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１ 現状と課題（総括） 

 高齢化の進展により要介護高齢者の数も増加する一方、担い手となる若年層は減

少していることから、介護人材の確保は多くの事業所に共通する課題となってい

る。 

 介護職員の採用状況について、令和元（2019）年度に県が実施した介護人材実態

調査によると、事業所側の採用希望人数に対する実際に採用できた人数の割合は

71.2％であり、平成28（2016）年度調査の88.9％から大きく低下していることか

ら、介護職員の確保がより困難になっている実態がうかがえる。事業所に勤務す

る看護職員についても同様な状況にある。 

 また、自己都合により離職した職員のうち、勤務年数が３年未満であった者の割

合が正規職員で５割、非正規職員で６割となっており､早期離職をする職員の割

合が高い状況にある。 

 国の推計ツールをにより算定した令和７（2025）年に必要となる介護職員数は約

17,600人であり、今後の生産年齢人口の減少などを踏まえて推計した供給見込数

と比較すると、約460人の不足が見込まれる。 

 採用者数については一定程度確保されているが、介護人材の需要や事業者側の希

望人数も増加しており、介護サービスの質を維持・向上するためにも、介護職の

イメージアップ、早期離職防止、人材育成等、介護人材の確保に向けた様々な方

策を講じていくことが求められる。 

 併せて、介護職員の負担を軽減することも重要であり、介護ロボットやＩＣＴの

導入、業務仕分け、文書事務の軽減等、業務効率化のための取組みを推進してい

く必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本章の目標（目指すべき姿） 

介護人材の確保や介護職場の業務効率化によって介護サ

ービスの質を維持・向上する 
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図表８－１ 介護職員のうちの介護福祉士数・割合の推移 

 
資料 厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」 

      平成25年度までは県独自集計、平成26年度以降は厚生労働省発表 

      ただし、介護福祉士数は県独自集計 

    

図表８－２ 県内介護福祉士養成校の入学者数推移 

  

 

図表８－３ 介護職員の需給推計 
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（人）

介護福祉士
介護職員
介護福祉士割合

（単位：人）

H27年度 28年度 29年度 30年度 R1年度 ２年度

195 195 215 195 135 105

103 84 74 57 73 59

52.8% 43.1% 34.4% 29.2% 54.1% 56.2%

資料：島根県高齢者福祉課(定員数は養成校が募集を停止した年度は除く）

定員数 (a)

入学者数 (b)

充足率 (b)/(a)

（単位：人）

実績

元年度 5年度 7年度

48,557 49,221 49,946

需要 17,534 17,632

供給 17,131 17,171
資料：要介護認定者数＝　実績：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（令和元年10月末）

　　　　　　　　　　　　推計：各保険者推計による

    ※要介護認定者数は第１号被保険者、第２号被保険者の合計

　　　介護職員数　　＝　実績：厚生労働省発表による

(令和3年3月現在)

推計

要介護認定者数

介 護 職 員 数 16,760

　　　　　　　　　　　　推計：厚生労働省が作成した介護人材需給推計ワークシートにより算定したもの
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図表８－４ 過去１年間の介護職員の事業所側採用希望人数と採用できた人数 
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資料：介護･障がい福祉人材の確保･定着に関する実態調査(介護分野)（島根県独自調査） 

※県内の介護・福祉現場における人材確保の実態や就労動向等を把握するため、介護サー

ビス施設、事業所を対象として行ったアンケート調査 

H28 対象事業所 1,168事業所、回答事業所 823事業所 

R1  対象事業所 1,114事業所、回答事業所 943事業所 
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２ 介護の仕事のイメージアップ（意識啓発） 

（１）介護職のイメージアップ 

【現状と課題】 

 介護職について、「夜勤などがあり、きつい仕事。給料が安い」など一面的な見

方が流布され、マイナスイメージが生じ人材確保の阻害要因となっているとの指

摘もあることから、労働環境の改善を進めるとともに、介護職の社会的意義や職

員自身にとってのやりがいについて広くＰＲし、イメージアップを図っていく必

要がある。 

 

