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光風荘一資料1 

管理者登用へのアプローチ  

1．人材確保対策として唯→無二の秘密兵器は存在しない。   

○法人としての有り方が問われている  

○介護職を支えるという組織風土の醸成  

2．介護は理論  

○要介護認定の仕組みを知る  

○クライアントの全体像を知る  

3．集団処遇から個別ケアへ   

○リスクマネジメント全員参加の検討（平成11年開始  資料2）  

○日々の仕事に発見や学習の機会がある  

4．働く意味・働きがいを見つける   

○全職員参加の0・J・T（資料3）  

○させられる仕事からする仕事へ  

5．管理職への登用   

○主任以上の職のうち事業管理・職員管理を必要とする職であれば従来の役職に  

囚われずに登用   



光風荘一資料2．  
リスク マネジメント評価表   

発生日時  平成 年 月 日（ ）  時  

発生場所  人側用者   報告者 

出来事の区分  「ヒヤリーハット」の内容   

一尿便もれ（失禁）  

t受傷（皮膚剥離等）  

排泄  ・介護に抵抗  

・介護者側の注意不足  

・その他   

・誤瞭（むせ込み）  

・配膳間違い  

食事  
・介助方法の確認  

・自立者の見守り  

・食事の安全確認（形態・温度等）  

・その他   

・移動介助（待機時間含む）   未然に防ぎ得た事であれば、どうすれば防止出来たか？  

入浴  ・浴槽内の見守リ  

・着脱衣   

・車椅子の移動時（態様一連度等）  

移動  ■転倒  

一自動ドア、エレベーター   

・トランスファー（自立者の見守り含む）  

移乗  ・動線の確保（床のすベリ含む）  

■ベッド→ポーター間   

・段差のよるつまづき  

・全扉の開閉  

建物  ・設備の老朽化  

・自動ドア   リスクの評価  

・その他   

・実調結果と実際の差  
重大性   （低い） ① ② ③（高い）   

・返還物の確認ミス   

t体調悪化時の対応  
緊急性   ① ② ③  

シ］－トステイ  

・状態把握の状況   

・新規利用者のニーズ  
頻度   ① ② ③  

・その他   リスクの予測   

・投薬   

■経菅栄養の異状（胃ろう含む）  
①可能   ②不可能  

医療  ▲緊急時の対応   システム改善の必要性  

・感染症対策   

・その他   
① 可能   ②不可能  

・入居者、利用者の満足度   システムの具体的な改善案  

個人把握  
1ニーズ把握  

・不適応行動への対応  

・その他   

・職員の注意力  

職員  ■職員の精神的状態  
■入居者と職員の意識のずれ   

・異食  

その他  
・無断外出  

・整理整頓  

・その他   

体験した状況時の多忙度  l  ①非常に多忙 ②多忙 ③普通 ④やや余裕 ⑤余裕   

分析：本体リスク 
備 考  周辺リスク 



光風荘一資料3．  

H19年度 職員研修カリキュラム  

年準計画   研 修 テ ー マ（内 容）   対象者   講師（予定）   

4月  経営理念・職業倫理（法令の遵守含む）   全職種   中澤 増山  

新任職員含む（以下同じ）   

5月  コミュニケーション   全職種   増子桑原  

中岩   

6月  「初任者研修」①介護保険制度・リスクマネシ÷メントの考え方他   新任の全職種  施設長他  

「初任者研修」②7■レーンストミげによる討議（老人の特性他）  新任の全職種  施設長他   

7月  「初任者研修」③事業コストの正しい理解のために   新任の全職種  中澤 増山  

入 浴 （移動・移乗・着脱・見守含む）   全職種   増子桑原  

中岩   

8月  食 事  ／／   全職種   増子桑原  

中岩   

9月  介護サービス情報の公表と第三者評価   全職種   中澤 増山  

10月  衛生管理・清潔・清掃 （感染症・食中毒予防を含む）  全職種   増子桑原  

中岩   

11月  第三者評価の意義と評価の受け方   全職種   中澤 増山  

12月  排 泄 （移動・移乗・着脱・見守含む）   全職種   増子 桑原   

1月  認知症ケア①   全職種   増子桑原  

中岩   

2月  認知症ケア②   全職種   増子桑原  

中岩   

3月  「安全なケア」（身体拘束廃止含む）   全職種   増子桑原  

中岩   

部研修に参加した場合は、所属部署において研修会を企画・実施し   

その内容（ポイント）を周知して下さい   
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事業内職業能力開発計画（個票1）  

