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１ ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言を申請する皆様へ
ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業は、働きやすい職場づくりに取り組む事業所の情報を広く発
信することで、人材の確保と定着を支援するものです。
東京都が宣言事業所を応援する上で、また、求職者が自分に合った職場を探す上で、情報の正しさが重要
となることは言うまでもありません。そのため、皆様から申請いただいた情報は、書類又は現地で簡単な確
認を行った上で公表することにしています。
しかしながら、申請いただいたすべての事業所、すべての情報項目を確認することは、皆様に多大なご負
担をかけることになり、現実的ではありません。そこで、なるべく皆様に負担をかけず、かつ、正確性を担
保できる申請及び確認方法を採用しています。
働きやすい職場づくりに取り組む皆様のふるっての申請をお待ちしております。

２ 申請できる事業所
職場宣言の申請にあたっては、以下の要件を満たしている必要があります。
（１）給与表を整備していること
（２）各種関係法令を遵守していること（各福祉分野における根拠法令、労働関係法令法など）
（３）開設（指定）から 1 年以上経過していること
（４）法人格を有していること
（５）スタートアップセミナー（ビデオセミナーを含む）の受講もしくは、当財団ホームページに掲載の
スタートアップセミナー動画を視聴していること

３

申請から公表までの流れ

（１）申請
申請は、法人単位で分野毎（高齢／児童／障害／ひとり親家庭・女性／生活保護）に書類を作成し、
ファイルに綴ってＣＤ－Ｒと共に提出をします。
一方、情報の公表は事業所単位になるため、「働きやすい福祉の職場ガイドライン（以下「ガイドライ
ン」という。）」の取組状況や公表情報項目に関する書類は、事業所単位で作成します。ただし、下表
２～４の各書類は、ガイドラインの取組状況が同一で、かつ、同じ分野である事業所については、ま
とめて作成することが可能です。（分野毎の詳細な事業所については、3０ページ「対象事業所一覧」
をご覧ください。
）
※申請にあたっては、スムーズな審査のため、法人・事業所全体での情報共有をお願いいたします。
No

提出書類

用紙

1

ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言
申請書（様式１）

○

法人単位で 1 部作成

２

働きやすい福祉の職場ガイドライン
提出・確認書類チェックリスト（様式２）

○

○

事業所単位で作成。
ただし、ガイドラインの取組状況が同一の事業
所は分野毎（高齢／児童／障害／ひとり親家庭・
女性／生活保護）にまとめて作成。

３

宣言事業所一覧（様式３）

○

○

ガイドラインの取組状況が同一の事業所をまと
めて、分野毎（高齢／児童／障害／ひとり親家
庭・女性／生活保護）に作成。

4

ガイドライン項目に関する提出書類

○

5

公表情報項目入力用シート

○

CD-R

備考

「様式２」に記載の書類を事業所単位で作成。
ただし、ガイドラインの取組状況が同一の事業
所は分野毎（高齢／児童／障害／ひとり親家庭・
女性／生活保護）にまとめて作成。
○

1

「様式３」に記載のすべての事業所分を作成。

（２）書類・現地確認（申請後３週間～１ヶ月半程度）
① 書類確認
事務局（財団）は、提出いただいた書類について、申請内容との齟齬がないかを確認します。なお
書類の不足や記載内容の誤り等がある場合は、ご連絡いたします。
② 現地確認
上記①が完了後、
「様式３」に記載された現地確認希望事業所にて実施します。
ここでは、現地でなければ提出が難しい書類の確認と簡単なヒアリングを行わせていただきます。
（訪問時間３時間程度。現地確認機関に業務を委託して実施。）
なお、現地確認の詳細については、２４ページ「６ 現地確認について」をご覧ください。

（３）情報の公表（現地確認後１ヶ月～２ヶ月程度）
① 公表
書類確認と現地確認を行った情報は、平成 30 年 1 月末に開設した「ふくむすび（東京都福祉人材
情報バンクシステム）
」にて順次公表されます。また、事業所毎に発行される「公表通知書」について
は、宣言マークが入ったＣＤ―Ｒと共に、法人へまとめてお届けします。
② 有効期限
宣言情報の有効期間は、３年です。また、宣言年月日は、情報の公表日となります。
③ 情報の変更及び更新について
宣言情報を公開後、有効期間内に公表情報項目の内容に変更があった場合は、
「ふくむすび（東京都
福祉人材情報バンクシステム）」から変更が出来ます。
※詳細は、東京都福祉人材センターから送付されている「ふくむすび 事業者向け操作マニュアル（入力ガイ
ド）
」をご覧ください。

４

申請方法

（１）申請の流れ
① 財団ＨＰより、各種申請様式（最新版）のダウンロード
（URL：http://www.fukushizaidan.jp/204sengen/shinsei.html）

↓
② 「TOKYO 働きやすい福祉の職場宣言事業について」、
「宣言申請の手引き」に沿って、
申請書類一式を作成
↓
③ 申請書類一式の提出

（２）書類の編綴方法
・必ずフラットファイルなどに綴ってご提出ください。
・様式２、様式３、公表情報項目入力シート（申請する全ての事業所分）はＣＤ-Ｒにデータを書き込
み、申請書と併せてご提出ください。

2

申請書一式のイメージ
例）高齢分野：５事業所、 児童分野：３事業所 を申請（ガイドラインの取組状況が同一の場合）
提出書類

用紙

ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言申請書（様式 1）

○

働きやすい福祉の職場ガイドライン

CD-R

・法人単位で１部作成

○

○

宣言事業所一覧（様式３）

○

○

ガイドライン項目に関する提出書類

○

公表情報項目入力用シート

○

提出・確認書類チェックリスト（様式２）

備考

・高齢分野１部ずつ
・児童分野１部ずつ
→計 2 部ずつ作成

○

・高齢分野５事業所、児童分野３事業所
→計８事業所分 作成

これらの書類を一つのファイルに綴り、提出してください。
一つのファイルに収まらない場合は、二つ以上に分けて提出し
てください。

（３）提出期限・提出先
①申請期間
当財団ホームページをご覧ください。
②提出先
下記所在地あてに持参、または郵送してください。
公益財団法人東京都福祉保健財団 福祉情報部福祉情報室 宣言情報公表担当 あて
〒163-0713 東京都新宿区西新宿２－７－１ 小田急第一生命ビル１３階
TEL：03-3344-8552
・持参の場合
事前に必ず、来訪日時等をご連絡いただいた上で、お越しください。
持参いただいた場合、その場で書類審査等を行いますので、宣言情報を公表するまでの時間が大幅
に短縮できます。所要時間は、概ね１時間程度です。
・郵送の場合
事故防止を防ぐため、簡易書留やレターパックなど、配達記録が残る方法で郵送してください。
また、申請書類の収受の控えを希望される場合は、次の２点を同封してください。収受印を押印
後、返送します。
（１）様式 1「ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言申請書」のコピー
（２）切手を貼付した返信用封筒
※書類審査等において、ご提出いただいた様式類や提出書類等については、お電話やメールで内容等
の確認をさせていただくことがあります。場合によっては、再提出を依頼することがございますの
で、法人・事業所において複数名でご担当いただけますと、スムーズにご対応いただけます。
3

５

申請書様式の記載方法

（１）ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言申請書（様式１）
①記載要領

法人単位で 1 部作成

申請書の提出日を記入します。

法人名・所在地・代表者名を
記入、法人代表印を押印します。

該当する申請分野の□に「✔」
を入れます。

提出書類を確認の上、□に「✔」
を入れます。

すべての項目を満たしていることを
確認の上、□に「✔」を入れます。
※セミナー受講日についても記入
してください。

申請書類や現地確認等、
申請について受け答え可能な
担当者の連絡先を記入します。

4

②記載例

記載例

5

プルダウンリストより選択します。

6

※“〇”が入るのは「提出・確認書類」欄がすべて入力されている場合のみ
です。

・「提出・確認書類」欄に、未入力がひとつでもでもある場合：
→ガイドライン項目が取組中であるため“－”をプルダウンから選択します。

・「提出・確認書類」欄が、すべて入力されている場合：
→ガイドライン項目が達成のため“〇”をプルダウンから選択します。

「達成の可否」欄について

※取組が無く書類の準備が出来ない場合は、空欄可。
（空欄＝「取組中」を意味します）

・「確認方法」欄が『現地』の場合：
→現地確認時にご用意される書類の名称を入力します。

・「確認方法」欄が『書類』の場合：
→今回の申請時に提出する書類の名称を入力します。

「提出・確認書類」欄について

４ページ 『様式１』 の担当欄と同様に入力
します。

（２）働きやすい福祉の職場ガイドライン提出・確認書類一覧（様式２）
①記載要領

②記載例

7

8

ふくむすび（東京都福祉人材情報バンクシステムのウェブサイト）の“ログインＩＤ”
１０桁を入力します。
＜ご注意ください＞
職場宣言を「ふくむすび」にアップするためには、事業所単位で、福祉人材情報
バンクシステムにメールアドレスの登録が必須となっています。
このため、「ふくむすび」サイトにログインし、メールアドレスの登録をお願いします。
なお、登録には、東京都福祉人材センター発行の“ログインＩＤ”と“パスワード”が
必要です。パスワード等がお手元にない場合は、０３－６２６１－３９２５までお問い
合わせください。