【方策】 

 介護の仕事が社会にとってなくてはならないやりがいに満ちた仕事であること

を、「介護の日」のイベント等の機会や、動画、ＳＮＳなどの様々な媒体を活用

して発信していく。 

 

〔参考〕介護の仕事のイメージアップ広報 

介護や介護の仕事の魅力を感じ、介護への理解を深めてもらうための動画を公開(以下は現

在公開中の動画)。 
 

「中高生介護ふれあい体験」 

  島根県が実施している県内在住の中学生・高校生を対象とした「介護の職場体験」の様子

を伝える。 
 

「介護の仕事～やりがいと誇り～」 

介護現場で働く現役スタッフが、介護の仕事に就いた「き

っかけ」や介護の仕事に対する「ほこり」について語る。 

 

 

 

「ロボットで広がる介護現場」 

  介護現場にロボットを導入した施設を取材し、島根県の介護の仕事がどのように変わって

きているのかを伝える。 
 

「しまねの介護『プロフェッショナル編』」 

介護の仕事のやりがいやプロとしての心がまえ、利用者との交流などを取り上げ介護の仕

事の魅力を伝える。 
 

「しまねの介護『親子編』」 

親子でそれぞれ介護分野で活躍する職員を紹介し、介

護分野に就職したきっかけ、親子の触れ合いやお互いを

思う気持ち、利用者の声を通じて介護の仕事の魅力を伝

える。 

 

 

 

「しまねの介護『高校生編』」 

福祉を専門的に学べる高校での実習風景、生徒が感じる介護の魅力、実際に介護現場で活

躍する卒業生などを取り上げ、高校で福祉を学ぶ価値や介護の仕事自体の魅力を伝える。 
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〔参考〕介護職員の声 

（平成29（2017）年度島根県福祉・介護人材ネットワーク会議によるアンケート） 

[設問：福祉業務に従事する一番の喜びは何だと思いますか？] 

 

「つらい仕事ですが､利用者の方に『ありがとう』『あなたの笑顔で元気になる』など､ちょ

っとした言葉でもこの仕事について良かったと思える」 

 

「自分の関わりや援助により、利用者の方が喜んで下さったり、笑顔を見ることが、また、

自分のモチベーションアップになる」 

 

 

（２）中高生への介護職場の理解促進 

【現状と課題】 

 県内高等学校の新規学卒者で、介護分野への進学や就職をする学生は減少が続い

ていたが、近年持ち直しの動きも見られる。将来にわたって、介護人材を確保す

るためには中高生に身近な仕事の一つとして介護の職場に関心を持ってもらう

ことが重要である。 

 市町村及び市町村社会福祉協議会等による出前講座等を通じ、学校への理解も進

めつつある。 

 

図表８－５ 高校卒業生の養成校進学及び介護分野への就職の状況 

 

 

【方策】 

 中高生など若い段階から介護職場への理解を深めることが必要であり、中高生が

夏休み中に介護職場を訪問し、仕事を見学したり介護を体験する職場体験事業や、

様々な媒体により介護の仕事の魅力ややりがいを伝える取組みを進めていく。 

 また、引き続き県教育委員会とも連携し、中高生に介護の仕事の魅力ややりがい

を伝える取組みを進めていく。 

 保護者や教員の介護職に対する理解が進むことにより、中高生の理解や関心も深

まることから、あらゆる機会を通じ啓発媒体の活用を進めていく。 

 

 

  

卒業総数 養成校進学 うち（県内） うち（県外） 介護分野就職 うち（県内） うち（県外）

H25 6,488 81 64 17 74 55 8

H26 6,521 70 48 22 78 58 19

H27 6,203 62 40 22 66 55 11

H28 6,313 56 44 12 42 32 10

H29 6,329 35 26 9 44 38 6

H30 6,335 32 20 12 52 46 6

R1(予定) 6,181 41 30 11 56 51 5

卒業総数 養成校進学 うち（県内） うち（県外） 介護分野就職 うち（県内） うち（県外）
H25 6,488 81 64 17 74 55 8

H26 6,521 70 48 22 78 58 19

H27 6,203 62 40 22 66 55 11

H28 6,313 56 44 12 42 32 10

H29 6,329 35 26 9 44 38 6

H30 6,335 32 20 12 52 46 6

R1(予定) 6,181 41 30 11 56 51 5

資料：令和元年度県内高等学校及び介護福祉士養成施設向け進学・就職等状況調査（島根県独自調査）   
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３ 多様な人材の確保・人材の育成 