1． 【計画の基本方針】医療法人社団 光生会 平川病院  

介護老人保健施設ハートランド・ぐらんばぐらんま  

施設の基本方針   

「当施設では、お年寄りが住み慣れた地域社会、家族生活に復帰することを目標とし、  

そのための各種サービスを、人間性を尊重しながら施設サービス計画を企て、きめ細  

やかに看護・介護を提供していく運営を基本としています。  

◆「治す医療から快い療養生活へ」といった老人ケアの基本を踏まえた日常生活サービス   

を保障します。  

◆明るく楽しく、普段の家庭生活に近い雰囲気作りを心掛けます。  

◆利用者個々の病状・障害に応じた適切なケア計画を作成します。  

◆生活リハビリを中心としたQOLの向上をはかります。  

◆継続して在宅生活が可能となるように、家庭内介護者を支援するために、適所リハビリ   

（デイケア）、短期入所（ショートステイ）などの居宅介護支援事業を実施します。  

◆地域における老人医療・福祉の中核機関としての機能を整備します。  

◆家庭復帰をめざす施設として、家族の絆、家庭との結びつきを出来る限り大切にして、   

お年寄りとご家族の絆がより深まるようなサポートを提供します。  

◆技術、サービス向上のための職員研修を積極的に実施します。   

定期的に利用者満足度調査等を実施し施設の自己評価を行うとともに、利用者とご家族   

からのご意見に対しては迅速かつ責任をもって対応します。  

介護老人保健施設の理念と役割   

1．包括的ケアサービス施設  

利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活がすごせるようチームで支援し  

ます。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立て、必要な医療、看護や介護、  

リハビリテーションを提供します。   

2．リハビリテーション施設  

体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能の向上  

を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行います。   

3．在宅復帰施設  

脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチーム  

ケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。   

4．在宅生活支援施設  

自立した在宅介護生活が継続できるよう介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリ  

テーションなどと連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。   

5，地域に根ざした施設  

家族や地域住民と交流し情報提供を行い、さまざまなケアの相談に対応します。市町  
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村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと連携し、地域と一体になったケ  

