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実践キャリア・アップ制度 専門タスク・フォース 

介護人材ワーキング・グループ 

第１回議事録 

 

 

開催日時：平成 22 年 12 月７日（火） 10:30～12:30 

場  所：合同庁舎４号館 12 階共用 1208 特別会議室 

出 席 者： 

大久保主査、田中滋座長、今村委員、岡委員、亀山委員、河原委員、北村委員、小林委員、

砂原委員、高橋委員、田中雅子委員、筒井委員、中島委員、中山委員、武居委員代理平田)

様、藤井委員、山田委員 

〈事務局〉内閣府神田大臣官房審議官（経済財政運営担当）、内閣府藤原参事官（経

済財政運営担当付産業雇用担当） 

 

主な議題： 

  （１）「論点整理」に向けて 

（２）その他 

 

議事： 

○藤原参事官  

お一方、まだお見えでございませんけれども、定刻になりましたので、ただいまより「実

践キャリア・アップ制度 専門タスク・フォース」の下に置かれました「介護人材ワー

キング・グループ」の第１回会合を開催させていただきたいと思います。 

  本日はお忙しい中、御参集をいただきまして、誠にありがとうございます。 

  まず、専門タスクフォースの主査でいらっしゃいます内閣府参与・リクルートワーク

ス研究所長の大久保幸夫様より一言ごあいさつをいただきたいと思います。主査、よ

ろしくお願いいたします。 

○大久保主査  

ただいま御紹介いただきました大久保でございます。よろしくお願いいたします。 

  今回の実践キャリア・アップ戦略ということでございますが、新成長戦略の中に位置

づけられた雇用創出を伴う人材育成のプロジェクトでございまして、これから日本の

産業の成長を考えていく上では、雇用創出を伴う産業振興をしていくということが、

菅総理を含めた政府の大きな考え方の柱であると思っております。 

  そういう中で、特に重点的に成長戦略の中で取り上げた分野につきまして、それぞれ

の分野でどのような人材が必要になってくるのか。そのことをじっくりと議論をして

計画を立てた上で、人材の育成や適切な労働移動と産業政策を連動させていこう。こ
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れが今回の成長戦略に含まれている一つの考え方ではないかと思っております。 

  この実践キャリア・アップ戦略では、それぞれの分野で活躍される専門家の方々の具

体的な育成というものを、仕組みをつくって取り組んでまいりたいということに伴う

措置でございまして、これまではどちらかというと職業能力評価基準をつくるという

ことと各機関の人材の育成をやるということと適切な労働移動を進めていくというこ

とが、それぞれ別々に行われてきたわけであります。一体的に進めてまいろうという

のがこの仕組みの一番柱であると思っております。 

  特に介護の人材に関しては、これまでも介護に関してはさまざまな政策が進められる

中で、既にたくさんの方が介護人材として働いていらっしゃるわけですけれども、今

後更にこの領域についての期待値が広がっていくことを踏まえて、この段階において、

もう一度そこで必要とされる人材とはどういう知識や技術や経験を持った人たちなの

かということをしっかり整理して、そのキャリア・アップということについても本質

が見えるように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

  今回はその分野について、それぞれの分野で御見識をお持ちの方々にお集まりいただ

けたと。大変素晴らしいメンバー構成、委員会構成ができたのではないかと思ってお

ります。これから田中先生を中心に積極的な御参加をいただきながら、議論をまとめ

ていただければと思っているところであります。よろしくお願いいたします。 

○藤原参事官  

どうもありがとうございました。続きまして、11 月 24 日の専門タスクフォースにおき

まして、本ワーキンググループの座長を務めていただくことが正式に決定いたしました

慶応大学大学院教授の田中様より、一言ごあいさつをいただきたいと思います。田中座

長、よろしくお願いいたします。 

○田中滋座長  

おはようございます。このワーキング・グループのメンバーではないけれども、今、オ

ランダに在住している堀田聰子さんが昨年の全国介護保険推進サミットで、次のことを

言っておられました。介護保険の人材の話は質の論議、量の論議が順番に問題になる。

まさに今回は質の側に触れた話であります。介護保険をつくる過程で神田審議官などと

20 年くらい前から討議していたころは、ともかく人材が足りないので、まずは量の確

保の話をしていました。介護保険ができ上がって、次はいろいろプロフェッショナルと

しての介護の人材はどうあるべきか、介護福祉士を中心にどのように人材のクオリティ

ーを上げていくかという議論をしばらくしていました。 

  ところが 2003 年以降続いた好況の中で全般に求人倍率などが上がり、介護分野から人

が流出し、介護の人材の量の話が主に論議され、どのようにして介護に人をつなぎ止

めるか、給与を上げるかをめぐる議論ばかりをしていた時期がちょうど２年くらい前

です。その後、リーマンショック後、逆にまた介護分野に人材が戻ってきたし、介護

報酬及び交付金のお陰で賃金給与も何とかなったので、他産業と比べると特段に低い
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状態ではなくなってきました。 

  ここで今のうちに質の議論をきちんと深めておかないと、もうこういう繰り返しは許

されない時代でしょうね。今の段階で、介護で働く人々のプロフェッショナルとして

の専門性を高めておく。これは 後のチャンスであると思います。医療と同じように

介護で働く人たちも、片手間の仕事ではなく、プロの仕事であると世間に認められな

くてはいけない。そういうための方向づけに役に立つプロジェクトだと思ったので、

私も引き受けさせていただきました。また、委員の方々の顔ぶれを伺ったところ、私

の信頼する皆さんがいらっしゃるので、安心しております。どうぞ活発な議論をお願

い申し上げます。 

○藤原参事官  

田中座長、ありがとうございました。 

  それでは、今後の議論の進行は田中座長にお願いしたいと思いますけれども、その前

の資料の確認をさせていただきたいと思います。大変資料が多いので、お手元の資料

をごらんになっていただければと思います。 

  １枚目が議事次第でございます。座席表がございます。 

  その下に資料１ということで、お見えの委員の方々の名簿でございます。 

  資料２でございますけれども、横長のパワーポイントでございます。「実践キャリア・

アップ制度について」という基本的な経緯を書かせていただいたものでございます。 

  資料３は「フレームに関する議論のための叩き台」。大久保参与のお名前になってござ

います。 

  資料４は、そのブレークダウンをしたものということで「介護人材に係る実践キャリ

ア・アップ制度に関する考えられる論点」という事務局からの提出資料でございます。 

  資料５は「介護人材の現状」ということで、こちらも横長のパワーポイントになりま

す。 

 資料６は、厚生労働省の資料でございますけれども、今後の介護人材の養成の在り方に

関する検討会におけます検討資料でございます。 

  資料７は、介護保険制度の見直しに関する意見ということで、社会保障審議会介護保

険部会の資料でございます。 

  資料８は、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの資料で「平成 21 年度老人保健健

康増進等事業『地域包括ケア研究会報告書（平成 22 年３月）（抜粋）』」でございます。 

  後に資料９でございますが「『在宅介護業』の職業能力評価基準（概要）」というこ

とで、全部出９種類の資料がございます。過不足がございましたら挙手をいただけれ

ばと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

  なお、本日は第１回会合ということもございまして、委員の皆様には後ほどの意見公

開の際に全員御発言をいただきたいと考えてございます。したがいまして、ただいま

の時点での委員の御紹介は省略をさせていただきたいと思います。 
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  それでは、田中座長、どうぞよろしくお願いいたします。 

○田中滋座長  

初めに１点訂正があります。資料８は三菱ＵＦＪの研究ではありません。これは私や筒

井先生などの学者グループが研究する際に三菱ＵＦＪが事務局を務めていただいたの

で、学会で言えば、何々コンベンションセンターがたとえば日本医学会を主催するわけ

ではなくて、医学会が主催をして、何々コンベンションセンターが事務的な作業を受け

る。これと全く同じことなので、これは研究発表です。次のページに委員名が載ってお

りますが、この研究会が主体として行ったものです。 

  初に今から３つ、それぞれこちら側の方からの説明をお聞きした後、皆さんの意見

を伺います。 初に資料２「実践キャリア・アップ制度について」、事務局より説明を

お願いします。 

○藤原参事官  

事務局の藤原でございます。大変失礼いたしました。資料８は訂正させていただきま

す。 

  それでは、早速でございますけれども、資料２の１～２ページに実践キャリア・アッ

プ制度の要約がございますが、この中身について、特に経緯のところを中心に御説明

をさせていただければと思います。 

  ３ページをごらんになっていただければと思います。本制度につきまして、 初に言

及がございましたのが、４月 26 日雇用戦略対話という総理御出席の会合でしたが、前

鳩山総理の方からこういった御発言がございました。中身を簡単に見ていただきます

と、日本におきます職業能力の育成は企業がＯＪＴでやってきたのが主力だったと。

しかし、近年、例えば非正規労働者の方々のように、そうした教育機会がなかなか得

られない方々が増大している。また、新たな成長分野では職業能力の育成体制が薄弱

であるという課題を抱えておるという中で、このためでございますけれども、教育機

関も含め社会全体で実践的な職業能力の育成、評価を行う体制づくりを検討していき

たいと考えていると。これは私ども事務方にとっては総理の指示でございまして、こ

れに基づく作業が４月 26 日の時点から発生したということでございます。 

  ４ページ。５月 25 日にこれを受けまして、政治家を中心としましたチームでございま

すけれども、実践キャリア・アップ戦略推進チームというものが発足設置されました。

メンバーは２のところに書いてございますけれども、当時の主査は仙谷国家戦略大臣

でございます。事務局長に古川内閣副大臣ということで体制が組まれたわけでござい

ますが、５月 25 日の会合では、実践キャリア・アップ構想骨子ということで、５～７

ページにずらずらと書いてございますけれども、この辺の概要が決定をされたわけで

ございます。 

  中身を簡単にごらんになっていただきますと「『肩書社会』から『キャリア社会へ』」

ということで、基本的考え方を書かせていただいておりますが、実践キャリア・アッ
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プ制度の導入・普及を図っているということでございます。 

  その際、（２）にございますけれども、まずは本年度から来年度にかけて、第１次プラ

ン。この制度を 初に導入する業種を検討していこうということが決まりました。そ

の検討の中身は幾つか書いてあるわけでございますけれども、６ページの「『５か年目

標』の骨子」とございます。能力を客観的な評価する職業能力評価基準をまず作成し

ていくというのが１つ目でございます。 

  併せまして、下に能力開発育成プログラムと書いてございます。研究のカリキュラム

でございますけれども、これもつくっていくというのが２つ目でございます。その際

にいわゆる貯金方式で履修が可能なように学習ユニット積上げ方式、ｅ－ラーニング

なども導入いたしまして、そういった方式も検討していこうということが書かれてご

ざいます。 

  ７ページ。その他の取組みということで、この辺も御承知のとおりだと思いますが、

教育システム、大学あるいは専修学校との連携を図るというところ。 

  主な取組３に書いてございますけれども、推進体制の整備ということでございまして、

民間の見識実績を持たれた方々も参加していただいた上で、専門タスクフォースを設

置していこうということでございます。まさにこのタスクフォースの主査が本日お見

えの大久保参与になってございます。 

  ８ページ。６月 18 日でございましたが、新成長戦略が政府全体で決定されました。そ

の中の 21 の国家戦略プロジェクトということで、一番右下にキャリア段位制度と書い

てございますけれども、まさに 21 の国家戦略プロジェクトの一つとして、この実践キ

ャリア・アップ制度が盛り込まれたということでございます。 

  ９ページにその全文がございますので、御参照いただければと思います。 

  申し上げました制度構築のための組織、専門タスクフォースでございますけれども、

大久保主査を中心といたしまして、10 ページにございます、こういったメンバーで関

係者を幅広く選定させていただいておりますけれども、８月 31 日に第１回会合が開催

されたという経緯になってございます。 

  11 ページ。その１回目の８月の会合で決まりましたことは、主に２つでございました。

１つ目がこのワーキンググループに関することですが、先ほど申し上げたように今年

から来年にかけて、３つないし４つの分野、業種を選んで職業能力評価基準等を策定

していこうということでございますが、とりあえず年末までをめどに、その策定に当

たっての論点整理を各分野、各業種でやっていただこうということが１つでございま

す。まさに本件が本日お集まりいただきましたワーキンググループの皆様にお願いし

たい点でございます。 

  タスクフォース自身はその辺をフォローしながらでございますけれども、②にござい

ますが、分野横断的な制度設定をこちらも年内をめどに基本方針をとりまとめていこ

うということでございます。具体的な検討事項は省略いたしますが、以上書かれてい
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るような、そもそも段位を幾つにするかとか、そういった検討をしていこうというこ

