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処遇改善加算の届出状況

特定処遇改善加算の届出状況

まず処遇改善加算の届出状況
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岩手県 対象事業所数 申請事業所数 届出率

1,738 1,596 91.8％

岩手県 対象事業所数 申請事業所数 届出率

1,738 1,079 62.1％



介護人材確保が目指す方向性
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二つの処遇改善加算

• 介護職員処遇改善加算

→ 介護人材のすそ野を広げる

介護職員の資質向上を図り、働きやすい職場環境を整
備した介護事業所に介護職員の賃金に充てるための介護
報酬の加算を与える。これにより介護人材の増加と職場
定着を図る。

• 特定処遇改善加算

→ 介護人材の専門性・経験・技能を向上し、山を高くする

介護職員処遇改善加算に加え、経験・技能のある介護
職員（専門性の高い人材）にもう一段高い賃金水準を実現
して、キャリアアップを明確にする。
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処遇改善加算・特定加算の沿革

• 2009年「介護職員処遇改善交付金」制度の開始

現在の加算Ⅲの要件を満たすことで、月額1万5千円相
当の賃金改善を行う原資を交付金として受けられた。

• 2012年介護報酬の加算である「介護職員処遇改善加
算」になる。

• 2015年現在の加算Ⅱに相当する上位区分が追加

この上位区分を取ることで月額1万2千円相当の増額。

• 2017年現在の加算Ⅰ（月額1万円相当の増額）が追加

• 2018年処遇改善加算の下位区分Ⅳ・Ⅴの廃止が決まる。

• 2019年「介護職員等特定処遇改善加算」が導入される。
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処遇改善加算とは？
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概要

目的

介護職員の離職率低下に有効なキャリアパス要件（介護職員のキャリア形
成、資質向上を目指す）と職場環境等要件（働きやすい職場環境の実現を
目指す）を満たして介護職員の賃金改善を行う事業者に対し、その原資と
なる介護報酬の加算を与える。
加算Ⅰ～Ⅴの5区分がある
※加算Ⅳ・Ⅴは廃止予定

要件
キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲと職場環境等要件を、加算区分に応じて満たさな
ければならない。上位区分ほど要件が厳しい。

賃金

介護職員の賃金改善に限定、他職種の賃金改善には使えない。

加算Ⅰ・Ⅱには、キャリアパス要件Ⅰとして「職位、職責又は職務内容等に
応じた賃金体系」を定めることが必須となり、加算Ⅰではキャリアパス要件
Ⅲとして、「経験」「資格等」「一定の基準（評価）」のどれかに応じた昇給の
仕組みを設けることが求められる。



特定処遇改善加算とは？
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概要

目的
経験・技能のある介護職員に重点を置き、処遇改善加算に加えて更なる
賃金改善を行うための介護報酬の加算として、2019年の消費税引上げ時
に新設。加算率が高い順に特定加算Ⅰ・Ⅱの2区分がある。

要件

特定加算Ⅰ・Ⅱの両区分で処遇改善加算要件、職場環境等要件（処遇改
善加算より厳しい）、見える化要件のすべてを満たさなければならない。こ
れに加え、特定加算Ⅰでは、介護福祉士の配置等要件を満たすことが求
められる。

賃金

ａ 経験技能のある介護職員（介護福祉士であって、経験・技能を有する介
護職員と認められる者）
ｂ 他の介護職職員（ａに該当しない介護職員）
ｃ その他の職種（介護職員以外の職員）
ａの賃金改善は、該当者がいる限り必ず行う。

ｂ・ｃの賃金改善を行うときは、ａ・ｂ・ｃのグループ間の平均賃金改善額の
比率を「２以上：１：0.5以下」としなければならない。



特定加算の算定要件
8

要件 内容 Ⅰ Ⅱ

処遇改善加
算

処遇改善加算Ⅰ～Ⅲのうちのどれかを算定していること
〇 〇

職場環境等 処遇改善加算と同じ内容だが、特定加算では「資質の向上」
「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分ごとに一つ以上の
取り組みを行うことが必要

