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埼玉県介護人材確保・定着推進協議会

埼玉県介護人材確保対策検討委員会

～未来を見据えた持続可能な介護現場
の実現を目指して～
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Ⅰ 策定の趣旨

○ 本県では、2020年の高齢化率は27.２%となっており、今後、全国トップクラスのスピードで７５歳以上の後
期高齢者が増加すると見込まれています。

○ 2025年以降、現役世代の減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人材の不足が大きな課題となります。
○ 国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、本県の６５歳以上の高齢者人口の割合は2035年まで増加する

一方、就業者数は、2040年には2018年と比較して、９３０万人の減少が見込まれています。
○ 人口構造が大きく変動していく中で、中長期に渡って安定した介護サービスを確保する必要があります。
○ 加速する高齢化と支える人材の減少が見込まれる中、介護現場がより質の高いサービスを継続して提供していく

ためには官民が一体となって取り組む必要があります。
○ このため、令和元年度から、介護事業者、職能団体、福祉系教育機関、経営者団体、行政等の関係機関による

「埼玉県介護人材確保・定着推進協議会」を開催し、それぞれが協力して取組のための指針を策定することといた
しました。

○ 策定に当たっては、介護業界全体の現状と現場の実態を反映するため、学識経験者、事業者団体及び関係機関で
構成する埼玉県介護人材確保対策検討委員会を設置し検討を行いました。

○ その後、新型コロナウイルス感染症の拡大は、介護現場に深刻な影響を及ぼしており、感染防止対策を講じなが
ら介護サービスを提供することが余儀なくされています。

○ 現下の状況を踏まえ、中長期的な視点から本県の未来を見据え、必要な施策を推進し持続可能な介護現場の実現
に向けた新たなビジョンとして「埼玉デザイン」を策定します。

埼玉県介護福祉士養成校連絡協議会
埼玉県介護福祉士会
介護労働安定センター 埼玉支部
埼玉県社会福祉協議会
埼玉県経営者協会

（事業者団体）
埼玉県
政令市（さいたま市）
埼玉労働局

（行政機関）
介護人材確保・定着推進協議会

埼玉県老人福祉施設協議会
埼玉県介護老人保健施設協会
埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会
埼玉県認知症ＧＨ・小規模多機能協議会

（関係団体）
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Ⅱ 位置づけ

２

国の介護現場革新会議基本方針を踏まえつつ、第８期高齢者支援計画に掲げる
「介護人材の確保・定着」について、関係主体が一体となって取り組むための
コンセプトを具体化したものである。

第８期高齢者基本計画に掲げる「介護人材確保・定着」
のポイント（抜粋）

地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保及び
業務効率化の取組の強化

○介護職員に加え、介護分野で働く専門職を含めた介護人
材の確保
○介護現場における業務仕分けや介護ロボット・ＩＣＴの
活用、元気高齢者の参入による業務改善など介護現場革新
の取組
○文書負担軽減に向けた取組

介護現場革新会議 基本方針（抜粋）

○介護現場の特性とマネジメントの重要性について
・人手不足の時代に対応したマネジメントモデルの構築

業務の洗い出し、切り分け・役割分担の明確化
・周辺業務における元気高齢者の活躍
・ロボット・センサー・ＩＣＴの活用

○介護業界のイメージ改善と人材確保・定着促進
・介護人材の定着促進

良好な人間関係の構築
結婚・出産・子育てをしながらでも働ける職場環境の整
備など

・新任介護人材の確保
年齢に応じた働きかけや理解促進

・高校生等の進路選択に当たり、介護職の魅力を認識し、
仕事として選択してもらえるような学校や進路指導教員
への働きかけ
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２
３

