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山形県介護サービス事業所・施設のモデル給与・服務等規程

１

作成趣旨等

（１）作成趣旨
高齢化が進展する中、要介護高齢者の増加に伴う介護サービスの量的拡大
が進むとともに、認知症への対応など質の高い介護サービスの需要がますま
す高まっており、質の高い介護サービスを担う人材を安定的に確保していく
ことは、喫緊の重要課題の一つです。
また、長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るためには、介護職員が
将来展望を持って安心して介護の職場で働き続けることができるよう、能
力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要であり、こうし
たキャリアパスに関する仕組みを介護の職場に導入促進し、普及・定着を図
っていく必要があります。
一方、平成 24 年度に県が実施した「山形県介護労働実態調査（調査対象：
介護サービス事業所・施設の介護労働者）の結果において、
「労働条件等の悩
み、不安、不満等」についての回答では、
「 仕事内容の割に賃金が低い」が 56.0％
と最も多く、次に「有給休暇が取りにくい」が 49.4％、
「人手が足りない」が
49.3％でありました。
このような状況を踏まえ、県では、関係機関・団体の御協力を得て、介護
サービス事業所・施設向けのモデルとなる給与・服務等規程（以下「モデル
規程」という。）を作成・周知することにより、キャリアパス制度の導入及び
介護職員の処遇改善を促進していくことといたしました。

（２）介護職員の離職率及び賃金に係る現状と課題
①離職率
本県の介護サービス事業所・施設における訪問介護員、介護職員及び看護
職員について、１年間（平成 23 年 12 月～24 年 11 月）の離職率をみると、
３職種合計で 13.2％であり、全国値の 17.0％（看護職員を含まず）と比較
し、3.8 ポイント低い状況にあります。
（※ 出典：本県：平成 24 年度山形県介護
労働実態調査、全国：公益財団法人介護労働安定センター平成 24 年度介護労働実態調
査）

また、全国の介護職員の離職率については、低下傾向にありますが、産業
計と比べてやや高い水準となっているため、介護職員の離職率をどのように
して低下させていくかが課題となっています。
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全国の職種別離職率
H22

H23

H24

H25

介護職員

17.8％

16.1％

17.0％

16.6％

産業計

14.5％

14.4％

14.8％

15.6％

建設業

11.4％

11.4％

10.1％

12.1％

製造業

9.7％

9.7％

11.3％

10.6％

卸売・小売業

14.3％

12.7％

14.4％

15.0％

医療・福祉

15.0％

15.9％

13.9％

15.2％

区

分

※出典 介護職員：公益財団法人介護労働安定センター「介護労働実態調査」
全産業 ：厚生労働省「雇用動向調査」

②賃金
本県の介護サービス事業所・施設における介護職員（正規職員）の平均月
収は、172,300 円であり、全国値の 203,600 円と比較し、31,300 円低い状況
にあります。（※ 出典：本県：平成 24 年度山形県介護労働実態調査、全国：公益財
団法人介護労働安定センター平成 24 年度介護労働実態調査）

また、全国の介護職員の平均賃金の水準については、平均年齢・勤続年
数に違いがあり単純な比較はできませんが、産業計と比較して低い傾向に
あり、さらに、介護職員の勤続年数は、産業計と比較して短い傾向で平均
賃金水準の低さにも繋がっているため、処遇改善が課題となっています。
常勤労働者の平均賃金、平均年齢及び勤続年数
全体
区分

産業計
A
福祉施設

B
差額等
A-B

介護員

男

女

平均
賃金
千円

平均
年齢
歳

勤続
年数
年

構成
比
％

平均
賃金
千円

平均
年齢
歳

勤続
年数
年

構成
比
％

平均
賃金
千円

平均
年齢
歳

勤続
年数
年

324.0

42.0

11.9

67.6

359.8

42.8

13.3

32.4

249.4

40.4

9.1

218.9

38.7

5.5

33.5

235.4

35.1

5.4

66.5

210.6

40.5

5.5

▲

105.1

▲

3.3

▲

6.4

▲

34.1

▲

▲

124.4

7.7

▲

7.9

▲

34.1

▲

38.8

0.1

3.6

※常勤労働者とは、短時間労働者以外の労働者
※福祉施設介護員は、老人福祉・児童福祉・身体障害者等の福祉施設において、介護
の仕事に従事する者をいう。
※平均賃金は、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、
算定方法によって支給される現金給与額であり、基本給のほか、家族手当、超過労
働手当を含むが、賞与は含まない。なお、所得税、社会保険料等を控除する前の額。
※出典：厚生労働省「平成 25 年賃金構造基本統計調査」
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（３）モデル規程の活用に当たっての留意事項
就業規則、給与規程等の内容は、介護サービス事業所・施設の実態に合っ
たものとしなければなりませんので、作成や変更に当たっては、各事業所・
施設において内容を十分検討する必要があります。
モデル規程において参考として示した条文、表、金額等は、規程例の内容
を分かり易くするために便宜的に記入したものですので、実際の作成や変更
に当たっては、必要に応じて社会保険労務士事務所、労働基準監督署等に相
談のうえ、法令に従い各事業所・施設の実情に応じて具体的な条文や金額等
を定めてください。

（４）就業規則、給与規程等の作成・変更及び周知
就業規則、給与規程等において職員の労働条件や待遇の基準等について作
成又は変更した場合は、職員の過半数で組織する労働組合（ない場合は労働
者の過半数を代表する者）の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届
け出なければなりません。（但し、常時雇用する職員が 10 人以上の事業所の
場合）
また、職員の労働条件等に係る関係規則・規程等については、職員一人ひ
とりへの配付、職員がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲
示・備付け、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認
できるようにするといった方法により、職員に周知しなければなりません。
このモデル規程を参考としていただき、介護サービス事業所・施設の実情
に応じて就業規則や給与規程等の作成又は変更を行った場合も同様に、職員
一人ひとりに周知し、職場の労働環境が少しでも良くなっていることを理解
していただくなど、安心して介護業務に従事できる職場環境づくりに事業者
と職員が一緒になって取り組んでいくことが大切です。
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２

給与規程関係
この項目では、就業規則の給与に関する事項について、別に定めた給与規

程として参考例を記載しています。
○○○法人○○会
○○○ 法人○○会給与規程
法人○○会 給与規程（参考例）
給与規程 （参考例）
（目

的）

第１条

この規程は，就業規則第○条の規程に基づき、職員の給与に関する必要な事

項を定めることを目的とする。
２

準職員の給与は、別に定めるところによる。

（給与の種類）
（給与の種類 ）
第２条

職員の給与の種類は、次のとおりとする。

(1)

給料

(2)

諸手当
管理職手当、役職手当、資格手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外
勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手
当、勤勉手当

（給与の支給
（給与の 支給と控除
支給 と控除）
と控除 ）
第３条
２

給与は、職員に対し、通貨で直接その全額を支給する｡

前項について、職員が同意した場合は、職員本人の指定する金融機関の預貯金口
座等へ振込により給与を支給する。

３

次に揚げるものは、給与から控除する。

(1)

源泉所得税

(2)

住民税

(3)

健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

(4)

職員との書面協定により給与から控除することとしたもの

（給与の計算期間及び支給日）
第４条

給与は、毎月○日に締め切って計算し、翌月○日に支給する。ただし、支給

日が休日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支給する。ただし、期末手当及び
勤勉手当については別に定めるところによる。
２

前項の計算期間の中途で採用された職員又は退職した職員については、月額の賃
金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

（欠勤等の扱い）
第５条

欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、給料から当該日数又は時間分の

賃金を控除する。
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２

前項の場合、控除すべき給料の１時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。

(1)

月給の場合
基本給÷１か月平均所定労働時間数（※）
（365－年間所定休日日数）×１日の所定労働時間
※＝

(2)

12

日給の場合
基本給÷１日の所定労働時間数

（休暇等の給与）
（休暇等の給与 ）
第６条

年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与

を支給する。
２

産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・
介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇
期間、裁判員等のための休暇の期間、公民権行使の時間、○○休暇は、（無給又は
通常の給与を支払うこと）とする。

３

就業規則第○条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない（又は○か
月までは○割を支給する）。

４

職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、その意に反し長期の休養を要する場合は、
期間中給与の全額（又は○割）を支給する。但し、労働基準法第 76 条の規定に基づ
く休業補償を受けるときは、その受ける額をそれぞれの給与から控除するものとす
る。

【参考】
産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護
休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、裁
判員等のための休暇の期間、慶弔休暇、病気休暇、休職の期間を無給とするか有給とす
るかについては、各事業場において決め、就業規則に定めてください。
また、有給とする場合は、例えば「通常の賃金を支払う」、「基本給の○％を支払う」
とするなど、できるだけ具体的に定めてください。

（給料表及び職務の等級）
第７条
２

職員に適用する給料表は、別表１の定めるところによる。

職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを５等級に分類し、
別表２の級別標準職務表に定めるところによる。

【参考】
給料は、職務内容や職務遂行能力等の職務に関する要素や勤続年数、年齢、資格、学
歴等の属人的な要素等を考慮して公正に決めることが大切です。
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（初任給）
第８条

新たに採用された職員（以下「新規採用者」という。）の初任給は、別表３の

初任給格付基準表に定めるところによる。
２

新規採用者が経験年数を有するときは、前項で定められた号級に次条第２項で得
られた数を加えた号級とする。

３

施設長を新たに採用した場合の初任給は、前各号の規程にかかわらず、他の職員
との均衡等を十分考慮して理事会において決定する。

（前歴換算・初任給の調整）
第９条

学歴免許の資格を取得した時以後の職員の職歴については、別表４の経験年

数換算表に定めるところにより換算するものとする。
２

前項により得られた経験年数の月数を 18 月（５年までの経験年数については 15
月）で除した数の年数は初任給において調整するものとする。この場合１年未満の
端数があるときは、昇給時期に応じて昇給させるものとする。

（昇

給）

第 10 条

職員が現に受けている号級を受けるに至ったときから、12 月を下らない期間

を良好な成績で勤務したときは、同一給の○号級上位の号級に昇給させることがで
きる。
２

職員の勤務成績が特に良好である場合において、前項の規定にかかわらず、その
期間を短縮し、又は、更にその上位の号級まで昇給させることができる。

３

昇給の発令は、原則として当該月の初日をもって行う。

４

職員の給料月額が、その職務の級における最高額である場合又は最高額を超えて
いる場合は、その者が同一職務の等級にある間は昇給しない。但し、その給料を受
けるに至ったときから 24 月を下らない期間を良好な成績で勤務した者等については、
その職務の等級における給料の最高額を超えた額に昇給させることができる。

（昇

格）

第 11 条

職員の昇格は、別表５の昇格基準表により現に格付けされている級の１級上

位の級に昇格させることができる。
２

職員を昇格させた場合の号級は、次の各号に定める区分に応じた号級とする。

(1)

昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級の最低の号級に
達しない額の号級であるときは、昇格した職務の級の最低の号級

(2)

昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級に同じ額の号級
があるときは、その額の号級

(3)

昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の級に同じ額の号級
がないときは、直近上位の額の号級

第 12 条

第 10 条及び前条に規定する昇給及び昇格は、予算の範囲内で行わなければ

ならない。

- 6 -

（管理職手当）
第 13 条
２

管理職手当は、施設長、事務長及び○○に対して支給する。

管理職手当の月額は、別表○の管理職手当等支給基準表に定める額とする。

【参考】
諸手当に関しては、本規程例で示したもののほかに、各法人で必要と考える手当があ
りますので、どのような手当を設けるか、また、設けた諸手当の金額をいくらにするか
については、各法人で決めることになります。
以下の手当についても同じ。

（役職手当）
第 14 条

役職手当は、前条の規定の適用を受ける職員以外の者で、指導監督の責任あ

る職務を担当している職員に対して支給する。
２

役職手当の月額は、別表○の役職手当支給基準表に定める額とする。

（資格手当）
第 15 条

資格手当は、個人が取得した資格を保有している者のうち、業務に従事し有

用と認めた者に対して支給する。
２

資格手当の月額は、別表○の資格手当支給基準表に定める額とする。

（扶養手当）
第 16 条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
２ 扶養親族とは、他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けている次の者を
いう。
(1) 配偶者（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）
(2) 満 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある子及び孫
(3) 満 60 歳以上の父母及び祖父母
(4) 満 22 歳に達する日以後の最初の３月 31 日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障がい者
３ 扶養手当の月額は、別表○の扶養手当支給基準表に定める額とする。
４ 扶養親族たる子のうち満 15 歳に達する日以後の最初の４月１日から満 22 歳に達
する日後の最初の３月 31 日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、
前項の規定にかかわらず、5,000 円に前述の期間にある扶養親族たる子の数を乗じて
得た額を同項の規定による別表○の額に加算した額とする。
第 17 条

新規採用者に扶養親族がある場合、又は次の各号の一に該当する事実が生じ

た場合においては、その職員は直ちに届けなければならない。
(1)

新たに扶養親族として要件を具備するに至った者がある場合

(2)

扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合

(3)

扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合

(4)

扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有する職員となった場合
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２

扶養手当の支給は、新規採用者に扶養親族がある場合は、その職員となった日か
らとし、現に勤務している職員に前項第１号及び第３号に揚げる事実が生じた場合
においてはその翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開
始又は改定する。但し、届出が 15 日を経過した場合には、その届出を受理した日の
属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）からとする。

３

第１項第２号及び第４号に揚げる事実が生じた場合及び退職又は死亡した場合に
おいては、その日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属す
る月の前月）をもって終了又は改定する。

第 18 条

前条の届出を受けたときは、扶養親族が第 16 条に定める要件を備えている

かどうか確かめて認定するものとする。
２

次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1)

他から扶養手当に相当する手当を受けている者

(2)

その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年 130 万円以上である者

(3)

重度心身障がい者であって前２号による外、終身労務に服することができない
程度でない者

（住居手当）
（住居 手当）
第 19 条
(1)

住宅手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
自ら居住するために住居（貸間を含む）を借り受け、月額 12,000 円を超える

家賃を支払っている者
(2)
２

自らが所有者である住居に居住している職員で世帯主である者

住居手当の月額は、別表○の住居手当支給基準表に定める額とする。

（通勤手当
通勤手当）
通勤手当
第 20 条
(1)

通勤手当は，次の各号に掲げる職員に対して支給する。
通勤のため交通機関を利用し、かつ運賃又は料金（以下「運賃等」という。）

を負担することを常例とする職員で住居から勤務先までの最短の経路の長さが
片道２キロメートル以上の者又は交通機関を利用しなければ通勤することが著
しく困難な者
(2)

通勤のため自動車その他の交通用具（以下「自動車等」という。）を使用する
ことを常例とする職員で、住居から勤務先までの最短の経路の長さが片道２キロ
メートル以上の者

(3)

通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用する
ことを常例とする職員で、住居から勤務先までの最短の経路の長さが片道２キロ
メートル以上の者

２

通勤手当の月額は、別表○の通勤手当基準表に定める額とする。

第 21 条

職員は、新たに前条の要件を具備するに至ったとき又は住居、通勤経路、通

勤方法を変更し、若しくは通勤のため負担する運賃等の変更があったときは直ちに
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届け出なければならない。
２

支給の始期及び終期は、扶養手当に準ずるものとする。

３

職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間全日数
にわたって勤務しないときは、通勤手当を支給しない。

（時間外勤務手当）
（時間外勤務手当 ）
第 22 条

正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外

に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき第 25 条に規定する勤務１時間当たり
の給与額の 100 分の 125（その勤務時間が午後 10 時から翌日の午前５時までの間で
ある場合は、100 分の 150）に相当する金額を時間外勤務手当として支給する。
２

時間外勤務手当は、その月の合計時間数によって計算するものとし、１時間未満
の端数を生じた場合は、その端数が 30 分以上のときは１時間とし、30 分未満のとき
は切り捨てる。

（休日勤務手当）
第 23 条

休日において勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、

勤務１時間につき第 25 条に規定する勤務１時間当たりの給与額の 100 分の 135（そ
の勤務時間が午後 10 時から翌日の午前５時までの間である場合は、100 分の 160）
に相当する金額を休日勤務手当として支給する。
（夜間勤務手当）
第 24 条

正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前５時までの時間帯を含めて

勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務時間１時間につき第 25
条の勤務１時間当たりの給与額の 100 分の 25 に相当する金額を（夜間勤務手当とし
て支給する、又は下回らない額として、別表○による夜間勤務手当を支給する）。
（勤務１時間当たりの給与額の算出）
第 25 条