とでございます。 

  以上が８月の決定事項でございますが、その後に９月、10 月、こちらは参考でござい

ますが、12～13 ページと、政府の方で経済対策を決定いたしまして、その中でもこの

実践キャリア・アップ制度につきましては明示的に盛り込まれまして、13 ページの方

では特に介護人材以下、①、②、③と書いてございますが、具体的な業種が経済対策

としても明記されたということになってございます。 

  14 ページ。10 月７日に２回目のタスクフォースをやりましたが、今、申し上げたとお

りでございます。３つの業種、介護人材に加えて、２番目に書いてございます省エネ・

温室効果ガス削減等人材、カーボンマネジメント人材、６次産業化人材。この３つの

業種が 初の導入業種と決定されたわけでございます。 

  介護・ライフケア分野におけます介護人材ということで、15 ページですけれども、簡

単に現状と課題、進め方のポイント等を整理させていただいております。こちらは後

ほど論点整理その他で言及があると思いますので、説明は省略をさせていただきます。 

  いずれにしましても、タスクフォースとワーキンググループに関する全体像は、20 ペ

ージをごらんになっていただきますと、１枚の表になってございます。今、申し上げ

たとおりでございますが、上段がタスクフォースの流れでございまして、８月に設置

されて、10 月７日で第１次の選定業種が決定された。11 月 24 日には各ワーキンググ

ループの委員が具体的に決定されたということで、まさに資料１にございました皆様

のお名前でございますけれども、田中座長を始めとします本ワーキンググループの委

員が承認をされたとなっております。それを受けて、本日の第１回目の会合に至った

という経緯になってございます。 

  繰り返しになりますけれども、下の段に書いてございますように、当該業種での論点

の整理を当面の作業と御認識をいただきました上で、本日よりまさに御検討をお願い

できればと思ってございます。 

  事務局からの御説明は以上でございます。 

○田中滋座長  

藤原参事官、ありがとうございました。 

  続きまして、資料３の「フレームに関する議論のための叩き台」について、大久保主

査より御説明をお願いいたします。 

○大久保主査 

資料３をごらんください。これは前回の専門タスクフォースの場で私の方からタスクフ

ォースの委員の皆さんに御提示をした資料でございます。専門タスクフォースの方では、

全体的な横断的なフレームを議論するということでございまして、先回を第１回目とし

て議論を始めたところであります。そういう意味では、まだ詳細決定をしておりません

で、このワーキンググループでの議論を適切に反映させながら、全体の枠組みを決めて
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いこうということになっております。 

では、簡単に御説明をしたいと思います。まず「１．能力評価のランク」。どういう全

体のフレームにするかということについて書いてございます。既に決定していることに

ついて申し上げますと、まずレベルについてはエントリーレベルからトッププロレベル

までの階層全体を表現するものにするということを前提としております。つまり一番初

めに介護人材では、介護人材の仕事に 初に就こうとするところのステップから刻み始

めようではないかと。そのレベルとしてはトッププロのところまでを、階層としては全

体を示そうではないかということであります。 

  ２ページを見ていただくと図が挿入されてございます。ここでは世界各国の職業能力

評価基準の階層に概念的に合わせまして、 大レベル１～７までの７段階を提示して

いるところであります。実際にはトッププロのレベルは、これは個人差が大分大きく

なってまいりますので、細かく表現することはなかなか難しい。実質的にはレベル１

のエントリーレベルと書いてありますけれども、ここからレベル４のプロレベル。プ

ロレベルというのはその分野における専門的な知識を十分に有した上で、必要に応じ

ては、例えばほかの人に指導をしたりすることもできるレベルがプロレベルと考えて

おります。それプラス、もう一段階上のレベル５、上級のレベルくらいまでが実質的

には定義づけをしていくところのはんちゅうなのかなと思っております。 

  また、分野においては上や下が枝分かれをする可能性もあるかもしれない。例えば介

護人材でもプロレベルに達して、更に上を目指す人たちについては、その中でも特に

強い分野が分かれていくというケースもあるかもしれませんが、その辺りについては

御議論をいただきたいと思っているところです。 

  「２．評価システム」と書いてございます。ここで も重要なコンセンサスとして見

ているところについては、その評価というものはわかるという知識の部分と、実際に

やってできるという実践的なスキルの部分の両面を評価しましょうということであり

ます。つまり知識だけを持っていても、このレベル認定をするのではなくて、実際に

このレベルを持っていれば、このくらいの仕事はできるんだろうなということがあら

かじめ取得をもって予見できるものをつくりたいというのが趣旨でございます。そう

いう意味で両面を見ていくということになっております。 

知識編の方については、おおむねさまざまなところが用意されている教育のカリキュ

ラムの履修をすることによって、そのような知識が得られたということを評価すると

いうことが一義的には考えられるのではないかと思っています。 

  実践的スキルの方については、これも一つはそのような研修を履修したかどうかいう

こともあるでしょうし、もう一つは実際に観察者、評価者がその仕事ぶりを観察して、

その上で評価するという方法。あるいは更にトップレベルになっていきますと、事業

の経験年数であるとか、あるいはそれまでの業務における実績であるとか、そういっ

たものを評価する方法など、さまざまな方法が考えられるのではないかと思いますが、
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これについては職業分野別に適切な方法について御議論をいただきたいと思っている

ところであります。 

  ３ページ。２－ｄに書いてございます。既存の国家資格や有力な民間職業資格等につ

いては、その資格取得をもって、この評価の全体もしくは一部を代替できるようにし

ていく。このように考えております。既に介護については、これまで随分積み重ねが

あるわけでありますから、そこでつくられてきたものについて、適切にこの新しく制

度を設計するものと連携させて、ひもをつけていく。このように考えていきたいと思

っております。 

  また、２－ｅのところにもう一つ、私の思いとして書かせていただいているのは、評

価基準に職位を当てはめることについては余り望ましくないのではないか。職務内容

の方ではいいんですけれども、部長レベル、課長レベルという言葉に余り意味がない

と思っておりますので、もうちょっと具体的にどのようなマネジメントスキルが必要

なのか。その辺りの職務内容に踏み込んだところで記述をしていく必要があるのでは

ないかと思っています。 

  ２－ｆに書かせていただいていることについては、こういう内容がございます。既に

その職務に就いている人たち。できれば仕事を続けながら、もう少し上の段階にレベ

ルアップをしていきたいと思っている人たちになじみやすいように、一つのレベルア

ップをするところをまとめて一括して何かチャレンジをするのではなくて、例えば知

識であれば幾つかのユニットに分かれていって、時間の合間を見ながら、それにチャ

レンジをしていくというような継続学習で取り組みやすい形式をつくっていきたいと

いうことを書いてございます。 

  ２－ｇ～２－ｊに関しては、評価をするアセッサーのお話でございます。実際には教

育のカリキュラム履修だけですべての評価ができるわけではないだろうと思いますの

で、アセスメントを担当する評価者という人たちが必要になってくるだろうと思いま

す。この評価者については、基本的に先ほどの１～７というレベルを提示いたしまし

たけれども、いわゆる４段階以上のプロレベルの方々の中から評価をやっていただけ

る方をつくっていくということになろうかと思っております。アセッサーとしては、

企業内のプロであるとか、教育機関の教育の方々、あるいは職業訓練機関の指導員な

どが想定されるのではないかと思っております。 

  ４ページ「３．運営体制」が書いてございます。この実践キャリア・アップ戦略自体

は、当面５か年のプロジェクトと位置づけをされておりますので、その間にさまざま

な試行、モデル事業的な運営を行いながら、そこでの実際の結果を反映させていきな

がら、 終的には継続的、安定的に運営できる体制をルールをつくりたいと思ってお

ります。 

  組織としてはこの実践キャリア・アップ制度全体を統括する組織というものと、分野

別に介護なら介護人家剤と分野別のアセッサーの評価データ管理を行う組織。 
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  もう一つは、教育の方のカリキュラムを認証する組織が必要であろうと。その３つが

全部ばらばらであるかは別の議論でありますが、機能としてはその３つの機能を持つ

組織が必要であると、このように考えております。 

  当面は３－ｄにお書きしましたとおり、選定した３業種について、モデル事業として

位置づけを実施していく必要があるのではないかと考えておりまして、そのモデル事

業の運営を通じて、恒久的な運営体制やルールについての議論を進めていきたいと思

っているところであります。 

本制度によってレベル認定を受けた求職者が転就職を実現する際には、積極的にジョブ

カードを活用していけるような政策的な連携も図っていきたいと思っております。また、

３－ｆには次回の通常国会に提出される予定になっております求職者支援法ですね。こ

の求職者支援法に基づく訓練とできる限り連携を図っていきたいと考えているところ

であります。 終的に３－ｇ。データベースに関しては、取得者個人と評価者と教育訓

練プログラムの３つのデータベースをつくることになるだろうと想定をしているとこ

ろであります。 

  後に「４．普及・浸透方法」に関してです。４－ａにありますとおり、大学、短大、

専門学校の教育カリキュラムの中に本制度と連携したカリキュラムが開発されるよう

に促進をしていきたいと思っているところであります。 

  また、労働市場サービス、ハローワークであるとか、民間職業紹介機関あるいは人材

派遣会社等の中で、本制度能力評価を活用されて、実際にそれで職業紹介などが行わ

れる。その結果として、そのレベルに応じた賃金相場というものが徐々に形成されて

いく。そういったことを大きな方向性として目指しておきたいと思っております。 

  企業単位での本制度の導入やレベル取得、支援を促進していくことも普及促進のため

には欠かせないと思っていまして、企業内ＯＪＴに活用されることについても念頭に

おきながら、制度全体の枠組みを考えていきたいと思っているところであります。 

  その下の方に書いてあるところで１つピックアップをいたしますと、４－ｆにはｅ－

ラーニングの手法を分野ごとによってなじみ方が違うと思いますが、特に仕事をしな

がら学習をする人たちの配慮ということでは、適切に導入を組み合わせてはかってい

きたいと、そのように考えているところであります。 

  ６ページ。本制度は全体として中長期的には、日本だけでなくアジアを中心とした他

国にもこの制度をうまく活用して、普及を図ってまいりたいと考えております。その

ため、当初の段階よりも海外展開を前提とした制度設計を行っていきたいと考えてい

るところであります。 

  以上でございます。 

○田中滋座長  

大久保主査、ありがとうございました。介護分野の場合、ここで言っている企業だけで

はなくて、医療法人や社会福祉法人も含めということでよろしいですか。企業と書いて
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いるからと言って、企業だけを相手にしているわけではないですね。 

