
介護人材確保対策について

公益社団法人全国老人保健施設協会

副会長 平川 博之

第３回福祉人材確保対策検討会（H26.７.１）ヒアリング資料１



介護福祉士の有資格者の比率

介護職員のうち、介護福祉士が占める割合（介護保険３施設の比較）

種別 年度 総数 常勤※1 非常勤 総数 常勤※1 非常勤 総数 常勤※1 非常勤

平成15年 145,650 121,172 24,478 57,455 55,926 1,529 39.4% 46.2% 6.2%

平成16年 152,828 130,767 27,061 62,944 61,010 1,934 41.2% 46.7% 7.1%

平成17年 171,800 141,165 30,635 69,138 66,661 2,477 40.2% 47.2% 8.1%

平成15年 83,729 76,444 7,285 35,396 34,985 411 42.3% 45.8% 5.6%

平成16年 88,850 80,915 7,935 38,326 37,720 606 43.1% 46.6% 7.6%

平成17年 94,353 85,099 9,254 40,917 40,104 813 43.4% 47.1% 8.8%

平成15年 52,099 47,687 4,412 8,561 8,477 84 16.4% 17.8% 1.9%

平成16年 51,463 46,895 4,568 9,228 9,116 112 17.9% 19.4% 2.5%

平成17年 46,216 42,213 4,003 8,875 8,732 143 19.2% 20.7% 3.6%

※１：　「常勤」数は、「専従」と「兼務」の合算
（平成15～17年度「介護サービス施設・事業所調査」から引用して作成）

有資格者の割合うち、介護福祉士の有資格者介護職員
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1.全老健における介護人材に関する取り組み

全老健＝公益社団法人全国老人保健施設協会
全国に約3,900施設ある介護老人保健施設の事業者団体
組織率約90％

●人材問題対策部会を設置し検討
●介護人材に関する要望書（介護4団体）の提出
●全老健 研修事業等実績
●介護福祉士実務者研修への対応の検討
●介護キャリア･アップ段位制度への対応
●その他
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●人材問題対策部会を設置し検討
平成24年度より全老健内に人材問題対策部会を設置し、外部有識者（太田卓司、本名
靖、堀田聰子、田中博氏等）も部会員となり実践的な検討を行っている。

全老健機関誌『老健』に記事掲載（平成25年5月・平成26年6月号）

【部会での意見】
・外国から人材に目を向けることも大事だが、まずは国内の介護職を希望している人たちを
すくい上げることが大切
・介護福祉士の社会的地位を高める上で、認定介護福祉士（仮称）のような中堅層・リーダー
クラスをターゲットとして若い人を育てる力を養うことが大事

・一つひとつの事業所に何人ではなく、
そのエリアでどのような機能をもつことが
必要かという戦略を練ることもあり得る
のではないか
・離職率を下げるというよりは、 『辞めさ
せない』に重視することが大事
・長期的には、小中学校から介護実習を
必須化するくらいにしないと、イメージが
変わらないのではないか 等々
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●介護人材に関する要望書（介護4団体）の提出

全国老人福祉施設協議会
全国老人保健施設協会
日本認知症グループホーム協会
日本慢性期医療協会

平成25年4月：
全老健が発起人となり、各団体に呼びかけ

平成25年9月
共同で要望書を関係各所に提出

【提出先】

【要望書】
介護従事者の人材確保と処遇改善のための
財源確保についての要望書

内閣総理大臣、内閣官房長官
厚生労働大臣、財務大臣
厚生労働省老健局長
自由民主党、公明党、介護福祉議員連盟 等

・介護従事者の処遇改善のための財源確保
・介護人材育成のための教育・研修体制への
財源確保
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各種研修会

