
活用の促進、福祉・介護サービスの実態に応じた雇用管理の好事例  

の情報提供等に取り組むこと。（経営者、介護労働安定センターその  

他の関係団体等）  

⑨ 業務の省力化等  

ア IT技術や自助具を含む福祉用具の積極的な活用等を通じて、   

業務の省力化に努めること。（経営者、関係団体等、国、地方公共   

団体）  

イ サービスの提供に関する記録等の各種書類の作成に係る事務の   

効率化・簡素化に努めること。（経営者、関係団体等、国、地方公   

共団体）  

⑩ その他  

従事者の育児休業や研修受講等の事情により、欠員が生じる場合   

に、円滑に代替職員が確保できるよう、支援すること。（福祉人材セ   

ンターー、福祉人材バンクその他の関係団体等）  

（2）新たな経営モデルの構築   

① 福祉・介護サービスが人によって支えられる事業であることを踏   

まえ、福祉・介護サービスを行うのにふさわしい経営理念を確立す   

るとともに、質の高いサービスを確保する観点から、サービスの内   

容に応じた採用方針や育成方針の確立など、明確な人事戦略を確立   

すること。（経営者、関係団体等）  

② 現状において多数を占める小規模かつ脆弱な経営基盤からの脱却   

を図るため、複数の福祉・介護サービスの実施又は従事者の共同採   

用や人事交流、資材の共同購入、設備の共同利用など経営者間のネ  
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ットワークの構築を進めること等により、経営基盤を強化すること。  

（経営者、関係団体等）  

③ 管理者等が労働環境の改善やキャリアアップの仕組みの構築等の   

取組の重要性を十分認識すること等を通じて、質の高い人材を確保   

し、質の高いサービスを提供するための組織体制を確立すること。   

（経営者、関係団体等）  

④ 福祉・介護制度の下で、柔斬かつ創意工夫を活かした経営を行う   

ことができるよう、社会福祉法人制度改革等の規制改革を推進する   

こと。（国、地方公共団体）  

⑤ 経営主体や事業の規模・種類、地域特性に応じた経営の実態を把   

握するとともに、これらを踏まえた福祉・介護サービスを行うのに   

ふさわしい経営：哩念や経営の在り方を研究し、先進的な取組につい   

ての周知を図るなど、その成果について普及を図ること。（関係団体   

等、国、地方公共団体）  

⑥ 福祉・介護サービスに係る事業の施設・設備の整備や事業の運営   

に係る融資を行うほか、経営の安定化に資するため、経営診断事業   

等を推進すること。（独立行政法人福祉医療機構その他の関係団体   

等）  

（3）介護技術等に関する研究及び普及  

① 利用者の自立を支援し、より質の高い福祉・介護サー ビスを提供   

する観点から、自助具を含む福祉用具や住環境の整備等の研究を行   

うとともに、その成果について普及を図ること。（経営者、関係団体   

等、国、地方公共団体）  
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② 従事者の負担を軽減する観点から、腰痛対策等に関する介護技術   

について、 これまでの研究成果の評価・分析を行いつつ、より適正   

かつ実践的な技術の研究及び普及を図ること。（経営者、職能団体、   

養成機関の団体その他の関係団体等、国、地方公共団体）  
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星キャリアアγプの仕組みの構築  

① 質の高い介護福祉士や社会福祉士、保育士等を確保する観点から、   

資格制度の充実を図り、その周知を行うこと。また、有資格者等の   

キャリアを考慮した施設長や生活相談員等の資格要件の見直しや社   

会福祉主事から社会福祉士へのキャリアアップの仕組みなど、福   

祉・介護サービス分野における従事者のキャリアパスを構築するこ   

と。（経営者、関係団体等、国、地方公共団体）  

② 福祉・介護サービス分野におけるキャリアパスに対応した生涯を   

通じた研修体系の構築を図るとともに、施設長や従事者に対する研   

修等の充実を図ること。（経営者、職能団体その他の関係団体等、国、   

地方公共団体）  

③ 従事者のキャリアアップを支援する観点から、働きながら介護福   

祉士、社会福祉士等の国家資格等を取得できるよう配慮するととも  

さん  に、従事者の自己研錬が図られるよう、業務の中で必要な知識・技   
術を習得できる体制（OJT）や、職場内や外部の研修の受講機会   

等（OFF－JT）の確保に努めること。（経営者、関係団体等）  

④ 従事者のキャリアアップを支援する観点から、労働者の主体的な   

嘩力開発の取組を支援する教育訓練給付制度を適切に運営すること。   

（国）  

⑤ 従事者の多様な業務を経験する機会を確保する観点から、経営者   

間のネットワークを活かした人事交流等を通じて、人材の育成を図   

ること。（経営者、関係団体等）  
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⑥ 国家資格等の有資格者について、さらに高い専門性を認証する仕   