〇 〇

見える化 特定加算の取り組みをホームページへ等に掲載し、公表して
いること。

〇 〇

介護福祉士
の配置等

サービス提供体制強化加算の最上位区分（訪問介護は特定
事業所加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）、特定施設入居者生活介護等は
サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ又は入居継続支援加算、
夜間対応型訪問介護（夜間対応型訪問介護費（Ⅱ）を算定す
る場合）はサービス提供体制強化加算（Ⅱ）イ、地域密着型
通所介護（療養通所介護費を算定する場合）サービス提供
体制強化加算（Ⅲ）、介護老人福祉施設等はサービス提供
体制強化加算（Ⅰ）イ又は日常生活継続支援加算）を算定し
ていること。

〇 ×



キャリアパス要件＝人事制度

•人材を活用するための仕組みが人事制度です。

•経営資源として最も重要な「人」は、上手に育てれば
定着・成長しますが、やる気を失えば生産性が下が
り、最悪の場合、退職してしまうことになります。

•処遇改善加算の有無にかかわらず、人事制度はす
べての企業に求められます。

•処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰ～Ⅲは、この人
事制度の仕組みそのものです。
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キャリアパスをつくるメリット

目標 キャリアアップの方向性が明確になり、介護
職員のモチベーションが上がる。

育成 計画的に介護職員を育成できる。

評価 公正な評価ができ、処遇に反映できる。
公平性、透明性、納得性が向上する。

ＥＳの向上 職員満足度（ＥＳ）が向上し、定着率アップに
つながる。結果的に顧客満足度アップにつな
がる。
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経営面におけるキャリアパス制度

• とりあえずキャリアパスの形を作って、うまく運用できてい
ないが、処遇改善加算を受けているという実態が多く見
られます。

• キャリアパス制度は、人材活用の仕組み（人事制度）そ
のものなので、これを実際に活用すれば、職員の定着、
育成に有効なツールです。

• 処遇改善加算、特定加算は介護職員等の賃金として全
て支払われます。これを取ったからといって、事業所の経
営が上向くわけでありません。

• 介護福祉士を持つ経験・技能のある介護職員を育成し、
これで、他の加算（特定事業所加算、サービス提供体制
強化加算等）の算定や質の高いサービスによる利用者
増を図り、業績向上につながります。
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処遇改善加算の算定要件
処遇改善加算の算定要件 算定要件の概要

キャ
リア
パス
要件

キャリアパス要件Ⅰ 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系
を定めていること

キャリアパス要件Ⅱ 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研
修の機会を確保すること

キャリアパス要件Ⅲ 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定

の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設ける
こと【2017 年（平成29 年）新設

職場
環境
等要
件

２０１５年以降 賃金改善を除く介護職員の処遇改善で2015 年4 月以

降に職場環境等要件として実施した事項（資質の向上、
職場環境・処遇の改善、その他）
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加算区分と算定要件との関係

現行区分 加算区分に応じて求められる算定要件

加算Ⅰ キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、キャリアパス要件Ⅲ、職
場環境等要件（2015年4月以降に実施した事項）のすべてを満たす
こと

加算Ⅱ キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件（2015

年4月以降に実施した事項）のすべてを満たすこと

加算Ⅲ キャリアパス要件Ⅰかキャリアパス要件Ⅱのどちらかと、職場環境
等要件（2008年10月以降に実施した事項）を満たすこと

加算Ⅳ キャリアパス要件Ⅰ、キャリアパス要件Ⅱ、職場環境等要件（2008

年10月以降に実施した事項）のどれか一つを満たすこと

加算Ⅴ キャリアパス要件と職場環境等要件のいずれも満たさないこと
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キャリアパス要件はⅠが重要

（キャリアパス要件Ⅰ）

•次のイ、ロ及びハを満たすこと。

イ 介護職員の任用の際における職位、職責又は職
務内容等に応じた任用等の要件（介護職員の賃金に
関するものを含む。）を定めていること。

ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃
金体系（一時金等の臨時的に支払われるものを除
く。）について定めていること。

ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根
拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知して
いること。
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キャリアパス要件Ⅰの定義

用語 定義

職位 職員が担当する仕事内容（職務内容）や仕事の責任（職責）
に応じた組織内でのポジション（地位）のこと。介護事業所の
職位は、「上級ヘルパー」「初級ヘルパー」などのように表現さ
れることが多いが、上記の意味を持つものなら、職位の呼称
自体は自由に決められる。

