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掲載事例

○ 介護人材の確保・定着にはキャリアパス構築の推進が必要

○「キャリアパス」とは・・・
　どんな仕事をどれくらいの期間担当し、どの程度の習熟レベルに達すれば、どうい
うポストに就けるのか、キャリア形成の道筋や基準・条件を明確化した人材育成制度

・賃金への不満

・将来像・キャリア形成
の道筋が見えない不安

⇨職員の定着が進まず、
離職率が高い要因の１つ

・将来像が描ける

・職員の定着率向上

・介護の質向上

・利用者満足度向上

⇨職員の「定着」・「育成」

キャリアパス
構築

・実施委託先
　富山県社会保険労務士会

・対象法人
　富山県内で指定を受けた、介護職員を雇用するサービス事業所のうちキャリアパス
が構築されておらず、作成を希望する事業所を運営する法人

・実施方法
　組織経営や人材マネジメント、雇用環境改善などに精通した社会保険労務士が事業
所を訪問し、サービス種類・規模等の特性や有する課題を踏まえ、実態に合わせた
キャリアパス作成を支援（訪問は１事業所につき４回程度）

《富山県委託事業》介護職員キャリアパスサポート事業の概要
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【キャリアパス（概略版）】

 

 
事例 1 職員とともに在宅支援の強化を目指し、規模拡大へ!

【法人の概要】

【法人のキャリアパスのあり方のニーズ】

【当初提案内容の考え方と相談を通じた修正助言ポイント】

主な事業内容

介護職員数

訪問介護

約２６名

・当初のキャリアパス（案）では、一般職を２階級に分け、「一般職（初級）」、

「一般職（上級）」としていましたが、現状は職員数が少ないこともあり、一般職

は、１階級のみにしたいとの要望があり修正しました。

・将来の事業の安定及び拡大に備え、30～40代の正規職員の採用を強化するととも

に非正規職員の正規職員への転換を促進していきたい。

・それに伴う体制整備として、現在導入していないキャリアパスを当事業所に合っ

た形で作成し、介護職員の採用・定着に結び付けたい。

【従業員の声】

【運用に向けた担当社労士のアドバイス】

・キャリアパスは生き物であり、企業の変遷とともにその内容

も変わっていきます。将来の事業分野の拡大や人員増に伴い、

職務内容の見直しやポストの新設等キャリアパスを常に見直

し、自社の実情に合ったキャリアパスの運用を心掛けて欲し

いです。

【法人の声】

・キャリアパス及び人事考課規程に基づく昇給、昇格基準は、職員にとっても励み

になるものなので、職員定着のツールとして活用していきたいです。

・従来から正規職員として打診を受けていましたが、会社から示されたキャリアパ

スでは、昇給、昇格基準が明確になっており、これを機に正規職員として働きたい

です。

・今までなかった主任のポストが設けられたので、主任を目指して頑張りたいです。

◎ 県ではキャリアパス作成支援を行っています！

　団塊の世代が75歳以上となる2025年に向かい、介護を必要とする高齢者の

数が増加し続ける一方で、介護人材の不足が課題となっています。

　介護人材の確保・定着には、職員が将来展望を持っ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を適切に行うこと

が重要です。

　県では、平成26年度から「介護職員キャリアパスサポート事業」（事業概要

は裏表紙参照）を実施しており、ここでは、キャリアパス作成を支援した事

例をご紹介いたします。
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事例 2 評価基準と処遇格差の透明性を求めて

【法人の概要】

【法人のキャリアパスのあり方のニーズ】

【当初提案内容の考え方と相談を通じた修正助言ポイント】

【キャリアパス（概略版）】

主な事業内容

介護職員数

訪問介護

約３０名

・職員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
要性がありました。

・管理者の恣意的な判断のみで処遇に差を付けることは、多数の職員からの理解が
得られません。それを改善するためには、客観的な基準を構築して、技術及び技能
の優秀な職員に対して、処遇改善を行う必要性がありました。

・法人として公正な評価制度を構築して、評価に応じた処遇が適用される仕組みと
したい。

・介護福祉士、ケアマネージャー等の資格取得を支援する体制をとり、自己啓発意
欲の高い職員の優遇を図りたい。

【運用に向けた担当社労士のアドバイス】

・厳しい環境変化を勘案すると、従来の年功的で能力観は生涯に渡って伸長してい
くという楽観的な「職能資格制度」よりも、年功制の良さを残しつつも役割級及び
日本型成果給を取り入れた職能型の成果制度を提案しました。

【法人の声】

・高い介護技術を要求される現場へ派遣する場合の選定等において、配置調整が容

易となり、適所に配置することで利用者からの満足度が上がることを期待しています。

【従業員の声】

・就労意欲が高い職員にとって、上位等級への登用ルートが明確になることで、業
務に積極性が生まれます。

・職員間で、能力が上位であることを明確に示すことができ、処遇の格差に対する
理解が得られます。
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事例 3 働きがい、働きやすさにつながる仕組みづくり

【法人の概要】

【法人のキャリアパスのあり方のニーズ】

【当初提案内容の考え方と相談を通じた修正助言ポイント】

【キャリアパス（概略版）】

主な事業内容

介護職員数

通所介護、障がい者サービス

約４５名

・年功的な処遇に、能力主義的な処遇も追加、考慮していくことで提案しました。

・各職位に対して求められる能力の内容などが職員の皆様に納得していただけるよ
うに作成しました。

・賃金などの処遇や様々な教育訓練の取り組みにおいて、公平な姿勢を保持するこ
とによって、職員の間に不公平感を生じさせないようにしたい。

・新たな評価処遇制度を導入することで、事業所に対する職員の貢献度が高い場合
においては、公平に処遇に反映させていき、優秀な職員の離職を減少させたい。

【運用に向けた担当社労士のアドバイス】

・人事考課での評定基準について、「上司の期待基準」「事業所が定めた期待基
準」「本人の満足基準」があると思いますが、それぞれの基準がズレていては、公
平な評定は期待できませんので、基準を統一するようにしてください。

