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※ この論点整理は、各ワーキンググループにおいて、主として現時点までの多数意見や

異論が出ていない意見等を記載したものであって、 終的な結論ではない。今後、各論

点について年度内をめどに引き続き検討を行う。 

 

※※ 特に議論が十分でない論点については、引き続き検討する等の旨を記載している。

 

資料１ 
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１．介護人材ＷＧ  

 

 

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

入する意義について 

○ 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。 

○ これまで昇給の機会が少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ブの付与、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。 

○ 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。 

 

（２）エントリーレベルの養成課程の共通化について 

○ 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。 

 

 

１．能力評価の階層（ランク）  

 

（１）レベルについて 

○ 「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。 

 

（２）介護福祉士、ホームヘルパー研修修了者等との関係について 

○ 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
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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。 

 

 

２．評価方法・システム  

 

（１）必要となる知識・スキルについて 

○ 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。 

 

（２）「評価方法」について 

 ○ 次のような点について、引き続き検討。 

・ 「わかる（知識）」の評価としては、既存の介護福祉士資格など国家資格との

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、ホームヘルパー研修等の講義を修了したことで、評価

することでよいか。 

・ 介護福祉士資格等の取得者について、「できる（実践的スキル）」の評価はし

なくてよいか。 

・ 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（実践的スキル）」の評価としては、課題を与えて一定期間仕事ぶりと

結果を評価することでよいか。 

・ 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。 

・ 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。 

・ 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。 

 

 

３．運営体制  

 ○ 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、どこを考えるのかについては、

引き続き検討。 



3 
 

 

○ 実証事業の実施方法について、具体的にどのように実施するかについては、

引き続き検討。 

 

 

４．普及・浸透方法  

 

（１）制度の普及浸透方法 

○ 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、利用者にとってのサー

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。 

 

（２）制度の海外展開について 

○ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

２．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）ＷＧ 

 

 

１．能力評価の階層（ランク）  

 

（１）レベル数と、各レベルに係る能力評価について 

○ 個々の施設等に対し、客観的な視点から省エネや温室効果ガス排出削減等

に係る診断・審査等を行う専門家（「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））について、能力評価基準として設定する「レベル」の数を、

例えば７とした場合、エントリーレベル・上級プロレベルを除くレベル（２～４）の

能力評価については、 

① エネルギー使用量、温室効果ガス排出量等の「現状把握」 

② 省エネ・排出削減等の可能性の「分析」（削減ポテンシャルの把握） 

③ 省エネ・排出削減等のための「具体的取組の提案」 

といった能力を、評価基準の要素とすることも一案と考えられる。 

 

（２）特定の施設・部門等や温室効果ガスごとの専門性について 

○ 省エネ・排出温室効果ガス削減等に係る診断等の対象施設・部門は、ＣＯ２に

ついてだけでも、「産業（工場等）」「業務（オフィス・店舗等）」「家庭」「運輸」「森

林吸収」など多岐に渡っているが、本制度についても、これらの「特定の施設・部

門等や温室効果ガス毎の専門性」を十分活かした評価体系を構築すべきであ

る。 

 

○ なお、専門性の基準となる対象施設等の区分については、本制度を速やかに

導入すべき必要性に鑑み、ある程度「大括り」の区分とすべきである。 

 

 

２．評価方法・システム  

 

（１）「できる（実践的スキル）」に係る職務経歴等について 

○  「できる（実践的スキル）」については、スペシャリストレベル以上であれば、
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課題に対する仕事ぶり等を評価する方法に加え、「これまでの職務経歴等を評

価する方法」を幅広く採用すべきである。 

 

（２）「エネルギー管理士」等の既存資格などとの関係について 

○ 例えば大企業の工場の省エネ診断等、当該人材と一部業務が重複する可能

性のある「エネルギー管理士」との関係をどのように考えるか、引き続き検討を

行う必要がある。なお、その資格取得をもって、評価・研修の一部を代替できる

ようにすべきである。 

 

○ また、その他、省エネ・温室効果ガス削減等に限定されない環境全般に関連

する各種民間職業資格等についても、上記のような関係をある程度考慮する必

要がある。 

 

（３）「評価者（アセッサー）」について 

○ 「評価者（アセッサー）」はプロレベルとすると、現行各種制度（排出量取引試行

制度等）の審査人のような者が考えられる。なお、当該者に対する講習等は、ど

こがどう実施するのか、引き続き検討が必要である。 

 

（４）教育機関における研修及びカリキュラムについて 

○ 特に大学・専門学校等の教育機関を含め、人材育成機関における研修及びそ

のカリキュラムの在り方を、どのように考えるか、引き続き検討する必要がある。 

 