○大久保主査  

勿論そうです。 

○田中滋座長  

確認いたしました。ありがとうございます。 

  後に神田審議官より資料４の説明をお願いいたします。 

○神田審議官  

それでは、今、大久保参与から御説明がございました論点を介護分野に引き写した場合

の介護人材にかかる論点について考えられるものを御説明させていただきたいと思い

ます。 

  まず基本論として、介護分野では既に介護福祉とかホームヘルパーの研修とか一定の

資格制度、あるいはそれに類似のものが存在していることと、この制度との関係をど

のように考えるのかということであります。先ほどの基本的な考え方の説明にもござ

いましたけれども、現場で即戦力として実際にどういうことができるのかということ

を職業能力評価として評価をすることが一般の資格との違いではないかと思っており

ます。 

  ただホームヘルパー２級の資格を持っている、あるいは介護福祉士を持っているとい

うことではなくて、その方が現場で例えば特定の食事の介助であるとか、あるいはサ

ービス計画の測定等において、どのレベルの仕事ができるのかということを具体的に

評価をするということと、それをジョブカードと申しまして、これは個々の職業能力

評価の結果をＡ、Ｂ、Ｃとかランキングを付けまして、それを履歴等と一緒に求職活

動に使うというツールがございます。そういうものを実際に使うことによって、企業

側でこの人を雇った場合に実際にどういうふうに、あるいは社会福祉法人で雇った場

合にどういうふうにこの方が実際に現場で役立つのかが見えるようにしていくという

ところが、今、存在している実際の資格との違いではないかと思っております。 

  ２点目でございます。介護分野における課題の解決にどのように生かしていくべきか

ということで、資料２の 15～16 ページをお開きいただきますと、これは介護人材につ

いて第一次導入プランということで、今後５年の間に導入していくときの現状と課題

と書いてございますけれども、一つは人材の確保ということで、資料５にも若干出て

おりますけれども、今後、労働力人口が減っていく中で介護職員は今後 20 年程度の間

に倍増していかなければいけないということで、成長分野にいかに人材を呼び込んで

いくのかということが大事ではないか。 

  今の問題として、処遇の問題がある。仕事が大変な割には賃金が安い。資料５の 4 ペ

ージ目などにそういう賃金カーブが出ておりますけれども、比較的賃金が安いのでは

ないかとか、あるいは資料５の６ページ目をごらんいただきますと、仕事内容の割に

は賃金が安いとか、あるいは社会的な評価が低いということが実際に職員として働い
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ておられる方々の意見として出ております。キャリア・アップが難しいという問題あ

るということで、こういったことを課題の解決として取り組んでいけないかというこ

とでございます。 

  地域包括ケアの実現と書いてございますけれども、新しい介護の在り方として、お手

元の資料７に先般、とりまとまりました介護保険部会の資料が出ておりますが、その

５ページ目をごらんいただきますと、地域包括ケアの必要性ということで、先ほど田

中座長から紹介のありました研究会の議論などもベースになって打ち出されておりま

すけれども、地域包括ケアの推進ということで、資料７の５ページの下の方から、日

常生活圏域において医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供

されるようなシステムを目指していくということでありますので、従前のように施設、

在宅あるいはサービスごとに細切れということではなくて、当然その看護介護の連携

もそうでありますし、生活支援サービスとの連携なども念頭に置いた人材を養成して

いく必要があるのではないかと。そういう課題もあるのではないかと思います。 

  働きながらキャリア・アップできる仕組みということでございますけれども、資料５

の８ページ目に介護福祉士の資格取得方法というものがございます。これは平成 19 年

の法改正によって、すべての方が介護福祉士になるためには国家試験を受けなければ

ならないとなっております。この中で実務経験ルートということで、実務経験３年を

経た場合であっても、併せて 600 時間の講習を受けないと受験資格がないということ

であったわけでありますが、これについて、なかなか現場を離れてそれだけの時間を

座学に割くのは難しいとか、施設の方々あるいは介護職員として働いておられる方自

身からの御意見等を踏まえまして、現在その見直しについて議論がされているという

ことで、それがお手元の資料６でございます。 

  厚生労働省において「『今後の介護人材の養成の在り方に関する検討会』における検討

資料」がございますけれども、現在その検討会において議論がされているわけでござ

います。その中でも要は全く長い期間、現場を離れて座学で養成をするというやり方

もあるわけでありますけれども、働きながら段階的にステップアップしていけるよう

な研修体系が必要だというのが現場の課題になっているのではないかと思いますので、

まさにそういった問題にも答えていけるような仕組みにしく必要があるのではないか

と思っております。 

  基本的な考え方の③に書いてございますけれども、諸外国では人口構成の変化などに

よって、今は対象となります子どもさんが減って、高齢者が増えているということで

ありますと、非常に縦割りの職種にしておりますと、なかなか労働移動が難しいとい

うこともあって、保育関係や医療介護関係の基礎職種を統合するというようなことも

既に始まっておりますので、そういったことも視野に入れておく必要があるのではな

いかを書いてございます。これも御議論をいただければと思っております。 

  「１ 能力評価のランク」でございます。資料４に戻っていただきまして、レベル数
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を幾つにするのかと。先ほどのあれですと７段階ということでありますが、エントリ

ーのレベル、プロレベルとしてどのようなレベルに位置づけていくのか。あるいは上

級レベルとして、どのようなものを位置づけていくのか。上級と言いますとマネジメ

ントということがございますけれども、一般的にはマネジメントあるいは経営者は全

く別個の専門性が必要かと思っておりますので、基本的には介護スキルについての高

い専門性や介護部門のリーダーなどが状況レベルの要件に入ってこようかと思います

けれども、どういったものを位置づけていくのか。 

  １ページの①の３つ目のポツでありますけれども、働く個人にとって、能力開発の取

組みのモチベーションが働くように、ある程度のレベル数が必要というのが、先ほど

の全体のスキームの中でも議論をされております。端的に申しますと、キャリア・ア

ップの姿が見えるということが非常に大事ではないかと。ホームヘルパーの２級研修

で入って、介護福祉士になるまで、かなりランクがありますけれども、現状でいいま

すとホームヘルパーの２級研修は 130 時間くらいの研修ですが、介護福祉士になろう

と思うと 1,800 時間の養成施設を出て国家試験を受ける。その間かなりの格差がござ

いますので、そういう意味ではその間を丁寧にレベルを刻むことによって、それと処

遇が連動することによって、少しずつレベルアップをはかっていけば、処遇も改善し

ていくんだと。それが引いては介護職員に多くの人材を呼び込むことにつながれば、

意味があるのではないかと思いますので、そういった点をどのように考えるのかとい

うことかと思っております。 

  ２ページ目。介護福祉士、ホームヘルパー研修の修了者との関係をどのように考える

のかということでございます。この点につきましては、資料５の８～10 ページに各資

格制度のカリキュラムが既に付けてございます。厚生労働省で検討しております資料

６の４ページ目に三角のポンチ絵が出ていると思います。既に資格制度としてホーム

ヘルパー２級研修、１級研修、介護職員の基礎研修ですとか、そういった既存の研修

がございます。 

  現在、厚生労働省の方で検討が進められている現状として４ページ目をごらんいただ

きますと、介護職員の導入的研修ということで、現在のホームヘルパー２級に相当す

るようなもの。今は専らホームヘルパー向けの研修ということですけれども、これを

在宅施設で働く方についての基礎的な実務や知識を習得するような研修に見直しをす

るということが検討されているということでございます。 

  働きながらステップアップができるような研修体系ということで、主として座学で従

前ですと 600 時間の研修が必要とされておりましたけれども、それについては働きな

がらということで、同じ資料の２ページ目くらいに６か月以上の研修となっておりま

したけれども、働きながら受講しやすいということでいうと、１年とか２年とか時間

をかけて研修をしていくという方向でもないのではないかと。座学の方もある程度時

間をかけてもよいのではないかということが議論されている。更に高い知識技術を持
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つ介護福祉ということで、上に書いてございますけれども、介護チームにおいて介護

技術の指導や職種関連のキーパーソンとなるような介護福祉士というものが検討され

ているということでございます。 

  私どものこちらの方といたしましても、基本的には介護職に必要な知識について、一

定の規定をするという点では、ある程度同じ側面がございますので、こういった議論

との整合性は十分図ってレベル設定をしていく必要があると考えております。したが

って、この検討会の検討状況なども踏まえながら、レベル設定は検討していく必要が

あるのではないかと考えております。 

  資料４の「２．評価のシステム」でございます。教育カリキュラムをどのように考え

ていくのか。既存の過誤福祉士の養成課程ですと、ホームヘルパーの研修の講義の修

了との関係をどのように考えていくのかということでございます。これは一定の過程

を履修すれば、知識の方についてはそれで確認ができるというような関係にできるの

ではないかと思います。 

  問題は「（２）『できる（実践的なスキル）』の評価」でございます。先ほどの大久保参

与から御説明があった中の評価方法としては、一定の期間に課題を与えて、その仕事

ぶりと結果を評価する方法と職務履歴や成果物を評価する方法というような例示が出

ておりますけれども、介護分野については一定期間の仕事ぶり、特に結果を評価する

と。具体的にどのような介護が現場でできているのかということを評価していく方法

でよいかどうか。この辺についても御議論をいただければと思っております。 

  介護福祉士等の資格取得で評価を代替するとした場合に、どの部分を代替するのか。

知識と実践的なスキルというものがございますけれども、これをどのように考えてい

くのかということでございます。端的に申しまして、養成施設を出て国家試験に受か

ってすぐの方も、介護福祉士としては名称独占でプロとしての介護ができるレベルと

いう位置づけかとは思いますけれども、現場経験がなくて履修だけという状況でどの

ように評価をするのかということについても、実務経験を３年積んでおられるような

方については、かなり実践的なスキルがあると思いますが、この点についてはどのよ

うに考えるのかという問題もあろうかと思っております。 

  ２ページ目の（３）の③になっておりますが、②になろうかと思いますけれども、マ

ネジメントのスキルについて、どのように評価基準に入れるべきかどうか。この部分

について言いますと、施設長とか管理者というよりは、むしろ介護部門のリーダーと

して必要なマネジメント能力があれば、そういうものを評価に入れていくのは考えら

れるのではないかと思っております。 

  ④にございますようなアセッサーとしては、プロレベルの方が一定の研修を受けてと

いうことでございます。この辺についてはどのように考えていくのかということでご

ざいます。 

 「３．運営体制」についてでございます。先ほど全体の制度について御説明がありまし
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たけれども、カリキュラムを認証する組織や介護分野のアセッサーの育成評価、データ

管理をする組織として、当面どのようなところを考えていくのか。どこかの段階で実証

事業をモデル的に実施をすることが考えられますが、どのようにしていくのかというこ

とも考えられます。 

 「４．普及浸透方法」でございます。教育カリキュラムを大学、専門学校のカリキュラ

ムに取り入れていただくということですとか、労働市場サービスでの活用ということと

併せまして、事業者の中で具体的にこの仕組み、実践的な職業能力を身に付けていくと

いう取組みを促進していくという観点からは、介護報酬上の評価も非常に重要ではない

かと考えております。 

  介護分野に照らした論点については、以上でございます。 

○田中滋座長  

審議官、ありがとうございました。では、ただいまの説明に対して、委員の皆様との意

見交換を行いたいと思います。先ほど事務局と打ち合わせまして、資料４の０と１と２

を順番に分けて行います。大体１つ 20 分程度でしょうか。全体を通して１時間は取れ

ると思います。その間に第１回でもありますので、皆さんからそれぞれ御発言をくださ

い。逆に皆さんに発言いただくために、１人が余りに長すぎて、例えば１人が 20 分演

説してしまうとそれで終わってしまいますから、手短に発言をお願いいたします。 

  初に資料４の０の部分です。ここには先に説明いただいた資料３、資料２の部分も

入ると考えますが、基本的な考え方をめぐって、御質問や御意見を御自由にお願いい

たします。挙手でお願いいたします。砂原委員、お願いいたします。 

○砂原委員  

東京海上日動の砂原と申します。今日は所用があって、そろそろ退出しないといけない

ものですから、 初に発言をさせていただきたいと思います。 

  この考え方は、非常に面白いと思いました。一方で、審議官がお話をされていたよう

に、現場で即戦力として実際にどういうことができるかをどのようにして評価し、担

保していくのか。これがうまくいくかいかないかのポイントではないかというのを強

く感じました。 

  感想になりましたが、以上です。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。河原委員、どうぞ。 

○河原委員  

今日は事務局から順番で行くと聞いていたんですけれども。 

○田中滋座長  

先ほど作戦会議がありまして、やめました。順番は小学校の会ではないのだからやめ、

自由な方が大人の討議会でしょうと。 

○河原委員  
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１回目ということで構えていたんですけれども、昨日資料を送っていただいて、幾つか

