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総合的な介護人材確保対策
介護職員の
処遇改善

多様な人材
の確保・育成

離職防止
定 着 促 進
生産性向上

介護職
の魅力向上

外国人材の受
入れ環境整備

（実績）月額平均７．５万円の改善
月額平均1.8万円の改善（令和元年度～） 月額平
均１.4万円の改善（29年度～） 月額平均1.3万円
の改善（27年度～） 月額平均0.6万円の改善（24
年度～） 月額平均2.4万円の改善（21年度～）

○リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃 金
水準を目指し、総額２０００億円（年）を活用し、経験・技
能のある介護職員に重点化した更なる処遇改善
を2019年10月より実施

※令和３年度介護報酬改定では、介護職員の人材確保・処遇改善等にも配慮し、改定
率を＋0.70％とするとともに、更なる処遇改善について、介護職員間の配分ルールの
柔軟化を実施。

○介護福祉士修学資金貸付、再就職準備金
貸付による支援

○中高年齢者等の介護未経験者に対する入
門的研修の実施から、研修受講後の体験支
援、マッチングまでを一体的に支援

○ボランティアポイントを活用した介護分野での
就労的活動の推進

○他業種からの参入促進のため、キャリアコンサルティングや、
求職者向け職業訓練の訓練枠の拡充、訓練への職場見
学・職場体験の組み込み、訓練委託費等の上乗せ、訓練
修了者への返済免除付きの就職支援金の貸付を実施

○福祉系高校に通う学生に対する新たな返済免除付きの修
学資金の貸付を実施

○介護施設等における防災リーダーの養成

○介護ロボット・ＩＣＴ等テクノロジーの活用推進
○介護施設・事業所内の保育施設の設置・
運営の支援

○キャリアアップのための研修受講負担軽減
や代替職員の確保支援

○生産性向上ガイドラインの普及
○悩み相談窓口の設置、若手職員の交流推進
○ウィズコロナに対応したオンライン研修の導入支援、副業・兼業
等の多様な働き方モデル事業の実施

○学生やその保護者、進路指導担当者等へ
の介護の仕事の理解促進

○介護を知るための体験型イベントの開催

○介護福祉士を目指す留学生等の支援（介護
福祉士修学資金の貸付推進、日常生活面で
の相談支援等）

○「特定技能」等外国人介護人材の受入環境整備（現地説明会 等
による日本の介護のPR、介護技能向上のための集合研修、介護の
日本語学習支援、介護業務等の相談支援・巡回訪問の実施等）

○送出し国への情報発信の拡充等

※下線部分は令和３年度予算における新規事業

○若者層、子育てを終えた層、アクティブシニア層に対する介
護職の魅力等の情報発信

○介護サービスの質の向上とその周知のため、ケアコンテスト
の取組を情報発信

出典：厚生労働省(2021a)「第8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」



人材不足への対応の基本

○採用の増加=入口対策（多様な人材の採用）

○離職の防止＝出口対策

○ICT・ロボットによる業務効率化

職場
環境

の重要性



人口減少社会

○日本の総人口は 約1億2500万人

○子どもの数が40年連続減少
※出生数 2016年に100万人を割り込む（死者 約130万人）
※出生数 2019年に90万人を割り込む （死者 約138万人）

○コロナ禍で出生数はさらに急落

○2019実績値で東京、沖縄、埼玉、神奈川、愛知、滋賀、千葉
は増えているが、その他40都道府県は減少（総務省 2021）

○経済活動の担い手となる生産年齢人口は5年でおよそ226万
6000人の減少（日本経済新聞 電子版 2021/11/30）



順 位 県 名 20年人口（万人） 減少率（％）

１ 高 知 県 69 5.0

２ 徳 島 県 71 4.8

３ 山 口 県 134 4.4

４ 愛 媛 県 133 3.6

５ 鳥 取 県 55 3.4

６ 島 根 県 67 3.3

７ 香 川 県 95 2.6

８ 岡 山 県 188 1.7

９ 広 島 県 280 1.5

中国四国の県別人口減少率（過去5年間）

出典：総務省(2021)「人口推計」



2030年に各産業で人手
が644万人足りなくなる？

出所：パーソナル総合研究所（2018）厚生労働省（2021）を基に作成
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出所：文部科学省(2021)「学校基本調査」
国立社会保障研究所(2018) 「日本の将来推計人口」を基に作成
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出所：介護福祉士養成施設協会(2020)
「令和2年度 介護福祉士養成施設の入学定員充足度状況に関する調査の結果について」を基に作成