（５）国際規格としての「ＩＳＯ１４０６４」等との関係について 

○ 個人に対する能力評価とは異なるものの、温室効果ガスの排出量算定・審査・

検証方法に関する国際規格として「ＩＳＯ１４０６４」などが存在するが、上級プロ

レベル以上に限っては、これらも当該人材に対する評価に当たっての一要素と

すべきである。 

 

 

３．運営体制  

 

（１）運営体制全体について 

○ 当該人材に係る「カリキュラム認証を行う組織」「アセッサーの育成・評価・デー

タ管理を行う組織」などとして、当面（約５年間）、どこを考えるのか、引き続き検
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討する必要がある。 

 

（２）モデル事業について 

○ 来年度後半に、仮にいくつかの地域・施設等（教育機関を含む。）について実

証事業を実施することになった場合、具体的には、どのくらいの箇所・規模など

を考えるか、引き続き検討する必要がある。 

 

 

４．普及・浸透方法  

 

（１）具体的なニーズについて 

  ○ カーボンマネジメント人材に対する具体的なニーズが、「大企業等においては

企業内人材として、中小企業等それ以外の分野においては外部人材として存在

する傾向にある」との概ねの基本認識を全体として共有し、より一層明確化した

上で具体的取組を進めることが、制度を普及浸透させるための前提となる。 

 

（２）企業等における導入、在職者のレベル取得について 

○ 企業等における本制度の導入、特に在職者のレベルの取得を推進していくた

めには、企業等にとっては、当該人材に係る費用を単にコストとしてではなく競

争力強化の源泉と捉える必要がある。また、例えば、既存の制度（自主行動計

画制度や排出量取引試行制度等）との連携も検討すべきである。 

  

○ また、中小企業等については、当該費用が過度の負担にならないよう十分配

慮するとともに、中小企業等にとってもカーボンマネジメントが競争力強化につな

がることを丁寧に説明し、理解を得ていく必要がある。 

 

（３）本制度の海外への普及浸透について 

○ 我が国企業のグローバル化に併せ、当該人材の育成・海外展開を図ることに

より、アジアをはじめとする他国にも、本制度の普及浸透を積極的に図るべきで

ある。 

 

（４）審査・検証業務等に対する過度な管理・行為規制の問題について 



7 
 

  ○ 排出量取引等に係る各種制度等において、排出量の算定等に一定水準の厳

格性を求めていくことは言うまでもないが、他方、国や地方自治体が自ら、審査・

検証業務を行う人材等に対し、直接又は間接に過度な管理・行為規制を行うこと

は、当該人材に係る価値（創造性や報酬等）に悪影響を与える恐れがあることに

留意すべきである。 
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３．６次産業化人材ＷＧ  
 

 

０．前提として 

 

（１）６次産業化人材の範囲について 

○ ６次産業化に取り組む農林漁業者だけでなく、農林水産業への参入や農林漁

業者と連携して新たな商品開発を行う２次・３次業者も対象に含める。 

 

○ 実務に携わるプレイヤーのみならず、コンサルタント・アドバイザー、国・自治体

の公務員、農協・漁協の職員等も広く対象とする。 

 

○ コンサルタント等については、６次産業化の推進やビジネス化に関する「実践

的経験」を問う必要があるのではないか。 

 

（２）観光に関する考え方について 

○ 観光は６次産業化のメニューの一つであることから対象に含める。 

 

○ 一方、６次産業化人材の一般的な要件としては、観光業に関する知識は専門

的であり、必須ではないのではないか。 

 

○ 農林漁業者が観光業に進出する場合も、２次・３次業者が農山漁村の地域資

源を生かして観光業を営む場合も、対象としてはどうか。 

 

（３）６次産業化人材の就業場所や雇用先の範囲について 

○ 既存の農商工連携人材育成事業の受講者においては、自ら起業・企業への就

業ともに、既に事例はあり、農林水産業への参入や農林漁業者と連携して新た

な商品開発を行う２次・３次産業者は増加していることから、可能性があるので

はないか。 

 

○ 現時点ではコンサルタント・アドバイザーへのニーズが高いが、就業可能性が

限られており、ビジネスが成り立つ環境づくりをしてはどうか。 
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１．能力評価の階層（ランク）  

 

