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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 

～タスクフォースの「フレームに関する議論のための叩き台」を踏まえて～ 

 

 

０．基本的な考え方 

 

① 既存の資格制度が存在する介護人材において、実践キャリア・アップ制度

を導入する意義をどのように考えるか。 

② 現在の介護分野における課題の解決にどのように活かしていくべきか。 

 

○ これまで日本で弱かった現場で実際にどういうことが「できる」か（実践

的スキル）を評価することに、資格制度と異なる意義がある。 

・現場で即戦力としてどういうことができるかを評価、証明していくことがポ

イント。（砂原委員） 

・資格と別に、何年実務経験をしたかではなく、スキルを評価することに意義

がある。資格とうまく組み合わせる方法があるのではないか。（北村委員） 

・国家資格は、「知る」から「わかる」に入ったレベルのチェック。国家資格を

とってから、どのように熟練していくかということが問われている。 

 養成校を出た、ヘルパー研修を受けたというだけで、どのくらい知っている

か、わかっているかについチェックがないので、キャリア・アップ制度でそ

れをチェックできるというのは、わかりやすい。（藤井委員） 

・従来、学校を出て、無試験で介護福祉士をとれたが、実践力がない。能力評

価基準ができれば、一定期間を経て評価でき、賃金格付けもアップできるの

ではないか。（中山委員） 

・日本には、北欧やイギリスのように、プロフェッショナル・デグリーのよう

な、実務的な評価の仕組みが日本にはあまりない。（筒井委員） 

・日本の実務能力の評価手法と比較しても、イギリスを中心としたＥＵと比較

しても残念ながら持ち合わせていない。（藤村オブザーバー） 

 

○ これまで昇給の機会が尐なかった長期間勤務者を始めとする介護職員の 

処遇改善のインセンティヴの付与、上達感・達成感が高まること、キャリア

パスを見せることによる若人等の参入促進等による人材の確保といった点

や、ＯＪＴへの活用の点で意義がある。 

・介護職員の賃金水準が勤続年数を経ても上昇しないことが課題であり、キャ

リア・アップ制度を処遇に連動させていくべき。（河原委員） 
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・長期間介護の現場で働いている者に新たな目標の設定になる。（亀山委員） 

・現場で長期間働いていても、昇給していない。キャリア・アップの仕組みが

できることで、努力やスキルが評価され、処遇に繋がることが重要。 

それが若い人にも、希望が持て、キャリア・アップの道筋が見えることにも

つながる。（中島委員） 

・若人にとって、質の向上を目指すキャリア・アップ制度が魅力の柱になって

くるのではないか。（亀山委員） 

・キャリア・アップ制度が処遇改善につながること、介護報酬への反映を期待

する。（北村委員） 

・仕事に見合ったペイがないということで離転職が多いので、エントリー者が、

どう頑張れば、自分たちのペイがよくなるか示す意味において、大変有意義。

（岡委員） 

・国で統一した職務の基準ができれば、新たな人材、他の法人との比較等、介

護人材を客観的に評価できる。そういう意味で、介護人材を確保・育成する

上で大きな意味を持つ。（平田代理委員） 

・対人援助サービス全般に共通した職業上の課題として、離職を減らすため、

職業としての魅力を高めることが重要。上達感・達成感を継続させる仕組み

を設けることにより、評価され、結果的に処遇にもつながることは重要。（大

久保主査） 

 

○ 職業能力評価の結果について、ジョブ・カードを活用し、証明することで、 

キャリア・アップを容易にするとともに、一つの職場を変わることによるデ

ィスアドバンテージをなくし、労働移動を促進する点で意義がある。 

・外部からの労働移動にとって、キャリア・アップは重要な意義がある（亀山

委員） 

・ジョブ・カードに、職歴、評価が入り、個人に残っていくというものは必要

であり、意味がある。（北村委員） 

・キャリア・経験を持った方が他にシフトした時に、評価できる仕組みがあれ

ば、労働シフトしやすくなる。（中島委員） 

・介護人材にとって、小規模多機能施設、老健施設、急性期病院など、施設に

よって得られる知識・スキルは異なり、辞めるとディスアドバンテージにな

る。このとき、ジョブ・カードのように、既に務めた事業所である程度のラ

ンクまで行ったという証明書をもらえれば、転職とキャリア・アップが容易

になるのではないか。（今村委員） 

・資格や経験がジョブ・カードに記録されることには非常に意味がある。それ

をこの制度が補強するということは、ジョブ・カード制度にとっても好まし
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い。（高橋委員） 