職責 職員が担当する仕事の責任のこと

職務内容 職員が担当する仕事の内容のこと

任用等の要件 その職位に任用される条件のこと

賃金体系 各職位に対応する賃金の体系のこと

就業規則等 労働基準法で定める就業規則（賃金規程等の付属規程を含
む。）のほか、取扱要領や労働基準法上就業規則作成義務
のない事業場（常時10人未満の職員数）における内規等のこ
と
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キャリアパス要件Ⅰの流れ
≪キャリアパスで目指すこと≫

• 介護職員処遇改善加算の枠組みを活用して介護職員の離職率を低下させ、安定的な
介護サービスの提供につなげること。

介護職員が将来の姿を描き、どのようにキャリアアップできるか、組織の中で自分が今ど
のポジション（地位）にいて、知識や技能を高めれば、今後どのポジションを任せられるの
かをキャリアパスとして明示する必要があります。このポジションの明示のために設ける
のが「職位」です。

職位が上がれば、より重要な仕事を任され、責任が重くなり、賃金も高くなります。この
職位のレベルに応じた仕事の内容が「職務内容」、職務上の責任が「職責」で、これらに
応じた賃金（職務内容に応じた「職務手当」、役職（職責）に応じた「役職手当」など）をど
のような組み合わせで払うかを示すのが「賃金体系」となります。

どのような条件を満たせば職位に必要な能力を備えていると判断できるかという「任用
等の要件」を決めておくことが必要となります。

この仕組みがキャリアパス要件Ⅰです。しかし、その内容を介護職員が知らなければ意
味がなく、処遇改善加算の目的である離職率の低下ができません。このため、「就業規
則等」で構築したキャリアパス要件Ⅰの内容を全介護職員に周知することが重要です。
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キャリアパスコースの設定例

コース設定 得意分野

管理職
マネジメント
コース

対外折衝や事務作業を得意とする職員、部下
の指導・育成、事業所の業績に責任を負う役割
を担うことができる。（マネジメントの資質がある
介護職員は限られる）。

専門職
プロフェッショ
ナルコース

介護の仕事に対するやりがいを感じ、利用者に
役立つことや介護技術の習得などに積極的に
取り組むことができる。
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キャリアパスコースの設定例
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管理職コース

４等級 管理職

３等級 管理職補佐

専門職コース

４等級 指導職

３等級 専門職

介護職

２等級 中級介護職

１等級 初級介護職



特定加算において
「経験・技能のある介護職員」とは？

経験・技能のある介護職員

介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と
認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格
を有するとともに、所属する法人等における勤続年数
10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人にお

ける経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各
事業者の裁量で設定することとする。
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キャリアパス表例
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コース 等
級

職位 特定G 職責 滞留
目安

管理職コース ４ 管理職 C

介護
兼務A

管理職として組織運営し、目標
達成する。部下の指導育成を行
う。

専門職コース ４ 指導職 A 介護業務の専門的・技術的目
標を達成する。介護職員の人材
育成を推進する。

管理職コース ３ 管理職補佐 A 管理職を補佐し、リーダーとして
目標達成に貢献する。

５年

専門職コース ３ 専門職 A 介護業務のリーダーとして指導
職を補佐し、対応困難な介護業
務を行う。

５年

２ 中級介護職 B 基本的な介護業務全般を遂行
する。

５～８
年

１ 初級介護職 B 補助的・基本的な介護業務に従
事する。

１～２
年



役割の考え方 ①熟練志向
専門性の深化・拡大

ケアスタッフ上級（専門職コース）
・幅広い実務知識と経験を有し、難易度が極めて高いケースにも対応する。
・緊急時の対応を適切に行うことができる。

ケアスタッフ中級
・基礎的な実務知識を応用し、比較的難易度の高いケースにも対応する。
・利用者のニーズや状況の変化に適切に対応できる。

ケアスタッフ初級
・基礎的な実務知識を有し、比較的難易度の低いケースを担当する。
・決められたサービスを決められた手順で実施できる。
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役割の考え方 ②マネジメント志向
経営管理力の向上
部門責任者

介護サービス全体の統括責任者として、サービス全体の運営方針の設定を行い、そ
の実現に向けて会社全体を統括する。

複数サービスの責任者

複数サービスの責任者として全体の運営方針の設定を行い、その実現に向けて複
数のサービス・事業所を統括する。

単一サービスの責任者

単一サービスの責任者として運営方針の設定を行い、その実現に向けて業務全体を
統括する。

チームリーダー

小規模リームのリーダーとして管理者を補佐し、サービス品質管理、スタッフ指導を
行う。

ケアスタッフ
ケアスタッフとして、知識の習得、実務経験をつむ。
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他職種のキャリアパスについて