（１）若い人材の確保 

【現状と課題】 

 県内高等学校の新規学卒者で介護分野への進学や就職をする学生は減少が続い

ていたが、近年持ち直しの動きも見られる。一方で、介護職場の職員の年齢層は、

正規職員では30～40代が多くなっており、20代が他の年齢層に比べて少ない。 

 新卒者の介護福祉士養成施設への進学、福祉職場での就労につながるよう、介護

職場への理解促進に努めることが必要である。 

 

図表８－６ 介護職員の年齢階層別構成割合 

 

 

【方策】 

 中高生が夏休み中に介護職場を訪問し、仕事を見学したり介護を体験する職場体

験事業等を引き続き実施する。 

 介護福祉士養成施設への進学者の確保・増加に向けて､一定期間介護職として県

内で就労した場合に返還が免除される修学資金の貸し付けなどの取組みを引き

続き進める。 

 

（２）介護人材のすそ野の拡大 

【現状と課題】  

 生産年齢人口が減少していく状況において、中高年齢者や子育てが一段落した方

など、介護の仕事に関心がありそうな多様な層にアプローチし、介護職場の参入

者のすそ野の拡大を図っていく必要がある。 

 県では、介護分野への新規就労者のすそ野の拡大を図るため、介護未経験者に対

して基本的な技術や知識を学ぶことができる基礎的な研修「介護の入門的研修」

を実施しており、令和元（2019）年度からは市町村等がこの研修を実施する場合

に、県が補助することとしている。この研修の受講により、実際に就労につなが

っている。 

 

資料：令和元年度介護･障がい福祉人材の確保･定着に関する実態調査(介護分野)（島根県独自調査）   

正規職員

(6,015人) 

非正規職員 

(4,436人) 
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【方策】 

 「介護の入門的研修」について、住民に身近なところで介護の知識や技術を学ぶ

機会を設けるとともに、地域の介護職場における人材の確保につながる取組みと

なるよう、引き続き市町村等での実施を働きかけ、多様な人材の参入の促進を図

っていく。 

 

（３）外国人人材の確保 

【現状と課題】  

 県内では、ＥＰＡ（経済連携協定）や技能実習による外国人の職員が雇用されて

いる事業所もある。また、介護福祉士養成施設における外国人留学生も増加して

いる。 

 平成31（2019）年４月からは在留資格「特定技能」での外国人材の受入れの制度

が創設されているが、県内においては令和２（2020）年９月時点で該当事例はな

い。 

 外国人の雇用について、「関心がある」という声もある一方、利用者とのコミュ

ニケーションや文化、風習の違いについての不安の声も聞かれる。また、外国人

に対する学習や生活の支援を行う体制が不十分なため、円滑な就労、定着につな

がるよう環境整備が必要である。 

 

【方策】 

 外国人の円滑な就労、定着につながるよう、介護事業所、養成施設等の意見も聞

きながら、「外国人介護人材受入施設環境整備事業」を活用した日本語学習等の

事業の助成や修学資金の貸し付け等、必要な支援を行う。 

 また、外国人住民受入は介護分野だけの課題ではないことから、他の分野も含め

た「外国人の受入・共生に関する連携会議」を設置し､全庁的に取り組んでいく。 

 