約２１１万人
（現状推移シナリオによる

供給見込み）

総合的な
介護人材確保
対策の取組

Ⅲ 背景 国の動向① 需給ギャップを埋めるための方針



Ⅲ 背景

２

国の動向② 目指す姿
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Ⅲ 背景

２

国の動向③ 生産性向上に向けた取組の加速

・介護ロボットの開発、導入支援、導入効果の実証、介護報酬への反映、データベース構築

◆介護現場革新会議 （H30～）

・介護保険事業計画に、人口構造を踏まえた中長期的な介護需要や業務効率化の取組を記載するよう規定

◆改正介護保険法（R2.6）

有識者議員提出資料「介護の生産性向上に向けた取組の加速」
・介護分野の文書の簡素化、標準化により負担を抜本的に軽減すべき。
・介護事業所内のＩＣＴ化の取組を加速すべき。
・ケアプランへのＡＩ活用、介護ロボット導入に資する人員配置見直しを大胆に後押しすべき。

◆経済財政諮問会議（R2.6）

介護サービスの生産性向上が議論された。論点として、
・介護分野の人手不足や介護サービスの需要の伸びに対応するため、テクノロジーを活用し、介護サービスの質と
生産性の向上を進めるべきではないか。
・今後、３：１の人員配置やさらなる生産性向上を実現するためには、ＡＩを活用したケア記録の自動化など、も
う一段のイノベーションが必要。このため、現場のニーズにあった機器の開発・実証を支援すべきではないか。

◆全世代型社会保障検討会議（R2.2）

５



Ⅳ 埼玉県の現状 需給ギャップ
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93,745

需要

115,875 

需給ギャップ

16,024 

供給

99,851 

埼玉県の介護職員数と需給推計

厚生労働省「2025年に向けた介護人材にかかる需給推計（確定値）について」
厚生労働省事務連絡「第７期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」を基に作成

２０２５年には介護職員１万６千人の需給ギャップが生じる見込み
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Ⅳ 埼玉県の現状 有効求人倍率
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介護職員の有効求人倍率は全業種より高い水準で推移
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Ⅳ 埼玉県の現状 介護職員の離職率
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介護職員の離職率は全業種と比較して高めの傾向で推移

介護事業所間での移動も多い
前職ありのうち、前職の仕事が介護関
係の仕事であった者の割合・・・35.3％

Ｒ元年度介護労働実態調査
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Ⅳ 埼玉県の現状 介護職員の給与

福祉施設介護員 決まって支給する現金給与額の推移

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を基に作成
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介護人材の
需要減

・健康長寿
・介護予防

・業務の切り分け
・ＡＩ・ＩCＴ化
・介護ロボット
・法人の連携

介護人材の
供給増

・人材の確保
・職員の定着
・イメージアップ

Ⅴ 目指すべき方向 需給ギャップの解消

要介護者
の減

生産性の
向上

介護人材
の増

需要

【これまで】

総合的な確保対策により、供給を押し上げて需給ギャップ
を解消

【今後】

総合的な確保対策により供給を押し上げるととも
に、ロボット・ＩＣＴの活用により需要を抑制して、
需給ギャップを解消

供給

協議会の取組

需要を減らす
取組
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Ⅴ 目指すべき方向 介護ロボットやICTを活用し、
介護の質の向上と効率化を両立

ロボットやＩＣＴで効率化

これまで これから

創造的な業務

定常的な業務

介護の質の向上

・自立に向けた支援

・利用者に寄り添い、人生を共に歩む

伴走型介護

・地域課題への取組

１１

縮小

拡大



Ⅴ 目指すべき方向
介護職の魅力と専門性を正しく伝える

～協議会の意見を踏まえて～

１ 実習時の印象が悪かったという学生が多い。
◎ 実習生をお手伝い代わりにしている施設が多いのではないか。
◎ 実習生の受入は施設にとって負担となるが、介護福祉士を目指す学生に対して介護の魅力を伝えられる
絶好の機会として活かしていく必要があるのではないか。

２ 学校の先生は、介護の仕事について「食事を食べさせる」「トイレに連れていく」「お風呂の世話が大変」
というイメージでよく理解されていない。

◎ 学校の先生に介護の仕事をよく理解していただく必要があるのではないか。

３ 中小規模の事業所が自前で人材確保・定着を進めることは難しい。
◎ 事業所間連携が必要なのではないか。

◆令和元年度 介護人材確保・定着推進協議会での意見

教員が生徒や親に介護の仕事をきちん
と紹介できるガイドブックを作成する
・介護の仕事の魅力と専門性
・将来性、安定性
・賃金、キャリアアップ、働きやすさ
・新聞等のインタビュー記事など

