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第1部　介護分野における人材確保のための雇用管理改善 

　本事業は、一億総活躍社会の実現に向けた新・三本の矢に掲げられている「介護離職ゼロ」
を2020年代初頭までに達成するにあたり、介護労働者の待遇の改善に重点を置いた雇用管
理改善の取組を早急に実施することにより介護サービスを支える人材を確保することを目的
としています。 
　そこで、様々な雇用管理改善の取組の一環として、介護ロボットの導入やICTを活用した
ペーパーレス化などを組み合わせた先進的な取組を行っている介護事業所における新たな介
護技術の導入に伴う好事例の把握のためのモデル調査の実施、並びに雇用管理改善に関する
課題などの調査及びコンサルティングを実施し、これをまとめて広く利用できるようにする
こととしました。 
　介護人材確保に向けては、「『参入促進』『資質の向上』『労働環境・処遇の改善』の視
点からの対策を総合的に講じる」ことが、厚生労働省福祉人材確保専門委員会において、3
つの基本的な考え方とされております。その一つ、「労働環境・処遇の改善」は、最も基本
となる項目でありますので、本資料を活用いただき、より働きやすい環境作りの参考として
いただければと念じます。 

1. 介護分野の人材確保の現状と課題 

　介護職員の離職率は、他の分野と比べて高いと言われております。図1-1は、平成22年度
の産業別入職率・離職率の グラフです。平成22年は、リーマンショック影響を受けていた
中間時期にあたります。医療・福祉分野は、入職率18.5%、離職率15.0%となっており、
サービス産業に次ぐ高さとなっています。他の産業が軒並み落ち込んでいると考えてもらう
のが正しいでしょう。その中で、国の福祉政策もあり、介護職員の増員・養成計画によって、
介護分野を中心とした福祉分野の仕事が際立って高くなる状況がありました。入職率の上昇
に伴い、離職率も上昇したと考えることもでき、その結果、他の産業よりも離職率が高いと
いう話題が出てきたものと推察できます。 
　図1-1で見る限りにおいては、離職率が他の産業より特段に多いという状況ではないこと
がわかります。 
　次に、図1-2、平成27年度を見てみましょう。医療・福祉分野の入職率・離職率は、共に
低下しました。一方、他の産業は、すべての入職率が増加しています。アベノミクスの効果
に寄ると思われる経済状況の改善を受けて、失業率の低下、有効求人倍率の上昇により、全
産業分野において、入職率が上昇したと思われます。このグラフで見ると、医療・福祉分野
の離職率が他分野と変わらないことがわかります。問題は、この数年の経済状況の変化を受
けて、介護分野の求職率が大きく低下したということでしょう。他分野に人材が流れていっ
たということが良くわかる結果です。リーマンショックで深刻となった失業者は、求人の増
加と共に、他分野に吸収されたというだけでなく、介護分野の人材までも、他分野に吸収さ
れたということになっています。 
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２ 産業、職業別の状況 

（１）産業別入職率・離職率 

  （入職率、離職率は宿泊業，飲食サービス業が最も高い） 

産業別に労働移動者をみると、入職者は卸売業，小売業が 112万人と最も多く、次いで宿泊業，

飲食サービス業が 103万人、医療，福祉が 96万人の順となっている。 

離職者は卸売業，小売業が 124万人と最も多く、宿泊業，飲食サービス業が 102万人、製造業が

80万人の順となっている。 

入職率をみると、宿泊業，飲食サービス業が 27.6％と最も高く、次いで生活関連サービス業，

娯楽業が 20.4％となっている。 

離職率をみると、宿泊業，飲食サービス業が 27.2％と最も高く、次いで生活関連サービス業，

娯楽業が 22.2％となっている。 

入職超過率をみると、医療，福祉が 3.5ポイント、教育，学習支援業が 0.6ポイントと高く、建

設業及び生活関連サービス業，娯楽業が-1.8ポイントと離職超過となっている。(図５、付属統計

表２) 

 

 

図５ 産業別入職率・離職率 
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図1-1　産業別入職率・離職率（平成22年）
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２ 産業別の入職と離職 

平成 27年１年間の労働移動者を主要な産業別にみると、入職者数は宿泊業，飲食サービス業が 1,396.6

千人と最も多く、次いで卸売業，小売業が 1,334.1千人、医療，福祉が 1,039.1千人の順となっている。 

離職者数は卸売業，小売業が 1,327.3千人と最も多く、次いで宿泊業，飲食サービス業が 1,222.9千

人、医療，福祉が 940.9千人の順となっている。 

前年と比べると、入職者数は、運輸業，郵便業が 77.0千人増と最も増加幅が大きく、次いで不動産業，

物品賃貸業が 61.6千人増となっており、一方、サービス業（他に分類されないもの）が 168.2千人減と

最も減少幅が大きく、次いで宿泊業，飲食サービス業が 115.5 千人減となっている。離職者数は、卸売

業，小売業が 107.4千人増と最も増加幅が大きく、次いで不動産業，物品賃貸業が 32.5千人増となって

おり、一方、運輸業，郵便業が 37.7千人減と最も減少幅が大きく、次いで医療，福祉が 31.3千人減と

なっている。 

入職率をみると、宿泊業，飲食サービス業が 32.6％と最も高く、次いで生活関連サービス業，娯楽業

が 25.6％となっている。 

離職率をみると、宿泊業，飲食サービス業が 28.6％と最も高く、次いで生活関連サービス業，娯楽業

が 21.5％となっている。 

  入職超過となったのは 16大産業のうち 13産業（前年 12産業）、離職超過となったのは３産業（同４

産業）となっている。(図４、付属統計表２) 

 

図４ 産業別入職率・離職率（平成 27年） 

 

注： 産業の表章については主要産業のみとしている。 

       なお、鉱業，採石業，砂利採取業及び電気・ガス・熱供給・水道業については 21ページの付属統計表２に表章している。 
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図1-2　産業別入職率・離職率（平成27年）



　図1-3は、都道府県別の有効求人倍率です。全都道府県において、介護関係の職種は、全
職種平均の有効求人倍率を上回っています。一般的に大都市では介護職種の有効求人倍率が
極端に大きくなっています。東京では、4倍を超える数値となっています。 
　ところで、見方を変えると、職種計の有効求人倍率が1倍を超えると急に介護関係の職種
の値が大きくなっているように見えます。先ほどのスライドでも示しましたように、他職種
の雇用が増えると、そのしわ寄せが介護分野に及んでいるのだと思われます。有効求人倍率
の影響は、介護分野により大きく出ると考えておくべきです。介護分野の仕事に如何に興味
を持ってもらうかということが、この状況を打開する手段であるわけです。 

　図1-4は、退職者の離職理由を示しています。この質問は、複数回答なので、平均すると
2.3項目以上の理由が答えられています。その結果、理由としてあげられているのが、事業

!3

75歳以上人口は、都市部では急速に増加し、もともと高齢者人口の多い地方でも緩やかに増加する。各地域の高齢化の状況
は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。

埼玉県 千葉県 神奈川県 大阪府 愛知県 東京都 ～ 鹿児島県 島根県 山形県 全国

2010年
＜＞は割合

58.9万人
＜8.2%＞

56.3万人
＜9.1%＞

79.4万人
＜8.8%＞

84.3万人
＜9.5%＞

66.0万人
＜8.9%＞

123.4万人
＜9.4%＞

25.4万人
＜14.9%＞

11.9万人
＜16.6%＞

18.1万人
＜15.5％＞

1419.4万人
＜11.1%＞

2025年
＜＞は割合
（ ）は倍率

117.7万人
＜16.8％＞
（2.00倍）

108.2万人
＜18.1%＞
（1.92倍）

148.5万人
＜16.5%＞
（1.87倍）

152.8万人
＜18.2%＞
（1.81倍）

116.6万人
＜15.9%＞
（1.77倍）

197.7万人
＜15.0%＞
（1.60倍）

29.5万人
＜19.4%＞
（1.16倍）

13.7万人
＜22.1%＞
（1.15倍）

20.7万人
＜20.6%＞
（1.15倍）

2178.6万人
＜18.1%＞
（1.53倍）

○ 介護分野の有効求人倍率は、地域ごとに大きな差異があり、地域によって高齢化の状況等も異なる。

１（１０） 都道府県別有効求人倍率（平成26年12月）と地域別の高齢化の状況

注) 介護関連職種は、ホームヘルパー、介護支援専門員、介護福祉士等のこと。
【資料出所】 厚生労働省「職業安定業務統計」
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図1-3　都道府県別有効求人倍率(平成26年12月)

図1-4　過去働いていた職場を辞めた理由(複数回答)

社会福祉振興・試験センター「平成27年度　社会福祉士・介護福祉士就労状況調査」



所の運営への不満、職場の人間関係、収入の順となっています。事業所にとって、人件費を
アップさせることは、簡単なことではありませんが、他の事業運営や人間関係を改善するこ
とは、法人や事業所の経営者の根本的な業務ですし、マネジメントそのものでもあります。 

　図1-5では、退職の最大の理由を選択してもらっています。図1-４と5の二つのグラフを比
較すると、順番はほぼ一致しているのですが、「法人・事業所の理念や運営のあり方に不満
があった」とする第1位の項目の比率が大きくなっています。 
　そもそも経営とは、事業目的を達成するために、組織を構築し、方針を示し、資源を準備
し、業務手段を構築して、実施し、確認し、改善することを言います。その経営において、
組織を維持するために必要とされる、最初の行為が、理念と方針の明確化となるのですが、
この根本的なステップにおいて、「不満がある」とされているのです。退職者にとっては、
経営自体に問題があるということになります。 
　平成になってからのベンチャービジネスの台頭によって、企業経営の方法や経営者の手腕
が注目される時代です。介護の分野においても、単に利用者の満足のみを目標にする時代で
はありません。組織の要員を含めた利害関係者全ての満足を向上させていく経営を目指さな
ければなりません。残念ながら、この調査結果では、不満の内容までには、言及がありませ
ん。不満の内容は、運営方法自体が退職者の理想と異なるということかもしれません。しか
し、そこには退職者自身の理解の不足により、不満が生じているかもしれませんし、また、
経営者の本当の考え方が分からなかったのかもしれません。事務所に理念を掲げるだけでは、
不十分なことは、容易に理解できます。理念や方針というものは、経営者と従業員のコミュ
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社会福祉振興・試験センター「平成27年度　社会福祉士・介護福祉士就労状況調査」

図1-5　前の職場をやめた理由として最も大きな理由



ニケーションによって伝わっていくものです。その点でも、第二の項目である「職場の人間
関係に問題があった」となるのは、当然の結果かもしれません。 
　組織を維持することは、経営の根本です。これは、介護分野に依らず同じことではありま
すが、経営者は、経営のプロとして、活動することが必要でしょう。介護分野の知識とその
理想だけでは、従業員は、ついていけないということを示しているのでしょう。 

　図1-6は、介護分野に就職しなかった退職者の理由を示したグラフです。退職時の理由は、
主に人間関係に基づく不満ということですが、職場の選択では、自分自身の都合によるもの
となってきます。時間、体力、責任に関しての不安ということがあり、プラス給与が低いと
なっています。給与が低いことは、就職時に納得して仕事につくわけですから、退職の理由
となることは少ない結果となっているのでしょうけれど、求職時には大きな選択肢となって
います。また、特に、「仕事と家庭の両立が難しそうだった」と「夜勤や休日出勤など不規
則だった」を合わせると50%近くとなっています。求人の状況を変えいていくには、給与を
アップしていくことは、当然の目標として、勤務体系を整えて、ワークライフバランスを考
えた勤務体系を構築していくことが必要でしょう。本事業の目的でもある雇用管理改善が必
要だということが、このデータからもお分かりいただけると思います。 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図1-6　現在の職場として福祉・介護・医療分野を選択しなかった理由(複数回答)



 
　このグラフは、福祉・介護・医療分野への復帰意欲を尋ねたものです。 
半数以上の方は、復帰の可能性はあるという結果ですが、基本的には働きやすい条件が整え
ばとなっています。 
　グラフでは、現在、介護分野以外で働いている方の情報を区別して集計していますが、結
果に大きな差はありませんでした。 
そこで、再就職する際に重視する内容を尋ねたのが、このグラフです。 
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福祉介護分野以外で働いている者
現在就労していない者

福祉介護分野以外で働いている者
現在就労していない者

図1-8　復帰意欲がある人で再就業する際に重視すること(複数回答)



職場の雰囲気、勤務体制、仕事の内容、賃金が上位に入っています。退職理由とほぼ重なっ
ており、やはり、人間関係が重要ということになります。勤務体制、仕事の内容、賃金など
は、それぞれの事業所の業務内容や体制など、大きな問題が多数あるでしょうから、簡単に
体制を変えていくことは難しく、準備も含めて時間がかかるでしょう。けれども、職場の雰
囲気作りは、明日からでも取りかかることができます。働きやすい環境は、職場の雰囲気が
第一です。先ずは、初めてみる、続けていくことが大切でしょう。 

2. 介護分野における人材確保 

1) 職場の魅力をアップさせる 

　それでは、どのように職場の魅力をアップさせれば良いのでしょうか。 
　結局のところ、職場の魅力をアップさせることができるのは、経営者だけです。中間管理
職でもなく、従業員でもありません。職場の雰囲気は、経営者の雰囲気、やる気、仕事への
取り組み姿勢の写し絵です。従業員は、経営者を見ます。利用者第一と言っても、結局は、
経営者を見ているのです。経営者が、利用者だけをみて、従業員のことを重視しなければ、
従業員も、利用者だけを見て、事業所内のことを重視しなくなるでしょう。 
マネジネメントで掲げられる「顧客重視」は、従業員軽視ではありません。先ほど経営とは、
ということでご説明したように、組織は、サービスを開始する以前に必要な資源を整えなけ
ればいけません。その第一が人的資源です。利用者重視の前に、従業員の待遇や環境を整え
ることは、経営の重要な要素なのです。 
　今まで、資料でご説明してきましたように、職場の魅力をアップさせる基本的な要素は、
スライドのようになります。 
　仕事と生活の調和、すなわち、ワークライフバランスを整えること、仕事の質と量をマネ
ジメントすること、また、質と量に見合った賃金を準備すること、職場の人間関係は、経営
者の姿勢そのものである知って、常に関与し続けること、などです。経営に限定された範囲
はなく、また、底もありません。無限に広く、無限に深いのが経営でしょう。逃げることや、
考えることを放棄することは許されません。経営者が、現場の仕事に逃げることも許されま
せん。経営は、経営者しかできません。その責務を負うのが経営者ということです。能力の
有無ではなく、責任だということです。 
　介護職として、働きたいという方は、沢山おられるのです。必要なのは、彼らが就職を決
断できる条件を整えることです。今回の事業においても、「仕事が忙しいから、雇用改善に
は取り組めない」ということで断られる事業所が複数ありましたが、忙しくなる原因が、正
にその姿勢にあるということなのです。悪循環を引き起こす原因を作っているのも経営者で
あって、従業員でも、利用者でもないのです。 

2) 大量の潜在的人材 

　介護分野には、大量の潜在的人材がおられます。介護福祉士の登録者の半数が未就業となっ
ています。この人材を掘り起こしていくには、どのようにすれば良いのでしょうか。潜在的
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人材の掘り起こしは、一事業所のみで対応できる内容でもないのですが、できることは取り
組んでいく準備も必要でしょう。 
　そこで、潜在介護福祉士の再就業の制約要因をどう捉え、所在把握や復職促進の手法をど
のように考えるか？という議論になるわけですが、これは、国の検討会でも議論されている
事項です。 
　まず第一に、離職後においても、介護現場に再就業しやすい環境を構築を整えておくこと
が必要です。それには、離職後の介護福祉士登録者に対して、継続的な情報提供が必要とな
ります。会員情報誌などの形での情報発信も必要かもしれません。介護分野、介護業界と言っ
た介護職員のコミュニティーの中に、退職者を精神的に留めておくことも大切なのではない
でしょうか。また、介護は専門職であり、関連の仕事に従事する期間が空くと再就職に不安
が出てくることもあり、研修体制の構築なども望まれます。 
　また、介護福祉士の再就業の円滑化を測るために、介護福祉士について介護報酬上での評
価を進めたり、介護職員としての任用に必要な資格として位置付けるなど就業に当たっての
資格の価値を高めるべきだとの議論もあります。 

3) 雇用管理改善 

　介護職の賃金の問題は、広く認識されていると思います。離職の理由にもなっています。
また、介護職では結婚や出産などの将来設計が立たないとの話題もメディアでも取り上げら
れてりしています。 
　国も、介護報酬の見直しなどによって、支援の方法を検討する姿勢を見せてはいます。し
かし、このような環境自体の変化を待っていても、個別の事業所においては、人材確保の決
定打にはなりません。各事業所は、それぞれに努力をしていかなければなりません。介護報
酬の問題を言い訳にすることは、経営の放棄となってしまいます。 
　一般的な賃金アップのシナリオは、生産性の向上を図り、収益率の向上させ、雇用管理改
善の原資の確保することにで、給与・福利厚生の充実を達成するというものです。 
　介護業界の売上高人件費率と労働分配率を見てみると、訪問介護事業では、70.4%と72.7%
となっています。通所・短期入所介護事業では、売上高人件費率　60.6%、労働分配率　
64.8%となっています。設備投資が多い分、通所・短期入所介護事業の方が、数字が低く
なっています。 
　この数字を見ると、一般業種の労働分配率が40から60%と言われますので、介護分野は、
労働分配率の高い業界だということです。経営者が安い人件費で、介護職員をこき使って、
労働搾取をしているのではないことが良く分かる数字です。経営者は、可能な限りの資金的
資源を人件費に回しているのだということです。この状況で、介護職員の給与が低いと言わ
れても、経営者側からすれば、一生懸命、できる限りのことをしているということでしょう。