中堅職員研修会

・認知症短期集中リハ研修
（医師対象）（年2回）
・医師研修会（年1回）
・管理者（職）研修会（年1回）

・管理医師研修会（年1回）
※日本老年医学会主催

老健勤務年数5年程度
（年2回）

老健勤務年数2年未満
（年2回）

・ケアマネジメント実践講座（年4回）
・リハビリテーション研修会（年1回）
・通所リハビリテーション研修会（年1回）
・看護職員研修会（年1回）
・介護老人保健施設安全推進セミナー（年2回）
・リスクマネジャー養成講座Ⅰ･Ⅱ期（年2回）
・食べること研修（年1回）

・共催（支部）研修会（年4回）
・実地研修（全国延べ117施設：
複数コース実施している施設
はそれぞれのコースで1施設とカウント）

全国大会研修会・医療研究会（沖縄）（年1回）
・ケアマネジメント実践講座
・認知症
・食べること研修認知症
・在宅復帰
・老健医療研究会

●全老健 研修事業実績

管理者・医師研修会

職員基礎研修会

（平成25年度研修会開催実績）
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※平成23年度は、東日本大震災の影響により
全国大会（岩手）や各種研修会の中止等があった。 6



●介護福祉士実務者研修への対応の検討

協会加盟施設における介護職員が働きながら介護福祉士国家資格を取得
しやすくなるように実務者研修（450時間）を行い、これを通じて介護の資質
の向上をはかり、そのことにより地域社会に貢献することを目的として対応
を検討。

・平成25年6月 介護福祉士実務者研修検討特別委員会を設置し検討開始

ニーズ調査（介護職員の保有資格及び資格取得に関する意向調査等）も実
施しながら検討を継続

当面は、他団体で取り組まれている研修とタイアップしながら会員施設職員
をサポート

・介護職の資質向上のための制度は必要であるが、介護職への入口を
狭めるような制度自体いかがなものか
・テキストに老健イズムを入れ込んで研修すべき
・さらに働きながら受講しやすい形態に（研修場所・費用等）

【寄せられた意見】
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●介護プロフェッショナルキャリア段位制度への対応

平成26年度も東京・大阪の2会場をタイアップして
積極的に関与している。
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●介護プロフェッショナルキャリア段位制度への対応

レベル認定者 全国で29名（うち老健施設10名）
5/19現在
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●その他：全老健求人情報サイトで人材募集
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老健施設の介護職
• 老健入職を希望する介護スタッフは高齢者が好きで、ケアを担当することに喜びを感

じている。また医療・看護・リハ・認知症・在宅復帰・在宅支援・通所と活動の場も広く

「総合的介護職」のスキルが求められる。よってキャリアップ志向も比較的強い。

• 多様なニーズ、ケアの質を担保するために、老健施設の看護・介護職等のスタッフ数

は、自主的に基準以上に手厚く配置されている。

• 介護サービス事業の中で最も常勤職員数が多く、半数以上が介護福祉士資格を取得して

おり、介護サービス事業の中で最も資格取得者が多い。

• 介護スタッフの年齢層は男女とも20代から30代後半が中心であったが、最近高年齢
化の傾向がある。

• 低賃金をはじめとする就労条件の悪さは、将来の夢を築けず常に苦しんでいる。

• 処遇改善加算等を活用し、介護職給与の上昇は何とか維持されているが、不足分の原資

は管理職給与等からまわされている。

• 多職種共働の中で、他職種からの刺激を受け、看護職やリハ職へ進路変更する者も多い。

• 国の定める職員の配置基準が低いため、安全なサービスを提供することに不安を

持っている。特に夜勤時など。

老健施設介護職は最も高い専門性を持つ「介護のプロフェッショナル」と

位置づけている。
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2．地域における介護人材に関する取り組み

-特定非営利活動法人八王子介護保険サービス事業者
連絡協議会の活動から-
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NPO八王子介護保険サービス事業者連絡協議会加盟事業者数

施設系 特養・老健施設 26事業所 (ショートステイ・併設通所介護・通所介護併設含む)
介護療養医療施設 5事業所
特定施設 9事業所
短期入所生活介護 3事業所 合計43事業所

