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社 名 ： SOMPOリスクマネジメント株式会社
事 業 内 容 ： ●リスクマネジメント事業
  ●サイバーセキュリティ事業

本社所在地 ： 〒160-0023　東京都新宿区西新宿一丁目24番1号
Zero Resign（ゼロリザイン）事務局
  TEL：03-3349-5987

お問い合わせ先

介護離職防止サービス

仕事と介護の両立お助けサービス
Zero Resign

ゼロリザイン

平成30年10月改定企業用
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企業を取り巻く
介護離職のリスク

会社の備えは
十分ですか？ 仕事と介護の両立お助けサービス 「Zero Resign」の3つの特徴

チェックしてみましょう

1 つでもチェックが
つかない項目があれば、
一度振り返ってみる
必要があります

介護離職の現状
高齢者人口の増加とともに、介護保険制度上の要支援・
要介護認定者数は増加しており、今後、団塊世代が
70 歳代に突入することに伴いその傾向は続くことが
見込まれます。
介護の担い手は、とりわけ企業の中核をなす階層で
あることが多く、企業において管理職として活躍する方
や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。
私たちは経営者・人事労務部門のご担当者さまと
一緒に、家族の介護を抱えている従業員のみなさまが
仕事と介護を両立でき、いきいきと働くことができる
企業風土づくりのお手伝いをさせていただきます。

要介護者の課題だけでなく、従
業員の方々が抱える課題を総
合的に把握・課題解決を図るこ
とができる高い専門性を持った
社会福祉士などの資格取得者
です。
契約企業の社内制度や規程を
踏まえた相談対応により、従業
員の「働きにくさ」を解決し、介
護による負担や不安の軽減が
でき、離職防止につながります。

最近、父の物忘れがひ
どく様子がおかしい。
もしも認知症と診断さ
れたらこれから一体ど
うなるんだろう…

セミナー受講者からこんな声が寄せられています
・「介護保険制度の基本的なことも知らなかったので、良い機会に

なりました」
・「事前準備の必要性を再認識しました」
・「介護は身内がするものと思っていましたが、サービスを利用した

ほうが良いことがわかりました」
・「職場環境の中で介護をしていく必要があります。個人だけの問題

ではないと思いました」

介護保険制度や会社の制度をすべて理解している従業
員は多くはありません。いざ介護が必要になってからで

は手遅れということもあります。
従業員一人ひとりが、将来の介護に備えて、必要な知識を
習得し、適切な準備を整えておくことが重要です。

お悩みを聞いて一緒に
進め方を決めます

「このサービスを使えばよかっ
たんだ」「ケアマネジャーにこ
んな風に希望を伝えてみよう」
等、従業員の皆さんの具体的
な次の行動につなげることで、
一緒に課題を解決していきま
す。

●簡単で一般的な相談には「クイック相談窓口」、
具体的な介護と仕事の両立のお悩みには「じっくり
相談窓口」と、状況に応じて2つの窓口を利用して
いただけます。

●「じっくり相談窓口」を担う「産業ソーシャルワー
カー（OSW）」※2 は、公的介護保険制度や保険外
サービス、企業の人事制度や支援策まで幅広く知
識を持つ社会福祉の専門家です。従業員の個々の
相談に、問題解決までお手伝いします。 

●「じっくり相談窓口」は、最大3回の電話個別相談で、
課題の把握から解決のためのプラン提示、実施後
のフォローアップまで、徹底的にサポートします。

●従業員の家族の介護と仕事の両立に備えて、今から準備すべき
ことを徹底解説します。

●セミナー受講者向けに、介護に関する分かりやすい副読本を
配布します。

●従業員向けと、管理職向けの2つのセミナーを用意しており、
それぞれの立場で必要な対応をお伝えします。

●家族の介護に備えて、高齢者疑似体験や、もの忘れチェック等
のオプションメニューも用意しています。

どんな状況であっても、仕事を続けること、仕事を辞めない
「離職をゼロに」という意味を持ったサービス名です。
働きやすい職場環境づくりや、介護をする可能性がある、または
介護をしている従業員のサポート等、企業で働く皆さまの、仕事
と介護の両立を徹底的に支援いたします。

従業員の介護に関する社内制度は整っていま
すか ?