資料４に沿って云々と考えたのですが、相当に深くて、昨日の段階でこれを考えるのは

相当無理があるなと思いまして、今日は感想みたいなことになってしまうかもしれませ

ん。 

  今日は初めてなので自己紹介も兼ねまして、日本介護クラフトユニオンの河原と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。私たちの組合は企業の枠を超えて、介護の

事業者約 40 事業者、６万 2,000 人の組織でございます。 

  本日の論点の基本的な考え方に沿って意見を言いますと、介護労働者の賃金のことも

書いてございましたが、私たちにとってはその水準が社会的に低位にあるということ

よりも、実は勤続年数を重ねてもなかなか昇給していかないということの方が、より

課題が大きいと私は考えておりました。厚生労働大臣に提出した提言でも、公的に認

証されたキャリアパスの仕組みづくりを訴えたところでございます。そのキャリアパ

スに何とか昇給の仕組みを連動させたい。つまり低位にある賃金よりも昇給させる仕

組みづくりに、何とかそういうキャリアパスを持っていけないかなと考えたところに

この段位制の話がありましたので、是非これはいいものにしていきたいと思っており

ます。 

  特に大久保参与が以前に「『キャリア段位制度』の議論をはじめるにあたって」という

ことでおまとめになったものをネットで引っ張り出したんですけれども、すごくわか

りやすくて、特に組合としましては、６番目に書かれておりました「処遇と連動させ

て」ということで、同じ段位を持って仕事に当たる人は雇用形態によらず、原則とし

て同一の処遇が受けられるのが望ましいというような言い方は、まさしく私たちの代

弁をしていただいているような気がいたしました。 

  それから、後で振れますけれども、シンプルに立ち上げて徐々に充実させていくとい

うのも大賛成です。 後におまとめとなって、夢が大きくてアジア地域の展開という

ことも非常にすばらしいと思って読ませていただきました。今回もキャリア・アップ

制度に参加させていただきまして、今、言いましたような現場の者たちの処遇の改善

に結び付けまして、希望や目標を明確にした働き方を示すことができればと私は思っ

ております。 

  気になることですけれども、私は厚労省の今後の介護人材養成の在り方に関する検討

会にも参加しております関係から悩ましいのは、検討会でのキャリア・アップの仕組

みと内閣府のワーキンググループのキャリア・アップとが絡み合って、わかりにくく

なりはしないかということでございます。私はシンプル・ザ・ベストという言葉が大

好きですけれども、何かに付けて、やはり制度はシンプルな方がわかりやすいし、浸

透しやすいと思っております。今回の実践キャリア・アップの仕組みづくりにつきま

しても、処遇改善や人材確保の観点から、私は十分に意義があると思っておりますが、

シンプル・ザ・ベストを一つのポイントに置いていただければと思っています。 
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  いずれにしましても、私は今後の人材養成体系のイメージは、厚労省がお示しになっ

ておりますけれども、介護職員の導入的な研修、あるいは介護福祉士、更に上級の介

護福祉士の３段階でいいと私は思っておりますし、その上でワーキンググループの能

力アップと処遇アップが連動する５段階程度の等級を組み入れたらどうかと思ってお

ります。資料４にも書かれておりましたが、保育や医療等の関係領域の共有化という

ことで、私は人材の柔軟な雇用の促進からも賛同したいと思っております。 

  これは１つ質問ですけれども、介護人材と書かれておりますが、介護人材の定義とい

うのはどこにあるのか。介護従事者あるいは介護職員というように厚労省の方もいろ

いろな分け方をされておりますが、私たちの組合にとっては介護人材といったら介護

保険制度の下で働くすべてのことを指しますので、いわゆる事務職の方も看護師さん

も入ります。どういったところの人材の枠を考えていらっしゃるのか。もしそれがわ

かりましたら、これは質問ですけれども、お願いしたいと思います。 

  私の方からは以上です。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。どうぞ。 

○神田審議官  

２点。１点目は先ほどおっしゃった厚生労働省の方で検討している検討会とは十分に連

絡を取り合って、レベル感について、向こうでプロと考えている、あるいはエントリー

レベルと考えているものとこちらのもので大きなそごが生ずることのないように、これ

は教育プログラムを考えていく上でも大事だと思っておりますので、十分に連携をはか

っていきたいと思っております。 

  介護人材ということで、ここでは主として介護職のことを念頭に置いております。 

○河原委員  

介護職員ですか。 

○神田審議官  

介護職員です。確かに介護人材というとリハビリの職種であるとか看護職も勿論おりま

すけれども、基本的に業務独占資格ということですので、基本的にはＯＪＴでスキルを

評価しながらレベルアップをしていくことを念頭に置いておりましたので、業務独占資

格の中でＯＪＴで、例えばたんの吸引をしながらレベルアップをしていくのはなかなか

難しい面もございますので、まず 初の導入としては介護職員を念頭に置いて考えたい

と思っております。 

○田中滋座長  

田中委員、お願いします。 

○田中雅子委員  

感想も含めてよろしいでしょうか。日本版ＮＶＱの話が今年の５月に出たときに、実は

現場の方はこれ以上何をするのかという戸惑いと混乱がありました。なぜかというと、
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今のシステムが完成しているとは思いませんけれども、実際にホームヘルパー２級があ

ったり、あるいは基礎研修があったり、そして介護福祉士になる。 

  勿論 19 年度の改正は、私どもは大変重要な意味を持っていると。それは介護福祉士の

教育の在り方の見直しをしたということで、それが 24 年度に実行されるという 中に

おいて、更にＮＶＱが出たことによって、現場を更に複雑にさせるのかという声は、

我々の会の会員の声を聞いてもそうですし、私自身が今の職務で現場に入っていった

ら、どうなるんですかという質問しか出てきません。そういう意味においては、この

取組みの中身について、先ほど大久保参与からもお話がありましたけれども、そうい

ったこと自体が現場の中では理解されているとは思えない段階だと思っています。 

  しかし、今、私自身がお話を伺いながら、そのことをきちんと皆さんに伝えなければ

いけないのかなと思うのと同時に、もう一点すごく思うのは、介護福祉士というのは

どこのランキングに入ってしまうのかと。私自身は資料６の４ページで、介護人材の

養成の在り方の検討会の方で出されている資料を見ながら、確かに介護福祉士という

資格を取った段階。これは基本的には 19 年改正がそうであるように、教育と試験が一

体化して資格を持たせる。これは他の国家資格と同等なのだろうと位置づけると思っ

ていますが、一方では、これまでも御指摘があったように、これまでの介護福祉士の

片肺機構だと思っています。要するに資格と教育が一体化しないままに専門職を生み

出してきた。その結果の弊害が実はこの介護人材のスキルだとか技術の問題に表れて

いるというふうに見えています。 

  それを一生懸命そのすき間を埋める作業が現場におけるＯＪＴであり、ある職業団体

等が実施しているさまざまな研修がそのすき間を埋めざるを得なかったのかなと思っ

ています。そこを今の段位制度によって埋めるということになるのか。あるいはこれ

までも生み出した介護人材のそういったスキルや知識レベルものが埋める作業に資す

るという形でのキャリア段位なのかもわからないということが１点あります。 

  もう一つ、介護福祉士で言うならば、19 年の改正で見てきたのは、ここではより高い

知識、技術を持つ介護福祉士という形になっていますけれども、まさに望ましい介護

福祉士は重認知症のそれなりのケアが実践できると書いてあります。それははっきり

言ったら、そのできるという言葉だけではなくて、認知症に関するちゃんとした医学

的な知識を持ったり、あるいは認知症の方々が実際にそのことによって混乱している

ことに関して、環境とかさまざまな要素から考えることができる。なおかつ実践でき

る介護福祉士だと思っています。 

  また、これからの利用者中にあるのは、特にニーズの問題です。特に 2015 年、2025 年

ということで焦点を当てますならば、実はこれまでの利用者家族と全く違った方々が、

実は介護を必要とする方々になる。それは教育レベルも違うんです。要するに戦後の

教育を受け、自分の意見を持った人たちに対するケアがどうできるかということまで

視野に置いた形での人材育成等を考えなければいけない時代に入っていると思ってい
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ます。そういったことも含めて、どこでそのようなことが検討されるのか。 

  何度も申し上げますけれども、19 年度改正で目指したものをきちんと具体化するのが

この体制の中に取れているのかどうかということもわからないと、今、介護人材のや

っている作業は、何度も申しますけれども、現場の事業者や各種団体等がそれぞれ目

指している取組みだろうと思っているので、感想だけになっていますけれども、わか

らないところを教えていただければと思います。 

○田中滋座長  

現場では懸念があるようですので、お答えください。 

○神田審議官 

どこまでお答えになるのかあれですけれども、私の理解ですと勿論、介護福祉士の養成

過程の中で実習というのもございますし、介護福祉士試験の中で 終的には実技の試験

も行われているということで、実務的なスキルも担保しているのだろうとは思っており

ます。 

  ただ、この実践キャリア・アップ制度の特徴と言いますのは、例えばそれを具体的に

レベル１ではこういうことが求められますというのを一定期間、例えば３か月とか６

か月の現場の中で目標を立てて、それが実際にできているかどうかを評価して、それ

をアセッサーの方が見て、この方は例えば食事の介助であれば、ちゃんと咀嚼ですと

か、そういうことも見れているとか、あるいはプランがちゃんと希望も聞いて書ける

とか、そういう具体的な一つひとつの介護の部分についての評価を具体的にＡ、Ｂ、

Ｃですとか、そういう形で評価をして、それをジョブカードの今の仕組みというのは、

そういうＯＪＴ的な実践的な職業能力の開発をした場合に、その評価を記載して、そ

れを求職活動に使えるようにしていこうというのが特徴なわけでございます。 

  そういう意味で言いますと、勿論、介護福祉士ですと一定の介護についての知識技術

があるということだとは思いますけれども、個々人にとって得意な部分、そうでない

部分もあるでしょうし、そういう意味で言うと、その方が実際にどのレベルのことが

どういうふうにできるのかということが、評価されているというところが大きな特徴

ではないかと。 

  私の理解が間違っていれば、また御意見をいただければと思いますけれども、今その

介護福祉士になっていく過程で、一方では 10 週というのもございますが、実務経験３

年というのが実務経験ルートですと重視をされていて、主として座学の部分で、今、

議論になっている 600 時間の研修をどうするのかということが議論されているという

ことかと思います。 

  そういう意味で言いますと、こちらは実務経験３年とは言っておりますけれども、実

務経験の中身自体として、その人が実際にどういう介護がどこまでできるのかという

ことが具体的にわかると。それが一定のレベル２の人はこういう介護、レベル３の人

はこのレベルのことまでできるということができますと、それを現場でＯＪＴなどで、
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例えば企業の中、あるいは社会福祉法人の中で、レベル３とかまで行けるように、こ