訪問系 訪問看護 14事業所（訪問リハ併設含む）
訪問介護 68事業所(訪問入浴併設含む)
夜間対応訪問介護 2事業所
定期巡回・随時対応型訪問看護 1事業所
訪問歯科 1事業所
訪問マッサージ 2事業所
配食サービス 1事業所 合計89事業所

通所系 通所介護 69事業所
通所リハ 3事業所 合計72事業所

その他 グループホーム

住宅型有料老人ホーム

小規模多機能型居宅介護

居宅療養管理指導

住宅改修

福祉用具貸与 合計62事業所

総合計 234事業所
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特定非営利活動法人八王子介護保険サービス事業者連絡協議会

前身である八王子介護サービス事業者連絡協議会は、介護保険制度のス

タートとほぼ同時期の平成12年8月に発足した。 その後、協議会としての公
的使命を明確にし、より積極的に事業展開していくために平成23年3月に特
定非営利活動法人八王子介護保健サービス事業者連絡協議会に移行した。

法人の目的：この法人は八王子市民に対して、保健・医療又は福祉の増進に
寄与することを目的とする。この法人は、上記の目標を達成す

るため、次に揚げる種類の特定非営利活動をおこなう。

1．保健・医療又は福祉の増進を図る活動
法人の事業：

1．介護保険サービス相談事業
2．介護保険サービス啓発・宣伝事業
3．介護保険サービス事業者に対する教育・研修事業
4．当法人のホームページの運営及び管理事業
5．居宅介護支援事業
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協議会の教育研修事業

介護事業所職員の介護知識及び技術の向上をはかり、資格取得な
どのスキルアップ、キャリアアップをサポートし、事業所のサービスの
質向上に寄与する。

1．一般研修（2ヶ月に1回程度で開催）
介護サービス情報公表の職員研修
従業員に対する認知症に関する研修
感染症・食中毒の発生予防に関する研修
利用者のプライバシー保護の取り組み
倫理及び法令遵守に関する研修 等

2．資格取得講座（6年継続開催）
介護福祉士国家試験対策講座
介護福祉士国家試験実技試験対策講座
介護支援専門員受験対策講座
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協議会のその他の事業
保健・医療・福祉・介護等関係諸機関および地域との連携

(1)八王子市医師会・町田市医師会・多摩市医師会・日野市医師会・稲城市医師会主催
医療セミナー「日本の医療の現状と将来の展望」の後援

日時 : 平成25年4月25日(木) 19時00分～21時00分
場所 : オリンパスホール八王子

(2)八王子医師会との連携
東京都・(社)東京都医師会共催 「東京都在宅療養推進シンポジウム」の案内を会員に送付
「在宅療養における病状変化と急変時の対応」

日 時 : 平成25年11月10日(土) 14時00分～
場所 : クリエイトホール

(3)東社協介護保険居宅事業者連絡会主催
「区市町村の介護事業者連絡会 情報交換会」に参加 (井上副理事長)
日時 : 平成25年10月30日(水) 15時００分～15時00分
場所 : 国分寺Lホール

(4)八王子市との連携
八王子市 女性の就労支援プログラム 就職面接会 参加事業所募集の協力

①介護保険運営協議会‥‥委員1名 (副理事長)
②地域包括支援センター等運営協議会‥委員１名 (副理事長)
③八王子市地域福祉推進協議会委員（兼務）委員１名 (理事長)

(5)(社)八王子指定居宅介護支援事業者連絡協議会との連携
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サービス事業者教育研修事業
(1)一般研修
①摂食嚥下の研修