 

③ 今後、医療・福祉関連サービスの人材を効率的に確保していく観点から、 

諸外国における取組みを参考にしつつ、保育・医療等、関係領域の基礎職種

との養成課程の共通化を視野に入れておくべきではないか。 

 

○ 中長期的には、諸外国における保健・医療・福祉の基礎資格の共通化の取

組を参考に、それを視野に入れ、エントリーレベルの養成課程について検討

を行うべき。 

・人材の柔軟な雇用の促進から賛同。（河原委員） 

・将来できればベスト。（平田代理委員） 

・賛同だが時間がかかる。（藤井委員） 

・エントリーレベルの雇用の流動性確保の観点から賛同。（筒井委員） 

・フィンランドでは、ラヒホイタヤという、社会・保健医療基礎資格が存在。

人口規模が小さいので、構造変化に応じた合理的なマンパワーの配置を行う

必要性があったことや、在宅介護のような場合に、吸痰、体の世話などを複

数の介護者が行っていてはコストもかかってしまうことから、従来分離して

いた仕事を一人の人間が行えるよう、ケア現場の仕事の合理化を図った。（筒

井委員） 

・ドイツでも、介護職、看護職の基礎教育を共同化していくというテストケー

スが進められている。（小林委員） 

 

１．能力評価のランクについて 

 

① レベル数はいくつにするのか。 

・エントリーレベル、プロレベルをどのようなレベルとして位置付けるか。 

・上級プロをどのようなレベルとして位置づけるか。介護スキル自体につい

ての高い専門性、主任・サービス提供責任者等の介護部門のリーダーなど、

何を念頭に位置づけるのか。（１－ａ・ｂ、２－ｅ） 

・働く個人にとって、能力開発の取り組みに対するモチベーションが働くよ

う、ある程度のレベル数が必要とされているが、どのレベルのインセンテ

ィヴ、レベルの刻み方を重視するべきか。（１－ｅ）  
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○ 「エントリーレベル」から「介護福祉士」に至るまでの間が重要であり、

何段階かのレベルに分けるべき。 

○ 「介護福祉士」が持っているスキルを評価して、それをレベル設定の中間

に置いて、上下のレベルを設定していくこととするべき。 

・５段階程度としたらどうか。（河原委員）。 

・エントリーレベルの細分化をお願いしたい。（岡委員） 

・身体に触るか触らないかで線を引いてもいいのでは。（藤井委員） 

・キャリア・アップという意味では、レベル１から３辺りが重要であり、エン

トリーレベルから介護福祉士に至るまでのところを具体的に設計しては。（山

田委員） 

・介護福祉士が持っているスキルを評価してそれをスタンダードにして（段階

の真ん中に置くか、プロと置くかし）、上か下かを決めていけばよい。（筒井

委員） 

・平成１６年に厚生労働省が、介護職員について将来的には介護福祉士を基本

とするとの方向性を打ち出していることも踏まえ、必要となる知識やスキル、

その評価システムは、介護福祉士をレベル設定の真ん中に置けば、その後の

展開がしやすくなるのではないか。（河原委員） 

・エントリーレベルでは人の指示を受けながら的確に、安全に業務をこなすこ

とが求められる。看護の世界でも、１年以上現場でやってエルダー、アセッ

サーという形で指導者になり、自分自身で責任を持って業務がこなせるレベ

ルの人材を認めている。（田中雅子委員） 

 

② 介護福祉士、ホームヘルパー研修修了者等との関係をどのように考えるか。 

 

○ エントリーレベル、プロレベルとして、同じ介護職に必要な知識・技能を

定めるものであり、資格と十分整合性を図り、レベルを設定することが必要。 

○ 介護福祉士に至るキャリアパスの在り方等について議論している「今後の

介護人材養成の在り方に関する検討会」の検討状況も踏まえ、レベル設定を

検討することが必要。 

○ 既存の資格制度と相まって、介護職のキャリア・アップ等に資する方法を

検討することが重要。 

・わかりにくくならないようにすべき。（河原委員） 

・介護福祉士の教育の見直しと実践キャリア・アップ制度で、現場はさらに複

雑になるのではないか。（田中雅子委員） 

・国家資格の位置づけを明確にすべき。平成１９年改正により、介護福祉士は、
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より高い知識・技術を持つことになっている。それと整合性を取るべき。（田