アを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努  

めます。  

施設運営の基本   

Ⅰ．利用者本位のサービスの提供   

Ⅱ．働きやすい職場環境作り   

Ⅲ．地域から愛され、頼りにされる施設をめざす   

Ⅳ．技術・人間性の向上を目指し研修・研鐸に努める  

人材育成の基本方針  

施設にとっては人材こそが最高の財産である。その人材を集め、育成することが利用者  

サービスに直結していく。   

人間は、一人一人が人格を持ったかけがえのない個人として存在し、家族やコミュニ  

ティ、さらには自然とのかかわりを持ち、成長発達しながら生活を営んでいます。施設  

では、人間についての認識を基盤として、高い倫理観を根底に持ち多様性を認め合える  

寛容の精神、深い洞察力、鋭い感性を備え「ひと」としての尊厳を大切にしたヒューマ  

ンサービスを実践できる人材を育成します。   

また、医療・保健・福祉の各領域に関わる幅広い知識と技術を身に付けて、専門領域  

に関する倫理と実践力を基盤に関連する領域の人々と連携し、トータルなサービスので  

きる人材を育成します。   

さらに、医療・保健・福祉技術の進歩に対応できるしっかりとした基礎教育を身に付  

けるとともに新たな知識を活用し、応用し、施設の発展はもとより地域にも貢献しうる  

高い資質を持つ有為の人材を育成します。  

人材育成の目標  

1．かけがえのない存在である「ひと」を深く理解すると共に、豊な人間関係を築く力を   

培う。  

2．人々のニーズやコミュニティが抱える様々な問題を広い分野で考察、分析し職員との   

協働により解決する力を培う。  

3．人々にとって最適な介護サービスを提供するため、常に高い倫理観や人権意識を基盤   

とした実践力を培う。  

4．医療・保健・福祉に関する幅広い知識や技術を理解するとともに、連携して協働でき   

る力を培う。  

5．専門領域における基礎的知識や技術を十分理解するとともに主体的に学ぶ姿勢を培   

う。  

6．幅広い視野に立ちコミュニティを基盤として社会に貢献する力を培う。  
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事業内職業能力開発計画（個票2）  

【従業員のキャリア形成に即した配置その他の雇用管理に関する配慮について】  

○従業員の配置に係る基本的な方針  

◆人を活かす人事管理◆  

人材育成を効果的に推進し、施設の方針に沿ってサービス提供のための適切な職員配置のためには  

職員研修だけではなく、昇給、昇任・昇格、人事異動を有機的に結びつけ、職員の意欲を活かし、  

個々の職員の持つ能力を最大限に引き出すための総合的な人事管理を確立する。  

①人材の確保  

これからの高齢者介護を担う高い倫理観と使命感で、豊かで柔軟な思考を持ち、熱意にあふれ、環  

境の変化に対応していける優秀な人材を確保するため、人材を広く公募し、資格や経験だけでなく、  

人物を重視した選考を実施します。  

②人事管理の視点  

これからの高齢者介護のサービス提供で施設に求められる人材は、施設や地域を支える気概とプロ  

フェッショナリティを求めた職員である。プロフェッショナルを育成していくには職員の「自ら育  

つ」意識を引き出すことが大切である。そのためにも、職員が自らの可能性に挑戦できるよう、将  

来に「展望」を持っことができ、自らの意思と意欲で自身の核となる強みを育み、活かし、キャリ  

アアップしていくことのできる人材管理を確立する。  

③人事考課制度の確立  

職員の日常の勤務や実績を通じ、その業務の成果、達成度合、新たな業務への挑戦などを客観的、  

に公平に評価し、昇給、昇任・昇格、人事異動など人事管理上の諸決定に活用する。  

このため、評価者研修等の充実を図り、透明性が高く、公正な人事考課制度の確立を目指す。  

また、年度末には、評価結果に基づき、上司との面談を行い、担当業務を振り返ることによりこ職  

員の能力開発、組織の活性化に役立てることとする。   



人事考課による人材育成  

※これらの基本方針に基づく施設内職業能力開発計画及び、職業基準書定期昇給の内容については、  

別表1～3を参照  
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事 業 内 職 業 能 力 開 発 計 画（個票2）別表1  

職   能   基  準  人事制度  賃金制度  人材育成制度  人 事 考 査 制 度  
職                                  等  

資格・免許   基本給  OFF  
掌  業務   能力  

昇給昇格  

級  
資格名称   職能給  

ーJT   OJT   賞与考課   （基準）   昇格要件   

①戦略的な経営計画の企画・立案・推進  施設長  

管  
②チームケアの統括管理   

医 師   施設長  工  

理  
②組織運営管理  管理者  

③経営層のサポート危機管理能力  補佐するに相当する  研修   
職   と評価する資格または経験   

①事業計画策定への提言能力②危機管理能力  自己啓発  
業績評価 

推薦  
人事考課  

管理業務  ⑤統率力（士気高揚）  7  施設運営   ③部下の育成能力④プロジェクト管理能力  科（課）長    ．≡毒                 長  
－  】  論文■面接   