「見る目を養う！ 摂食時の外部観察評価法」

日 時 : 平成26年1月24日 (金) 18時30分～20時00分
場 所 : クリエイトホール 第2学習室 参加者 : 54名
(2) 資格取得講座
①介護支援専門員受験対策講座 (全5回)
日 時 : 平成25年8月20日(火)、26日(月)、9月4日(水)、27日(金)、
１０月4日(金)  18時30分～21時00分
場 所 : 八王子労政会館 第6会議室 参加者 : 14名
②介護福祉士受験対策講座 (全5回)
日 時 : 平成25年10月11日(土)、29日(火)、11月10日(土)、12月9日(月)
平成26年1月8日(水) 18時30分～21時00分
場 所 : 八王子労政会館 第4、第6会議室 参加者 : 32名
③介護福祉士受験対策直前講座 (全1回)
日 時 : 平成25年12月23日(月)  18時00分～21時00分
場 所 : 八王子労政会館 第1会議室 参加者 : 25名
④介護福祉士実技試験対策講座 (筆記試験合格者向対象)(全1回)
日 時 : 平成26年2月21日(金) 17時00分～21時00分
場 所 : 八王子労政会館 第1会議室 参加者 : 25名
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平成25年度部会活動（一部）

⑤ 介護老人保健施設部会

八王子老人保健施設協議会との連携

第13回 八王子介護老人保健施設大会 共催

日 時 : 平成25年7月17日(水) 18時45分～ 21時05分
場 所 : クリエイトホール５階
参加者 : 120名

⑥認知症対応型共同生活介護部会

八王子市グループホーム連絡会との連携

その他定例会、職員交流会、グループホーム見学会等
に参加

⑦ 居宅療養管理指導部会

八王子薬剤師会開催の「在宅・居宅業務研修会」に参加

日 時 : 平成２５年８月２８日(水)
場 所 : ファルマ８０２ 25人

八王子薬剤師会開催の「在宅・居宅業務研修会」に参加

日 時 : 平成２５年１１月８日(水)
場 所 : ファルマ８０２ 30人

⑧ 小規模多機能部会

部会活動に向けての調査研究・打合せを実施

①訪問介護部会

テーマ : 「訪問介護リスクマネジメント」セミナー
日 時 : 平成25年６月27日 (木)  18時30分～21時00
分
場 所 : 八王子労政会館 第1会議室
参加者 : 27事業所

②訪問看護部会

テーマ : 「在宅で療養する人工呼吸器装着者のため人
工呼吸器について理解を深める」

日 時 : 平成25年11月16日(土) 14時00分～16時00
分
場 所 : 八王子市医師会館2階 大会議室
参加者 : 28名

③福祉用具部会

テーマ :「高齢者のための住環境整備－えっ？! 知らな
かった！ 住宅改修Q&A」

日 時 : 平成25年11月19日 (火) 18時15分～21時00
分
場 所 : 学園都市センター 第1セミナー室
参加者 : 50名

④介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) 部会

第1回 平成25年 6月 28 日 (水) 23名
第2回 平成25年11月 29 日 (金) 22名
第3回 平成26年 2月 28 日 (金) 24名 19



介護福祉士受験対策講座

介護福祉士受験対
策回数

人数 合格率 全国合格率

平成18年 1回 286名

平成19年 1回 102名

平成20年
1回 101名

3回 27名

平成21年 5回 52名

平成22年 5回 40名

平成23年 5回 50名 68％ 48.3％

平成24年 5回 26名 70％ 63.9％

平成25年 5回 31名 85％ 64.4％

合計715名

介護福祉士
実技講座

人数 合格率

平成20年 33名

平成21年 68名

平成22年 72名

平成23年 50名 86％
平成24年 30名 87％
平成25年 31名 95％

合計183名
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介護支援専門員受験対策講座

介護支援専門員受験
対策講座回数

回数 人数 合格率 全国合格率

平成21年 5回 30名

平成22年 5回 20名

平成23年 5回 25名 45％ 15.3％

平成24年 5回 16名 48％ 19.0％

平成25年 5回 16名 40％ 15.5％

合計107名
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地域での考え方

• 介護職員等は地域の共通の財産である
• この地域でこの業界にとどまっていてもらう
ためにはどのような支援が必要か

• 地域限定の人材バンクの創設
• 地域限定の具体的支援策

例えば研修・キャリアアップ・育児等

の支援など
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