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はじめに 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素より、当会業務につきまして、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 
 

さて、当会では、介護職員の人材確保、キャリアアップ、定着促進を目的とした「介護プロフェッショ
ナルキャリア段位制度（以下、「介護キャリア段位制度」という）」の普及促進に取組んでおります。 
 介護キャリア段位制度は、アセッサー（評価者）が中心的役割を担い介護現場でのOJT・評価を通
じて、介護職員のスキルアップをはかる人材育成のプログラムです。 
 

 この制度では、科学的根拠に基づき国で整理された「全国共通の介護技術評価基準」を用い、介
護職員の方が現場で求められる「介護技術」について評価を行い、「できない」ことを確実に「でき
る」ようになるまで指導育成を行うためのOJTツールとして全国で活用いただいております。 
 

 なお、厚生労働省では、介護事業所等における介護人材の育成とともに、介護職員の資質向上
に向けた取組みである本制度の重要性に鑑み、各都道府県に対し、本制度を活用し、介護職員の
資質向上に向けた取組みを行うこと、また、引き続き厚生労働省所管の地域医療介護総合確保基
金における「介護従事者の確保に関する事業」に位置付け、これを活用しアセッサー講習を受講す
る者に対する支援の推進について周知しているところでございます。 
 

つきましては、貴団体様におかれましても、本制度の一層の普及啓発と周知広報へのご理解・ご
協力を賜りたく、お願い申し上げます。 
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介護プロフェッショナルキャリア段位制度とは？① 

〇 介護分野の人材確保・定着促進を目的に、職員の介護スキルを適切に評価する仕組みを 
 作り、保有する介護スキルを段階別に認定することで、介護事業所におけるキャリア・ 
 アップの仕組み（キャリアパス）導入を促進するものです。 
 

〇 科学的根拠に基づき全国共通の「介護技術評価基準（148項目）」を内閣府において整理、 
 平成24年度に介護キャリア段位制度がスタートしました。 
 

〇 事業所において、キャリア段位制度の考え方、評価項目等を学習したアセッサー（評価 
 者）が、同じ事業所内の介護職員に対して日々のOJTを通じ人材育成を行います。 
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介護プロフェッショナルキャリア段位制度とは？② 

レベル レベルの特長 わかる（知識） 介護プロフェッショナルのレベル 

４ 

・一人前の仕事ができる段階 
・チーム内でのリーダーシップ 

介護福祉士であること（国家
試験合格） 
 ※  介護福祉士養成施設卒業者
について、国家試験の義務付け前
においては、介護福祉士養成課程
修了によりレベル4 とする。 

・チーム内でのリーダーシップ（例：サービス提供責任
者、主任等） 
・部下に対する指示・指導 
・本レベル以上が「評価者（アセッサー）」になれる 

３ 

指示等がなくとも、一人前の仕
事ができる 

介護福祉士養成課程又は実
務者研修修了 
 ※ 介護職員基礎研修修了でも
可。 

・利用者の状態像に応じた介護や他職種の連携等を
行うための幅広い領域の知識・技術を習得し、的確な
介護を実践 

２ 

一定の指示のもと、ある程度
の仕事ができる 
（レベル２①、レベル２②の2区
分あり。） 

介護職員初任者研修修了 
 ※  ホームヘルパー2 級研修又
は1 級研修修了も含む。 

②一定の範囲で、利用者ニーズや、状況の変化を把
握・判断し、それに応じた介護を実践 

①基本的な知識・技術を活用し、決められた手順等に
従って、基本的な介護を実践 

〇 介護キャリア段位制度では、介護スキルをレベル２からレベル４までで評価します。 
 

〇 介護職員は、目標とするレベルに求められる介護技術について、「できない」から「できる」 
 ようになるまで、アセッサーからＯＪＴを通じた指導・サポートを受けます。 
 

〇 目標とする介護技術が身についた介護職員は、「レベル認定」を取得します。 
 

〇 レベル認定の取得を通じて、介護職員のキャリアアップを図ります。 

◆キャリア段位のレベル 
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会員事業者がキャリア段位制度を活用するメリット 

○ ＯＪＴを通じて職員の能力を向上が図れる 
・ 「現場で実際に何ができるか」を測る評価基準であるため、ＯＪＴツールとして日常業務の 
  中で活用できる。 
・ 介護職員の「できていない」技術を「できる」ようになるまで、アセッサーがサポート、育成 
  していくため、介護職員の能力向上とアセッサーの指導者としての育成が図れる。 
 