施設運営  】  人事考課■  

7   管理業務   科（課）長  論文■面接  

⑥職場の維持管理・人間関係まで含めた総合的な労務管理  

において、適切な判断・対応がとれる   

社会福祉士  監  ①監督力  
督  ②事業計画策定への提言   介護支援専門貞   

6  監督業務  
副科  翫  指導者  

介護福祉士  
（課）長  ∴  研修   

8年   
指  
導  ④潜在的な問題について、予知・判断しながら問題提起する  看護師   能力評価  
職  ことができる   栄養士  目標管理  

推薦  
課  

調理師  
活動  人事考課  

（∋指導力  

（貢献度）  
論文・面接  

②労務管理の手続き等の基礎知識があり、一応の判断・  

5  業務指導    対応がとれる  主任  

子  

7年   

③達成がかなり困難な課題について、上司の指示により  

グループをまとめ問題解決にあたることができる  圭  

①業務に関する経験をもとに、複雑な判断を要する業務を  

遂行できる  
リーダー  

4  上級業務    ②標準的な課題について、上司の指示によりグループ  4級職員  
研修   

6年   

をまとめ問題解決にあたることができる  

③下級者の指導を責任者として行うことができる   上記に相当すると評価する他  壬壬り 王 任  目標管理  

①実務に関する比較的高度な知識及び比較的高度な経験を  の資格・免許  活動   

もとに、応用的判断を要する業務を遂行できる  

田  中級業務    ②問題解決法を身につけ、業務の改善や問題解決を  3級職員  5年  

実践できる  
業  

能力評価  
③下級者に自己の経験を生かし指導できる  中堅職員  勤務成績  人事考課  

務  
①社会人・組織人・社会福祉職員として自己を確立する  研修  評価  

職  
勤怠成績  

②通常の業務に精通し、日常の定型業務を独立して  
（貢献度）  

2  定型業務    遂行できる  2級職員  3年  

（さ下≠扱者に自己の経験を生かしアドバイスができる  

チャレン  

①社会人・組織人・社会福祉職員としての基本的なスタ  
ジ活動  

ンスを確立する  

ロ  補助業務    ②実務に関する基本的知識をもとに、一般的な判断を  1級職員  
新入職員  
研修  

2年  

要する定型的または補助的業務を遂行できる  

③対人援助技術の基本を身に付ける  



別表2 介護職給与規定  

（初任給各付）  

第3条介護職員の初任給各付は次のとおりとする。  

無資格者  1等級 1号  

ヘルパー2級資格者  1等級 6号  

ヘルパー1級資格者  1等級21号  

介護福祉士資格者  1等級41号  

2新規採用者の級の決定は、前歴・経験等を考慮して職能給の  

各付を行う。  

（役職者の初任給各付）  

第4条役職者の役職就任時の各付は次のとおりとする。  

ただし就任時の経験年数等により職能給の各付けを調整することができる。  

（定期昇給の内容）  

第1条 定期昇給は一般昇給部分と査定昇給部分に分ける。  

2 一般昇給部分は基本給のうち経験年給部分とする。  

その方法は別表の本給表（満年齢で計算する）に基づき、  

毎年、4月1日に号給づつ昇給する。  

3 査定昇給部分は基本給のうち能力給部分とする。  

その方法は査定すべき期間の職務遂行能力・勤務状況・責任感・  

協調性・貢献度等を別に定める人事考課で査定の上次の基準  

で決定し毎年4月1日に昇給する。  

ランク   人事考課点数   職能給昇給号数   

S   90点以上   職能給4号昇給   

A   80点以上89点長  職能給3号昇給   

B   70点以上79点上  職能給2号昇給   

C   60点以上69点じ  職能給1号昇給   