ういうことに注意して介護をしましょうと。 

  例えば食事の介助であれば、プランをつくるときにはこうというような具体的なＯＪ

Ｔに活用していただけると。そういう点が資格との違いではないか。そういう意味で

は決して矛盾するものではなくて、私どもとしては両方相まって、その現場における

実践的なスキルアップにもつなげていただけるようなものにしていきたい。 

  なおかつ、それが処遇に結び付けば、外部から入っていったときに、比較的に今、職

種の刻みが、ホームページの２級あるいはエントリーレベルと介護福祉士の間は非常

にギャップが大きいわけでありますので、そういうレベルが何段階かできることによ

って、それが処遇と結び付けば,外から見ていて、あのレベルを上げていって、スキル

アップをしていければ、給料にも反映されていくのだなというのが見えるというのが

非常に大事ではないかと。そういうツールとして、これが活用できればと考えており

ます。 

○田中雅子委員  

では、今の説明で、要するに介護の業界においての介護人材の国家資格は介護福祉士が

ありますから、職員に就く段階から介護福祉士になるプロセスにおいて、何らかの応援

システムができればいいと理解すればよろしいでしょうか。 

○神田審議官  

そこが非常に重要な部分だと思いますけれども、先ほど大久保主査の説明にもありまし

たが、上級レベルも検討していくということにはなっていますので、先ほどの介護人材

の検討会の中で、お手元の資料６の６ページくらいに、幅広い知識、技術を活用した質

の高い介護ができるとか、他の介護職員に対する指導ができるということで、まずは幅

広い知識、技術を身に付けた、ほかの介護職員を指導できるようなレベルに達した人を

上級レベルとして位置づけようという議論がされていようですので、混乱がないように

するためには、そういうレベルの方をこちらの状況レベルとも、そのバランスを取って

レベル設定していくということは十分考えていく必要があると思っております。 

○田中雅子委員  

どうしても理解できない。要するにここの部分のところで、資格との問題がどうしても

こだわっているところであり、また現場も混乱しているところです。例えばほかにも国

家資格があって、諸外国のをネットでさっと見ましたら、特にイギリスの場合はすごく

広い分野にわたって、能力基準表がつくられていますね。 

  簡単に日本の場合で言いますと、国家資格の関係で例えば医師だって、そういう形で

つくることがあり得るということですか。国家資格ということで考えてほしい。その

ときに例えば医師やいろいろな付加価値があるときに、その資格との位置づけもやは

り対等にしなければいけない。議論で同じようにしたいならば、国家資格の位置づけ

をどこにちゃんとするのかということをしなければ、例えば医師だって、あるいはほ
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かの資格もそうですが、ライセンスの取立てはみんな、ある意味では地域レベルやあ

る程度の実務レベルはあったとしても、本当にそれが患者さんにとって生かせるかと

いうのは、そうではなくて教育システムがあるように、そういうふうに考えた場合に

は、介護福祉士の方だけが例えばランキングの中に入ってくるということではなくて、

はっきり違うものだと。目指すべきところのここに位置づけられるということがあっ

て、それがほかの国家資格においても同じように同等に位置づけられるということが、

ある意味では標準化したシステムレベルになるのではないかということです。 

  要するにこれはどの職業でも標準化しようという考え方ですね。レベルに関してのラ

ンキングは。７段階にするのでも 10 でもいいんですが、要するに国家資格の位置づけ

はちゃんと明確にしていかないと、ほかの職種もありますから、その辺りのところは

あり意味では共通されたランキングだろうということです。 

○神田審議官  

はっきり言って第一次導入分野に入っておりますのは６次産業化人材といって、農業と

加工業、製造業とか商業を結び付けて、新しい価値を生み出していくような、そういう

ことに対するコーディネートのできるような人材ですとか、あるいはカーボンマネジメ

ント人材といってＣＯ２の排出削減の評価をしたり、アドバイスができる人材ですとか、

かなりそういう意味で言いますと多様性がありますので、全く国家資格がある分野もあ

れば、ない分野もあると。６次産業化人材というところで言えば、現時点で国家資格と

いう名称独占なり業務独占がある分野ではありませんので、ただ、おっしゃられる意味

で、今の介護分野におけるプロレベルなりエントリーレベルということと、こちらで考

えているそのレベルというものは、きちんと整合性を取っていく必要があるだろうとは

思っております。 

  そういう意味でイギリスでは、お手元の資料にＮＶＱの資料が出ておりますけれども、

資料２の 22 ページにイギリスでは 700 タイトルで年間 40～50 万人が取得して、600 万

人くらいが取得しているという一般的な社会的なインフラに近いものになっているか

と思います。特に今回あれしているのは、成長分野において人材を呼び込んで確保し

ていくということを主眼にしていますので、医師国家資格ですとか、そういう部分に

重ねて、現時点でこれを入れるというところまでは、今は考えているわけではござい

ませんけれども、成長分野ということで介護、ライフケアですとか環境エネルギーで

すとか、そういう分野でこういった人材の育成確保、キャリア・アップを図っていけ

るような仕組みを導入していこうというのが、もともと新成長戦略の中で位置づけら

れている趣旨かと思っています。お答えになっていないかもしれません。 

○田中雅子委員  

今おっしゃったことはわかります。新成長分野として、ここに着目してするということ。

入口のところが非常に幅広で、勉強していない人も就職できるよという分野で、それに

対する地域レベルというのはばらばらだというのは、現状は認めています。しかし、日
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本においては、そこの分野においては国家資格を生み出しているわけですから、それが

名称独占であろうとなかろうと、その分野において国家資格として認めた資格がある以

上は、そこの位置づけをちゃんと明確にしないと、はっきり申し上げて、今、例えばほ

かのところでやっている検討会の方も、資格職というのは何なのかと。 

  要するに例えば教育の分野で言えば 1,800 時間。ある意味ではこれから更に延びる可

能性があります。特に医療的ケアとの関係が出てきますから、医療的行為との関係が

ね。そうなりますと、我が国である以上はそこを抜きにしては、ここの分野に関して

は語れないのではないかというこだわりがあるし、現場の皆さんの不安があるという

ことです。 

○田中滋座長  

どうぞ。 

○大久保主査  

この実践キャリア・アップ戦略を一番 初にプランニングするときに、皆さんに御説明

をしていたのは、内閣府が各省庁と連携しながら横断的に進めていく一種の編集作業の

ようなものだと私は思っていて、つまりほかの２分野は新規性が高いんですけれども、

介護は既に積み重ねがありますので、そして国家試験もありますので、これを前提とし

て、あとはエントリーレベルからプロレベルにいく階段をつくる上で、足りないところ

をうまく穴を埋めながら全体の制度をつないでいくことに、第一番目の主眼を置いてお

ります。つまり逆に言うと、今回介護福祉士の議論が進んでいるわけですから、その進

んでいる議論を受け止めて、あと我々の目的に合わせて足りないところを埋めながら、

全体をつくり込んでいこうということが基本ベースであります。 

ですから、既に議論が進んでいるものと同じことを、また別の議論をしましょうという

よりは、この制度の目的に照らし合わせて足りないところをうまく組み合わせながら、

お互いに情報交換をしながら制度設計をしていこうという趣旨でございますので、ある

種コンフリクトを起こすようなものを念頭に置いているわけではないという前提から

スタートしておりますので、前提はそこで御理解をいただけるといいかなと思います。

十分でない部分としては十分に議論できていなかったりとか、足りない部分というのが

どこにあるのかというところに、なるべくフォーカスさせていきたいと思っているとこ

ろであります。 

○田中滋座長  

引き続きプロセスで、やっぱり不満だと思ったらまた言ってください。今日持っている

問題意識、ほかの国家資格と違ってここだけ国家資格がレベル４では困るという感じの

ことはよくわかりました。亀山委員、どうぞ。 

○亀山委員  

介護人材をめぐる総論的、基本的な論点の田中先生の思いが今日出されたと思いますけ

れども、私自身も現場におりましたし介護福祉士の資格をいただいておりますが、タス
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クフォースの方で大久保主査の下で委員として関わっておりますけれども、その中で今

日のテーマである基本的な考え方、実践キャリア制度の導入の意義というところについ

て、私は３点ほど自分なりに思って関わってきたつもりです。 

  １つは若い方々がなかなかこの介護に魅力を持てなくなってきている。田中座長から

もお話がございましたけれども、ある程度処遇面、待遇面について一定の前進が出て

きているが、それに見合ったところの若い方々が、なかなか現場に新たに関わってい

らっしゃらないという問題で、そういうものを克服する意味ではキャリア・アップ、

質の提起というところの段位制というものが、ある程度導入の１つの魅力のある柱に

なってくるのではないかという点。 

  ２番目の問題は外部からの導入ということで、歴史的にもかなりいろんな方々が福祉

の介護の現場に入って来られましたけれども、マネジメント系等々ＮＰＯ関連でも、

かなり外部の方々が関わってこられましたし、外部の方々の労働移動についてはキャ

リア・アップの極めて重要な意義があるのではないかと思っています。 

  ３番目は介護の現場等々で十数年働いている方々、熟練の方々が、ややマンネリズム

に陥っている。そういうところを考えた場合にキャリア・アップの中で、一定程度の

方向性を段位制をとることによって新たな目標設定を考えられるという点で、私は３

つの点でキャリア・アップ制度の導入について意義があるのではないかと思っていま

す。 

  以上です。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。高橋委員、どうぞ。 

○高橋委員  

商工会議所の高橋でございます。 

  今日の御説明を伺いまして感想めいたお話を２～３点申し上げたいと思います。１つ

は新成長戦略の中で今おっしゃられた３つの職種を挙げられたということは、成長戦

略の具体化としては非常に好ましいのではないかというのが率直な第一印象でござい

ます。我々商工会議所としては、成長戦略で成長しなければ、つまり、成長なくして

は何の問題も前に進まないというのが基本的なスタンスでございますので、是非半歩

でも一歩でも前に進めていただきたい。特にキャリア・アップ制度の導入によって雇

用創出とか民間参入とか、さらに起業とか創業につながっていくというのは非常に望

ましいと思っております。 

  特に介護の関係につきましては、民間参入の問題も勿論ございますけれども、やはり

ここで是非仕事してみたい、就職したいという雰囲気を高めるような方向で、キャリ

ア・アップ制度ができてくれば幸いだなと思います。尊敬される職業とかマイスター

制度とかいろいろありますけれども、そういったものに通じるような方向でこのキャ

リア・アップの段階を踏むことによって、あの方はすばらしい職業人であるという尊
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敬の目を集める世の中が実現するのが望ましいと思っています。 

  一方で、やや疑問としてあるのが既存資格との問題です。私もなかなか区分けがつき

ませんが、キャリア・アップ制度が社会インフラの一つであるという印象は持ちます。

ただ、ある意味既存資格を格付けするということにもつながりかねないということで、

そこの説明をしっかりやっていただければありがたいなと思います。 

  また、段位が上がるごとに評価自体がなかなか難しくなる、「名人」ともなりますと芸

術点みたいな話になってくるでしょうから、この辺もわかりやすいような仕組みにで

きたらよろしいと思います。 

  さらに、キャリア・アップ制度の導入は人材の質の確保とともに労働力移動の促進と

いう説明がありました。産業構造の転換を進める上では非常に重要な話でございます

ので、これに期待しております。 

  以上でございます。 

○田中滋座長  

ありがとうございます。先ほど来、事実上能力評価のランクについても話が出ています

ので、こちらでも結構です。北村委員、どうぞ。 

○北村委員  

日本在宅介護協会の北村と申します。よろしくお願い申し上げます。まず実践的スキル

というところは、私どもは資料９に付けていただいていますとおり、能力評価基準、在

宅介護業でさまざまつくってまいりまして、結果として評価をしたところで処遇に反映

できなかったというところが大きな課題でございまして、今回の処遇につなげる、また

は介護報酬に含めてどんな形なのかというのを、とても期待するところでございます。 

  基本的な考え方のところの外部労働市場で、この評価基準も資料にありますとおりさ

まざまな業種で四十何種類。今も４種類ぐらいで評価のレベルを合わせようかという

ことをやっていまして、ここの中で今の介護士の国家資格の問題もあるんですが、実

習、演習、スクリーニング、実務経験みたいな言葉で、要は何年間やったとかという

実務経験を基本的に評価せずに、本当にスキルを評価しましょうということは全くそ

のとおりだなと思っていまして、そんなことを考えますと今の介護福祉士取りたてと

いう、適切な表現かどうかはわかりませんけれども、そういう意味でいくと実習とか

演習はかなりこなしていらっしゃる。それをどのレベルで見るか。食事をどれだけつ

くれるかという、そんなところのスキルをちゃんと見ましょうねということであれば、

資格とこれとはまた別の問題です。今の整理の仕方なのか、そこにうまく組み合わせ

るという方向があるんだろうなと思った次第です。 

  それとジョブ・カード自体は未就業、新しく入られる方というのは一部ありますけれ

ども、全く私どもの業界の中では経験しておりませんで、ただ、評価の中でＡ、Ｂ、

Ｃというランクを含めて今後そこにちゃんと職歴が入り、評価が入りということで、

その人の職歴が個人に残っていくという形のものは必ず必要なんだろうなということ
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で、そこも踏まえてということは大変意味のあることなんだろうと思っている次第で

