
「ふくい介護人材育成宣言事業所」宣言書 
【基本情報】 

法 

人 

名 

フリガナ  ﾌｸｲｹﾝﾐﾝｾｲｶﾂｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 法人所在地 

福井県福井市開発５丁目１６０３番地 福井県民生活協同組合 

事業所名（サービス種別） 

〇居宅介護支援（坂井・大野・勝山・羽水・江守・丹南・敦賀・小浜）  

〇通所介護（坂井・大野・宝永・羽水・丹南・小浜） 

〇訪問介護（坂井・大野・勝山・羽水・江守・丹南・敦賀・小浜）  

〇訪問看護（鯖江）  

〇介護タクシー（羽水・小浜） 

〇福祉用具貸与・販売 

○認知症対応型通所介護（坂井・金津（2020/4開所予定）・江守・岡保・鯖江・丹南・敦賀）  

〇グループホーム（坂井・金津（2020/4開所予定）・岡保・鯖江） 

〇小規模多機能居宅介護（坂井・大野・勝山・宝永・江守・岡保・鯖江・丹南・敦賀）  

〇定期巡回・随時対応型訪問看護介護（鯖江） 

〇特定施設入居者生活介護（勝山・江守） 

設立年月  1977年 9月 従業員数：   608  人 （正職員：   153  人） 

 

【宣言情報】 

宣言内容 

高い志をもってイキイキと働き続けるために、学びあうことを大切にし、また、お互いを一人の人間として尊重し、認め、感謝

し合うことのできる職場風土を創ります。 

宣言達成のための取組 

（各取組項目で、それぞれ 1つ以上の取組を行うこと。） 

取組大項目 取組小項目 

具体的取組 

自己

評価 

現在の状況 

（具体的に記載してください） 
 将来の目標 

人材育成に

関すること 

新人職員の教育体制

に関すること 
〇 

・新人職員･中途採用職員を対

象に生協理念・接遇・交通安

全・介護基礎知識の研修を実

施している 

・ＯＪＴを実施（担当OJTトレー

ナーが１対1で指導）している 

・一定期間ごとにフォロー研修

を実施している 

→ 

・新人職員・中途採用職員に対し、OJT

制度を通して、１対 1の継続的な指導を

することで、長期就労が可能な職員指

導・人財育成を目指す 

職員の資質向上のた

めの、研修や資格取

得に関すること 

〇 

・資格取得のための学習会の

開催 

・資格取得・外部研修・通信教

育の助成金制度がある。 

・年間研修計画を作成し、内

部研修の実施と外部研修参

加の推進をおこなっている 

・事例研究による専門性の育

成を図る 

→ 

・介護福祉士受験要件となる実務者研

修を開講。受講推進と費用免除制度を

活用（2016年 4月～）し、介護福祉士合

格率100％を目指す 

・各事業所での研究事例の共有の場と

して、事例研究大会を行い、サービス

の質の向上を目指す 

キャリアパスに関す

ること 
〇 

・「グローアップシート」での目

標管理と「できる基準書」で

の成長モデル明示と実践能

力評価を実施している 

→ 

・自己目標の明確化と、キャリアパスに

沿った職員研修計画を策定し、各自の

能力に応じたｽｷﾙアップを図る（人事考

課に反映） 

（様式２） 



その他（上記以外・自

由記載） 
〇 

・自社で開催している初任者

研修に、無資格職員が無料で

受講できる制度がある 

・福祉先進国への視察を実施

していない 

→ 

・今後も継続し、介護経験のない職員育

成をし、人材確保を目指す 

・福祉先進国など海外研修を実施し知

見を広める 

処遇・職場

環境の改善

に関するこ

と 

賃金の改善に関する

こと 
〇 

・基本給、及び資格手当て・通

勤手当・土日祝日手当て・

夜勤手当、処遇改善手当等

を支給している 

→ 

・給与規定に沿った支給とともに、処遇

改善手当の支給、人事考課制度（年１

回）を反映した支給を行う 

業務負担の軽減に関

すること 
△ 

・介護記録のＩＣＴ化の推進 

・残業削減のため業務の見直

しを図る 

→ 

・一部の事業からＩＴＣを試験運用し、介

護記録の効率化や職員の業務負担の

軽減を図る 

・業務の洗い出しをし効率化を目指す。 

ワークライフバランス

（仕事と暮らしの両

立）に関すること 

〇 

・産休・育児休暇・介護休暇制

度の実施 取得率100％ 

・産休後の現場復帰した職員

について希望に応じ、労働の

時間短縮を実施 

・次世代育成支援対策に積極

的に取り組んでおり、厚生労

働省より「一般事業主認定」を

受けている。（2007年から） 

・働き方改革としフレックスタ

イム制を導入し仕事と暮らし

の両立を推進している。 

 