（介護休業制度、介護休暇制度、時間短縮勤
務・シフト制度、その他支援策等）

従業員に対し、上記の制度理解のための教育
機会はありますか ?

管理職は「介護」や「離職防止」について理解
していますか?

会社として、従業員の将来の介護の可能性に
ついて把握していますか?

従業員が気軽に相談できる機関はありますか?

職場は、介護を抱える従業員をサポートできる
環境になっていますか?

□

□

□

□

□

□

Zero Resign（ゼロリザイン）とは
2つの相談窓口

介護離職者数は、
年間10万人に上るとされています

過去5年間に介護・看護のために
前職を離職した15歳以上人口（各年）

「2012年就業構造基本調査」より

※1 厚生労働省HP「仕事と介護の両立支援」サイト参照

（注） 相談を受け付けた従業員の氏名は、企業には通知されません。
会社や職場への影響を気にせず、お気軽に相談していただけます。

※2 産業ソーシャルワーカー
（OSW：Occupational Social Worker）
とは?

階層別のセミナー

従業員向け
セミナー

まずは専用ダイヤルにお電話ください！ こんなお悩みに答えます

２４時間３６５日受付 要予約で、1回60分 最大３回までの個別相談
相談窓口

セミナーオプションメニュー

介護をしながら
働きやすい職場づくりを

サポートします

将来の家族の介護に
必要な備えについて

お伝えします

介護の困りごとや
具体的なサービスのご相談に

お答えします
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セミナーの実施

●従業員の皆さまを対象としたアンケートを実施します。

●WEB 形式のアンケートのため、パソコン、スマートフォンや
携帯電話から、いつでもどこでも回答できます。

●介護離職防止支援助成金申請に必要な「仕事と介護の両立
実態把握アンケート」の項目を網羅しているため、助成金の
取得にもつながります。※1

●グラフ化した分かりやすい結果レポートで、従業員の皆さまの
お悩みの傾向を分析できます。

従業員実態調査

管理職向け
セミナー

高齢者
擬似体験

もの忘れ
チェック

内容・状況に応じた
２つの相談窓口

クイック 相談窓口じっくり
相談窓口クイック 相談窓口じっくり

看護師が対応します 専門家「産業ソーシャルワーカー（OS W）」※2が対応します

1回目

課題解決のためにプラン
を提示します

2回目

プランの実行の状況を
確認して追加アドバイス
を行います

3回目

Point

年代別、役職別、男女別の傾向値
職場ではコミュニケーションは取れていますか ?
会社の制度や支援策は、ちゃんと理解されていますか ?

・その場で、介護について簡単に聞きたい
・今こんな状況で困っている
・どこに問い合わせて良いか分からない

・現状を具体的に解決したい
・職場の理解が得られず困っている
・ケアプランが本当に最適か分からない

せっかく制度が充実していても、きちんと周知して従業
員一人ひとりが理解できるように落とし込まなければ、

意味がありません。
実態調査の結果にもとづき、企業制度の整備見直しや、支援
策の周知方法の検討に役立てていただけます。

Point

地域にどんな介護
サービスがあるの
かどこに聞けば分
かるんだろう?

在宅で介護している母の
高熱が下がらず、今朝も
あまり動かないわ。救急
車を呼ぶべきなの?

仕事をしながら遠方の
両親の面倒を見てい
るけれど、時間も体力
も限界。もう仕事をや
めるしかないの?

もう少し生活支援が増や
せないかしら。公的保険
外サービスのこと、ケア
マネさんにどこまで相談
して良いのかな?