ございます。 

  職員だけというところで、マネジメントの部分でございます。今も職業能力につきま

しては完全なマネジメントは別にしておりますけれども、介護の中ではサービス提供

責任者も含めて人材管理であったり、一部簡単な労働基準があったり、さまざまそう

いった管理能力も問われるところであります。そこを経営層と分けてどう見るかとい

うところも、今後精査をしていただきたいという課題があるということで、大久保主

査から指摘のあるところの課題につきましては、適切に課題を反映していただいてい

ますし、そこをいかにつくるかというところが今後の課題だと認識をしております。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。岡委員、どうぞ。 

○岡委員  

スタッフサービスの岡と申します。よろしくお願いいたします。能力評価のランク付け

に絡んで少しお話を申し上げたいと思います。 

  私どもは人材派遣ということで、エントリーレベルの方々を中心にした派遣での介護

という人材の提供をしてまいりました。そういう意味で量的な課題の解決に尽力して

まいったわけなんですが、同時に質の課題を現在抱えております。そういう意味では

いろいろな御批判を今日いらっしゃっている皆さん方からもいただいおるところだな

と認識しております。 

  １つはよく言われる責任感、もう一つは初期離脱による離職がポイントでございまし

て、私どもは量を増やすに当たりましては、大きくは２つのカテゴリの方々を入職い

ただいております。１つは他業種からの転業、もう一つは主婦を中心といたしました

時間的な制約のある方の就業。これをどう支援していくかというのが私どもの役割だ

と認識しております。しかしながら、大変残念なことに半年以内に半数以上の方が離

職してしまう。これが現実でございます。 

  働く方の主観的な理由はあげつらうと幾つかあるわけなんですけれども、やはり仕事

に見合ったペイ、割が合わないという言葉をどうしても聞いてしまいます。少し慣れ

た方が全然違うサービス業に転職されるということも、頻繁に起こっているのが事実

でございます。 

  もう一つ、ここは昨年来需給の緩和に伴ってヘルパー２級を持たれた方々の時給相場

は、外部労働市場的に言いますと時間にして 50～100 円下がっておるという事実もご

ざいまして、そういう中ではエントリー者が希望を持って、どう頑張れば自分たちの

ペイがよくなるのかということを示すという意味において、この取組みは大変有意義

だなと理解をしております。 

  そういう意味ではプロフェッショナルという議論には届かないんですが、我々は是非
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エントリーレベル、レベル１～２の辺りの細分化は是非御検討をお願いしたいと思っ

ておりますことと、それがどうペイに結び付くのか。先ほど介護報酬との連動のお話

もございましたけれども、この人はここまでできるようになったので 30 円時給を上げ

ましょう。これが実は月収にして数千円上がっていくことで、非常に大きい定着に結

び付いていくんだということの御認識も、是非皆様方にお願いしたいと思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。中山委員、どうぞ。 

○中山委員  

全国老施協の中山と申します。今までのお話を聞きまして、本当にこれが実現しました

ら大変すばらしいことだと思っています。ですから、反面本当にこれが実現できるのか

なと思っておりますけれども、現在私どもは全国老施協で昨年から働きながら資格を取

れるという事業を、ヘルパー２級の過程ですけれども、やってまいりましたが、実際に

20 人弱養成しましたけれども、現在定着している方は１名です。他業種から転職され

て私どもの業界に入ってくるのは非常に難しい。定着化ができない。一体これは何なん

だろうか。私もずっと悩んでまいりましたが、１つには賃金が仕事の割には安い。キャ

リア・アップして将来像を描けない。そういう意味では国で進めている地域包括でどう

しても小規模ということで、なかなか小規模というのはスケールメリットが出せないと

いうことで、小さいところは描くのが難しいのではないかというのが１つあります。 

  あともう一つは、介護福祉制度が平成元年にできましたけれども、その当時から私ど

もはいろいろ議論しまして、一方では学校を出て無試験で取れる。この二重構造がず

っと来ていたわけです。このツケが回ってきているのではないかという感じがいたし

ます。 

  そういう意味では実践力がないんです。中途で入ってくる方もなかなか２か月、３か

月、６か月の間で、教える方も何をどう教えたらいいかわからない。そういうことで

実践力をどうつけるか、どう評価していくか、例えば格付け基準。他業種から入って

きますとどうしてもこれは初めからに近いんです。そういう格付け、給与になってし

まう。しかし、こういう能力基準がきちんとできれば、ある一定の期間を経て、６か

月なら６か月という試用期間を設定するとすれば、その期間できちんと評価できて、

ある程度の賃金の格付けアップもできるのではないか。今、介護の状況でこういう現

状がある。 

では介護の能力云々となりますと、どうしても今の制度、ヘルパー２級課程を見まして

も、私の感じですと座学が多過ぎるんです。やはり実技の時間はもっと増やしてほしい

ということがあります。諸外国、とりわけ北欧ではベッド周り、トイレ周り、車いす周

りだとか、実践に即したカリキュラムが圧倒的に多いわけです。ですから学校が終わっ
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てすぐに現場で使える。では日本ではどうかというと介護の専門学校を卒業されてきま

しても、まず３年、４年です。この差は何なんだろうかということなんです。きちんと

したそういうものを早くつくってほしい。平成元年辺りからＩＴ技術者と介護の人材と

いうのは、圧倒的に不足すると国はわかっていたはずなんです。ですから、ある意味で

こういうことはもっと早くしなければいけなかったことではないかと思っております。 

  以上です。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。藤井委員、どうぞ。 

○藤井委員  

藤井でございます。日本社会事業大学というところで福祉経営の経営者を教える専門職

大学院をやっております。一般のＭＢＡ等と違いまして、大体５～10 年の施設長とか

理事クラスを教えているところでございまして、日々現場に行って人材育成のプログラ

ムをつくったりとか、そういったことをやっております。 

  冒頭に田中委員がおっしゃったことというのは、私は非常に重要なことだと思ってい

まして、要は今、現場においてさまざまな不安が大きくて、国家資格そのものについ

てもいろいろ見直すというところで、介護福祉士の方が今後どこに向かっていけばい

いのか、あるいは散々さまざま制度改革ということで、それに疲れたという印象をお

持ちの方もいらっしゃって、どんどん悪い方向に行っているのではないかというイメ

ージがあるものですから、その辺りの誤解をいかに解くかということも含めて、この

ワーキング等をホームページにアップするというだけではなくして、どういう問題意

識でどのように議論されているかということを、さまざまな機会を通じて現場の方に

直接わかるような伝え方をしておかないと、御不安を招くだけではないかと思ってお

ります。 

  基本的な考え方に沿って幾つか述べさせていただきたいと思います。①なんですけれ

ども、既存の資格とどう考えるかという点ですが、これは私は理屈上は可能なんだろ

うと思います。基本的に国家資格というのは「わかる」「できる」という分け方をなさ

っておられますが、「知る」「わかる」「できる」というふうに分けますと、大体ほぼ「知

る」のレベルから「わかる」にちょっと入ったレベルをチェックしているんだろうと

思います。国家資格を取ってからどのように熟練していくかということが通常問われ

ていると思います。したがって「わかる」をしっかりチェックできる、あるいは「で

きる」をチェックできるということになれば、別の意味は持つんだろうと思います。 

勿論、例えば医師でありますと医師臨床研修制度というものができまして「わかる」「で

きる」という部分をチェックできる、あるいは担保する仕組みがございますし、公認会

計士でも実務経験で担保する仕組みがございます。昨日もケアマネージャーに関して、

そういった仕組みを導入すべきではないかという委員会に出席してまいりました。国家

資格、特に介護福祉士に関してもそういった「できる」部分をある程度評価していく。
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「できる」がないと資格を取ったことにしないというふうに変わっていったとすれば、