「ふくむすびＩＤ」欄について

事業分野ごとに１事業所のみ〇印を入れます。※複数の〇印不可。

『ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業所公
表通知書』の送付先を入力します。（宛名ラベル
として使用しますので、もれなく入力してください。
なお、送付にあたっては、書類・現地確認すべて
が完了した法人に限ります。）

プルダウンリストより選択します。

①記載要領

「現地確認 希望事業所」欄について

プルダウンリストより選択します。

（３）宣言事業所一覧（様式３）
ガイドラインの取組状況が同一の事業所をまとめて申請する場合は、
分野毎（高齢/児童/障害/ひとり親家庭・女性/生活保護）に作成

②記載例

9

（４）ガイドライン項目に関する提出書類
事業所単位で作成してください。ただし、ガイドラインの取組状況が同一の事業所は分野毎（高齢／
児童／障害／ひとり親家庭・女性／生活保護）にまとめて作成してください。
※書類はガイドライン項目順に並べ、どのガイドライン項目に該当しているか分かるようしてください。
※個人情報が書かれた書類については、個人情報が分かる部分を塗りつぶすなどして提出して下さい。
◆提出書類一覧
ガイドライン項目
Ⅰ

達成に向けた取組

提出書類

①運営方針・理念を策定し、明文

例）運営方針・理念が明記された会社概要、パンフレット、ホームページの

化している

写し、運営方針・理念が記載された名札・名刺・職員カード、運営方針・理

採用に関する項目
運営方針・理念を策定し、明文化していることが分かる書類

念が記載された求人票など
職員に公表し、周知を図っていることが分かる書類

1

運営方針・理念を明文化し

②職員に公表し、周知を図ってい

例）運営方針・理念が明記された会社概要、パンフレット、ホームページの

る

写し、運営方針・理念が記載された名札・名刺・職員カード、運営方針を掲
示していることが分かる写真など

ている
③求職者に公表し、周知を図って
いる

※

求職者に公表し、周知を図っている書類
例）運営方針・理念が明記された会社概要、パンフレット、ホームページの
写し、運営方針・理念が記載された求人票など

第三者評価受審事業所は、評価項目 1－1－1「事業所が目指していること（理念・ビジョン、基本方針な

ど）を周知している」を達成している場合は、上記①②を満たすものとします。
・上記の場合、第三者評価の受審結果が掲載されているホームページの写しをご提出ください。
〇職場体験の受入れ体制を整備していることが分かる書類
例）職場体験の実施方法を記載した書類、スタッフ用マニュアル、スケジ
①職場体験・職場見学の受け入れ
採用前の職場体験や職場
2

体制を整備している

例）職場見学の実施方法を記載した書類、スタッフ用マニュアル、スケジ

者に対し職場環境に関す

ュール、見学者名簿などの書類

る情報を発信している

※上記の職場体験・職場見学のいずれかに該当する書類をご提出ください。

いる

る

4

対外的に周知していることがわかる書類
例）職場体験や見学を募集または受付していることが記載された求人票、
求人広告、ＨＰ上の告知情報など

人材育成に関する項目
①求める人材像を明文化してい

3

〇職場見学の受入れ体制を整備していることが分かる書類

見学を実施するなど、求職

②求職者に公表し、周知を図って

Ⅱ

ュール、体験者名簿などの書類

求める人材像を明確にし

キャリアパスの階層ごとに「求める人材像」が明記された書類
例）求める人物像が掲載されているホームページの写し、役職ごとに必要
とされる人材イメージが明記された「職務の等級表」など

②職員に公表し、周知を図ってい

職員に公表し、周知を図っていることが分かる書類

る

例）職員に公表した際の通知文、説明会の議事録など

③求職者に公表し、周知を図って

求職者に公表し、周知を図っていることが分かる書類

いる

例）採用説明会資料など

新規採用者を育成する体

①新規採用者の育成計画・方針等

新規採用者の育成に関する規定等、事業所としての育成方針が確認できる

制を整備している

を作成している

書類

ている

10

階層ごとの育成計画が明記された書類

5

階層、役割ごとの人材育成

①階層別育成計画を策定してい

例）人材育成計画書、研修計画表など

る

※階層は、項目３「求める人材像を明確にしている」における「キャリアパ
スの階層」と一致すること。

環境を整備している
②職員に公表し、周知を図ってい
る

7

Ⅲ

8

外部研修、勉強会等職員の

②職員に公表し、周知を図ってい

能力開発を奨励している

る

Ⅴ

職員に制度を公表し、周知していることが分かる書類
例）外部研修、資格取得支援等に関する会議議事録、回覧・周知文、社内メ
ールなど

①キャリアアップの仕組みが整

キャリアアップの仕組みを定めた規定や書類

キャリアアップの仕組み

備されている

例）人事考課制度、人材育成計画、等級制度など

が整備されている

②キャリアアップの仕組みを職

職員に仕組みを公表し周知していることが分かる書類

員に公表し、周知を図っている

例）就業規則、新卒・中途採用説明会資料など

②職員に評価制度の内容を公表

評価基準が示されている規定や文書

し、周知を図っている

例）就業規則、人事考課シート、自己申告書など

①評価に応じて処遇改善する仕

評価に応じて処遇改善する仕組みがあることのわかる書類

組みを整備している

例）人事考課規程、昇任・昇進規程、給与規程、表彰規程など

評価に応じて処遇改善す

②仕組みに基づいた処遇改善が

仕組みに基づき処遇改善が行われていることが分かる書類

る仕組みを整備している

実際に行われている

例）人事考課シート、本人への昇進・昇給結果通知など

対する評価を実施してい
る

10

ど

仕事の評価と処遇に関する項目

仕事の成果・取組状況等に
9

職員に公表し、周知を図っていることが分かる書類
例）職員に公表した際の通知文例、新卒・中途採用説明会の資料・議事録な

③処遇改善の仕組みを職員に公

職員に処遇改善の仕組みを公表し、周知していることが分かる書類

表し、周知を図っている

例）会議議事録、回覧・周知文、社内メールなど

職場環境・風土に関する項目

〇実際に地域貢献をしていることが分かる書類
例）活動の実施に関する会議次第・議事録、地域行事への参加記録、活動実
績報告書、活動の様子がわかる写真など
17

地域貢献や地域との交流

①地域貢献や地域交流に取り組

〇実際に地域交流をしていることが分かる書類

を実施している

んでいる

例）活動の実施に関する会議次第・議事録、交流会の募集チラシ、地域住民
からの参加申込書、地域行事への参加記録、活動実績報告書、活動の様子
がわかる写真など
※上記の地域貢献・地域交流のいずれかに該当する書類をご提出ください。
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（５）公表情報項目入力用シート
▪入力に当たっての留意事項

◆入力シートは Excel（windows 版）で作成しています。あらかじめ書式を設定しているため、Excel2000 以降のバージョ
ン形式で作成してください。
◆申請を行うすべての事業所分のデータを作成してください。
◆情報の公表は、事業所ごとに行います。法人全体で共通の項目（運営方針・理念など）
、法人情報記載の指定がある項目以外
のものについては、事業所ごとの情報を入力して下さい。
◆各項目には、福祉サービスを実際に提供する職員の情報 を入力します。事務職員の勤務情報については、入力（公表）の対
象外となります。
◆入力いただく情報について、特に指定がない場合は、以下のとおりとしてください。
・申請時点の情報を入力
・常勤職員の情報を入力
◆指定された入力方法以外の方法で情報が入力されている場合、また文字数制限を超えて入力されている場合は、取込時にエ
ラーとなり、システムへアップロードが出来ません。後述の記載要領で赤字表記されている部分については、入力方法に誤
りが無いようにご注意ください。
◆原則、全ての項目について入力してください。
ただし、動画がない場合は、動画タイトル・URL は必要ありません。また、若手職員がいない場合も若手職員関連は必要あ
りません。
◆初任時の月次給与額は、個人が特定される場合、1，000 円以下の端数を切り上げて入力してください。
◆新卒入職 3 年目の職員を指定して年収等の公表をする項目について、事業所内に該当する職員がいない場合
以下の①～③のいずれかに該当するデータを入力してください。
① 新卒入職 3 年以下の職員の年収を記載（入職○年目の注釈を入れる）
② 法人内の別事業所のデータを記載