中雅子委員） 

・平成１９年の法改正で、介護福祉士も実践型教育に変えている。平成２３年

３月以降にならないと卒業生が出ないが、そういうことも踏まえた中で、現

場に誤解を与えないように、実践力を基本とした評価システムをつくること

になればありがたい。（小林委員） 

・介護福祉士制度の議論が進んでいるので、それを受け止めて、足りないとこ

ろを埋めながら全体の制度設計をしていくべき（大久保主査） 

・資格と別に、何年実務経験をしたかではなく、スキルを評価することに意義

がある。資格とうまく組み合わせる方法があるのではないか。（北村委員） 

 

 

２．必要となる知識・スキルとその評価システム 

 

（１）必要となる知識・スキル 

① 介護職として、どのような知識・スキルが必要か。 

 

○ 地域包括ケアシステムを担う人材育成の観点や、介護はチームケアの中で

行われること等を踏まえ、連携の能力や問題解決能力、状況判断能力が重要。 

・地域包括ケアを実現するための人材育成に資する制度とすべきではないか。

（今村委員）（田中雅子委員） 

・地域包括ケアシステムの中では、他の職種等との連携が入ってくるので、「連

携の能力」、「問題解決能力」等が重要。（田中座長） 

・介護人材というものは「アセスメント能力」と「人を動かせる能力」ではな

いか。（藤井委員） 

・介護は１人ではなく、チームケアの中で行うので、ちゃんと引継ぎができる

とか、リスクに対する管理ができるとかといった「連携の能力」が求められ

る。この意味で、「問題解決能力」、「状況判断能力」、特に、介護は、身体だ

けでなく、人の感情を考慮する必要がある感情労働として、利用者、スタッ

フなどとの感情の中において、どういう状況にあるのかという「アセスメン

ト、実践能力」が必要。（田中雅子委員） 

・感情労働を基軸にしながら、個々人がこういう場合にはこういうことがおき

るということを実践的にできているか身につけているのかということが確認

できるような仕掛けをお願いしたい。（岡委員） 

・他人の生活に密接にかかわっていく介護職員には、人間力や社会力といった
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ものも必要。マネジメントのスキルも評価基準に入れるべき。（河原委員） 

 

（２）「評価方法」について 

（ア）「わかる（知識）」の評価 

① 教育カリキュラムをどのように考えるか。 

・現在のホームヘルパー２級研修は、座学が多すぎる。実技を重視すべき。（中

山委員） 

 

② 既存の介護福祉士養成課程、ホームヘルパー研修等の講義の修了との関係を

どのように考えるべきか。確認のためのテスト等をどう考えるか。 

・国家資格との関係を明確にすること、資格との関係を複雑にしない観点か

ら、原則として、介護福祉士養成課程等の講義を修了したことで、評価す

ることでよいか。（２－ｂ・ｄ） 

 

（イ）「できる（実践的スキル）」の評価 

① 課題を与えて一定期間仕事ぶりと結果を評価する方法で評価することでよ

いか。（２－ｃ） 

 

○ 実証事業を実施するのであれば、その中で現場に即して「できる（実践的

スキル）」の標準化について検討すべき。 

・「できる」の要素には、暗黙知と言われる部分も多い。「できる」とは何であ

って、何によって構成されているからどう評価すべきかということを現場に

即して標準化すべき。実証実験をやると見えてくるのではないか。（藤井委員） 

・標準化に当たっては、介護福祉士資格を取得し、ある程度経験がある人を、

それよりも能力がある人が評価して、それができることを一つの標準にして、

どこかに置けばよい。実証事業を実施するのであれば、全員介護福祉士であ

る程度の経験がある小規模事業所と大規模な事業所というように、コントロ

ールを作った実験的な介入をするべき。（筒井委員） 

 

（ウ）共通 

① 介護福祉士等の資格取得で評価を代替するとした場合、どの部分を代替する

こととするのか。特に「できる（実践的スキル）」の評価はしなくてよいか。

（２－ｄ） 
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○ 介護福祉士等の資格取得で評価を代替するとした場合、どの部分を代替す