4) 労働分配率 

　ここでは、少し言葉の整理をしておきます。 
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　売り上げ人件費率は、総売上高に占める人件費の割合ということですが、労働分配率とは、
どのようなものかを説明しておきます。 
　労働分配率（%）は、人件費
を企業の生産活動で生み出した
付加価値で割った値です。生産
活動により生み出っされた付加
価値とは、大まかに単純化する
と、売上総利益にほぼ相当しま
す。売上総利益は、売り上げ額
×利益率のことですから、簡単
にすると、粗利益に相当します。
付加価値については、省庁によっ
て、多少の差異はありますから、
ここでは、大雑把な近似値と考えてください。 
　そうすると、労働分配率は、粗利益に占める人件費の割合ということになります。 
訪問介護のような設備投資の少ない業種では、必然的に人件費の割合が高くなります。極論
すれば、事務所にも電話があれば良いぐらいのことですから、売上高人件費率　70.4%で、
人件費以外の経費と少しの利益部分は、29.6%となっているわけです。労働分配率も72.7%
となっており、売上高人件費率と2.3%しか変わらないということですから、如何に粗利率
が高いかということになります。すなわち、製造原価が少ないということになります。 
この状況を前提にすると、労働分配率をアップさせて、資源を生み出すことは、難しいでしょ
う。これは、施設型の介護事業でも同じです。 
　もし、所属する事業所の労働分配率が、平均より明らかに低いということなら、一度、経
費の使い方を見直して見ることから始めなければなりません。 
　平均的な労働分配率を維持しているのであれば、人件費の総額は、決まってくるわけです
から、個人の給与をアップさせるには、二つの方法しかありません。一つは、人数を増やさ
ず売上高をアップさせること、もう一つは、売上高をそのままに人数を減少させること。も
ちろん、中間は、あり得ます。いずれにしても、一人当たりの労働生産性を向上させること
が必要になってくるのです。 
　日本の高度成長期の所得倍増計画と言われるものも、この労働生産性のアップにより達成
されました、製造業は、ロボットやオートメーションを導入し、建設業は、重機の導入を積
極的に行いました。今や、土方の活躍する場面はほとんどありません。ジョベルカーやブル
トーザーが行なっています。その結果、金ヶ崎やあいりん地区の日雇い労働者の仕事は激減
したのです。 
　介護業界も、新しい技術を取り入れてシステムを再構築するべき時期に来ているというこ
とです。全ての業務、プロセスを見直して、システムを再構築していくことが、業界にも、
経営者にも求められる時期だということでしょう。繰り返しになりますが、再構築の対象は、
全てです。介護現場の仕事だけではありません。経営管理、経費管理、事務作業、申請作業
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労働分配率（%）=人件費÷付加価値×100 
※ 付加価値≒売上総利益=売り上げ額×利益率 

労働分配率（%）=人件費÷粗利益×100 
通常40～60%程度



などの事務所での業務も含めた全てをリストラチャリングしていくのです。他の産業の通っ
た道なのです。 

5) 介護人材確保11の方向性 

　国は、介護人材確保のために、
11の方向性を示しています。 
その大半は、国として、また、
社会全体で取り組んでいくべき
課題を明確にしています。国の
やるべき内容は、積極的に協力
すべきことですし、また、国民
全体で関心を示しながら、進ん
でいかなければなりませんが、
ここでは、介護事業者が取り組
める内容について、コメントし
ておきます。 
赤文字で示している項目です。 
1.　3つの魅力~「深さ」と「楽しさ」と「広さ」~の発信 
2.　若者に選ばれる業界への転換 
9.　マネジメント能力・人材育成力の向上 
について、順番に説明していきます。 

6) 3つの魅力の発信「深さ」と「楽しさ」と「広さ」 

　退職者等の潜在的な介護職人材
の議論は、先ほどお話しましたが、
ここでは、未来の介護職を担う人
材への情報の発信ということが重
要だと言っています。その情報の
発信を介護現場から行うことを求
めているのです。厚生労働省や都
道府県などの行政からの情報だけ
では、介護職の十分な魅力は伝わ
らないので、介護現場から、将来
を担う人材へ直接発信してほしい
ということでしょう。また、保護
者や教員に向けても情報の提供を

!10



行い、理解を求めることが必要となっているということです。 
　介護というのは、新しい職場です。戦前はもちろん、高度成長期の頃までは、職業として
は認知されていませんでした。その世代の保護者や教員は、根本の部分で、理解ができてい
るかは疑問です。当然、現在の社会情勢ですから、介護の重要性は、認識しているはずです
が、自分の子供が仕事として選ぶ場合には、一言あるかもしれません。 
そこで、「深さ」と「楽しさ」と「広さ」という観点で、情報を現場から発信してほしいと
いうことです。 
　専門性に基づき高齢者の尊厳の維持と自立を支える「深さ」、自ら考え工夫した結果が利
用者の生活の質の向上につながり、また、地域のまちづくりにもつながる「楽しさ」、働き
方の選択肢の多様さや産業としての拡がりがあるというこ0とです。介護ということで、確
かに重要だと思いますが、この内容は、成長産業では、共通する内容です。35年前のパソ
コン、20年前のITの聡明期にも、同じことでした。PCやインターネットが科学者等の間で
利用され始めた頃に、その有用性に将来の可能性を見出した若者が新しいビジネスを創造し
ました。その将来の可能性が、この3つの魅力でしょう。その魅力を彼らが語ることによっ
て、より多くの人材が集まって来たのです。人も、ものも、お金も、情報も、全て誘惑によっ
て集まってくるのです。 
介護も、魅力を発信し、誘惑していかなければいけないのです。仕事がしんどいのは、ITで
も同じことです。しんどさなどより、未来の希望が叶うことを信じれることが必要です。 

7) 若者に選ばれる業界への転換 

　魅力ある情報の発信は、若者を集める強力な武器となります。そこで集まって来た若者に
対し、次は、業界として、また、会社として、選ばれなければなりません。 
現状を見ると、介護の仕事に興味を持つ若者も沢山いるはずです。少なくとも、見向きもさ
れない状況にはありません。若者の社会に役立ちたいという気持ちは、一般の社会人よりも
強いでしょう。しかし、その若者のかなりの割合が、現実には就職先として、他の業界を選
択していくのです。 
　若者に選ばれるには、やはり、経営者の意識、行動です。また、言葉は立派で、社会に貢
献していても、経営自体が旧態然としていては、若者の選択肢には入らないでしょう。経営
者の責任期間は、10から20年程度でしょうか。若者は、45年から50年となります。40年後
には、70歳定年は間違いないところでしょう。 
　そこで求められるのが「経営者の意識改革」です。経営者とは、経営を行うものです。組
織活動の全てを総合的にマネジメントすることが仕事です。近代の資本主義では、資本と経
営が分離されしたが、その以前から、経営と労働は分離して考えらています。経営者が労働
をする必要がないと言っているのではありません。経営をしましょうと言っています。 
　俗にいう中間管理職は、労働者の仕事です。経営者は、目的を達成するために組織を構築・
維持し、マネジメントすることが必要です。環境に適用して、マネジメントしていくことが
経営です。維持するという言葉も誤解しやすいですが、維持するとは、環境に合わせて、常
に変化していくことです。単なる変化でなく環境に合わせた変化ですから、大変なパワーが
必要となるわけです。経営とは、非常に大変な仕事です。環境変化に対応するわけですから、
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経営者の意識も常に新しいものを取り入れ、変化していかなければなりません。環境の変化
とは、利用者ニーズの変化であり、若者たちの意識の変化であるわけです。その変化を取り
込んでいくこと、それが経営者に求められる意識改革です。「仕事が忙しいから、改革でき
ない。」というのは、経営者としての経営意識の不足です。意識改革以前の問題とも言えま
す。 
　多様な人材の活用とは、通常の正規社員、フルタイム労働者以外の人材を活用していきま
しょうということです。国では、介護分野だけでなく、多様な働き方、多様な正社員の導入
を推進しています。先進的な企業では、この流れを積極的に取り入れ、さらに広報に活用し
ています。早かれ、遅かれ、取り入れていかざる得ないのです。特に大企業は、それを早期
に求められます。それならば、一番にやる方が広報戦略としては正しいのです。経営感覚と
は、そのようなものです。意識を変えて、取り組んでいくべきです。多様な人材とは、地域
限定正社員、時間限定正社員、職種限定正社員のことを言っているわけですが、介護の業界
に当てはめて見ましょう。大半の事業所では、全て当てはまっていませんか。意識を変えて、
積極的に制度化し、活用して、情報を発信していくことから始めましょう。 
　経営力の向上とは、ここでお話してきたように、経営の仕事を本質的に理解することから
始めなければなりません。日本の教育システムでは、優秀な労働者を育てる教育を行なって
いますし、世界トップクラスの成果も出ていますが、優秀な経営者どころか、経営の一部で
も教育されることはありません。大学であっても、同じことです。経営力の向上は、経営者
自らが自分で勉強していかなければなりません。OJTでやっていると言われるかもしれませ
んが、そのような悠長な時間はありません。従業員の身になってみれば分かりますね。様々
な書物があるわけですから、積極的に吸収すべきでしょう。介護の業界には、ケア・マネジ
メントという仕事があります。この仕事もマネジメントですから、経営と同じ流れでプロセ
スが進んでいきます。もし、経営者がケア・マネジメントの本質的な理解ができているなら、
組織のマネジメントも同じですから、理解も早いでしょう。ビジネスのマネジメントの基本
的なツールは、品質管理マネジメントシステム、QMSです。ビジネスのマネジメントの基本
として、8割程度は含まれています。是非、勉強してください。教科書となるのは、JIS 
Q9001規格です。書店で解説書がたくさん出ています。もちろん、規格書も販売されていま
す。 
　採用力向上も、経営者自身の経営力向上につながります。古代中国の王朝では、科挙とい
う官僚登用試験がありましたが、最終試験は、皇帝自らが試験を担当しました。皇帝直属の
官僚を採用し、皇帝に生涯の忠誠を誓わせるには、自らが試験を担当する必要があったとい
うことです。北宋末期には、登用に身分の区別がなくなり、一般庶民も高級官僚に成れまし
た。優秀な人材を全土から集めたいという皇帝の意志であったわけです。どうででょう、今
の介護業界と似ていませんか。 
　日本の高度成長は、機械化が支えました。アメリカのグルーバル化による成長は、IT技術
が支えています。では、介護の業界が、今の束縛を解き放ち、成長過程に入るには、何があ
るのでしょうか。一つは、IT化です。事務などの業務は総てIT化していくべきです。目指す
は、事務職0名です。極端でしょうか。できないと思えば、できるわけもないでしょう。今
の事業所の事務職の比率はどの程度でしょう。改善の余地はありませんか。もう一つは、介
護現場の道具や機械の導入です。道具でも、機械でも、うまく使うには訓練が必要です。そ
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の訓練をおろそかにして、使い物にならないと判断するようでは、未来は開けていけません。
きっと電卓とソロバンも同じことだったでしょう。ソロバンの達人は、電卓より早く計算で
きるでしょう。しかし、達人は採用できないけれど、電卓を使う人は簡単に採用できます。
ITも、道具も、機械も、失敗もあれば、成功もある。それを受け入れて導入していくのが、
経営者の責任なのです。未来に適用する経営をすべきなのです。 

8) マネジメント能力・人材育成力の向上 

　マネジメントとは、運用管理と訳されることが多く、また、経営とも訳されます。 
意味的には、経営はビジネス全体を担う組織に使われますし、マネジメントは、もう少し限
定されたシステムやプロセスに対して使われます。 
　経営の話は、ここまでにしてきましたので、ここでは、少し限定されたマネジメントの話
として、説明しておきます。 
　マネジメント能力の向上と言っても、どのようにするのかが理解しにくいですので、マネ
ジメントの対象となるシステムやプロセスの話からしておきます。業務は一つ一つの手順の
つながりによって構成されます。その中の手順の一つ、または、まとまりをプロセスと言い
ます。そのプロセスの意味のあるつながりをシステムといいます。業務では、その手順のつ
ながり、すなわちプロセス、または、システムを手順書として作成します。プロジェクトと
して、業務を行う場合は、計画書として作ることもあります。介護現場の場合、プロジェク
トとして、利用者が対象となり、計画書として、ケア・プランが作成されます。その作成を
ケア・マネージャーが行い、その行為をケア・マネジメントと言っています。ケア・マネジ
メントでは、アセスメントがあり、短期・長期の目標が設定させ、手段が計画され、実施さ
れ、定期的に確認され、見直しが行われて、目標、たいていの場合は自立に向けて進んでい
きます。 
　これは、一般の業務でも同じです。介護では、すでにマネジメントの基本要素を使って業
務を行なっているのですから、これを適用して、他の業務目的に対しても実施すれば良いの
です。マネジメント能力の向上の第一歩は、手順書の作成ということでしょう。運用するも
のがなければ、管理もできない。マネジメントもできないということです。能力以前の問題
です。 
　人材育成力を向上させるにも、具体的な目標を設定すること、その目標を達成するための
手段として、実施可能な方法を構築すること、その手段を実行するための資源、すなわち、
時間、資金、もの、情報を提供すること、そして実施することとなってきます。 
結局のところ、全て、経営者の経営姿勢につながっていくのです。組織は経営者の写し絵で
す。経営者が時代にあった経営感覚を常に維持していくことが重要なのだということです。
自分はできていると思っておられるでしょうけれど、ならば、人材不足は解消しているでしょ
う。環境を理由にすることは、経営の放棄です。まだまだ、やれることはたくさんあるはず
なのです。 
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3. 今回、話題に上がった雇用管理改善につながる可能性を考えられた取組み・
技術 

　本事業では、雇用管理改善を行ううえでの有効な手段として、介護ロボットの導入やICT
を活用したペーパーレス化などが挙げられています。ここでは、先進的な取組とされる技術
や商品について、説明します。 

1) 介護ロボット 

　介護ロボットは、介護現場において職員の負担軽減を図る技術として、活用が期待されて
います。しかし、このような新しい技術は、受け入れられるには、事業所の経営者、介護職
員の理解、及び利用者及び家族の理解が必要でもあり、少なからずの時間が必要です。介護
ロボットは、利用対象が高齢者であったり、障害者であったりする対人ロボットです。製造
業の産業ロボットと違い、取扱い対象が同じ条件でなく、多様なことが特徴です。介護ロボッ
トを実用化するためには、まず、安全性が第一条件となります。そして実用性が確認される
ことが必要でしょう。その上で、コスト面から市場性の確保が必要となります。これらのハー
ドルは、いずれも非常に高く、ビジネスとして成立してる商品はほとんどありません。乗り
越えるべき課題は多く、特に介護現場で、介護職員が利用メリットとデメリットを比較した
場合に、プラス面を直感的に感じられるのか、また、導入コストが経営面でメリットを感じ
られるのかと言うようなことがあげらるでしょう。 
　これら市場性・安全性・実用性の問題は、開発・製品化の大きな足枷になっています。こ
れを克服するためには、ニーズ指向、低価格化、大量供給が必要となってきます。平成25年
度より経済産業省、また平成27年度は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の事業とし
て、「ロボット介護機器開発・導入促進事業」を実施しています。経済産業省と厚生労働省
は「ロボット技術の介護利用における重点分野（平成26年2月改訂）」を公表しており、重
点分野のロボット介護機器の開発・導入の支援を行うことにより、要介護者の自立促進や介
護従事者の負担軽減を実現し、ロボット介護機器の新たな市場の創出を目指しています。 
　ここでは、経済産業省と厚生労働省が策定した「ロボット技術の介護利用における重点分
野」で取組まれる5分野8項目について、説明します。（参考：http://www.meti.go.jp/
press/2013/02/20140203003/20140203003.html） 

(1) 移乗介助 

　介護従事者の動作をアシストするロボットで、代表的な形態として、介護者が機器を装着
して使用するパワーアシスト機能を持つ機器ロボットと抱え
上げ動作の代行を行う非装着型の機器があります。 

‣ ロボット技術を用いて介護従事者のパワーアシストを行う
装着型の機器 

　装着型は、介護従事者が装着して用い、ベッド、車いす、
便器の間の移乗において、移乗介助の際の腰の負担を軽減
することを目的として利用されます。利用においては、介護
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従事者が一人で着脱可能であることが求められます。 
（代表的な機器） 
- 移乗介助支援用ロボットスーツHAL（ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ株式会社） 
- 介護用マッスルスーツ（株式会社菊池製作所） 

‣ ロボット技術を用いて介助者による抱え上げ動作のパワーアシストを行う非装着型の機
器 

　介護従事者による抱え上げ動作の全部又は一部のパワー
アシストを行い、移乗開始から終了まで、介助者が一人
で、ベッドと車いすの間の移乗を行います。 
（代表的な機器） 

- 移乗サポートロボット Hug T1（富士機械製造株式会
社） 

- 離床アシストベッド（パナソニック株式会社） 
- ROBOHELPER SASUKE（マッスル株式会社） 
- メカトロニクス技術を活用した移乗アシスト装置（株
式会社安川電機） 

(2) 移動支援 

‣ 高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロボット技術を用いた歩行支
援機器 

　高齢者等の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬で
きる屋外型の歩行支援機器です。 
使用者が一人で用いる4輪以上の手押し車型（歩行車、シ
ルバーカー等）の機器で、高齢者等が自らの足で歩行す
ることを支援します。荷物を載せて移動することができ、
モーター等により、移動をアシストします。 
（代表的な機器） 