※年収は個人の年収、複数人の平均値、どちらでも構いません。

③ 下記の a）もしくは b）の場合は、「対象者なし」と記載
a）対象者が 1 人しかおらず、個人の年収が特定される場合
b）新卒入職 3 年以下の若手職員がいない場合

▪入力ルール
一行テキスト

１行で表示される項目です。４～２００文字で上限があり、改行はできません。

複数行テキスト

複数行で表示される項目です。２００～１,０００文字で上限があり、改行（Ａｌｔキー＋Ｅｎｔｅｒキー）ができま
す。また、システムでは改行されたとおりに示されます。

単一選択

「あり」及び「なし」で表示される項目です。実際の入力時は、リストから「あり」または「なし」を選択して下さい。
入力漏れのないようご注意ください。

使用できる文字/記号

その他

・斜体・強調・下線・フォントの色等については公表画面では反映されません
・一部特殊記号等は公表画面に反映されません。（「☏」、「♪」、「♠」などの環境依存文字や外国語特有の文字など）
・入力方法の指定がない場合、文字・数字は全角・半角での入力が可能です。どちらも１字としてカウントします。
・スペースを入力した場合、1 字としてカウントします。
・改行やスペース等の入力は、システムの公表画面上でも適用されます。
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入力シート（表紙）

ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言
公表情報項目入力シート

※ 「ＴＯＫＹＯ働きやすい職場宣言」に申請を行うすべての事業所のデータを作成してください。

本書式は、職場宣言を行う事業所の情報を、「ふくむすび」（東京都福祉人材情報バンクシステム）に公開するための
入力シートです。必ず、以下の内容すべてを入力してください。
ふくむすびＩＤ

①

（半角英数）

法人名称
（全角）

事業所名称

（全角）

入力担当者氏名
サービス種別

（全角）

③

事業分野

②

（▼より選択）

【入力について】
▶ 原則、各項目はすべて入力をしてください。
▶ 『宣言申請の手引き』 に 記載例を掲載していますのでご参照ください。

＜ご注意ください＞
【シートの使い方について】
「ふくむすびＩＤ」欄について
▶ 1.
あらかじめ計算式が埋め込まれたセルがあります。不用意な操作で計算式を壊したり、削除することがないよう、
お願いいたします。
ふくむすび（東京都福祉人材情報バンクシステムのウェブサイト）の“ログインＩＤ” １０桁を入力

します。
水色に着色したセル
⇒ 「あり」及び「なし」で表示される項目です。
＜ご注意ください＞
セル右の▼マークから、「あり」または「なし」を選択して下さい。
職場宣言を「ふくむすび」にアップするためには、事業所単位で、福祉人材情報バンク
システムにメールアドレスの登録が必須となっています。
赤色に着色したセル
⇒ １行で表示される項目です。４ ～ ２００文字で上限があり、改行はできません。
このため、「ふくむすび」サイトにログインし、メールアドレスの登録をお願いします。
なお、登録には、東京都福祉人材センター発行の“ログインＩＤ”と“パスワード”が必要です。
ベージュ色に着色したセル
⇒ 複数行で表示される項目です。２００ ～ １,０００文字で上限があり、改行（※）が
パスワード等がお手元にない場合は、０３－６２６１－３９２５までお問い合わせください。
できます。「ふくむすび」の画面上では、改行されたとおりに表示されます。

▶

▶

▶

2.

▶ 3.

※改行する場合は、キーボードの「Alt」＋「Enter」キーを使用してください。この
場合、２文字としてカウントされます。
「事業分野」欄について なお、スペースキー（空白）は、「ふくむすび」の画面上 正しく表示されません
ので使用はせず、必ず「Alt」＋「Enter」キーを使用してください。
『様式３』に入れた事業分野と同じ内容をプルダウンリストより選択します。

「サービス種類」欄について
緑色に着色したセル
⇒ 職場の写真が表示される項目です。申請法人さまが自ら「ふくむすび」（東京都
福祉人材情報バンクシステム）にアップロードしていただく項目です。
『様式３』に入れたサービス事業所と同じ内容をプルダウンリストより選択します。
※「事業所分野」を先に選択しないとプルダウンリストの選択ができません。

▶ 本様式の変更は行わないで下さい。行った場合は再提出していただくことがありますので、予めご了承下さい。

【入力に関するお問い合わせ先】
公益財団法人 東京都福祉保健財団 福祉情報部 福祉情報室 宣言情報公表担当
電話：03-3344-8552 ファクシミリ：03-3344-8594
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（▼より選択）

■概要情報
入力タイプ

記載内容

1

職場の写真（３枚まで掲載可能）

項目名

アップロード

写真のアップロード方法については、「東京都福祉人材情報バンクシステム」の事業所向け操作マニュアルをご覧ください。

2

動画タイトル

１行テキスト

3

動画ＵＲＬ

１行テキスト

4

運営方針・理念

複数行テキスト

5

求める人材像

複数行テキスト

6

職場のアピールポイント

複数行テキスト

7

職員数

１行テキスト

8

職員雇用区分別人数

１行テキスト

9

職員数（男女別構成）

１行テキスト

10 在職職員の年齢構成

複数行テキスト

11 社会保険

単一選択

12 退職金制度

単一選択

13 定年制度

単一選択

14 健康管理に関する取組

複数行テキスト

15 その他の福利厚生

複数行テキスト

16 地域における公益的な取組の内容

複数行テキスト

17

職員氏名

１行テキスト

18

職員入社年

１行テキスト

職員写真

アップロード

19

20

若
手
職
員

仕事の内容

複数行テキスト

職員からのメッセージ

複数行テキスト

写真のアップロード方法については、「東京都福祉人材情報バンクシステム」の事業所向け操作マニュアルをご覧ください。

関
連

21

▪入力ルール
一行テキスト

１行で表示される項目です。４～２００文字で上限があり、改行はできません。

複数行テキスト

複数行で表示される項目です。２００～１,０００文字で上限があり、改行（Ａｌｔキー＋Ｅｎｔｅｒキー）ができま
す。また、システムでは改行されたとおりに示されます。

単一選択

「あり」及び「なし」で表示される項目です。実際の入力時は、リストから「あり」または「なし」を選択して下さい。
入力漏れのないようご注意ください。

使用できる文字/記号

その他

・斜体・強調・下線・フォントの色等については公表画面では反映されません
・一部特殊記号等は公表画面に反映されません。（「☏」、「♪」、「♠」などの環境依存文字や外国語特有の文字など）
・入力方法の指定がない場合、文字・数字は全角・半角での入力が可能です。どちらも１字としてカウントします。
・スペースを入力した場合、1 字としてカウントします。
・改行やスペース等の入力は、システムの公表画面上でも適用されます。
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■宣言事業所詳細情報
項目名

分類

記載内容

入力タイプ

過去3年間の新規入職者の採用数と退職者数

平成３０年度 入職 ●名 うち平成３０～令和２年度の退職 ●名
複数行テキスト 令和元年度 入職 ●名 うち令和元～令和２年度の退職 ●名
令和２年度 入職 ●名 うち令和２年度中の退職 ●名

2

早期離職防止・定着のための取組

複数行テキスト

3

採用前の職場体験・見学の有無

単一選択

4

研修体系の整備状況とその内容

複数行テキスト

新規採用者研修の内容

複数行テキスト

6

研修機会の確保・出席率向上に向けた取組

複数行テキスト

7

評価制度の対象者と評価の内容

複数行テキスト

1
採
用

育
5
成

評

評価に関する面談の実施

8

単一選択

価
複数行テキスト

9

評価制度の給与賞与へ反映の仕組み

10

【新卒】初任時の月次給与額(所定内賃金)