勤務時間１時間当たりの給与額は、給料、管理職手当、役職手当及び資格手

当の月額の合計額に 12 を乗じ、その額を年間の所定労働日数に１日の所定勤務時間
を乗じて得た額で除した額とする。
【参考】
１

法定労働時間を超えて労働させた場合には２割５分以上、法定休日（週１回又は４週
４日）に労働させた場合には３割５分以上、深夜（午後10時から午前５時までの間）に
労働 さ せ た 場合 に は ２ 割５ 分 以 上 の割 増 率 で 計算 し た 割 増賃 金 を そ れぞ れ 支 払 わなけ
ればなりません（労基法第37条第１項・第４項）。
なお、時間外労働が深夜に及んだ場合には５割以上、休日労働が深夜に及んだ場合に
は６割以上の割増率で計算した割増賃金をそれぞれ支払わなければなりません。
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２

月給 制 の場 合の 割 増賃 金の 計 算の 基礎 と なる １時 間 当た りの 賃 金は 、基 本 給と 手 当
（※）の合計を、１か月における所定労働時間数（ただし、月によって所定労働時間数
が異なる場合には、１年間における１か月の平均所定労働時間数）で除して算出します。
（労基法施行規則第19条）。
※本規程例の場合、管理職手当、役職手当及び資格手当が該当します。割増賃金の算定
基礎から除外することができる賃金には、扶養手当や通勤手当のほか、住宅手当、退
職金等臨時に支払われた賃金、賞与等１か月を超える期間ごとに支払われる賃金があ
ります（労基法第37条第５項、同法施行規則第21条）が、これらの手当を除外するに
当たっては、単に名称によるのでなく、その実質によって判断しなければなりません。

３

労働基準法の改正により、平成 22 年 4 月１日から、月 60 時間を超える時間外労働の
割増賃金率が５割以上に引き上げられました。ただし、中小企業については、当分の間、
引上げが猶予され、月 60 時間を超える時間外労働の部分についても２割５分以上とさ
れています。
なお、適用が猶予される中小企業とは、サービス業（「医療、福祉」を含みます。）に
ついては、資本金等が 5,000 万円以下、または常時使用する従業員数が 100 人以下の企
業をいい、これは事業所単位ではなく企業単位で判断されます。社会福祉法人等で資本
金や出資金の概念がない場合には、職員数のみで判断することとなります。
しかし、中小企業にも「時間外労働の限度に関する基準」
（平成 10 年労働省告示第 154
号）は適用されます。この限度基準においては、特別条項付き 36 協定を結び、特別の
事情のもとに限度時間を超えて時間外労働ができるようにする場合には、当該限度時間
を超える時間外労働に係る割増率を定めなければならないこととされました。また、そ
の率を 25％を超える率にすること（例えば、月 45 時間を超える時間外労働の割増賃金
率を 30％とすること）についての努力義務も定められ、これらについては中小企業にも
適用されます。いずれにしても時間外労働を極力減らす努力が求められています。

（宿日直手当）
第 26 条

職員が、正規の勤務時間外又は休日もしくは休暇日に宿直又は日直を命ぜら

れたときは、その勤務１回につき○円（○時間未満の場合は○円）を支給する。但
し、この場合において第 22 条から第 24 条までの規程は適用しない。
（寒冷地手当）
第 27 条

寒冷地手当は、11 月から翌年の３月までの各月の初日に在職する職員に支

給する。
２

寒冷地手当の月額は、別表○の寒冷地手当支給基準表に定める額とする。

（期末手当）
（期末 手当）
第 28 条

期末手当は、６月１日及び 12 月１日（以下これらの日を「基準日」という。）

に在職する職員に対して、それぞれ６月及び 12 月の○日に支給する。但し、所定支
給日が休日に当たるときは、順次支給日を繰り上げるものとする。
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２

基準日以前の１月以内に退職し又は死亡した職員についても同様とする。

３

期末手当の額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手
当及び○○手当の合計額に、基準日以前における在職期間に応じて定めた支給割合
を乗じて得た額とする。

４

休職、欠勤、私傷病に係る特別休暇、育児休業中の期間（基準日以前６月以内に
勤務した期間等がある職員を除く。）及び介護休業の期間は、前項の規定による在
職期間としないものとする。

（勤勉手当）
第 29 条

勤勉手当は、６月１日及び 12 月１日（以下これらの日を「基準日」という。）

に在職する職員に対して、基準日前６月以内の期間における当該職員の勤務成績に
応じて、それぞれ６月及び 12 月の○日に支給する。但し、所定支給日が休日に当た
るときは、順次支給日を繰り上げるものとする。
２

前条第２項から第４項までの規定は、勤勉手当の支給にも準用する。

３

育児・介護のために部分休業の承認を受けて、１日の勤務時間の一部について勤
務しなかった日が 90 日を超える者については、その期間を在職期間から除算する。

※ （賞与）：
（賞与） ： 期末手当及び
期末 手当及び勤勉手当を賞与
手当及び 勤勉手当を賞与として一括して記載した例
勤勉手当を賞与 として一括して記載した例
第○条

賞与は、６月１日及び 12 月１日（以下これらの日を「基準日」という。）に

在職する職員に対して、下記の評価対象期間における当該職員の勤務成績に応じて、
それぞれ下記の支給日に支給する。但し、法人の業績の著しい低下、その他止むを
得ない事由により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。
支給日

評価対象期間

２

月

日から

月

日まで

月

日

月

日から

月

日まで

月

日

前項の賞与の額は、法人の業績及び職員の勤務成績などを考慮して各人ごとに決
定する。

【参考】
１

賞与は、労基法その他の法律によって設けることが義務付けられているものでは
ありません。しかし、賞与を支給する場合、就業規則に支給対象時期、賞与の算定
基準、査定期間、支払方法等を明確にしておくことが必要です。

２

就業規則に、賞与の支給対象者を一定の日（例えば、６月１日や 12 月１日、又は
賞与支給日）に在籍した者とする規定を設けることで、期間の途中で退職等し、そ
の日に在職しない者には支給しないこととすることも可能です。

（その他）
第 30 条

この規定に定めることのほか、職員の給与に関し必要な事項は、理事長が別

に定める。
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別表１

給

料

表（参考例）

注意： 給料表の作成方法の参考例（一例）として提示しています。
実際の作成にあたっては、各法人の実情に合わせて等級、号俸及びピッチ
額等を決めて作成することになります。
等級
号俸

１等級

２等級

３等級

４等級

ピッチ額

ピッチ額

ピッチ額

ピッチ額

（円）
５等級
ピッチ額

1

1,100
139,700

1,400
188,800

1,700
213,800

2,000
250,000

2,300
269,800

2

140,800

190,200

215,500

252,000

272,100

3

141,900

191,600

217,200

254,000

274,400

4

143,000

193,000

218,900

256,000

276,700

5

144,100

194,400

220,600

258,000

279,000

6

145,200

195,800

222,300

260,000

281,300

7

146,300

197,200

224,000

262,000

283,600

8

147,400

198,600

225,700

264,000

285,900

9

148,500

200,000

227,400

266,000

288,200

10

149,600

201,400

229,100

268,000

290,500
～

～

～

～

～

～
55

199,100

264,400

305,600

358,000

394,000

56

200,200

265,800

307,300

360,000

396,300

57

201,300

267,200

309,000

362,000

398,600

58

202,400

268,600

310,700

364,000

59

203,500

270,000

312,400

366,000

60

204,600

271,400

314,100

368,000

210,100

278,400

322,600

378,000

66

211,200

279,800

324,300

380,000

67

212,300

281,200

326,000

382,000

68

213,400

282,600

327,700

384,000

69

214,500

284,000

329,400

70

215,600

285,400

331,100

～

～

～

～

○

○

○

○
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～

～

～

～

～

～
65

別表２
級別標準職務表（参考例）
等級

職務の内容
１．困難な業務を分掌する施設長の職務
２．困難な業務を分掌する事務長の職務
１．施設長の職務
２．事務長の職務
３．職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる各主任（介護長、
看護師長）の職務
１．各主任（介護長、看護師長）の職務
２．職務の内容及び責任の程度が前号と同等と認められる職務
１．各副主任の職務
２．高度な知識又は経験を必要とする業務を行う
事務職員、生活相談員、介護支援専門員、看護職員（看護師・准看護士）
機能訓練指導員（理学療法士・作業療法士）、介護職員（介護士・介護員）、
管理栄養士・栄養士、調理職員（調理師・調理員）、介助員及び業務員の各
職務
事務職員、生活相談員、介護支援専門員、看護職員（看護師・准看護士）
機能訓練指導員（理学療法士・作業療法士）、介護職員（介護福祉士・介護
員）、管理栄養士・栄養士、調理職員（調理師・調理員）、介助員及び業務
員の各職務

５級

４級

３級

２級

１級

別表３
初任給格付基準表（参考例）
職種
事務職員
生活相談員
介護支援専門員
介護職員
看護職員
機能訓練指導員
管理栄養士

栄養士
調理職員
業務員

学歴
大学卒
短大卒
高校卒
大学卒
短大卒
高校卒
大学卒
短大卒
高校卒
大学卒
短大卒
高校卒
大学卒
短大卒
高校卒
大学卒
短大卒
高校卒
大学卒
短大卒
高校卒

初任給基準
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
１級○号級
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摘要

別表４
経験年数換算表（参考例）
経歴区分
社会福祉事業法に基づく施
設職員としての在職期間
企業、団体等の職員として
の在職期間

その他の期間

職務との関係
直接役立つもの
その他のもの
類似の職務
その他のもの
教育・医療等の職務で直接
役立つもの
特殊技能等の職務で役立
つもの
その他のもの

換算率
10 割以下
８割以下
８割以下
６割以下
８割以下

６割以下

備考

他と均衡を著
しく失する場
合は 10 割以下
同上８割以下

３割以下

別表５
昇格基準表（参考例）
基準
１．施設長、事務長として在職○年以上
４級
５級
施設長、事務長
２．現在の給料月額が４等級○号以上
１．各主任として在職○年以上
３級
４級
各主任
２．現在の給料月額が３等級○号以上
１．２級在級○年以上
２級
３級
各職務（※）
２．現在の給料月額が３等級○号以上
１．各主任として在職○年以上
１級
２級
各職務（※）
２．現在の給料月額が３等級○号以上
※級別標準職務表の１級及び２級に揚げる各職務
現在級

附

昇格級

職務の名称

則

この規程は、平成

年

月

日から施行する。

【留意事項】
この給与規程は、県内介護サービス事業所・施設の給与規程等を参考にして作成し、
あくまで参考例として示すものですので、実際に就業規則や給与規程等を作成・変更す
る際は、労使間で十分協議のうえ、施設・事業所の実情に応じた内容となるように作成
してください。
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３

人材育成・キャリア形成関係
キャリアパス制度の導入にあたっては、給与水準や労働時間などの労働環

境の改善と併せて、職員の資質向上を図るためのキャリアアップの仕組みの
構築が重要です。
働きながら介護福祉士、介護支援専門員等の資格を取得できるように配慮
するとともに、仕事を通じて必要な知識・技術を習得できるような体制の整
備や施設内外での研修受講機会の確保に努め、生涯を通じた研修体系を構築
することが求められています。
この項目では、人材育成及びキャリア形成の参考として、人材育成及びキ
ャリア管理における留意点、福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程及び介
護プロフェッショナルキャリア段位制度について紹介します。
（１）人材育成及びキャリア管理における留意点
人材育成の方法としては、大きくＯＪＴ（On the Job Training）、ＯＦＦＪＴ（Off the Job Training）、自己啓発支援等がありますが、それらを組み
合わせて、法人・事業所の課題や能力開発ニーズを踏まえて体系化し、計画的
に教育を行うことが重要です。どのような教育機会が用意されているのかを職
員に示すことは、キャリア形成支援のうえで重要です。
① 職員のスキルアップのための研修計画を立て研修を行う
② 新人に対して一定期間、体系的にＯＪＴを行う仕組みを作る
③ 管理職層やリーダー層育成のための教育に力を入れる
④ 外部の講習会や研修受講、資格取得等の支援を行う
⑤ 働き方やキャリア形成に関して希望を聞く仕組みを作る

①職員のスキルアップのための研修計画を立て研修を行う
研修の意義は、ア）新たな知識や技能をまとまった単位で体系的に獲得
できる、イ）日常の仕事を離れて自らの業務を振り返り、業務を通じて得
た知識や経験の整理ができる、ウ）研修に集まった人たちの対話や交流に
より触発される、エ）受講者同士のネットワークが形成される、といった
効果が期待できることです。こうした研修効果を踏まえ、目的に応じた研
修計画を立て実施することが重要です。
【ケース１】月曜午前、全員参加の週次勉強会
Ａ社では、毎週月曜日の午前中はサービスを入れず、原則全員参加の勉強会
を実施しています。おおよそ、次のようなカリキュラムになっています。
第１週：全員参加の合同勉強会
第２週：代表による勉強会
第３週：事業所ごとの勉強会
第４週：専門職ごとの勉強会（自分の専門以外の会に参加しても良い。半期
ごとに勉強会の予定が開示され、自分の出たい勉強会に参加できる）
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②新人に対して一定期間、体系的にＯＪＴを行う仕組みを作る
初期の教育の仕組みの一つに、
「エルダー制度」、
「プリセプター制度」、
「チューター制度」などの呼称で、一定期間、先輩職員が新人職員にマン
ツーマンでＯＪＴを行うという方法があります。業務スキルの習得をより
実践的に行うことができるとともに、身近な先輩職員が新人の職場生活上
の不安や悩みを聞いてあげるなど、新人のメンタルケアの上でも有効です。
また、教える側にとっても成長の機会となります。
マンツーマン指導を行う際の留意点は、ア）チェックリスト等に基づき
教える内容やレベルを標準化し、体系的・計画的に行うこと、イ）教える
側に対して教え方の教育を行うなどフォローをすること、ウ）シフトによ
って常に教える人が同じとは限らない場合、教える側の責任者を決めてお
くこと、などがあります。
【ケース２】プリセプター制度で新人のマンツーマン指導
Ｂ社では、「人が育つ土壌を作る基礎」と位置づけて能力評価基準の整備を
行いました。主任以上の職員に参加してもらい、「5 年後にどんな会社にした
いのか？」、「そのための自分たちのあるべき姿は？」という視点で、「期待
する人材像」を具体的に描いていきました。
出来上がった能力評価基準をもとに、まず昨年から「プリセプター制度」を
導入しました。「プリセプター制度」とは、先輩職員が新人職員のＯＪＴ担当
となり個別に指導を行うことで、同社では主任・生活相談員クラスがプリセプ
ターとなり、新入職員を3 カ月～１年間かけて個別に指導していきます。
プリセプターは、能力評価基準に沿って半年単位の指導計画書を作成し、毎
月進捗状況を振り返ります。新人職員は「スキルアップシート」により週ごと
の目標を立て、毎日振り返りをするようにしています。能力評価基準があるの
で、新人職員は自分が何ができるようにならなくてはいけないのか認識するこ
とができます。同社では、プリセプター制度を通じて新人職員が確実に成長し
ていることを感じていると言います。また、新人が育つだけでなく、プリセプ
ターの自信とスキルアップにもつながっています。