こちらの段位とどういう関係性が生まれるかということはあるかと思います。 

ただ、現状では先ほど来議論がありますように、実務経験の方は知識はあるけれども、

養成校の方は試験も受けておられないので知識そのものがあるかどうかも疑わしい。あ

るいは２級研修でありますと 130 時間聞いていただけ、あるいは一部実習、一部演習を

やっただけということですので、どれぐらい知っているかどうか、わかっているかどう

かは全くチェックがありませんので、そういったものをこちらでチェックするのだ、チ

ェックできるのだということにするという考え方は、比較的すっきりしているというか、

わかりやすいとは思います。 

②でありますけれども、この中にあります地域包括ケアの実現というところなんですが、

一番ややこしいのが先ほども御意見がありましたけれども、こんなのは難しい、できな

いという意見がある一方で、片方で既にやっておられるところもある。つまり何でもそ

うなんですが、事業所がイノベーションを成し遂げて、そこで人を育成し、そのサービ

スができているというところは、恐らく人材の質だけではなくして、組織の持っている

能力が多大に大きいわけでございまして、今、多くのところでサービスの質であるとか

地域包括ケアに向かうといったときに、人材の能力だけで定義していくのは難しいかな

と思います。つまり組織の力と分けられない人材の能力があるのではないか。 

介護サービスというのは何を実現するのかといったことも、実は合意が少ないところだ

と思います。例えばおむつを替えるのが上手なのをチェックするということが、意味が

あるのかどうなのかということであったりするかと思います。私は基本的に介護人材と

いうものはアセスメント能力と人を動かせる力だと思っておりますが、そういう言い方

で賛成してくださる方とそうでない方がいらっしゃいますので、その辺りの難しさがあ

ろうかと思いますけれども、ただ、ここで議論することでみんなが合意できるものをつ

くっていくことは、今の時点でやることは非常にいいことだと思います。 

③ですが、これは私もそのとおりだと思います。これから人口が減っていくという中で

アジアを中心に共通のものを考えていく等々のときに、この共通化は必要だと思うんで

すが、ただ、大変大きな話なので、これが前提になるのかならないのかで議論も全く異

なるものですから、是非共通化を視野にということではあるんですけれども、そこから

考え出すと時間がかかるのではないかと思っております。 

エントリーレベルの下の①だけ述べさせていただきますが、一番議論になりますのは諸

外国で言いますと、ある程度の研修なり何なりをして、まだ体に触れないレベルを設定

するところがございます。今は日本では素人でもすぐ体に触れるという制度であります

けれども、そこが一番大きな話になるのかなと。通常、食事とか家事のお手伝いができ

るレベルと、体に触るレベルに線を引くケースが多いので、私はそろそろ線を引いても

いいころだろうと思っておりますけれども、そこがどうなのかというところが一番議論

になると思います。 
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以上です。 

○田中滋座長  

ありがとうございます。話が進んでいますので、残りの時間の関係もありますから２の

評価システムについてでも結構です。平田委員、お願いします。 

○平田代理委員  

全国社会福祉施設経営者協議会（全国経営協）の武居委員の代理で来ています平田と

申します。 

まず基本的な考え方からいきますと、全国経営協は保育、障害、児童、介護と社会福祉

法人の各種別の団体が加入しています。そういう中で今回のキャリア・アップ制度なん

ですけれども、御存じのように介護職員処遇改善交付金でキャリアパスが 10 月から要

件化されて、全国経営協もそのキャリアパスガイドラインの冊子をつくりました。現実

には社会福祉法人と申しましても小規模な社会福祉法人もありますし、大規模な社会福

祉法人もあります。現実見ていきますと法人内で、キャリアパスの初心者から上級者ま

でのシステムをつくれている法人もありますし、今からのところもあります。 

私どもの法人では、職務基準書はありますが、１年目の職員の職務基準書。あるいは３

年目の職務基準書、中堅の職務基準書等完全ではありません。今回こういう全国で統一

した職務の基準みたいなものがもしあれば、自分だけの法人のみのステップアップでは

なくて、新しく人材が入る、あるいはほかの法人との比較、そういう介護人材の質を客

観的な基準で評価する意味では、今後の介護の人材を確保、育成する上でも大きな意味

を持つのではないかと思います。 

２番目ですけれども、やはり現在全国経営協にしても児童関係、保育も少し人材不足が

叫ばれていますし、介護人材は私どもの法人では、児童養護は１名求職すれば二十数名

来るような実態ですが、介護の場合は数名の実態であります。現状、絶対的な量を、今

後 2025 年に倍増する必要な介護人材をどう転職あるいは一部主婦の方を、法人内で教

育しながら１年間で専門家にしていくとか、そういうシステムしか現実にはありません。

そういう意味ではおっしゃられるように、１～３年かかって外部の通信教育を受けなが

ら近所のいろんな養成所を含めて、時間を経てそういうレベルに達するまでのものに持

っていく。多方面の工夫を考えないと、確保と質の向上というのはなかなか難しいので

はないかと思います。 

３番ですけれども、現在介護は当然医療が必要になってきていますし、看護師にも医療

技術を可能にするのと同様に、福祉人材を考えますと基礎教育の部分は同一で、子ども、

障害、老人、医療の専門分野を上乗せする教育システムが必要です。福祉全体の人材の

確保とか育成を考えますと、教育レベルから恐らく学校を含めて再編がいるんでしょう

が、そういう基礎的な福祉人材の１つのカリキュラムみたいなものも、併せて将来、藤

井先生がおっしゃったようにできれば一番ベストかなと思います。 

以上でございます。 
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○田中滋座長  

ありがとうございます。小林委員、お願いします。 

○小林委員  

私は日本介護福祉士養成施設協会というところから、今日初めて参加させていただいた

者ですけれども、我々の業界では、４年制大学が 59 校、短大が約 90 校、あと専門学校

が約 250 校と、全部で約 400 校で全国で介護福祉士の養成を行っているわけでございま

す。 

  今日は初めてということで、私は感想しか述べられないと思っているんですが、実は

２つありまして、１つは今、日本全体の状況の中で、４年制大学への進学率が５割を

超した。ここまで大学が大衆化すると、リーダーの養成どころか、就職さえもできな

い大学生がたくさん増えてきているという現状があります。 

  もう一方、日本の大学の評価がＯＥＣＤ加盟国の中で下から数えた方が早いというよ

うな残念な結果になっているという現実があります。 

  私は日本では質の高い大学教育をもって世界に号するリーダーを育てる一方で、国民

生活を支える、きちんとインフラ整備をできる人材も育てていかなければならないと

思っていたわけです。 

  その中で、特に職業人及び職業教育をこれからはますますグローバル化社会の中で国

際的な点で見ていかなければならないという中で、職業人（専門職）を国際的に評価

できるシステムを将来的には考慮していこうというような先ほどの大久保主査からの

お話があって、これは大変面白いなと実は思っているところであります。 

  労働力の国際化というのは避けて通れないと将来的には思っているわけであります。

そんな中で、介護という問題に取り組まれるというのは、これは成長産業ということ

で大変面白い取組みだと思っております。ですから、是非これは続けていただいたら

ありがたいと思っております。 

  もう一つ、ヨーロッパと日本の教育の違いということで言えば、ヨーロッパの方では

アカデミックディグリー（学術学位）と、プロフェッショナルディグリー（職業学位）

というものがあって並立して評価できるシステムになっているわけであります。日本

は残念ながらプロフェッショナルディグリーというのはなくて、アカデミックディグ

リー一本になっています。言わば職業教育というものになかなかライトが当たらない、

そして若者から職業というものに夢というものをはっきり見出すことができない、モ

チベーションが育たない偏差値中心の体制教育が、すなわち今までの日本の大学進学

における受験教育一本の偏差値教育という中にそういう弊害があったのではないか。

ここで職業というものをちゃんととらえること、職業教育の評価システムを創設し、

職業人（専門職）に新しい評価の価値を与えられるようなことをここで考えていただ

く。その１つとして、このキャリア段位制度のようなものを考えて、国際的に通用す

るようなことを考えていくということは、大変意義のあることだと思っております。 
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  御存じのように、フランスではグランゼゴール（専門職教育機関）というものもある

し、先ほども出ておりました、ドイツのマイスターというものもあるし、あるいは英

国ではポリテニクスが高等教育としてちゃんとプロフェッショナルディグリーなどを

与えるように教育制度改正をしている。国際的な職業教育の流れというのは大きく変

わっているわけです。日本だけが全く変わっていない。ここを国際的に評価できるよ

うに変えていくことを内閣府として進めていくということは、日本の職業教育の評価

につながってくる大変重要なことだとまず第一に認識しているということです。 

  もう一つは、介護の問題ということでお話がありましたが、介護教育は先ほどの田中

委員からのお話のように、19 年改正で大きくカリキュラムを改正して、この資料も出

ているわけでありますが、今までのカリキュラムとは大きく変えて、まさに実践型教

育に変えているんです。ところが、残念ながらその卒業生が来年の３月でないと出な

いわけです。２年教育が基本ですから、２年教育以上の者が来年の３月でないと出な

い。だから、今までとはかなりそういう意味では実践型教育にカリキュラムを大幅に

変え、1,800 時間教育ということにしているわけでありますから、その卒業生がどうい

うふうに社会に評価されていくかというのは私も大変期待しているところであります。 

  そういうことも踏まえた中で、介護というものに対してこういった実践力を基本とし

た評価システムをつくっていくということは、介護の現場にいらっしゃる方々に誤解

を与えないように、言わばうまくこういうものが国際的にも評価され、通用するよう

なことにシフトされていくということになれば大変ありがたい。 

  私どもの方では、ＥＰＡとかＦＴＡとかということで、外国から介護人材の養成を迫

られているというような側面もあるわけであります。日本のこれからの高齢化社会を

担う大切な介護人材というものに対してきちっとした専門職のグランドデザインをこ

こで示していくということは大変大切なことだという印象を持って今日参加させてい

ただいたということであります。 

  どうもありがとうございます。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。筒井委員、どうぞ。 

○筒井委員  

今回の資料を見せていただいて、大きな論点というか、御説明もあったんですけれども、

基本的にはエントリーをどうするのかということと、 終的なアウトカムということで、

職能評価をした結果、お金か社会的な評価を得られるか。これをどういうふうに国とし

て仕掛けをつくるかということだと思うんです。そのときに、関係あることとして、議

論としてはエントリーのところで雇用の流動性を確保するということを考えると、先ほ

どほかの委員からもありましたけれども、是非保育とできれば准看護師といった共通基

礎資格になるようなエントリーの考え方を内閣府で出していただけないかと思います。 

  これは先ほど教育のアカデミックディグリーの話がありましたけれども、プロフェッ
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ショナルディグリーが進んでいるのが北欧とイギリスとかということになるわけです

けれども、実務的な評価をする仕掛けというのが現場にある。これは日本には余りな

いんです。 

次の話、②に話を移しますと、この評価段階をどう考えるかということについては、評

価をできる人間がいるかということになります。これを多くの小さい国というのは、現

場にスーパーバイザーを置いて、そのスーパーバイザーが評価をするという仕掛けをつ

くっておる。日本でこれができるかどうか。スーパーバイザーを養成する仕組みを、こ

れだけはまず早くつくらなければいけないだろうと。 

  ２番目は、藤井委員がおっしゃっていられましたが、なぜキャリアの蓄積がうまくい

かないのか。これは病院ではよく言われるんですけれども、これは英国でやられてい

るんですが、クリニカルガバナンスという考え方がありまして、ガバナンスの方法を

学習できる環境をつくるという目的に特化していくという。ですから、ガバナンスを

評価するという仕掛けを、これは介護保険上、事業者に対してつくった方がいいので

はないかと思います。 

  ３番目の介護福祉士、国家資格をどうするのかというお話がありますが、これは単純

に考えた方がよくて、現状、介護福祉士がいるわけですから、彼らが持っているスキ

ルを評価して、それをスタンダードにすればいいのではないかと思います。そこから

上か下かを決めて、集団としてどのぐらいの介護福祉士集団が知識と技術を持ってい

るかというのをきちんと出してもらえれば、そこを段階の真ん中に置くか。プロと置

くのか、それはちょっと難しいのではないかなと現場を見ていると思います。ですか

ら、もう少し下でもいいのではないか。 

  もう一つ、重要な点は、評価をスーパーバイザーがここでやっています。日本は恐ら

くこれは第三者評価の仕組みをつくった方がいいのではないかと思います。要するに

現場に行って、同じ施設ではなくて別の施設の方、別の機関が行って、技術評価をで

きるような仕掛けをつくる。日本医療評価機構などは病院についてはやっていますけ

れども、そこまで仕掛けとしてつくれれば、評価については何とかなるのではないか。 

社会的背景として、東アジアの問題のことを申し上げますと、今、介護保険は韓国がや

っていまして、やはり質の評価が問題だと。台湾も介護保険をやりたいと言っていまし

て、ここは外国人労働者の問題が非常に大きい。質を評価する方法が何かないだろうか

という相談を受けていましたけれども、フィリピンとかベトナムとかの労働人口が移動

しているんですけれども、これはＩＬＯの勧告を受けていまして、台湾などは結構難し

くなっています。 

  ですから、ここに日本でつくった介護福祉士のスキルの段階などを提示して、一定の

レベルの方々は渡航労働ではなくて、きちんと労働ビザとかそういうことを日本がも

し示すことができれば、今の東アジアの国際情勢にも少しは役に立つのではないかと

思うので、この機会にやっていただけるといいなと思います。 



32 
 

 以上です。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。あとお三方になりましたので、山田委員、中島委員、トリで