例２ 教員向け
ガイドブックの作成

受入施設の印象が介護職全体のイ
メージになる

仕事の厳しさや技術よりも、魅力
ややりがいを中心に伝える

例１ 施設の実習受入
体制の見直し

・法人間連携推進事業で積上げた
ノウハウを活用する
・参加者募集の広報など、改善を
要する点は見直す

例３ 合同面接会の実施

１２



学生・若者
教師・親

Ⅴ 目指すべき方向 介護の仕事のイメージを変えていく

●介護の仕事をより魅力あるものに変える
●介護職の真の姿を正しく発信する

～専門性・本当の魅力～

低賃金

低生産性
・人海的
・作業的

否定的
イメージ

現在

高賃金

高生産性
・クリエイティブ

・スマート

肯定的
イメージ

今後

介護ロボットやＩＣＴを活用し、
創造的な業務にシフトする

発信力

マネジメント力

体力
知力

コミュニケーション力

県老人福祉施設協議会
岡芹前会長
平成３１年１月３日
埼玉新聞インタビュー

業務をしっかり見直し、介護ロ
ボットやＩＣＴで省略化し、空い
た時間で利用者、お年寄りとのコ
ミュニケーションをきちんと図
る。

３大介護（おむつ交換、食事や入
浴の支援）だけでなく、利用者に
寄り添って人生を共に歩む伴走型
介護が本来の仕事でなければなり
ません。

企画力

従来
必要とされていた力

今後更に
必要とされる力

創造力

知力

コミュニケーション力

体力

IT技術力

質の高い次世代
の確保へ

寄り添う力

寄り添う力

＋
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Ⅴ 目指すべき方向
施策の体系

１ 人材の確保

３ 人材の定着

４ イメージアップ

（１） 雇用の推進

（２） 多様な人材の確保

（１） 質の向上・スキルアップ

（１） より良い職場環境の整備

（１） 対外的な魅力の発信

（２） 従業者への情報発信

○ 若年層（新卒者含む）の入職促進

○ 潜在介護職員の復職促進

○ 高齢者、女性等の入職促進

○ 外国人の受入環境整備

○ 事業所の採用活動の強化

○ 介護職員のキャリアアップ支援

○ 介護ロボットの導入促進

○ 介護事業所のＩＣＴ導入支援

○ 事業所の雇用管理の改善

○ 処遇改善に向けた支援

○ 魅力ある職場づくりの支援

○ 介護の仕事の理解促進

○ 介護の魅力発信

○ 介護に関わる機会の提供

○ 介護職員のモラール向上

○ 介護の科学的アプローチ

２ 生産性向上

○ 地域交流の促進
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Ⅴ 目指すべき方向 課題と取組項目

確保 生産性向上 定着 イメージアップ

課題

他業種と比較して高い有効求人倍率 機器を使いこなす技術の向上 入職３年未満の職員の高い離職率
依然として存在するネガ
ティブイメージ

将来必要な介護職員の増加と需給
ギャップの見込み

マネジメント力の向上 介護職員の身体的・精神的負担
特に親・教師が持つネガ
ティブイメージ

介護福祉士養成施設入学者の減少 提供するサービスの質の担保 提供するサービスの質の担保

取組
項目

若年層（新卒者含む）の入職促進 介護ロボットの導入促進 介護職員のキャリアアップ支援 介護の仕事の理解促進

高齢者の入職促進 介護事業所のＩＣＴ導入促進
離職防止（縦横のつながりの強
化）

介護の魅力発信

障害者の入職促進 有効活用に関する支援 事業所の雇用管理の改善 介護に関わる機会の提供

女性の入職促進 モデル事業の実施 処遇改善に向けた支援 介護職員のモラール向上

外国人の受入環境整備 業務の切り分けと介護助手の導入魅力ある職場づくりの支援 介護の科学的アプローチ

潜在介護職員の復職促進 管理者・施設長の意識改革 安心・安全な職場づくりの支援 地域交流の促進

事業所の採用活動の強化
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Ⅵ 推進体制
連携のイメージ

連携

企業

若年者自営業

求職者
失業者

学生

主婦
元気
高齢者

県

市町村

事業者団体

支援

経営者協会

連携

介護労働安
定センター

介護福祉士会

介護福祉士
養成校連絡
協議会

社会福祉協議会
（福祉人材
センター）

ハローワーク

養成・支援

介護施設・事業所

従事者 新規入職者
連
携

ICT導入・定着支援

養成・支援

国

参入

外国人

独自のアプローチ

各主体の役割を明確にし
連携しながら県全体の介護人材を確保
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Ⅵ 推進体制 各主体の役割

主体 役割

県

・本県の実情を踏まえた計画的かつ広域的な取組の推進
・行政、関係機関、介護事業者、職能団体、養成機関、経済団体で構成されるプラットフォームを形成し、それぞれの連
携の場の構築
・地域医療介護総合確保基金等を活用した介護人材の確保促進、生産性向上の推進、資質の向上、定着促進、イ
メージアップなどの取組