③管理職層やリーダー層育成のための教育に力を入れる
規模が小さいうちは、一人のトップが全体をマネジメントすることでう
まく運営できていたことも、職員数が多くなるにつれて、中間にいる管理
者やチームリーダー層を育てていく必要が出てきます。この中間層を育て
ることによって、制度の効果的な運用を図り、組織・人材の安定化を図る
ことができます。管理職層やリーダー層がＰＤＣＡサイクルを実践するこ
とを、仕組みと教育の両面から支えることが重要です。
【ケース３】月1 回代表によるリーダー研修を実施
Ｃ社では、マネジメントレベルの底上げと幹部候補者育成をねらいとして月
１回リーダー研修（チームリーダー、サブリーダークラス対象）を実施してい
ます。代表が直接講師となり、半日(4時間程度)かけて行います。テーマは、リ
ーダーシップ、人材マネジメント、リスク管理、事例検討などバラエティに富
み、毎回異なる内容を設定して取り組んでいます。このリーダー研修を始めて1
年半ほどが経ちますが、リーダー層のマネジメントレベルが上がることにより、
離職が少なくなり組織が安定してきていることを実感していると言います。
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④外部の講習会や研修受講、資格取得等の支援を行う
人材育成において外部のリソースを活用することも重要です。他産業と
比べて、医療・福祉・介護系は資格体系が整備されているし、自治体、業
界団体、事業者団体等による研修も様々に用意されています。特に中小法
人の場合、費用対効果を考えてうまく外部の教育機会を活用したいもので
す。
その際、費用助成、シフト調整支援、勉強会の開催など法人・事業所と
しての支援も是非検討してみてください。
【ケース４】外部の研修制度を活用し認知症に対する専門性を高める
Ｄ法人では、職員の資格取得や自己啓発を促進しており、介護福祉士資格は
正規職員の９割が持っています。また、認知症ケアの専門性を高めるために、
県の認知症介護実践者研修、リーダー研修やその他の外部研修には可能な限り
参加させるようにしています。同法人は、認知症ケアについて地域で高い評価
を受けており、皆がその自負を持って意欲的に学ぼうとする姿勢があると言い
ます。
【ケース５】資格取得や通信教育等、勉強を推奨
Ｅ法人では、「勉強すること」を推奨しています。具体的には、介護福祉士、
ケアマネジャー、社会福祉士、社会福祉主事任用資格等の取得、日本福祉大学
の通信教育やその他の福祉専門学校への通学などを推奨しています。理事長自
身が学び続けてきた経験から、知識習得、知識の体系化、自らの経験や実践を
言語化したり概念化・一般化することの重要性を強く認識しているからです。
「実際、学校に行きだすと発言の視点やレベルが違ってくる」と理事長は言い
ます。他事業所の職員との交流で刺激も受け、意欲・能力の向上に対してプラ
スの効果は高いようです。
ちなみに同法人では、費用は補助しない方針を持っています。というのは、
「人のお金では本気で学ばない。自分が学ぼうとしないと本当の力にはならな
い」という理事長の思いがあるからです。

⑤働き方やキャリア形成に関して希望を聞く仕組みを作る
職員一人ひとりのキャリア形成を後押しするために、キャリアに関する
希望を聞いたり、相談に乗ったりする機会を設定することは重要です。例
えば１年に１回、職員の生活状況や働き方の希望を面談やアンケートで聞
くといった方法があります。ただし、「聞きっぱなし」にならないように
注意が必要です。状況やニーズに応じて、法人・事業所として支援できる
ことをフィードバックして、お互いの納得性を高める方向性で運用するこ
とが重要です。
【ケース６】年1 回の「生活調査」で職員の状況やニーズを確認
Ｆ社では、毎年「生活調査」を実施し、家庭・家族環境、本人の勤務ニーズ、
自己啓発ニーズなどを申告する機会を作り、キャリア継続・キャリア形成支援
の材料としています。子育て支援、自己啓発支援など、既存の制度以外にもニ
ーズに応じて柔軟に対応しています。
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【ケース７】管理者と職員が個別面談
Ｇ法人では、職員アンケートを年１回実施し、本人の心身の健康、家族の状
況、異動の希望、その他感じていること何でも申告してもらうようにしていま
す。これをもとに管理者と職員が個別に面談を行い、仕事ぶりの振り返りや今
後の働き方等について話し合いを行っています。何か問題があれば、理事長が
個別にフォローをしています。

＜５つの留意点を踏まえた人材育成＞
【ケース８】人材育成に係る委員会による総合的な取組み
Ｈ法人では、基本理念の重点事項の一つに「人材育成」を掲げるとともに、
人材育成に係る委員会を設置し、キャリアパスに対応する生涯を通じた研修体
制の構築、外部研修、伝達研修、職場復帰研修、新人研修など多様な研修形態
の創造と実践について積極的な取組みを行っています。
また、職務に必要となる資格取得についても推奨し支援を行っています。
＜取組み例＞
・理念の周知徹底と実践サポート
・人材育成委員会の設置（全部署から代表選出）
・研修受講及び資格取得（取得後）サポート
※職場の認知、受講料等の支援、職務義務免除の付与
・プリセプター制度の導入（新人職員に対するメンタルサポート）
※人材育成委員会による育成状況の確認及び助言等（月１回）
・産業カウンセラーによるメンタルサポート（全職員）
・個別研修計画の作成（全職員）
・施設長面談（全職員・委託業者等も含む）

※

この「（１）人材育成及びキャリア管理における留意点」項目の記載にあたって
は、「介護事業者のための雇用管理改善ガイドブック（平成 26 年３月公益財団法
人

介護労働安定センター）を活用しています（ケース８を除く）。
なお、介護労働安定センターホームページ(http://www.kaigo-center.or.jp/、

調査報告の４:老人保健健康増進事業）からダウンロードできますので、是非、御
参照ください。
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（２）福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
この生涯研修課程とは、福祉・介護サービス分野に共通する能力を開発
するための基礎的研修として、全国社会福祉協議会が開発したものであり、
次の目的と特徴があります。
①目的
＊福祉・介護職員が、自らのキャリアアップの道筋（キャリアパス）を
描き、それぞれのキャリアパスの段階に応じて共通に求められる能力
を段階的・体系的に習得することを支援する。
＊各法人、事業所が主体的に職員のキャリアパスを整備し、これに沿っ
た職員育成施策を確立・実施することを支援する。
②特徴
＊福祉・介護職員のキャリアパスに応じた資質向上を段階的・体系的に
図る。
＊あらゆる事業種別・職種を横断した福祉・介護職員全般を対象とする。
＊研修内容の標準化を図り、全国共通の基礎的研修とする。
＊様々な研修実施機関・団体が連携して実施する。
また、本課程は、あらゆる事業種別・職種を横断した福祉・介護職員全
般を対象としており、次頁の表のとおり、福祉・介護職員を５階層に区分
し、それぞれに対応した研修プログラムを設定しています。
内容は、基軸科目、基礎科目、啓発科目及び重点科目から構成されてお
り、研修プログラムは、自己学習と面接授業を組み合わせて実施します。
＜科目概念図＞
○キャリアデザインと
セルフマネジメント

基軸科目

○福祉サービスの
基本理念と倫理
○メンバーシップ・
リーダーシップ

基礎科目

○人材育成・能力開発
○業務課題の解決と実践研究
○リスクマネジメント
○多職種連携・地域協働
○組織運営管理

啓発科目
重点科目

職場内研修あるいは
事業者団体・専門職団体等の研修課程との連携

山形県社会福祉研修センター(山形県社会福祉協議会運営)では、このプロ
グラムを実践する「キャリアパス対応生涯研修」を平成 27 年度から本格導
入し、介護サービス事業所・施設が行う職員育成のサポートをしていく予定
です。介護サービス事業所・施設におかれましては、職員の経験年数にあわ
せて受講ができるよう研修計画へ位置付けるなど、職員の積極的な受講につ
いて、御協力、御配慮をお願いします。
なお、本格導入に先立ち、平成 26 年度において、入職後２年未満の職員
を対象とした「初任者キャリアアップ研修」をモデル的に実施しました。
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③受講対象者と教育・研修内容
研修課程名
初任者キャリアアップ研修
課程
（初任者コース）

中堅職員キャリアアップ研
修課程
（中堅職員コース）

チームリーダーキャリアア
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ップ研修課程
（チームリーダーコース）

管理者キャリアアップ研修
課程
（管理職員コース）

上級管理者キャリアアップ
研修課程
（上級管理者コース）

想定する受講対象者

教育・研修内容
・サービス提供者、チームの一員としての基本

・新卒入職後２年未満の職員
・他業界から福祉職場へ入職後２年未満の職員

を習得する。
・福祉職員としてのキャリアパスの方向を示唆
する（無資格者には資格取得を奨励する）。
・中堅職員としての役割を遂行するための基本

・担当業務の独立遂行が可能なレベルの職員
（入職後概ね２年～８年程度の職員）

を習得する。
・中堅職員としてのキャリアアップの方向を示
唆する。

・近い将来、チームリーダー等の役割を担うこと
が想定される中堅職員
・現に主任・係長等に就いている職員
・近い将来、管理者の役割を担うことが想定され
る指導的立場の職員
・現に小規模事業管理者・部門管理者等に就いて
いる職員
・近い将来、上級管理者の役割を担うことが想定
される職員
・現に施設長等運営統括責任者に就いている職員

・チームリーダー等の役割を遂行するための基
本を習得する。
・チームリーダーとしてのキャリアアップの方
向を示唆する。
・管理者としての役割を遂行するための基本を
習得する。
・管理者としてのキャリアアップの方向を示唆
する。
・トップマネジメントとしての役割を遂行する
ための基本を習得する。
・統括責任者としてのキャリアアップの方向を
示唆する。

※全国社会福祉協議会「福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程テキスト」受講対象（一部修正）

（３）介護プロフェッショナルキャリア段位制度
この制度は、キャリアアップの仕組みを構築し、介護職の定着と新規参入
を促進するため、平成24年度に内閣府にて創設されました（実施機関：一般
社団法人シルバーサービス振興会）。
介護サービス分野における新しい職業能力を評価する仕組みであり、事業
所・施設ごとに行われてきた職業能力評価に全国共通のものさしを導入し、
これに基づいて人材育成を目指す制度です。
「わかる（知識）」と「できる（実践的スキル）」の両面を評価し、エン
トリーレベルからプロレベルまでのレベル認定を行うことで実践的スキル
を証明するものであり、介護従事者の処遇や社会的評価の改善につながるこ
とも期待されています。
この制度は、介護従事者の処遇改善に当たり有意義なものですので、事業
所・施設において積極的に取り組んでいただきたいと考えています。
①評価者（アセッサー）の養成状況
全国47都道府県
※参考

7,817名（5,028事業所・施設）※平成26年度講習終了

山形県110
山形県 110名
110 名 (69)、青森県123名(79)、岩手県178名(114)、
(69)
宮城県288名(185)、秋田県41名(34)、福島県318名(186)

②段位のレベル認定に取り組む介護職員数
全国47都道府県

4,678名（3,327事業所・施設）※平成27年２月末現在

③段位のレベル認定者数
総数

343名（全国44都道府県）※平成27年２月26日現在

※参考

山形県２
山形県 ２ 名 、青森県18名、岩手県17名、宮城県10名、秋田県４名、
福島県17名、北海道29名（最多）

・主なサービス種別内訳
介護老人保健施設：85名、介護老人福祉施設：84名、
介護療養型医療施設：８名、訪問介護：44名、通所介護：39名、
通所リハビリテーション：18名、短期入所生活介護：10名、
特定施設入居者生活介護：９名、認知症対応型共同生活介護：10名、
小規模多機能型居宅介護：11名

・レベル別内訳
レベル２①：101 名、レベル２②：107 名、レベル３：78 名、レベル４：53 名、
ユニット

： ４名
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※介護プロフェッショナルキャリア段位制度リーフレット（抜粋）
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※介護プロフェッショナルキャリア段位制度リーフレット（抜粋）

【お問合せ・ご相談先】
一般社団法人シルバーサービス振興会キャリア段位事業部
電話 03-5402-4882、受付時間帯 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）
〒105-0003 東京都港区西新橋 3 丁目 25 番 33 号 ＮＰ御成門ビル 6 階
URL：http://www.espa.or.jp/
介護プロフェッショナルキャリア段位制度 専用ホームページ
http://careprofessional.org
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～

介護プロフェッショナルキャリア段位制度

導入支援策チラシ（抜粋）～

注：上記は、平成 26 年度の支援策ですので、詳細な内容や助成金の申請方法等に
ついては、山形労働局又は最寄りのハローワークへお問い合わせください。
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４

キャリアパス関係

（１）キャリアパスの導入
キャリアパスは、一般的には、「目指す職位・職責、職務等に到達するため
の経験の積み重ね方、能力を高めていく順序などを段階的に設定すること」
という意味合いで使われ、昇進・昇格、あるいは専門職として能力を高めて
いくためのルートや方法などの全体像を指します。
介護サービス事業所・施設において、介護職員の確保・定着を図るうえで、
職員に対しどのような職員になって欲しいかを示すことは当然であり、介護
職の実践力としての知識や技術を身に付け、質の高い介護サービスを提供す
る人材に育つことを求めて、そのためのメニューをキャリアパスの中で示す
ことが重要です。そして、職員に対しキャリアパスを明確に示すことにより、
将来の自分の働き方や生活を具体的にイメージできるようにすることはとて
も大切です。
法人の規模やサービス種別によって、組織機能、階層、職務等は異なりま
すが、それらの組織ニーズに対応するキャリアパスの設計が必要である一方
で、多様化する職員ニーズややりがいにも配慮することが必要です。
キャリアパスのモデル的な例を後で紹介いたしますが、自らの法人にその
まま導入しようとして運用に行き詰まってしまう場合もありますので、モデ
ル例を御参考としていただき、自らの法人の実情に合ったキャリアパスを導
入する必要があります。
（参考）
将来に
将来 に 向 かって、
かって 、 やりがいのある職場
やりがいのある 職場

法人にとって
「 介護の
介護 の 質 の 向上」
向上 」
スキルの高い
職員の確保・定着

職員にとって

キャリアパス
将来像と目標の共有

「 安心・
安心 ・ 安定の
安定 の 生活」
生活 」
昇給・昇格
仕事のやりがい

＜キャリアパスとは＞
○各法人の理念をもとに、求める人材像や教育方針が職員全体に理解されたうえで、
職員が自ら将来像を描き、段階的に目標を設定するためのツールとなるものです。
○また、自ら描いた将来像を実現するために職員が主体的に学習すべきことや、それ
を支援するために法人が整備すべき研修体系等、各法人において職員一人ひとりの
キャリアアップを通じた自己実現が可能となる道筋を示さなければなりません。
○このように、キャリアパスは、法人と職員の間での合意事項として、職員一人ひと
りの将来像と目標が示され、理解・認識されていることが最も重要となります。

※出典：公益社団法人全国老人福祉施設協議会
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キャリアパスガイドライン（素案）

（２）キャリアパスの設計（モデル例）
キャリアパスの設計に当たっては、介護サービス事業所・施設における人
材育成に対する考え方を明らかにしたうえで、生涯にわたるキャリアの全体
像を把握できるようにすることが大切です。
また、介護保険制度の基本的な仕組みや介護サービス事業所・施設の理念・
役割、あるいは地域の実情を踏まえて、各事業所・施設がどのようなサービ
ス提供を目指すかについて、管理者及び職員が認識を共有するとともに、そ
のために求められる人材を育成していくことを理解することが重要です。
こうした内容を事業所・施設運営及び人材育成における基本方針として作
成し、示すことが望ましいと考えられます。主な項目の一例として、①理念・
役割、②事業所・施設の基本方針、③人材育成の基本方針及び④人材育成の
目標の４点が挙げられますが、特に③及び④が重要となります。
キャリアパス設計の参考資料として、後段において、組織全体の「職務階
層と求められる機能のイメージ」と併せ、キャリアパスのモデルを３例紹介
しています。
モデル例では、キャリアパスの各段階において、主な項目として、職能基
準としての業務内容と求められる能力、それに対応する資格・免許に加え、
人事制度、賃金制度、人材育成制度、人事考課制度等の構成としています。
法人の規模等によって、給与規程における職務等級や人事制度における職
務階層区分が異なることから、ここでは、５等級（モデル例①）、９等級（モ
デル例②）及び小規模法人・在宅事業所版（モデル例③）の３例をモデル的
に示しています。
これらはあくまでも例示であり、各サービス事業所・施設において、自ら
の給与規程、人事制度、人材育成計画等に基づき、実情に応じて設計してい
ただく必要があります。
（３）キャリアパスの導入に向けた雇用管理の改善
雇用管理とは、職員の募集・採用から在職中の処遇、退職に至るまでの雇
用に関する一連の管理のことで、具体的には、職員の労働条件の整備、教育
訓練の実施、福利厚生などを指します。
介護サービス事業所・施設の職員は、訪問系では単独で仕事をする訪問介
護員が多い一方、施設系では交替制等の不規則勤務があるなど、一般の職員
とは違って、仕事の内容や働き方、雇用形態が多様になっています。
そのため、雇用管理を行うにあたっては、労働関係法令等を遵守すること
はもちろんですが、職員が誇りを持ってイキイキと能力を発揮して働くこと
ができ、そして事業者の方にとって、より良い職員を十分に確保できるよう
に、雇用管理の改善を行うことが重要です。
具体的には、事業者・職員ともに雇用関係を明確にすることや、職員が安
心して、意欲的に仕事に取り組んでもらえる仕組みをつくることなどが求め
られます。次に、職場の改善に取り組んだ事例を紹介します。
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職場改善（雇用管理改善）の事例（１）
【事例１】キャリア・アップシステムの構築、研修の体系化等（特養）
＜取組内容＞
１．成果型能力主義人事評価制度の導入(平成 19 年度)。能力、資格、経験とすり合
わせた賃金制度の構築（２年間かけて、Ｈ20.４月から実施。）
２．女性の能力活用。平成 20 年 4 月現在、15 名の管理職のうち 9 名が女性である。
女性が多い職場でもあり、広く女性の意見を取り入れることとしている。女性も
能力によって管理職になれるという希望がもてていると思う。
３．研修体制の構築。①新人職員研修（年５回）OFF-ＪＴ、②中途採用職員研修（年
１回）、③副主任、主任、管理職研修（年４回）、④職場別研修（職場単位で実施）
＜取組の背景＞
・ 法人の「人事評価要素」は、求められる職員像を示したもので、現在の能力と
の差を研修ニーズとしてとらえ、
「職務遂行のための研修」と将来の組織を担う人
材として専門性や組織人としての資質・能力を長期的にレベルアップしようとす
る「人材育成のための研修」を法人と施設が連携を取りながら組み入れていくこ
とが必要である。
＜取組の効果＞
・ 特に新人研修に力を入れ、採用時研修では１週間というスケジュールの中で、
法人の理念・職業倫理・専門性の確認等を組み入れた。研修の在り方で職場を選
択したという職員も多く、今後も継続して充実した企画を検討していく。