新卒採用の動向

○福祉介護職を新卒で採用することが難しくなっている
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参入促進策の強化！

2015年

需要推計
（Ａ）

供給推計
（Ｂ）

需給ギャップ
(A)－(B)

2019年 2025年

13,740人

13,740人
（①-②+③+④）

０人

13,403人

2,230人

674人

1,893人

14,290人

14,290人
（①-②+③+④）

0人

14,240人

3,140人

1,090人

2,100人

15,750人

15,200人
（①-②+③+④）

560人

15,090人

2,550人

780人

1,880人

出所：高知県（2021）「高知県高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業支援計画」を基に作成

①前年介護職員数
（介護サービス施設等調査）

② 離 職 者 数

③事業所間転職者数

④ 入 職 者 数
（ハローワーク、人材センター等）

〔2015年就職人数の内訳〕

ハローワーク 2,264人
福祉人材センター 340人
介護福祉士養成校 100人
県立学校卒業生 53人

計2,757人
③+④= 2,567人

※常勤換算ではなく、従事する人数で推計

定着促進策の強化！

②-③= 1,556人
（他業種へ11.6%）

今後の人材確保対策の
ポイント

注：需要推計（Ａ）、供給推計（Ｂ）ともに、厚生労働省において通所
リハビリテーション職員数を控除した、上記の補正数値を公表予定。
なお、供給推計値①～④は、通所リハビリテーション職員数を含んだ数
値のため、供給推計（Ｂ）＝①－②＋③＋④とはならない。

高知県で必要となる福祉介護人材の需給推計



出典：介護労働安定センター(2020)「令和元年度介護労働実態調査」

介護職員の離職率
(2020年全国調査)

回答数
離職率

(%)
1年未満

(%)

1年以上
3年未満

(%)

3年以上
(%)

介護職員
（全国） 6,412 14.9 36.2 25.0 38.8

介護職員
（高知県） 56 13.2 34.3 32.3 33.3



職場の人間関係に問題があった 23.9%

結婚・出産・妊娠・育児のため 19.9%

理念や運営のあり方に不満があった 17.2%

他に良い仕事や職場があった 16.9%

将来の見込が立たなかった 15.6%

収入が少なかった 15.0%

介護の仕事を辞めた理由

出典：介護労働安定センター(2020)「令和元年度介護労働実態調査」



出典：介護労働安定センター(2020)「令和元年度介護労働実態調査」

採用が困難である 90.0%

定着率が低い 18.4%

人材確保と定着に関する介護事業所の認識



社会人を経験した介護人材の特徴

○介護業務に取り組む意識が高い

○社会人経験の活用

○省察の重要性

日本介護福祉士養成施設協会 2011,2012,2014,宮上 2012,宮上・河内 2012,宮上・田中 2013,2014,2015



社会人経験者の採用・育成

○社会人経験者に対する育成プログラムを構築
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EPA

留学生

技能
実習

特定
技能



EPA介護人材

EPA

留学生
技能
実習

1 2019年3月までに5,063人が入国
3,165名が雇用されている。



E P A
（ Economic Partnership Agreement ）

出典：外務省（2021）「我が国の経済連携協定（EPA／FTA）等の取組 」

○様々な分野での協力の要素等，
経済関係の強化を目的とする協定

○人の移動，知的財産の保護や競争
政策におけるルール作り



EPA介護福祉士候補者
の受入れ概要

出典：国際厚生事業団（2014）「平成27年度EPA受入れ」



 フィリピン インドネシア ベトナム 

2008年 介護（就労 ― 104名（53施設） ― 

2009年 
介護（就労） 190名（92施設） 189名（85施設） ― 

介護（就学） 27 名（6施設） ― ― 

2010年 
介護（就労）  72名（34施設）  77名（34施設） ― 

介護（就学） 10名（6施設） ― ― 

2011年 介護（就労）  61名（33施設）  58名（29施設） ― 

2012年 介護（就労）  73名（35施設）  72名（32施設） ― 

2013年 介護（就労）  87名（37施設） 108名（42施設） ― 

2014年 介護（就労） 147名（64施設） 146名（61施設） 117名(62施設) 

