
■介護・福祉⼈材確保にかかる既存施策の点検・⾒直しの⽅向性

ターゲット 事  業  名 事 業 の 概 要 H29予算
（千円） 課   題 課題を踏まえた今後の対応策

未経験者〜
⾼度専⾨⼈材 マッチング⼒の向上事業

福祉人材支援センターに配置したキャリア支援専門員による求人・求職者のマッチング強化事業
○地域関係機関との連携事業：ハローワークやしごとフィールドとの連携による相談会やセミナーの開催、合同面
接会の実施、府内6ブロックにおける地域介護人材確保連絡会議の開催など
○⼀般学⽣へのアプローチ強化事業：福祉系以外の⼤学・短⼤等に対してのガイダンスの実施、⺠間会社主
催の就職イベントとの連携等
○資格取得者への働きかけ事業：初任者研修養成施設等への就職ガイダンス、看護職員ワークセミナー等
 【H28実績】 ・合同面接会参加者数 174名  ・就職フェア参加者数  1,857名  ・セミナー参加者数     4,338名

90,624

未経験者・
初任者等 参⼊促進・魅⼒発信事業

福祉・介護職場の魅⼒発信
○職場体験事業：一般求職者を対象とした職場体験事業、一般大学や高校への福祉のしごとガイダンスと連
携した職場体験バスツアーの実施
○教育関係機関との連携事業：高校福祉科教員との連絡会議の開催、高校生向けセミナーの実施等
○「介護の⽇」事業：福祉・介護への理解を深めるためのセミナー・イベント等の開催
○将来の担い手づくり事業：小中学生向けに福祉のしごとを身近に感じるための親子バスツアーの実施等
 【H28実績】 ・職場体験参加者数 617名  ・職場体験のべ日数  903日  ・職場体験バスツアー参加者数 75名

14,598

初任者等 就業支援事業
OSAKAしごとフィールドによる就業支援や合同企業説明会、セミナー、市町村就職イベントへの福
祉人材センターの相談ブース出展等
 【H28実績】 ・OSAKAしごとフィールドにおける就職者数 計7,733人 ※すべての就職者
          ・福祉人材センターによるセミナー参加者数 74名

138,966
※予算総額

マッチング⼒向上・
離職⼈材の呼び戻
し

未経験者・
初任者等 福祉人材センター事業

福祉⼈材⽀援センターにおける福祉分野の無料職業紹介、斡旋、就労相談、就職フェアの実施等
 【H28実績】  ・求人相談 13,727件  ・求職相談  3,459件  ・新規求人数 13,198件
          ・新規求職者数 2,471件  ・紹介人数 248件  ・就職人数 162名

30,207

初任者等〜
⾼度な専⾨⼈材

介護福祉⼠等修学資⾦
貸付事業

離職した介護職員の再就職準備⾦の貸付
 【H28実績】 ・貸付人数 17名  貸付額5,700千円

－ ●離職した介護⼈材の届出制度・再就職準備⾦貸付事業の認知度不⾜ ○制度周知のための効果的・効率的ＰＲ⼿法の検討（介護福祉士登録者名
簿の活用など、国への働きかけを含む）

保育士資格
保有者

保育士・保育所支援セン
ター事業（潜在保育士確保事
業）

保育士・保育所支援センターにおける、潜在保育士の就業促進のための、保育士登録簿を活用し
た働きかけや求職相談、保育⼠体験事業、復職応援セミナー等
 【H28実績】 ・センター登録者数（H29.3末時点）1,311人  ・就業者数 149名
         ・復職応援セミナー参加者数 107⼈  ・職場体験参加者数 のべ74⼈

13,602

離職した保育⼠ 保育⼠修学資⾦貸付等
事業

離職した保育⼠の就職準備⾦等の貸付
 【H28実績】 ・離職した保育⼠の就職準備⾦貸付 0名 0千円(※)  ・保育補助者雇上費貸付 0名 0千円(※)
         ・未就学児を持つ保育⼠に対する保育料の⼀部貸付 0名 0千円(※)         (※)平成29年2⽉事業
開始
         ・未就学児を持つ保育⼠の⼦どもの預かり⽀援事業利⽤料⾦の⼀部貸付 0名 0千円(平成29年3⽉事業