○ 次のような点について、今後検討。 

① 現実には６次産業化人材には、レベル４（もしくはレベル３）よりも上のランク

でなければそう呼べないのではないか。しかし、そこへたどり着くプロセスを見

えるようにするためには、レベル３（レベル２）以下も示す必要があるのではな

いか。 

② プロ（レベル４）以下は枝分かれするのではないか。例えば、１次、２次、３次

のそれぞれの分野から６次産業化人材を目指す人がいるはずである。 

③ プロになるには、１次、２次、３次のすべてについて 低限の知識を持ってい

る必要があるのではないか。 

④ 一方、第３次には飲食業、小売業、接客業、運送業、観光業などさまざまな

領域が含まれるが、これらは選択と必須に分かれるのではないか。 

⑤ 食品の安全、衛生管理はプロの必須知識なのではないか。 

 

 

２．評価方法・システム  

 

○ 次のような点について、今後検討。 

① レベル１からレベル３までの認定については、学校教育の履修をもって認定

する方法も考えられるのではないか。ただし、そのカリキュラムの認証にあた

っては、一定の実務教育（長期インターン、コープ教育のようなもの）を組み入

れる必要があるのではないか。 

② 学校教育の履修によらず、叩き上げでプロを目指す人材もいるはずである。

その人々のアセスメントは誰がするのがよいか。 

③ 学校は大学、専修・専門学校、農業・水産高校などが対象になるのではない

か。その他に教育の担い手はいるか。 

④ プロレベル以降は、実績と同業者の推薦によって評価してはどうか。 

⑤ 既存の国家資格や有力な民間職業資格のなかに、その資格取得をもって、

評価（またはその一部）を代替することができるものはあるか。例えば、調理師

や栄養士などの資格はどうか。 

   ⑥ ６次産業化人材には、一定のマネジメント・スキル、リーダーシップが必要で

はないか。それらはどのように評価するべきか。 

⑦ レベル４以上の認定を受けた人には、あわせてアセッサーにも登録してもら

うことがいいのではないか。 

 

 

３．運営体制  
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○ 次のような点について、今後検討。 

① この分野で、アセッサーの育成、評価、データ管理などの機能を持つ団体は、

どのような団体が望ましいのか。 

② カリキュラム認証を行う機能も必要になる。この主体は、どこがよいか。 

③ 能力評価基準が完成したら、当面（来年度）は、モデル事業の形で、いくつか

の地域や領域で試行してみてはどうか。その際、どのような政策支援が必要

か。 

 

 

４．普及・浸透方法  

 

○ 次のような点について、今後検討。 

① 農業法人、流通業、観光業、飲食業、食品製造業などの企業のなかで、企

業単位での本制度の導入、レベル取得に取り組む企業をつくることで普及が

促進されるのではないか。 

② 初期的には各官庁などでさまざまな認定を受けている人々（６次産業化、農

商工連携、地域再生などの切り口で）の中から、相互認証の形で上級者を認

定してはどうか。 

＊ 農林水産省、経済産業省、内閣府、総務省（ふるさと財団）、観光庁など

のこれまでの表彰者も参考になるのではないか。 

③ 地方圏でチャレンジする人々が多いことが想定されるため、e－learning の手

法を積極的に導入することが重要ではないか。 

④ 関連省庁の施策と積極的に連動を図っていくことが有効ではないか。特に農

漁業の再生や、地域活性化策とは車の両輪となるのではないか。また「６次産

業化法」や「農商工等連携促進法」に基づいた事業と連動させることで、本施

策が強化されるのではないか。 
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ワーキンググループ（WG）の開催状況 
（平成 22 年） 

 
 
①介護人材 WG 

第１回会合（12 月 7 日） 
第２回会合（12 月 20 日） 

 
②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）WG 
第１回会合（12 月 3 日） 
第２回会合（12 月 21 日） 

 
③６次産業化人材 WG 

第１回会合（12 月 7 日） 
第２回会合（12 月 22 日） 
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介護人材 WG 委員名簿 

 
（注）大久保幸夫・専門タスクフォース主査（内閣府参与、リクルートワークス研究所所

長）は、原則 WG に出席し、WG 委員と同様に意見を申し述べることができるものと

する。（他の WG も同じ。） 

 

【座長】 

◎田中  滋   慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授 

 

【有識者】 

○田中 雅子  日本介護福祉士会 名誉会長 

 

○筒井 孝子  国立保健医療科学院 福祉サービス部福祉マネジメント

室長 

 

○藤井賢一郎  日本社会事業大学専門職大学院 准教授 

 

○山田   久  日本総合研究所 調査部主席研究員 

 

【事業者】 

○今村 英仁   （社）全国老人保健施設協会 理事 

 

