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      静岡県健康福祉部福祉長寿局 

     介護保険課長 杉山 勝 

～ 若者が夢と希望を持って働ける 
介護分野を目指して ～ 

静岡県の介護人材確保対策 

2015.11.18 キャリア段位制度の在り方に関する検討会 資料４ 
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静岡県内の介護を取り巻く現状 

高齢化 
高齢化率26.8％、高齢者100万人超 
 ４人に１人が高齢者（2015年４月1日現在） 

介護需要 介護を必要とする人159,387人 

要介護認定率15.8% （2015年３月末現在） 

施設整備 
介護サービス提供事業者 9,882箇所 

                          （2015年４月１日現在） 

人材確保 介護職員 44,419人（2012年現在） 
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●現在、約４万人の介護職員が従事しているが、団塊の世代が 

  全て75歳以上となる2025年には、約６万７千人の介護職員が 
   必要と推計 
●現状の対策のみでは、供給できる介護職員は約５万８千人と推計 

       ⇒  約９千人の需給ギャップ 

介護人材の現状と将来推計 

供給：58,786人 

需要：67,525人 

需給ギャップ：8,739 人 

2025年 2017年 

約3,000人 

「ふじのくに長寿社会安心プラン」 
における需要推計 

（介護人材需給推計に基づく） 

現在 
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介護分野の雇用情勢 

区  分 
22年度 
平 均 

23年度 
平 均 

24年度 
平 均 

25年度 
平 均 

26年度 
平 均 

全産業 0.52 0.65 0.79 0.90 1.10 

介護関係 1.46 1.76 2.09 2.10 2.86 

有  効 
求職者数 

2,029人 2,011人 2,332人 2,460人 2,328人 

有  効 
求人数 

2,987人 3,546人 4,869人 5,156人 6,669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 

平成26年７月 静岡労働局調べ 
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平成２７年度の介護人材確保の取組 

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 介護 
人材Ｃ 

ふじのくにケアフェスタ 介護 

マッチング機能 

資格取得支援（求職者対象） 介護 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 介護 

介護 

専門知識・技術の習得 

◆キャリアパス制度導入支援セミナー 

◆専門員による訪問 

◆職場内研修への支援 

介護従事者 

◆介護ロボット・福祉機器の説明・体験会 
◆介護技術コンテスト 
◆スキルアップ研修  

職場定着の促進 

連携 

県 

教育機関 

人材センター 

業界団体 労働局 

職業能力開発機関 

就業促進 

就業 

介護 

介護 

人材Ｃ 

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支援 
介護 

  教職員向けセミナー 介護 

資格取得支援（ＥＰＡ候補者対象） 介護 

ハローＷ 

介護職・施設に接する機会の確保 

介護 

介護 

   介護職員初任者研修 介護 

介 護 

事業所 

地域医療介護総合確保基金を 

活用（国２／３、都道府県１／３） 
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平成27年度介護人材確保対策事業 