－

⼀定の専⾨知識
を

持つ人材

介護福祉⼠等修学資⾦
貸付事業

介護福祉⼠資格取得のための修学資⾦等の貸付
 【H28実績】 ・介護福祉⼠修学資⾦ 126名 222,988千円  ・社会福祉⼠修学資⾦ 46名 34,254千円
          ・介護福祉⼠実務者研修受講資⾦ 84名 12,109千円

－ ●18歳人口の減少に伴い、介護福祉士養成施設への入学者数が減少
●在留資格「介護」の創設に伴い、外国⼈留学⽣の急増

○⾼校⽣に職業としての介護福祉⼠の魅⼒を発信するため、教育機関との
連携をより一層推進
○保証⼈要件の緩和など、外国⼈も活⽤しやすい制度改善

新規保育士 保育⼠修学資⾦貸付等
事業

保育⼠資格取得のための修学資⾦等の貸付
 【H28実績】 ・保育⼠修学資⾦貸付 83名 63,662千円

－

若者、中⾼年の
参入

未経験者・
初任者等

介護職員初任者研修受
講支援事業

介護職員初任者研修の受講料の⼀部を補助
 【H28実績】 ・補助件数1,370件

29,553
●景気の回復に伴い、全産業で⼈⼿不⾜感が強まっていることから、福祉・介
護分野への参入希望者が減少（自己負担なしの委託訓練による初任者研修であっても、
受講定員に満たない）

○中⾼年齢者、主婦など、ターゲットを明確にした事業展開
○助成額や対象の⾒直し（中⾼年齢者に限定する等）など事業の再構
築を含め、初任者レベルでの介護職員のすその拡大策を幅広く検討

若者、中⾼年・
障がい者の参入

未経験者・
初任者等

公共職業訓練を通じた人
材育成事業

公共職業訓練により、介護職員初任者養成、介護福祉士養成科、介護補助･清掃にかかる訓
練等を実施
 【H28実績】 ・離職者等再就職訓練事業受講者数 813⼈  ・障がい者の態様に応じた多様な委託訓練受講者数 9⼈

1,783,45
1

※予算総額

●訓練受講者の確保
  ・魅⼒発信や職業理解を通じた、受講意欲の喚起
  ・障がい者やひとり親家庭の⽗⺟など新たな層の開拓とこれに対応した訓練内容の充
実
  ・訓練未実施地域での訓練場所の確保

○訓練受講者の確保に向けた関係機関の連携強化
 ・就業⽀援機関におけるセミナーや⾒学会など求職者向けの魅⼒発信を強化
 ・就労移⾏⽀援事業所やひとり親家庭⽀援機関に制度を周知し、受講へと誘導
 ・障がい者の能⼒、適性、事業所ニーズに対応した訓練の実施
 ・訓練未実施地域の介護施設運営法⼈等に対し訓練実施を協⼒して働きかけ

外国人介護人材 一定の専門性を
有する人材

外国人介護福祉士候補
者資格取得支援事業

ＥＰＡ（経済連携協定）に基づき入国した外国人介護福祉士候補者の学習支援
 【H28実績】 ・補助対象施設（受入施設）数  23施設  ・外国人介護福祉士候補者数 104名

49,010
●候補者数・受入施設数の増加に伴う適正な支援体制の構築
●介護福祉士資格を取得しても、継続して就労することが困難（生活上の支障
など）

○受入施設への支援体制の強化
○資格取得後の生活面等での支援策の検討

雇⽤管理改善 ― 介護人材育成確保支援
事業

「労働環境の改善」「資質の向上」「参⼊促進」のための⾃主的な取組みを⾏う介護保険サービス
事業者に対し助成
 【H28実績】 ・公募により5事業者の取組に補助  ・実績額2,779千円

16,856

●応募事業者数の確保と、先進性・モデル性が高い取組を実施する事業者
の発掘が困難
●事業者の経費負担（補助上限額：100万円、率：1/２→事業実施にあたって
経費が発生するものが対象）

○事業経費が発生しないものを含めて、幅広い観点から、事業者による「労
働環境の改善」「資質の向上」等の「好事例」を発掘し、他の事業者への周
知効果の高い事業への組み替えの検討（例：表彰制度など）

― 住まい系介護サービス事業
所の雇⽤管理改善事業

事業所の組織的対応⼒を向上させるための、⾼齢者住まいにおける「労務管理・職場環境改善セ
ミナー」（組織対応⼒、メンタルヘルス）等（H29新規事業） 8,831 （H29新規事業） ―