○岡 登志雄   (株)スタッフサービス・ホールディングス 代表取締役

常務 

 
○北村 俊幸   （社）日本在宅介護協会 研修広報委員会副委員長 

 

○武居  敏    (社福)全国社会福祉協議会 全国社会福祉施設経営

者協議会副会長 

 

○中山 辰巳   (社)全国老人福祉施設協議会 福祉人材確保対策推

進委員会副委員長 
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【産業界】 

○砂原 和仁  東京海上日動火災保険（株） 個人商品業務部ヘルスケ

ア分野専門次長 

（日本経団連社会保障委員会医療改革部会介護ＷＧ

委員） 

 

○高橋 和憲  日本商工会議所 理事・企画調査部長 

 

 

【労働界】 

○中島 圭子  日本労働組合総連合会 総合政策局長 

 

○河原 四良  ＵＩゼンセン同盟 日本介護クラフトユニオン政策顧問 

 

 

【教育機関】 

○亀山 幸吉   淑徳短期大学 社会福祉学科教授 

 

○小林 光俊  （社）日本介護福祉士養成施設協会 会長 

学校法人敬心学園 理事長（日本福祉教育専門学校） 
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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) WG 

委員名簿 

 

【座長】 

◎松橋 隆治  東京大学大学院 新領域創成科学研究科教授 

 

【有識者】 

○伊藤 健二  慶應義塾大学大学院 特別研究准教授 

 

○熊崎  実   筑波大学 名誉教授 

 

○末吉 竹二郎 国連環境計画 (UNEP） 金融イニシアチブ特別顧問 

 

○谷口 裕一  （財）省エネルギーセンター 常務理事 

 

○中上 英俊  (株)住環境計画研究所 代表取締役所長、東京工業大

学 特任教授、慶應義塾大学大学院 教授、一般社団

法人ESCO推進協議会 代表理事 

 

○山岸 尚之   WWF ジャパン 気候変動プログラムリーダー 

 

【事業者】 

○相澤 善吾  東京電力(株) 常務取締役 （（社）日本経済団体連合会 

環境安全委員会地球環境部会長) 

 

 

○稲永  弘  （株）トーマツ審査評価機構 代表取締役社長 

（一般社団法人 温室効果ガス審査協会 代表理事） 

 

○西本 甲介  (株)メイテック 代表取締役社長兼ＣＥＯ 
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○平林 良人  （株）テクノファ 代表取締役社長 

 

○吉田麻友美  （株）日本スマートエナジー 代表取締役社長 

 

【産業界】 

○岩間 芳仁  （社）日本経済団体連合会 環境本部長 

 

○佐藤 健志  日本商工会議所 産業政策第二部担当部長  

 

【労働界】 

○逢見 直人  日本労働組合総連合会 副事務局長 

 

【教育機関】 

○重里 徳太  学校法人重里学園 日本分析化学専門学校 学校長 

 

○藤井 良広  上智大学大学院 地球環境学研究科教授 
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６次産業化人材 WG 

委員名簿 

 

 

【座  長】 

大宮  登  高崎経済大学 副学長 

 

【有 識 者】 

小川 健司  （独）情報処理推進機構 参事 

 

片岡  寛  東京理科大学専門職大学院 教授 

 

斉藤 俊幸  イング総合計画 代表取締役 

 

中嶋 康博  東京大学大学院 農学生命科学研究科准教授 

（食の安全研究センター 副センター長） 

 

森下  正   明治大学 政治経済学部教授 

 

【事 業 者】 

佐藤 良雄  キャリアバンク（株） 代表取締役社長 

 

嶋崎 秀樹  （有）トップリバー 代表取締役 

 

鈴木 裕己  （株）プロ・スパー 代表取締役 

 

俵  慎一  （社）Ｂ級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議

会（愛Ｂリーグ） 事務局長 

 

玉沖 仁美  （株）タマノワ 代表取締役 

 

仲元  剛  イオンリテール（株） エリア政策推進フードアル

チザングループマネージャー  
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【産 業 界】 

川口  晶  （社）日本経済団体連合会 産業政策本部副本部長 

 

栗原  博  日本商工会議所 流通地域振興部長  

 

【労 働 界】 

杉山 豊治  日本労働組合総連合会 社会政策局長 

   

【教育機関】 

小沢  亙  山形大学農学部 食料生命環境学科教授 

（やまがた６次産業ビジネス・スクール プログ

ラム開発リーダー） 

   

廣瀬  道  誠心学園 副理事長 

（東京誠心調理師専門学校 国際フード製菓専門

学校学校長） 

 

 

 