- 歩行アシストロボット（株式会社カワムラサイクル） 
- 歩行アシストカート（RT.ワークス株式会社） 
- おたすけ歩行車（アズビル株式会社） 
- 段差および凹凸対応の歩行支援器（株式会社今仙技術研究所） 
- 外出支援アクティブ歩行補助車（日本精工株式会社） 
- アシスト機能付き移動・持ち物運搬支援モビリティ（株式会社シンテックホズミ） 
‣ 高齢者等の屋内移動や立ち座りをサポートし、特にトイレへの往復やトイレ内での姿勢
保持を支援するロボット技術を用いた歩行支援機器 
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　標準的な家庭のトイレの中でも、特別な操作を必要と
せずに使用でき機器で、一人で又は一人の介助者の支援
の下で、使用者が自らの足で歩行することを支援します。
食堂や居間での椅子からの立ち上がりやベッドからの立
ち上がりを主に想定し、使用者が椅座位・端座位から立
ち上がる動作を支援します。 
（代表的な機器） 

- 電動立ち上がり補助機能付き歩行器（株式会社ミツバ）

-メカトロニクス技術を活用した屋内移動アシスト装置
（株式会社安川電機） 

(3) 排泄支援 

‣ 排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整
可能なトイレ 

　室内での設置位置を調整可能で、排泄物のにおいが室
内に広がらないよう、排泄物を室外へ流す、又は、容器
や袋に密閉して隔離することができます。 
（代表的な機器） 

- 居室設置型移動式水洗便器（TOTO株式会社） 
- 真空排水式排泄アシスト水洗ポータブルトイレ（アロ
ン化成株式会社） 

- wells可変移動式水洗トイレ（積水ホームテクノ株式会社） 
- 自動ラップ式排泄処理システム(日本セイフティー株式会社) 

(4) 認知症の方の見守り 

‣ 介護施設において使用する、センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機
器のプラットフォーム 

　昼夜問わず、複数の要介護者を同時に見守り、施設内各所
にいる複数の介護従事者へ同時に情報共有することが可能で
す。要介護者がベッドから離れようとしている状態又は離れ
たことを検知し、介護従事者へ通報します。また、認知症の
方の見守りプラットフォームとして、機能の拡張又は他の機
器・ソフトウェアと接続ができます。 
（代表的な機器） 

- 認知症の方の見守りエージェント型ネットワークロボット
（ピップ株式会社） 
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- FG視覚センサをもちいた認知症患者用非接触ベッド見守りシステム（株式会社イデアク
エスト） 

- シルエット見守りセンサ（キング通信工業株式会社） 
- 3次元電子マット式見守りシステム（ノーリツプレシジョン株式会社＜旧会社名：NKワー
クス株式会社＞） 

- スマートラバーセンサとカメラを併用した見守りプラットフォーム（東海ゴム工業） 
- 見守り機能型服薬管理支援（クラリオン株式会社） 
- 高齢者見守りシステム市場化（株式会社スーパーリージョナル） 
- マルチ離床センサー対応型介護施設向け見守りシステム（株式会社ブイ・アール・テクノ
センター） 

‣在宅介護において使用する、転倒検知センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を
用いた機器のプラットフォーム 

　暗所に対応し、浴室を含む複数の部屋を同時に見守ることができ、要介護者が端末を持
ち歩く又は身に付ける必要はありません。要介護者が転倒したた場合、介護従事者へ通報
できます。また、要介護者の生活や体調の変化を検知し、介護従事者へ情報共有できる機
能を持っています。さらに、認知症の方の見守りプラッ
トフォームとして、機能の拡張又は他の機器・ソフト
ウェアと接続ができます。 
（代表的な機器） 

- 独居高齢者の見守り・転倒検知システム（株式会社
ネットワーク21） 

- 3次元電子マットを用いた在宅介護見守りシステム
（ノーリツプレシジョン株式会社） 

- 転倒検知センサー（旭光電機株式会社） 
- レーダー技術を用いた安心見守りシステム（転倒検
知　在宅支援）（株式会社CQ-Sネット） 

- 在宅介護における転倒検知や転倒予防を行う見守りロボット（富士ソフト株式会社） 
- カメラ組込み型画像認識見守りプラットフォーム（株式会社レイトロン） 
- 浴室・トイレ内事故検知通報システム（株式会社イデアクエスト） 

(5) 入浴支援 

‣ ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を支援する機器 
　一人で又は一人の介助者の下で、要介護者の浴室か
ら浴槽への出入り動作、浴槽をまたぎ湯船につかるま
での一連の動作を支援でき、少なくとも胸部まで湯に
浸かることができます。取り外し又は収納・片付けは、
一人でできるように工夫されています。また、特別な
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工事は必要ありません。 
（代表的な機器） 

- Wells可変入浴支援機器（積水ホームテクノ株式会社） 
(6) その他 

　この他、コミュニケーションや癒しを目的としたロボットもあります。 
（代表的な機器） 

- メンタルコミットロボット パロ（株式会社知能システム、独立行政法人産業技術総合研
究所） 

- 小熊型ソーシャルロボット（株式会社富士通研究所） 

2) ICT（Information and Communication Technology） 

　経済産業省ではITと言い、同義語です。インターネットの普及により、様々な分野でグロー
バル化が進行し、その原動力としてICTがあげられる。ICTは、業務の広い範囲で生産性の
革新を産み、経済発展に活用されています。今や、ICTの導入無くして、事業マネジメント
はできなくなってきています。 
　介護分野は、団塊の世代が後期高齢者にな理、介護職が38万人不足すると予測されてい
る2025年問題があり、慢性的な人材不足が続いている。介護業界は、国の政策によりサー
ビス価格が設定されるので、一般のビジネスとは収益モデルが異なる側面がある。顧客ニー
ズが非常に高いにもかかわらず、価格が上昇しない構造を持っています。ビジネス的に考え
ると、収益を向上させるには、支出を抑制しなけれいけないことになりますが、多数の事業
所では、節約程度の取り組みに限られていたり、あるいは、人件費の抑制に流れていたいり
しています。このため、人材の確保には、当然ながら苦労する状況がみられています。 
　介護業界においても、高度成長期の製造業や建設業が経験したように、先進技術の導入に
より生産性の向上をはかり、人件費アップの資源を確保し、また、労働負荷の低減を図る必
要があることは、疑う余地もありません。 
　この先進技術として、本事業では、介護ロボットを紹介していますが、現状では、まだ十
分な実用性が確保されているとは言い難いでしょう。反面、ICTは、すでに多様な分野で利
用されており、実用性を持っています。収益の上限が決められるなか、事業所が人材を確保
してサービスを提供するには、生産性の向上を図ることで、分配可能な財源を確保し、現場
で働く介護職員の負担を軽減していくことで、魅力ある職場づくりに取り組むことが必要で
す。その手段として、最も期待できるのがICTの活用です。 
　介護分野では、他分野に比べて、ICTの活用は進んでいませんが、積極的に取り組む事業
所も徐々に増えてきています。また、ICTとして、アプリケーションを提供する企業も順調
に顧客数を増やしていることから、今後の展開にも期待ができる状況になっています。既に
導入し、活用している事業所では、要介護者の情報共有によりチーム介護の質向上、残業削
減、書類作成の効率化といった成果も見られます。しかし、介護は何よりも人が行うことが
大切という意識をもつベテランの介護職員や管理者も多く、介護現場へのICT導入は、道半
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ばというのが現状です。本事業では、介護の理念・理想とICT導入は、相反関係になく、両
立するものであること、経営及び管理の効率化とサービス提供の質向上は、本質的に同じ目
標であることを理解いただくことを目標にしています。 
　介護分野のICTサービスには、介護システム、高齢者見守りサービス、健康管理サービス
などがありますが、高齢者見守りサービス、健康管理サービスについては、介護ロボット分
野としても取り上げられていますので、ここでは、介護システムでのICTについて、シェア
の高い「カイポケ」を例として、商品・サービスを紹介します。 

‣ カイポケ（エス・エム・エス）（http://ads.kaipoke.biz） 
　居宅介護、通所介護、訪問介護、通所リハビリレーション、訪問看護、サービス付き
高齢者住宅、福祉用具貸与、福祉用具販売、放課後等デイサービスに対応した介護支援
ソフトです。支援内容としては、請求業務（事業形態ごとのレセプト作成、口座振替な
ど）、経費関連（給与計算、会計・経理処理など）、情報関連（マイナンバー管理、文
書管理、経営管理など）、営業支援（営業支援、デザイン作成、ホームページ作成、印
刷など）、開業支援（開業管理、商圏調査、指定申請など）となっており、業務全般の
利用が期待できます。 

　この他、介護システムの参入企業としては、次の企業があります。 
- エオス 
- エヌ・ティ・ティ・データ 
- エヌ・デーソフトウェア 
- エムウィンソフト 
- カーネル 
- カナミックネットワーク 
- ジャニス 
- ニップクケアサービス 

- 日本ケアコミュニケーションズ 
- ノエシス 
- ビーシステム 
- 富士通 
- 富士データシステム 
- ユニコン 
- ワイズマン 
-

3) マネジメントシステム 

　介護分野でマネジメントシステムとして利用できる規格は、ISO9001:2016（JIS 
Q9001:2016）品質マネジメントシステム（QMS）が最適と考えられます。この規格は、製
造・サービス提供を行う事業所全てに適用できます。当然ながら、全ての介護分野の事業所
にも提供することができます。品質マネジメントシステムは、経理業務以外のほとんどの業
務について、提供することを前提にしています。 
　業務をシステム化する上では、品質マネジメントシステムは、非常に優れた教科書となり
ます。しかし、品質マネジメントシステムを導入している企業の多くでは、本来の機能を十
分に活用できていないように感じます。業務をシステム化していくには、経営者の強力なリー
ダーシップ、従業員教育、そして継続的な努力が必要になります。システムを維持すること
は、システム構築よりも難しく、一部の破綻から、価値の薄いものになっていくのです。そ
の結果、システムは形骸化して、組織化された活動ができなくなっているようです。 
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　システムの維持には、相当な努力が必要ですが、具体的には、経営者の関与とシステム管
理責任者の努力です。システム管理責任者は、専門知識も必要ですし、時間も必要です。す
なわち、人的な費用負担があるということです。この費用負担を、経営者が無駄だと考えて、
他の業務を増やし、システムの維持に掛かる時間を削減するので、結果的にシステムが維持
できなくなってくるのです。ですから経営者は、短期的な視点でなく、中期的な思考を持ち
システムの活用に取り組む必要があります。 
　品質マネジメントシステムに代表される経営管理システムは、業務の根幹をなし、業務改
善の基礎を築くことができるでしょう。改善するには、現状が把握できてこそ、はじめるこ
とができるのです。これは、同じマネジメントであるケアマネジメントでも行われる内容で
す。介護職種の皆さんは、ご存知のように利用者のケアマネジメントを始めるには、まず、
アセスメント（事前調査）を行います。現状の把握ができてこその改善であり、効果の確認
ができるわけです。業務改善でも同じです。品質マネジメントシステムは、業務改善を行う
ことを目的に導入することを前提にしています。導入時には、手順の確立や文書化など煩雑
な作業が必要ですが、それを持ってアセスメントが実施され、改善の糸口となります。そし
て、改善は、未来に渡って継続的に行なっていきます。この段階において、維持管理が疎か
になるのは、非常にもったいないことと言わざる得ません。品質マネジメントシステムの考
え方を隅々まで行き渡らせ、活用することができれば、本事業の目的である雇用管理改善に
つながってきます。業務の効率化は、生産性の向上に繋がり、さらに、人的資源の効果的な
活用、効率的な運用は、雇用管理改善を必要としてくることでしょう。雇用管理改善とは、
品質マネジメントシステムにおける、資源活用であり、教育です。経営者は、事業を展開す
るにあたり、必要な力量を有する人的資源を確保することが求められています。 
　マネジメントシステムは、ICTの導入によってなされるものではありません。マネジメン
トシステムをより効率的に運用するために、ICTを導入するのであって、順番が逆になって
は、本来の意味を見失うことになります。マネジメントシステムは、経営者が利用する組織
運営の強力な武器であるのですから、その本来の活用方法を身につけた上で、より効率を求
めるために、ICTを活用することになるでしょう。効果という点では、ICTがあっても、な
くても、同じことができなければいけません。ICTを導入したからといって、有効なマネジ
メントシステムを持たない組織が、効果を享受できるわけではないのです。 
　介護分野は、大きなニーズがあり利用者を確保するのに苦労する業界ではありません。ま
た、業務の内容は、ほぼほぼ国の基準に従って行うこととなっているのですから、企業間競
争も一定の枠内で行われています。顧客とサービスが同じ条件で経営していくとなれば、必
然、経営管理の効率性が企業の命運を分けることになります。事業者は、より効果的かつ効
率的な仕組みを追求する必要が生まれてくるのです。これに対応して、ICTやロボットなど
の先進技術を取り入れようとする事業所が出てきています。自分の事業所とは、縁遠い所の
話題と思わず、必然として考えていただきたいと思います。少なくとも、マネジメントシス
テムを導入していくことは、全ての事業所において可能です。 

4. 有効に利用できる助成金制度 
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1) 職場定着支援助成金(個別企業助成コース) 

‣ 平成28年10月19日より保育事業を営む事業主への助成を拡充 
　雇用管理制度の導入などを通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成す
るもので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と、魅力ある職場の創出を目的として
います。また、介護事業主が介護福祉機器等を導入した場合や、保育分野および介護分野に
おける人材不足を解消するため、保育事業主や介護事業主が保育労働者または介護労働者の
職場への定着の促進に資する賃金制度の整備などを通じて、労働者の離職率の低下に取り組
んだ場合も助成の対象となります。 

(1) 雇用管理制度助成 

　事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処 遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター
制度、短時間正社員制度(保育事業主 のみ))の導入・実施を行った場合に制度 導入助成(1制
度につき10万円)を、雇用 管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場
合に目標達成助成(60万円)を支給します。 

(2) 介護福祉機器等助成 

　介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入
し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入
費用 の1/2(上限300万円)を支給します。 

(3) 保育労働者雇用管理制度助成  

(4) 介護労働者雇用管理制度助成 

　保育事業主または介護事業主が、保育労働者または介護労働者の職場への定着の促進に資
す る賃金制度の整備(職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるものの
整備)を行った場合に制度整備助成(50万円)を支給します。賃金制度の適切な運用を経て、保
育労働者または介護労働者の離職率に関する目標を達成した場合、計画期間終了1年経過 後
に目標達成助成(第1回)(60万円)を、計画期間終了3年経過後に目標達成助成(第2 回)(90万円)
を支給します。 

雇用管理制度
助成 

(1)制度導入
助成 

労働協約又 就業規則に以下 制度を定め、実際に導入した場合  
① 評価・処遇制度 .....................10万円 
② 研修制度 .................................10万円 
③ 健康づくり制度......................10万円 
④ メンター制 度.........................10万円

(2)目標達成
助成

(1)の助成金を受けた事業主が、計画期間終了から1年経過後 離職
率について、厚生労働省が定める目標を達成した場合.................60万
円

介護福祉機器
等助成

介護労働者 労働環境の改善のために介護福祉機器の導入等を行っ
た場合................導入に要した費用 1/2　(上限 300万円 )
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2) キャリアアップ助成金 

‣ 非正規雇用労働者のキャリアアップに取り組む事業主を支援 
　有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者（以下
「有期契約労働者等」という）の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取
組を実施した事業主に対して助成をするものです。本助成金は次の３つのコースに分けられ
ます。 

(1) 有期契約労働者等正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コー
ス」 

(2) 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」 

(3) 有期契約労働者等の賃金規定等の改定、健康診断制度の導入、賃金規定等の共通化、週
所定労働時間を延長し、社会保険加入ができるようにすることを助成する「処遇改善コー
ス」 

介護労働者雇
用管理制度助
成

(1)制度整備
助成

雇用管理責任者を選任し、労働協約又 就業規則を変更することに
より賃金制度を 整備(賃金テーブル 設定等)した場合.....................50
万円

(2)目標達成
助成(第1回) 

(1) 助成金を受けた事業主が、計画期間終了から1年経過後離職率
について、厚生労働省が定める目標を達成した場合 ......................60
万円

(3)目標達成
助成(第2回)

(1)及び(2) 助成金を受けた事業主が、計画期間終了から3年経過後 
離職率 について、厚生労働省が定める目標を達成した場合....90万
円

助成内容 助成額 ( )は中小企業以外の額

正社員化 
コース

有期契約労働者等を正規
雇用労働者・多様な正社
員等に転換または直接雇
用した場合

① 有期→正規:1人当たり60万円(45万円) 
② 有期→無期:1人当たり30万円(22.5万円) 
③ 無期→正規:1人当たり30万円(22.5万円) 
④ 有期→多様な正社員(勤務地・職務限定、短時間、正社員)：1人当
たり40万円(30万円)  

⑤ 無期→多様な正社員：1人当たり10万円(7.5万円) 
⑥ 多様な正社員→正規：1人当たり20万円(15万円) 
※派遣労働者を派遣先で正規雇用等として直接雇用する場合、 
　①③ 1人当たり30万円(中小企業以外も同額)加算 
　④⑤ 1人当たり15万円(中小企業以外も同額)加算 
※母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、 
　若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場
合　①1人当たり10万円(中小企業以外も同額)加算　②～⑤5万円(中
小企業以外も同額)加算
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、 
　④⑤ 1事業所当たり10万円(7.5万円)加算
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3) 業務改善助成金 

‣ 中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援 

(1) 業務改善助成金の概要 

　業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い
賃金（事業場内最低賃金）の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資（機
械設備、POSシステム等の導入）などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場
合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。 