― 企業向け啓発事業

労働関係法令の周知・普及や労働環境の改善に向けたセミナー等の開催、労働条件等に関する
労働相談、福祉の就職フェアでの労働相談ブースの出展等
 【H28実績】 ・中小企業労働環境向上塾(セミナー)18回  ※すべての開催回数
         ・労働相談件数11,408件 ※すべての相談件数
         ・福祉の就職フェア労働相談・就労相談ブースでの相談件数  61件

25,399
※予算総額

― 介護職員処遇改善加算
【国制度】

介護職員の賃⾦の改善等を実施している事業者が取得できる加算
※H21介護職員処遇改善交付⾦⇒H24介護報酬（介護報酬処遇改善加算へ）⇒H27介護報酬改定（拡充）⇒
H29介護報酬改定（拡充）

ー

― 介護職員処遇改善加算
取得促進支援事業

事業者の介護職員処遇改善加算の取得促進のため、制度の周知・広報、事業所への助⾔・指
導等 21,944

―
施設型給付費等に係る処
遇改善等加算【国制度】

職員の平均勤続年数や賃⾦改善・キャリアアップの取組に応じた⼈件費の加算 ー

― 代替職員確保による実務
者研修支援事業

施設職員が介護福祉士の国家試験の受験に必要な実務者研修を受講する間の代替職員の雇
用に要する費用の一部を介護保険施設に対し補助（H29新規事業） 62,081 （H29新規事業） ―

― 職員の資質向上・職場定
着支援事業

小規模な事業所において、事業所ごとの研修計画の策定や研修主任の育成など、介護職員の資
質向上を図る体制づくりを支援
 【H28実績】 ・支援先事業所数11事業所

19,892 ●取組事業所の確保が困難（開設5年以内、職員19名以下という要件がネックになり、必
要性を感じながらも受け入れる事業所の発掘が難しい）

○府が主体となり広域的に実施する事業と、地域の実情に応じて市町村が
主体的に取り組む事業との整理
○役割分担に基づき、市町村が実施する事業への支援策の検討（市町村
域内での同期づくり、リーダー養成、地域での法人連携による階層別研修など）

― 職員研修支援事業 職員が必ず修得しておくべき知識・資質に関する研修の委託及び質の⾼い福祉サービスを享受でき
るよう、優れた人材の確保・育成に資する研修に補助 43,174

●広域自治体として実施すべき研修体系（人権や個人情報保護などのコンプライアンスに加
え、介護人材のキャリアアップに資する実践的プログラム）を中心に再編・再構築する必要があ
る。

○広域自治体の役割を踏まえ、人権研修など必須の基礎研修と、事業所内でのキャ
リアアップに直結する専⾨性の⾼いプログラムの2本⽴てに整理する⽅向で検討

取 組 分 野

●景気の回復に伴い、全産業で⼈⼿不⾜感が強まっていることから、福祉・介
護分野での求職登録者数や職場体験人数、就職人数等が減少
●福祉⼈材⽀援センターの認知度不⾜
●離職した介護⼈材の届出制度の認知度不⾜
●介護職場に対するマイナスイメージが広がっている
●特に若年層において、職業としての福祉・介護への理解不⾜

○ハローワークやシニア就業促進センターと共催での合同面接会の実施な
ど、これまでの取組みをさらに進め、より効果的な手法による事業実施
○地域介護人材確保連絡会議を発展させ、地域ごとに市町村が主体的に
人材確保に取り組む事業運営体制への誘導（事業メニューの検討を含む）
○介護のイメージアップのための各種広報・ＰＲの実施（国への働きかけを含
む）
○教育機関との連携を進め、若い世代からの介護の理解促進、魅⼒発信
事業の実施（⾼校へのアウトリーチ、教育委員会と連携しての若年層への働きかけなど）
○地域介護人材確保連絡会議の場を活用して、市町村教育委員会との
連携の推進
○離職した介護⼈材の届出制度について、さまざまな広報媒体の活⽤によ
り周知
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●処遇改善加算の将来的な担保
●処遇改善加算取得に向けた事業者支援 ○「処遇改善加算」の一層の改善、恒久的な措置に係る国への要望
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処遇改善

キャリアアップ研修
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