D   59点以下   職能給なし（経験年給昇給のみ  

9等級 1号給  

8等級 1号給  

7等級 1号給  

6等級 1号給  

5等級 1号給  

4等級 1号給  

施設長  

事務長  

科（課）長  

副科（課）長  

主任  

副主任  

（賞与の支給）  

第5条賞与は原則として法人の業績にに応じて年2回支給する。  

（支給方式）  

第6条賞与は前条の算定期間いおける勤務成績・貢献度・出勤率等によって、  

別に定める人事考課で査定の上、次の計算式により決定する。  

支給額＝基本給×支給率×出勤率×考課係数  

支給率は原則として次のとおりとする。  

出勤率の計算は次のとおりとする。  

考課係数 S＝120％：A＝110％：C＝90％：D＝80％   

（基本給）  

第2条職員の基本給は月額制とし、経験年給と能力給で構成する。  

2職員の基本給月額は本人の勤続・職務能力勤務成績等  

による職能給表の額の合計により決定する。  

ただし、特別の事情により給料表により難しい場合はその都度定める。  



事業内職業能力開発計画（個票3）  

【従業員のキャリア形成を促すため各職務に必要な職業能力の明確化と明示】  

○職務に必要な職業能力に関する事項  

別紙添付資料「職業能力体系（介護職）」のとおり   



様式1  医療法人社団 光生会  

職業能力体系（介護職）   

」1   L 2   L 3   L 4   

老健の役割・機能の理解  A－1   理解   A－2  実践   A－3  実践・評価   A－4  実践・指導  

介 護  健の役割・機能の理解 健の役割・機能の実践・  老健の役割・機能の評価 健の役割・機能の指導 

老健の役割が理解できる   役割を理解し実践できる   
役割・機能・理念に現状の社   社会的背景や状況の変化を  

老健の機能が理解できる  機能を理解し実践できる  会的背景や、変化が加味し  加味し、投書臣機能・理念を  
評価できる  実践、指導できる  

老健の理念が理解できる  理念を理解し実践できる  

コミュニケーション技術  B－1  B－2  B－3  B－4  

コミュニケーション技術の理解 コミュニケーション技術の実践 コミュニケーション技術の評価 コミュニケーション技術の指導 

接遇の目的が理解できる   目的に応じて実践できる   必要な情報が聴取できる   聴取情報から適切な援助計  

正しい言葉使いができる   よい聞き手になれる   画を策定、指導できる  
何を話したかより何が伝わっ  

挨拶を進んで実践できる   
たかに着目できる  

相手の立場を理解し、信頼  必要な情報を的確に伝え何  

服装・態度に配慮できる   
される態度が実践できる  が伝わったかを把握できる  

介護業務体制  C－1   C－2  C－3  C－4  

介護業務休制の理解 介護業務体制の役割実践 介護業務体制の評価 介譲葉務体制の指導  

日勤体制が理解できる   日勤の役割が理解できる   他職種との連携の重要性を   他職種連携（チームワーク）  

夜勤体制が理解できる   夜勤の役割が理解できる   
理解し実践、評価できる   による一体的なケアサービ  

スの提供の重要性を理解し  

早・遅番の体制が理解できる   早・遅の役割が理解できる   チームケアの重要性を理解   
実践、指導できる  

委員会体制が理解できる   委員会の役割が理解できる   
し実践、評価できる  

安楽の体位  D－1   D－2   D－3  D－4  

楽の体位の理解  安楽の体位の実践  楽の体位の評価   楽の体位の指導  

休位変換の目的、手順が理   目的に基づいた体位変換が   状況に応じて適切な体位変   状況に応じて臨機応変な方  
解できる   実践できる   換方法を実践、評価できる   法を選択し、その人に合った  