【事例２】キャリア・アップシステムの構築、賃金体系と賃金管理等（特養）
＜取組内容＞
１．実習生の積極的な受入れによる実習時から採用を見据えての人材育成。
２．給与の引き上げ（一律５千円）及び資格手当の増額。特に資格手当の増額では、
内外研修との関連を重視するとともに、キャリアアップによる成果が分かりやす
いように配慮。
３．施設内研修の充実と施設外研修への積極的な参加。
４．施設の基本理念、倫理綱領、基本方針を明確に示し、その浸透に努める。
＜取組の背景＞
・ ３年前の現状は、１年間で 50％の介護職員が退職する実態で、人員確保が最優
先課題となっていた。
・ 定着率が低い結果職員のモラル低下、研修の形骸化などのため、サービスの質
の向上に向けた取り組みがなかなか困難な状況となっていた。
＜取組の効果＞
・ ２年間の取り組みの中で、１年間の退職者は２～３名と激減した。以前、１年
間に 18 名の退職者が出たことを思うと雲泥の差である。
・ 人材確保がますます困難な中にあって、積極的に実習生を受入れ人材を育てる
活動の結果、人材不足はほぼ解消している。
・ 職員のモラルアップとともに、職員自らの新しい取組みなどサービス向上に向
けた施策が成果を上げ始めている。

【事例３】賃金制度における各種手当、賃金体系と賃金管理等（老健）
＜取組内容＞
１．資格に応じて資格手当を支給している。
２．昇給制度を整えている。
３．研修・講習会への参加等を一定の評価基準としている。
４．社会保険労務士から昇給制度、手当等の賃金体系について指導を受けている。
＜取組の背景＞
・ 資格取得、スキルアップへの意欲の向上のため。
・ 仕事に取り組む積極性を引き出すため。
・ 客観的に判断して適正な評価をするため。
＜取組の効果＞
・ 仕事に取り組む姿勢が向上した。
・ 資格取得やスキルアップへの意欲の向上が見られる。
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職場改善（雇用管理改善）の事例（２）
【事例４】キャリア・アップシステムの構築、人事考課・人事評価制度等（老健）
＜取組内容＞
１．自己統制に基づく目標による管理制度（ＭＢＯ）を実施し、考課と給与と昇給
に連動させている。
２．新卒採用職員、中途採用職員については、ＯＪＴをシステム化し運用している。
３．資格取得促進奨励金制度を運用し、資格取得者に受験費用の補助、給与におけ
る手当を支給している。
４．経験年数の段階別に研修制度を体系化している。
５．管理職については、別途管理職研修を体系化している。
＜取組の背景＞
・ 頑張った人とそうでない人が同じ賃金であれば、労働に対するモチベーション
が低下する。
・ ＯＪＴをシステム化することにより、サービス品質が均一化される。
・ 資格取得に対するインセンティブの必要性がある。
・ 研修制度の体系化により、職員が自身の能力開発の励みとなる。
・ 管理職の能力アップが必要。
＜取組の効果＞
・ 考課と給与、昇給が連動することで、モチベーションを維持できている。
・ ＯＪＴを実施することで、新職員の不安が解消されている。
・ 資格取得者が増加した。職員自身が研修を自覚できる様になった。
・ 管理職の自覚が出た。

【事例５】賃金体系と賃金管理、人事考課・人事評価制度等（グループホーム）
＜取組内容＞
１．キャリアアップに伴う賃金体系は特にないが、職員がその職位に達したとき給
与規程に基づいて格付けされる。
２．自己評価は年２回、公平な評価・査定をし賞与に反映（資格取得も対象）。
３．賃金管理は、すべて法人の給与規程に基づいて執行されている（施設所在地別
給与表）。
＜取組の背景＞
・ 職員自らの資格取得意識の向上により、資格を得んとする職員に対して何らか
の対応をする必要があった。
＜取組の効果＞
・ 自己の職務に対する姿勢や考えに変化が見られるようになった。
・ 情報の共有などコミュニケーションの話題も増え、人間関係の構築に役立って
いる。

【事例６】仕事と家庭の両立支援、配置管理、健康管理等（グループホーム）
＜取組内容＞
１．キャリアパス導入を昨年より実施し、ワーク・ライフ・バランスを重視した多
様な選択ができる様にそのつど職員とも面談をしている
２．仕事柄子供がいる主婦が多いため土日の勤務と夜間（保育園終了時間）に合わ
せて パート勤務を補充することで、子供がいても働ける環境を作っている。
３．妊婦に対しては、体の負担軽減を図れるよう同じヘルパー業でも体と心の負担
の少ない業務へ異動させ、時間も短縮させている。
＜取組の背景＞
・ 少子・高齢化によるサービスニーズの高まりは弊社にとって大きな課題である。
労働をする場において勤務する職員は大切なものであり、企業には欠かせないも
のである。そのため、ある一定のラインでのサービスの質の確保を図ることが必
要と考える。
＜取組の効果＞
・ 職員の離職の低下が目にみえるようになり、同時に企業における組織作りと体
制作りができる様になった。また、働く女性を支えるための新たな事業の設立を
目指せるようになった。
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職場改善（雇用管理改善）の事例（３）
【事例７】キャリアパス、人事・処遇制度の工夫、資格取得支援（訪問介護）
＜取組内容＞
１．会社として、登録ヘルパー（訪問介護員）の中から常勤ヘルパー（訪問介護員）
を採用し、併せて介護福祉士、ケアマネ等の資格取得を支援する体制をとり、そ
の資格に応じた処遇を行うこととしている。
２．当社では一般ヘルパーを対象として「上級ヘルパー」の資格を作った。上級ヘ
ルパーは当社独自の資格で、当社の実施する上級ヘルパー試験合格者が資格を得
られる仕組みとしている。上級ヘルパー試験に合格した場合、それ相当の処遇が
適応される仕組みとした。
３．上級ヘルパー試験の試験問題は、当社に勤務する職員が現場作業等を考慮して
独自に作成する。
＜取組の背景＞
・ 登録ヘルパー、常勤ヘルパーの処遇改善等の必要性に対応することと、それぞ
れの就労意欲を維持する必要があった。
・ 管理者の恣意的判断のみで処遇の差を付けることは、多くのヘルパーからの理
解が得られないこととなり、結果として十分な処遇が行えなかった。そのため、
客観的な基準をつくり、技術、技能の優秀なヘルパーに対して処遇改善を行う必
要性があった。
＜取組の効果＞
・ 就労意欲が高いヘルパーにとって、常勤採用の機会があり、更に上位資格取得
などによる管理者への登用のルートが明確となることで、職場での業務に積極性
が生まれた。
・ 上級ヘルパーの資格取得者は、同僚ヘルパーの中でも能力が上位であることを
明確に示すことができ、全員から処遇の格差に対する理解が得られるようになっ
た。
・ 「上級ヘルパー」資格の設置により、高い介護技能を要求される現場へ派遣す
るヘルパーの選定などにおいて、ヘルパー配置の調整が容易となった。
・ 「上級ヘルパー」資格所有者を適所に配置することで、お客様からの満足を取
り付けることが容易となった。

※４キャリアパス関係の参考・出典資料
・介護職員キャリアアップシステム導入マニュアル（公益財団法人介護労働安定セン
ター・公益社団法人全国老人保健施設協会）
・「雇用管理サポートシステム 職場改善好事例集」（公益財団法人介護労働安定セン
ターホームページ）
【参考】
「職場改善好事例集 ～ 介護事業所ナビ "こんなときＤｏ(どう)する？" ～」
このサイトでは、介護労働安定センターが介護事業者の方々に、雇用管理の改善を
図っていただくことによって、介護サービスに従事する方々の働きやすい環境づく
り、介護事業所の人材確保などを促進させることを目的として、①全国の介護事業所
が取り組んだ雇用管理改善の事例、②雇用管理のポイント・解説、③雇用管理に関す
る資料（労働関係法令・様式例など）を紹介しています。
＊ホームページアドレス：http://www.dosuru.kaigo-center.or.jp/
＊インターネットから「雇用管理サポートシステム」で検索！
「働きやすい・働きがいのある職場づくりサイト」
このサイトは、中小企業の雇用管理改善の取組を支援し、魅力ある雇用創出を図る
ことを目的として、厚生労働省が 2014 年 6 月に開設したものです。
「働きやすい・働
きがいのある職場づくり」の取組好事例や雇用管理に関する助成金などの支援策を掲
載しています。
＊ホームページアドレス：http://www.mhlw.go.jp/chushoukigyou_kaizen/
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職務階層と求められる機能のイメージ

職務階層
職務階層の目安
役職名称例
第 トップマネジメントリー
５ ダー※１
段 シニアマネジャー 施設レベルの運営統括責任者 施設長等
階 （上級管理者）

－
30
－

求められる機能
運営統括責任者として、自組織の目標を設定し、計画を立てて遂行する。
理念と計画を ・・ 必要な権限委譲を行い、部下の自主性を尊重して自律的な組織運営環境を整える。
持って、組織を統 ・ 人材育成、組織改革、法令遵守の徹底などを通じて、自組織を改善・向上させる。
括、全体の成長 ・ 自らの公益性を理解し、他機関や行政に働きかけ、連携・協働を通じて地域の福祉向上に
を図る
・ 貢献する。
所属する法人全体の経営の安定と改善に寄与する。
・ 業務執行責任者として、状況を適切に判断し、部門の業務を円滑に遂行する。
第 マネジメントリーダー 組織内で介護や保育といった直
責任者として、良
接援助（ケア）、相談援助、事務等 施設長（小規模） いサービスを提 ・・ 職員の育成と労務管理を通じて組織の強化を図る。
４ マネジャー
提供するサービスの質の維持・向上に努める。
の業務執行単位で職責を有する 課長
段
供し、良い人材を
・
経営環境を理解し、上位者の業務を代行する。
「マネジメントリーダー」「マネ 部門管理者
階 （管理者）
育てる
・
他部門や地域の関係機関と連携・協働する。
ジャー」クラスの層
・ 教育研修プログラムを開発・実施・評価する。
実務を進める単位（チームやユ
・ チームリーダーとして、メンバー間の信頼関係を築く。
第 チームリーダー ニット、グループ、クラス等）にお
チームをまとめ、 ・ チームの目標を立て、問題解決に取り組む。
当該分野の高度かつ適切な技術を身につけ、同僚・後輩に対してのモデルとしての役割を
３ リーダー
いて「チームリーダー」「リーダー」 主任
部下のお手本と ・ 担う。
段
として、指導的立場を担う職員層 係長等
して、育成指導に ・ 地域資源を活用して業務に取り組む。
階 （職員Ⅲ）
（社会福祉事業に従事した年数概
貢献できる
・ 教育指導者（スーパーバイザー）として、指導・育成等の役割を果たす。
ね８年以上）
・ 研究活動や発表などを通じて知識・技術等の向上を図る。
担当業務の独力遂行が可能なレ
チームの一員と ・・ 組織の中で自分の役割を理解し、担当業務を遂行する。
第 メンバーⅡ
してしっかり役割 ・ 職場の課題を発見し、チームの一員として課題の解決に努める。
ベルの職員層
地域資源の活用方法を理解する。
職員（一般）
２ スタッフⅡ
を果たし、後輩の ・ 後輩を育てるという視点を持って、助言・指導を行う。
新任以外で部下を持たない職員 ※２
段
指導や業務の改 ・ 業務の遂行に必要な専門的知識・技術等の向上を図る。
（社会福祉事業に従事した年数概
階 （職員Ⅱ）
善にも頑張る ・ 職業人としての自分の将来像を設定し、具体化する。
ね２～８年程度）
・ 指導・教育を受けつつ、担当業務を安全・的確に行う。
・ 組織・職場の理念と目標を理解する。
ルール、マナーを
第 メンバーⅠ
・ 担当業務に必要な制度や法令等を理解する。
守り、指導を受け
社会福祉事業に従事した年数２ 職員（新任）
１ スタッフⅠ
・ 組織内の人間関係を良好にする。
ながら、しっかり
年未満の職員
段
・ 福祉の仕事を理解し、自己目標の設定に努める。
業務を身に付け
階 （職員Ⅰ）
・ 仕事から生じるストレスを理解し、対処方法を身につける。
る
・ 福祉・介護サービス従事者としてのルール・マナーを順守する。
※１ この場合のトップマネジメントとは、法人を単位とした経営管理についてではなく、施設・事業所を単位とした経営統括に係るものに限定される。
※２ 職員（一般）には、第１段階（新任職員期間）を終えて独り立ちした段階から、監督的立場ではないが個々のサービス提供場面などにおいてスタッフリーダーとしての役割を果たす段階ま
でが含まれている。
山形県社会福祉研修センター（山形県社会福祉協議会）の平成26年度社会福祉研修概要「職務階層と求められる機能のイメージ・同図」を参考

キャリアパスモデル例 ①

職

掌 等

管
理
職

級 業務
５
級 施設経営
４
級 管理業務

３ 監督業務
級
－ 監督
31 指・
－ 導職
２
級 指導業務

上級業務
業 １
務 級 中級業務
職

初級業務

職能基準
人事制度
能力
資格・免許
役職名
① 戦略的な経営計画・立案・推進
② 組織運営管理
・施設長に要する認定、免許 施設長
③ 経営層のサポート危機管理能力 等
④ プロジェクト管理能力
① 事業計画策定への提言能力
② 危機管理能力
③ 部下の育成能力
事務長
④ プロジェクト管理能力
課長
⑤ 統率力（士気高揚）
⑥ 職場の維持管理・人間関係まで含
めた総合的な労働管理において、
適切な判断・対応がとれる
① 監督力
・社会福祉士
事務主査
② 事業計画策定への提言
業務主査
③ 上級者不在時の対応及び指揮 ・介護福祉士
看護師長
④ 潜在的な問題について、予知・判断 ・主任介護支援専門員
主任
しながら問題提起することができる ・社会福祉主事
・管理栄養士
⑤ 部下の育成力
・ユニットリーダー
① 指導力
感染症防止対策
② 労務管理の手続き等の基礎知識が ・施設内
指導者
主任
③ あり、一定の判断・対応がとれる ・介護福祉士
養成実習 副主任
④ 達成が困難な課題について、上司 施設実習指導者
の指示によりグループをまとめ問題
各役職
解決に当たることができる
⑤ 部下の育成力
① 業務に関する経験をもとに、複雑な
判断を要する業務を遂行できる
② 標準的な課題について、上司の指
副主任
示によりグループをまとめ問題解決
各役職
にあたる
③ 下級者の指導を責任者として行うこ
とができる
① 実務に関する比較的高度な知識及
社会福祉士
び高度な経験をもとに、応用的判断 ・社会福祉士
生活相談員
を要する業務を遂行できる
支援相談員
② 問題解決法を身につけ、業務の改 ・介護福祉士
・介護支援専門員
介護支援専門員
善や問題解決を実践できる
主事
③ 下級者に自己の経験を生かし指導 ・社会福祉主事
保健師
できる
看護師、准看護師
機能訓練指導員
① 社会人・組織人・介護職員として自
理学療法士
己を確立する
業療法士
② 通常の業務に精通し、日常の定型 ・介護職員実務者研修修了 作介護職員、介
・介護職員初任者研修修了 管理栄養士、助栄養員士
業務を独立して遂行できる
③ 下級者に自己の経験を生かしアド
調理師、業務員
バイスができる