１行テキスト

11

【中途採用】初任時の月次給与額(所定内賃金）

１行テキスト

12

初任時の月次給与額の説明

複数行テキスト

13

主な手当

複数行テキスト

14

新卒入職３年目の年間賞与支給額

１行テキスト

15

新卒入職３年目の年収

１行テキスト

16

キャリアパスの概要と階層ごとの年収

17

年間休日数

18

各種休暇制度(法定休暇を除く)

19

採用1年目の休日出勤日数

１行テキスト

20

平均有給休暇取得日数

１行テキスト

21

平均有給休暇取得率

１行テキスト

夜勤時の勤務時間

１行テキスト

複数行テキスト

１行テキスト

複数行テキスト

処
22
遇

1ヶ月平均夜勤回数

１行テキスト

24

夜勤時の人員配置

１行テキスト

25

育児休業取得者数（過去5年間）

１行テキスト

26

育児休業取得後の復帰継続勤務職員の数（過去5年間）

27

産後職場復帰しやすい取組

28

産後職場復帰しやすい取組の内容

29

介護休業取得実績（過去5年間）

30

年次有給休暇取得奨励の取組の内容

23

複数行テキスト

単一選択

複数行テキスト

１行テキスト

複数行テキスト

31

時間外労働時間数（月平均）

１行テキスト

32

超勤時間縮減に向けた取組

単一選択

33

超勤時間縮減に向けた取組の内容

34

仕事と育児・介護の両立に向けた取組

35

仕事と育児・介護の両立に向けた取組の内容

複数行テキスト

単一選択

複数行テキスト
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◆概要情報
No

項目名

1

職場の写真（３枚まで掲載可能）

2

動画タイトル

記載内容
写真のアップロード方法については、
「東京都福祉人材情報バンク
システム」の事業所向け操作マニュアルをご覧ください。
掲載する動画のタイトルを入力してください。

入力タイプ

文字数上限

アップロード

―

1 行テキスト

50

1 行テキスト

200

複数行テキスト

600

複数行テキスト

600

職場の魅力をアピールする動画を youtube 等で公開している
3

動画ＵＲＬ

場合、リンクを貼ることができます。動画掲載ページのＵＲＬ
を貼り付けてください。（http://～～の形式で入力して下さ
い。）

4

運営方針・理念

法人/事業所の運営方針・理念について、具体的な内容を入力し
てください。
採用したい人物像を具体的に入力してください。未経験者・経

5

求める人材像

験者など、階層ごとに求める人物像が異なる場合は、それぞれ
について入力してください。

6

職場のアピールポイント

職場のアピールポイントを自由に入力してください。

複数行テキスト

1000

7

職員数

事業所全体の職員数を入力してください。

1 行テキスト

50

8

職員雇用区分別人数

1 行テキスト

100

9

職員数（男女別構成）

事業所全体の職員数を男女別に入力してください。

1 行テキスト

50

10

在職職員の年齢構成

事業所全体の職員数を年代別に入力してください。

複数行テキスト

200

11

社会保険

単一選択

単一選択

12

退職金制度

単一選択

単一選択

13

定年制度

単一選択

単一選択

14

健康管理に関する取組

複数行テキスト

600

15

その他の福利厚生

複数行テキスト

600

16

地域における公益的な取組の内容

複数行テキスト

600

1 行テキスト

50

1 行テキスト

4

してください。

社会保険（健康保険・厚生年金保険）への加入の有無について、
「あり」または「なし」を選択してください。
退職金制度の有無について、
「あり」または「なし」を選択して
ください。
定年制度の有無について、
「あり」または「なし」を選択してく
ださい。

職員氏名

18

職員入社年

若手職員関連

17

19

常勤・非常勤職員、派遣労働者等、雇用区分別に職員数を入力

職員写真

20

仕事の内容

21

職員からのメッセージ

法人/事業所で実施している健康管理に関する取組について、
具体的な内容を入力してください。
法人/事業所で独自に定める福利厚生制度について、具体的な
内容を入力してください。
地域における公益的な取組について、具体的な内容を入力して
ください。
写真付で紹介する若手職員の氏名のみを入力してください。
若手職員の入社年(西暦)を半角数字で入力してください。
末尾に「年」はつけないでください。
写真のアップロード方法については、
「東京都福祉人材情報バンク
システム」の事業所向け操作マニュアルをご覧ください。
若手職員の仕事内容について、具体的に入力してください。
若手職員から求職者に向けて伝えたいメッセージを入力して
ください。
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アップロード

―

複数行テキスト

600

複数行テキスト

600

◆宣言事業所詳細情報
NO

項目名

記載内容

入力タイプ

文字数上限

複数行テキスト

600

複数行テキスト

600

単一選択

単一選択

複数行テキスト

600

複数行テキスト

600

複数行テキスト

600

複数行テキスト

600

単一選択

単一選択

複数行テキスト

600

１行テキスト

8

１行テキスト

8

複数行テキスト

600

複数行テキスト

600

１行テキスト

100

１行テキスト

100

事業所で過去３年間に採用（＝入職）した人数と、そのうち退
1

過去 3 年間の新規入職者の採用数と退職

職した方の人数について、入力してください。なお、対象は福

者数

祉分野に限ります。※事業所数が多数の場合に限り、法人全体
でまとめても構いません。

2

早期離職防止・定着のための取組

3

採用前の職場体験・見学の有無

早期離職防止・定着のための取組について、具体的な内容を入
力してください。
採用前の職場体験・見学の有無について、
「あり」または「なし」
を選択してください。
各法人/事業所毎に整備している研修体系について、具体的に

4

研修体系の整備状況とその内容

入力してください。なお、キャリアパスの階層ごとに研修体系
を整備している場合は、その内容を入力してください。

5

新規採用者研修の内容

新規採用者研修について、具体的な内容を入力してください。
研修機会の確保・出席率向上に向けた取組について、具体的な

6

研修機会の確保・出席率向上に向けた取組

内容を入力してください。
※常勤だけでなく、非常勤職員も出席できる体制がある場合
は、その旨についても説明してください。

7

評価制度の対象者と評価の内容

8

評価に関する面談の実施

9

評価制度の給与賞与へ反映の仕組み

10

11

評価制度の対象者（常勤・非常勤など）の範囲と評価にあたっ
てどのようなポイントを重視しているかを入力してください。
評価に関する面談の実施の有無について、
「あり」または「なし」
を選択してください。
評価制度を給与や賞与にどのように反映しているのかを入力
してください。

【新卒】

新卒者の初任時の月次給与額（所定内賃金）の金額を、カンマ

初任時の月次給与額（所定内賃金）

を入れず半角数字で入力してください。

【中途採用】

中途採用者（管理職除く）の初任時の月次給与額（所定内賃金）

初任時の月次給与額（所定内賃金）

の金額を、カンマを入れず半角数字で入力してください。
10【新卒】
、11【中途採用】それぞれについて、初任時の月次

12

初任時の月次給与額の説明

給与額の具体的な説明（手当の内容、中途採用時の条件等）を
入力してください。

13

主な手当

法人/事業所で定める主な手当を入力してください。可能であ
れば、実際の手当額も入力してください。
新卒入職３年目の年間賞与支給額について、実際に支給されて
いる金額例を入力してください。その際、カンマ（ , ）及び 円

14

新卒入職３年目の年間賞与支給額

も入力してください。（入力例：●●●,●●●円）
対象者がいない場合、また個人が特定される場合は「対象者な
し」と入力してください。
新卒入職３年目の年収について、実際に支給されている金額例
を入力してください。その際、カンマ（ , ）及び 円も入力して

15

新卒入職３年目の年収

ください。（入力例：●●●,●●●円）
対象者がいない場合、また個人が特定される場合は「対象者な
し」と入力してください。

17

キャリアパス階層ごとに、採用されてからの平均勤続年数と年
16

キャリアパスの概要と階層ごとの年収

収を入力してください。なお、非常勤職員にもキャリアパス制
度を導入している場合は、その内容についても入力してくださ

複数行テキスト

600

１行テキスト

100

複数行テキスト

600

１行テキスト

100

１行テキスト

4

１行テキスト

4

１行テキスト

100

１行テキスト

100

１行テキスト

100

１行テキスト

100

複数行テキスト

200

単一選択

単一選択

複数行テキスト

600

１行テキスト

100

複数行テキスト

600

１行テキスト

100

単一選択

単一選択

複数行テキスト

600

単一選択

単一選択

複数行テキスト

600

い。
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年間休日数

18

各種休暇制度（法定休暇を除く）

法人/事業所の年間休日数を入力してください。
（過去の実績も
しくは今年度の予定日数）
法人・事業所で定められている休暇制度（法定休暇を除く）に
ついて、具体的に入力してください。
最も休日出勤が多かった職員の出勤日数と在籍期間について

