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静岡県の高齢化の状況

(各年４月１日現在) 平成16年 平成24年 平成25年 平成26年

総人口 3,852,249人 3,831,321人 3,809,223人 3,792,475人

高齢者人口
(65歳以上人口)

744,288人 911,965人 947,122人 981,071人

うち75歳以上人口 329,816人 450,219人 463,025人 473,545人

高齢化率 19.3％ 23.8％ 24.9％ 25.9％

◆高齢化率は過去最高の25.9％（平成26年4月1日現在）

◆75歳以上の高齢者人口は10年間で急増
→高齢者の中の高齢化が進む。
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●高齢化の進行に伴う介護需要の増加に呼応して、介護職員
は年々増加している。

●しかし、それ以上に高齢化の進行スピードが速く、今後の
介護需要の増大に対応した介護人材の確保が喫緊の課題
となっている。

2011年 2012年 2013年 2014年 2020年 2025年

介護職員 30,961 33,446 32,748 34,610 47,935 53,331

＜出典＞
2011、2012年：介護サービス施設・事業所調査
2013、2014年：第6次静岡県長寿者保健福祉計画
2020、2025年：介護人材需給推計ワークシート簡易推計（試行版）

単位：人【介護職員数】

介護人材の実績と今後のニーズ
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小学生 中学生 高校生 大学生 社会人

体験学習（総合学習） 教育

福祉職セミナー親子施設見学 県
人材Ｃ

ふじのくにケアフェスタ 県

インターンシップ支援 県

マッチング機能

資格取得支援（求職者対象） 県 職能

福祉系高等学校 教育

介護福祉士養成施設 教育

介護福祉士修学資金 県

介護

専門知識・技術の習得

就職相談会 人材Ｃ労働局

専門相談員等によるマッチング 人材Ｃ

学内就職ガイダンス 県

教職員向けセミナー 県

資格取得支援（ＥＰＡ候補者対象） 県

ハローＷ

介護職・施設に接する機会の確保
介護職員初任者研修 職能

静岡県の介護人材確保の取組

介護事業所◆実地指導における協力依頼
◆キャリアパス導入支援セミナー
◆専門員による訪問相談
◆事例集の作成

キャリアパス導入支援

◆しずおか介護職場満足度向上事業
◆介護技術コンテスト
◆資質向上研修支援

定着促進

連携

県

教育機関

人材Ｃ

業界団体 労働局

職業能力開発機関

参入促進

県

県

人材Ｃ県

参 入

介護従事者
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介護職員の賃金水準向上に向けた取組

○介護人材の確保対策の一環として、介護職員の賃金水準の向上を図り、介護職員が長く
働きやすい環境をつくるため、各事業所にキャリアパス制度の導入を支援する取組を実施。

○具体的な取組としては、キャリアパス制度導入セミナーの開催や、実地指導等の際にキャ
リアパスの参考例を提示することなどにより、キャリアパス制度導入を促す。

県

政令市・市町 団体

介護事業所（3,６00箇所）

・実地指導（２年に１回）
・集団指導（毎年実施）
・事業所の指定申請時
・ホームページに掲載

・キャリアパス制度導入支
援セミナーの開催

①実地指導
②集団指導（毎年実施）
③施設の指定申請時

①会員へ県の取組を周知

②会員へキャリアパス制度
導入の取組を依頼

静岡県老人福祉施設協議会
静岡県社会福祉法人経営者協議会

要請
連携
協働

キャリアパス
制度導入支援

キャリアパス制度導入→賃金向上

キャリアパス制度導入
支援

キャリアパス制度導入
支援
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介護分野の雇用情勢

区 分
21年度
平 均

22年度
平 均

23年度
平 均

24年度
平 均

25年度
平 均

全産業 0.40 0.52 0.65 0.79 0.90

介護関係 1.44 1.46 1.76 2.09 2.10

有 効
求職者数

1,856人 2,029人 2,011人 2,332人 2,460人

有 効
求人数

2,665人 2,987人 3,546人 4,869人 5,156人

【静岡県内の有効求人倍率の推移】

◆厳しい雇用情勢の中にあっても高い求人ニーズ
◆介護需要の増大に伴う介護施設等の増加

25年度：70施設、約1,470人 26年度：76施設、約1,680人
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目的を達成するための戦略
＜ターゲット＞
介護事業所の経営者、管理者等

＜目 標＞
キャリアパス制度導入事業所の増加

（モデル給与表の活用）

＜目指す姿＞

若者に介護分野
で働く夢や希望
が生まれる

27歳：資格取得 20万円
35歳：係長 30万円
42歳：課長 35万円
52歳：施設長 40万円

長く働くことで賃金が上昇
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目標を達成するための手段

①給与モデル参考例を作成

②知事から関係団体に直接要請

③普及啓発活動
実地指導の活用、セミナー開催 など
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給与モデル参考例を作成

平成24年12月
静岡県が全国に先駆けて、
介護事業所のモデル給与表とキャリアパス
基準例を作成
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知事から関係団体に直接要請

平成24年12月14日

知事から関係団体に対して、

県の取組への協力を要請

9



中小企業労働環境向上助成金記載例の作成
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普及啓発（実地指導の活用）

＜実施時期＞

平成25年５月８日～

＜対象施設等＞

約1,300事業所（平成25年度）

＜実施方法＞

県、政令市、市町による実地指導

＜実施内容＞

○モデル給与表とキャリアパス基準例の周知

○中小企業労働環境向上助成金の周知
11



普及啓発（キャリアパス導入支援セミナー）

平成24年度

平成25年度

＜セミナー＞

４回開催、121名が参加

＜セミナー＞

８回開催、91名が参加

＜個別相談会＞

５回開催、12事業所が参加
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12/13 【知事記者会見】介護職員の賃金水準向上に向けた取組方針を発表

12/14 知事から関係団体に対して、県の取組への協力を要請

12/21 静岡県から厚生労働省に対して、介護報酬において平均勤続年数に応じた

加算制度の創設を提案

1/28 同報配信メールで介護事業所に取組を周知

2/18～ キャリアパス制度導入セミナー開催（４回）

平成24年度

平成25年度

新聞等：１５回、テレビ： ３回、ラジオ：２回

普及啓発（パブリシティの活用）

5/8～ 介護事業所への実地指導スタート

8/7～ キャリアパス制度導入セミナー開催（６回）

8/9 【記者会見】中小企業労働環境向上助成金記載例の作成

9/19～ キャリアパス制度導入のための個別相談会開催

9/25～ 集団指導（４回（政令市含む）
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【中小企業労働環境向上助成金】

□事業所が申請

【国（厚生労働省）】

社会保障審議会介護保険部会等でモデル事例
として本県の取組を紹介

全国的な広がりを期待

成果と付加価値
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今後の取組み

セミナー
広報、採用、育成、
制度をテーマに４回
シリーズ（それぞれ
キャリアパス制度に関
連づけ）

訪問相談
専門家による介護
事業所への訪問相
談を実施

事例集
キャリアパス導入の
好事例を収集し、事
例集作成→事業所
に配布、ＨＰで公開

キャリアパス制度の導入を促進するため、実地指導、セミナーに
加えて、新たに訪問相談、導入事例集を作成

キャリアパス制度の導入を促進
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静岡県の介護現場で活躍する人たちが

キラキラ輝き続けていられるように・・・

静岡県から始まる！

若者が夢と希望をもって働ける

「未来ある産業 介護」への挑戦
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