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１ 事業概要

介護労働者の福祉の増進と

「魅力ある職場づくり」を目指し、取り組んでいます。

雇用管理の改善

・雇用管理に関する相談援助
・介護分野における人材確保の
ための雇用管理改善推進事業

・事業者支援セミナー
・介護労働実態調査
・介護労働シンポジウムの開催

介護関係機関と
の連携

・労働局や県との情報共有
・各市町村への情報提供
・介護労働懇談会の開催
・「介護就職デイ」の開催

職業能力の開発

・介護労働講習の運営
・介護労働者のキャリア形成
に関する相談援助

・介護関係講習

賛助会加入の
ご案内

情報の提供

・介護の魅力発信動画の放映
・図書等の発行
・介護情報サイト
（care-net.biz)の運営

福利厚生の充実

・傷害補償制度
・感染症見舞金制度
・賠償責任保障制度
・個人情報漏えい保険制度
・その他



２ 青森支部体制

介護能力開発
アドバイザー

・介護労働講習（実務者研
修含む）、各研修の企画運営
・介護事業者及び介護労働者
からの研修に係る相談援助等

管理担当

・経理関係全般
・事業の進捗管理全般

☞各役割を決め５名で運営しています。

支部長

・事業全体の統括
・対外的な折衝
・各関係団体との調整等

・講師の選定等
・会場の選定、手配
・募集、広報活動
・事業所の選定等

介護能力開発
管理担当

介護労働サービス
インストラクター

・雇用管理の改善・講習、
メンタルヘルス、人材育成の
相談支援

・介護労働懇談会、労働局委託
事業に関すること

９名

雇用管理
コンサルタント

３名

メンタルヘルス
カウンセラー

３名

介護人材育成
コンサルタント



３ 新規人材確保に向けた取り組み
平成20年度から「介護職員基礎研修課程」を実施。修了者が延べ201名。平成25年度より介護労働講習(実務者研修を含む)
に移行され、平成28年度より介護福祉士資格取得のための必須講習となる。介護労働講習の修了者は延べ175名。

就職率
平均91%

【介護労働講習実施実績】

今年度は
１５名で
スタートし
１４名が修了

実施年度 回数 開催地 受講者数 修了者数
終了
（％）

就職数 就職率（％）

平成２５年度 1 青森市 36 36 100.0% 33 91.7%

平成２６年度 1 青森市 40 40 100.0% 34 85.0%

平成２７年度 1 青森市 22 21 95.5% 21 100.0%

平成２８年度 1 青森市 29 28 96.6% 26 92.9%

平成２９年度 1 青森市 31 28 90.3% 27 96.4%

平成３０年度 1 青森市 24 22 91.7% 19 86.4%

平成３１年度 1 青森市 15 14 93.3% 12 85.7%
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開催地域 修了者数

中南地域 １９名

上十三地域 ２５名

西北五地域 ９名

三八地域 ５１名

東青地域 ２７名

下北地域 ７名

合計 １３８名

〔今年度受講者の男女別年代〕

日数 研修科目 時間数

1日目 ・介護における基礎知識
・介護の基本
・障害の理解

1.5時間
1.5時間
2時間

2日目 ・認知症の理解
・介護における安全確保

4時間
2時間

3日目 ・基本的な介護の方法 6時間

4日目 ・基本的な介護の方法
・就労支援

4時間
1.5時間

合計 22．5時間

2019年度研修カリキュラム

女性 男性

20歳代 ３ 20歳代 １

30歳代 ３ 30歳代 １

40歳代 ２０ 40歳代 ４

50歳代 ４３ 50歳代 １３

60歳代 ２３ 60歳代 １４

70歳代 ７ 70歳代 ６

〔今年度修了者数〕

5



４ 人材定着に向けた取組みと実績

詳細決定

へ連絡
（日時決定）

・法人
・事業所

個別・集団で実施

相談内容、地域、時間等考慮しコ
ンサルタントを決定

担当者がコンサル
タントへ相談

業務改善、意識の改革で働きやすい職場環境へ！

安定センター担当者
お申込み

（法人・事業所）

何を相談したいか具体的
に記入（申込用紙）

状況把握

（１）雇用管理相談援助事業

【目的】
介護事業主等に対し、業務体制の改善、能力開発、福利厚生の充実、その他、
介護労働者の雇用管理改善、福祉の増進に関わる関連情報の提供等を行うこと
により、よりよい職場の環境づくりに取り組んでおります。