人材育成制度（研修等）
賃金制度
本 手当
施設外
施設内
俸
・経営戦略セミナー
５
・上級管理者キャリアアップ研修
級
・施設長研修会
４
級

管理職
手当
・管理者キャリアアップ研修
・職場研修指導者研修

３
級

・認知症研修
・喀痰吸引技術研修
・腰痛と予防研修
・チームリーダーキャリアアップ ・高齢者虐待防止研修
・救急蘇生法講習
研修
２
・口腔ケア研修会
ケアリーダー研修
級 役職
手当 ・・主任介護職研修会
・メンタルヘルス
・国家試験対策講座
・復帰職員研修
・接遇マナー研修
・専門研修
・中堅職員キャリアアップ研修

１

級

・専門研修
・スキルアップ研修

・初任者キャリアアップ研修 ・新任職員研修
・高齢者福祉種別新任職員研修

人事考課制度
昇格・昇任基準
人事考課
管理職登用試
験の合格（論
業績評価
文・面接）
理事会の承認
業績評価
自己評価
目標管理

施設長の推薦
管理職登用試
験の合格（論
文・面接）
＜主査・師長＞ 施設長の推薦
主任経験年数 昇格試験の合
原則３年以上 格（面接）

能力評価
勤務成績評価
自己評価
目標管理 ＜主任＞ 施設長の推薦
副主任経験年 昇格試験の合
数原則２年以 格（面接）
上
＜副主任＞ 施設長の推薦
勤続年数 昇任試験の合
原則７年以上 格（面接）
能力評価
勤務成績評価
自己評価
目標管理

職
掌 等級 業務
９
級 施設経営
管
理
職 ８ 管理業務
級
７ 施設運営
級 管理業務

－
32
－

監
督
・
指 級６ 監督業務
導
職
５
級 指導業務

職能基準
能力

キャリアパスモデル例 ②

人事制度
資格・免許
役職名
①利用者の医学的管理(老健) ・施設長資格に要する認定、 施設長
医師、県知事認可等
（管理者）
① 戦略的な経営計画の企画・立案・推進 ②チームケア統括管理(老健) 施設長を補佐するに相当する
② 組織運営管理
と評価する資格又は経験 副施設長
③ 経営層のサポート危機管理能力
・職業能力開発推進者
④ プロジェクト管理能力
事務長
・雇用管理責任者
・主任介護支援専門員 等
① 事業計画策定への提言能力、②危機管理能力
③ 部下の育成能力、④プロジェクト管理能力
⑤ 統率力（士気高揚）
科（課）長
⑥ 職場の維持管理・人間関係まで含めた総合的な労働管理において、適
切な判断・対応がとれる
・介護支援専門員
・ユニットリーダー
① 監督力
・施設内感染症防止対策指導 副科（課）長
② 事業計画策定への提言
者
③ 上級者不在時の災害発生時に指揮をとることができる
④ 潜在的問題について、予知・判断しながら問題提起することができる ・介護福祉士養成実習施設実
習指導者 等
① 指導力
② 労務管理の手続き等の基礎知識があり、一定の判断・対応がとれる
主任
③ 達成が困難な課題について、上司の指示によりグループをまとめ問題
解決に当たることができる

① 業務に関する経験をもとに、複雑な判断を要する業務を遂行できる
４ 上級業務 ② 標準的な課題について、上司の指示によりグループをまとめ問題解決 左記に相当すると評価する他 １級職員
にあたることができる
級
の資格・免許
③ 下級者の指導を責任者として行うことができる
・介護福祉士
・ガイドヘルパー
・精神障害者ホームヘルパー
① 実務に関する比較的高度な知識及び高度な経験をもとに、応用的判断 ・難病患者等ホームヘルパー
等
３
を要する業務を遂行できる
２級職員
級 中級業務 ② 問題解決法を身につけ、業務の改善や問題解決を実践できる
③ 下級者に自己の経験を生かし指導できる
業
務
職

① 社会人・組織人・介護職員として自己を確立する
２
通常の業務に精通し、日常の定型業務を独立して遂行できる
級 定型業務 ②
③ 下級者に自己の経験を生かしアドバイスができる

・介護職員実務者研修修了 ３級職員

① 社会人・組織人・介護職員としての基本的なスタンスを確立する
１ 補助業務 ② 実務に関する基本的知識をもとに、一般的な判断を要する定型的又は ・介護職員初任者研修修了 ４級職員
級
補助的業務を遂行できる
③ 対人援助技術の基本を身につける
※「介護職員キャリアアップシステム導入マニュアル」（財団法人介護労働安定センター・社団法人全国老人保健施設協会）参考

賃金制度
基本給
職能給
施設長

人材育成制度
施設外での研修
エキスパート研修

施設内での研修

・管理者(職)研修 ・施設経営セミ ・認知症介護指
ナー
事 会
導者養成研修
務
自己啓発
長
エキスパート研修
科
課
長

推薦
人事考課
論文・面接

業績評価

・リスクマネジャー養成講座
副
科
課
長

主
任

人事考課制度
昇給昇格 在級年数 昇格・昇任
賞与考課 （標準） 基準

・管理者(職)研修会
エキスパート研修 ※２つ以上受講

目標管理活動

能力評価
勤務成績評価
（貢献度）

・施設内感染症防止対策指導
者養成研修会
・ユニットリーダー研修
副 ・介護福祉士養成実習施設実 ・認知症対応型サービ
主 習指導者特別研修会
ス事業管理者研修 目標管理活動
任
○年間教育計画の
フォローアップを行う
○年内教育計画を立
ボトムアップ研修 ※２つ以上受講
て、実施を行う
○介護福祉資格取得
・実地研修Bコース/・中堅職員研修会
○認知症ケア専門士
・安全推進セミナー
試験
・ガイドヘルパー養成研修
・精神障害者ホームヘルパー養成研修
・難病患者等ホームヘルパー養成研修
・認知症介護実践リーダー研修
能力評価
チームケア研修 ※２つ以上受講
チャレンジ活動
勤務成績評価
・実地研修Ａコース
○年内教育活動を立
（貢献度）
・リハビリテーション研修会
て、実地を行う
・ケアマネジメント実践講座
・各疾患の理解及び
・高齢者ケアプラン策定実践講座
緊急時対応
・摂食・嚥下・栄養、・リハビリテーション
・認知症高齢者ケア研修会、・認知症介護実践研修、 ・ケアプラン作成
・認知症の理解
・現場での認知症のケア
・チームケア
・トランスファー
ボトムアップ研修
○採用時研修
・業務マニュアルによ
るケアの基礎知識
・職員基礎研修会 ・安全セミナー(基礎研修) ・服務規律
・接遇研修
・個人情報保護法
○プリセプターシップ

５年
５年

推薦
人事考課
論文・面接

５年

３年
人事考課
２年

１年

キャリアパスモデル例 ③ （小規模法人・在宅事業所版）
職
位

職責（役割）

求められる能力

・運営統括責任者として、自組織の目標を設定し、計画
を立てて遂行する。
・必要な権限移譲を行い、部下の自主性を尊重して自
経 経営幹部であり、最終 律的な組織運営環境を整える。
営 的な経営責任を負う ・人材育成、組織改革、法令遵守の徹底などを通じて、
職
自組織を改善・向上させる。
・自らの公益性を理解し、他機関や行政に働きかけ、連
携・協働を通じて地域の福祉向上に貢献する。
・所属する法人全体の経営の安定と改善に寄与する。

－
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対応役職

職務内容

施設長

・施設の経営資源把握と調整戦略の策定
・方針の明示・浸透
・施設計画の進捗管理
・管理職育成
・地域・他組織との連携
・計数管理

任用の要件
給与
習熟に必要な業務教育 必要経験年数 年収（円）

（管理職の研修に加えて）
・戦略策定研修
・戦略・方針実践研修
・経営指標管理研修（上級）

○年～○年

・部門の管理・調整
・業務執行責任者として、状況を適切に判断し、部門の
・部門の経営指標把握
業務を円滑に遂行する。
・部下の育成
・業務管理研修
事務長
管
・職員の育成と労務管理を通じて組織の強化を図る。
・業務内容検証・改善
・部下指導育成研修
課長（係長） ・地域・他組織との連携
・リスクマネジメント研修
○年～○年
理 部門の運営責任を負う ・提供するサービスの質の維持・向上に努める。
職
・経営環境を理解し、上位者の業務を代行する。
・経営指標管理研修（初級）
ステーション責任者 ・計数管理
・リスクマネジメント
・セカンドステップ研修（※１）
・他部門や地域の関係機関と連携・協働する。
・教育研修プログラムを開発・実施・評価する。
・緊急対応
・欠員時のサポート
（初級業務に加えて）
・チームのリーダーとして、メンバー間の信頼関係を築
・勤怠に関する業務
く。
（初級の研修に加えて）
・サービス品質管理
・チームの目標を立て、課題解決に取り組む。
・労務研修
難解な業務をこなして ・上位者の業務を補佐・支援する。
・新規利用者の対応手順の作成
・サービス品質管理研修
一般職
上 いる
・ショートステイ業務
・当該分野の高度かつ適切な技術を身につけ、同僚・
・後輩指導研修
・家族対応
○年～○年
・業務改善研修
級 通常業務に加え、後輩 後輩に対してのモデルとなる。
嘱託
・地域、他機関、他職種との連携・協力業務
・地域資源を活用して業務に取り組む。
・地域連携研修
の指導をしている ・教育指導者として、指導・育成等の役割を果たす。
・個別援助の計画
・ファーストステップ研修
・サービスの業務改善
・研究活動や発表などを通じて知識・技術等の向上を
・介護福祉士（※２）
・後輩指導
図る。
・防火・防災業務
・組織の中で自分の役割を理解し、担当業務を遂行す
・個別援助の実施
一
る。
・基本介護、健康管理
般
・職場の課題を発見し、チームの一員として課題の解決
・日常活動援助
職
に努める。
・チームケア研修
・報告・連絡・観察・記録
・地域資源の活用方法を理解する。
・リハビリテーション研修
・会議・委員会参加
・後輩を育てるという視点を持って、助言・指導を行う。
・認知症高齢者ケア研修
・外部研修参加
・業務の遂行に必要な専門的知識・技術等の向上を図
初 介護の通常業務をして る。
・介護職員実務者研修
パート
・報告・連絡・相談研修
○年～○年
いる
・職業人としての自分の将来像を設定し、具体化する。
級
・個別支援計画研修
・指導・教育を受けつつ、担当業務を安全・的確に行う。
・基本介護の補助
・接遇研修
・組織・職場の理念と目標を理解する。
・健康管理の補助
・基礎業務研修
・担当業務に必要な制度や法令等を理解する。
・日常活動援助
・介護職員初任者研修
・組織内の人間関係を良好にする。
・行事等の補佐
・福祉の仕事を理解し、自己目標の設定に努める。
・会議・委員会参加
・仕事から生じるストレスを理解し、対処方法を身につ
・報告・連絡・観察・記録
ける。
※１ 例えば、管理職以上は、セカンドステップ研修修了を要件とすることが望ましい。 ※２ 例えば、上級以上は、介護福祉士資格保有を要件とすることが望ましい。
「介護保険事業を経営する社会福祉法人における職員のキャリアパスの構築に向けて～キャリアパスガイドライン～」（最終報告）（全国社会福祉施設経営者協議会 介護保険事業経営委員会）参考

○,○○○,○○○
～
○,○○○,○○○

○,○○○,○○○
～
○,○○○,○○○

○,○○○,○○○
～
○,○○○,○○○

○,○○○,○○○
～
○,○○○,○○○

備考

５

就業規則（服務・休暇・福利厚生等）関係
介護サービス事業所・施設の事業規模にかかわらず、職員が安心して働け

る明るい職場を作ることは、すべての事業所・施設にとって重要なことです。
そのためには、あらかじめ就業規則等で労働時間や賃金をはじめ、人事・服
務規律など、職員の労働条件や待遇の基準を明確に定め、職員に周知してお
くことが大切です。
この項目では、就業規則や関係規程等の記載事項のうち、特に介護職員の
処遇改善や就労意欲の向上に繋がるものとして、服務規律、休暇等、定年等、
表彰及び福利厚生等に関係する事項について参考となる条文等を記載してい
ます。
（１）服務規律
（服

務）

第○○条

職員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、法人の

指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
２

上司は、所属職員の人格を尊重し、親切にこれを指導し、率先して職務の遂行に
努めなければならない。

（遵守事項）
第○○条

職員は、以下の事項を守らなければならない。

① 常に健康に留意し、明朗かつ積極的な態度と親切丁寧を旨として業務にあたり、
利用者の安心と信頼を得るよう努めなければならない。
② 業務の遂行に当たり、施設の方針を尊重するとともに、上司及び同僚と協力し
あって、円滑なチームワークに努めること。
③ 就業に関し定められた時刻を厳守すること。
④ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
⑤ 酒気を帯びて就業しないこと。
⑥ 許可なく職務以外の目的で法人の施設、物品等を使用しないこと。
⑦ 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは
贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
⑧ 法人の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
⑨ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た法人、取引先等の機密を漏洩し
ないこと。
⑩ 許可なく他の法人等の業務に従事しないこと。
⑪ その他法人職員として相応しくない行為をしないこと。
※1

服務及び遵守事項については、職場の秩序維持に大きな役割を果たすことから、
法人にとって特に職員に遵守させたい事項を定めてください。
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（セクシュアルハラスメントの禁止）
性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えることや、就業環境

第○○条

を害するようなことをしてはならない。
※1

職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主は、雇用管理
上必要な措置を講 じなければならないこととされています（均等法第１１条）。

（職場のパワーハラスメントの禁止）
第○○条

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正

な範囲を超える言動により、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えることや、
就業環境を害するようなことをしてはならない。
※1

近年社会問題化している職場のパワーハラスメントについても、その防止・解
決に向けて取り組むことが求められています。組織のトップが職場のパワーハラ
スメントを無くしていく態度を明確にすることが重要です（「職場のパワーハラ
スメントの予防・解決に向けた提言」）。

【参考】
平成 24 年３月に厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」
が取りまとめた上記提言では、職場のパワーハラスメントの概念を以下のように
整理しています。
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位
や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神
的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
パワーハラスメントという言葉は、上司から部下へのいじめ・嫌がらせを指し
て使われる場合が多いですが、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に
対して行われるものもあり、こうした行為も職場のパワーハラスメントに含める
必要があることから、上記では「職場内の優位性」を「職務上の地位」に限らず、
人間関係や専門知識などの様々な優位性が含まれるものと整理しています。
また、個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に
感じたりする場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、
パワーハラスメントには当たらないと考えるべきでしょう。
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さらに、提言ではパワーハラスメントの行為類型として、以下のとおり示して
います（典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意して下
さい）。
①暴行・傷害（身体的な攻撃）
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻撃）
③隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離し）
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
（過大な要求）
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること
や仕事を与えないこと（過小な要求）
⑥私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）
①については、業務の遂行に関係するものであっても、
「業務の適正な範囲」に
含まれるとすることはできません。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないこと
から、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられます。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でな
い場合があると考えられます。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を
超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断につ
いては、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右され
る部分もあると考えられるので、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確
にする取組を行うことが望まれます。

（２）休暇等
（年次有給休暇）
第○○条

採用日から６か月間継続勤務し、所定労働日の８割以上出勤した職員に対

しては、１０日の年次有給休暇を与える。その後１年間継続勤務するごとに、当該
１年間において所定労働日の８割以上出勤した職員に対しては、下の表のとおり勤
続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続期間

6 か月

付与日数

10 日

１年

2年

3年

4年

5年

6年

6 か月

6 か月

6 か月

6 か月

6 か月

6 か月以上

11 日

12 日

14 日

16 日

18 日

20 日
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前項の規定にかかわらず、週所定労働時間３０時間未満であり、かつ、週所定労

２

働日数が４日以下（週以外の期間によって所定労働日数を定める職員については年
間所定労働日数が２１６日以下）の職員に対しては、下の表のとおり所定労働日数
及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定
労働
日数

