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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）、ＯＦＦ-

ＪＴ（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 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 

【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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

【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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

【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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＜５つの留意点を踏まえた人材育成＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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。 

【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） 
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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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

○キャリアデザインと 

セルフマネジメント 

○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 

○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 

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 

基軸科目 啓発科目 基礎科目 

重点科目 



 

 
 

③受講対象者と教育・研修内容 

 研修課程名 想定する受講対象者 教育・研修内容 

初任者キャリアアップ研修

課程 

（初任者コース） 

・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 

・サービス提供者、チームの一員としての基本

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）。 

中堅職員キャリアアップ研

修課程 

（中堅職員コース） 

・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） 

・中堅職員としての役割を遂行するための基本

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。 

チームリーダーキャリアア

ップ研修課程 

（チームリーダーコース） 

・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 

・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。 

管理者キャリアアップ研修

課程 

（管理職員コース） 

・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 

・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。 

上級管理者キャリアアップ

研修課程 

（上級管理者コース） 

・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 

・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） 

-
 
2
0
 
-
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（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 7,817名（5,028事業所・施設）※平成26年度講習終了 

    ※参考 山形県山形県山形県山形県110110110110名名名名(69)(69)(69)(69)、青森県123名(79)、岩手県178名(114)、 

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 山形県山形県山形県山形県２２２２名名名名、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。 