(2) 支給対象者 

　全国47都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・
小規模事業者が対象となります。 

(3) 支給の要件 

1. 賃金引上計画を策定すること  

人材育成 
コース

有期契約労働者等に 
• 一般職業訓練(Off-JT) 
• 有期実習型訓練(「ジョ
ブ・カード」を活用し
たOff-JT+OJT) 
• 中長期的キャリア形成
訓練(専門的・実践的な
教育訓練)(Off-JT) 
を行った場合

Off-JT《1人当たり》 
• 賃金助成：1時間当たり800円(500円) 
• 経費助成：一般職業訓練、有期実習型訓最練大30万円 (20万円) 
• 中長期的キャリア形成訓練(有期実習型訓練後に正規雇用等に転換さ
れた場合) 最大50万円 (30万円)　※実費を限度 
OJT《1人当たり》 
• 実施助成:1時間当たり800円(700円)

処遇改善 
コース

有期契約労働者等に次の
いずれかの取組を行った
場合 
① すべて又は一部の基
本給の賃金規定等を
改定し、2% 以上増
額させた場合 

② 正規雇用労働者との
共通の処遇制度を導
入・適用した場合

① 賃金規定等改定 
‣ すべての賃金規定等改定：対象労働者数が 
1～3人：10万円(7.5万円)　4～6人：20万円(15万円)　7～10
人：30万円(20万円)　11～100人：3万円(2万円)×人数 

‣ 雇用形態別、職種別等の賃金規定等改定：対象労働者数が 
1～3人：5万円(3.5万円)　4～6人：10万円(7.5万円) 7～10人：
15万円(10万円)　11～100人：1.5万円(1万円)×人数 

※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり20
万円(15万円)加算 

③ 3週所定労働時間を
25時間未満から30時
間以上に延長し社会
保険を適用した場合

② 共通処遇推進制度 
‣ 法定外の健康診断制度を新たに規定し4人以上実施 
：1事業所当たり40万円(30万円) 

‣ 共通の賃金規定等の導入・適用 
：1事業所当たり60万円(45万円)  

③ 短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30 時間以上に
延長：1人当たり20万円(15万円)
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　事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる（就業規則等に規定）  
2. 引上げ後の賃金額を支払うこと  
3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用
を支払うこと（ ⑴ 単なる経費削減のための経費、⑵ 職場環境を改善するための経費、
⑶ 社会通念上当然に必要となる経費は除きます。） 

4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと 　　　など 

(4) 助成額 

　申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上
のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します（千円未満端
数切捨）。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が
定められていますので、ご注意ください。 

※生産性要件を満たした場合の助成率：3/4(常時使用する労働者の数が企業全体で30人
以下の事業場にあっては4/5) 

(5) 生産性向上に資する設備・機器の導入例 
‣ リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 
‣ インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化 
‣ 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化 
‣ 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上　　など 

4) 経営革新支援事業 

最低賃金上昇等に伴い固定費が増大する中、中小企業者が、経営の向上を図るために新 た
な事業活動を行う経営革新計画の承認を受けることで、低利の融資制度や信用保証の特例 
など多様な支援を受けることができます。 

5) 所得拡大促進税制 

青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、下記1~3の全ての要件を満たした場合
に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%(中小企
業者等は20%)が上限)できる制度です。 

申請コース区分 事業場内最低賃金 引上げ額 助成率 上限額

30 円コース 750円未満 30円以上 7/10（常時使用する労働者の
数が企業全体で30人以下の事
業場にあっては3/4※）

50万円

40 円コース 800円未満 40円以上 70万円

60 円コース 1,000円未満 60円以上
1/2（常時使用する労働者の
数が企業全体で30人以下の
事業場にあっては3/4）

100万円

90 円コース 800円以上1,000円未満 90円以上 7/10（常時使用する労働者
の数が企業全体で30人以下
の事業場にあっては3/4※）

150万円

120 円コース 800円以上1,000円未満 120円以上 200万円
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【要件】 
①雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上
になっていること 

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること 
③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること 

6) 賃上げ企業に対する補助金等 優先採択を認める事業 

　経済の好循環を実現し、アベノミクスの効果を全国津々浦々まで浸透させるため、給与総
額を上げた又は上げる企業・処遇改善に取り組む企業を、補助金採択審査において加点しま
す。 
対象となる方 
・(最低賃金 引上げにより)従業員 賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者 
・企業による従業員向けの教育訓練費支出総額が給与支給総額の1%以上を占める中小企業・
小規模事業者 
※補助金 対象について 、個別 予算事業ごとにご確認ください。 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５（１）『賃上げを実施する企業に対する税制上の優遇措置を知りたい』 

 

所得拡大促進税制 
                                            

               

                                  

 
対象となる方  
 適用要件を満たす、青色申告を行う全ての法人・個人事業主が所得拡大促進税制を活用すること
ができます。(業種による制限はありません。)  
支援内容  
基準事業年度から一定割合以上、雇用者給与等支給額（国内雇用者に対する給与等の支給額の総額）

を増加させる等の要件を満たした場合、増加の10％を法人税(個人の場合は所得税)から税額控除を受けること
ができます。（上限は法人税額の 10％（中小企業者等は 20％））  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ご利用方法  

制度利用に際して、事前申請は必要ありません。確定申告の際、申告書に明細書を添付してくだ

さい。明細書は、下記ホームページでダウンロード可能です。  
適用要件  
 ご利用にあたっては、下記の3つの要件を全て満たす必要があります。 
○まずは「適用年度」、「基準事業年度」、「前事業年度」の3つの事業年度について確認します。  
・ 適用年度・・・・・・・実際に税制の適用を検討している事業年度をいいます。 

 
・ 基準事業年度・・・平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年     

       度直前の事業年度をいいます（基準事業年度は、適用1年目でも、2年        
    目以降でも、また適用3年目に初めて使用する場合も変わりません）。  

  
・ 前事業年度・・・・・適用年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。  

 
＜要件①＞雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合増加していること。  

「雇用者給与等支給額」とは、適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額
に算入される「国内雇用者」（役員及びその特殊関係者を除いた、当該法人の国内の事業所に勤
務する全ての雇用者）に対する「給与等」の支給額をさします。適用年度の雇用者給与等支給額
が、基準事業年度の雇用者給与等支給額（「基準雇用者給与等支給額」といいます）と比較して
一定割合（※１）以上増えていることを確認します。 

 

従業員への給与等の支給額を基準事業年度から一定割合以上増加させた場合、増加額の
10％を法人税等から税額控除を受けることができます。 

雇用者 

給与等 

支給額 
平成 24年度 

（基準事業年度） 

平成 26年度 

（前事業年度） 

平成 27年度 

（適用年度） 

 

増加額の 10％

の税額控除 

 

24年度から 

の増加額 

【要件①】 

【要件②】 

前年度以上 

【要件③】も 

満たせば 

図：適用のイメージ 



第2部　有識者の議論から 

1. 介護における生産性の向上や業務効率化の必要性について 

●介護施設のすべての職種に対して適用することができるだろうか。 

【永原委員】 
事務、介護、ＯＴ、ＰＴ、相談員には適用できると思いますが、看護師などの医療職系はＩＣ
Ｔ化しにくい部分ではないかと思います。 

【坂本議長】 
周辺業務と言われているものに関しては、多分かなり効率化ができると思います。一方で、ど
うしても経験や勘などの属人的な部分に依存せざるを得ない業務内容に関しては、多分、限界
があるのではないかと思います。必要であるということと適用できるかというのは、分けて考
えたほうがいいと思います。 

【宮崎委員】 
介護職の事務的な部分や、リフト、夜間のセンサー、起き上がりのときのシステムなどに適用
できるのではないでしょうか。現場で人が全てやらなければいけないと思っていた作業が随分
集約できると思います。 

【早田委員】 
適用できる職種や業種はたくさんあると思います。まず業務内容自体を洗い出しすることが必
要だと思います。 

【永原委員】 
業務の効率化という意味ではICTの部分も大事だとは思いますが、それ以上にIoTの部分を推
進できれば記録作業などが減り、かなり業務自体の生産性は向上すると思います。ネット環境
を通して情報が集積され、そのまま資料として使えるようになればベストだと思います。せっ
かくペーパーレスに向かっているので、監督する側にもあわせて同じような考え方をしてほし
いと思います。 

【福田委員】 
サービス種別や規模で業務フローが全く異なるということを前提にして、全ての職種に対して
適用すべきだと思います。事業所が記録を電子化しても、行政側がそれを紙に打ち出せとか、
そもそも電子化はいいところとだめなところがあるとか言います。行政側の問題というのは非
常に大きいと認識しています。 

【坂本議長】 
そもそも何のための記録なのか。目的と方法がひっくり返りつつある中で、監査のための記録
という状態で仕事が追い込まれているとしたら、それは行政として考えるべきだと思います。
実際、先進事業所とか訪問していても、ペーパーレスでいいとおっしゃっている行政もあるこ
とをお聞きしましたけれども、監督上の問題として、監督の仕方が悪いから現場にしわ寄せが
行っているのであれば、監督する側が効率化すべきだと思います。もちろん公費が入っていま
すので監査は必要ですが、監査のための記録であれば再考すべきだと思います。 
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【永原委員】 
音声認識もかなり進んでいますので、やがて、話せばそのまま記録に飛ぶようになると思いま
す。クラウドサービスも使って、監督する側と監督される側がサービスを共有すれば、リアル
タイムで見ることができ、簡素化することができます。お互いに無駄な仕事をしなくていいの
です。 

●介護サービスと生産性向上や効率は両立するだろうか。 

【宮崎委員】 
介護サービスでも、本当に必要なことと、何となく監視している部分があるように思います。
本当に必要な時だけ動き、不必要な部分はカットし、その力を別のところに回す。介護の一番
難しい現場の部分でも、生産性と介護サービスの向上が両立すると思います。 

【永原委員】　 
遠くない将来にそれは可能だと思いますが、一番怖いのは誤認識です。こういう機械的なチェッ
クが入ったので大丈夫だろうという思い込みは怖い。見回りは最低限必要です。間があく場合
もあるので、大きな動きがあったときに、アラームが鳴るとかいった工夫があればすごくあり
がたいと思います。 

【宮崎委員】　　 
IoTで常に監視できる状態なら、一人でより多くの人を見ることができます。 

【永原委員】　　 
そうですね。実際に深夜帯などはものすごく助けにはなると思います。 

【坂本議長】 
機械に頼り過ぎて安心しきるのも怖いし、けれども、それがあるからこそ安全が確保される部
分もあるし、そういう意味で、使う側の姿勢が問われると思います。また、介護ロボット使っ
て事故が起きれば誰の責任になるかと懸念します。たとえば監視システムや見守りシステムを
使って事故が起きれば誰が責任をとるのでしょうか。現実的には介護職員がとることになるの
は不可避です。 

【福田委員】 
まず大前提として、介護サービスと生産性向上や効率化は両立しないものだという考えは間違っ
ていると思います。コア（サービス提供業務）とノンコア（サービス提供業務以外）の違いを
明確に切り分ける必要があります。コア業務に関しては負荷の削減は出来るものの、生産性を
劇的に改善出来るものはそれほどないと思っています。ノンコアのところが生産性を上げる要
素になるので、そこを徹底的に効率化します。 

【早田委員】 
そもそも介護のサービスって生産性が上がる構造ではないと感じています。生産性という言葉
にすごく違和感があります。制度的・構造的な部分で限界があり、コア業務では特にそういう
側面が強い。 
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【永原委員】 
私たちは生産性という言葉を一つのファッションだと受けとめています。当初は大きな抵抗が
ありました。現在では、好んで使おうとは思いませんが、そういう言われ方をされても前に比
べて抵抗はないですね。生産性の向上をより質の高いサービスの提供という意味合いで私たち
は理解しています。 

2. ロボットやセンサー等の新しい技術が、現段階では必ずしも評価を得てい
る状況とは言えないという点について 

●利用者に対するサービスの向上や労働環境の改善に繋げるために、どのような取り組みが
考えられるだろうか。 

【坂本議長】 
新しい技術を介護職員研修や介護福祉士の養成校で教えていないことがどうなのかなと最近思
うようになりました。特に学校の先生方は昔の現場をベースに授業をされていて、新しい技術
の導入が必要だとか言われる前の先生方が結構いらっしゃるように思います。教育からのアプ
ローチが重要だと思います。 

【永原委員】 
新しい技術はあるけれども、その技術をどういうふうに結びつけていくかという発想が出てき
ていないという気がします。 

【宮崎委員】　　 
意外と現場の方でも、新しい技術があるのは知っているが使ったことがないとか、どう使われ
ているのかは知らないが、うちでは無理だろうなと思っている人が多いようです。 

【福田委員】 
利用者に対するサービスの向上や労働環境の改善に関して弊社も思うところが多々あります。
一つは弊社のサービスは絶対にカスタマイズしないというコンセプトでやっています。新しい
技術導入の上で重要な要素は、業界として各事業者さんのこだわりをどこまで捨てられるかで
す。要するに、介護保険法上でやる業務の中で、どれぐらい自分たちの業務を画一化できるか
ということが重要なのです。弊社はカイポケつくるときに、なるべく汎用性が高いもので、個
別のカスタマイズはせず、業務をシステム版に合わせてくださいというスタンスで全てを設計
いたしました。 

3. マネジメントシステムの導入が遅れていることについて 

介護業界はISO9001品質マネジメントシステムの導入事例が少ない。この点で見ても、マ
ネジメントシステムの導入・普及が遅れている現状がわかる。現在、介護記録のICT化によ
る業務効率化が期待されているが、普及させるにはかなりのハードルがある。 
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●個々の事業者レベルでICTの活用促進をするためには、どのような方策が考えられるだろ
うか。 

【早田委員】 
品質マネジメントシステムの導入というのは、業務の標準化や業務そのものの管理という意味
合いをイメージします。ＩＣＴ化による業務効率化とは、もう少し違う意味合いのような気も
します。少なくとも人によって違っているコア業務をしっかり標準化すれば効率化につながる
ような気がするので、観点をもう少し分けて考えてもいいと思います。 

【福田委員】 
品質の定義というのがまず業界でできていません。品質が良いというのは、「利用者にとっ
て」、「行政にとって（社会保障費が下がる）」、「利用者の家族にとって」と様々な視点が
あり、それを全部満たすのが良いのか等、その基本的な定義がそもそもなされていません。品
質をある程度定義し、それを高めることを目的にした品質マネジメントシステムがあり、それ
に対するICTの基盤があるはずなのに、そこが業界として構造的にすごくぼやっとしているの
で、わかりにくくなっているのです。そもそも何に向かっていくのかという標準基準がある中
で、ICTの導入ということになると思います。 

【永原委員】　 
介護についての標準化、介護度別の標準化というのは、文書にはしやすかったのです。しかし、
それを文書にしても、実際にツールを使う能力が私たちにはありませんでした。そのツールが
イコール今では介護ロボット云々という話になっていますけれども、その辺がはっきり言って
業界では極めて弱いところなのです。それともう一つの動きとして、厚生労働省は今、ICT化
をものすごく推進しています。ところが介護保険者である国保連とか各市町村は、全くそうい
う姿勢ではありません。既定のものは全部ペーパーで保存してくれ、出してくれ、なんです。
だから、一方ではペーパーレスという話がどんどん出ていますが、他方で保険者はそれとは逆
行した要求をするというのが実状です。個々の事業者レベルでのICT活用促進に関して、どう
してもコアな部分は無理だろうと思います。はっきり言ってそこは厳しい。 

【オブザーバー（齊藤）】 
福岡県も力を入れているようですが、現場の声は多分、永原委員仰せの通りだと思います。 

【福田委員】 
多分９割以上の事業所でロボット導入そのものが目的となり、全て倉庫に眠っているという状
況だと思います。全体から見ると、多分、生産性は上がらない。 

【オブザーバー（齊藤）】　 
この事業の趣旨は、先進的にロボットを導入したところがいかにうまくやっているかを広めて
いく事業ですので、真によい事業所を選択することが必要です。 

【福田委員】 
管理者と経営者の意気込みとやり切る力が必須です。介護業界は圧倒的にICT活用が遅れてい
るので、１世代ぐらい飛ばす思いで実行できる、むしろよい状況だと言えます。一番の問題は
管理者です。従業員のリテラシーというよりも、管理者のスキルが必要です。 
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【坂本議長】 
小規模であればあるほど、管理者にスキルはないと思います。さらに、感覚・感情的な部分と
してのハードルは相当高いと思います。たとえば、職員研修にICTを導入することをどう思う
かという調査をやっても、かなり反対を受ける、それが一つの現状だという気がします。 

4. ICTの導入と行政への提出書類について 

介護施設では、行政への提出書類作成といった事務作業が多くあり、そうした業務が残業の根
源になっている。介護事務の効率化を図るために、ICTの導入が不可欠だとの議論があるが、
都道府県ごとの提出書式が異なるという状況がある。 

●運用側にICTの書式を作成することができるサービス機能やそれを設定するスキルがあるだ
ろうか。 あるいは、ICTを提供するメーカー側が都道府県ごとに書式を整え、また変更のたび
に更新することはできるだろうか。 

●ICTを業務システムの中核に据え、効率化を進めるには、都道府県の求める書類においても、
介護施設の業務効率化の観点や支援の観点を踏まえ、国、地方自治体、介護事業者の総合的な
取り組みを促進する提案が業界としてできるだろうか。 

【早田委員】 
監査項目の簡素化を図らないと行政に振り回されていると感じました。 

【永原委員】　　 
福岡県の場合、現在、通常であれば監査は２～3年に１回ですが、県が大丈夫と考えるとこは
４年に１回でもいいかなという延び方になってきています。今はかなり柔軟で、ICTを導入し
ていれば、「ああ、こうやってされているんですね。一部だけ打ち出してください」という確
認だけです。 