３

続

勤
1 年間の所定労
働日数

6か
月

期

間

1年

2年

3年

4年

5年

6年

6か

6か

6か

6か

6か

6 か月

月

月

月

月

月

以上

4日

169 日～216 日

7日

8日

9日

10 日

12 日

13 日

15 日

3日

121 日～168 日

5日

6日

6日

8日

9日

10 日

11 日

2日

73 日～120 日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48 日～72 日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

第１項又は第２項の年次有給休暇は、職員があらかじめ請求する時季に取得させ

る。ただし、職員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な
運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
４

前項の規定にかかわらず、職員代表との書面による協定により、各職員の有する

年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取
得させることがある。
５

第１項及び第２項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤した
ものとして取り扱う。
①年次有給休暇を取得した期間
②産前産後の休業期間
③育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平
成３年法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）に基づく育児休業
及び介護休業した期間
④業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

６

付与日から１年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から２年以内に限
り繰り越して取得することができる。

７

前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のい
ずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

※1

年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、職員が希望し、使用者が
同意した場合であれば半日単位で与えることが可能です。
なお、年次有給休暇の請求権は、消滅時効が２年間であるため、前年度分につ

いて繰り越す必要があります。
※2

年次有給休暇を取得した職員に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の額の
算定に際し ての年次有 給休暇取得 日を欠勤と して取扱う 等の不利益 な取扱 い を
してはいけません（労基法附則第１３６条）。
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( 年次有給休暇の時間単位での付与)
年次有給休暇の時間単位での付与 )
第○○条

職員代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のう

ち、１年について５日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年
休」という。）を付与する。
（１）時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。
（２）時間単位年休を取得する場合の、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以
下のとおりとする。※下線：参考例
① 所定労働時間が５時間を超え６時間以下の者…６時間
② 所定労働時間が６時間を超え７時間以下の者…７時間
③ 所定労働時間が７時間を超え８時間以下の者…８時間
（３）時間単位年休は１時間単位で付与する。
（４）本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払
われる通常の賃金の１時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた
額とする。
（５）上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

労使協定を締結すれば、年に５日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与

※1

えることができます（労基法第３９条第４項）。
※2

時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合は使用

者による時季変更権が認められます。ただし、日単位での請求を時間単位に変え
ることや、時間単位での請求を日単位に変えることはできません。

（産前産後の休業）
第○○条

６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の女性職員から請求

があったときは、休業させる。
２

産後８週間を経過していない女性職員は、就業させない。

３

前項の規定にかかわらず、産後６週間を経過した女性職員から請求があった場合
は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。

※1

６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内に出産予定の女性労働者が休業を請
求した場合には、その者を就業させてはいけません（労基法第６５条第１項）。

※2

産後８週間を経過しない女性労働者を就業させてはいけません。ただし、産後
６週間を経過した女性労働者から請求があったときは、医師が支障がないと認め
た業務には就かせることができます（労基法第６５条第２項）。

※3

産前産後の休業を請求し、又は取得したことを理由として解雇その他不利益な
取扱いをしてはいけません（均等法第９条第３項）。
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（母性健康管理の措置）
第○○条

妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）に基づく保健指導又は健康診査を受ける
ために申出があったときは、次の範囲で時間内通院を認める。
産前の場合

①

妊娠２３週まで・・・・・・・・４週に１回
妊娠２４週から３５週まで・・・２週に１回
妊娠３６週から出産まで・・・・１週に１回
ただし、医師又は助産師（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をし
たときには、その指示により必要な時間
産後（１年以内）の場合

②

医師等の指示により必要な時間
妊娠中又は出産後１年を経過しない女性労働者から、保健指導又は健康診査に基

２

づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講
ずる。※下線：参考例
妊娠 中 の通勤緩 和 措置とし て 、通勤時 の 混雑を避 け るよう指 導 された場合

①

は、原則として１時間の勤務時間の短縮又は１時間以内の時差出勤を認める。
②

妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の
回数を増やす。

③

妊娠中又は出産後の女性労働者が、その症状等に関して指導された場合は、
医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措
置をとる。

※1

事業主は、雇用する女性労働者が母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）の規

定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができる
ようにしなければなりません（均等法第１２条）。
※2

また、事業主は、雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を
守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じ
なければなりません（均等法第１３条）。

※3

母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたことを理由として解雇その他不利

益な取扱いをしてはいけません（均等法第９条第３項）。
（育児時間）
第○○条

１歳に満たない子を養育する女性職員から請求があったときは、休憩時間

のほか、１日について２回、１回について３０分の育児時間を与える。
※1

育児時間については、生後満１年に達しない子を育てている女性労働者から請

求があった場合は、授乳その他育児のための時間を、一般の休憩時間とは別に与
えなければなりません（労基法第６７条)。
※2

育児時間を請求し、又は取得したことを理由として解雇その他不利益な取扱い
をしてはいけません（均等法第９条第３項）。
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（生理休暇）
第○○条

生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、必要な期

間休暇を与える。
※1

生理日の就業が著しく困難な女性労働者が休暇を請求した場合、請求のあっ

た期間は、当該女性労働者を就業させてはなりません（労基法第６８条）。
なお、休暇は暦日単位のほか半日単位、時間単位でもあっても差し支えあり
ません。
（育児休業、
（育児 休業、介護休業、子の看護休暇
休業、 介護休業、子の看護休暇、介護休暇
介護休業、子の看護休暇 、介護休暇等）
、介護休暇 等）
第○○条

職員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休

業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のため
の時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等（以下「育児・介
護休業等」という。）の適用を受けることができる。
育児休業、介護休業等に関する対象職員、手続き等必要な事項については、「育

２

児・介護休業等に関する規則」で定める。

※1

育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇等に関する事項について、本規程
例では就業規則本体とは別に定める形式をとっています。

※2

育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除並び
に育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限については、法律上の要件を満
たす労働者が適正に申し出ることにより休業等の法的効果が生ずるものですが、各
事業所においてあらかじめ制度を導入し、就業規則に記載する必要があります（子
の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活と
の両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針（以下「指
針」といいます。））。
また、育児・介護のための所定労働時間の短縮措置等については、育児・介護休

業法及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律施行規則 」（平成 3 年労働省令第 25 号。以下「則」といいます。）に基づき、
各事業所において制度を導入し就業規則に記載する必要があります。
※3

労働基準法では就業規則の作成に際し、第 89 条第 1 号から第 3 号までに定めら
れている事項 （始業・終業の時刻、休日、休暇、賃金、昇給、退職等に関する、
いわゆる絶対的必要記載事項）について必ず記載しなければならないとしています。

（1）育児・介護休業法による育児・介護休業、子の看護休暇及び介護休暇もこの「休
暇」に該当することから、就業規則に、① 付与要件（対象となる労働者の範囲等）
② 取得に必要な手続、③ 期間について記載する必要があります。
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（2）賃金に関する事項については、① 育児・介護休業期間、子の看護休暇及び介護
休暇中の賃金の支払の有無、② 育児・介護休業期間、子の看護休暇及び介護休暇中
並びに所定労働時間の短縮措置等が講じられた期間中に通常の就労時と異なる賃金
が支払われる場合には、a その決定、計算及びその支払方法、b 賃金の締切り及び
支払時期について記載する必要があります。
（3）育児・介護休業法による短時間勤務の制度、時差出勤の制度等については、始業
及び終業の時刻等について記載する必要があります。

（ 公民権の行使）
公民権の行使 ）
第○○条

職員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使し、又は公の職務

を執行するために、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。但し、権利
の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、その時刻を変更することができる。

※1

事業主は、職員が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又
は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではな
らなりません。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求さ
れた時刻を変更することができます（労基法第 7 条）。

※2

「公民としての権利」とは、公職選挙法上の選挙権・被選挙権、最高裁裁判官
の国民審査権及び住民の直接請求権などをいう。また、「公の職務」とは、裁判
員法に基づく裁判員、国会・地方議会議員、労働委員会委員、審議会委員、公職
選挙法上の選挙立会人の職務などをいう。

※3

事業主は、職員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者と
なった場合で、職員からその職務に必要な時間を請求された場合、これを拒めな
いこととなります。

※4

職員が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと、その他裁判員、補充裁
判員、選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であった
ことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません（裁判員の参
加する刑事裁判に関する法律（平成１６年法律第６３号）第１００条）。

（ 特別有給休暇）
特別有給 休暇）
第○○条

職員から申請があった場合は、別表に定める基準により特別有給休暇を与

える。
※1

災害時の休暇、負傷・疾病に係る休暇、慶弔休暇、その他休暇については、労
基法上必ず定めなければならないものではありませんが、各事業所の実情を踏ま
えたうえで、職員の安全確保、処遇改善及び就労意欲の向上に繋がるもので、必
要となる休暇を具体的に定めてください。
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別表
特別有給休暇の承認基準
事

期

由

間

( 1)

風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その事由の発生している期間

( 2)

風水震火災その他の天災地変による職員の現

必要と認められる期間

住居の滅失又は破壊
( 3)

医師の診断に基づき 90 日以内。

業務上の負傷又は疾病

ただし、必要により期間満了後
更にその都度更新できる。
( 4)

交通機関の事故等の不可抗力の原因

その事由の発生している期間

( 5)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

その事由の発生している期間

に関する法律に基づく健康診断、就業制限又は
交通の制限若しくは遮断のため勤務できない場
合
( 6)

結核性疾患

医師の診断に基づき１年以内

生活習慣病等、精神・神経に係る疾病

〃

180 日以内

( 7)

上記以外の負傷又は疾病

医師の診断に基づき 90 日以内

( 8)

負傷又は病気により休職を命ぜられた者が復

１年以内の期間において１月

職後において、又は結核療養休暇及び特別休暇

につき１日以内

を与えられた者が休暇後において、医師が定期
的に通院検診を要すると認める場合
( 9)

婚姻

７日以内

(10)

妻の出産

２日以内

(11)

父母、配偶者及び子の祭日

１日

(12)

リフレッシュ休暇

３日

(13)

忌引

配偶者

７日以内

一親等の直系尊属(父母)

５日以内

〃
血族

姻族

卑属(子)

二親等の直系尊属(祖父母)
〃

卑属(孫)

５日以内
３日以内
３日以内

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

３日以内

三親等の傍系者(伯叔父母)

１日

一親等の直系尊属

３日以内

〃

１日

卑属

二親等の直系尊属・傍系者

１日

三親等の傍系尊属

１日

※生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。葬祭のため遠隔地に赴く
必要のある場合に実際に要した往復日数を加算することができる。
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（３）定年等
（ 定年等）
公民権の行使）
）
）
公民権の行使
定年等
第○○条

職員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使し、又は公の職務
職員の定年は、満６０歳とし、６０歳に達した年度の末日をもって退職と

する。ただし、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、
を執行するために、予め申し出た場合は、それに必要な時間を与える。但し、権利
の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、その時刻を変更することができる。
６５歳まで継続雇用する。
前項の規定にかかわらず、６５歳以降、○○（事業主）が必要と認め、なおかつ

２

本人が希望する場合は、○○職員（嘱託職員、短時間パート職員）として７０歳ま
で継続雇用する。

※1

定年とは職員が一定の年齢に達したことを退職理由とする制度をいいます。

※2

職員の定年を定める場合は、定年年齢は６０歳を下回ることはできません（高
年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第８条）。

※3

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第９条において、事業主には６５歳ま
での高年齢者雇用確保措置が義務付けられています。したがって、６５歳未満の
定年の定めをしている事業主は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入及び③
定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければなりません。
なお、継続雇用時の労働条件は事業主の合理的な裁量の範囲で設定可能である。
また、平成２５年３月３１日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限

定する基準を定めていた事業主については、高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律の一部を改正する法律（平成２４年法律第７８号）の経過措置として、平成
３７年３月３１日までは、老齢厚生年金の支給開始年齢以上の年齢の者について
継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。
（参考）老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢

※4

平成 25 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで

61 歳

平成 28 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

62 歳

平成 31 年 4 月 1 日から平成 34 年 3 月 31 日まで

63 歳

平成 34 年 4 月 1 日から平成 37 年 3 月 31 日まで

64 歳

定年について、職員の性別を理由として差別的取扱いをしてはなりません（均
等法第６条）。
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（４）表

彰

（表彰）
第○○条

職員が次の各号の一に該当するときは、審査の上これを表彰する。

① 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
② 業務上の有益な発明及び発見、もしくは改良、創意工夫又は考案し、法人並
びに施設の運営に著しく貢献したと認められるとき。
③ 非常災害に際し、人命の救助及び財産の保全に献身的な行為をなし、又は災
害の防止に顕著な業績があったとき。
④ 社会的功績があり、法人又は施設、もしくは職員の名誉となったとき。
⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。
表彰は、理事長又は施設の長が、表彰状及び賞金又は賞品を授与して行う。

２

表彰は、職員の士気を高め、法人の業績や生産性の向上等を図ることを目的と

※1

して設けられるものです。
※2

永年とは、５年以上５年毎、又は１０年以上、２５年以上などが考えられる。

（５）福利厚生等
事業主が任意で行う様々な福利厚生等には、社宅・独身寮の整備、人間ド
ック等の健康管理への支援、運動施設や保養所などの余暇施設の提供、文
化・体育・レクリエーション活動への支援、資格取得や研修受講への支援、
医療費の還付など、様々な支援が考えられます。
職員のモチベーションアップに繋がるような支援策や様々な福利厚生サ
ービスについて参考事例を紹介します。
・奨学金の貸与
・研修会受講への助成（受講料・参加費、就業義務免除）
・研修旅行への助成（旅費等）
・資格取得への助成（受講料、就業義務免除）
・職員互助事業の実施（医療費の還付、慶弔費の支給）
・宿泊施設（東京都内）の確保
・宿泊施設、娯楽施設等利用の割引
・人間ドック受診への助成
・リフレッシュ休暇の付与
・運動施設使用料への助成
・レクリエーション大会参加への助成（参加費、練習場使用料、用品代等）
・備品のレンタル（テント、屋台、鉄板、かき氷器、公式輪投げ一式等）
・クラブ、愛好会活動費への助成
・事業所、施設内親睦会への助成

等
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＜参考＞
この「５就業規則（服務・休暇・福利厚生等）関係」項目の記載にあたっては、「モ
デル就業規則（平成 25 年３月 厚生労働省労働基準局監督課）」を活用しています。
詳細については、厚生労働省ホームページのこちらをご覧ください。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 事業主の
方へ > モデル就業規則について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/z
igyonushi/model/index.html
また、介護労働者の労働条件の確保・改善に関する主要なポイントを分かり易く解
説したパンフレット「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント（厚生労働省
道府県労働局

都

労働基準監督署）」についても御参考にしてください。

詳細については、厚生労働省ホームページのこちらをご覧ください。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 業種・職
種別の対策 > 介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/g
yosyu/kantoku/090501-1.html
※このパンフレットに関するお問い合わせ先
最寄りの労働基準監督署又は山形労働局労働基準部監督課（TEL.023-624-8222）
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６

雇用関係助成制度

厚生労働省の「平成26年度雇用関係助成金のご案内（簡略版）」から、御参考
までに労働環境向上、仕事と家庭の両立支援及びキャリアアップ・キャリア形成
促進関係の助成金の概要について紹介します。
この助成金を御参考にしていただき、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家
庭の両立支援、職員の能力向上などに向けて、是非、制度の活用について御検討
をお願いします。平成27年度版は別途お知らせいたします。
詳しくは「雇用関係助成金」で検索してください。 雇用関係助成金

検索

（http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/）

（１）受給対象となる事業主
①雇用保険適用事業所の事業主
②期間内に申請を行う事業主
③支給のための審査に協力する事業主（審査への協力の具体例）
・審査に必要な書類を整備・保管する。
・山形県労働局、ハローワーク等から書類の提出を求められたら応じる。
・山形県労働局、ハローワーク等の実地調査に応じる。
※助成金を受給できない事業主（次のいずれかに該当する事業主）
・不正受給をしてから３年以内に申請をした事業主
または、申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主
※不正受給とは、偽りその他不正行為により本来受けることのできない給
付金を受け、または受けようとすることをいいます。
・支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない
事業主
・支給申請日の前日から過去１年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれらの営業の一部を受
託する営業を行う事業主
※これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る
助成金については、受給が認められる場合があります。

