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介護施設の労務管理と離職防止

リコージャパン株式会社 広島支社主催

第5回ヘルスケアソリューションフェア
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１．介護人材難に関する２つの側面

（１）介護人材の確保が困難

（２）定着しない（離職率が高い）

●要介護高齢者が倍増し、需要が供給に追いつかない

●福祉系大学の卒業者６割が福祉と関係ない民間企業に

就職する

●業界内で流動する・・・帰属意識が薄い

●女性８割の職場なので結婚・育児・介護で離職する

●非常勤職員が４割を占めている

※２０２５年までに３７万人不足
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参考．介護分野の有効求人倍率
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●利用してもらえる仕組みを作る

②人材

教育次第で①人財に
なる可能性大

①人財

自社にとっての
本当に大切な宝

③人在

単なる頭数
指示待ち人間

④人罪

いることが罪な人
周囲に悪影響を及ぼす

良マ
イ
ン
ド
（
帰
属
意
識
・
熱
意
・
取
組
み
姿
勢
）

スキル（技術・介護経験・資格）

有

悪

無

２．介護業界のジンザイ
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「人材がもっとも重要な資産ではない」

「適切な人材（人財）こそがもっとも

重要な資産である」

出展：ビジョナリーカンパニー2 ジム・コリンズ
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３．離職率と採用率の状況

出展：平成28年度介護労働実態調査（公財介護労働安定センター）
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４．過去働いていた職場を辞めた理由（介護事業所）

出展：平成28年度介護労働実態調査（公財介護労働安定センター）
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５．離職率も二極化している

※風通しの良い職場風土や内部研修の充実が職員の定着

を左右する
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６．動機付け要因・衛生要因のアンケート結果

出典：仕事と人間性（フレデリック・ハーズバーグ著 北野利信訳 1968年東洋経済新報社）

満足と不満足の要因差

極端な「不満足」を招いた要因（1844あった「仕事上の出来事」） 極端な「満足」を招いた要因（1753あった「仕事上の出来事」）

302010 50%50% 10203040 0 40

達成

責任

昇進

監督

給与

仕事そのもの

承認

成長

監督者との関係

個人生活

労働条件

会社の方針と
　　　　　管理

動機づけ要因

衛生要因
同僚との関係

保障

身分

部下との関係



1010

７．ハーズバーグの衛生・動機付け理論

職員のやる気・満足感
１．衛生要因

２．動機づけ要因

「満足」や「やる気」に関わる要因を「動機付け要因」という

「不満」に関わる要因を「衛生要因」という

満足と不満を形成する要因は、別であるという理論。

欠けたり不足すると不満足
を引き起こすもの。

満たされたからといって満
足度が向上するわけではな
い。

欠けたり不足しても大きな
不満要因にはならないが、

満たされることでやる気が
向上する
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モラールとは、勤労意欲（労働意欲）、士気と訳される

職場内の集団的な感情や意識に対して使われるもの

モラール・サーベイとは、職場の人間関係や帰属意識、

労働条件や労働環境などに影響されて生じる従業員全体

の意識を知るための手法

管理監督者の態度や、指揮命令のあり方、仕事の環境、職場生活
満足度などの数値化しにくい人事管理面をアンケート方式で調査
し、課題を明らかにする

８．モラールサーベイの活用
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９．モラールサーベイの概要

厚生労働省方式社内コミュニケーション診断（RCSⅡ）

⇒５の分野・１０の領域で職員の意識を測定

分野 領域

Ⅰ．経営への信頼
①経営方針

②人材の育成

Ⅱ．上司への信頼
③指示のしかた

④仕事の進め方

Ⅲ．顧客満足
⑤顧客尊重

⑥職場秩序

Ⅳ．労働条件
⑦経済的報酬

⑧仕事条件

Ⅴ．職場生活満足
⑨職務満足

⑩職場の人間関係
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分野Ⅰ．経営への信頼・・・精神的報酬

職員が法人への帰属意識をもち、長期にわたって勤続への意欲を持ち続
けることができるかを診断する

分野Ⅱ．上司への信頼・・・精神的報酬

職員が職場生活に適応し、意欲を持って仕事に取組めるような状況を

上司が作っているか、その信頼性について診断する。

分野Ⅲ．顧客満足・・・精神的報酬

法人ならびに職員が利用者を尊重し、利用者サービスの向上に努めて

いるか、併せて職場秩序の善し悪しを診断する
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分野Ⅳ．労働条件・・・物理的報酬

