介いただきました。資料

も愛媛支部のために作っていただき、非常に難しい計画書をわかり

やすく説明していただきました。今まで、計画書のセミナーは苦労

してきたのですが、もっと早く先生を紹介してもらったらという感

じがするのです。今、非常に横展開がしやすい状況になっています

ので、是非頻繁に情報交換の場を提供していただき、「ノウハウ」や

「講師」等の情報を共有をしていけたらいいかなと思います。 

 佐 藤  

私は 20 年後と考えるときに、ちょうど日本全体が「2040 年問

題」と言われている時期と重なると思いました。人口の大幅な減少

と高齢者の人口が１番増えるのが 2040 年と言われています。その時

期、介護職員がおおよそ 69 万人不足すると推計されています。それ

を考えたとき、まずセンターとしては、やはりこの 30 年の歴史を継

承・蓄積しながら、社会情勢とともに変化している介護事業所のニ

ーズに対応して、雇用管理、能力開発を柱として、総合的に支援し

ていくことが、センターのあるべき未来像かなと思います。 

スケールメリットとしては、先ほどの課題のところの繰り返しに

なりますが、民間もかなり参入している中で、これまでセンターが

支部独自でやっていた集合型研修というところだけで民間他社と競

合していくことは、もう難しいのかなと個人的には思っています。



 

 

研修の提供方法について、多様化を含めて、ひとつの支部が作った

研修動画を全国で提供できるような、それも一定期間、申し込みい

ただけたら規定数までは見られるような提供方法の多様化も導入す

ることが必要だと考えます。ひとつの支部が作れば、47 支部につな

がるというところで、センターのスケールメリットが活かせるので

はないかと思います。 

 伊 賀  

少し話はそれるかもしれないのですが、先ほどセンターの知名度

が話題に上がっていたのですが、私が電話をかけるときに「介護労

働安定センターです」と言うと、聞き返されることも多く、知名度

はまだまだだなあというふうに身をもって感じているところです。

事業者とは事業所訪問やダイレクトメールをご案内することでつな

がる機会がありますが、個人とつながることがなかなか難しい状況

です。介護労働講習の修了生は一年間で各支部 40 名いらっしゃった

ら、すごい人数になろうかと思いますし、短期専門講習に参加され

る個人の方もたくさんいらっしゃるのですが、そういった方々と直

接、簡単にコンタクトをとる方法が見当たりません。事業者にダイ

レクトメールを送るのもそうなのですが、経費と時間が非常にかか

ります。インターネットでお買い物をすると、こういった情報に興

味がある人はメールを送っていいですか？というサービスがありま

す。自分の興味があるものにチェックをすれば、その情報について

メールが届く、というようなサービスがあるかと思うのですが、セ

ンターもそのような簡単に情報を受け取れるようなシステムがあれ

ばと思います。例えば、「メール登録しますか？」という文面で、そ

の中で「短期専門講習に興味がある方は、短期専門講習を希望しま

す。」とか「香川支部だけではなく、全国の情報を希望します。」と

いう項目を設けるのもいいかと思います。今はハイブリッドやオン

ラインが主流になっているので、ご自身が聞きたい内容、聴きたい

先生のお話を身近で聞けるような、かつ、営業メールが不要だと思



 

 

った時には、すぐにメール配信が停止できるようなシステムができ

たらいいなと思います。そういったシステムが取り入れられると、

もっとたくさんの人と長くセンターがつながることができ、メール

が入ることで、センターも名前を覚えていただけるのではないかと

感じています。 

もう一点なのですが、今日午前中まで内部監査を受けておりまし

て、久しぶりに本部の方にお会いして、色々なお話、情報交換がで

きました。また、今回の座談会に出席させていただき、本部やほか

の支部の方のご意見をお伺いする機会はなかったので、非常に勉強

になりました。こういったオンラインの場でしたら、気軽にお顔を

見てお話ができると思いますので、ほかの支部の方とも簡単に情報

交換ができるような、このような場をもう少し増やしていただける

と、法人としてひとつになれるような気がしました。 

 門 馬  

センターの使命は介護事業所や労働者の方の支援ですが、その先

にあるご利用者様とつながっている介護事業所が、20 年後に疲弊し

ていると、自分たちはどういう仕事していけばいいのか、自分たち

が頑張らないと介護事業所の運営が困難となる、そういう考え方に

なってくると考えています。 

自分が介護の現場にいたというのもありますが、介護の世界はど

んどん先進的な手法や専門性の追求が進む状況です。新しい資格が

生まれたり、ICT が発展したりとか。そのこと自体は大事なことで

はありますが、やはり、介護のケアの本質に向き合っていくことが

必要だと思います。新しいものに取り組むのがちょっとかっこいい

みたいなところがあり、どうしてもそこを突き詰めていくと、今、

問題となっている「老老介護」や「ヤングケアラー」など、一般の

人達が介護で苦しんでいるという状況ととても乖離している気がし

ています。こうした状況が、今後 20 年もっと進展してくると、どん



 

 

どん苦しくなってくる。そういうことを考えると、介護がどんどん

先進的になっていくのではなくて、介護を一般化するっていうのも

大事なのかな、というふうに思っています。どんどん専門的な分野

に話が発展し、そこの分野で活躍する人はいいのですが、一般の人

がもう手が出せない領域になってしまうおそれがあります。もっと

介護を身近なものにする必要があると思います。 

センターはこれからどういうところに行くべきかと考えると、「発

展する」、「成長する」というよりもどちらかというと、「明日もここ

にある」というのが大事かなと思います。20年後、30 年後でだいぶ

先の話ですけど、「明日も介護労働安定センターがあるよ」「今日も

ここにいます」というような、一日一日が大事かなと思います。そ

れらの積み重ねが未来につながっていくと思います。今までしてき

た 30 年の蓄積をこれからもひとつずつ積み重ねてやっていくことが

大事なのではないかなという…とてもシンプルな話になってしまい

ますけれど。大胆な飛躍的な話ではなくて、１歩ずつ前に進んでい

く、そして少し苦しくなったら止まってもいいかな。そして、止ま

った時には何かやさしい声をかけてあげる、今日みたいな場で、い

ろんな人が、いろんな支部の人が声をかけてあげる。そういうこと

ができると、センターは今後もあり続けられる気がします。 