・暴力団と関わりのある事業主
・支給申請日、または支給決定日の時点で倒産している事業主
・不正受給を理由に支給決定を取り消された場合に、都道府県労働局が事業
主名等を公表することについて、同意していない事業主
（２）支給申請期間
助成金の支給申請期間は、申請が可能となった日から２か月以内。
（３）中小事業主の範囲
雇用関係助成金における「中小企業事業主」の範囲は、介護サービス事業
所・施設の場合、「サービス業」に該当し、資本金の額・出資の総額が5,000
万円以下、または常時雇用する労働者の数が100人以下となる。
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（４）雇用関係助成金
労働環境向上、仕事と家庭の両立支援及びキャリアアップ・キャリア形成
促進関係について抜粋して紹介します。
○中小企業労働環境向上助成金
Ⅰ 個別中小企業助成コース
雇用管理制度の導入等を行う健康・環
境・農林漁業分野等の事業を営む中小企
業事業主に対して助成

Ⅱ 団体助成コース
健康・環境・農林漁業分野等の事業を
営む中小事業者を構成員として含む事業
主団体が、その構成員である中小企業に
対して労働環境の向上を図るための事業
を行う場合に助成

・評価・処遇制度
・研修体系制度
・健康づくり制度
・介護福祉機器等
（介護事業所）

40万円
30万円
30万円
支給対象費用の1/2
（上限300万円）

事業の実施に要した支給対象経費の2/3
・大規模認定組合等（構成中小企業者数
500以上）上限1,000万円
・中規模認定組合等（同100以上500未満）
上限800万円
・小規模認定組合等（同100未満）
上限600万円

○両立支援等助成金
Ⅰ 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
労働者のための保育施設を事業所内に 設置費用の2/3(中小企業以外1/3)
設置、運営などを行う事業主・事業主団
設置費用:上限2,300万円
体にその費用の一部を助成
(中小企業以外1,500万円)
運営費用の１～５年目:2/3
(中小企業以外1/2)
増築又は建替え費用の1/2
(中小企業以外1/3)
増築:上限1,150万円
(中小企業以外750万円)
建替え:上限2,300万円
(中小企業以外1,500万円)
Ⅱ 子育て期短時間勤務支援助成金
就業規則等により子育て期の労働者が
利用できる短時間勤務制度を設け、労働
者に利用させた事業主に対して助成

１人目40万円、２～５人目15万円
(中小企業以外 １人目30万円、２～10人
目10万円)

Ⅲ 中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース）
育児休業取得者の代替要員を確保する １人あたり15万円、１年度の上限10人
とともに、育児休業取得者を原職復帰さ 「女性の活躍推進の目標を達成した場合
せた事業主に対して助成
の加算」に該当した場合、１事業主あた
り５万円を加算
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○両立支援等助成金
Ⅳ 中小企業両立支援助成金（期間雇用者継続就業支援コース）
有期契約労働者（期間雇用者）につい １人目40万円、２～５人目15万円
て、通常の労働者と同等の要件で育児休 「通常の労働者として復帰させた場合の
業を取得させて育児休業終了後、原職復 加算」に該当した場合、
帰させ、あわせて職業生活と家庭生活と １人目10万円、２～５人目５万円を加算
の両立を支援するための研修等を実施す 「女性の活躍推進の目標を達成した場合
る事業主に対して助成
の加算」に該当した場合、１事業主あた
り５万円を加算
Ⅴ 中小企業両立支援助成金（育休復帰支援プランコース）
育休復帰プランナーの支援を受け、育 育休取得時 30万円
休復帰支援プランを作成した上で、プラ 職場復帰時 30万円
ンに基づく取組を実施し、労働者が育児
休業を取得した場合、職場復帰した場合
に、それぞれ助成
Ⅵ ボジティブ・アクション能力アップ助成金
女性の活躍促進についての数値目標を
１企業あたり30万円(中小企業以外15万
設定・公表し、一定の研修プログラムの 円)
実施により目標を達成した事業主に助成

○キャリアアップ助成金
Ⅰ 正規雇用等転換コース
有期契約労働者等を正規雇用等に転換
または派遣労働者を直接雇用した事業主
に対して助成

Ⅱ 人材育成コース
有期契約労働者等に対して職業訓練を
行った事業主に対して助成

①有期契約労働者⇒正規雇用１人あたり
40万円(中小企業以外30万円)、②有期契
約労働者⇒無期雇用１人あたり20万円
(中小企業以外15万円)、③無期雇用労働
者⇒正規雇用１人あたり20万円(中小企
業以外15万円)
※平成26年３月１日から平成28年３月31
日までの間に転換等を行った場合、１人
あたり①50万円(40万円)、③30万円(25万
円)を支給
※平成26年３月１日から平成28年３月31
日までの間に派遣労働者を正規雇用で直
接雇用する場合、10万円を加算

・Off-JT賃金助成 １時間あたり800円
(中小企業以外500円)
・Off-JT訓練経費助成 Off-JTの訓練時
間数に応じた次の金額（事業主が負担した
実費が下記を下回る場合は実費を限度)
【一般職業訓練及び有期実習型訓練】
100時間未満：10万円(中小企業以外７
万円)、100時間以上200時間未満 ：20万
円(中小企業以外15万円)、200時間以上：
30万円(中小企業以外20万円)
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Ⅱ 人材育成コース
【中長期的キャリア形成訓練】
100時間未満：15万円(中小企業以外10
万円)、100時間以上200時間未満 ：30万
円(中小企業以外20万円)、200時間以上：
50万円(中小企業以外30万円)
・OJT訓練実施助成 １時間あたり700円
(中小企業以外700円)
Ⅲ 処遇改善コース
有期契約労働者等の賃金水準の向上
(※)を図った事業主に対して助成
(※)賃金テーブ ルを３％以上（平成26年３月１ 日から平
成28年３月31日までの間は２％ 以上）増額改定

Ⅳ 健康管理コース
有期契約労働者等に対して法定外の健
康診断制度を新たに規定し、延べ４人以
上実施した事業主に対して助成
Ⅴ 短時間正社員コース
短時間正社員に転換または短時間正社
員として新たな雇入れ(※)を行った事業
主に対して助成
(※)ワーク・ライフ・バランスの観点から、正 規雇用労
働者が短時間正 社員に転換する ケースなどを想 定

１人あたり１万円(中小企業以外7,500
円)
職務評価の手法を活用の場合、１事業所
あたり10万円を加算(中小企業以外7万5
千円)
平成26年３月１日から平成28年３月31日
までの間に職務評価を活用した場合、20
万円(15万円)を支給

１事業所あたり40万円(中小企業以外30
万円)

１人あたり20万円(常時雇用する労働者
が300人を超えない中小規模企業以外の
場合15万円)
平成26年３月１日から平成28年３月31日
までの間に、有期契約労働者等を短時間
正社員に転換した場合、１人あたり30万
円(25万円)を支給

Ⅵ 短時間労働者の週所定労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間の延長 １人あたり10万円(中小企業以外7万5千
(※)を行った事業主に対して助成
円)
(※)週所定労働 時間が25時間未 満の有期契約労 働者等
を週所定労働時 間30時間以上に 延長し社会保険 を適用

○キャリア形成促進助成金
Ⅰ 政策課題対応型訓練（成長分野等人材育成コース）
成長分野等に関連する職業訓練を助成 賃金助成 １時間あたり800円(中小企業
以外400円)
訓練経費助成 実費相当額の1/2(中小企
業以外1/3)
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Ⅱ 政策課題対応型訓練（グローバル人材育成コース）
海外関連業務に従事する人材育成を助 賃金助成 １時間あたり800円(中小企業
成（海外の大学、大学、教育訓練施設な 以外400円)
どで実施する訓練も含む）
訓練経費助成 実費相当額の1/2(中小企
業以外1/3)
Ⅲ 政策課題対応型訓練（育休中・復職後等能力アップコース）
育児休業中や復職後の能力アップのた 賃金助成 １時間あたり800円(中小企業
めの訓練や妊娠・出産・育児により一定 以外400円)
期間離職していた女性等の再就職後の能 訓練経費助成 実費相当額の1/2(中小企
力アップのための訓練を助成
業以外1/3)
Ⅳ 政策課題対応型訓練（若年人材育成コース）
採用後５年以内かつ35歳未満の若年者 賃金助成 １時間あたり800円
に対する職業訓練を助成
訓練経費助成 実費相当額の1/2
Ⅴ 政策課題対応型訓練（熟練技能育成・継承コース）
熟練技能者の指導力強化や技能継承の 賃金助成 １時間あたり800円
ための職業訓練、認定職業訓練を助成
訓練経費助成 実費相当額の1/2
Ⅵ 政策課題対応型訓練（認定実習併用職業訓練コース）
OJTとOFF-JTを組み合わせた厚生労働
Off-JT 賃金助成 １時間あたり800円
大臣認定の職業訓練を助成
訓練経費助成 実費相当額の1/2
OJT
訓練実施助成 １時間あたり600円
Ⅶ 政策課題対応型訓練（自発的職業能力開発コース）
雇用する労働者の自発的な職業訓練に 賃金助成 １時間あたり800円
対して支援をした場合に助成
訓練経費助成 実費相当額の1/2
Ⅷ 政策課題対応型訓練（中長期キャリア形成コース）
専門的･実践的な教育訓練として厚生労 賃金助成 １時間あたり800円(中小企業
働大臣が指定した講座の受講支援を助成 以外400円)
訓練経費助成 実費相当額の1/2(中小企
業以外1/3)
Ⅸ 一般型訓練
雇用する労働者に対する政策課題対応
型訓練以外の職業訓練を助成
Ⅹ 団体等実施型訓練
事業主団体等が構成事業主の雇用する
労働者を対象に行う、若年労働者への訓
練や熟練技能の育成・継承のための訓練
を助成

賃金助成 １時間あたり400円
訓練経費助成 実費相当額の１/３

訓練経費助成
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実費相当額の１/２

○特定求職者雇用開発助成金
Ⅰ 特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者（60歳以上65歳未満）や障害
者などの就職が特に困難な者を、ハロー
ワークまたは民間の職業紹介事業者等の
紹介により、継続して雇用する労働者と
して雇い入れた(※)事業主に対して、賃
金の一部を助成
(※)継続して雇用する雇用保険一般被保険者とし
て雇い入れ、本助成金の支給終了後も引き続き相
当期間、当該対象労働者を継続して雇用すること
（対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続
して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して２年
以上であることをいう）が確実と認められること

【高年齢者(60～64歳)、母子家庭の母等】
１人あたり90万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者(※)は60万円(中小企業以
外30万円)
【身体・知的障害者(重度以外)】
１人あたり135万円(中小企業以外50万
円)、短時間労働者(※)は90万円(中小企
業以外30万円)
【身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、
精神障害者】
１人あたり240万円(中小企業以外100万
円)、短時間労働者(※)は90万円(中小企
業以外30万円)
(※)１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未
満の者（以下同じ）

Ⅱ 高年齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を、ハローワークま
たは民間の職業紹介事業者等の紹介によ
り、１年以上継続して雇用する労働者と
して雇い入れた(※)事業主に対して、賃
金の一部を助成

１人あたり90万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は60万円(中小企業以外30
万円)

(※)１週間の所定労働時間が20時間以上の労働者
として雇い入れ、１年以上雇用することが確実で
あると認められること

○高年齢者雇用安定助成金
Ⅰ 高年齢者活用促進コース
高年齢者の活用促進のための雇用環境
整備の措置(※)を実施する事業主に対し
て助成

支給対象経費の2/3(中小企業以外1/2)
60歳以上雇用保険被保険者１人あたり上
限20万円（上限1,000万円）

(※)次の①～③のいずれかの措置
①新たな事業分野への進出等による高年齢者
の職場または職務の創出
②機械設備、作業方法または作業環境の導入
または改善による既存の職場または職務に
おける高年齢者の就労機会の拡大
③高年齢者の就労機会を拡大するための雇用
管理制度の見直しまたは導入等
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（５）お問い合わせ先
実際に助成金を受給するためには、上記の要件（平成26年10月１日現在）
と併せて、各助成金の個別の要件も満たす必要があります。
詳しくは、山形労働局、又はお近くのハローワークにお問い合わせくださ
い。
受付窓口

申請可能助成金

山形労働局
（山形市香澄町3-2-1山交ビル3階）
職業対策課
TEL.023-626-6101(直通)
雇用均等室
TEL.023-624-8228(直通)

＜職業対策課で受付＞
・キャリア形成促進助成金
・建設労働者確保育成助成金
・中小企業労働環境向上奨励金
(団体助成コース)
＜雇用均等室で受付＞
・両立支援助成金
＜各ハローワークで受付＞
・上記及び下記以外の全助成金

最寄りのハローワーク
山

形

TEL.023-684-1521(代)

米

沢

TEL.0238-22-8155(代)

酒

田

TEL.0234-27-3111(代)

鶴

岡

TEL.0235-25-2501(代)

新

庄

TEL.0233-22-8609(代)

長

井

TEL.0238-84-8609(代)

村

山

TEL.0237-55-8609(代)

寒河江

TEL.0237-86-4221(代)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構山形支部（H27.4.1～）
（山形市漆山1954）
※旧山形高齢・障害者雇用支援センター
高齢・障害者業務課
TEL.023-674-9567(直通)
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＜高齢・障害者業務課で受付＞
・高年齢者雇用安定助成金

７

相談窓口関係

介護サービス事業所・施設において、介護職員の育成・確保、雇用環境の改善な
ど、介護人材の確保対策に関して相談できる窓口を紹介します。
（１）山形労働局・各ハローワーク・各労働基準監督署
（２）介護労働安定センター山形支所
（３）山形県福祉人材センター
（４）ＷＥＣやまがた（介護・福祉雇用対策に関係する機関の連絡協議会）
（５）山形県社会保険労務士会

区
分

雇
用
管
理
等

人
材
確
保

社
会
保
険
そ
の
他

相

談

項

目

山形労

介護労

山形県

ＷＥＣ

山形県

働局等

働安定

福祉人

やまが

社会保

センタ

材セン

た

険労務

ー

ター

就業規則等各種規定の作成・手続関係

○

労働条件確保、法令遵守した処遇改善

○

労働時間の管理等

○

最低賃金・賃金制度

○

雇用管理改善の相談・講習・研修

○
○
○

雇用管理の改善に関する助成金支給

○

給付金・助成金に関する相談等

○

福祉介護労働者の講習・研修

士会

○
○

○

○

職場の男女均等取扱い

○

妊産婦の母性健康管理

○

セクシャルハラスメント対策

○

仕事と育児・介護との両立支援等

○

福祉就職・採用情報の提供等

○

○

福祉人材確保に関する相談対応

○

○

介護就職デイ・福祉の仕事フェア

○

福祉の仕事に係る広報活動等

○

介護職員の相談対応（窓口設置）

○

介護福祉雇用に関する総合情報サイト

○

介護事業者向けメールマガジン

○

労働保険・社会保険の手続支援

○

人事・労務管理のコンサルティング

○

給与等計算の代行

○

労務管理等の研修・講演講師の派遣

○

労働・年金相談員の派遣

○

介護事業所向けホームページ作成等支援

○

介護関連ＤＶＤ・図書の販売

○

賠償責任保障・傷害保険の案内

○
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山形労働局

山形労働局は、働く人々が健康で安心して働けるとともに、多様な個性や能力を発揮でき、
失業を予防し豊かでゆとりある生活がおくれる職場をつくれるよう取り組んでおります。
また、介護労働者等、特定の労働分野における労働条件の確保や改善対策の推進に努めてお
ります。
不足する介護分野の安定した人材確保・育成に向けた処遇改善や雇用管理改善のための山形
労働局の主な施策・制度についての【お問い合わせ・相談窓口】をご紹介いたします。