→ 

・産休・育児休暇・介護休暇を取得しや

すい職場風土を目指す 

・働く女性の応援団として仕事と職場の

両立支援に取り組み、職員がイキイキ

と働き続けることができる職場環境と職

場風土の醸成を目指す 

その他（上記以外・自

由記載） 
〇 

・アイデア提案制度の導入に

より職員からの多くの意見を

吸い上げ、業務効率化を促進

している。（インセンティブ有

り） 

・各施設に労務相談員を配置

し、相談しやすい職場環境作

りに努めている 

・職場内交流の推進のため、

各事業所にて行われている親

睦会への助成を行っている 

・ヘルプラインを設け、健全な

職場環境づくりやメンタル不

調者の早期対応を図っている 

→ 

・取り組を継続しながら、職員ひとり一

人の「声」を大切にし、褒め、認め合う職

場風土を目指す 

・職場内交流を推進など、「職員が辞め

ない職場づくり」を目指す。 

・職場や職場以外でも、職員の想いを

受け止める環境を確保し、心身共に健

全な職場づくりを目指す 

 

取組期間   令和 2 年 2 月 16日～令和 3 年 2 月 15 日 

【評価】 ○・・・達成、△・・・一部達成、×・・・未達成 

 



【法人情報】 

法人理念 

 《法人理念》 組合員の満足と地域社会のために 

  《介護理念》 「あなたらしさ いつまでも」  ～尊厳と自立（自律）を護る～ 

1） 生協は、人を介し尊厳を護るケアを行います 

2） 自立支援のためのケアを実践します 

3） 高齢者が自分らしい在宅生活を続けられるように支援します 

人材育成方針 

共創・共感・感謝のための人づくり、組織づくりを行います 

人材育成体制 

新人職員の育

成体制 

新人職員育成計画策定状況 新人職員研修体制 指導担当者の配置状況 

 

有り／無し 
内部研修の開催 外部研修への派遣 

有り（新人：指導者＝ 1：1） 

／ 無し 
 

有り／無し 

 

有り／無し 

全職員の育成

体制 

職員育成計画策定状況 職員研修体制 資格取得に対する支援 

有り／無し 内部研修の開催 外部研修への派遣 有り（ 内容により一部～全部） 

／ 無し 有り／無し 有り／無し 

1給与関連 

基本給 １６４,５００円～１９５,０００円（初任給） 

昇給 年１回（人事考課による） 

手当（職務手当） ７,０００円/月～３０,０００円/月 

手当（夜勤手当） （夜勤）５,０００円/回、（宿直）４,０００円/回 

手当（通勤手当） 実費支給 

手当（処遇改善手当） 

○常勤：２０,５００円/月、非常勤：１１０円 /時（その他一時金、報奨金として支給） 

○特別処遇改善手当 Ａ 10年以上の介護福祉士 常勤：16,000円/月、非常勤：90円/ｈ 

              Ｂ 介護職員 常勤：8,000円/月、非常勤：45円/ｈ 

              Ｃ 相談員、計画作成者、看護職 常勤：4,000円/月、非常勤20円/ｈ 

              それ以外 居宅・包括ケアマジャー 4,000円/月、非常勤 20円/ｈ 

              （2019年度の手当実績） 

手当（資格手当） １,０００円～9,０００円（資格による。複数資格所持の場合、重複支給あり） 

手当（管理者手当） ５,０００円/月～１０,０００円/月 

手当（年始手当） 1/1：50％増  1/2：40％増  1/3：30％増 

手当（送迎手当） ５００円/日 

手当（プラン作成手当） ５００円/件～１,０００円/件（１５件以上から） 

手当（その他） 資格取得支援助成金制度 

賞  与 年３回（夏・冬・期末） 

報奨制度 年２回（期中業績表彰）、アイデア提案、他 

退職金制度 あり 

10年後のモデル賃金 ２５１，０００円～（基本給） 

休日・休暇制度等 



公休 １０９日 

特別休暇制度 有り/無し 年次有給休暇（ １０日） 

 有り/無し リフレッシュ休暇（   日） 

 有り/無し 慶弔休暇 

 有り/無し 育児・介護休暇 

 有り/無し その他（ 誕生日休暇、結婚記念日休暇 ） 

短時間勤務制度 有り/無し 育児・介護 短時間勤務制度 

 有り/無し その他（一時パート制度） 

その他福利厚生等 

各種社会保険加入、慶弔・傷病見舞金および各種祝い金、互助会制度（ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、団体旅行、交流援助、他）、企業内保育、健

康診断（年１回）、予防接種補助、生協商品購買補助制度、他 

 