組みの構築を図るなど、従事者の資質向上に取り組むこと。（職能団   

体、養成機関の団体その他の関係団体等）  
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3 福祉・介護サービスの周知・理解  

① 教育機関等が生徒等に対して、ボランティア体験の機会を提供す   

るなど、成長段階に応じて福祉・介護サービスの意義や重要性につ   

いての理解と体験ができるよう、働きかけを行うこと。（経営者、関   

係団体等、国、地方公共団体）  

② 福祉・介護サービスの職場体験の実施、マスメディアを通じた広   

報活動、これらを重点的に実施する期間の設定等、関係各機関の連   

携の下、若年層を始めとする幅広い層に対し、認知症等の福祉・介   

護サービスの利用者やこうした利用者を支える福祉・介護サービス   

についての理解を求めること。（経営者、職能団体、養成機関の団体   

その他の関係団体等、国、地方公共団体）  

③ 施設の地域開放やボランティアの受入れ、地域活動への積極的な   

参加など、地域との交流を図ること。（経営者、関係団体等）  

④ 将来を担う人材を育てていくことが、福祉・介護サービスや経営   

者の社会的な評価を高めていくことにつながるという観点に立って、   

福祉・介護サービス分野への就業を目指す実習生を積極的に受け入   

れるとともに、実習を受け入れる施設における適切な受入体制を確   

保すること。（経営者、関係団体等、国、地方公共団体）  
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4 潜在的有資格者等の参入の促進等  

（1）介護福祉士や社会福祉士等の有資格者の活用等の促進   

介護福祉士や社会福祉士等の資格制度の普及を図るとともに、これ  

らの有資格者の活用等の促進を図ること。（経営者、関係団体等、国、  

地方公共団体）  

（2）潜在的有資格者等の参入の促進  

① 潜在的有資格者等について、就業の現状や離職の理由、福祉・介   

護サービス分野への再就業の意向等の実態を把握すること。（関係団   

体等）  

② 潜在的有資格者等に対して、就職説明会の実施等を通じて、関心   

を喚起し、福祉・介護サー ビス分野への再就業を働きかけること。（福   

祉人材センター、福祉人材バンクその他の関係団体等）  

③ 潜在的有資格者等のうち、再就業を希望するものに対して、再就   

業が円滑に進むよう、関係団体等や公共職業安定所等との十分な連   

携による無料職業紹介等の実施や再教育等を通じて、就業の支援に   

取り組むこと。（福祉人材センター、福祉人材バンクその他の関係団   

体等、国）  

④ 福祉・介護サービス分野へ就業した潜在的有資格者等について、   

将来にわたって安定的に仕事ができるよう、相談体制を整備するな   

ど、 その定着の支援に取り組むこと。（福祉人材センター、福祉人材   

バンクその他の関係団体等）  
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5 多様な人材の参入・参画の促進  