（４）人材育成 

【現状と課題】 

 要介護者の増加や医療依存度の高い高齢者の増加が進む中、様々なニーズに対応

したサービスの質の確保のため、介護に携わる職員の資質の向上が求められる。 

 職員のモチベーションを維持し、介護人材の離職防止、定着を図る上でも人材育

取組事例 安来市での入門的研修の実施 

安来市では介護人材の裾野の拡大に向けて、

市内の介護施設で働く介護資格を所有してい

ない職員の方やボランティアの方を対象に島

根総合福祉専門学校において、20名を定員とし

て３日間の研修を実施。 

・平成30（2018）年は19名参加 

※令和元（2019）年は27名の応募があった 

 が新型コロナウイルス感染症拡大防止の 

ため中止 
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成の視点が重要であり、職場内の職員全体がひとつのチームとして機能するよう

事業所の責務として取り組まれる必要がある。 

 介護サービス事業者は､介護従事者の資質向上のために、職員が外部の研修機関

や職場内で実施される研修に参加する機会を計画的に確保することとが求めら

れており、現場における研修実施のニーズは高い。 

 

【方策】 

 医療介護総合確保基金を活用した事業等を通じて、事業者団体、職能団体や保険

者が行う資質向上研修の支援、実務者研修を受講する際の代替職員の確保のため

の支援など、人材育成のための施策を行う。 

 介護の現場において、サービスの質の向上に向けた技術の習得や、キャリアアッ

プのための職場内における研修体制構築に向けた支援を継続する。 

 医療依存度の高い高齢者が介護サービスを安心して受けられるよう、喀痰吸引等

の医療的ケアに係る研修の実施により介護職員の資質の向上に向けた取組みを

進める。 

 

（５）認証評価制度 

【現状と課題】 

 認証評価制度については、事業者の人材確保・育成や労働環境改善の状況の「見

える化」につながることから、人材確保に有効な制度であるとして、国において

も推進されている。一方で、事業者の制度への参加をどのようにして促していく

かも課題である。 

 

【方策】 

 認証評価制度の導入について、県内の関係団体等の意見を聞きながら、他県の取

組み状況なども参考にし検討していく。 

 

（６）関係機関との連携 

【現状と課題】 

 介護人材の確保に向け、地域の関係者と連携して、総合的な取組みを進める必要

がある。 

 

【方策】 

 介護サービス基盤の整備とともに必要となる人材の確保に向け、「島根県福祉・

介護人材確保推進会議」や市町村・保険者との意見交換会などを通じて、関係機

関との情報共有や協同事業の実施など、地域の関係者と連携した取組みを進めて

いく。 
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４ 人材の定着 

（１）早期離職の防止 

【現状と課題】  

 県が実施した介護人材実態調査では、自己都合を理由に離職した職員の勤続年数

を見ると、３年未満の職員が正規職員で約５割、非正規職員で約６割となってい

る。早期離職は前回３年前の調査より改善してはいるが、引き続き職員の離職防

止、人材育成を含めた人材定着のための方策が必要となる。 

 正規職員の離職理由は、「職場の人間関係」と回答している事業所が最も多くな

っており、職員の定着のために、仕事の面だけではなく精神面でのサポートが重

要である。 

 

図表８－７ 過去１年間の全職員の離職状況 

 

 

図表８－８ 過去１年間の正規職員の離職理由 

    

 

正規 

非正規 

資料：令和元年度介護･障がい福祉人材の確保･定着に関する実態調査(介護分野)（島根県独自調査） 

   

資料：令和元年度介護･障がい福祉人材の確保･定着に関する実態調査(介護分野)（島根県独自調査） 
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【方策】 

 新人職員に寄り添い、仕事の面だけではなく精神面でのサポート体制が各事業所

で構築されるよう、新人職員を支援する先輩職員であるエルダー・メンターの養

成など、引き続き研修事業等を通じ働きかけていく。 

 介護経験の浅い介護職員が初任者研修を受講することにより介護の仕事への定

着につながるよう、事業所への支援を行う。 

 介護職場における職員の離職防止、定着につながるよう、相談支援等について介

護労働安定センター等の関係機関と連携して取り組む。 

 

〔参考〕介護職員の声 

（平成29（2017）年度島根県福祉・介護人材ネットワーク会議によるアンケート） 

[設問：仲間の職員（身近な福祉職員）の「いいな・すごいな」と思うことは何ですか？] 