2015年 介護（就労） 218名（89施設） 212名（85施設） 138名(58施設) 

2016年 介護（就労） 276名（116施設） 233名（86施設） 162名(78施設) 

2017年 介護（就労） 276名（141施設） 295名（123施設） 181名(78施設) 

2018年 介護（就労） 282名（149施設） 298名（127施設） 193名(87施設) 

2019年 介護（就労） 285名（177施設） 300名（173施設） 176名(86施設) 

累計 介護（就労） 1,967名 2,092名 967名 

介護（就学） 37名 ― ― 

合  計   5,063 名 

 

EPA介護人材の受入実績表

出典：国際厚生事業団(2019)「EPAに基づく外国人看護師･介護福祉士候補者受け入れパンフレット」


		

		フィリピン

		インドネシア

		ベトナム



		2008年

		介護（就労

		―

		104名（53施設）

		―



		2009年

		介護（就労）

		190名（92施設）

		189名（85施設）

		―



		

		介護（就学）

		27名（6施設）

		―

		―



		2010年

		介護（就労）

		 72名（34施設）

		 77名（34施設）

		―



		

		介護（就学）

		10名（6施設）

		―

		―



		2011年

		介護（就労）

		 61名（33施設）

		 58名（29施設）

		―



		2012年

		介護（就労）

		 73名（35施設）

		 72名（32施設）

		―



		2013年

		介護（就労）

		 87名（37施設）

		108名（42施設）

		―



		2014年

		介護（就労）

		147名（64施設）

		146名（61施設）

		117名(62施設)



		2015年

		介護（就労）

		218名（89施設）

		212名（85施設）

		138名(58施設)



		2016年

		介護（就労）

		276名（116施設）

		233名（86施設）

		162名(78施設)



		2017年

		介護（就労）

		276名（141施設）

		295名（123施設）

		181名(78施設)
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		282名（149施設）

		298名（127施設）

		193名(87施設)
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		300名（173施設）

		176名(86施設)
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		介護（就労）

		1,967名

		2,092名

		967名
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		37名

		―

		―



		合　　計　　　5,063名









 
 第 26 回 第 27 回 第 28 回 第 29 回 第 30 回 第 31 回 第 32 回 第 33 回 

全受験者（日本人含む） 64.6% 61.0% 57.6% 72.1% 70.8% 73.7% 69.9% 71.0% 

EPA 
候補者 

全体 
合格率 36.3% 44.8% 50.9% 49.8% 50.7% 46.0% 44.5% 46.2% 
合格者数 78人 78人 82人 104 人 213 人 266 人 337 人 440 人 

初受験者 
合格率 54.1% 53.8% 57.9% 54.2% 55.4% 50.8% 49.9% 53.0% 
合格者数 66人 57人 70人 90人 191 人 236 人 286 人 350 人 

再受験者 
合格率 12.9% 30.9% 30.0% 32.6% 29.3% 26.5% 27.6% 30.8% 
合格者数 12人 21人 12人 14人 22人 30人 51人 90人 

 
 第 32 回（2020 年度） 第 33 回（2021 年度） 

受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率 

インドネシア 
合計 293 人 107 人 36.5% 400 人 146 人 36.5% 
初受験 209 人 82人 39.2% 268 人 110 人 41.0% 
再受験 84人 25人 29.8% 132 人 36人 27.3% 

フィリピン 
合計 313 人 92人 29.4% 375 人 130 人 34.7% 
初受験 223 人 74人 33.2% 224 人 83人 37.1% 
再受験 90人 18人 20.0% 151 人 47人 31.1% 

ベトナム 
合計 152 人 138 人 90.8% 178 人 164 人 92.1% 
初受験 141 人 130 人 92.2% 169 人 157 人 92.9% 
再受験 11 8 人 72.7% 9 7 人 77.8% 