（1）福祉・介護サービス以外の他の分野に従事する人材の参入の促進  

① 多様な人材を確保する観点から、福祉・介護サービス以外の他の   

分野に従事する者等に対して、就職説明会の実施等を通じて、福祉・   

介護サービス分野への関心を喚起し、就業を働きかけること。（福祉   

人材センター、福祉人材バンクその他の関係団体等）  

② 福祉・介護サービス以外の他の分野に従事する者等のうち、福祉・   

介護サービス分野への就業を希望するものに対して、関係団体等と   

公共職業安定所等との十分な連携による無料職業紹介等の実施を通   

じて、就業の支援に取り組むこと。（福祉人材センター、福祉人材バ   

ンクその他の関係団体等、国）  

③ 福祉・介護サービス以外の他の分野に従事していた者等で、福祉・   

介護サービス分野へ就業したものについて、将来にわたって安定的   

に仕事ができるよう、相談体制を整備するなど、その定着の支援に   

取り組むこと。（福祉人材センター、福祉人材バンクその他の関係団   

体等）  

④ 利用者のサービスの選択に資することを目的とした第三者評価結   

果の公表や情報開示等は、福祉・介護サービス分野への就業を希望   

する者にとっても就業先の選択に資するものであることを踏まえ、   

これらの推進を図ること。（経営者、関係団体等、国、地方公共団体）  

（2）高齢者等の参入・参画の促進等   

① 高齢者に対する研修等を通じて、高齢者が福祉・介護サービス分   

野へ就業しやすい、又は、ボランティアとして参画しやすい環境を  
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整えるほか、これまでの就業経験の中で培ってきた経理や労務管理  

等の専門的知識・技能の活用を図ること。（経営者、関係団体等、国、  

地方公共団体）  

② 障害者に対し、就労支援を含む様々な支援を通じて、障害者が自   

らの能力を十分に発揮できる社会参加の活動の一つとして、福祉・   

介護サービス分野への参入・参画を促進すること。（経営者、関係団   

体等、国、地方公共団体）  

③ 日比経済連携協定等に基づく外国からの介護福祉士等の受入れに   

当たっては、国内における従事者との均衡待遇を確保するなど、外   

国人介護福祉士等の受入れが適切に行われ、現場に混乱が生ずるこ   

とのないよう、十分な研修体制や指導体制等を構築すること。（経営   

者、関係団体等、国）  
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第4 准営書．幽庵団♯讐並びに邑及び地方公共邑体の役僧と包長の役鞘   

福祉・介護サービスの最大の基盤は人材であり、質の高い人材が集ま  

らなければ、質の高いサービスの提供は困難となるという考え方の下に、  

経営者、関係団体等並びに国及び地方公共団体がそれぞれの役割を果た  

し、処遇の改善等に取り組むことが重要である。   

これらの関係者が十分な連携を図りつつ、さらには国民の参加も得な  

がら、国民的な課題として、21世紀を担う福祉・介護サービス分野の  

人材の量と質を高めていくため、誰もが生き生きと働ける魅力ある福  

祉・介護サービス分野の職場を確立するとともに、その社会的な評価の  

向上を図ることに取り組んでいく必要がある。  

それぞれの役割については、以下のとおりとする。  

1 経営者及び関係団体等の役割   

経営者は、健全な経営を維持し、従事者を雇用する立場から、適正  

な給与水準の確保を始めとする労働環境の改善や従事者のキャリアア  

ップの支援等を行っていくことにより、一人一人の従事者がその能力  

を最大限に発揮することができる働きやすい環境の整備を行う役割を  

担っている。   

特に、福祉・介護サービスに係る事業の経営においては、人材の質  

がサービスの質に大きな影響を与えることから、福祉・介護サービス  

の利用者に対して、人材というサービスの提供基盤を最大限に活かし  

て、質の高いサービスを提供していくことが重要である。   

また、′ノ経営者は、経営理念に裏打ちされた人事制度の改革や経営者  

間のネットワークの構築、関係団体等による活動への協力を最大限行  

う必要がある。  
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さらに、現在、国民は、経営状況やサービスの提供体制等の施設運  