処遇改善加算のキャリアパス要件Ⅰが求めるのは、
介護職員の「職位・職責・職務内容等に応じた任用要
件」です。しかし、実際には、事務員やケアマネジャー、
看護職員、生活相談員、機能訓練指導員といった介
護職以外の職員も存在します。

一般的には、処遇改善加算で求められる介護職員の
キャリアパスだけを作っている場合が多い。しかし、
キャリアパス制度は、人事制度の代表的な等級制度
そのものである。

人事制度は、職種による違いはあっても、いずれ全職
員に必要です。特定加算をCグループの方に、めりは
りをつけて分配するなら差をつける根拠が必要です。
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キャリアパス要件Ⅱ
（キャリアパス要件Ⅱ）
次のイ及びロを満たすこと。

イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を
交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に掲げる具
体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研
修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又
は技術指導等を実施（OJT、OFF-JT等）するとともに、介
護職員の能力評価を行うこと。
二 資格取得のための支援（研修受講のための勤務シフト
の調整、休暇の付与、費用（交通費、受講料等）の援助
等）を実施すること。

ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。
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キャリアパス要件Ⅱ
「経験・技能のある介護職員」の育成には
介護福祉士が不可欠

（キャリアパス要件Ⅱ）

特定加算制度の開始により、介護職員は、「経験・技
能のある介護職員」を育成するための資質向上を図る
という方向性が示されました。

経験・技能のある介護職員には、介護福祉士の取得
が求められるため、キャリアパス要件Ⅱイ「二」を実施
する場合は、介護福祉士資格取得のための支援が不
可欠となります。
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賃金体系整備
キャリアパス要件Ⅰで求められる賃金体系
（Q）賃金体系について示してください。

（A）例えば、職務や職能に応じた等級を定めそれに応じた基本給を定
めるといった手法や、役職、資格、能力、経験又は職務内容等に応じ
た手当を定めるといった手法、あるいはそれらが総合的に連動する手
法等が考えられ、ここでいう「賃金体系を定める」とは、賃金体系を明
確化することを求めているのであり、ベースアップをすることまでを求
めてはいない。

また、「一時金等の臨時に支払われるものを除く」としているが、これは
いわゆる所定内給与における体系を整備することを求めているもので
あり、ここでいう一時金には就業規則に記載がなく専ら使用者の裁量
で支払われるものを指すことに留意されたい。

なお、こうしたキャリアパス要件に関する賃金体系に基づく給与等につ
いては、これに助成金を充当するか否かを問うものではない。

（福祉・介護人材の処遇改善事業に係るQ＆Aより）
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賃金体系整備 賃金改善ルール

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相
当する介護職員の賃金（基本給、手当、賞与等（退職手当
を除く。以下同じ。）を含む。）の改善（以下「賃金改善」とい
う。）を実施しなければならない。

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金
項目を特定した上で行うものとする。この場合、７(２)の届
出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準
（賃金の高さの水準をいう。以下同じ。）を低下させてはな
らない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、
基本給による賃金改善が望ましい。

（厚生労働省「介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算に関する基
本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」より）
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介護職員処遇改善加算の支給方法

•処遇改善加算の使い道としては

①一時金の支給

②諸手当の導入・引き上げ

③基本給の引き上げ

キャリアパス等の人事制度整備については、
消極的であり、「教育研修の充実」「昇進・昇格
の明確化」のために使った事業所が少ない。
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キャリアパス要件Ⅲ
（キャリアパス要件Ⅲ）
次のイ及びロを満たすこと。

イ 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一
定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的に
は、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。
一 経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること
二 資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組
みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する
者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。
三 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。
ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

ロ イの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全て
の介護職員に周知していること。
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キャリアパス要件Ⅲが求めること