EPA 合計 758 人 337 人 44.5% 953 人 440 人 46.2% 

EPA介護人材の国家試験合格数率の推移

出典：厚生労働省(2021b)「第33回介護福祉士国家試験におけるＥＰＡ介護福祉士候補者の試験結果」



先進的知識・技術
を母国に伝える

言語の理
解が困難

利用者からコミュニケ
ーションを学ぶ

EPA介護福祉士候補者の「経験」と「学び」①

責-5
来日前は日本語学校でしっかり
勉強されてきているのですが、
いざ実際に80、90歳の高齢者

の方が使っている言葉だと、生
の言葉は違いすぎるので、最初
の1ヶ月、2ヶ月は何を言ってい
るか分からないです。

E-9
最初の１カ月間は、毎日６時
間、利用者さんたちと話しな
がら、現場で介護をみていま
した

第1段階 介護現場に入る時期

E-2
日本に行きたかった。福祉
用具とかたくさんあって、介
護保険は日本がEstablish。
フィリピンの場合はそんな保
険とかはない

E-4
最初はすごく苦労して、泣いて
自分で説明したいとか、言いた
いこともあるけれどなかなか言
葉がでないから泣いて。

責-5
塗り絵をされている利用者さ
んがちょうど正月の羽子板の
絵を塗っていて「これ知っとる
」と言って教えているのです
よ。「正月は、これで遊ぶんじ
ゃ」と言って、その時点で外
国人というのは分かっている
から、日本のことをいろいろ
教えているんです。最初は、
話題を提供できるようになる
のはなかなか難しいとは思
いますが、聞いてくれるだけ
でもだいぶ利用者さんはスト
レス発散にもなるし、逆に研
修生としての立場でも利用者
さんの話を聞いていたらコミ
ュニケーションのスキルが上
がってくるんですよ。

非言語情報から学ぶ

基本的な日常会話
から段階的に学ぶ

責-5
施設の行事への参加によっ
て、コミュニケーショ力を向上
させるところでは非常に役立
っているのではないかと思い
ます。

E-4
最初はジェスチャーでコミュ
ニケーションできた。

E-2
利用者さんの言葉を聞き取
ることはできますが、自分の
日本語に自信がないので、
利用者さんのところへ行くの
に不安があって

責-3
日本語は話す、聞く、それか
ら書く、読むをどのようにし
て身につけるか。

覚えることが多
いので大変

E-2
最初はとても大変でした。沢山
仕事を覚えないといけないし。

責-2
候補者は覚えることが多く、疲
れもたまると思います。

責-3
将来的には、母国で介護の
指導者になろうと考えている
ようです。

出所：河内(2021)「経済連携協定(EPA)介護人材をめぐる介護現場での経験の様相」の元データより作成



第2段階 介護現場になじむ時期

利用者の利益が
やりがいになる

E-1
入浴が終わったとき、「あ
あ気持ちよくなった」と言っ
てくれる利用者さんの言
葉が何よりの励みでした。

経験を活用し
た学びの方法

責-1
介護という言葉をあま
り知らないんです。中
身も。だから来てから、
「あ、こういうものか」と
いうことなので。案外
ゼロから始めるから、
言われたことは言われ
た通りするし。

E-4
看護師として働いてい
ましたが、日本に来て
からもう一度、一から
介護の勉強をしました

責-4
利用者さまの信頼が厚くて
頼りにされる存在です。と
ても丁寧で親切な対応が
信頼関係へとつながって
いったように思います。

利用者の気持ち
を大切にしたい

E-4
利用者さんの気持ちを大切に
することです。そのために、言
葉の理解とかが、大事だと思
います。

責-3
利用者さまの気持ちを大切に
したいのですが、言葉が大き
な障害になっていたことは事
実です。でも、利用者さまのこ
とをわかりたい。その気持ち
が成長につながったのではな
いでしょうか。

母国にはない
知識・技術を実
践で理解する

責-7
認知症は高齢まで生きられ
ないということがあって、な
かなかイメージができない」
ということも聞きましたので、
本と実際を関連させて説明
をしました。

E-8
病気の人はすぐ亡くなって
しまうので、インドネシアに
はまだいない。だから、実
際は分からない。それがわ
かるということがあります
ね。

EPA介護福祉士候補者の「経験」と「学び」②



EPA介護福祉士候補者の「経験」と「学び」③

根拠を振り返りながら介
護技術を学ぶ

E-4
毎日、日常生活支援するときは、全て
のアクションの内容が分かるまで勉強
しました。例えば、利用者さんに食事
介助をするときに、介護福祉士は健側
に座ります。それは何故ですか。お風
呂と脱衣室の温度差を小さくするのは
何のためですか。もし、全てのアクショ
ンの理由が分かれば、わかりやすい
です。