営の状況についての実態を必ずしも十分に把握できる状況にはないこ  

とから、経営者は、積極的にこれらの情報を開示していくことも必要  

である。   

他方、関係団体等は、個々の経営者や従事者のレベルでは対応する  

ことが難しい課題について、経営者や従事者の取組を支援するなど、  

それぞれが果たすべき役割を着実に推進する必要がある。  

2，地方公共団体の役割   

地方公共団体は、事業者の指定や指導監督を行い、地域の実情に応  

じて、住民に対し必要な福祉・介護サービスを確保するための計画を  

策定するほか、事業に係る費用の一部を負担する等の役割を担ってい  

る。   

このため、地方公共団体は、福祉・介護制度関連法規等の法令を遵  

守した適切な運営が確保されるよう、経営者に対する指導監督を行う  

とともに、福祉・介護サービスに関わる法人、施設、関係団体等の取  

組を把握しながら、個々の経営者では対応が難しい人材確保の取組や  

研修の実施など人材の質的向上を支援していく必要がある。   

特に、都道府県においては、雇用情勢を踏まえ、従事者の需給状況  

や就業状況を把握するとともに従事者に対する研修体制の整備、経営  

者や関係団体等のネットワークの構築など、広域的な視点に立って、  

市区町村単位では行うことが難しい人材確保の取組を進めていくこと  

が重要である。   

また、市区町村においては、介護保険制度の保険者として位置付け  

られているなど、福祉・介護制度の実施主体としての立場から、必要  

なサービス提供体制を確保するため、都道府県の取組と連携し、ボラ  

ンティア活動の振興や広報活動等を通じて、福祉・介護サービスの意  
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義や重要性についての啓発に努めるとともに、従事者に対する研修の  

実施や相談体制の整備、経営者や関係団体等のネットワークの構築な  

ど、地域の特色を踏まえたきめ細やかな人材確保の取組を進めていく  

ことが重要である。  

3 国の役割   

国は、事業に係る費用の一部を負担するとともに、福祉・介護制度  

等の制度を企画立案し、基準・報酬等を策定するという役割を担って  

いる。   

このため、人材を確保し、必要なサービスが国民に提供されるよう、  

国は、必要に応じて、法人や施設の規模、種類等に応じた経営の状況、  

従事者の労働環境、定着状況等の実態を把握する必要がある。   

その結果を踏まえ、人材の確保のためにどのような政策が必要かを  

定期的に検討し、適切に福祉・介護制度等の制度の設計・見直しや介  

護報酬等の設定を行う必要がある。   

また、福祉・介護政策と教育政策とが連携を図りつつ、ボランティ  

ア体験等を通じて、生徒等の成長段階に応じて福祉・介護サービスに  

接する機会を積極的に設けることにより、国民一人一人が身近な問題  

として福祉・介護サービスに対する理解を深めていけるような環境を  

整備していく必要がある。   

これに加え、福祉・介護政策と労働政策とがそれぞれの役割を果た  

しつつ、連携して効果的な人材確保の取組を推進していく必要がある。   

さらに、経営者の指導監督、人材の質の向上等に向けた関係者の取  

組への支援、福祉・介護サービスのイメージアップなどの対策を迅速  

かつ適切に行っていく必要がある。  

4 国民の役割  
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国民は、．福祉・介護サー ビスの利用者であるとともに、福祉・介護サ  

ービスを支える税や保険料の負担者としての役割を担っている。   

これからの福祉・介護サービスは、利用者自らのニーズに基づき、サ  

ービスを選択することを基本としており、質の高いサービスの担い手の  

育成は、賢明な利用者の存在なくして成り立たないものである。この意  

味で、国民は消費者として質の高いサービスを選り分けるとともに、こ  

うしたサ、一ビスを伸ばしていくことに努めなければならず、そのために  

は必要な情報開示や相談体制の整備を経営者や行政等に求めていくべ  

きである。，  

また、我が国の福祉・介護制度は、国民が拠出する公的な財源により  

運営されており、国民一人一人がこれを大切に利用するという節度ある  

利用者でなければならず、このような認識なしにサービスが利用されれ  

ば、真に福祉・介護サービスが必要な利用者にサービスが行き届かない  

おそれもある。このような意味で、国民は福祉・介護サービスを上手く  

利用しながら、自立した日常生活を営むことを目指していくことが求め  

られる。  

さらに、、福祉・介護サービスを支える税や保険料の負担者としての立  

場から、国民は、必要な福祉・介護サービスの量や質の水準と併せて、  

これを確保するために必要となる負担の水準も考えていくことが求め  

られる。  

このほか、国民の生活を支えていくためには、公的な福祉・介護制度  

に基づく福祉・介護サービスのみならず、地域社会等における支え合い  

を併せた重層的な支援体制を整備していくことも重要であり、国民は、  

ボランティア等への参画を通じて、こうした地域社会等における支え合  

いを充実させていくことも重要である。  
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幕5 指針の実施状況の■傷・検証   

国は、この指針が示す人材確保のために講ずべき措置について、福  

祉・介護制度の見直しの状況を踏まえ、定期的にその実施状況を評価・  

検証し、必要に応じこの指針の見直しを行いつつ、人材確保対策を着  

実に推進するものとする。  
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