○ 職員のやりがいの向上につながり、定着や新規参入を促進できる。 
・ 国で作られた客観的な能力評価・育成の仕組みであることから、新入職員の教育から 
  ベテラン職員の技術の再確認まで人材育成に幅広く活用できる。 
・ 介護職員の「できる」ことが増えることで、職員のやりがいの向上、定着や新規参入の 
  促進が期待できる。 
 

○ サービス水準をアピールできる 
・ キャリア段位制度における介護技術の「レベル認定」を取得した介護職員が多ければ、 
  国で定めた評価基準に基づく、質の高いサービスを提供していることをアピールできる。 
 

○ 介護職員処遇改善加算におけるキャリアパス要 件Ⅱを獲得できる。 

 ・ 資質向上のための計画に沿って、OJTの一環として介護キャリア段位制度を導入した場合、 
   介護報酬の介護職員処遇改善加算におけるキャリアパス要件Ⅱを満たすことになります。 
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キャリア段位制度を活用する事業者で勤務する職員のメリット 

○ 現場で何ができるかを証明できる 
  ・ 入浴・排泄介助等の基本介護技術から、利用者・家族とのコミュニケーション、感染症・事故 
    への対応、地域包括ケアの実践的スキルなど、自身が何ができるのかを証明できる。  
 

○ スキル・やりがいの向上、処遇改善の材料につながる 
  ・ キャリア段位の取得を目標に、できていないことを認識して現場で取り組むことで、スキル・ 
     やり がいの向上につながる。 
  
     ・ 客観的な能力評価・育成の仕組みであることから、何が求められている技術なのか、何が 

  出来れば評価されるポイントなのかが分かり易い。 
 
 ・ 人事評価や給与を決める際の重要な材料になるので、処遇改善につながることが期待される。 

 

○ 一時離職などのデメリットを軽減できる 
  ・ キャリア段位の認定により、一時離職（出産・子育てなど）からの復帰や転職の際、 
   自身の持つ介護技術（認定レベル）を提示できる。 
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介護キャリア段位制度の普及に向け ご協力いただきたいこと 

○ 研修・セミナー・連絡会等での情宣 

  ・ 貴会員事業者向けに「キャリア段位制度」の簡易チラシを作成いたしましたので、  
    研修・セミナー・連絡会等での年間通じての情宣について、一層のご協力を賜りた 
    くお願い申し上げます。 
 

○ 新任職員の基本介護技術を取得するためのＯＪＴツールとしての推奨 

  ・ 利用者が安心・安全に施設を利用できるよう、新任職員の基本介護技術取得を目 

    的として、キャリア段位制度の導入を会員事業者へ推奨いただきたくお願い申し上 

    げます。 
 

○ 事故発生防止等に向けての推奨 

  ・ 感染症予防や事故発生防止に関する項目から発生時の対応まで、介護現場で 

    求められる技術を個々の介護職員が習得することで、利用者の安全・安心に 

    寄与するとともに、事業者のリスクの低減に向けた活用が期待できます。  
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介護キャリア段位制度への取組みについて① 
キャリア段位制度の全体フローは以下の通りです。 

②事業所内で人材育成を実施 

＜キャリア段位制度のフロー図＞ 

①評価者の養成 
（アセッサー講習受講） 

受講料 22,810円（税込） 

③レベル認定の申請 

レベル認定申請 
手数料（税込） 

レベル２① 7,560円 

レベル２② 8,100円 

レベル３ 9,180円 

レベル４ 9,720円 

１.アセッサーを養成 
・ 事業所・施設でキャリア段位制度に取り組むことを決める。 
・ アセッサー（評価者）となる候補者を決めアセッサーを養成する。 

２.内部評価（育成）を開始 ・ アセッサー（評価者）が評価を受ける被評価者と面談の上、目標を設定し、評価・育成を開始。 

３.評価・育成 
・ 求められている技術を習得できるまで、繰返し評価・育成を行う。 
・ 目標レベルの技術が出来るようになった後、認定の申請を行う。 

４.レベル認定 
・ 有識者で構成するレベル認定委員会での審査の結果、認定となった場合に 
  介護キャリア段位制度の「レベル認定証」を取得する。 

＜講習の構成＞ 
 ① テキスト学習     
 ② eラーニング受講   
 ③ トライアル課題実施     
 ④ 集合講習受講 

受講料・手数料は2019年6月時点。 
今後、変更となる場合があります。 

④レベル委員会 
  審査、認定 
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介護キャリア段位制度への取組について② 
アセッサー（評価者）の養成のポイント 