19

採用 1 年目の休日出勤日数

入力してください（例：２日／12 か月間）
。休日出勤がない場
合は「なし」、採用 1 年目の職員がいない場合は「対象者なし」
と入力してください。
過去１年間における平均有給休暇取得日数を半角数字で入力

20

平均有給休暇取得日数

してください。小数点は入力できません。
（公表時は末尾に「日」
がつきます）
過去１年間における平均有給休暇取得率を半角数字で入力し

21

平均有給休暇取得率

てください。小数点は入力できません。
（公表時は末尾に「％」
がつきます）

22

夜勤時の勤務時間

23

1 ヶ月平均夜勤回数

24

夜勤時の人員配置

25

育児休業取得者数（過去 5 年間）

26

夜勤がない場合は「夜勤なし」と入力してください。
過去 1 年間における 1 ヶ月の平均夜勤回数を入力してくださ
い。夜勤が無い場合は「夜勤なし」と入力してください。
夜勤時の人員配置について入力してください。
夜勤が無い場合は「夜勤なし」と入力してください。
過去 5 年間の育児休業取得者数（＝新規申出者数）を入力して
ください。

育児休業取得後の復帰継続勤務職員の数

過去 5 年間の育児休業取得後の復帰継続勤務職員の数を入力

（過去 5 年間）

してください。

27

産後職場復帰しやすい取組

28

産後職場復帰しやすい取組の内容

29

介護休業取得実績（過去 5 年間）

30

年次有給休暇取得奨励の取組の内容

31

時間外労働時間数（月平均）

32

超勤時間縮減に向けた取組

33

超勤時間縮減に向けた取組の内容

34

仕事と育児・介護の両立に向けた取組

35

就業規則等で決められた夜勤の勤務時間を入力してください。

産後職場復帰しやすい取組について「あり」または「なし」を
選択してください。
産育休取得者の職場復帰を支援する取組について、入力してく
ださい。
過去 5 年間の介護休業取得実績を入力してください。
休暇取得奨励の取組について、具体的な内容を入力してくださ
い。
過去１年間の事業所の時間外労働時間数（月平均）を入力して
下さい。
超勤時間縮減に向けた取組について、
「あり」または「なし」を
選択してください。
超勤時間縮減に向けた取組について、具体的な内容を入力して
ください。
仕事と育児・介護の両立に向けた取組について「あり」または
「なし」を選択してください。

仕事と育児・介護の両立に向けた取組の内

仕事と育児・介護の両立を支援する取組について具体的な内容

容

を入力してください。
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◆概要情報
No

項目名

記載内容

1

職場の写真（３枚まで掲載可能）

―

2

動画タイトル

「特別養護老人ホームの一日」

3

動画ＵＲＬ

http://*************.*******
ご利用者様一人一人に沿った安心・安全なサービスを提供し、生活の中でいきがいを感じられるよう

4

運営方針・理念

努めます。職員は常に明るく、コミュニケーションを充実させ、ご利用者さまと共にいきいきと過ご
せる環境づくりを目指します。利用者様・ご家族・地域の声を尊重し、新しい価値を生み出していき
ます。
・思いやりをもって、明るく人に接することができる人

5

求める人材像

・チャレンジ精神を持ち、自ら考え行動できる人
・成長のための努力ができる人
・現状を分析し、目的や課題を明らかにすることができる人
私たちのホームは設立から 30 年を越え、地域に根差した福祉サービスを展開しています。緑が多い
この土地を生かして、野外のイベント等も積極的に生活に取り入れています。また、地域のボランテ
ィアさんもたくさんの方に参加していただき、利用者さんにも地域への関心を高めてもらう工夫をし
ています。職場では、入職後の新人研修プログラムで基本の介護スキルを身につけることが出来るの

6

職場のアピールポイント

で、安心して働くことができます。職員は、基本スキルを身につけると、担当する利用者の満足度を
高めるためのチャレンジプロジェクトを立ち上げることができます。ご利用者が何か一つだけでも望
みをかなえるプロジェクトです。他の職員さんの協力を得るには、やる気だけではなくスキルも必要
になりますが、それが職員のやりがいの源にもなっています。私たちと一緒にご利用者や地域に貢献
する仕事をしましょう。

7

職員数

30 名（他、登録ヘルパー30 名）

8

職員雇用区分別人数

常勤職員 30 名（他、登録ヘルパー30 名）

9

職員数（男女別構成）

男性 10 名、女性 20 名（他、登録ヘルパー男性 10 名、女性 20 名）
20 代（30%）
、30 代（40%）、40 代（15%）
、50・60 代（15%）

10

在職職員の年齢構成

11

社会保険

あり

12

退職金制度

あり

13

定年制度

あり

登録ヘルパー20 代（30%）、30 代（40%）、40 代（15%）、50・60 代（15%）

・安全衛生委員会を毎月１回開催
職場の健康管理に関する意見を集約して議論しています。
14

健康管理に関する取組

・産業カウンセラーと契約
だれでも、仕事の悩みなどついて相談できる仕組みを整えています。
・インフルエンザ予防摂取費用の負担、腰痛対策の実施 など
永年勤続表彰
制服貸与

15

その他の福利厚生

資格取得支援
各種祝金
職員親睦会
クラブ活動

など

19

地域の学校と毎年、地域福祉をどのよう創造していくのかを検討する会議を実施し、特別養護老人ホ
ームとしてできることを模索しています。現在は、毎年地域の小学校での職業教育(職員が講師役と
16

地域における公益的な取組の内容

なって福祉の仕事をレクチャー）、中学校の職業体験の受け入れを実施しています。また、ホームの
お祭りでは、子どもが参加できるゲームもたくさん用意して、子どもたちに特別養護老人ホームを身
近な存在と感じてもらえる取組をしていて、そこで知り合った子どもたちが、ホームに遊びにくるこ
ともあり、ご利用者にとっても刺激となっています。

17

職員氏名

江戸

18

職員入社年

2016

19

職員写真

―

花子

○○苑に入り○年目を迎え、現在はユニットのメンバーとして、日々、ご利用者のケアをしています。
私は、無資格で入職したのですが、スキルの幅を日々広げている毎日です。仕事をしながら、実務者
若手職員関連

20

仕事の内容

研修を受講しているため、大変ですが、職場の先輩方に理解があり、何とか両立できています。また、
当苑の特徴として、チームケアの実践として、「おむつゼロ」の介護を目指しています。目標に向け
てチームでアイデアを出し合い、ご利用者に寄り添う介護がどのようにしたら継続できるのか考えて
います。少しずつですが成果も出てきており、時には達成感も感じることができました。

この職場は、アットホームな雰囲気で仕事しやすい環境だと思います。チームケアを大切にしており、
先輩方も工夫したり勉強したりしながら、ケアをしている姿を見ると、私にもパワーが湧いてきます。
21

職員からのメッセージ

時には後輩の私に意見を求めてくることもあって、いつも大したことは話せないので悔しいのです
が、もっと専門職としてのスキルを高めようと思います。私たちの職場のキーワードは、「チャレン
ジ」です。その先に、ご利用者もっと喜んでもらえる関わりがあると信じて仕事をしています。
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◆宣言事業所詳細情報
No

1

項目名
過去 3 年間の新規入職者の採用数
と退職者数

記載内容
平成２９年度 入職１０名 うち平成２９～令和元年度の退職２名
平成３０年度 入職５名 うち平成３０～令和元年度の退職１名
令和元年度 入職５名 うち令和元年度中の退職０名
・新人育成プログラム（1 年間）
採用前研修（1 日）から始まっており、ここでは、法人の紹介や職場見学、先輩との交流会が行われ、
これから入る未知の職場を少しでも理解してもらっています。これは、新人が環境の変化に戸惑わない
ようにするためであり、また、学ぶ体制を作るという準備でもあります。こうして、スムースに職場に
入れることで、初期の離職を防止しています。