事業名 内  容 

介護補助人材育成事業 失業者に介護職として必要な知識を習得させた上
で介護事業所に介護補助人材として派遣 

介護福祉士修学資金貸付事業 

（介護福祉士養成施設在学者） 

卒業後に県内介護事業所で介護業務に従事しよう
とする者等に修学資金を貸付 

社会福祉人材センター運営事業 専門員による無料職業紹介・相談や就職フェア等
を開催 

◆新規就業の促進 

◆介護職への理解促進 

事業名等 内  容 

介護の魅力発信事業 ふじのくにケアフェスタ2015、介護技術コンテストほか 

介護の未来ナビゲーター事業 

（県知事が委嘱） 

県内の若手介護職員が、大学やイベント会場で介護
の仕事の魅力を発信 

介護の理解促進事業 

（バスツアー） 

「小学生とその保護者」、「高校教員」を対象に、それ
ぞれ介護施設見学会を開催 

福祉人材参入促進事業 

（社会福祉人材センター） 

小学校・中学校・高校を訪問し、福祉職のイメージア
ップ活動を実施 

6 



7 

平成27年度介護人材確保対策事業 
◆資質の向上 

事業名等 内  容 

実践介護技術向上支援事業＊
小規模事業所を対象 

・介護技術出前講座 

・協同して開催する研修に助成  

外国人介護職員教育マネジメン
ト支援事業【新規】 

外国人介護職員受入（予定）施設等の研修担当者
向けに研修の開催 

外国人介護職員日本語学習支
援【新規】 

外国人介護職員向けに日本語読解力向上講座の
開催 

外国人介護福祉士候補者受入
施設学習支援事業 

ＥＰＡにより来日する外国人介護福祉士候補者の 

日本語等の学習を支援 
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平成27年度介護人材確保対策事業 

◆労働環境・処遇の改善 

事業名 内  容 

職場環境改善推進事業 介護ロボット説明会・体験会の開催 

元気な介護職場づくり応援事業 キャリアパス制度や組織運営、人材マネジメント
に必要な知識を紹介するセミナーの開催 

キャリアパス制度導入サポート 

推進事業 

 

キャリアパス制度の導入等、処遇改善に意欲的な
介護事業所に対し、経営や雇用管理、キャリアパ
ス制度に精通した専門家を派遣し、相談に対応 

※介護保険課に「介護人材班」をＨ２４年４月設置 
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理解促進の取組 
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ふじのくにケアフェスタ2015 

平成27年９月19日（土）、20日（日） （静岡市内） 
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介護に関わる仕事を紹介 
＜介護施設紹介ブース＞ 

＜看護師紹介ブース＞ 

★介護事業所・施設：３１者 
 
★介護福祉士養成校：４校 

★介護関連職種の紹介 
  介護福祉士、社会福祉士 
  看護師、栄養士 
  歯科医師、歯科衛生士 
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介護ロボット、福祉機器を紹介 

来場者も体験 

マッスルスーツ 

 東京理科大学（小林研究室） 

コミュニケーションロボット “パロ” 
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介護技術コンテスト（ケアコン） 

☑６部門に71人の選手が出場 

☑介護のプロの技を披露 
 

 ⇒介護職の専門性・技術を 

  アピール 

＜表彰式＞ 
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高校生介護技術デモンストレーション 
高校生介護技術コンテスト
東海大会出場者７人の 

一生懸命な演技に感動！ 
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多くの高校生が参加 

＜コミュニケーションロボット“Pepper”＞ ＜書道部による書道パフォーマンス＞ 

＜茶道部による呈茶サービス＞ ＜チアリーディング部によるチアダンス＞ 
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昨年度を上回る来場者 

２日間で11,665人 
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ケアフェスタの成果（アンケート結果） 

福祉系高校生 

一般来場者 

イメージ改善 どちらともいえない やや悪く 

83.7％ 16.1％ 0.3％ 

Ｑ：「介護」や「介護の仕事」に対するイメージは変わりましたか。  

思った どちらともいえない 思わなかった 

79.4％ 20.6％ 0.0％ 

Ｑ：ケアフェスタに来て、介護職に就きたいと思いましたか。  

※有効回答数：126 

※有効回答数：790 
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介護の未来ナビゲーター 

介護の未来ナビゲーターは、知事が委嘱する若手介護職員で、
介護職のやりがいや魅力などリアルな情報を若い世代に向けて
情報発信を担う。  ＊26年度新規事業（27年度は27人に委嘱） 

委嘱状交付式（平成26年度） 
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介護の未来ナビゲーターの主な活動 
様々な場面での情報発信 

 

 ☆ ふじのくにケアフェスタ、就職ガイダンス 

 ☆県内大学への出張講座 

 ☆介護の仕事感動エピソードコンテスト他、Fb等 
  

学生ネットワーク「静岡時代」との協働 

・施設訪問 
・県内大学生らとディスカッション 

介護職員間の連携 

 ☆ 地域ミーティング＆介護の仕事 

  クリエイティブナレッジ（施設の創  

  造的取組）シェア→コンクール 
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介護の未来ナビゲーター 就活生に情報発信 
＜８月20日、24日＞ 
様々な業種が出展する就職ガイダンスで情報発信！ 