環境改善への第１歩！



事業所担当者の希望に応じて対応し、各コンサルタントが実施しています。

専門家による相談支援（無料）の実施

（１）①相談支援のご紹介

４ 人材定着に向けた取組みと実績



（１）② 活動実績

介護分野の事業主を対象に、雇用管理の改善等に関する情報収集・提供することを目的として
実施。

介護職のキャリア形成、研修計画の作成など、能力開発に関する相談支援を、当センターが委嘱
したコンサルタントが対応し、個別・集団の相談支援を実施。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

事業所訪問件数 ２９０件 ３２１件 ３５２件

雇用管理の改善、メンタルヘルスの相談に関する相談支援を、当センターが委嘱したコンサルタン
トが対応し、個別・集団の相談支援を実施。

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

雇用管理件数 ２４件 ２７件 ４１件

メンタルヘルス ３３件 ３３件 １６件

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

人材育成 ２２件 ３２件 ３９件

４ 人材定着に向けた取組みと実績



４ 人材定着に向けた取組みと実績

①新規オープン事業所における諸規定の内容について
助言をお願いしたい

雇用管理（相談援助）

⇒就業規則、賃金規定などについて話をしていくうちに、
処遇改善加算取得に向けた課題が浮き上がり、規定の助言を
しながら、加算取得に向けた助言も併せて行うこととした。

③ハラスメントの未然防止について

⇒現在ある相談窓口の運用の適正化に向け相談をしたところ、職員への理解を
より深めるための手段として、ハラスメント対策の研修会の実施に至った。

②働き方改革の中の有給休暇について

相談事例

（１）③ 相談事例（雇用管理）

⇒集団研修にて実施。職員全員に向けて取得義務化に於ける背景や
取得ルールを説明することにより、正しい理解を促し取得推進を図った。



■職場のメンタルヘルス～ラインケア・セルフケア

メンタルヘルス（相談援助）

⇒感染症対策の基本を学ぶことで、「感染症を持ち込まない」
万が一の場合は「拡散を防ぐ」体制を整えていきたいという
目的で研修会の実施に至った。

■心の健康づくり計画に向けて

⇒職員が安心して働き続けられる環境づくりの推進に向け、
相談者とコンサルタントが個別相談をし、計画の策定に取り組んだ

■感染症予防について

⇒大切な職員の方々に元気で長く働いてもらいたいと考えているため、
事前にラインケア・セルフケアについて研修を通して知ることで、未然
にメンタルの不調を防ぐ目的で研修の実施に至った。

③相談事例

（１）③ 相談事例（メンタルヘルス）

４ 人材定着に向けた取組みと実績



■慢性的な人手不足により、職員さんが余裕を持った対応が
できないような状況に陥ってしまっている。この状況を打破する
ためにはどのようにしたらよいものか悩んでいる。

人材育成（相談援助）③相談事例

（１）③ 相談事例（人材育成）

４ 人材定着に向けた取組みと実績

⇒ご家族からのクレームのような案件も上がってきてしまったため、早急
の対応が必要とのことで相談に至った。
同様の事象を防ぐために、今一度職員さんに日々の仕事の在り方を立ち
止まり振り返る機会の提供を行うこととした。

研修を行うにあたり、どのような目的で開催しているのかを説明をし、
専門家はファシリテーターの役割を担うことで、職員の方々からワーク
を通して考えを引き出す方式で研修会を開催した。



■管理者に求められるリーダーシップとは

人材育成（相談援助）③相談事例

（１）③ 相談事例（人材育成）

４ 人材定着に向けた取組みと実績

■研修計画の立て方について

■評価制度の構築について

など、様々な相談
メニューがあります



４ 人材定着に向けた取組みと実績
（１）④ 青森労働局委託事業（介護分野における人材確保のための雇用管理

改善推進事業）

ＰＯＩＮＴ
県内３地域に分け、地域ネットワークコミュニティーを作成し、年２回情報交
換、勉強会の実施。専門家による相談支援（無料）を活用いただけます。



（２）講習会・セミナーのご紹介

４ 人材定着に向けた取組みと実績



（２）講習会・セミナーのご紹介

４ 人材定着に向けた取組みと実績



４ 人材定着に向けた取組みと実績

年に１度介護現場で働
く方のキャリアアップ、
能力の向上を目的とし
た無料のセミナーを
開催。

職員の方の人材育成の
ための機会をご提供し
ております。

（２）講習会・セミナーのご紹介



介護労働安定センターは