2

早期離職防止・定着のための取組

・指導役(エルダー役、メンター役）の配置
新人職員に指導役担当の先輩が一人つき、新人が迷わずに相談できたり、積極的なフォローアップがで
きる仕組をとっています。
・面談制度
定着のための取組として、1 年目は、4,6,8,10,12,3 月と細かく面談を実施して、フォローアップを行
っています。2 年目以降は、年 2 回の育成面談が実施されており、仕事の仕方をすり合わせています。

3

採用前の職場体験・見学の有無

あり
入職後 3 年の中堅職員から、スタッフリーダー、管理職までの階層別に育成プログラムを用意してい
ます。職場内外で様々な研修を用意しており、各階層に求められる役割、知識、技術など、適宜学んで
いただくことができます。
【中堅職員】
クレーム対応研修（基礎編）、フォロワーシップ（組織支援力）研修、ＯＪＴ研修、メンター研修、課
題解決力強化研修など
【スタッフリーダー】

4

研修体系の整備状況とその内容

リーダーシップ研修、リスクマネジメント研修、クレーム対応研修（組織対応編）、コンプライアンス
研修、カウンセリング研修など
【管理者】
カウンセリング（管理職）研修、危機管理（管理職）研修など

・実践研修
専門性スキルに関しては、介護の基本・応用スキルについての研修受講を職種別に積極的に進めていま
す。
・採用時研修
新人研修は 7 日間のプログラムとなっており、組織の一員として職場の理念やルール、各種事務手続
きを学び、さらに基本の介護スキルの実習を行っています。
・ＯＪＴチェックリスト
5

新規採用者研修の内容

何ができて、何がまだできていないか、さらに何をまだ体験していないかを、指導役・新任職員・所属
長の間でＯＪＴチェックリストに基づき確認をします。新人も育成者も課題を共有しながら、学びを継
続しています。
・フォローアップ研修
採用１年目の年度末に、目標通りに成長しているか、何ができるようになり何がまだできないかなどの
振り返りを行い、来年度以降の目標設定や、やる気の向上を図っています。
・シフト調整の徹底
研修開催の約 2 ヵ月前に研修案内・申込受付を行い、各職員の研修日程等を事前に管理しています。

6

研修機会の確保・出席率向上に向

職員の勤務日が研修日と重ならないようシフト管理を徹底し、希望する研修に参加できる体制を整備し

けた取組

ています。
・悉皆研修
階層ごと、また全職員を対象とした悉皆研修を設定しており、研修の受講を促しています。

21

常勤・非常勤職員ともに評価制度の対象です。
7

評価制度の対象者と評価の内容

評価は「役割達成度評価制度」に基づき行われます。役割ランク（職級）毎に求められる役割期待レベ
ルを、どの程度達成できたかを評価するもので、職員自身が実施する「自己評価」と、管理職が実施す
る「評定者評価」により総合評価を行います。

8

9

10

11

評価に関する面談の実施

評価制度の給与賞与へ反映の仕組
み
【新卒】初任時の月次給与額
（所定内賃金）
【中途採用】
初任時の月次給与額（所定内賃金)）

あり
年２回の評価結果を基に総合評価が決定され、総合評価は、翌年度の昇給に反映されます。昇給は給与
表を使用して行われており、評価結果に応じて 2～4 号俸昇給し、頑張れば報われる仕組みとなってい
ます。
210000

240000
【新卒】
基本給：180,000 円
手当：住宅手当 20,000 円、処遇改善加算 5,000 円、調整手当 5,000 円

12

初任時の月次給与額の説明

【中途採用】
（モデル賃金：前職歴５年の場合）
基本給：210,000 円
手当：住宅手当 20,000 円、処遇改善加算 5,000 円、調整手当 5,000 円
※中途採用者の基本給は法人の定める前歴換算表により算出される額を基準として決定
住宅手当(2 万円)、時間外勤務手当、夜勤手当(1 回につき 5000 円)

13

主な手当

通勤手当(5 万円まで支給)、子供手当（2 人まで 1 万 5000 円/人 、3 人目から 3000 円/人）
介護職員処遇改善加算手当、資格手当、役職手当、職務手当など

14

新卒入職３年目の年間賞与支給額

800,000 円（モデル賞与）

15

新卒入職３年目の年収

3,200,000 円（モデル年収）
①管理職（部門を総括的に管理し、事業実施の責任を負う） 平均勤続年数〇〇年 ○○○万円～
②指導職 1 級（主任としてチームのマネジメント行い、業務進捗の監督、チームメンバーの育成の責
任を負う） 平均勤続年数〇〇年 ○○○万円～
③指導職 2 級（副主任として、主任をサポートしながら、チームメンバーに技術指導を行う） 平均勤

16

キャリアパスの概要と階層ごとの
年収

続年数〇〇年 ○○○万円～
④一般職 1 級（役職者の指示の元、ケアの実施において上級の業務を担う） 平均勤続年数〇〇年 ○
○○万円～
⑤一般職 2 級（チームケアを、他の職員と協力しながら実施し、法人のケアの水準を維持する） 平均
勤続年数〇〇年 ○○○万円～
⑥一般職 3 級（ケアの基本スキルを身につけ、主に定型的な業務を担当しながら、自身のスキルアッ
プを図る） 平均勤続年数〇〇 ○○○万円～

17

年間休日数

109 日（平成 28 年度実績）

18

各種休暇制度（法定休暇を除く）

慶弔休暇、病気休暇、夏季休暇（5 日間）、誕生日休暇、ボランティア休暇

19

採用 1 年目の休日出勤日数

２日／12 ヶ月

20

平均有給休暇取得日数

12

21

平均有給休暇取得率

60

22

夜勤時の勤務時間

17:00～翌 9:00 （2 時間休）

23

1 ヶ月平均夜勤回数

4.0 回（夜勤勤務担当者のみの平均）

24

夜勤時の人員配置

一人が 2 ユニットの夜勤を担当

22

25

26

27

育児休業取得者数（過去 5 年間）
育児休業取得後の復帰継続勤務職
員の数（過去 5 年間）
産後職場復帰しやすい取組

4名

4 名（全員復帰）

あり
・産休前・産休後の面談の実施
本人の産休・育休の予定や復職後の就業イメージについて、管理職と話し合う機会を設けています。

28

産後職場復帰しやすい取組の内容

・休業中の情報提供
育休取得者と定期的に連絡を取り、会社全体の組織体制やルールの変更、所属する部署や関係部署に関
する変化、職場復帰後に担当する業務の進捗状況などを伝えています。

29

介護休業取得実績（過去 5 年間）

実績なし（申請者なし）
・リフレッシュ休暇

30

年次有給休暇取得奨励の取組の内

年 1 回 3 日間の「リフレッシュ休暇」
（有給）を付与し、全員の取得を目指しています。

容

・短時間有給休暇制度
1 時間から有給休暇の取得が可能な、「短時間有給休暇制度」を導入しています。

31

時間外労働時間数（月平均）

約 10 時間

32

超勤時間縮減に向けた取組

あり
・ノー残業デイ
毎週水曜日をノー残業デイに設定し、周囲に気兼ねなく定時で帰りやすい雰囲気を醸成しています。

33

超勤時間縮減に向けた取組の内容

・残業の事前申請制度
事前に所属長に事前申告し、所属長が承認した場合に、残業ができる体制をとっています。これにより
不要な残業が削減されるだけでなく、どの業務でどれくらいの残業が発生しているかといった実態を把
握することができ、適正な労働管理にもつながります。

34

仕事と育児・介護の両立に向けた
取組

あり
仕事と育児・介護の両立を支援するための相談窓口を事業所内に設置しており、いつでも相談可能がで

35

仕事と育児・介護の両立に向けた

きます。また子どもの学校行事参加を目的とした有給休暇を優先的に取得できるような体制をとってい

取組の内容

ます。本人の希望によっては、比較的負担の少ない業務への配置、夜勤・早朝出勤を免除するなど、両
立への負担軽減を図っています。
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６

現地確認について

（１）現地確認（事業所訪問）の概要
申請いただいた書類の確認を行った後、
「様式３」に記載された現地確認希望事業所にて実施します。
ここでは、現地でなければ提出が難しい書類の確認とヒアリングを行わせていただきます。
※現地確認は、現地確認機関に業務を委託して実施いたします。