介護のために残業しな
いで帰りたいけれど、
職場にはそんな余裕が
ない。忙しそうな上司
には相談しにくいな…
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企業を取り巻く
介護離職のリスク

会社の備えは
十分ですか？ 仕事と介護の両立お助けサービス 「Zero Resign」の3つの特徴

チェックしてみましょう
1つでもチェックが
つかない項目があれば、
一度振り返ってみる
必要があります

介護離職の現状
高齢者人口の増加とともに、介護保険制度上の要支援・
要介護認定者数は増加しており、今後、団塊世代が
70歳代に突入することに伴いその傾向は続くことが
見込まれます。
介護の担い手は、とりわけ企業の中核をなす階層で
あることが多く、企業において管理職として活躍する方
や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。
私たちは経営者・人事労務部門のご担当者さまと
一緒に、家族の介護を抱えている従業員のみなさまが
仕事と介護を両立でき、いきいきと働くことができる
企業風土づくりのお手伝いをさせていただきます。

要介護者の課題だけでなく、従
業員の方々が抱える課題を総
合的に把握・課題解決を図るこ
とができる高い専門性を持った
社会福祉士などの資格取得者
です。
契約企業の社内制度や規程を
踏まえた相談対応により、従業
員の「働きにくさ」を解決し、介
護による負担や不安の軽減が
でき、離職防止につながります。

最近、父の物忘れがひ
どく様子がおかしい。
もしも認知症と診断さ
れたらこれから一体ど
うなるんだろう…

セミナー受講者からこんな声が寄せられています
・「介護保険制度の基本的なことも知らなかったので、良い機会に
なりました」

・「事前準備の必要性を再認識しました」
・「介護は身内がするものと思っていましたが、サービスを利用した
ほうが良いことがわかりました」

・「職場環境の中で介護をしていく必要があります。個人だけの問題
ではないと思いました」

介護保険制度や会社の制度をすべて理解している従業
員は多くはありません。いざ介護が必要になってからで

は手遅れということもあります。
従業員一人ひとりが、将来の介護に備えて、必要な知識を
習得し、適切な準備を整えておくことが重要です。

お悩みを聞いて一緒に
進め方を決めます

「このサービスを使えばよかっ
たんだ」「ケアマネジャーにこ
んな風に希望を伝えてみよう」
等、従業員の皆さんの具体的
な次の行動につなげることで、
一緒に課題を解決していきま
す。

●簡単で一般的な相談には「クイック相談窓口」、
具体的な介護と仕事の両立のお悩みには「じっくり
相談窓口」と、状況に応じて2つの窓口を利用して
いただけます。

●「じっくり相談窓口」を担う「産業ソーシャルワー
カー（OSW）」※2は、公的介護保険制度や保険外
サービス、企業の人事制度や支援策まで幅広く知
識を持つ社会福祉の専門家です。従業員の個々の
相談に、問題解決までお手伝いします。 

●「じっくり相談窓口」は、最大3回の電話個別相談で、
課題の把握から解決のためのプラン提示、実施後
のフォローアップまで、徹底的にサポートします。

●従業員の家族の介護と仕事の両立に備えて、今から準備すべき
ことを徹底解説します。

●セミナー受講者向けに、介護に関する分かりやすい副読本を
配布します。

●従業員向けと、管理職向けの2つのセミナーを用意しており、
それぞれの立場で必要な対応をお伝えします。

●家族の介護に備えて、高齢者疑似体験や、もの忘れチェック等
のオプションメニューも用意しています。

どんな状況であっても、仕事を続けること、仕事を辞めない
「離職をゼロに」という意味を持ったサービス名です。
働きやすい職場環境づくりや、介護をする可能性がある、または
介護をしている従業員のサポート等、企業で働く皆さまの、仕事
と介護の両立を徹底的に支援いたします。

従業員の介護に関する社内制度は整っていま
すか?
（介護休業制度、介護休暇制度、時間短縮勤
務・シフト制度、その他支援策等）
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機会はありますか?