「経験」「資格」「評価」のいずれか（または複数）を根拠
とし、これをもとに「基本給」「手当」「賞与」等について
昇給を行う仕組みを設ける必要があります。

※国は「基本給による賃金改善」を推奨

「経験」「資格」「評価」のどれによる昇給とするかにつ
いては、キャリアパス要件Ⅱに関連します。

30

キャリアパス要件Ⅱ キャリアパス要件Ⅲ

イの「一」（研修・能力評価の実施） 評価による昇給

イの「二」（資格取得の支援） 資格による昇給



キャリアパスⅢによる昇給要素

31

賃金体系 昇給対象

月齢賃金

基本給 〇

役職手当 〇

資格手当 〇

家族手当 ─

住宅手当 ─

皆勤手当 ─

通勤手当 ─

その他

賞与 〇

処遇改善一時金 〇

退職金 ×

昇給対象
〇要件Ⅲを満たした昇給対象となりうる。
×加算による賃金改善の対象外
─要件Ⅲによる昇給とはいえない、または馴染まない。



他の賃金と明確に区別

次のような名目で支払うと分かりやすく、実績報告の
際は、この項目を集計すれば良いです。

「賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とす
る賃金項目を特定した上で行う」ことが求められていま
す。

・項目例

32

賃金の種類 処遇改善加算 特定加算

基本給上乗せ 処遇改善加算給 特定加算給

手当 処遇改善手当 特定加算手当

一時金 処遇改善一時金 特定加算一時金



職場環境等要件
33

区
分

内容

資
質
の
向
上

・ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に
対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の
介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む）
・ 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
・ 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
・ キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る）
・ その他（ ）

労
働
環
境
・
処
遇
の
改
善

新人介護職員の早期離職のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入
・ 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
・ ＩＣＴ活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含
む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任
者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化
・ 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入
・ 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備
・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改
善
・ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
・ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
・ その他（ ）

そ
の
他

・ 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・ 中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員
制度の導入等）)
・ 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮
・ 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上
・ 非正規職員から正規職員への転換
・ 職員の増員による業務負担の軽減
・ その他（ ）



特定加算算定要件
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次のような名目で支払うと分かりやすく、実績報告の
際には、この名前の

項目を集計すればよいことになる。

「賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とす
る賃金項目を特定した

上で行う」（61ページ）ことが求められている
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賃上げ額と配分ルール
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平均賃上げ額が

A：B：C

２以上：１：０.５以下

A 経験・

技能のあ
る介護
職員

B 他の
介護職員

C その他
の職種
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外国人介護職員
同一労働同一賃金の対象
技能実習
技能実習で基本は3年、最長5年の在留資格期間
初級から中級程度の技能を習得する職位として位置づけ、日
本人と同じキャリアパスを適用する。

特定技能
特定技能も最長5年の在留資格期間
初級から中級程度の技能を習得する職位として位置づけ、日
本人と同じキャリアパスを適用する。

在留資格「介護」
介護福祉士試験に合格し正職員へのキャリアアップ（正職員転
換）を目指す。
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外国人介護職員の目的

外国人介護職員が日本で就労する動機

・家族を養うなど、金銭面で明確な目的があり、給与を
少しでも多く稼ぎたい

・質の高い日本の介護技術を学んで、キャリアアップし
たい

昇格要件に勤続３年以上の要件が含まれている場合
は昇格の見込がない。

比較的短期間で評価が賃金に反映するような仕組み
の整備等キャリアパス・賃金制度・評価制度の見直し
を行う
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キャリアパス表例 外国人介護職員の適用

42

コース 等
級

職位 特定G 職責 滞留
目安

管理職コース ４ 管理職 C

介護
兼務A

管理職として組織運営し、目標
達成する。部下の指導育成を行
う。

専門職コース ４ 指導職 A 介護業務の専門的・技術的目
標を達成する。介護職員の人材
育成を推進する。

管理職コース ３ 管理職補佐 A 管理職を補佐し、リーダーとして
目標達成に貢献する。

５年

専門職コース ３ 専門職 A 介護業務のリーダーとして指導
職を補佐し、対応困難な介護業
務を行う。

５年

２ 中級介護職 B 基本的な介護業務全般を遂行
する。

５～８
年

１ 初級介護職 B 補助的・基本的な介護業務に従
事する。

１～２
年



・まとめ
処遇改善加算の活用

43

項目 活用

１、処遇改善加算 ・介護職員の資質向上
・働きやすい環境整備
・介護人材増と職場定着を図る

２、特定処遇改善加算 ・経験・技能のある職員育成
・１つ上の賃金水準の実現
・専門性の高い介護人材育成

３、キャリアパス活用 ・処遇改善の目的に合った制度運用
・介護福祉士を中心とした人材育成
・キャリアパス活用による業績向上



ご清聴ありがとうございました。
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