責-3
介護の根拠を基に目的・物品・手順・
留意点を確認しました。

体験しながら介護
技術を学ぶ

責-3
言葉だけの説明では、理解が
難しい傾向もありますので、実
際に、直接見て、体験してなが
ら理解してもらっています。

E-9
介護技術を見学で学べること
は、とても役に立ちました。

経験に応じて介護技術を
身につけるプロセスが違う

E-2
施設のサポートもとても大事です。
私もそうですが、介護の仕事の経
験がない候補者は、サポートがい
ると思います。

責-7
看護師の経験があるので、視点
の違いがありました。たとえば、
ADLを重視したり、医療行為をし
たり、自国では禁止されていない
ので、その都度説明する必要が
ありました。

第2段階 介護現場になじむ時期



EPA介護福祉士候補者の「経験」と「学び」④
第3段階 モチベーション維持期

人間関係での
ストレス

モチベーション
維持の課題

責-2
指導者によって話す
言葉が違ったり、指導
の方法が違ったりす
るなどした結果、候補
者が混乱をきたすと
いう事態が起こりまし
た。

E-6
私のフロアは日本人
があまり動きません。
私がいたら私に任す。
ナースコールが鳴って
も。それが、知らん顔
みたいに。ストレスに
なりますね。

E-3
苦労したことは、やる
気を維持できるかどう
かでした。

責-7
２年目から３年目まで
は、モチベーションの
維持が課題となりまし
た。

専門用語の
理解が困難

言葉の意味
を学ぶ

E-6
悩んだことは、専門用
語が難しくて分からな
かったことです。

責-7
専門用語については、
大変苦労しました。

責-9
介護記録などを見
ると、書く、読むと
いうことが課題と
感じました。いろい
ろな言葉の意味を
理解していくには、
引き続きサポート
が必要だと思って
います。

E-4
2年きたらちゃんと
本気のコミュニケ
ーションができて
とか、言葉だけで
はなく、言葉の本
当の意味が分か
ってきたときから
です。

目標を振り返り
自信をもつ

EPAの先輩・後輩
の体験を共有する

責-9
定期的に、成長を確認
し合うことは、指導にと
っても、候補者にとっ
ても良かったのではな
いかと思います。

E-3
小さい目標から始めて
いくと、少しずつできる
ようになっていきます。
次の目標へ進むことが
できるようになるとでき
ることが増えていきま
す。

E-6
みんなの気持ちは頑張る
というのがあるから。先
輩ができてなんで私がで
きないのか。このモチベ
ーションがあると思う。

責-6
先輩の体験談とかを話し
させるようにしています。
悪口も良くきくのですが。
介護に対する思いが伝わ
ると、モチベーションがあ
がって、すごくがんばって
くれます。



第4段階 国家試験受験年度期

資格取得後の
キャリアを描く

介護福祉士の資
格を取得する

利用者へのよりよ
いケアを考える

E-3
私は、人が介護する気持ちは誰
の心にもあると思っています。そし
て、私たちの仕事は、どうすれば
よいケアができるのか、その方法
を考えて、介護をしていくことが大
切だと考えています。

E-10
今すぐではありませんが、ケアマ
ネジャーの仕事がしたいと目標が
あります。

責-3
試験に合格したら介護現場のリ
ーダーになります。

責-5
利用者さんのことをずっと見てき
てこの人はこういう人という理解
があったから、人に合わせた距離
感がちゃんと自分で考えられてい
るのだと思います。

責-7
候補者は、国家試験に合格する、
介護福祉士として働きたいという
強い思いが一番大切で大きな力
になっているのではないかと思い
ます。

E-10
一番は、日本でいろんなことをもっ
と勉強したい、しかし合格しないと
帰国することになりますので、合
格しないといけないということがあ
ります。もっと深く介護について学
び、仕事に生かしていきたいと思
います。