 

「日々のケアだけにとどまらず、チーム一丸となって取組みを実践し、成果を出し、利用者

の生活の質の向上を図っていること」 

 

「利用者とうまく人間関係を築いて喜びに転化できる人間性や職場の同僚等と関係を築い

てスクラムを組めるコミュニケーションスキル」 

 

 

（２）離職者の再就職対策 

【現状と課題】 

 介護福祉士やホームヘルパー等の資格を持ちながら介護分野に就労していない

方に対して、介護職場の求人情報等の提供を行うことにより就労につなげていく

必要がある。 

 平成29（2017）年に離職介護福祉士等届出制度が始まったが、届出は必ずしも十

分でない現状がある。 

 

【方策】 

 離職介護福祉士等届出制度の周知を図るとともに、再就職支援コーディネーター

の配置による離職者の支援等を引き続き行う。また、求職者の希望に沿った福祉

職場を紹介し、働きやすい職場づくりに向けた助言により求人求職双方のマッチ

ング機能を支援する事業等についても、併せて福祉人材センターを中心に行って

いく。 

 再就職に必要となる転居に要する経費や必要となる事務用品などの経費の貸付

事業により、再就職の支援を行っていく。 
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〔参考〕離職介護福祉士等届出制度 

社会福祉法の改正により、平成29（2017）年４月１日から介護福祉士資

格を有する者は、離職時に都道府県福祉人材センターに届出ることが努力

義務となった。 

福祉人材センターに届出、登録することで、介護に関わる最新情報の提

供や研修によるスキル維持・向上のサポートを受けることができ、就職の

意向を持つ者には、最適な就業場所の紹介などの支援を継続して受けるこ

とができる。 

 また、努力義務ではないが、就業中でも介護福祉士資格を有する者は届出ができるほか、

介護職員初任者研修、介護職員実務者研修、旧ホームヘルパー養成研修1級・2級課程、旧介

護職員基礎研修の修了者も、届出により支援を受けることができる。 

 

（３）処遇改善 

【現状と課題】 

 県が行った実態調査では、事業者が安定的な事業所の運営のために必要な取組み

は「賃金の改善」、国や県の必要な施策は「介護報酬の見直し」となっており、

今働いている職員が定着していくための処遇改善を求めていくことが必要とな

る。 

 

図表８－９ 安定的な事業所の運営を図っていくために取り組まなければならないと 

考えているもの（複数回答） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：令和元年度介護･障がい福祉人材の確保･定着に関する実態調査(介護分野)（島根県独自調査） 
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図表８－10 安定的な人材の確保と事業の安定運営のために国・県に必要な施策等 

（複数回答） 

 

 

【方策】 

 介護職員としての職位や職責を意識し、介護現場で働く意欲を高めてもらえるよ

う、処遇改善加算、特定処遇改善加算の適正な実施を図る。 

 介護に携わる職員全体の処遇底上げにつながるよう、適正な介護報酬の設定につ

いて引き続き国に働きかけを行う。 

 

  

資料：令和元年度介護･障がい福祉人材の確保･定着に関する実態調査(介護分野)（島根県独自調査） 
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５ 介護現場革新 

（１）介護ロボット、ＩＣＴの活用 

【現状と課題】 

 生産年齢人口が減少していく中、確保できる介護人材には限界があるため、職場

環境改善などにより業務効率化を図る介護現場革新を併せて進めていくことが

必要である。 

 具体的な取組みとして、介護ロボットの導入による身体的な負担の軽減、ＩＣＴ

の活用による介護サービスに係る記録や書類の電子化等を進めていく必要があ

る。 

 介護ロボット・ＩＣＴを導入した事業所では、「業務が効率的にでき、直接の介

護に時間をかけることができる」「サービスの質の向上につながっている」との

声が聞かれ、導入の効果が着実に見えつつある。 

 また、ＩＣＴを導入することで、家族による面会や関係者間の情報共有等をオン

ラインで行うことが可能となり、感染症対策としても有効である。 

 