市町村
・地域の実情を踏まえた計画的な取組の推進
・地域における事業者間の連携の支援

介護事業者

・職員のキャリア形成の支援
・生産性向上、業務の切り分けの実践
・マネジメント力・経営力・人材育成力の向上推進
・業界全体のイメージアップの推進

事業者団体
・行政及び関係機関等の連携及び情報共有
・業界全体のイメージアップの推進（再掲）

介護福祉士養成校
介護福祉士養成校連絡協議会

・教育の質の向上の推進
・職能団体・介護事業者などと連携し、介護職の専門性に関する情報発信

介護福祉士会
・介護の専門性及び魅力発信による社会的評価の向上の促進
・介護人材のネットワークの構築

埼玉労働局（ハローワーク）
社会福祉協議会

・それぞれの機能に応じた介護人材のマッチングの強化
・資格取得支援や貸付などの、マッチングと合わせた取組の推進
・定着を目的とした研修会の実施

介護労働安定センター
・職員のキャリア形成、働きやすい職場づくりなど、職員定着を図るための総合的支援
・関係団体、関係機関との連携の促進

企業
経営者協会等の経済団体

・社会全体の問題であるという意識の醸成
・従業員に対する介護職への理解促進 １７



Ⅵ 推進体制 各構成員の取組 の人材の確保

県の取組 各構成員の主な取組 今後の展開

新しい生活様式にマッチした取組

・介護職員の雇用推進

・介護職就職支援金の貸付け

・生活スタイルに合わせた働き方を希望する
者への介護助手への就労支援

・元気な高齢者の就労支援

・離職した介護職員の復職支援

・優良事業所の認証

・外国人の受入環境整備

・市町村（地域）における取組の支援

・失業者や生活困窮者への就労支援の強化

・メディアやＳＮＳを活用した取組の実施

・若年層（新卒者）へのアプローチ

・若年層確保のための親・教員へのアプ
ローチ

・企業退職者へのアプローチ

・介護労働講習（実務者研修含む）の実施（安定セ）

・地域の就職フェア、就職相談会、合同面接会の実施

・外国人導入成功例の周知、勉強会の実施（団体、社協）

・定住外国人の受入支援、マッチングの実施（社協）

・中小介護事業所への人材確保に向けた雇用管理改善支援（安定セ）

・事業所への無料相談の実施（安定セ）

・マッチング機能の強化（ハローワーク・社協）

・小規模法人の地域貢献活動・人材確保の支援（団体、事業者）

・外国人介護職員に対する育成支援・成功例の共有等（団体、事業者）

・多様な人材のターゲット別相談会の開催（社協）

・離職した中高年齢者等の復職支援（社協）

・大学等との連携による学生の就職支援（社協）

・実務者研修から受講生募集活動へのスムーズな移行（安定セ）

・業務の切り分けと介護助手の導入（事業者等）

主な取組

今後の展開
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Ⅵ 推進体制 各構成員の取組 生産性向上