・やりがいは何ですか？ 

・なぜ介護の仕事を選ん 

 だの？ 

・資格がなくてもいい？ 

・夜勤は何をするの？ 

・具体的にどんな仕事が 

 あるの？ 

・他業種から介護の仕
事 

 に活かせることはない 

 ですか？ 20 
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小学生親子介護施設体験 

96組201人が参加 

 小学生：105人 

 保護者：  96人 
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小学生親子介護施設体験（アンケート結果） 

主な意見・感想 

仕事の印象（複数回答） 

イメージが 
変わった 

やりがいが 
ありそう 

魅力的 
子どもの職業 
として検討したい 

21％ 65％ 10％ 15％ 

★子どもにも福祉関係の仕事に就職してもらえたら・・・ 

★職員が明るく楽しそうに仕事をしていたのが印象的 

★高齢者のために多くの工夫がされていて勉強になった 
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小学生親子介護施設体験 

参加者から寄せられた絵日記 
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ケアごはんアイデアコンクール（11/8） 

応募総数 184 件 

ニューサマー香る 
       にんじんのロールケーキ  トマトと野菜のそうめんつゆ   ミルク豆腐のおやき 
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＜福祉職の就業促進の取組＞ 
 ●中・高校を福祉従事者と訪問し、福祉職セミナーを実施 
  135 講座5,844人が受講（平成26年度）＊Ｈ27～小学校も 

 ●「進学・就職先として福祉分野を考えたい」54％が回答 

学校に出前講座（社会福祉人材センター） 

（キャリア教育の授業時間を活用して福祉職の魅力を伝えている様子）         
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就業促進の取組 
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職場体験施設紹介 

＜製作のきっかけ＞ 

普通高校の進路指導担当教諭の
「生徒を職場体験に行かせたいが、
どこに行けばよいのか分からない」 

平成26年３月完成 

＜配布先＞ 

県内中学・高等学校等
（高校には持参して趣旨
説明） 
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介護の仕事紹介ホームページ 
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＜福祉就職のミスマッチを解消する取組＞ 
 ●「専門員」を配置し、求人・求職者間を個別就労支援 
＜専門員を配置した取組＞ 
 ●きめ細かい支援・調整により202人の就職（平成26年度） 

   （専門員による、子育て中の求職者への個別就労支援の様子）         

ミスマッチ解消（社会福祉人材センターの取組
） 
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職場定着の取組 
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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 

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 

連携 
協働 

要請 

キャリアパス 
制度導入支援 
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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 

平成24、24年度で 
全事業所に周知 
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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 
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「介護事業所キャリアパス制度 

              導入ガイド」 

【構成】 
・キャリアパスに関する４つの疑問 

・紹介事例～１２の成功事例～ 

・解説「キャリアパス制度構築の手順」 

＊平成26年度末に5,000部作成 

27年度は約2,000事業所に配付予定 
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平成26年度からの取組 

セミナー 

人材マネジメント、
採用と労務管理、職
場風土改善、モチ
ベーションアップ等 

訪問相談 

専門家による介護
事業所への訪問相
談を実施 

 

導入ガイド 

キャリアパス制度導
入の好事例を収め
た冊子をＨＰで公開、
事業所に配付 

キャリアパス制度の導入を促進するため、セミナー、訪
問相談の他、事業所への実地指導の際に「導入ガイド」
を管理者に直接手交 

キャリアパス制度の導入を促進 
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＜福祉職の定着を促進する取組＞ 
 ●新卒採用者が少数で、入職式の開催が困難な小規模事 

  業者の福祉就職者による合同入職式を実施  

  平成２７年度入職者・・・３会場で129人が参加 

合同入職式（社会福祉人材センターの取組） 
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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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最後に・・・ 

 男性 女性 

1位 愛知 71.74 1位 静岡 75.32 

2位 静岡 71.68 2位 群馬 75.27 

3位 千葉 71.62 3位 愛知 74.93 

4位 茨城 71.32 4位 沖縄 74.86 

5位 山梨 71.20 5位 栃木 74.86 

静岡県の健康寿命 