【方策】 

 介護ロボットやＩＣＴは、介護職員の身体的な負担の軽減や業務の効率化などに

有効であること、さらにサービスの質の向上にもつながることから、導入に要す

る経費の一部を補助する等の支援を引き続き行う。 

 介護ロボットやＩＣＴを導入している事業所や施設の取組みを情報共有しなが

ら、全県への導入を促進していく。 

 

図表８－11 介護ロボット等導入支援事業による介護ロボット導入事業所数 

 

 

 

 

（単位：ヵ所）

H28年度 29年度 30年度 R1年度

3 9 9 13

資料：島根県高齢者福祉課

導入事業所数

取組事例 介護ロボットの導入（大田市 特別養護老人ホームしおさい） 

令和元（2019）年度に大田市の特別養

護老人ホームしおさいでは、ベッドから

車いすなどへの移乗を支援するロボッ

ト「移乗サポートロボットＨｕｇ」を導

入された。 

移乗支援のロボットにより，二人で抱

え上げてケアをしていたものが、一人で

できるようになり負担軽減を図ること

ができたなどの感想が聞かれている。 

また自動的に体を持ち上げることができることから介護中に利用者と会話ができ、利

用者の安心や介護の質の向上にもつながっている。 
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（２）文書負担軽減の取組み 

【現状と課題】 

 業務効率化の観点から介護分野の文書に係る負担の軽減が求められており、提出

書類の削減等を進めていく必要がある。 

 

【方策】 

 国においては、介護分野の文書について負担軽減を図るため、文書の簡素化、標

準化等を図ることとしており、この取組みについて介護事業者、市町村への情報

提供を行う。 

 

（３）業務仕分け 

【現状と課題】 

 介護職場において、ベッドメイキングや食事の配膳といった業務と介護専門職が

担うべき業務を切り分け、介護職員が利用者のケアに特化できる環境を整備する

業務仕分けの検討をする必要がある。 

 

【方策】 

 介護専門職が利用者のケアに特化できる環境を整備する観点から、業務を洗い出

した上で業務の切り分けと役割分担等により、業務整理を行い、例えば周辺業務

を地域の元気な高齢者に担ってもらうといった取組みについて情報提供を行う

など支援を行っていく。 

 介護未経験者や入門的研修を修了した人たちが、介護現場への参入につながるよ

う、介護人材のすそ野を拡げる取組みを継続していく。 

 

（４）小規模法人のネットワーク化 

【現状と課題】 

 小規模法人においては、職員体制の脆弱性などから、単独では取組みを実施する

ことが困難な状況にある場合がある。 

 

【方策】 

 合同面接会や合同研修会などによる福祉・介護人材の確保・定着に向けた取組み

などについて、情報提供などを行っていく。 
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６ 指標の設定 

 本章に記載した方策に係る取組みの進捗を管理し、目標の達成状況を評価するた

めの指標を以下のとおり設定する。 

  

【本章における目標（目指すべき姿）】※本章冒頭（121ページ）の再掲 

 

 

 

 

 

  【指標】 

指標 現状 目標 備考 

介護職員数 16,760人 

（R1年度） 

17,534人 

（R5年度） 

厚生労働省調査によ

る 

※目標値は、厚生労

働省作成の介護人

材需給推計ワーク

シートによる需要

数 

入門的研修受講者のうち就労

した人数 

９人  

（R1年度） 

30人増  

(R3～5年度 

累計) 

実施市町村への調査

により把握 

県の補助金を活用して介護ロ

ボット・ＩＣＴを新たに導入し

た事業所数 

40事業所 
ロボット 

34事業所 

ＩＣＴ 

 6事業所 

(R1年度末 

時点累計） 

60事業所増 

(R3～5年度 

累計） 

新たに導入した事業

所のみを計上（過去

に補助金を活用して

導入した実績がある

事業所が再度導入す

る場合は含まない） 

 

 

介護人材の確保や介護職場の業務効率化によって介護サービ

スの質を維持・向上する 

 