ることとするのか。特に「できる（実践的スキル）」の評価はしなくてよいか。 

・国家資格の位置づけを明確にすべき。平成１９年改正により、介護福祉士は、

より高い知識・技術を持つことになっている。それと整合性を取るべき。（田

中雅子委員）（再掲） 

・国家資格は、「知る」から「わかる」に入ったレベルのチェック。国家資格を

とってから、どのように熟練していくかということが問われている。養成校

を出た、ヘルパー研修を受けたというだけで、どのくらい知っているか、わ

かっているかについチェックがないので、キャリア・アップ制度でそれをチ

ェックできるというのは、わかりやすい。（藤井委員）（再掲） 

・介護福祉士を取っただけでは一つのレベルとして認めにくい。介護福祉士と

してできるということを担保した方がよい。臨床研修医などと同様に、「でき

る」を評価するためには、一定の力のある事業所、スーパーバイザーのよう

なものがきちんと認めていくことが重要であり、事業者側、あるいは介護福

祉士団体も一緒になってもらう運営体制が必要。（藤井委員） 

・従来、学校を出て、無試験で介護福祉士をとれたが、実践力がない。能力評

価基準ができれば、一定期間を経て評価でき、賃金格付けもアップできるの

ではないか。（中山委員）（再掲） 

 

 

③  マネジメントのスキルについて、評価基準に入れるべきかどうか。 

  

○ マネジメント・スキルの評価については、主任・サービス提供責任者等 

介護部門のリーダーとしてのマネジメントを対象とし、施設長・管理者まで

は入れないことでよいか。 

・経営層ではなく、サービス提供責任者も含めて人材管理の能力を評価すべき。

（北村委員） 

・サービスに関するマネジメントのスキルは必要だが、施設長のように、施設

全体を管理するマネジメントの問題は違う問題ではないか。（武居委員） 

・事業所の質を確保するためには、マネジメント層のレベルアップが必要。職

員と部下との関係づくりが最も重要。マネジメント層の評価基準には、こう

したものが必要ではないか。（稲葉代理委員） 

・施設長や管理職に求められるマネジメントのスキルも評価基準に入れるべき。

（河原委員） 
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④ アセッサーはプロレベルとすると、どのような者になるのか。どのような 

講習をどこが実施するのか。（２－ｈ） 

 

○ 質を担保していくためには、第三者評価としてのスーパーバイザーを、 

内部機関、外部機関の両方に作るべきではないか。 

・スーパーバイザーを養成する仕組み、第三者評価の仕組みをつくった方がよ

いのではないか。（筒井委員） 

・第三者評価としてのスーパーバイザーを、内部機関、外部機関の両方に作ら

なければならない。指導する者と評価する者がいない限り、質を担保してい

くことは難しい。（筒井委員） 

 

 

３．運営体制 

 

①介護分野の「カリキュラムを認証する組織」、「介護分野のアセッサーの育成、

評価、データ管理をするべき組織」として、当面、どこを考えるのか。 

（３－ａ・ｂ・ｃ・ｄ） 

・第三者評価としてのスーパーバイザーを、内部機関、外部機関の両方に作ら

なければならない。指導する者と評価する者がいない限り、質を担保してい

くことは難しい。（筒井委員）（再掲） 

・同じ職場で長く勤めてもらうためのキャリア・アップだけでなく、次のステ

ップアップのための転職もある。ジョブ・カードのように、既に務めた部分

である程度のランクまでの証明をもらい、次に転職できるとすると、転職が

容易になるが、こうした点を踏まえて、運営体制を考えるべき。（今村委員） 

・内閣府、厚生労働省の間や、老健局、社会・援護局などの間で制度の所掌が

分かりにくくならないようにするべき。（河原委員） 

 

（ア）来年度後半に仮に実証事業を実施することとなった場合、具体的には、 

どのように実施するか。（３－ｄ） 

・「できる」の要素には、暗黙知と言われる部分も多い。「できる」とは何であ

って、何によって構成されているからどう評価すべきかということを現場に

即して標準化すべき。実証実験をやると見えてくるのではないか。（藤井委員）

（再掲） 

・標準化に当たっては、介護福祉士資格を取得し、ある程度経験がある人を、
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それよりも能力がある人が評価して、それができることを一つの標準にして、