【福田委員】 
弊社は全国で多くのの介護事業所にサービスを提供していますが、流れとしてはそのような感
じです。但し、相変わらず、統計情報を出せとか、調査アンケートとかいろいろ要求され、皆
さん死に物狂いで業務にあたられています。 

【永原委員】　　 
ちょうど今、どこを外し、どこを残すかを詰めています。こちら側の要望を聞いてくれそうで
す。 

【早田委員】　　 
逆に、そういったところは事業者さんが、これをクリアすれば楽になるということがわかって
くるとインセンティブが働く気がします。 

【永原委員】 
場所によって異なります。福岡県が一番柔軟ですが、福岡市は日本でもベストテンに入るぐら
い厳しいという話です。北九州市もちょっと厳しいです。 
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【福田委員】　　 
そうですね。政令指定都市は基本的に厳しい。 

5. 2025年問題への対応について 

2025年問題が迫る中、介護人材の確保は、必須で急務となる。また、国家予算にも限りが
あり、効果的な対策が求められている。 

●先端技術（ロボット）は2025年までの人材確保に有効性があるか。 

【永原委員】 
介護職員を各事業所が本当に確保できているかという問題があります。その中には、当然、介
護福祉士とか専門職としての資格を持った人もいるわけですが、限りなく初心者に近い人もい
るわけです。だから、初心者程度の人たちもいる中で、段階というか、専門能力に応じて実際
に取り組める事業所というのは、本当に少ないと思います。 

【坂本議長】 
私も結構厳しい、違うものがあると思います。特に、ユニットケアなどが導入された新しいタ
イプは、分化というより、むしろジェネラリストというか、統合化、総合化した機能が求めら
れます。類型化・機能分化が難しいだろうという視点に立つと、専門性の程度によって能力に
見合った仕事内容を割り振っていくのは無理で、今の介護のやり方を前提とする限り難しい話
ではないかと思います。現場としてはオールラウンダーというか、ジェネラリストのようなワー
カーが求められていますが、実際にワーカー側、援助する介護職員側から見ると、その介護職
員は、先ほど永原委員がおっしゃったように、初心者から、ほんとうにプロフェッショナルま
で、いろんな段階の人たちがいて、それが総体となって動いている部分もあります。専門能力
による分化は、もっと職員数が確保される状況があって、初めて可能になると思います。さら
に、人材教育の視点ですが、そもそもそういったところはコスト計算に入っていなかった。 

【永原委員】 
介護講習というところまで目を向けると、オンジョブが当たり前で、オフジョブ部分は入って
いません。コスト計算に入っていないのです。 

【オブザーバー（齊藤）】　 
雇用管理改善という目線で、各事業所・事業者に対して雇用管理改善の指導を行いますが、同
じことが言えます。管理者やその事業所の風土が重要です。 

【福田委員】　　 
同感です。管理者育成が事業テーマとして最も重要だと思います。管理者に目的意識がなく、
ロボット導入そのもの目的になったら、大体失敗します。 

【早田委員】 
ツールを入れても、現場の従業員とどうつなぐかは管理者の力量ですね。 
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【宮崎委員】 
ICTにしても、雇用管理にしても、管理者と経営者の方々がどれだけ意識を持っているかが重
要だと思います。情報が行きわたっていないようです。 

【福田委員】　 
介護業界は若い業界で、管理者や経営者は、介護の経験はあるが経営経験はないという方が多
いのが実状です。そこへ雇用関係、従業員のこと、ICTのことと一気に難問が押し寄せてきて
非常に大変な状況のです。 

【宮崎委員】 
事業者が若く、長期的展望の下に雇用管理をしている人がいない。 

【永原委員】　 
特に小規模事業所では管理者にそんなスキルはないように思います。 

6. 介護職の専門性を活かす取り組みについて 

介護職のキャリア・パスが厚生労働省から示されているが、現実として、初任者研修修了者
（旧ヘルパー2級）の介護職であっても、介護福祉士資格所有者であっても、区別なく同一
業務を行っていることが多い。 

●このような状況を介護人材の類型化・機能分化によって、介護職の専門性の程度により専
門能力に見合った仕事内容にする取り組みは実現可能か。 

●専門性を活かす取組を踏まえて、介護サービスの内容や施設・事業所のあり方について、
どのように考えることができるだろうか。 

【永原委員】　 
専門職としての資格を持った介護職員をそれぞれの事業所がほんとうに確保できているかとい
う問題があります。専門能力に応じて実際に取り組める事業所は、半数はないと思います。専
門性の程度によって能力に見合った仕事内容を割り振っていくのは多分無理で、現場としては
オールラウンダーというか、ジェネラリストのようなワーカーが求められています。 

【福田委員】　 
コア業務はしっかりやる。ノンコアの業務を徹底的に削る。あいた時間で研修とか地域貢献の
ようなものをしっかりやる。結局それが離職を減らす。とにかく人がいないと何も成り立たな
いので、離職を減らすのが重要になります。 

【永原委員】　　 
介護の標準化というか、基準化するのは厳しいとは思いますが、職員の介護スキルを平準化す
ることは可能だと思います。まずそこからだと思います。それがあって、さらにその上でしょ
う。 
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【福田委員】　　 
指導者不足も問題です。地域によっては、教育機関や教育システムを共通基盤として持ってい
ることも多くあります。地域で持つ以外、小さい事業所では育成する時間も指導者もいません。

【永原委員】　　 
それは事実です。あなたの教育を先にしないと、と言いたいこともあります。 

【早田委員】　　 
介護人材の類型化・機能分化は難しいということですが、実際、給料等は持っている資格によっ
て違うという面はありますか。 

【永原委員】　　 
相対的にはそのほうが多いと思います。 

【早田委員】　　 
実際の仕事は同じなのに給料が違うということか。能力とか資格に見合った給料体系にしてい
くのか、仕事内容に合った給料体系にするのか、それによってキャリア・パスも変わってきま
す。 

【永原委員】 
ただ、有資格者と無資格者、有資格者であっても専門学校を出て資格を取っただけの子もいる
わけですよね。雇用側からすれば、一応学校を出て有資格で入ってきている以上、最低限の基
礎知識はあるわけで、その部分の基礎的な研修に費やす時間が削除できます。ゼロから教え込
まないといけないと、その子に費やす教育の時間というのは、有資格者に比べるとどうしても
多くなります。だから、見た目には同じ仕事をしているように見えるかもしれないけど、中身
は違います。だから、当然そこに給料の差が生じてもしようがないと思います。 

【福田委員】　 
外国と比較して、日本は医療と介護が明確に区切られています。さらに、人がいない、結局、
分けたいけど分けられないということです。 

【永原委員】　　 
唯一、喀痰吸引がスキルと資格によって線引きできます。あれが精いっぱいでしょう。 

7. 介護人材を育成する教育について 

介護職員の雇用状況を改善する上で、人材教育の視点を忘れるわけにはいかない。 

●介護人材の専門性や能力の向上を進めていく上で、施設・事業所における介護職員の業務
管理や研修・技術指導など人材育成のあり方について、どのように考えることができるだろ
うか。またその際、施設・事業者における介護業務の手順を明確にすることについて、どの
ように考えることができるだろうか。 
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●その際、施設・事業者における介護業務の手順を明確にすることについて、どのように考
えることができるだろうか。 

【永原委員】 
外国人の受け入れを考えないと人材確保や養成は難しい。大分県の中津周辺はフィリピン人が
多く、フィリピン人を雇用し始めました。さらに、日本は、歴史的に看護と介護を分けてきた
国で、どうしても介護の位置づけは低いです。 

【宮崎委員】 
熱意がある人がやめていくのは、介護というのは全部ごっちゃにして一つの仕事と考えている
からです。資格を持っていてもたかだか月々１万円か２万円の資格手当があるだけで、自分の
将来を描くことができず、モチベーションが下がる原因となります。医療分野同様、介護分野
でも専門的な知識を持って指示していく人と、それを受けて実際に動いていく人という機能分
化は必要です。みんなが全部底上げするというのは無理です。上の人たちは上の人たちで、何
年たっても、どれだけベテランになっても、入ってきた人たちと同じ仕事だとモチベーション
が上がりません。 

【永原委員】 
ええ、退職する一番の理由は給料ではなく、10年後、20年後の将来像が描けないことなので
す。生産性がある職場ではないので、10年後、20年後も恐らくしていることは同じです。一番
困るのは、未来に希望が持てないということです。 

8. 介護人材の確保策について 

介護職の離職は依然として多く、介護職員を安定的に確保するには、相当な工夫と努力が必
要と考えられる。 

●処遇改善を含め、介護人材の確保策についてはどのように考えることができるだろうか。 

【宮崎委員】 
賃金制度モデルや退職金制度もあまりなく、行き当たりばったりで、頭数が必要なので、能力
に関係なくとりあえず人を集めておくといった感じです。 

【早田委員】　　 
基本的に全体の処遇をまず引き上げなければ人が見向きもしないと思います。 

【宮崎委員】 
介護の現場では全員が正社員である必要はない。限られた収入がある中で、基幹社員の処遇は、
将来が見えるようにある程度管理職的な形でもっていく反面、高齢者や女性を正社員以外の緩
やかな形で活用することができれば、頭数はある程度そろうと思います。 

【坂本議長】　　 
介護労働をどう捉えるかというときに、介護労働に果たして専門性はあるのかというところで
すね。専門的な知識や技術を持っている人がやったほうがその人の生活がより安定するという
認識があまりないのではないか、あまりそういうふうに思われていないのではないかなという
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気がします。職員を一定程度安定的に確保するということと、もう一つは、職員の質を担保さ
せることが必要だと思います。とりあえず数を集めればいいというわけではありません。 

【早田委員】　　 
本人の能力や、やっていることの質などに応じた給与になっていません。質の悪い人をどうす
るかが問題です。いい人がいても悪い人がいても収入が同じという部分が構造的にあります。
いい人に対してインセンティブを払える余裕がないというか、枠組みになっていないのが問題
です。 

【宮崎委員】　　 
何をもって尺度とするかが問題です。１年目の人はスキルがないのは当然ですが、5年目と10
年目の人の違いは介護分野ではあまりないというのが現状です。 

【早田委員】　　 
それほど高くないところに限界はあると思います。マネジメントがどれだけできるかというこ
とで給与を決めていくべきでしょう。 

【永原委員】 
現状では非常に難しいです。金銭的な部分だけであれば、４月から介護報酬をアップさせよう
という話は確かに出ています。ただ、正直なところ、お金の問題だけじゃないと思います。介
護の職に対して興味がない人が多い。福祉系の短大・大学の子たちも興味がない人が多いのが
実状です。 

【早田委員】　　 
ここまで専門の学部の人が行かない業界も珍しい。 

【永原委員】 
同感です。今、私たちの業界では、EPAとか技能実習とか、いわゆる外国人の雇用に向かって
いますが、それでほんとうに改善や解決になるかといえば大いに疑問ですし、結構ハードルが
高い。例えば100人来て、その中の何割がものになるのか。技能実習制度で一人200万円もか
けているのに、職員としてカウントされません。採用側からみれば、実習生を使う価値がない
のです。たとえば、給料を10万円上げますと言えばおそらく大勢来るでしょう。でも実際には、
どれほど頑張ってもせいぜい1万円ぐらいの話でしょう。来ないですよ、これでは。少なくと
も10万円単位で上げないと無理でしょうね。でもあまりあげすぎると看護協会からクレームが
つく。看護師よりも介護福祉士のほうが学歴上低いから、職能給としては低くすべきだという
理屈です。これを解決するために、大学に介護福祉学部というものをつくってほしいと20年ぐ
らい前から訴えています。それがあれば全然違います。大学に看護学部はあっても介護学部が
ないので、介護には看護ほどの知識を必要としないと言われることもありますが、実際にはそ
うではないと思います。単に求められる知識の領域が異なるだけです。その社会的な背景とい
うか、その辺から全て一緒に足並みそろえながら改善してもらわないと非常に厳しいと思いま
す。 

【福田委員】　　 
まさしく、ちょっとだけ給料を上げるだけだと全く変わらないと認識しています。大学を含め
た教育側に何かしら仕込みをしていくというのは大賛成ですが、かなり時間がかかると思いま
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す。短期的には、保育や障害といった比較的介護と比べて人気が高い職種を包括的に提供する
ことで、人材を確保するというやり方もあります。 

以上 

!36



第3部　モデル事業調査の結果 
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1. 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里 
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特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里01
地域との共存・共栄をめざす
　―２０年間安心して暮らせる「ゆうゆうの里」づくり

地域の現状

定年制延長で高齢化する地域の雇用を創出

事業所の概要

　玉之浦町は、2004 年 8月に１市５町が合併し五島市となった。
　玉之浦町は五島市内でも一番きびしい状況に置かれている。約 10年前に発表された長崎経
済研究所の調査によると、2030 年までの玉之浦町の人口減少率は 50％以上、2010 年で
1,658 人（実際には 1,589 人）、2020 年で 1,218 人、2030 年で 869 人と推計されている。
　また、玉之浦町の高齢化率は現在約 54％なので町全体が限界集落といえる状況だ。このま
までは五島市内で最初に消滅していく元自治体になるかもしれない。（ゆうゆうの里ホームペー
ジより）

　このような地域の現状の中で最初に取り組んだのが、高齢者の活用である。
　まず、同法人は１０年ほど前には既に６５歳定年制を導入している。さらに昨年、希望する
従業員は７０歳まで働けるという規定を設けている。
これは、地域雇用の創出を実現させながら、数少ない島内のマンパワーを活用する目的がある
と思う。

事業所名 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里
長崎県五島市玉之浦町玉之浦1371-1
社会福祉法人（１９９８年）
介護老人福祉施設
５５人（うち正社員２９人）従業員

介護サービス種別

所在地
運営主体
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（定　年）
第○○条　職員の定年は、満６５歳とし、定年に達した日が属する年度の末日をもって退

職とする。ただし、施設長、次長の職種に就く管理者は定年を定めない。
２　前項の規定にかかわらず、解雇事由、又は退職事由に該当しない職員については、

希望者全員を定年退職日の翌日から満７０歳まで継続雇用する。

事業所内保育園

県下で最も働きやすい職場づくり

CHECK＆DOの結果から「キャリアパス制度」の構築を提案

01 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里

　次に取り組んだのが、子育て世代の労働者確保である。
　平成 27年 4月から事業所内保育園「たまちゃん」をオープンした。入所に要する職員の負
担はゼロ、認可型保育園とし地域の子供たちも対象としている。運営内容等は次のとおり。
・保育時間は、日曜日と年末年始休暇を除き原則年中無休（保護者の勤務時間に合わせている）、
午前 7時 30 分から午後 6時 30 分まで。
・保育士は 5名でいずれも非常勤の短時間労働で対応。１日当たり 2名体制で運営。
・一時預かりも対応可能。
・建設費は、職員住宅の一部を改造したため、国の補助金などはもらっていないとのこと。

　施設長の運営方針、理念、目標は、「長崎県下で最も働きやすい職場づくり」とのことで、
雇用管理制度については既に満遍なく取り組んでいる。
　賃金体系制度については、賞与制度、退職金制度（非常勤、契約職員含む）、諸手当制度の
改善を図っており、正社員転換制度にも取り組み（助成金申請中）、インフルエンザの予防接
種は、全職員を対象に全額施設負担で実施している。
　ハラスメント対策には特に力を入れているとのことで、長く長崎県の保健師として勤めてい
た管理職員が窓口となってきめ細かな対応を行っている。
　また研修部門においても、離島地域ゆえの悩みである off-JT の参加経費、あるいは講師招
へい経費の負担軽減となるように、島内の関係施設と協力して実施できるよう声をかけるなど、
地域のリーダーとしての立場も果たしている。

　次に、雇用管理改善ＣＨＥＣＫ＆ＤＯ２５（アンケート）の中で、ほとんどの項目で平均以
上なのだが、施設長の自己評価で言えば、「Ｃ. 評価・報酬」が１２点、「Ｄ. 人材育成」が１3
点と低い点数となった。
　これらの結果を踏まえて、また介護保険の介護職員処遇改善加算などの方向性を見据えて、
「キャリアパス制度」の構築について提案することとした。

※　　ゆうゆうの里　就業規則（抜粋）　　※
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導入事例⑧　社会福祉法人端山園 地域密着型総合ケアセンターきたおおじ

出典：静岡県「介護事業所キャリアパス制度導入ガイド～１２の成功事例～」

導入事例⑦　社会福祉法人三愛会

01 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里

「キャリアパスの構築はチームリーダー層の役割と求められる姿の明確化から」
　平成 21年度にキャリアパス制度は、介護職員処遇改善交付金の要件となっている。そ
のことを受けて、キャリアパス制度を構築する必要性が生じたわけだが、同法人施設長、
マネージャーは以前からキャリアパス制度の必要性と有効性を認識していた。いざ、キャ
リアパス制度を構築しようとしたとき、まず手掛けたのが、チームリーダーたちの役割と
求められる能力だった。
　高齢者介護はチームケア、チームのリーダーの力量が大きくケアに影響するものだ。そ
のチームリーダーの役割を明文化し、リーダーたちにどのような能力を具体的に求めるの
か、議論を深めることから、同施設のキャリアパスの構築が始まった。

　具体的には、静岡県が公表している「キャリアパスの構築の手順」と「１２の成功事例」を
参考として、サポートを進めていった。また特に、管理職階層の職員の育成については、前述
の「１２の成功事例」中、社会福祉法人三愛会（藤枝市）、社会福祉法人端山会地域密着型総
合ケアセンターきたおおじ（京都市）等の事例を参考とした。
　短期間でのサポートであったため就業規則などへの具現化はできなかったが、私が提案した
「キャリアパス」またはそれに繋がる「評価制度」は、今後数年をかけて構築されるものと期
待する。（意外と早い時期になる予想もある。）

「管理職の責任と権限を強め人材育成を促進する」
　社会福祉法人三愛会は、設立から 10年あまりの法人。「職員が全員参加して理想の施
設を創ろう」というスローガンを掲げて、組織づくりを進めている。人事管理の基本的
な仕組みは開設時からあったが、これまでの実践を通して、組織に合った使いやすいも
のに改良を重ねて、現在の制度に至っています。



 

1.