管理職は「介護」や「離職防止」について理解
していますか?

会社として、従業員の将来の介護の可能性に
ついて把握していますか?

従業員が気軽に相談できる機関はありますか?

職場は、介護を抱える従業員をサポートできる
環境になっていますか?
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（注） 相談を受け付けた従業員の氏名は、企業には通知されません。
会社や職場への影響を気にせず、お気軽に相談していただけます。

※2 産業ソーシャルワーカー
（OSW：Occupational Social Worker）
とは?

階層別のセミナー

従業員向け
セミナー

まずは専用ダイヤルにお電話ください！ こんなお悩みに答えます

２４時間３６５日受付 要予約で、1回60分 最大３回までの個別相談
相談窓口

セミナーオプションメニュー

介護をしながら
働きやすい職場づくりを
サポートします

将来の家族の介護に
必要な備えについて
お伝えします
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セミナーの実施

●従業員の皆さまを対象としたアンケートを実施します。

●WEB形式のアンケートのため、パソコン、スマートフォンや
携帯電話から、いつでもどこでも回答できます。

●介護離職防止支援助成金申請に必要な「仕事と介護の両立
実態把握アンケート」の項目を網羅しているため、助成金の
取得にもつながります。※1

●グラフ化した分かりやすい結果レポートで、従業員の皆さまの
お悩みの傾向を分析できます。

従業員実態調査

管理職向け
セミナー

高齢者
擬似体験

もの忘れ
チェック

内容・状況に応じた
２つの相談窓口

クイック 相談窓口じっくり
相談窓口クイック 相談窓口じっくり

看護師が対応します 専門家「産業ソーシャルワーカー（OSW）」※2が対応します

1回目

課題解決のためにプラン
を提示します

2回目

プランの実行の状況を
確認して追加アドバイス
を行います

3回目

Point

年代別、役職別、男女別の傾向値
職場ではコミュニケーションは取れていますか?
会社の制度や支援策は、ちゃんと理解されていますか?

・その場で、介護について簡単に聞きたい
・今こんな状況で困っている
・どこに問い合わせて良いか分からない

・現状を具体的に解決したい
・職場の理解が得られず困っている
・ケアプランが本当に最適か分からない

せっかく制度が充実していても、きちんと周知して従業
員一人ひとりが理解できるように落とし込まなければ、

意味がありません。
実態調査の結果にもとづき、企業制度の整備見直しや、支援
策の周知方法の検討に役立てていただけます。

Point

地域にどんな介護
サービスがあるの
かどこに聞けば分
かるんだろう?

在宅で介護している母の
高熱が下がらず、今朝も
あまり動かないわ。救急
車を呼ぶべきなの?

仕事をしながら遠方の
両親の面倒を見てい
るけれど、時間も体力
も限界。もう仕事をや
めるしかないの?

もう少し生活支援が増や
せないかしら。公的保険
外サービスのこと、ケア
マネさんにどこまで相談
して良いのかな?

介護のために残業しな
いで帰りたいけれど、
職場にはそんな余裕が
ない。忙しそうな上司
には相談しにくいな…
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社 名 ： SOMPOリスクマネジメント株式会社
事 業 内 容 ： ●リスクマネジメント事業
  ●サイバーセキュリティ事業

本社所在地 ： 〒160-0023　東京都新宿区西新宿一丁目24番1号
Zero Resign（ゼロリザイン）事務局
  TEL：03-3349-5987

お問い合わせ先

介護離職防止サービス

仕事と介護の両立お助けサービス
Zero Resign

ゼロリザイン

平成30年10月改定企業用
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  ●サイバーセキュリティ事業

本社所在地 ： 〒160-0023　東京都新宿区西新宿一丁目24番1号
Zero Resign（ゼロリザイン）事務局
  TEL：03-3349-5987

お問い合わせ先

介護離職防止サービス

仕事と介護の両立お助けサービス
Zero Resign

ゼロリザイン

平成30年10月改定企業用
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