どこかに置けばよい。実証事業を実施するのであれば、全員介護福祉士であ

る程度の経験がある小規模事業所と大規模な事業所というように、コントロ

ールを作った実験的な介入をするべき。（筒井委員）（再掲） 

 

（イ）求職者求職支援法、公共職業訓練との関係をどのように考えるのか。 

（３－ｆ） 

 

 

４．普及浸透方法 

 

① 教育カリキュラムの開発を促進するためには、どのようなことが必要か。 

（４－ａ） 

 

② 労働市場サービスでの活用を促進するためには、どのようなことが必要か。 

（４－ｂ） 

・これだけの評価を受けた介護職が、これだけの数いるといったことが、世間

に知られ、評価を受けられるような仕組みが必要ではないか。(稲葉代理委員) 

・イギリスの NVQ パスポートではユニット単位にいろいろな仕事が書かれてい

て、その仕事を指導者、アセッサーがサインをする。このように、一つの職

業で見える化をして、携帯できるようにすべき。日本では、介護事業者と教

育関係者が合意をする形で、ジョブ・カードを活用していけば、普及につい

ても、非常に早い段階で促進されるのではないか。（藤村オブザーバー） 

 

③ 事業者での制度の導入、レベル取得の支援、促進していくためには、どのよ

うなことが必要か。特に、介護報酬の評価が重要ではないか。（４－ｃ）   

・レベル取得のメリットについて、介護従事者、事業者、利用者のそれぞれの

視点から検討すべき。介護報酬上の評価を検討する場合、サービスを受ける

国民が、何らかの付加的なコストを払うならば、納得してお金を払えるよう

な設計が必要。（砂原委員） 

・実践キャリア・アップ制度の普及を進めることは必要だが、最低賃金などと

連動させることは厳に避けるべきである。（高橋委員） 

・ホームヘルパーの実際の評価方法などを考えれば、事業者にとって相当のコ

ストが発生。ばらつきがないよう、評価者の養成に力を入れるとともに、事
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業者のコストに見合う、介護報酬への反映や助成措置が必要ではないか。（稲

葉代理委員） 

・スキルの高い職員がいる場合には、介護報酬の評価に結び付けるような工夫

が必要。結果として、その事業所が、利用者にとって社会的に高い評価を得

るようなインセンティブがないと、なかなか定着しないのではないか。（中島

委員） 

・キャリア・アップ制度が処遇改善につながること、介護報酬への反映を期待

する。（北村委員）（再掲） 

 

④ 教育機関、労働市場サービス、事業者の三者に普及浸透させていくために、

助成措置が必要か。 

・働く方、企業、消費者の３者にとってメリットがある、インセンティブが見

られるような制度が望ましい。（高橋委員） 

 

○ 介護人材に係る実践キャリア・アップ制度の普及浸透を図るためには、介

護職員、サービスの利用者、事業者にとって、以下のようなメリットによる

インセンティブが働くような仕組みを検討していくことが必要。 

・介護職員にとっては、レベルを取得していくことにより、上達感・達成感

が高まることや、処遇の改善、転職に当たってのデメリットが軽減できる

ようにすること。 

・サービスの利用者にとっては、質の高い介護サービスを選別できるように

すること。 

・事業者にとっては、スキルの高い職員がいることが世間に知られ、社会的

に高い評価を得られるとともに、事業者にとってのコスト、利用者のとっ

てのサービスの質の向上や費用負担に対する理解等を踏まえ、介護報酬へ

の反映について検討すること。 

 

 

⑤ 日本国内だけでなく、アジアを中心とした海外にも展開することを目標とし

てはどうか。 

  

○ 介護人材に係る実践キャリア・アップ制度を、将来的には、日本国内だけ

でなく、アジアを中心とした海外にも展開することを目標とすべき。 

・日本で介護職のスキル評価を策定すれば、東アジアの他の国々においても活

用してもらえるのではないか。（筒井委員） 
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・日本でも職業教育にライトを当て、国際的に通用するようなものをつくって

もらえればありがたい。（小林委員） 

・日本から外へ出て勉強した方が帰ってきたときの受け皿としても活用可能性

ができればよいのではないか。（中島委員） 

・長期的な考え方の中では、実践キャリア・アップ制度において、韓国、台湾

等の海外に対する指導職についても視野に入れるべきではないか。（亀山委員） 