今村委員でいきましょうか。では、どうぞ。 

○山田委員  

日本総研の山田と申します。私は介護自体は素人なんですけれども、人材活用とか雇用

問題ということで長くやっておりまして、その辺から参加させていただきました。 

  そういうことで全体的な話も少ししたいと思うんですけれども、改めてこの意義とい

うことを強調したいと思うのは、やはり今、日本全体の中で外部労働市場が拡大して

いて、そこの人材育成というのは非常に弱くなっている。これ自体が本当に国力を決

める大きな問題になっているということで、その意味でパイロットケースとして物す

ごく介護のところというのは重要だと認識しております。 

  というのは、外部労働市場ということで言うと、結構流動性が高いあるいは非正規の

方々が多いということでそうですし、資格ももろ刃の剣だと思うんですけれども、い

ろいろあるということで、うまく統合すればここでパイロットケースになるというこ

とで、介護というところは物すごくそういう意味では国民経済的に見たときに重要な

ところになっていると認識として共有していただければと思っています。 

  そのときに、具体的に考えてくると、今日の議論を聞いていて、既存の資格との関係

というのは物すごく重要だし、この部分をどう考えるかというのを今後決めていくと

いう感じを受けたんですけれども、そのときに具体的には介護福祉士というのをどう

位置づけるかということなんでしょう。全体の枠組みからいったときに、大体７ラン

クぐらいで考えようといっている。そのときに介護福祉士というのは、３か４かぐら

いだと思うんです。そういう意味で言うと、これまでの議論を見ていると、キャリア・

アップということで言うと、１、２、３辺りがすごく重要だということですので、場

合によったらまず１から、エントリーレベルから介護福祉士まで至るまでのところを

具体的に設計していくというぐらいの考え方でもいいのではないのかと思います。そ

れが１点です。 

  もう一つは、幾つかの方がおっしゃっていましたけれども、共通化の話です。福祉全

体として共通していく。将来的に考えていったときに、いろんな保険財政の関係とか、

人材の話ということを考えると、恐らく福祉人材そのものでいろんな共通化としてい

かないとやっていけない。そういう意味では、共通のことをできるだけ念頭に置きな

がら考えていく。今日の議論の中で具体的にあったエントリーレベルのところで同じ

ようなところを一緒に考えていくということの議論があったと思うんですけれども、

そういうことも非常に重要なのかなと考えています。 

  以上です。 

○田中滋座長  
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ありがとうございました。中島委員、お願いします。 

○中島委員  

ありがとうございます。労働組合の連合の中島でございます。私の方から、抽象的にな

るかもしれませんし、大分皆様とダブってしまうと思いますが、幾つか問題意識を申し

上げたいと思います。 

１つは、この分野は確実に人材が必要になります。現場ではともかく人材がいないとサ

ービスが成り立たないということで、その意味でもこの分野にどう人を呼び込んで、そ

この方たちが働きがいを感じて定着していただけるか、大変関心を持っています。その

意味で、産業としても非常に可能性のある分野として戦略的に人材育成をしていくこと

が求められていると思っています。 

  もう一つは、先ほど来、皆さんおっしゃっておりますように、現場で長年働き、非常

に高いスキルを持っていらっしゃって、プロとして高い献身性を持ってらっしゃる方

でも、ほとんど昇給をしていきません。本当に献身性で頑張ってらっしゃる方がたく

さんいまして、キャリア・アップの仕組みができることでその努力やスキルがきちん

と評価される。それが非常に重要だと思っております。そのことが若い方たちに将来

に希望が持てる、先の見通しが見えることにもなると思います。是非何らかの形でキ

ャリア・アップの仕組みができたらと思っております。 

  しかし、処遇が非常に低いというのも現実でございまして、私どもとしては、個人の

評価以前に、社会的な職としての評価を上げていくような仕掛けが必要ではないかと

思っております。 

  労働組合の言葉で言うと産業別の賃金などと言いますけれども、例えば、看護師と准

看護師と介護労働者の賃金を比べると、准看護士さんよりも相対的に低い賃金評価に

なっています。中堅の介護労働者は、スキルからいけば看護師と准看の方の間ぐらい

には少なくともないとおかしいのではないかと考えております。職能統一というお話

もありましたけれども、その意味では、社会的にどのくらいの能力、スキルを職とし

て評価していくかということが必要ではないかと思っております。 

  後に、こうしたキャリア・アップの仕組みが処遇に結びつくということが期待され

ますが、この評価の結果が介護労働市場の中で横断的にどのように機能するか。１つ

１つの事業所の単位では規模においてかなり格差がありますから、そのキャリア、経

験を持った方がほかへシフトしていったときに、横断的に評価できる仕掛けがあれば、

労働シフトももう少しやりやすくなると思っております。 

以上でございます。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。 後までお待たせして申し訳ありませんでした。今村委員、

お願いします。 

○今村委員  
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それでは、 後に、私の方は事業者の全国老人保健施設協会というところの代表でこち

らに参加させていただいています。一番 後の発表ということですので、皆様方のお話

にあったことの感想を含めて少しお話できればと思うんですが、一番大きく感じたのは、

これだけの方々が皆さん集まっておりますけれども、一言で言うと、同床異夢と申しま

すか、本当に考え方がこんなにもたくさん多岐にわたっているんだなということと、同

じ言葉でも恐らく感じる部分というのがかなり違うのかなと、その中では本当にまとま

るのかなという部分は 初から心配はしたところです。 

  ただ、なぜそういうふうになるのかなというところで、まず先ほどから出ている既存

の資格というところで考えてみますと、１つには教育の方法、今に至る介護されてい

る方の成り立ちというのが大変多岐にわたっている。例えば先ほど出た医師というの

は基本的に学部を出ればというところで、かなり限られた部分で１つの資格になるん

ですけれども、介護をされる方々というのはいろいろなバックグラウンドを持って来

られている。その中でいろんな資格制度があるというところで、それぞれの思いが違

うしレベルも異なるんだろうなと。そこが大きく１つの問題で、この中でそれがどの

ようにまとまっていくのかなというか、まとめないといけないのかなということが１

点感じた部分です。 

  もう一つ、若干事業所というところで出てきましたけれども、現場ではという言葉が

出てきました。ただ、この現場ではと言ったときに、例えば私どもですと、介護老人

保健施設の現場を考えてしまって、今、実は介護をする現場というのが大変多岐にわ

たっております。これは施設にしても大変多くなっている。例えば我々は老健と言わ

れるところもあれば、特養、介護療養型の病床。現在、私どもでは病院をやっている

んですけれども、病院でも介護福祉士さん、しかもできるならばというか、資格があ

る方でないときちっとした介護はできないということで、我々病院、しかも急性期病

院でも多くの介護福祉士の方に来ていただきたいという状況になっています。 

  そうしますと、やはり施設がこれだけ多くなってくると、そこで必要とされるスキル

というのも変わるのかな。もう一つ、施設が多いということについて言うならば、規

模の問題もどうしても議論していかないといけないのだろうなと。これは田中座長が

既に地域包括ケアの中でも述べられておりますけれども、ある程度の規模がないと教

育自体がうまくできない。そうすると、そういったところが 終的に事業所単位での

問題としても出てくるのかな。大きくこの２つの部分を強く感じました。 

  その上で、 初の基本的な考え方という部分では、今回、内閣府さんがされるという

ことですけれども、介護人材に関わるキャリア・アップという場合には、何のための

介護人材にかかる実践キャリア・アップなのかという、何のためのと。例えばこれか

らの中では、全体を包括するという意味では地域包括ケアを実現するためのキャリ

ア・アップなんだというような、皆さんが共通に思う部分をつくりなさらないと、そ

れこそ同床異夢でなかなかまとまらないのかなというようなことを感じた次第です。 
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  後に、全老健の取組みということなんですけれども、全老健では、４年前からキャ

リア・アップということには大変注目して、というのも今までお話にたくさん出まし

たように、介護職の処遇というのは大変悪い。そういうようなところで一昨年は日比

谷公園に 100 万人の署名を集めてというような活動もいたしましたけれども、そうい

ったパフォーマンスのみではなくて、介護従事者のキャリア・アップシステム導入活

用推進のための事業というようなことで、厚労省の補助金をいただいて研究も始めて

います。こういった部分がこの会でもうまく整合性が合っていくといいなと思ってお

ります。 

  今後ともよろしくお願いいたします。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。 後に大変いいことを言っていただけました。何人かの方に

言っていただいた、基礎職種の養成課程の統一化は先の話として、しかし、入口ではと

ても大切だろうと賛成の方が多かったです。 

  こういう話には目的、上位概念がなくてはいけなくて、勿論、大本は内閣府ですから

経済成長ですが、我々介護あるいは医療分野の人間からすると、今村委員が言ってく

ださった地域包括ケアシステムに資する人材という概念を我々としては忘れてはいけ

ない。大変ありがとうございました。 

  オブザーバーの方は何か御発言はありますか。どうぞ、お願いします。 

○オブザーバー藤村氏  

私は、タスクフォースの委員でオブザーバーとして今日参加させていただきました、雇

用・能力開発機構の藤村と申します。ジョブ・カードの経験で少しお話をしたいと思い

ますが、１つは日本の実務能力の評価手法というのは、イギリスを中心としたＥＵと比

較しましても、残念ながら標準的な手法としては、持ち合わせていません。 

ジョブ・カード制度の実践型人材養成システムとか、有期実習型訓練を活用された介護

事業者の方々がおられますが、ジョブ・カード制度の実務能力の評価手法でお願いして

いるわけですが、これまでその評価の手法を持ち合わせていなかったために、共通して

言えるのは、先ほどもどなたか発言にございましたが、参加した事業者の方々からは、

評価の仕方がわからないということがあります。その中で、うまくいった事業者の方々

のジョブ・カード制度の実務能力の評価を実践された結果を見ますと、まず指導する側

の質の向上が図られた。これは非常に大きな利点です。これは職種、業種関係なくそう

いうことが言えるようです。 

  また、指導される側（訓練生）の質の向上は勿論ですけれども、やはり定着率が上

がったという結果が出ております。その結果、収益にも貢献したということが出ており

ます。すなわち、定着率が悪いということは、何回も何回も同じ採用事務と人材育成を

繰り返さなければいけない。その無駄が省けたということです。 

   後に、今回のジョブ・カード制度での人材育成を職場の中でやったことの面白
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い話をお伺いすることがありましたが、「見える化」ということをよく皆さんで言われ

ますが、むしろうまくいったところは、社内あるいは事業所内で「見せる化」を行った。

そうすると、他の従業員、あるいは他の部署の指導者の方、経営者の方に相当な影響を

及ぼしたということが明らかになっています。この「見せる化」というのもポイントだ

ったということです。ご紹介までに発言させていただきました。以上です。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。どうぞ。 

○オブザーバー厚生労働省  

厚生労働省の社会・援護局から参りました。 

私どものセクションは、今、御紹介がありました資料６にあります今後の介護人材養成

の在り方に関する検討会の事務局をさせていただいております。この検討会、私ども社

会・援護局と老健局との共同の事務局ということでさせていただいておりまして、今ま

さにヘルパー研修、介護福祉士の新たにできる６か月課程、介護職員基礎研修などさま

ざまある資格制度をもう一度を整理し、資料６にございました人材養成体系を構築し、

キャリア形成につながる道筋をきちんとつくろうということで作業させていただいて

おり、12 月にそれをまとめるという予定で進めさせていただいております。 

  既存資格との関係がいろいろ今回も御議論がありましたけれども、既に介護福祉士は

80 万人以上の方がお取りになり、30 万～40 万の方が働いておられ、またこの資格の取

得を目指して毎年 15万人の方が受けられるという形になっております。介護福祉士は、

19 年度の改正でスキル、資格取得方法を一元化し、知識、技術の標準化をきちんと図

れるようにということで進めてきておりますけれども、そうしたあるべき姿を見据え

て私どもは議論させていただいております。今回御議論がありましたように、現場に

きちんとこうしたものを目指すんだという方向性において、こちらでの御議論との目

指すものを一致させて進めていきたいと思いますので、私どもとしましても随時情報

提供をさせていただきますし、意見交換もさせていただければと思っております。 

  どうもありがとうございます。 

○田中滋座長  

ありがとうございました。時間になりました。本日は、さまざまなお立場からの貴重な

御意見をありがとうございました。なんと急いで年内をめどに介護人材に関する論点整

理をしなくてはなりません。本日、皆様からいただいた意見も踏まえて、引き続き事務

局とともに検討してまいります。 

  また、次回会合については、日程調整中ですが、事務局によると 12 月 20 日の月曜日、

１時半からが有力である。もう少し調整はあるかもしれませんが、１つの候補のよう

です。日程が確定した段階で、場所等を含めて改めて事務方から連絡していただきま

す。お忙しいところを恐縮ですが、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、以上をもちまして、第１回の介護人材ワーキンググループ会合を終了いた



37 
 

します。皆様方、どうもありがとうございました。 

 

以上 