（２）現地確認を行う事業所の数について
現地確認はガイドラインの取組状況が同じ事業所について、分野毎に 1 事業所を抽出して実施します。
高齢分野

児童分野

ひとり親家庭・女性

生活保護

障害分野

申請いただいた事業所のうち、
分野毎に 1 事業所を抽出

※詳細な事業所については、3０ページ「対象事業所一覧」をご覧ください。

（３）現地確認の日程調整
書類確認が終了した後、
「ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言申請書」に記載のご連絡先へ、事務局
（現地確認機関）より連絡をさせていただきます。

（４）現地確認当日の流れ
訪問時間は約３時間です。一般的な流れは以下の通りです。
①ご挨拶
↓
②書類確認・ヒアリング ※事前にご提出いただいた書類等についても確認させて頂く場合がございます。
↓
③書類確認・現地確認結果のご報告

（５）現地確認後から情報公表まで
現地での書類確認とヒアリングを行った後、現地確認者から、ガイドラインの達成状況と公表情報の確
認結果をお伝えいたします。
⇒確認結果についてご承諾いただいた場合は、そのまま処理手続きを進め、情報公表いたします。
⇒確認結果をふまえ、公表の取り下げを希望される場合は、別途事務局（財団）までご連絡ください。
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（６）現地で確認させていただく内容
現地確認では以下の項目について、書類確認・ヒアリングを行います。
現地確認は時間に限りがございますので、確認書類等を準備して対応いただくようお願いいたします。
また、ヒアリングを行う関係上、基本的には管理者の方のご対応をお願いいたします。
◆現地確認を行うガイドライン項目
ガイドライン項目
Ⅱ

達成に向けた取組

人材育成に関する項目
②新規採用者の育成担当者
（ＯＪＴ担当者、エルダー、
メンター、プリセプター等）
を配置している

4

確認書類、ヒアリング内容

【書類】
新規採用者に育成担当者を配置していることが分かる書類
例）育成担当者名簿、ＯＪＴマニュアル、人材育成規程

新規採用者を育成する体制を整
【書類】

備している
③計画・方針に沿って新規
採用者を育成している

計画・方針に沿って研修や指導が行われていることが分かる書類
例）育成記録、研修受講結果など
【ヒアリング】
具体的な育成内容についてヒアリングさせていただきます。
【書類】

5

階層、役割ごとの人材育成環境

③計画に沿った育成を行っ

を整備している

ている

計画・方針に沿って育成していることが分かる書類
例）研修の受講者名簿、育成記録、研修受講結果など
【ヒアリング】
具体的な研修内容についてヒアリングさせていただきます。
【書類】

①業務に関するマニュアル

業務に関する手順や方法が記載されている書類

を整備している

例）業務マニュアル、手引書、手順書、危機管理マニュアル、緊急時対応
マニュアルなど
【書類】
マニュアル配布の有無、共有可能なファイル管理など職員が自由に閲覧で

6

マニュアル等を整備し、人材育
成に活用している

②マニュアルを活用してい

きる状況にあること、ＯＪＴなどで活用される仕組みが分かる書類

る

【ヒアリング】
実際にマニュアルはどこにあるか、どのような場面でマニュアルを活用し
業務を行っているかなどを確認させていただきます。
【書類】

③定期的にマニュアルの見
直しを行っている

マニュアルの改訂年月日や、マニュアルの内容を検討した会議録など
【ヒアリング】
見直した内容や今後の見直しにあたっての考え方についてヒアリングさせ
ていただきます。
【書類】
職員の能力開発を支援する取組を行っていることが分かる書類として、

7

外部研修、勉強会等職員の能力

①職員の能力開発を支援す

開発を奨励している

る取組を行っている

①～③に例示した書類のいずれか１つを確認
①外部研修の受講記録、研修受講のための勤務シフトの調整、費用補助な
ど職員が受講できるよう配慮されていることが分かる書類
②職員の勉強会等自己研鑽への支援内容が分かる書類
③資格取得のための支援内容及び支援を受けた職員の名簿
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Ⅲ

仕事の評価と処遇に関する項目

【書類】
仕組みが運用されていることが分かる書類
8

キャリアアップの仕組みが整備

③仕組みに従って運用して

例）人事考課成績表、昇任辞令の写しなど

されている

いる実績がある

【ヒアリング】
キャリアアップの仕組みや、仕組みに基づく運用の流れについてヒアリン
グさせていただきます。
【書類】

①評価基準を策定している

評価基準を作成していることが分かる書類
例）就業規則、人事考課シート、自己申告書など

9

【書類】

仕事の成果・取組状況等に対す

評価結果を本人に示していることが分かる書類

る評価を実施している
③評価結果を本人に示して

例）評価結果及び職員に説明した記録（面談シート等）など

いる

【ヒアリング】
評価結果のフィードバックや職員面談の実施の有無などについてヒアリン
グさせていただきます。

Ⅳ

ライフワークバランスに関する項目

【書類】
〇休暇取得
リフレッシュ休暇、記念日休暇、連続休暇計画など、職員の休暇取得促進
①休暇取得、超過勤務縮減
等に向けた仕組みを整備し
ている

に向けた仕組みが整備されていることが分かる書類
〇超過勤務縮減
フレックスタイム制、ノー残業デイなどの超過勤務縮減に向けた取り組み
について、明記している書類
【ヒアリング】
休暇取得・長時間勤務縮減のための具体的な取組内容についてヒアリング
させていただきます。
【書類】

11

休暇取得、超過勤務縮減等に向

社内報・社内メールなど職員に対して周知・奨励していることが分かる書

けた取組を実施している

類

②職員に周知を図り、休暇
取得や制度の活用を奨励し
ている

例）①の仕組みや制度の周知に関する会議議事録、ポスター等の掲示物、
社内報・社内メールなど
【ヒアリング】
休暇取得・長時間勤務縮減のための取組について、どのように職員に周知・
奨励されているかを確認させていただきます。
【書類】
制度が実際に活用されていることが分かる書類

③制度や仕組みが職員に活

例）休暇簿、休暇取得申出書、勤怠管理簿など

用されている

【ヒアリング】
制度や仕組みを、実際に職員が活用できているかを確認させていただきま
す。
【書類】
仕事と育児・介護が両立できる制度が整備されていることが分かる書類

12

仕事と育児・介護が両立できる
取組を実施している

①仕事と育児・介護が両立

例）就業規則、福利厚生に関する規定、育児・介護休暇規程、休暇取得申

できる仕組みや制度が整備

請書、休暇簿など

されている

【ヒアリング】
仕事と育児・介護が両立できる仕組みや制度の内容についてヒアリングさ
せていただきます。
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【書類】
職員に対して周知・奨励していることが分かる書類
②職員に周知を図り、制度

例）制度の周知に関する会議議事録、ポスター等の掲示物、社内報・社内

の活用を奨励している

メールなど
【ヒアリング】
職員に周知・奨励されているかを確認させていただきます。
【書類】
職員に活用されている実績が分かる書類

③制度や仕組みが職員に活

例）各種制度に関する申請書、利用履歴、休暇簿、勤怠管理表など

用されている

【ヒアリング】
仕組みや制度を、実際に職員が活用できているかを確認させていただきま
す。
【書類】
健康管理（メンタルヘルス対策含む）に関する体制が整備されていること
が分かる書類

①健康管理（メンタルヘル

例）一般健康診断及びストレスチェックの検査結果の写し、産業医などの

ス対策含む）に関する仕組

健康相談窓口、パワーハラスメント防止対策など

みが整備されている

【ヒアリング】
法定（労働安全衛生法）に基づく、健康診断・安全衛生管理体制に関する

健康管理（メンタルヘルス対策
13

体制が整備されているか、また、法定以上の取組を法人・事業所独自で取

含む）に関する取組を実施して

り組んでいるかなどについてヒアリングさせていただきます。

いる
②職員に公表し、周知を図
っている

③職員の健康診断実施後の
フォローを行っている

Ⅴ

【書類】
職員に周知していることが分かる書類
例）一般健康診断及びストレスチェック検査の開催案内など
【ヒアリング】
健康診断実施後のフォロー（産業医との面談、就労制限等）がどのように
行われているかについてヒアリングさせていただきます。