〒990-8567 山形市香澄町 3 丁目 2 番 1 号 山交ビル 3F
山形労働局 主な関係課室は以下のとおりです。（平日 8:30～17:15/土・日祝休 ）
ホームページ：http://yamagata-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/
＜介護分野での雇用管理等に関連する業務＞
１．労働条件の確保・改善、労働時間の短縮等に関する業務
２．最低賃金の周知・遵守や賃金制度に関する業務
３．雇用管理の改善に関する業務
４．職場の男女均等取扱い、妊産婦の母性健康管理、セクシュアルハラスメント対策、
仕事と育児・介護との両立支援等に関する業務
＜お問い合わせ・相談窓口＞
１．就業規則の作成、変更や労働時間短縮について
【労働基準部監督課：tel. 624-8222 または最寄りの労働基準監督署(次頁)】
★介護労働者等の労働条件確保や労働基準関係法令を順守した処遇改善を目指す事業主から
の相談に応じています。就業規則等各種規定の作成や変更に伴う手続等についてもアドバイ
スを行っています。
２．最低賃金に関することや賃金情報の提供について
【労働基準部賃金室：tel. 624-8224 または最寄りの労働基準監督署(次頁)】
★「山形県最低賃金」、「特定（産業別）最低賃金」の周知、遵守に関することや県内企業の
規模別・産業別賃金や新規学卒者初任給等の情報提供を行っております。
３．助成金を活用した雇用管理の改善について
【職業安定部職業対策課：tel. 624-6101 または最寄りのハローワーク(次頁)】
★「キャリアアップ助成金」
：非正規雇用の労働者を正規雇用への転換、人材育成、処遇改善
などの取組を実施した事業主に助成を行っております。
★「キャリア形成促進助成金」
：雇用する労働者に対し職業訓練などを実施した場合、訓練経
費や訓練期間中の賃金の一部について助成を行っております。
４．職場の男女均等取扱い、妊産婦の母性健康管理、セクシュアルハラスメント対策、仕事
と育児・介護との両立支援等について【雇用均等室：tel. 624-8228】
★男女雇用機会均等法や育児・介護休業関係法令に沿った雇用管理について、事業主等の相
談、指導を行っています。また、「両立支援等助成金」：労働者の職業生活と家庭生活の両立
支援等に取り組む事業主に助成を行っております。
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公益財団法人 介護労働安定センター山形支所
介護関係業務に従事する労働者に
ついて、雇用管理の改善、能力の開発
及び向上、労働力の需給調整に対する
支援等を行うために必要な事業を実
施することにより、介護労働者の職業
の安定その他福祉の増進に資するこ
とを目的としています。
主な事業は、介護労働者等の能力開発・向上、介護事業主等に対する介護労働者の雇用
管理改善、能力開発・向上及び福祉増進に関する相談援助並びに介護労働者の雇用管理に
関する調査研究等です。
〒990-0041 山形市緑町一丁目 9 番 30 号 緑町会館 1 階
Tel：023-634-9301 Fax：023-634-9300
お問合わせ等はいつでもお受けいたします。電話に出たスタッフへ用件をお申し付けください。

ホームページ：http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/yamagata/
＜事業案内＞
１．雇用管理改善相談援助事業（雇用管理講習、コンサルタント等による相談援助など）
２．介護労働者能力開発事業（介護労働講習、キャリア開発、オーダーメイド研修など）
３．介護事業所向け各種サービス事業（ホームページ作成支援、図書・ＤＶＤ販売など）
＜事業の具体的な内容＞
１．雇用管理改善相談援助事業
人事・労務等を担当する管理職又は管理者・施設長向けの雇用管理責任者講習（無料）
（厚
生労働省委託事業）、社会保険労務士等の派遣による経営者・担当者向けの雇用管理に係る
相談援助や研修会（無料）、介護事業者を支援するための各種セミナーを行っています。
また、臨床心理士等の派遣による従業員の心の健康確保に関する相談援助や職場研修とし
てのメンタルヘルス講話（無料・勤務時間終了後も可）も行っています。
２．介護労働者能力開発事業
介護労働者のスキルアップ研修として、介護労働講習（実務者研修含む）
・実務者研修「医
療的ケア」、介護職員初任者研修、介護職員のための短期専門コース及び介護福祉士試験準
備講習を開催しています。
また、介護人材育成コンサルタントの派遣による介護事業者又は介
護労働者を対象にした介護労働者のキャリア開発に関する相談援助
や、介護事業所の要請に基づきオーダーメイドで企画するケア・サポ
ート講習（有料）を行っています。
３．介護事業所向け各種サービス事業
サービス事業として、事業所のホームページ作成サービスと求人サ
イトへの掲載（有料）、介護関連ＤＶＤ及び図書の販売、賠償責任補
イメージキャラクター
「ウェルカメ」
償・傷害保険の案内、賛助会員の募集（事業者支援セミナー等の受講
料減額、図書・ＤＶＤの割引、月刊誌の送付等）等も行っています。
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社会福祉法人

山形県社会福祉協議会

山形県福祉人材センター
福祉人材センターは、社会福祉法に基づき山形県知事の指定を受けて山形県社会福祉協
議会に設置されており、職業安定法により厚生労働大臣の許可を受けた無料職業紹介事業
を行っています。
「福祉のしごとに興味がある」、
「福祉の資格をとりたい」、
「福祉のしごとを続けていく
ために自分の資質向上を目指したい」、
「もう一度福祉の仕事がしたい」、
「福祉で働く人材
が欲しい」、「職員のスキルアップを図りたい」等・・・といったことで悩まれたときは、
山形県福祉人材センターへ御相談ください。

〒990-0021 山形市小白川町 2-3-30（山形県小白川庁舎内 1 階）
TEL 023-633-7739 FAX 023-633-7730
ホームページ：http://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/（※メールでのお問合せも可）
＜主な相談支援策＞
１．無料職業紹介事業（就職・採用情報の提供、福祉の仕事・資格相談の受付等）
２．福祉職場の人材確保の条件整備（人材確保に関する相談対応、求人活動支援等）
３．福祉従事者の資質向上の支援（現任者研修、介護支援専門員実務研修の開催等）
４．福祉のしごとの正しい理解とイメージアップに係る広報活動等の実施
＜相談支援策の具体的な内容＞
１．無料職業紹介事業
福祉の職場で働きたい人と人材を求める施設・事業所とを結びつける役割として、無料の
職業紹介、就職採用に関する情報提供、福祉の仕事・資格に関する相談対応を行っています。
①求職者の来所による利用（相談対応、求職登録、紹介状の発行等）
②インターネットでの福祉人材センターへの求人登録、求人情報の検索・閲覧（応募可）
「福祉のお仕事」ホームページ
(http://www.fukushi-work.jp)
２．福祉職場の人材確保の条件整備等
施設・事業所における従事者の確保に関する相談活動を行いながら、質の高い従事者を育
ててゆく職場環境整備も含めた「求人活動支援」を行っています。
・福祉の仕事を希望する方の円滑な就労・定着を支援するため、キャリア専門員が定例で県
内の７つのハローワークに赴き、「福祉の仕事相談会」としてご相談に応じています。
３．福祉従事者の資質向上の支援
現任者研修を行い福祉従事者の専門性の向上に取り組むとともに、介護支援専門員実務研
修などを行い介護支援専門員養成の支援を行っています。
４．福祉のしごとに係る広報活動や連携・協働事業の実施
福祉のしごとについて、正しい理解とイメージアップにつながるよう就職応援セミナーの
開催やパンフレット等の作成等の広報活動を行っています。
また、関係機関、施設・事業所、学校等との様々な連携・協働した事業を推進しています。
５．その他 介護職員相談窓口の運営（県委託事業）
介護の仕事をしている方を対象とした悩み事相談窓口を開設しています。相談は無料で
す。相談内容やプライバシーに関する秘密は厳守いたします。匿名でもＯＫです。次頁参照。
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～

介護職員相談窓口の案内 ～
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「 Ｗ Ｅ Ｃ ( ウ ェ ッ ク ) や ま が た 」 (Welfare Employment
Conference of YAMAGATA の略)とは、山形県の介護・福祉雇
用対策に関する関係機関である、山形労働局、ハローワークやま
がた(介護・福祉相談コーナー)、山形県福祉人材センター、介護労
働安定センター山形支所及び山形県ナースセンターで構成されて
いる連絡協議会の愛称です。
ＷＥＣやまがたは、介護・福祉の職場に関わるすべての方々が安心して働くことができ
る未来を創造するため、各機関の垣根を超えて連携しながら様々な活動を行っております。
＜事務局＞
事務局＞ 〒990990-8567 山形市香澄町 3-2-1 山交ビル
山交ビル 3F
山形労働局 職業安定部 職業対策課（
職業対策課（8:30～
8:30～17:15/
17:15/土・日・祝休）
祝休）
Tel：
Tel：023023-626626-6101
6101 Fax：
Fax：023023-635635-0581
検索
※詳しい情報
しい情報は
情報はホームページで
ホームページで： WEC やまがた
http://www.helloworkhttp://www.hellowork-y.go.jp/wec/
＜主な事業活動
事業活動＞
＞
１．「介護就職デイ
介護就職デイ 福祉のしごとフェア
福祉のしごとフェア」
のしごとフェア」の開催
２．山形県内の
山形県内の介護・
介護・福祉雇用に
福祉雇用に関する総合情報
する総合情報サイト
総合情報サイト「
サイト「WEC やまがた」
やまがた」の運営
３．介護事業者向けメールマガジン
介護事業者向けメールマガジン「
けメールマガジン「WEC やまがた通信
やまがた通信」
通信」の発信
４．事業所訪問による
事業所訪問による雇用管理
による雇用管理や
雇用管理や求人充足に
求人充足に関するアドバイスの実施
するアドバイスの実施
５．介護・
介護・福祉に
福祉に関する定期的
する定期的な
定期的な情報・
情報・意見交換の
意見交換の実施
具体的な
事業活動＞
＜具体的
な事業活動
＞
１．
「介護就職デイ
介護就職デイ 福祉のしごとフェア
福祉のしごとフェア」
のしごとフェア」の開催
11 月 11 日は「介護の日」です（厚生労働省制定）。この時期をきっかけに介護・福祉の仕
事についての理解や認識を深め、これらの職種への就職を具体的に検討いただくことを目的
として、毎年、「介護就職デイ 福祉のしごとフェア」を開催しています。
２．山形県内の
山形県内の介護・
介護・福祉雇用に
福祉雇用に関する総合情報
する総合情報サイト
総合情報サイト「
サイト「WEC やまがた」
やまがた」の運営
サイトでは、トピックス、メールマガジン最新号、介護関係助成金、就職応援本、介護関
係お役立ちリンク、ＷＥＣやまがた構成機関からのお知らせ等を案内・紹介しています。
３．介護事業者向けメールマガジン
介護事業者向けメールマガジン「
けメールマガジン「WEC やまがた通信
やまがた通信」
通信」の発信
山形県内の介護・福祉関係事業所向けの情報をメールマガジン
で発信しています。
介護労働に関する新鮮でおトクな情報を随時お伝えしておりま
すので、是非ご登録ください。登録アドレスは http://www.helloworkhttp://www.hellowork-y.go.jp/wec/
４．事業所訪問による
事業所訪問による雇用管理
による雇用管理や
雇用管理や求人充足に
求人充足に関するアドバイスの実施
するアドバイスの実施
雇用管理改善に取り組む介護事業所を訪問し事業所のニーズを把握した上で、専門家の派
遣や助成金制度の案内、及び求人充足のためのプラン策定・アドバイス等を行っております。
５．介護・
介護・福祉に
福祉に関する定期的
する定期的な
定期的な情報・
情報・意見交換の
意見交換の実施
「福祉人材確保対策担当者連絡協議会（ＷＥＣやまがた）」では、毎月、定期的に会合を
開催し、各機関が抱える問題点の解決・改善策を協議し、各種事業の相互協力及び情報の共
有化を図っています。
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山形県社会保険労務士会
社会保険労務士会は、全国の各都道府県にあります。
「社会保険労務士」は、社会保険労務士法に基づく
国家資格者であり、労働・社会保険に関する法令やそ
の手続きの専門家です。採用から退職までの人事・労
務管理及び年金制度に関して、身近なアドバイザーと
して皆さまのお役に立ちたいと考えております。
皆さまと社会保険労務士をつなぐ窓口として、ご相
談、ご要望を受け付けております。

〒990-0025 山形市あこや町２－３－１ 錦産業会館 2 階
受付時間（平日 9:00～17:00）ＴEL.023-631-2959、FAX.023-631-2981
ホームページ：http://www.sr-yamagata.or.jp/（※メールでのお問合せも可）
＜主な相談対応項目＞
１．労働・社会保険の手続き
２．労務管理のコンサルティング
３．各種給付金・助成金に関する相談・申請手続き
４．給与計算の代行
５．研修・講演講師の派遣、労働・年金相談員の派遣
＜相談対応の具体的な内容＞
１．労働・社会保険の手続き（会社を設立し初めて職員を雇うけど、必要な手続きって？）
労働保険・社会保険の手続きは、複雑多様で事業主の大きな負担です。労働社会保険諸法
令に精通した社会保険労務士なら、年度更新、算定基礎届をはじめ、労働社会保険の加入・
脱退などを的確・スピーディーに処理いたします。事業主の負担を軽減し、業務効率をアッ
プさせます。
２．労務管理のコンサルティング（就業規則を新規に作りたい。又は一部を変更したい。）
適切な人事労務管理は、企業経営の「要」です。社会保険労務士は、就業規則の作成、賃
金体系の変更、変形労働時間制の採用など労働環境を改善し、従業員の勤労意欲を高めます。
また、解雇・賃金不払い・セクハラなど、労使間の個別紛争トラブルの未然防止から解決ま
でのご相談に応じます。人事・労務管理全般についてのコンサルタントとして、企業の健全
な発展に貢献いたします。※紛争解決手続代理業務は特定社会保険労務士のみ
３．各種給付金・助成金に関する相談・申請手続き（どのような助成金が使えるの？）
起業、新規雇用、雇用継続、雇用改善などに対応できる、各種給付金・助成金に関する相
談、申請手続きを行います。
４．給与計算の代行（給与や時間外労働賃金の計算をお願いしたい。）
給与計算には、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法の法律の知識が欠
かせません。また、給与計算から考えられる人事労務管理のアドバイスも含め専門家である
社会保険労務士にお任せ下さい。
５．研修・講演講師の派遣、労働・年金相談員の派遣（法令遵守の労務管理を学びたい。）
研修・講演テーマ（法令遵守の労務管理、安全快適な職場環境づくり、法律改正のポイン
ト解説、ねんきん定期便の見方）、相談内容、派遣費用等につきましてはお問い合せ下さい。
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平成 26 年度山形県介護サービス事業所・施設
モデル給与・服務等規程検討会の設置・開催
介護職員が安心して介護業務に従事できる体制の構築に向けて、キャリアパ
ス制度の導入促進及び介護職員の処遇改善に資する介護サービス事業所・施設
向けのモデル給与・服務等規程を検討するため、「山形県介護サービス事業所・
施設モデル給与・服務等規程検討会」を設置・開催しました。
○開催状況
第 1 回 ８月 27 日
第２回 11 月 18 日
第３回 ２月 12 日

モデル規程構成案の検討、関係団体等の参考例の紹介
モデル給与・服務等規程（案）の検討
モデル給与・服務等規程（案）の決定

平成 26 年度山形県介護サービス事業所・施設
モデル給与・服務等規程検討会設置要綱
（目 的）
第１条 介護職員が安心して介護業務に従事できる体制の構築に向けて、キャリ
アパス制度の導入促進及び介護職員の処遇改善に資する介護サービス事業所・
施設向けのモデル給与・服務等規程を検討するため、「山形県介護サービス事
業所・施設モデル給与・服務等規程検討会」（以下「検討会」という。）を設置
する。
（所掌事項）
第２条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) モデル給与・服務等規程（案）の検討に関すること
(2) キャリアパスの導入促進に関すること
(3) 介護職員の処遇改善に関すること
(4) その他目的を達成するために必要な事項
（組 織）
第３条 検討会は、次に掲げる機関をもって構成する。
(1) 一般社団法人山形県老人福祉施設協議会
(2) 山形県老人保健施設協会
(3) 山形県認知症高齢者グループホーム連絡協議会
(4) 山形県社会保険労務士会
(5) 山形労働局職業安定部職業対策課
(6) 公益財団法人介護労働安定センター山形支所
(7) 山形県健康福祉部健康長寿推進課長寿安心支援室
（運 営）
第４条 検討会には座長を置き、山形県健康福祉部健康長寿推進課長寿安心支援
室長をもって充てる。
（事務局）
第５条 検討会の事務を処理するため、事務局を山形県健康福祉部健康長寿推進
課長寿安心支援室に置く。
（その他）
第６条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、山形
県健康福祉部健康長寿推進課長寿安心支援室が別に定める。
附 則
この要綱は、平成 26 年７月 28 日から施行する。

- 61 -

山形県介護サービス事業所・施設の
モデル給与・服務等規程
（平成２７年３月）
編集・発行
山形県健康福祉部 健康長寿推進課 長寿安心支援室
〒990-8570 山形市松波二丁目８－１
TEL 023(630)2273・3359、FAX 023(630)2271