2.

!41

ホームページの活用

地域づくりと施設の共存（ゆうゆうの里ホームページより）

01 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里

　２年ほど前から雇用管理改善を急速に進めているが、それと並行して魅力ある施設づくりを
実現するために、ホームページの活用に力を入れた。
　例えば、毎日の献立を写真入りで公開（利用者向け）。施設で働く職員を写真入りでホームペー
ジのトップで紹介している。
　採用情報として基本給、各種手当等を公表。「現在の取り組み」などのページでは、正職員
への登用、女性管理職の登用、町内保育所への弁当配達を本年４月からスタート、男性職員の
育児休暇活用などの支援、契約職員を含む全職員の退職金制度の加入などを掲載し、事業所の
活動状況、雇用条件などが分かるように工夫されている。
　また、ホームページとは別に施設長のフェイスブックでは、ブログ形式で事業所内にとどま
らず地域内の様々な行事、催しを紹介している。（もちろんゆうゆうの里も参加した行事であ
る。）
　さらに、ホームページを通して感じることは、施設の『運営の理念』というものが如実に表
れているということである。

　「玉之浦をなんとかしなくっちゃ」を合言葉に、次の５つのポリシーを掲げ、２０年間安心
して暮らせる玉之浦町とゆうゆうの里づくりに取り組んでいる。
① 「地域づくり」・・・“玉之浦で生活したい” と思わせる地域づくり
② 「ブランドづくり」・・・“ゆうゆうの里印なら安心” というブランドづくり
➂ 「人材づくり」・・・“よその施設や他の業界でも通用する” 職員づくり
④ 「環境づくり」・・・“自己表現できる” 職場づくり
⑤ 「マニュアルづくり」・・・“売れる” マニュアルづくり

「九州で最後に夕陽が沈むところ」として知られる



 

!42

施設長からの感想

まとめ（雇用管理改善サポーターの感想）

01 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里

雇用管理改善チェックリスト CHECK&DO25 集計結果
特別養護老人ホームゆうゆうの里（1回目・2回目比較）

　長崎県の離島の中でも、とりわけ高齢化が著しい地域にある法人であり、人口減少問題の最
先端の状況下にあります。だからこそ事業所としては、地域や経営などの周辺課題を分析して
長期目標と戦略を立案し、新しい手法や考え方を積極的に取り入れています。今年はブランド
づくりなど広報に関して注目を浴びましたが、とくに「長崎県でいちばん働きやすい職場づく
り」を理想に掲げて取り組んだ、職場環境の充実については大きな実績をつくったと思います。
　今回、訪問を受けてチェックシートや聞き取りを行ったことにより、管理者も職員も客観的
に事業所の立ち位置と現在の課題を浮き彫りにすることができました。チェックシートの結果
についても、レーダーチャートでビジュアル化して職員と共有しています。
　今後はアドバイスにもあったキャリアパスの構築と、それに連動した評価システムを作るこ
とに力を入れ、より一層職員の可能性を広げるとともに、地域に還元し、地域とともに事業所
も発展させていきます。

　「ゆうゆうの里」の経営理念である “地域づくり” と “人材づくり” は、介護業界の究極の
目標であり、その方向性は確かなものである。
　また、既に事業所内保育園の設置運営、定年制の延長、ハラスメント対策の強化等々、様々
な雇用管理制度に取り組んでおり、訪問を終えて振り返ってみると、細部にわたって私が提案
（指摘）する余地はなかったというのが実感である。
　ただ 1つ、介護保険制度の方向性を見据えて、また、これからの介護事業所に須らく必要だ
と考えている『キャリアパス制度』の構築について、さらなる飛躍を期待し具体例をもとに提
案した。
　なお今回の訪問において、もう一つの副産物があったようだ。
　施設長からの感想の中にもあるように、ＣＨＥＣＫ＆ＤＯ２５（アンケート）について非常
に興味深くとらえ、私の分析結果を熱心に聴かれていた。今後も、折に触れＣＨＥＣＫ＆ＤＯ
を利用したいとの意向を示し、また、新採の女子職員にレーダーチャートでビジュアル化させ
たところ、次のように予想以上の出来栄えに驚いたとのことである。（これは一部で、様々な
角度から分析しているものを、訪問を終えて１ヶ月後に送信していただいた。）
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01 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里
雇用管理改善チェックリスト CHECK&DO25 集計結果
特別養護老人ホームゆうゆうの里（1回目・2回目比較）

　職員には、それぞれまだまだ知られていない（発揮していない）能力があるということ。こ
の能力を知るためにも研修の場が必要であり、適正な査定の中で、職員の能力を見る目が必要
である。その後についてくるのが適正な評価である。
　この一連の流れが「キャリアパス制度」であることは言うまでもないが、今回提案させても
らった甲斐があったと思う。
　今後は五島市の指導的施設として、地域の介護業界を引っ張ってもらえるものと、ゆうゆう
の里の訪問を終えて感じた次第である。



3. 養護老人ホーム　済昭園 

4.
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ケアハウス和泉式部の里

特別養護老人ホーム済昭園児童養護施設済昭園

養護老人ホーム　済昭園02
昭和初期から引き継がれている基本理念
　　　　― 「和顔愛語（いつも明るく　優しい言葉）―

法人の起源と構成

事業所の概要

　施設長の曾祖母に当たる祖伝禅尼様が、昭和３年に養護老人ホームの前身である養老院済昭
園を開設以来、受け継がれている済昭園の基本理念の一つである「和顔愛語（いつも明るく　
優しい言葉）」を達成するためには、介護に携わる職員の心の持ち方が重要であるとの信念の
もと、８９年にわたり運営を続けている。
同法人は、養護老人ホームの他にも、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、ケアハウ
ス和泉式部の里、児童養護施設、児童グループホーム、ホームヘルプサービス等々も併設して
おり、同地区に福祉の里を形成している。
（ケアハウス「和泉式部の里」の名称の由来は、平安時代の歌人　和泉式部がこの地で生まれ
たとの言い伝えがあることから命名したものである。）

事業所名 養護老人ホーム　済昭園
佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲３４４３番地
社会福祉法人
介護老人福祉施設
４２人（うち正社員３３人）従業員

介護サービス種別

所在地
運営主体
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（年次有給休暇）
第○○条　年次有給休暇は、その雇入れの日から起算して６ヶ月間継続勤務し、全労働日

の８割以上出勤した職員に対して次に定める日数の年次有給休暇を与える。又
前年の全労働日の８割以上出勤した職員には勤続年数により次の日数を与え
る。

２　前項の出勤率の算定には、年次有給休暇、産前産後の休業、業務上の傷病によ
る休業及び育児休業等に関する規則に基づく育児休業、介護休業等に関する規
則に基づく介護休業を取得した期間は出勤したものとする。

３　年次有給休暇は翌年に繰り越すことができる。
４　年次有給休暇を請求しようとする場合は、あらかじめ書面をもって施設長に届

け出なければならない。緊急又は特別の事由により事前に届け出ることができ
なかった場合は、事後すみやかに届け出なければならない。

５　前項の場合において、届けられた時期に年次有給休暇を与えることが業務の正
常な運営に支障を生ずる場合には、その期日又は期間を他の日に変更させるこ
とができる。

６　新規採用者については採用時に５日間付与するが、これについては６ヶ月以後
に繰り越さないものとする。

採用当初から年次有給休暇を付与するなどの充実した雇用管理制度

02 養護老人ホーム　済昭園

　賞与・退職金制度はもちろん採用基準、昇進・昇格基準、人事考課・評価制度等々、満遍な
く制度構築がなされている。
　研修体系制度においても、教育訓練計画、職種別研修、階層別研修など、既にほとんどの項
目について実施済みである。自己啓発補助制度、社内検定制度については未着手であるが、資
格取得時の処遇に加えて祝い金を支給している。また、off-JT において他の施設にも呼びかけ
施設外職員の受け入れも行っている。
　健康づくり関係においても、インフルエンザ予防接種は全職員に実施し、医師会と連携して
成人病センターでの受診（人間ドック）などを実施している。
　年次有給休暇の取得促進はもちろん、採用後６ヶ月前の職員についても年次有給休暇を５日
与えるなどの先進的な処遇制度を実施している。（平成２７年改正）
  これは、法定の年次有給休暇の付与規定を超えた制度であり、雇用管理制度の改革への意気
込みを感じるものである。

※　　社会福祉法人済昭園　就業規則（抜粋）　　※　平成２７年改正

勤務年数

付与日数

６ヶ月

10日 1１日 1２日 1４日 1６日 1８日 ２０日

１年
６ヶ月

２年
６ヶ月

３年
６ヶ月

４年
６ヶ月

５年
６ヶ月

５年
６ヶ月以上
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くるみん認定

ストレスチェックのオンライン化

02 養護老人ホーム　済昭園

　育児休業制度においては、　「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けた証で
ある「くるみんマーク」を平成２７年に受けている。
　（次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に
定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポー
ト企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができる。この認定を受
けた企業の証が、「くるみんマーク」である。平成２９年１月１日現在におけるくるみん認定
件数（全業種）は、全国で２,６３４件、佐賀県内では１５件。）

　ストレスチェックのオンラインシステムの導入に当たって、衛生委員会を開催し、その中で
導入業者のプレゼンを聞きながら協議を進めるとのことで、私もオブザーバーとして参加させ
てもらった。
　議事の概要は次のとおりである。
・オンライシステム契約予定業者の説明を聞く。
・オンラインシステム導入に当たって、社内ルールから再検討している。
・システムの内容は、概ね厚労省が公開している内容を重視している。（厚労省が出している「制
度導入マニュアル」を参考までにお渡しした。）
・導入にあたってのポイントについて意見を求められたので、
　①ストレスチェック実施者である医師等及び事務担当者の守秘義務の重要性
　②オンラインシステム上のセキュリティーの重要性について意見を述べた。
・医師又は医師等の面接指導に要する経費について確認等をした。
　ストレスチェックのオンライシステムは、近々のうちに導入されると思うが、職員の精神上
の変化に、いち早く対応することが肝要であることから、システムの活用とストレスチェック
全般の運用について、常に目を配って欲しいと願うものである。

ストレスチェック・オンラインシステムについて協議する
済昭園の衛生委員会のメンバー
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「キャリアパス制度」の見直しに向けて

02 養護老人ホーム　済昭園

　次に、雇用管理改善ＣＨＥＣＫ＆ＤＯ２５（アンケート）の中で、ほとんどの項目で平均以
上なのだが、施設長の自己評価で言えば、「Ｃ. 評価・報酬」が１７点、「Ｄ. 人材育成」が２０
点に対して、管理者が１３．６７点と１６．６７点、一般職員が１５．６７点と１４．６７点
であった。（次表のとおり）
　充実した雇用管理制度を作り上げていると思っていても、従業員のサイドから見ると違う見
方をしているということである。

　これらの結果を踏まえて、また介護保険の介護職員処遇改善加算などの方向性を見据えて、
「キャリアパス制度」の構築について提案することとした。もっとも済昭園に関しては、キャ
リアパスについては、既にほぼ完成形に近いといえるほど制度・規定の面では導入されている。
しかしながら、キャリアパスについては、作ってしまえば終わりというものではなく、時代に
合わせ、職員の構成に合わせ、あるいは法人（事業所）の目指す理念の設定等に合わせて変え
てゆく必要があると思われることから、全国の先進事例を示し、済昭園と比べてみて、「違い」
と「共通点」について、再確認してほしいという意味で提案したものである。
　具体的には、静岡県が公表している「キャリアパスの構築の手順」と「１２の成功事例」を
参考として、サポートを進めていった。また特に、前述の「１２の成功事例」中、社会福祉法
人みずほ厚生センターの事例を取り上げて参考とした。
　この事例を導入した理由としては、　① 法人の規模（２４０人）が同レベルであること。　
② キャリアパス制度を初めて導入するのではないこと。　等々である。
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導入事例⑫　社会福祉法人みずほ厚生センター

出典：静岡県「介護事業所キャリアパス制度導入ガイド～１２の成功事例～」

まとめ（雇用管理改善サポーターの感想）

02 養護老人ホーム　済昭園

「誠実に制度の改良を怠らなければ職員は必ずついてくる」
　現理事長が法人で働き始めた頃はまだ措置時代。就業規則さえ法人の独自性がないとい
う実態に驚くとともに、業界と法人の将来を考えたとき、変革の必要性を強く感じました。
　以来、自ら先頭に立って人事制度について勉強し、時には変化を歓迎しない職員の冷た
い視線を感じながらも、長い時間をかけて理解を求め、慎重に改革に取り組んできました。

　平成２７年度以降、年次有給休暇の新規採用者への付与をはじめとして、雇用管理制度の改
善について非常に力を注いでいるという印象を受けた。
　あえて課題を 1つ上げるとすれば、ＣＨＥＣＫ＆ＤＯの集計結果で現れているように、「評価・
報酬」及び「人材育成」の項目において、管理職、一般職員ともに若干不満を持っているよう
に感じる。それを踏まえて、『キャリパス制度』構築について、静岡県のホームページで紹介
している成功事例をもとに、さらなる飛躍を期待し提案した。
　研修及び評価制度そのものは既に出来上がっているので、今後数年かけて見直し作業を、実
施して行っていただけばと思う。
　キャリアアップ制度については、制度を作って終わりというものではないので、「法人のめ
ざす理念」「職員の年齢及び経験年数などの構成」「職員の意識」「働き方の多様化」などに合
わせて、見直すべきものと思っている。将来に向けて、施設に合ったよりよい制度を構築して
行くことを望むものである。
　なお、１月１６日開催の衛生委員会において、数名の管理者の方とお話しする機会があった。
衛生委員会のメンバーとしては、施設長のほか、それぞれ管理栄養士（第一種衛生管理者）、
生活相談課長（社会福祉士・介護支援専門員・第一種衛生管理者）、看護師等の方々がメンバー
であったが、活発な意見が交わされた。
　その中で、生活相談課長から「これまで訪問して雇用管理制度が進んでいる施設を紹介して
ほしい」という質問があった。私は、「少なくとも私が訪問した中では、採用当初からの年次
有給休暇付与（５日）、育児休業の運用実績などを考えれば、当施設（済昭園）が一番ではな
いでしょうか」とお答えした。やはり「隣の芝生は青い」ということだろうが、改めて外部の
風を入れることや学ぶことの重要性を感じた次第である。

　キャリアアップ制度については、前述のとおり制度を作って終わりというものではないので、
今後数年かけて見直し作業を、その都度実施して行っていただけばと思う。幸いにも、施設長
としても近々のうちに見直しを考えていたとのことでより良い制度の構築を期待したい。



 

7. 特別養護老人ホームヘルシーハイム 
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特別養護老人ホームヘルシーハイム03
「改善レポート」による成長の仕組みで、
　　　　　　職員の役割発揮や目標達成を支援

事業所の概要

取り組みの内容

事業所名 特別養護老人ホームヘルシーハイム
北九州市小倉北区南丘1丁目7-24
社会福祉法人（１９９３年）
介護老人福祉施設
５６人（うち正社員４４人）従業員

介護サービス種別

所在地
運営主体

　日ごろから必要なサービスの分析を行い、「介護サービスの質向上につながる研修」など
に取り組み、職員の育成を重視しています。
　賃金制度・人事評価について、数年前、「法人の理念」と「ケアの質・内容」が直結し、
それにもとづいて業務・仕事が明確にしました。一人一人の役割を明確にするとともに、「自
己申告書」→「考課表（指導票）による評価の説明、指導と本人の意見」→改善すべきことと
その実施状況を記載する改善レポート」→「面談して、改善状況の点検」という流れで、評価
をフィードバックして、育成・成長につなげているのが特徴です。また、職員の「良い行動」
や他の職員への援助などがあると、上司や職員同士が感謝を伝える「感謝トークンカード」
制度で、「ほめる、職員がなじむ、お互いが認め合っているよ」という風土づくりに効果を
あげています。
　今回、「改善レポート」後の面談が形骸化して、改善、成長への支援が弱くなっているこ
とに気付き、評価のフィードバックを中心に仕組みの実質化を図りました。