職場環境・風土に関する項目

【書類】
職員の意見や提案が事業運営に反映する仕組みが分かる書類
①職員の意見や提案を事業

例）職員意見書・職員提案書、目安箱、職員アンケート、職員ミーティン

運営に反映する仕組みがあ

グの記録など

る

【ヒアリング】
職員の意見や提案が事業運営に反映されているかを確認させていただきま

14

す。

職場内でのコミュニケーション

【書類】

活性化のための取組をしている

職員間のコミュニケーションを活性化する取組が分かる書類
②職員間のコミュニケーシ
ョンを活性化する取組を行
っている

例）親睦会規約、親睦会・サークルの活動内容、社内報などの情報誌、職
員間でのグループウエア（パソコン、スマートフォンアプリなど）の内容
など
【ヒアリング】
職員間のコミュニケーションが活性化するための取組が適切に行われてい
るかを確認させていただきます。

27

【書類】
①表彰制度など職員のモチ
ベーションを高める仕組み
がある

15

表彰制度や職員のモチベーションを高める仕組みがあることが分かる書類
例）社内表彰制度の概要、賞状・賞品の現物または写真など
【ヒアリング】
職員のモチベーションを高める取り組みについてヒアリングさせていただ
きます。

表彰制度など職員のモチベーシ
ョンを高める取組を行っている
②職員に公表し、周知を図
っている

【書類】
職員に周知していることが分かる書類
例）会議録、回覧・周知文など
【書類】

③取組の実績がある

表彰の実施状況やモチベーションを高める取組の実績などが分かる書類
例）表彰者一覧、社内報・社内の電子掲示板など
【書類】
苦情やクレームへの対応方法や体制を整備し、組織として職員をバックア
ップしていることが分かる書類

①苦情やクレームに組織と

例）苦情・クレーム対応マニュアル、苦情窓口（担当者）の設置が明記さ

して対応する体制がある

れた書類など
【ヒアリング】

16

苦情・クレームへの対応体制がどのように運用されているかについてヒア

苦情やクレームに対して、組織

リングさせていただきます。

として対応する体制がある

【書類】
苦情やクレームの内容を職員に共有していることが分かる書類
②苦情内容や対応状況につ
いて職員に共有している

例）苦情・クレーム対応記録票、会議議事録、回覧・周知文、社内メール
など
【ヒアリング】
共有方法及び実際に職員への共有が行われているかについてヒアリングさ
せていただきます。

◆情報公表項目（宣言事業所詳細情報）
給与に関する情報は、求職者が職場を探す上での重要な項目です。
求職者に正確な情報を公表するため、以下の項目については現地で書類確認をさせていただきます。
No

項目

10

【新卒】初任時の月次給与額（所定内賃金）

11

【中途採用】初任時の月次給与額（所定内賃金）

14

新卒入職 3 年目の年間賞与支給額

確認書類

給与、手当等について記されている書類
例）給与規程、給与表など

実際の給与額を確認できる書類
15

新卒入職３年目の年収

例）給与明細、賃金台帳など
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７

Ｑ＆Ａ

≪本制度全般について≫
Ｑ 宣言したいのですが、有料ですか？
Ａ 無料です。セミナーの受講やスタートアップセミナー動画の視聴、現地確認についても費用は一切か
かりません。
Ｑ
Ａ

申請書類はどこでダウンロードできますか？
（公財）東京都福祉保健財団のＨＰにて掲載します。
ＵＲＬ：http://www.fukushizaidan.jp/204sengen/shinsei.html

Ｑ
Ａ

事業所情報はどこで公表されますか？
２０１８年 1 月末日に開設した、ふくむすび（東京都福祉人材情報バンクシステム）にて情報公表し
ます。

Ｑ
Ａ

情報公表まではどのくらいの時間がかかりますか？
現地確認後、概ね 1 ヶ月半から２ヵ月程度を予定しています。ただし、書類・現地確認の状況等に応
じて変動することもございますので、ご了承ください。

≪申請の手続きについて≫
Ｑ
Ａ

申請の際は、法人が運営するすべての事業所を申請する必要がありますか？
すべての事業所を申請する必要はありませんが、人材確保を推進する観点から、運営する全ての事業
所において、働きやすい職場づくりを進めていただくことをおすすめいたします。

Ｑ
Ａ

３０ページに掲載の「対象事業所一覧」にはないサービス種別でも申請可能ですか？
事業所一覧にないサービス種別については、現時点では申請を受け付けておりません。どのサービス
が該当するのか不明な点がありましたら、財団宣言情報公表担当(ＴＥＬ:０３－３３４４－８５５２)
までお問い合わせください。

≪公表項目の内容について≫
Ｑ
Ａ

ガイドラインの取組状況はどのように表示されますか？
ガイドラインの取組状況は公表画面の最下部に表示されます。ガイドラインの各項目ごとに、達成し
ている場合は「達成」
、未達成の場合は「取組中」と表示されます。合わせて、ガイドライン全 17 項
目の取組状況もパーセンテージで表示されます。
例：1５項目達成している場合は、15÷17≒88％

Ｑ 一度公表したデータを変更することはできますか？
Ａ 宣言情報を公開後、有効期間内に公表情報項目の内容に変更があった場合は、ふくむすび（東京都福
祉人材情報バンクシステム）から変更が出来ます。※詳細は、東京都福祉人材センターから送付され
ている「ふくむすび 事業者向け操作マニュアル（入力ガイド）」をご覧ください。

≪現地確認について≫
Ｑ 現地確認は申請したすべての事業所で行いますか？
Ａ 「様式３」に記載された現地確認希望事業所にて実施します。
Ｑ
Ａ

現地確認にはどのような体制・準備で望めばいいですか？
ヒアリングを行う関係上、基本的には管理者の方のご対応をお願いいたします。
事前の準備は、当日確認させていただく書類をご用意いただくようお願いいたします。
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ＴＯＫＹＯ働きやすい福祉の職場宣言事業

対象事業所一覧

高齢分野
1 指定介護老人福祉施設

17 認知症対応型共同生活介護（介護予防）

2 介護老人保健施設

18 認知症対応型通所介護

3 指定介護療養型医療施設

19 小規模多機能型居宅介護

4 訪問介護

20 夜間対応型訪問介護

5 訪問入浴介護（介護予防）

21 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

6 訪問看護（介護予防）

22 地域密着型特定施設入居者生活介護

7 訪問リハビリテーション（介護予防）

23 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

8 居宅療養管理指導（介護予防）

24 地域密着型通所介護

9 通所介護

25 看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

10 通所リハビリテーション（介護予防）

26 養護老人ホーム

11 短期入所生活介護（介護予防）

27 軽費老人ホーム（Ａ型）

12 短期入所療養介護（介護予防）

28 軽費老人ホーム（Ｂ型）

13 特定施設入居者生活介護（介護予防）

29 軽費老人ホーム（ケアハウス）

14 福祉用具貸与

30 軽費老人ホーム（都市型）

15 福祉用具販売

31 介護医療院

16 居宅介護支援事業者

児童分野
32 保育所（認可保育所）

36 乳児院

33 認証保育所（Ａ・Ｂ型）

37 児童養護施設

34 認定こども園

38 自立援助ホーム

35 地域型保育

39 児童自立支援施設

障害分野
40 居宅介護[総合支援法]

56 自立生活援助[総合支援法]

41 ショートステイ[総合支援法]

57 施設入所支援[総合支援法]

42 行動援護[総合支援法]

58 福祉ホーム

43 同行援護[総合支援法]

59 盲人ホーム

44 重度訪問介護[総合支援法]

60 重度身体障害者グループホーム

45 重度障害者等包括支援[総合支援法]

61 一般相談支援[総合支援法]

46 療養介護[総合支援法]

62 特定相談支援[総合支援法]

47 生活介護[総合支援法]

63 障害児相談支援〔児童福祉法〕

48 自立訓練（機能訓練）[総合支援法]

64 福祉型障害児入所施設

49 自立訓練（生活訓練）[総合支援法]

65 医療型障害児入所施設

50 宿泊型自立訓練[総合支援法]

66 児童発達支援〔児童福祉法〕

51 就労移行支援（一般型）[総合支援法]

67 居宅訪問型児童発達支援〔児童福祉法〕

52 就労継続支援（Ａ型）[総合支援法]

68 福祉型児童発達支援センター〔児童福祉法〕

53 就労継続支援（Ｂ型）[総合支援法]

69 医療型児童発達支援センター〔児童福祉法〕

54 就労定着支援[総合支援法]

70 放課後等デイサービス〔児童福祉法〕

55 共同生活援助（グループホーム）[総合支援法]

71 保育所等訪問支援〔児童福祉法〕

ひとり親家庭・女性
72 母子生活支援施設

73 婦人保護施設

生活保護
74 救護施設

75 更生施設

76 宿所提供施設
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