EPA介護福祉士候補者の「経験」と「学び」⑤



第5段階 国家試験合格後

資格取得後も
日本語や介護
の勉強が必要

将来のキャリアを描く

責-3
今はもう合格したあと、
合格するのは当たり前
になってて、合格したあ
とをどうしていくかって
いう、そこですよね。

介-3
いろいろな会議があり
ます。報告とか、会議
のときに何にすればい
いのか、ということがあ
りますので、私はこれ
を実際にやりました。

介-2
今後の目標？ ケアマネージャー
になっていきたい。

介-2
私はフィリピンで看護師なので、
そしたら今も日本に看護師なりた
いです。

責-3
次は看護師、やっぱりだいたい言
っているのですよ。

日本人と同等の
役割を求められる

生活上の新たな課題

責-5
職員にも対しても利用者
さんの家族に対してもす
るがですけど、やっぱり
ちょっとそこをクリアして
いかんと。でも、そこはや
っぱり日本語なので。

介-5
記録とかケアプランとか
もちろん100％できないじ
ゃないですか、日本語で
すから。

介-8
（子どもの日本語学習で
）人数少ないのでサポー
ト入れない，「余分には」
というのも言われて

仕事も見つかりませんで
した、で、友達の旦那さ
んはもう帰ると。

責-8
呼んだあとのご主人の就
労先とか、子供さんいると
きは保育園とか。

EPA介護福祉士候補者の「経験」と「学び」⑥



介護福祉士養成施設の留学生

EPA

留学生

技能
実習

2 2020年3月まで6,517人が入国



介護福祉士養成施設留学生
の主な世界分布 単位：人

韓国

82

ミャンマー

243

インド

66
インドネシア

323

フィリピン

568

スリランカ

235

中国

830
ベトナム

2968

ネパール

692

出所：介護福祉士養成施設協会(2020)
「令和2年度 介護福祉士養成施設の入学定員充足度状況に関する調査の結果について」を基に作成



技能実習（介護 2017.11~）

留学生

技能
実習

特定
技能

3
986人分申請の472人の認定がでている。

来日者は247人
今後5年間で5~6万人の受入を見込む

（2018年12月：東京新聞）



特定技能（2019.4~）

留学生EPA

特定
技能

4
113人が受験し、84人が合格

今後5年間で6万人の受入を見込む
（2019年5月：日本経済新聞）



EPA

留学生

一定期間に資格が
取得できなければ帰国

介護福祉士
の資格

な し

受験は可

技能
実習

特定
技能

外国人介護職員を雇用できる制度の概要
期 間

母国で
の経験

受入
機関

介護
福祉士

な し

受験は可

な し

受験は可

永続可

最長5年
介護福祉士を取得すれば
永続可

最長5年
介護福祉士を取得すれば
永続可

or

な し

あ り

あ り

日本語
水準

N3程度

な し

N4程度

な し

資格取得後
は永続可

登録支援機関

監理団体

技能･日本語能力
水準を試験等で確認

問わない

問わない

国際厚生
事業団

出典：国際厚生事業団(2019)「EPAに基づく外国人看護師･介護福祉士候補者受け入れパンフレット」、厚生労働省ホームページ「外国人
技能実習制度について」、介護福祉士養成施設協会ホームページを基に作成

看護学
校卒業

高等教育機関
卒業後政府認定

N2以上
が望ましい

問わない



2025年度までに
年間60,000人程度
の介護人材が必要
（厚生労働省 2018）

EPA

留学生

技能
実習

特定
技能

出典：厚生労働省(2018)『福祉･介護人材の確保に向けた取組について』

800人/年？

12,000人/年？

10,000人/年？

1,000人/年？



Ⅱ 新卒採用の動向 Ⅲ 社会人経験者の
採用・育成 Ⅳ 外国人の採用・育成

Ⅰ 背 景

Ⅴ ま と め



ま と め

〇採用と育成の関連性

〇現場リーダー等の人材マネジメント能力の向上

・採用を目標にしない→成長・定着できる職場環境が目標化
・多様な人材に対応する職員育成環境が必要

・経営者のサポートも必須

・介護現場のリーダーはケアへのマネジメントは得意としつつも、
職員育成マネジメントへの困難を認識

〇根本的な課題となる処遇
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