県の取組 各構成員の主な取組 今後の展開

新しい生活様式にマッチした取組

・介護ロボットの普及促進（再掲）

・ＩＣＴの導入による業務の効率化（再掲）

・記録、情報共有、請求業務までの一連の
工程の処理を可能とするソフトの導入

・業務の切り分け及び介護助手の有効活用
による介護職員の負担軽減

・業務の再構築、介護ロボットの導入、施設
での情報共有により生産性の向上を図るス
マート介護モデル施設事業の実施

・介護すまいる館での介護ロボットの展示、介護ロボットの開発・実
証・普及のプラットフォームの運営（社協）

・介護福祉士養成校の授業に介護ロボット・ICT・生産性向上について
学べるカリキュラムを取り入れる。（養成校）

・介護ロボット及びICT等を使いこなし、ケアの質を上げる未来の介護
福祉士像の提案（介護福祉士会等）

・現場の意見を踏まえた、介護ロボットやICTを活用した取組の推進

・業務の切り分けと介護助手の導入（事業者等）

主な取組

今後の展開
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Ⅵ 推進体制 各構成員の取組 じ人材の定着

県の取組 各構成員の主な取組 今後の展開

新しい生活様式にマッチした取組

・介護職員の資格取得支援

・介護人材バンクによる代替職員の紹介

・新任介護職員を対象とした研修や交流会の実
施

・人材の確保・定着に係る経営者や中堅職員向
けた研修の実施

・介護ロボットの普及促進（再掲）

・職員への感謝の気持ちを伝えるハートフルメッ
セージの取組

・事業所におけるハラスメント対策の推進

・ＩＣＴの導入による業務の効率化（再掲）

・業務の切り分け及び介護助手の有効活用によ
る介護職員の負担軽減（再掲）

・リモート研修や出前講座等を活用した

ＯＪＴの推進

・緊急事態が発生した場合の応援職員派遣の
仕組みの構築

・若手経営者候補向け研修、女性リーダー研修等研修の実施（団体）

・キャリアアップ講習会、能力開発セミナー等の実施（安定セ）

・認知症、喀痰吸引、医療的ケア等の講習会の実施（安定セ）

・職種別専門研修の実施（団体）

・多職種チームケア研修の実施

・その他各種研修の実施

・キャリア形成の支援に向けた階層別の受講モデルの提示（社協）

・事業所への無料相談の拡充と専門家の発掘（安定セ）

・魅力ある施設・事業所の好事例の共有（団体・事業者）

・地域包括ケアシステムの構築に向けた訪問系サービスを担う人材の
一層の育成

・ハラスメント対策等の研修の実施（団体・事業者）

・地域共生社会を見据えた複雑化・複合化した支援ニーズに対応する
人材の育成

主な取組

今後の展開
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Ⅵ 推進体制 各構成員の取組 イメージアップ