適切な方法を策定、指導で  

物品の使用目的が理解でき   目的に基づいた必要物品が   状況に応じて適切な必要物   
きる  

る   準備できる   品の選択ができる  



様式1  医療法人社団 光生会  

職業能力体系（介護職）   

食事援助業務  

介 護  食事援助の評価  食事援助の指導  食事援助の実践  食事援助の理解  

摂食介助が実践できる  

トロミ剤が使用できる  

摂食量を観察できる  

摂食量を記録できる   

F－2  

摂食状況を観察評価できる   

摂食状況を観察し、適切に  
記録できる  

安全な摂食介助方法、手順  
が理解できる   

トロミ剤使用方法、手順が理  
解できる   

F－1  

摂食状況の観察情報から、  
その人に合わせた適切な援  
助計画を策定、指導できる  

F－4  F－3  排泄援助業務  

排泄援助の指導  排泄援助の実践  排泄の評価  排泄援助の理解  

オムツ交換が実践できる  

トイレ誘導が実践できる  

Pトイレの設置ができる  

尿器・便器使用ができる  

排泄表の記入ができる  

排泄物の性状を観察・評価  
できる  

皮膚の状態を観察・評価で  
きる  

排泄援助の目的、手順が理  
解できる   

陰部清拭の目的、手順が理  
解できる   

排泄援助物品の準備と後始  
末ができる  

陰部清書式の必要物品の準  
備と後始末できる   

G－1  

排泄物・皮膚の状態・排泄  
頻度の状態観察情報から、  
その人に合わせた適切な援  
助計画を策定、指導できる  

G－4  G－3  G－2  整容援助業務  

整容援助の指導  整容援助の評価  整容援助の実践  整容援助の理解  

口腔清潔援助が実践できる  

義歯洗浄援助が実践できる  

爪の清潔援助が実践できる  

耳の清潔援助が実践できる  

整髪援助が実践できる  

髭剃り援助が実践できる  

各清潔援助状況を評価がで  
きる  

口腔清潔の目的、手順が理  
解できる   

義歯洗浄の目的、手順が理  
解できる   

爪の清潔の目的、手順が理  
解できる  

各清潔援助状況を評価しそ  
の人に合わせた適切な援助  
計画を策定・指導できる  

2   



様式1  医療法人社団 光生会  

職業能力体系（介護職）   

」1   L 2   L 3   」 4   

整容援助業務  

介護  耳の清潔の目的、手順が理  
解できる  

整髪の目的、手順が理解で  
きる  

髭剃りの目的、手順が理解  
できる  

各必要物品の準備ができる  

入浴援助業務  H－1   H－2   H－3   H－4  

入浴援助の理解  入浴援助の実践  入浴援助の評価  入浴援助の指導   
き  

機会操作の目的、手順が理   機会操作が実践できる   各入浴援助状況を評価がで   

解できる  きる   
各入浴援助状況を評価しそ  

入浴誘導が実践できる  の人に合わせた適切な援助  
計画を策定・指導できる   

誘導業務の目的、手順が理  脱衣・着衣援助が実践できる  

解できる  洗身・洗髪援助が実践できる  

脱衣・着衣業務の目的、手  全身清拭援助が実践できる  

順がりかいできる  
入浴準備援助が実践できる  

洗身・洗髪の目的、手順が  
理解できる  

全身清拭援助の目的、手順  
が理解できる  

入浴準備の目的、手順が理  
解できる  

3   



医療法人社団 光生会  様式1  

職業能力体系（介護職）   

Ll   」 2   」 3   」 4   

移乗・移動援助業務  卜1   I－2   ト3   卜4  

介 護  乗・移動援助の瑚 棄・移動援助の実践 棄個動援助の評価 乗・移動援助の指導 

移乗援助の目的、手順を理  
解できる（ベットトイレーPトイ  

ベット～車椅子移乗の援助   各移乗・移動援助状況を評   各移乗・移動援助状況を評  

が実践できる   価ができる  価しその人に合わせた適切  
レ）  な援助計画を策定・指導で  

移動援助の目的、手順が理  ベット～ストレッチャー移乗  
きる  

解できる  の援助が実践できる  

トイレ移乗の援助が実践で  
きる  

Pトイレ移乗の援助が実践  

できる  

車椅子移動援助が実践できる  

杖歩行援助が実践できる  

歩行器援助が実践できる  

歩行援助が実践できる  

ストレッチャー移動援助が実  
践できる  

環境整備業務  J－1  J－2  J－3  J－4  

境整備援助の割牢  環境整備援助の実践 環境整備援助の評価  境整備援助の指導  

寝具交換援助の目的、手順   寝具交換援助が実践できる   各環境整備援助状況を評価   

が理解できる  ができる   
各環境整備援助状況を評価  