概要

事業所風景
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03 特別養護老人ホームヘルシーハイム

　職員に長年勤務して成熟してもらい良質の介護サービスを提供するために、部下や新人職
員に対し、「スーパービジョン」における教育的機能、管理的機能、支持的機能といった環
境の整備が重要と考えています。
　日ごろから必要なサービスの分析を行い、「介護サービスの質向上につながる研修」に取
り組むとともに、職員個人の保有能力を評価したうえで、「職員との面談を通したコミュニ
ケーション等の中から採択された研修」によって職員が必要な知識や技術習得によりキャリ
ア形成を図れるように取り組んでいます。
　介護系（２カ月に１回）など年間計画を立てており、研修制度は充実しています。
　年休取得率は７～８割前後。育休明けは、復帰後も、希望により「１日６時間、週３～４
日」など柔軟な勤務時間に対応。「１分でも残業」を徹底するとともに、「残業をやめよう」
と取り組み、年間平均２時間程度になっています。
　「感謝トークンカード」を導入し、職員の「良い行動」や他の職員への援助などがあると、
上司や職員同士が感謝を伝えるカードを渡し、年間でカードを多くもらった職員を表彰して
います。「ほめる、職員がなじむ、お互いが認め合っているよ」という風土に効果が上がっ
ています。
　賃金制度・人事評価を数年前に単純化し、法人風土と結びつけて明確化しました。「法人
の理念」と「ケアの質・内容」が直結し、それにもとづいて業務・仕事が明確になっていて、
給与規程も明文化して、職員にも共有しています。半期ごとの面談（上半期４月、下半期１
０月）で、「ここまでがんばったら、給料があがるよ」と、どうすれば給与が上がるかも示し、
「がんばらないと下がることもあるよ」と伝えています。
　とくに、「自己申告書」→「考課表（指導票）による評価の説明、指導と本人の意見」→改善
すべきこととその実施状況を記載する改善レポート」→「面談して、改善状況の点検」という
流れで、評価をフィードバックして、育成・成長につなげているのが特徴です。「改善レポー
ト」後の改善を促すために、２か月ごとに面談し、職員と職種ごとの主任が一緒に振り返り
を行い、職員の役割発揮や目標達成に必要な支援を行っています。
　また、理事長が年１回、昇給考課に合わせて、全職員と面談しています。

1. 事業所の現状

感謝トークンカードを使い感謝を伝え合います
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コ ラ ム

出典：日本銀行ホームページ「公表資料・広報活動」  教えて！にちぎん
https://www.boj.or.jp/announcements/education/oshiete/statistics/h13.htm/ 

03 特別養護老人ホームヘルシーハイム

　CHECK&DO25 による職員アンケートでは、どの項目も。職員全体の平均点が真ん中
（2.5 点）以上で、高い得点レベルで、D.I. 値（注　【コラム】参照）もほとんどの項目で３０
以上とおおむね高い結果となりました。D.I 値がマイナスなのは、「項目７」の適切な人員
確保のみです。
　平均点が比較的低く（2.5 ～ 2.6 点）、D.I. 値２０前後の項目は、「項目 19（「管理職やリー
ダー層の育成教育）」（D.I. 値２３・５）、「項目 20（将来のキャリアについての支援）」
（D.I. 値１９・６）、「項目 22（職員が自由にアイデアや意見を言える風土）」（D..I 値２５・
５）、「項目 23（新しいアイデアを取り入れたり、難しい課題に取り組む風土）」（D.I. 値１
７・６）、「項目 24（質の高いケアへの意識や向上心を持つ職員を育てる風土）」（D.I. 値２
１・６）。
　「E群（法人・事業所の風土）」は、管理者側・職員側いずれも得点が低く、両者の差も
小さいため、課題であることが共通認識されています。
　自己成長、学び合う雰囲気、向上心、主体性向上などを促す制度上の要である「評価面
談→フィードバック→改善レポート」の仕組みがきちんと機能していない可能性が分かり
ました。

２.CHECK&DO25職員アンケート結果や
　 施設長・職員ヒヤリングから浮かび上がった課題と改善の方向性

（D.I. 算出の例）

業況判断D.I.＝（20％）－（25％）＝（△5％ポイント）

「D.I.」（ディー・アイ）とは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、
企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数化したものです。
D.I. は、各判断項目について 3個の選択肢を用意し、選択肢毎の回答社数を単純集計し、全回
答社数に対する「回答社数構成百分比」を算出した後、次式により算出しています。

D.I.＝（第 1選択肢の回答社数構成百分比）－（第 3選択肢の回答社数構成百分比）

企業の収益を中心とした業況について全般的な判断を問う質問では、（1）良い、（2）さほど
良くない、（3）悪い、の 3つの選択肢があります。
例えば、回答が以下のような場合の業況判断D.I. は、△5％ポイント（注  「％ポイント」は、
構成百分比（％）同士の差を示す単位です。）となります。

それぞれの選択肢の「回答社数構成百分比」をそのまま利用することもできますが、例えば、
長期的な動きをみる場合などには煩雑な面があります。そこで、これらのデータの動きを一目
で把握できるように、D.I. という 1つの指標に集約しています。

（１）

（２）
（３）
合計

20社

55社
25社
100社

20％

回答社数 回答社数構成百分比

50％
25％
100％
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効果と課題、今後の運用方針

03 特別養護老人ホームヘルシーハイム

　取組後のCHECK&DO25 集計結果をみると、全体の平均点は 72.8 点から 73.8 点に上昇し
ました。平均点、D.I. 値ともに、「C　評価・報酬」、「D　人材育成」での改善が顕著でした。
　とくに、「項目 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）」「項目 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）」「項目 15（賃金の決め方・
上げ方をルール化し、明確に示している）」「項目 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）」「項目 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）」「項目 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）」でD.I. 値の評価方向に大きく変化しました。これは、「考課→改善レポー
ト」の実質化、考課面談での給与状況の説明を実施した成果と考えられます。
　面談を通じて、職員自身が振り返りをできるようになったり、現場での異職種連携の大切さ
が認識でき、たとえば、介護職員がケアマネや他の職種に確認することが増えたのも、取り組
みの結果です。改善に取り組むなかで、７つあるグループの会議が毎月開催のはずがメールで
のやりとりだけで、会議が開かれていないことが分かり、復活させたのは、波及効果と言えます。
　また、「B　労務管理・職場環境」の領域では、「項目 7」の人員確保以外は、D.I. 値が取組
前よりも向上し、５７・１～９０・５と極めて高い水準となっており、職場環境の向上が見ら
れました。
　平均点が上がった上、標準偏差が 13.４から 11.0 に減少したので、バラつきが小さくなり、
高い評価のピークの山に分布が固まってきたことが分かります。
　モデル調査で改善を目指して取り組んだ項目ではありませんが、「項目 22」「項目 25」の自
由にアイデアや意見を言える組織風土、自主性の尊重で評価が低下しました。これについて、
施設長は「仕事が楽しい、自由にできるというのは、要注意。利用者にとってどうすべきかの
基準に照らして縛られることがある。そこが理解、見えてくると、『いままで自由にしてきた
のに』と息苦しさを感じることもある。職員への評価は、介護サービスの質、中身と一体なの
で、求められる介護サービスの質が提供できているか取り組んでいる中で起きた結果に思える」
と分析しています。
　「項目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）」「項目 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）」では、評価
が低下した結果になったので、業務改善についての理事長あてポストを復活させました。

事業所内の写真
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03 特別養護老人ホームヘルシーハイム

〔評価・処遇制度関係〕
①考課者（評価者）研修の実施。評価基準のレベル合わせ、評価の位置付け（成長を促
し目標に早く到達する仕組みであること）の共有し、中間管理職の機能の強化を図る。
②理事長による考課面談（現在は１年に１回）を半年ごとに実施。
③考課面談において、給与状況の説明を実施。
〔業務管理・組織管理・人間関係管理制度〕
①目標管理（現在ある「考課→改善レポート」の仕組み）を活かして、改善レポートを
より実質的な内容・指導に改善し、目標達成のための協力体制・協働意識の向上をめ
ざす。

　「職場内対話を促進でき、評価とフィードバックができるリーダー層の育成」について、
評価のフィードバック面談などを実施するうえで、施設長が「幹部が役割と方向性を自覚し
ていない」「職員に（問題や課題を）投げかけて、考えさせないといけないが、それができ
ない」などの悩みを感じていました。そこで、幹部会議（部長、課長、主任の 17人）で、
CHECK&DO25 結果を報告し、浮かび上がった課題と利用者の幸せという法人の理念・組
織目標を共有し、「上司に求めるもの、どんな上司になりたいか」をテーマにグループワー
クを実施しました。「話を聞いて方向性を示してくれる上司」「相談に乗ってくれる上司（一
緒に悩んでくれる上司」「認めて誉めてくれる」「方向性を指示してくれる上司」「間違いを
きちんと教えてくれる上司」などが挙げられました（グループワーク結果は、写真参照）。
　職員アンケート結果の共有、グループワークを通じて、幹部・リーダー層に求められてい
る役割・行動を幹部自身が明確に抽出することによって、自分たち自身の役割・目標として
意識付けができ、それを踏まえて、職場内対話と、職員の評価とフィードバックを日常的に
行っていくことにしました。

４. 実施した改善策

　D.I. 値分析では、人員確保以外の項目で、評価する割合（「あてはまる」「どちらかとい
うとあてはまる」）が評価しない割合（「あてはまらない」「どちらかというとあてはまらな
い」）を大きく上回っており、さまざまな仕組みが整備され、雇用管理の状況が極めて良好
であり、仕組みとして大幅な改善の余地は少ないため、運用部分に焦点をあてて改善を提
案しました。
　とくに、「考課→改善レポート」の仕組みの中での考課者のレベル合わせ、改善のフォロー
状況、評価の処遇への反映の納得感などの面で改善が必要という認識になりました。
　そこで、次の改善策を提案しました。

３. 解決するために提案した改善策
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施設長のコメント

職員ヒヤリングから

03 特別養護老人ホームヘルシーハイム

　CHECK&DO25を実施して、気付くところが多かった。法人として気になっていたところが、
データとして見えた。
　「考課→改善レポート→面談」のサイクルの中で、改善課題にどのように取り組んでいるか
のチェックが形骸化していたのが把握でき、確実な実行に取り組んだ。
　仕事の役割や責任の範囲、必要な能力の基本は、介護サービスの質、中身を明確にすること。
利用者第一に立てば、基準レベル、標準作業時間の範囲内で、与えられた仕事ができるように
ならないといけない。言われてからやるでは困る。標準作業時間には１０～３０％の余裕を組
み込んでいるのに、一つの仕事から次の仕事の間に本来必要な作業が抜かれていることがあり、
介護サービスに「心がこもっていない表れ」だと言える。
　賃金ルールは明確化されていたが、この機会に改めて文書にして職員一人一人に示した。ま
た、本来、評価に基づく処遇への反映を説明できるべき主任・課長職が十分に説明できないこ
ともわかり、改善強化を図れた。
　考課面談では、評価結果にもとづき、賃金規定を説明し、給与の決定方法と計算した結果を
個別に示して、透明性・納得性が高まるようにした。（注・実際には、本来の給与規程では給
与が下がる評価であっても、下げない運用をしている。）
　今後ますます人材育成の体制を整えていく必要がある。働き続けられる環境を重視しつつ、
職員が設定した目標や改善へ結果を出せるように、努力する職員を育てていくことが大切であ
る。

・「トークンカードをもらえると、何気なくやった行動でも、役に立っていることが実感でき、
ほっこりします」「年間で多くもらった職員の表彰が励みになる」と述べ、「ほめる、職員が
なじむ、お互いが認め合っているよ」という風土に効果が上がっていることがうかがえた。

・「以前勤めていた介護事業所では、子育て中の職員が退職した理由が残業の多さだった。介
護業界では、残業が当たり前で、『終わるまでやろう』とダラダラになりがちだったが、こ
こは違っていた。今の職場は、残業ゼロなので、働きやすい」と語った。残業ゼロを実現で
きる職場環境として、勤務時間内に終わらせる風土、引き継ぎやチームワークが機能してい
ることが挙げられた。「勤務時間内に自分の仕事が終わるように、工夫するし、自分だけで
抱え込まず、終わらないと思う場合は次に引き継ぐ準備をする。なるべく仕事が残らないよ
うに努めるが、引き継がないで終わらせることが不可能なこともある。引き継ぐ風土がある。
自分が引き継いでやることもあるので、お互いさまでフォローできる環境があるのが良い」
という意見があった。
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特別養護老人ホームもみじ苑04
職場内対話を促進でき、
　　評価とフィードバックができるリーダー層の育成

事業所の概要

取り組みの内容

事業所名 特別養護老人ホームもみじ苑
北九州市八幡西区藤原4丁目15番 33号
社会福祉法人（１９９６年設立）
介護老人福祉施設、短期入所生活介護、通所介護、
介護予防通所介護、訪問介護、介護予防訪問介護、
居宅介護支援
９４人（うち正社員６４人）従業員

介護サービス種別

所在地
運営主体

　課題の原因の大部分は、評価のフィードバックなど、人と組織を成長させる仕組みが動い
ていないことにあり、人と組織の成長戦略として、評価・面談の強化、関係性の強化、公正
処遇の強化の 3つの視点で改善の提案、助言を行いました。
　施設長が「利用者、その家族、職員、地域に『笑顔』『信頼』『安心』を届けることで、地
域から必要とされる施設に」という強い意識を持って施設運営し、職場環境でも「働き続け
られる職場」に真剣に取り組んでいます。

概要

事業所外観
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04 特別養護老人ホームもみじ苑

　「働き続けられる環境」を設立当初から目標にしてきました。そのために、福祉用具の活用、
ノーリフティングポリシー、バーンアウトしない職場環境づくりを進めてきました。
　パートを含めた職員に、資格取得を奨励し、時給を上げてきました。また、職員が 60歳
過ぎても働き続けられる、がんばればキャリアアップできるというキャリアパスにつなげて
います。
　法人設立から 20年を迎え、法人改革をして、これからを担う幹部層を育成する時期にあ
ります。
　正職員だけでなく、契約社員・パートを含む職員全体が一丸となって、利用者、その家族、
地域に『笑顔』『信頼』『安心』を届ける経営理念の実現をめざしています。「私はパートだ
から」「私は契約職員だから」という意識を取り除き、職員同士が垣根を超えて情報共有と
意思疎通を図りながら、介護サービスの提供ができる現場でありたいと考えます。
　職員の一体感は、承認欲求を満たすことにもつながります。また、承認されることによっ
て人は成長するので、評価をフィードバックして成長させる仕組みの確立が求められている
ところでした。
　所定労働時間内で仕事が終わるように、業務改革にも取り組んでいます。今まで職員が慣
れ親しんだ作業のやり方も、「第三者」の目で点検することで、作業の効率化を図る、つま
り職員の作業スキルを上げることが必要となり、育成システムにもフィールドバックしてい
ます。
　福祉用具を上手く活用することで、職員の腰痛予防と負担のない介護に取り組んでいます。
利用者のベットや車いすは特に個別性が高いので、これまでのスタンダードのものではなく、
車椅子であればアームレスト、フットレストが自由に動くもの、クッション性の高い座面や
利用者の体に合わせた座面調整ができるもの。利用者ひとり一人にフィットしたものを施設
で用意するなど、進化した福祉用具を計画的に活用してきました。
それによって、抱え上げる負担を減らし、職員の健康の維持、労働環境改善、職員定着につ
なげています。お子さんのいる職員には、当法人保育園を活用して働ける環境を重視し、体
制を構築してきました。
　賃金制度については、仕事（役割）の差で生じる給料の差と、生活給とのバランス、公平
感など、総合的な観点での給与規程見直しの最中です。

1. 事業所の現状

事業所風景
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良いところ 課題があるところ
A群

情報共有・コ
ミュニケー
ション

B群
労務管理・
職場環境

C群
評価・報酬

D群
人材育成

C群
評価・報酬

C群
評価・報酬

B群
労務管理・
職場環境

① 理念・ビジョンの周知
② 事業計画・目標の明示
③ ミーティングなど
　 職員間で情報共有

⑯ スキルアップの研修
⑰ 外部講習などの支援
⑱ 新人に体系的な教育

⑥ 仕事と生活の調和

⑪ 仕事の役割・責任範囲、
　 能力の明確化

⑦ 適切な人員の確保

⑮ 賃金の決め方・上げ方

⑬ 評価、面談による
　 フィードバック

04 特別養護老人ホームもみじ苑

　職員アンケート（CHECK&DO25) 結果、施設長インタビュー、職員ヒヤリングから、以
下のような「良いところ」「課題があるところ」が分かりました。

【良いところ】
・理念やビジョンが共有され、事業計画・目標の明示、ミーティングなどで職員間の情報
共有がされている。

・仕事と生活の調和に配慮され、アンケートの自由記述欄に職員から「家庭の都合に合わ
せた働き方を選べるような配慮がある職場だと思う」などのコメントが寄せられている。

・求められる人物像、役割・仕事は明確。
・スキルアップの研修、教育の仕組み、外部講習などの支援、新人への体系的教育がある。

２.CHECK&DO25職員アンケート結果や
　 施設長・職員ヒヤリングから浮かび上がった課題と改善の方向性

【課題があるところ】
〔１〕職員全体に共通して課題になっている項目
　職員全体の平均点が低く、職員全体と正職員のD.I. 値（注　事例 03【コラム】参照）が低く、
職員全体に共通して課題になっている項目として、「項目７（適切な人員の確保）」、「項目
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）」、「項目 15（賃金の決
め方・あげ方のルール化）」が浮かび上がりました。

〔２〕正職員と、契約社員・パートとで、評価にズレがある項目
　また、「項目４（取り巻く環境や今後の課題を話し合う）」、「項目５（現場からのアイデア
や意見・提案を吸い上げる機会）」、「項目 12（一人一人の果たすべき役割や目標について
話し合い）」、「項目 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）」、「項目 25（自主性を尊重し、現場に任せ、それを支援する組織風土）」では、
正職員と、契約社員・パートとで、評価にズレがあることが分かりました。これは、管理
職・リーダーが機能していないことが原因と考えられます。