【従業員の声】

【法人の声】

・全職員を対象にアンケートを行い、職員が日頃どのように感じているか、またそ
れらを通して会社の弱点と強みもわかってきました。

・キャリアパスを通じて、介護職員の資質向上につながるようにしていきたいと考
えています。

・会社から説明のあったキャリアパスは、処遇等に関する基準が明確になっており、
良かったです。
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事例 4 外部研修（ＯＦＦ－ＪＴ）でステップアップ

【法人の概要】

【法人のキャリアパスのあり方のニーズ】

【当初提案内容の考え方と相談を通じた修正助言ポイント】

【キャリアパス（概略版）】

主な事業内容

介護職員数

通所介護（複数展開）、訪問介護、居宅介護支援

約７０名

・事業規模から、職階を７段階に収束。

・通所、訪問、支援の共通する部分をキャリアパス一覧表にまとめました。

・以前から、賃金との関連づけに苦慮していました。

・創業から約１０年、７０人程の従業員規模になり、当初から勤務している男性社員
がそろそろ結婚を意識しだしてきたこともあり、将来的に会社の在り方、どんな社
員の姿を描いているのかを示す必要に迫られてきました。

【従業員の声】

【運用に向けた担当社労士のアドバイス】

【法人の声】

・事業主の想いを反映したものになったなと感じます。

・運用して初めて不都合なところに気が付くと思うので、さらにより良いものに仕
上げて頂きたいです。

・キャリアパスに関しては満足のいくものになりました。

・キャリアパスによって、自身の経験や知識を基に自身の将来計画が立てやすくな
りました。自分の足りない部分を把握改善し自分のなりたい姿に向かって頑張りた
いです。
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事例 5 評価シートは職員とともに会社理念を実現させるためのツール

【法人の概要】

【法人のキャリアパスのあり方のニーズ】

【当初提案内容の考え方と相談を通じた修正助言ポイント】

主な事業内容

介護職員数

通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

認知症共同生活介護、短期入所生活介護、訪問介護等

約４ 0 名

・組織図を基にキャリアパスの枠組みを定め、資格取得等への事業所の援助も盛り
込みました。

・常に理念を考えて行動するよう、評価シートの最初にそれぞれの施設の理念を盛
り込み、理念を考えながら行動しているかを評価するようにしました。

・評価は優劣を決めるものではなく、職員一人一人のできている部分とこれから習
得すべき部分がわかりやすいように、当初はレーダーチャートを用いて、項目別に
できている部分とそうでない部分がわかりやすいようにしようと提案していました
が、最終的には一つ一つの評価項目ができているかどうか一目でわかるような記入
方法を提案しました。総合点での評価はしません。

・具体的な理念を施設ごとに職員の話し合いにより定めてきていましたが、それ以

上は発展していませんでした。

・業務に関する教育や資格取得のための施設からの支援制度は、実際にはあります

が、明文化されていませんでした。

・これらの状況を踏まえて、利用しやすく分かりやすいキャリアパスや評価シート

を作成したい。

　また、介護技術の評価にも重きを置き、職員の介護技術の向上に力を入れていき

たい。

【従業員の声】

【運用に向けた担当社労士のアドバイス】

・評価シートやマニュアルは、いつでも見ることができるようにして、どのような行
動をすれば評価されるのかを明確にしたうえで働くようにすれば、優劣を決めるた
めのものでなく、職員が同じ方向を向いて理念を実現させるためのツールになりま
す。定期的に内容を見直すことも必要です。抽象的な言葉でなく、具体的にそれぞ
れの立場でどのような行動をとればいいのかを皆さんでよく話し合って、キャリア
パスを有効活用してください。

【法人の声】

・キャリアパスを作成することで、職員がそれぞれの立場でどのような行動をとれば
いいかを示すことができました。

・これから、どのような行動をとっていけばいいのか職員一同でじっくり話し合って
いこうと思います。
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パスを有効活用してください。

【法人の声】

・キャリアパスを作成することで、職員がそれぞれの立場でどのような行動をとれば
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掲載事例

○ 介護人材の確保・定着にはキャリアパス構築の推進が必要

○「キャリアパス」とは・・・
　どんな仕事をどれくらいの期間担当し、どの程度の習熟レベルに達すれば、どうい
うポストに就けるのか、キャリア形成の道筋や基準・条件を明確化した人材育成制度

・賃金への不満

・将来像・キャリア形成
の道筋が見えない不安

⇨職員の定着が進まず、
離職率が高い要因の１つ

・将来像が描ける

・職員の定着率向上

・介護の質向上

・利用者満足度向上

⇨職員の「定着」・「育成」

キャリアパス
構築

・実施委託先
　富山県社会保険労務士会

・対象法人
　富山県内で指定を受けた、介護職員を雇用するサービス事業所のうちキャリアパス
が構築されておらず、作成を希望する事業所を運営する法人

・実施方法
　組織経営や人材マネジメント、雇用環境改善などに精通した社会保険労務士が事業
所を訪問し、サービス種類・規模等の特性や有する課題を踏まえ、実態に合わせた
キャリアパス作成を支援（訪問は１事業所につき４回程度）

《富山県委託事業》介護職員キャリアパスサポート事業の概要