ベットメイキング援助が実践  しその人に合わせた適切な  

できる  援助計画を策定・指導できる   
ベットメイキング嬢助の目  
的、手順が理解できる  

ベット周りの整理・整頓援助  
が実践できる  

ベット周りの清潔保持援助  
の目的、手順が理解できる  

4   



医療法人社団 光生会  様式1  

職業能力体系（介護職）   

」1   」 2   」 3   」 4  

環境整備業務  室温、湿度調節援助の目  室温・湿度調節援助が実践  

介護  的、手順を理解できる  できる  

l  l   

換気援助が実践できる  

リネン伝票記入が実践できる  

換気援助の目的、手順を理  
解できる  

リネン伝票記入の目的、手  
順が理解できる   

K－1  入・退所援助業務  K－2  K－3  K－4  

入・退所援助の理解  入・退所援助の実践  入・退所援助の評価  入・退所援助の指導  

居室準備が実践できる  

入所援助が実践できる  

退所援助が実践できる  

関係書類処理が実践できる   

退所後の居室片付けが実  
践できる   

L－2  

入・退所援助の重要性、目  
的、手順を理解できる  

入・退所援助状況を評価が  
できる  

入・退所援助状況を評価し  
その人に合わせた適切な援  
助計画を策定・指導できる  

ケアプラン（記録）業務  」－1  L－3  L－4  

記録業務の理解  記録業務の実践  記録業務の評価  記録業務の指導  

ケアプランを実践できる   

施設介護経過記録が実践で  

きる   

ケアプラン実施状況表記録  
が実践できる   

サービス担当者会議に出席  

し、必要な記録が実践でき  
る  

ケアプランを評価できる  

記録内容を評価できる  

サービス担当者会議に出席  
し、ケア内容の説明が実践  
できる  

申し送りが実践できる  

ケアプランは立案できる   

記録内容を評価、指導できる  

サービス担当者会議に出席  
し、ケア内容の説明、指導で  
きる  

申し送り実施指導できる  

ケアプランの目的が理解で  
きる  

施設介護経過記録の目的、  
記録手順を理解できる   

ケアプラン実施状況表の目  
的、記録手順が理解できる   

サービス担当者会議の目的  
が理解できる  

5   



様式1  医療法人社団 光生会  

職業能力体系（介護職）   

」1   」 2   L 3   」 4   

事故報告書記録が実践でき  
ケアプラン（記録）業務  事故報告書記録の目的、記  る   事故報告内容を分析評価で   事故報告内容を分析評価し  

入手順を理解できる   報告・連絡・相談が実践でき  
介 護  

きる   対策を指導できる  
る  

報告・連絡・相談の目的、重  チームワークを重んじ、実践  報告・連絡・相談内容を評価   報告・連絡・相談内容を評  

要性を理解できる   できる  できる   佃、指導できる  

チームケアの目的、重要性  チームケアを全体的に評価   チームケアを円滑に実践す  
が理解できる  できる   るための指導ができる  

緊急時対応業務  M－1  M－2  M－3   M－4  

急時業務の理解  急晴耕の実践  急時業務の評価 急時業務の指導 

急変時対応業務指導ができ  

l   

急変時対応の目的、手順が   急変時の対応援助、連絡業   急変時対応業務の評価がで  る  

理解できる   務が実践できる   きる   災害時対応業務指導ができ  
る  

災害時対応の目的、手順が   災害時の対応、連絡業務が   災害時対応業務の評価がで  

理解できる  実践できる  きる  

誤報時の対応が実践できる  

看護業務理解  N－1  N－2  N－3  N－4  

譲葉務理解の理解 看護業務理解の実践 譲葉務理解の評価 護業務理解の指導  

看護業務の目的を理解でき   
看護業務の目的を理解し、   介護・看護連携状況を評価  

る   
介護一看護連携状況を評価  

連携協力してケア業務を実  
できる  

し、円滑な連携を実践するた  

践できる  めの指導ができる   

6   



NPO法人 暮らしネットえん  

配付資料  

第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会  

平成20年6月6日（金）   



暮らしネットえん一別添資料  

収入とスタッフ数の推移及び人件費率  

干円  
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匿コ総収入E：：コ事業費収入四人件費◆スタッラ薮 
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1990年  全身性障がい者2人の介助ボラ  