○ アセッサーは１事業所あたり、２名以上の養成を推奨しています。 
○複数養成のメリットとして、チームでの評価ができ、役割分担ができます。 
○ また、評価のシフト調整等負荷分散になります。 
○ 他のアセッサーと人材育成について相談しながら進めることで効率的な推進  
  が可能となります。 

協力アセッサー「Ｃ」 

排泄介助 

評価・OJT 

協力アセッサー「Ｂ」 

食事介助 

評価・OJT 

主たるアセッサー「Ａ」 

入浴介助 

評価・OJT 

食事介助の評価を依頼 

排泄介助の評価を依頼 
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・キャリア段位制度の創設の背景 

・厚生労働省所管の地域医療介護総合確保基金の活用 

・介護キャリア段位制度のアセッサー講習受講等の補助 

・キャリア段位の導入支援策 

・キャリア段位の導入事例 

 

 

 

           

参考資料 
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キャリア段位創設の背景 

 

 介護スキルを適切に評価する仕組みを作り、自らの介護スキルに対する不安を払拭 

 OJTを通じた人材育成を推進し、コミュニケーション増による人間関係の問題を低減 

 保有する介護スキルを段階別に認定することで、介護事業所におけるキャリア・アップ
の仕組み（キャリアパス）導入を促進 

介護プロフェッショナルキャリア段位制度 創設（平成24年） 

平成24年11月 平成27年4月 平成30年4月 

内閣府 
実践キャリアアップ戦略 

厚生労働省 
介護職員資質向上促進事業 

厚生労働省 
地域医療介護総合確保基金対象（アセッサー講習） 

介護職員の人材定着に向けた国レベルの施策として 
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地域医療介護総合確保基金の活用① 

（厚生労働省 老健局 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 資料（抜粋） 
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地域医療介護総合確保基金の活用② 
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平成３０年度、介護キャリア段位制度のアセッサー講習受講等への 
補助が２１自治体において実施。 

アセッサー講習受講料等介護キャリア段位制度への 

取組みに関し補助を行った自治体 

  青森県、福島県、栃木県、群馬県、東京都、新潟県、 
      
  富山県、長野県、岐阜県、愛知県、兵庫県、奈良県、 
 
  鳥取県、岡山県、岡山市、広島県、広島市、香川県、 
   
  長崎県、鹿児島県、沖縄県 
   
 

介護キャリア段位制度のアセッサー講習受講等の補助 
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キャリア段位制度 導入支援策① 

介護事業所・施設で介護キャリア段位制度に基づく評価を実施した場合、以下の施策が活用できます。 
介護キャリア段位制度は、有効なOJTツールであるとの評価を得ていますので、これらの支援策を活用して、
積極的な導入を図ってください。 

①介護報酬のキャリアパス要件への該当  

 介護事業所・施設において、資質向上のための計画に沿って、OJTの一環として介護キャリア段位制度を導
入し、全ての介護職員に周知した場合、介護報酬の介護職員処遇改善加算におけるキャリアパス要件Ⅱを満た
すことになります。 

②ジョブ・カードへの反映   

 介護キャリア段位制度に基づく評価基準により、ジョブ・カードの職業能力証明（訓練成果・実務成果シー
トを作成できます。これにより、介護キャリア段位制度の実施を通じて、ジョブ・カードを活用した職業訓練
を実施できます。また、介護職員も、ジョブ・カードを応募書類等として活用できます。 

 介護事業主が、介護キャリア段位制度を活用して、介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整
備（＊１）を行った場合に制度整備助成（50万円）を支給します。賃金制度の適切な運用を経て、介護労働
者の離職率に関する目標を達成した場合、計画期間終了１年経過後に目標達成助成（第１回）（57万円（生
産性要件を満たした場合は72万円） ）を、計画期間終了３年経過後に目標達成助成（第２回）（85.5万円
（生産性要件を満たした場合は108万円） ）を支給します。（＊１）職務、職責、職能、資格、勤続年数等
に応じて階層的に定めるものの整備 
 
 

 
 
 
 

 

（＊１）職務、職責、職能、資格、勤続年数等に応じて階層的に定めるものの整備 

③賃金制度の整備に対する助成【人材確保等支援助成金（介護･保育労働者雇用管理制度助成コース）】 
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キャリア段位制度 導入支援策② 
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キャリア段位制度の取組み事例 