働く上での基本的条件となる賃金に関する問題と、労働時間を中心と

する物理的な職場環境を診断する

分野Ⅴ．職場生活満足・・・精神的報酬

仕事の充実感や達成感、発言の自由度や協調的な雰囲気などを診断

する
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１０．介護職員の労働意識調査の事例（同じ職場）

Copyright©Fukushi-management-lab

別 紙 参 照
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１１．社会福祉援助技術と職場

Copyright ©Fukushi Manegement Lab 16

●社会福祉援助技術の基本理念

利用者は様々な障害を持っているが、その利用者の良い面、
悪い面も積極的に受け入れてその利用者を肯定すること。

利用者に対して審判的態度を取ってはいけない

社会福祉援助技術の考え方を、職員同士にも当てはめると

様々な価値観や思いを野放しにすることになる
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１２．介護施設の４つの職場風土

●利用してもらえる仕組みを作る

②権威主義的組織
威圧的・トップダウンのみ

権力を振りかざし威圧的な
態度を取る

①理想的な組織
トップダウンとボトムアップ
がかみ合っている

上下左右、双方向の
コミュニケーション

④烏合の衆
単なる頭数の集まり・組織的
な仕事ができない

自分ができることしかしない
場当たり的な仕事の仕方

③仲良しグループ
物事を好き嫌いで判断
好き嫌いで徒党を組む

派閥が出来やすい

有

秩

序
（
良
い
悪
い
の
ル
ー
ル
）

コミュニケーションと情報の流通
有無

Copyright ©Fukushi Manegement Lab
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●会社組織の経営資源であるヒト（労働力）を対象とする
管理活動である

●自ら意思を持ち活動する人間を、企業目的の達成のため
に制御・統制すること

●労働力は労働者の意志を通じて行使され、必ずしも購入
者（会社側）の自由にならない。他の一般的な商品とは
大きく異なる

●そこで、企業を円滑に運営し、労働力を効率的に使用する
（労働者の能力を最大限に引き出す）ために適切な人事労務
管理が必要となる

１３．人事労務管理が必要
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１４．就業規則が職場のルール

（１）服務規律・・・風通しの良い職場を作る義務
・職員としてどのような心構えで働かなくてはならないか
・勤務時間中守らなくてはいけないこと
・身なり服装はどうあるべきか

（２）勤怠・・・権利と義務のバランス
・年間の公休は何日あるか
・有給休暇は年間何日支給されるか
・欠勤や遅刻、早退とはどのようなことを指すのか

（３）給与・・・手取りだけが全てではない
・基本給、役職手当、扶養手当、資格手当、住居手当、
通勤手当等の諸手当の種類とその額、

・賞与支給基準
・退職金

Copyright ©Fukushi Manegement Lab
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１５．職場のコミュニケーションとは

Copyright ©Fukushi Manegement Lab

（１）上から下へのコミュニケーション
・指示命令
上からの命令に付き従う

・指揮統制
ルールを守らせる（躾け） 規律を保つ

・情報伝達
仕事の情報は漏れなく伝える

（２）下から上へのコミュニケーション
・ほうれんそう
結果報告、途中経過の連絡、困った時や迷った時の相談

・意見具申
仕事をやりやすくする 仕事は楽しくやるもの



2121212121212121

１６．経営者に求められること

●従業員の様々な価値観や思いを経営理念と調和させる

●方針やルールを自分の言葉にして浸透させる

●職種と付き合うのではなく、人間として付き合う

●責任を取ってみせる

●会社のベクトルを合わせるための内部研修を繰り返す
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会社の根幹は

働く人が会社に信頼感を持ち

同じ方向を向いて働けること

水留浩一（元ＪＡＬ副社長）

１７．会社の根幹