　そこで、雇用管理の状況と課題、改善の方向性として、組織の強化（管理職の役割明確化）
と人材（とくに幹部）の育成（管理職研修・評価のしくみ）が必要という結論になり、職
場内コミュニケーションや仕事のフィードバックを通して部下育成ができる幹部にするた
め、「部下と組織を育てることができるリーダー層の育成」と「早く成長できる評価制度」
の 2つの方向性で改善策を提案しました。
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〔業務管理・組織管理・人間関係管理制度〕
（運用改善）・チームで対応、チームリーダーの育成
　　　　　・組織やチームで取り組むチャレンジングな目標を設定
（リーダー層の育成）・取り組みを推進するファシリテーターを育てる
（職務分掌の見直し）・介護補助職（フォロワー職、介護アシスタント職）の導入
〔評価・処遇制度〕
（評価制度）・評価基準の明確化
　　　　　・ストレッチ目標の設定（目標管理）
　　　　　・成長への期待を伝え、実行と振返りを支援する面談制度の確立（内省の援助）
　　　　　・評価プロセスの透明性と評価の客観性確保（評価者訓練）
　　　　　・放任せず、定期的に状況を把握し、支援する風土づくり
（賃金制度）・賃金制度の見直し
　　　　　・考課を処遇に公正公平に反映する仕組みづくり

３. 解決するために提案した改善策

　「職場内対話を促進でき、評価とフィードバックができるリーダー層の育成」について、
評価のフィードバック面談などを実施するうえで、施設長が「幹部が役割と方向性を自覚し
ていない」「職員に（問題や課題を）投げかけて、考えさせないといけないが、それができ
ない」などの悩みを感じていました。そこで、幹部会議（部長、課長、主任の 17人）で、
CHECK&DO25 結果を報告し、浮かび上がった課題と利用者の幸せという法人の理念・組
織目標を共有し、「上司に求めるもの、どんな上司になりたいか」をテーマにグループワー
クを実施しました。「話を聞いて方向性を示してくれる上司」「相談に乗ってくれる上司（一
緒に悩んでくれる上司」「認めて誉めてくれる」「方向性を指示してくれる上司」「間違いを
きちんと教えてくれる上司」などが挙げられました（グループワーク結果は、写真参照）。
　職員アンケート結果の共有、グループワークを通じて、幹部・リーダー層に求められてい
る役割・行動を幹部自身が明確に抽出することによって、自分たち自身の役割・目標として
意識付けができ、それを踏まえて、職場内対話と、職員の評価とフィードバックを日常的に
行っていくことにしました。

４. 実施した改善策

グループワークの結果
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効果と課題、今後の運用方針

施設長のコメント

04 特別養護老人ホームもみじ苑

　取組前に課題だった「項目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）」「項目 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）」は、D.I. 値が職員全体、正職員で大きく改善した。また、「項
目 10（職員一人ひとりの心身の健康に配慮している）」は、すべての雇用形態でD.I. 値が向
上しました。
　正職員では評価が高い一方、契約社員・パート層からの評価が低かった課題のうち、「C　
評価・報酬」領域の「項目 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）」、「E　法人の組織風土」領域（「項目 21」、「項目 22」、「項目 23」、「項目 24」、「項
目 25」の全項目）で改善が見られ、短期間のモデル調査の取り組みでしたが、組織風土全体
に取り組みの効果が波及したことがうかがえます。
　引き続き、幹部の育成、まず幹部が役割を果たすことで、組織全体の雇用管理改善が図られ
ると思われます。中期的には、現在見直し中の賃金制度運用と紐付けて評価制度を見直すこと
によって、さらに職員の成長促進が期待されるところです。
　施設長が「利用者、その家族、職員、地域に「笑顔」「信頼」「安心」を届けることで、地域
から必要とされる施設に」という強い意識を持って取り組み、職場環境でも「働き続けられる
職場」に真剣に取り組んでいること、モデル調査の取り組みでも、幹部の育成に焦点をあて、
グループワークを実施するなど積極的な姿勢が、短期間で効果を上げたと思われます。

　取り組み後のアンケート実施が、インフルエンザ感染が発生した時期と重なったが、「過重
な負担を強いない」「心身の健康に配慮」という項目で取組前よりもプラスになったのは、ピ
ンチに全職員が力を併せて乗り越えて、職員のチームワーク向上のきっかけや認め合うこと、
仕事に対する自信ややりがいにつながった。
　介護施設は、頑張れば利益が上がるという性質の業種ではないので、「働き続けられる職場」
「利用者、その家族、地域に必要とされる施設」をめざして、職場環境改善やノー残業と、介
護の質向上の両輪で取り組むことで、未来がある。
　今回のモデル調査事業に取り組んで、CHECK&DO25 のアンケート結果によって、感情論
ではなく、数字・データで、戦略・方針を導き出せた。これまで「ここが弱い」という主観、
感覚があったところが、数字で見せられることによって、幹部にも「これをなんとかしないと
いけない」と解決への本気度が生まれた。引き続き、「働き続けられる職場」にしていきたい。
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A 社05
職員に物・心両面の幸福がないと
　　　　　　　　　　　介護事業は成り立たない

事業所の概要

取り組みの内容

事業所名 A 社
北九州市門司区
社会福祉法人（１９９７年設立）
軽費老人ホーム、介護老人福祉施設
１３７人（うち正社員７９人）従業員

介護サービス種別

所在地
運営主体

　利用者、職員、地域の３つの輪があり、物心両面で職員の幸福がないと介護事業は成り立
たないと認識し、利用者も大事にするし、職員も大事にする組織風土に変えてから４～５年
が経ちます。介護保険制度の根本である「残存機能を活かして自立した生活ができる」よう
に、職員が「なんでもやってあげる」のではなく、職員が利用者に声掛け、動機付けをして、
できる人ができることをやってもらい、尊厳を持って自立した生活ができるようなケアを
行っています。
　CHECK&DO25 の職員アンケート結果からは、ほとんどの領域・項目で評価が高く、良
好な雇用管理状態といえるなかで、モデル調査という「外部の目」を入れて、さらに良くす
るために、雇用管理改善に取り組みました。

概要
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　介護保険制度の根本である「残存機能を活かして自立した生活ができる」ように、職員が
「なんでもやってあげる」のではなく、職員が利用者に声掛け、動機付けをして、できる人
ができることをやってもらい、尊厳を持って自立した生活ができるようなケアを行っていま
す。それができるためには、職員のコミュニケーション能力、利用者一人一人の残存機能を
見極め生かすことを考えたケアが必要です。利用者、職員、地域の３つの輪を描いたとき、
全体を下支えしているのは職員なので、「職員に物心両面の幸福がないと成り立たない」と、
職場環境改善、雇用条件向上を位置づけて、取り組んできました。
　次の課題は、評価項目・評価基準を一層明確にして、一次評価をできる層を育成し、評価
基準・運用の透明性を高めることだと考えており、今年度、準備中です。
　施設長が経営理念にもとづいて、どういう人材を求めているか、求められる人物像、行動
基準・評価基準に関連した話をさまざまな機会に職員に対して話しているのが、特徴です。
毎月、給与明細といっしょに、施設長が考えていることを書いた文章（B5判 1枚）を配り
続けて、約１００号になります。
　今回のモデル調査では、施設側のこれまでの雇用管理改善の取り組みに対する職員側の評
価・受けとめを把握したいという想いもあり、応募しました。

1. 事業所の現状

　CHECK&DO25 の職員アンケートは、幹部・リーダーを対象に実施しました。結果からは、
全体の平均点が８２・８点と高く、最も点数が低い項目でも２・８点で、どの領域・項目か
らみても良好な雇用環境・職場環境であることがうかがえました。とくに、「A　情報共有」
　　「D　人材育成」では、領域の平均点が１７・４点と高い結果でした。
　D.I. 値（注　事例 03【コラム】参照）でみても、一部の項目を除くほとんどで８０～１００と
極めて高い評価を得ています。
　あえて課題とするならば、人員の確保（項目 7）があげられます。基準人員を超える人員
体制をとっていますが、２・８点、D.I. 値５３・３と、他の項目に比べると厳しい結果でした。
　また、「項目 15（賃金の決め方・上げ方をルール化し、明確に示している）」が２・８点、
D.I. 値４０・０、「項目 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）が２・９点、D.I. 値６０・０、「項目 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）」が３・０点、D.I. 値６０・０、「項目 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）」が３・０点、D.I. 値６６・
７と、全体的に高評価の中で比較的に課題と言えます。
　賃金の決め方（項目 15）はルール化していますので、アンケート結果からは、評価制度
による「仕事のベクトル合わせ」「能力開発」、評価結果の「公正処遇への反映」への落とし
込みがうまく機能できていない可能性が読み取れます。評価が本人にどれだけ伝わり、納得
されているか、気になるところです。評価基準の明確化、一次評価者の育成の取り組みを準
備中なので、その重要性がアンケートから裏付けられました。
　一般職員からのヒヤリングでも、「強いて言うなら」という前提付きですが、「評価はして
くれているが、どういう風に評価されているか明確ではない」との意見が出されました。
　評価制度の現在の運用状況は、各職員に年度目標を立てさせ、主任が半年ごとにヒヤリン
グし、到達を確認しています。評価は、施設長が全員と面談して行っています。処遇を下げ
た場合、「こういう点に気を付けないといけないよ」「周りの職員は、こう見ているよ」と、

２.CHECK&DO25職員アンケート結果や
　 施設長・職員ヒヤリングから浮かび上がった課題と改善の方向性
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効果と課題、今後の運用方針

　評価制度とその運用にネックがあるようですが、評価基準を見直し中なので、評価制度自
体は現在進行中の取り組み・スケジュールに支障を持ち込まないように留意し、モデル調査
事業での改善策としては、現在の評価制度のなかで運用改善を行うようにしました。
　評価とは、事業者と職員が目標を共有し、仕事のベクトルを合わせる「仕事のベクトル合
わせ」であり、職員ごとの長所短所を把握し、フィードバックすることで早く成長する「能
力開発」です。また、評価結果を処遇に適切に反映させることで、賃金の決め方への透明性・
納得感を高めます。
　そこで、提案した改善策は、次のとおりです。
①幹部会議で、評価後のフィードバックを議題にし、幹部に評価とは成長を促し目標に早
く到達する仕組みであること、幹部の役割は人と組織を育てることを共有する。
②職員へのフィードバックを実施する。
③被評価者訓練を実施する。

３. 解決するために提案した改善策

　提案した改善策のうち、モデル調査期間では、前記の①、②を実施しました。

４. 実施した改善策

　取組後のCHEK&DO25 集計結果（回収数：幹部職員 14人、一般職員（リーダー）17人）
から、取組前後の変化を見ると、幹部（管理者）・リーダー全体で、以下の項目でD.I. 値（注
　事例 03【コラム】参照）が顕著に上昇しました。

A　項目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）
B　項目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）
B　項目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）
B　項目 10（職員一人ひとりの心身の健康に配慮している）
D　項目 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）
D　項目 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）

　とくに、「B　労務管理・職場環境」や「D　人材育成」の領域での改善が目立ちました。施
設長が人と組織を機能させる観点、雇用管理改善の重要性を認識して、幹部・リーダーの育成
に力を入れており、モデル調査でも幹部・リーダーが成長できるように具体的な支援を行った
結果が項目 10の変化に表れたと言えます。

課題や改善点を伝えて、評価に納得してもらうとともに、次年度の改善意欲を促すように留
意しています。来年度へ向けて、評価基準の明確化を行うとともに、一次評価者の育成など
に取り組む準備をしています。
　自主性を尊重し仕事を任せる（項目 25）では、どこまで任せるか、幹部たち自身の悩み
もあります。任せるためにも、部下の状況を日常的に把握して、評価・フィードバックして
いく必要があるようです。
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事業所内の風景

　また、評価を公正に行うためには、日常から職務遂行状況を把握し、指示・指導ができ、具
体的なアドバイスができる必要があります。それができるように取り組んだことによって、職
員間での情報共有の徹底、個人の事情に配慮した支援、過重な負担を強いない工夫、心身の健
康への配慮、ＯＪＴなどの項目でも良い変化が生じたようです。
　一方、D.I. 値が後退した項目は、「C　評価・報酬」の領域に集中しました。改善への取り
組む初期は、アンケート実施の対象とした幹部・リーダー層が、課題であることを認識したた
め、辛口の評価となることは起こり得ることです。現在、評価基準を明確化している途中なの
で、見直し後に、評価基準に基づくフィードバック、成長の仕組み、評価の処遇への反映の仕
組みを制度設計し、運用することによって、改善が期待されます。
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施設長のコメント

05 A 社

・「リーダー研修（施設内、外部）を受けて、リーダーとしてのスキル、を向上できた」と、
今年から制度化したリーダー層の研修・教育の効果を職員も実感していた。

・「働きやすい職場なので、気になるところはない。今までの経験を生かせる」、「年配の職員
が急に休む時などのカバー、フォローができる環境にある」、「研修、育成も十分」、「朝礼、ミー
ティング、終礼でも情報共有されている」など、情報共有、職場環境、キャリアパスなどへ
の満足度が高かった。

・組織風土についても、「上の人が職員の状況・気持ちを理解してくれたら安心できる。元気
がなければ声をかけたり。介護は仕事が大変なので、他で何かがあれば心が折れてしまう。
課長、施設長もいつも声をかけて気にしてくれているので、心が弱っている時、助けられて
いる」、「法人の風土もいい。上司がしっかり話を聞いてくれる、何かあればフォローしてく
れる」と受け止められている。

・また、「介護は女性職場なので、結婚出産で入れ替わりが激しかったり、対立や年配者が強
い職場を経験してきた。そういうことに陥らないように、働きやすい職場を作っていきたい。
そういうことを見かけたら、聞いてあげるようにしたい」との意欲も表明され、高いモラー
ル（動機づけ）があった。

　評価基準の見直しに取り組んでいるが、育成につなげる評価制度は必要だが、処遇へ反映さ
せる評価制度・考課制度が福祉施設になじむか、何を基準に昇給・処遇したらいいか悩んでい
る。また、一次評価できる層の育成が課題である。
　今回のモデル調査事業のなかで、CHECK&DO25 の結果について、幹部会議で共有、議論し、
幹部の果たす役割について意識が高まった。
　「経営できる＝革新ができる」幹部を育てていくことが、今後の事業の発展、職場の雇用管
理改善のカギを握るので、幹部を育てていきたい。
　これまで、「職員に物心両面の幸福がないと成り立たない」と位置づけ、利用者も大事にす
るし、職員も大事にする風土をめざし、雇用管理改善に取り組んできた。評価基準の明確化の
取り組んでいる最中なので、一次評価者（課長・課長代理）が評価をきちんとできるように育
成し、評価の透明性確保、フィードバックによる職員の成長をすすめていく。
　結果について、「B　労務管理・職場環境」「D　人材育成」の領域で改善したのは、リーダー
研修などや部下の育成の取り組みが効果をあげてきたのを感じる。
　幹部とリーダーで取組前後の変化が逆方向の領域・項目については、モデル調査期間でも幹
部が成長し、手間をかけて部下を育てているので、その分、負担が増えていることが反映した
のではないか。リーダー層がまだ育っていないので、幹部からは厳しい評価になった。リーダー
層は、幹部からのフィードバックを実感して、満足度が高くなったとみている。
　ここ数年、給与水準をかなり大きく上げてきたので、2016 年は頭打ちになってきている。
今後は、一般職員の給与水準アップが課題。評価の処遇への反映については、制度作りを十分
に検討したい。



雇用管理改善企画委員会（敬称略・順不同） 

坂本　毅啓 

① 略歴： 

大学院卒業後、関西を中心に専門学校、短期大学、大学で教員を勤めた後、
2010年より公立大学法人 北九州市立大学 地域創生学群地域創成学類　地域福祉
コース　基盤教育センター　准教授 

② 専門：社会福祉学、社会保障、福祉教育 

③ 主な著書： 

『地方都市から子どもの貧困をなくす 市民・行政の今とこれから』（共著） 

　旬報社 　2016年 

『転換期の医療福祉』（共著）せせらぎ出版   2005年    

『介護福祉選書２　新版老人福祉論』（共著）建帛社   2004年    

『社会福祉選書１６　法学』（共著）建帛社   2003年    

『福祉事務管理シリーズ　社会福祉論Ⅰ』（共著）建帛社   2003年    

永原　澄弘 

① 略歴： 

大学卒業後、金融機関に就職。 

1983年より社会福祉法人初栄会特別養護老人ホーム青楽園に入職。 

2005年社会福祉法人初栄会ケアハウスサンスマイル施設長に就任。 

2012年筑豊地区老人福祉施設協議会会長及び福岡県老人福祉施設協議会副会長
に就任。 

2013年全国軽費老人ホーム協議会副理事長に就任。 

② 専門：介護福祉 
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早田　晋一 

① 略歴： 

大学卒業後、公益法人総務部勤務を経て、2005年から東京都内のコンサルティン
グ会社（中央青山PwCコンサルティング 現 みらいコンサルティング）の人事労
務サービス部門。 

2006年から都内の社会保険労務士法人に勤務。　 

2013年早田社会保険労務士事務所開設。 

② 専門：労務管理 

③ 資格：特定社会保険労務士 

宮崎　由理 

① 略歴： 

大学卒業後、民間信用調査機関（帝国データバンク）にて、企業信用調査業務に
従事し、企業経営の評価・コンサルティング業務を習得。 

2011年社会保険労務士事務所開業。企業顧問、コンサルティングをベースに、 

介護事業者雇用管理責任者講習などの講師業も積極的に行う。 

② 専門：労務管理 

③ 資格：特定社会保険労務士 

福田　升二 

① 略歴： 

大学院修了後、伊藤忠商事株式会社に入社。情報産業関連の部署に配属となり、
海外を含めたインターネット関連の新規事業開発・投資業務に携わる。2013年に
エス・エム・エスに入社。事業開発本部を経て、介護事業者向け経営・業務支
援ソフトの「カイポケ」や介護業界最大規模の求人広告サービスの「カイゴジョ
ブ」、施設検索・入居紹介サービス「介護DB」、介護家族向けの情報サービス
「安心介護」などを中心とする介護領域全体を介護事業本部長として統括 

②専門：介護事業者向けサービスの構築、提供
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