・介護の魅力ＰＲ隊による学校や県外への
訪問

・永年介護職員への勤続表彰

・介護職員合同入職式・表彰式の開催

・職員への感謝の気持ちを伝えるハートフル
メッセージの取組（再掲）

県の取組 各構成員の主な取組 今後の展開

新しい生活様式にマッチした取組

・若年層（新卒者）へのアプローチ（再掲）

・若年層確保のための親・教員へのアプロー
チ（再掲）

・企業退職者へのアプローチ（再掲）

・メディアや動画配信などを活用した若者へ
の魅力発信

・中学校、高校での介護体験の実施（出張介護授業）（社協）

・中学生のボランティア体験学習の実施（老施協）

・中高生向けガイドブックの作成・配布（社協）

・教員免許取得のための介護等体験の実施

・俳句・作文コンクールの実施

・事業所が行う地域交流への補助、「子ども１１０番の家」の協定など
地域とのつながりを構築（老健協）

・教育現場に対するイメージアップ（団体、事業者）

・若者をターゲットにした広報（リスティング広告、ＳＮＳの活用など）

・小中学生、父母、教員への福祉と触れ合う機会の増大（安定セ）

・マスコミを利用してのイメージアップ（介護職のドキュメンタリーフィル
ム作成など）（安定セ）

・施設の実習担当者を集め、実習に何をしてもらい、何を伝えるかな
ど、実習の効果を高める研修会・勉強会を実施する（団体・事業者）

・地域に開かれた施設の取組の推進（事業者・市町村）

・小学生のうちから介護について学ぶ機会の提供（事業者・市町村）

主な取組

今後の展開
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介護人材確保・定着推進協議会の運営

埼玉県老人福祉施設協議会
埼玉県介護老人保健施設協会
埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会
埼玉県認知症ＧＨ・小規模多機能協議会
埼玉県介護福祉士養成校連絡協議会
埼玉県介護福祉士会
介護労働安定センター 埼玉支部
埼玉県社会福祉協議会
埼玉県経営者協会

関係団体

埼玉県
政令市（さいたま市）
埼玉労働局

行政機関

介護人材確保対策検討委員会

県市町村連絡会議

介護職員しっかり応援プロジェクト

埼玉県・市町村

学識経験者、埼玉県老人福祉施設協議会、埼玉県介護老人
保健施設協会、埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会、埼玉県
認知症ＧＨ・小規模多機能協議会、埼玉県介護福祉士養成
校連絡協議会、介護労働安定センター 埼玉支部、埼玉県社
会福祉協議会、埼玉県

埼玉県老人福祉施設協議会、埼玉県介護老人保健施設協会、
埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会、埼玉県認知症ＧＨ・小規
模多機能協議会、埼玉県社会福祉協議会、埼玉県

県及び市町
村の連携と
情報共有

課題の整
理と施策
の検討

県と関係団
体が連携し
た魅力ある
職場づくり
の推進

Ⅵ 推進体制
全県的な取組体制の構築
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Ⅶ おわりに

２３

「埼玉デザイン」は、協議会及び検討委員会における各構成員からの様々な意見を参考に素案を作成し、新型
コロナウイルス感染症拡大という未曽有の状況の中、検討委員会において検討を行い、協議会の承認を得て策
定した。
今後、本デザインを基本とし、各構成員が連携して介護人材の確保・定着の取組を進めるものである。

埼玉県介護人材確保・定着推進協議会

遠井美智子 埼玉県老人福祉施設協議会 会長

小川 郁夫 埼玉県介護老人保健施設協会 会長

松本 賢一 埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会 幹事

布田 幸代 埼玉県認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･小規模多機能協議会 会長

岡田 圭祐 埼玉県介護福祉士養成校連絡協議会 委員長

町田 晴美 埼玉県介護福祉士会 会長

清水 昭彦 介護労働安定センター埼玉支部 支部長

上木 雄二 埼玉県社会福祉協議会 副会長

廣澤 健一 埼玉県経営者協会 専務理事

渋沢 修一 厚生労働省埼玉労働局職業安定課長

横川 康夫 さいたま市長寿応援部参事兼介護保険課長

◎金子 直史 埼玉県福祉部地域包括ケア局長

埼玉県介護人材確保対策検討委員会
◎菊池いづみ 日本社会事業大学 教授

野溝 守
埼玉県老人福祉施設協議会 副会長

池田 徳幸

内田三千則 埼玉県介護老人保健施設協会 理事

大塚 洋幸 埼玉県在宅福祉事業者連絡協議会

布田 幸代 埼玉県認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･小規模多機能協議会 会長

岡田 圭祐 埼玉県介護福祉士養成校連絡協議会 委員長

清水 昭彦 介護労働安定センター埼玉支部 支部長

石山 英雄 埼玉県社会福祉協議会 次長

和泉 芳広 埼玉県福祉部社会福祉課長

岸田 正寿 埼玉県福祉部高齢者福祉課長

「◎」は会長・委員長