ンティアグループとしてスタート  

1996年4月 医療法人社団堀ノ内病院在宅介  
護部門ケアサポートステーショ  
ンMOMO開設  

1997年10月 同法人ミニデイホームコスモス  

の家開設  

2000年4月 介護保険制度スタート。訪問介  
護事務所ケアサポートステーショ  

ンMOMO，適所介護事業（痴呆  

専用単独）コスモスの家として  

指定  

2002年9月 MOMO，コスモスの家のスタッ  
フ、ボランティアが中心となっ  

てNPO法人暮らしネット・えん  

設立総会を開催  

NPO法人 暮らしネット・えん  
〒352－0033埼玉県新座市石神2－1－4  
月一土 9：00－18：00  
TEし．048－480－4150  
FAX．048－201－1311  
E－maiinpoenn（段JCOm．home．ne．」P  
http：／／membe「s．jcom．home．neJp／npoennpage／   

事業所  
〒352－0033埼玉県新座市石神2－1－4  

TEL．048－480－4850  
FAX．048－201－1311  

TEL．048－4∈）0－4150  

FAX．048－201－1311  2003年2月  

2003年4月  

2003年11月  

2003年12月  

2004年1月  

2007年2月  

NPO法人暮らしネット・えん認  

証登記完了  

ケアサポートえん、デイホーム  

まどか事業開始  

暮らしネ、ソト・えん建物完成  

ケアプランえん，グループホー  

ムえん事業開始  

デイホームえん事業開始  

多機能ホームまどか事業開始  

TEL．048－480－4950  

FAX．048－201－1311  

TEL．048－480－4950  

FAX．048－201－1311   

〒352－0033埼玉県新座両石神4－4－33  

T［L．042－476－1501  

FAX．042－470－9991   

訝削娼診断鎚濾過融宅現  

会員は次の2種類があります。  

（1）正会員  

年会費3，000円  
この会の目的に責同し、活動に奉加す  

る個人及び団体。特定非営利活動促進法  
上の社員で、総会での議決権、提案権が  
あります。   

（2）賛助会員  

年会費2，000円  
この会の目的に賛同し、会の活動に協  

力する個人及び団体。  

火見下  

しjl：朋  腔塑丘→  

特定非営利活動法人  

暮らしネット・えん  
〒352－0033埼玉県新座而石神2－ト4  

TE」．048－480－4150 FAX．048－20ト1311   

「l  ∠r  
最寄り駅 西武池袋綾ひばりが丘駅（北口）よりパス  
・朝霞台駅行き、福祉センター行き、志木駅行き  
＊え ん：貝沼バス停下車徒歩7分  
＊まとガ：栗原バス停下車徒歩10分  



暮らしネット・えんは「高齢になっても、障がいがあっても、おとなも子どもも共に生きる地域」  
を目指して活動を続けています。  

本拠地の建物には、相談して〈ケアプランえん〉、訪問して〈ケアサポートえん〉、通って泊まって〈デイホー  

ムえん〉、暮らして〈グループホームえん〉が揃っています0少し離れたところに、通って泊まって訪問してを  

ひとつにまとめたく多機能ホームまどか〉があります。  

高齢者や障がい者の支援事業の他、介護や福祉の学習会、コンサートなどの文化活動などを定期的に催し、た  

くさんの地域の人びととつながっています。  

「住み慣れた地域で暮らし続けたい」という願いをかなえるためには、顔が見える、手をつなげる地域の人びと  

が力を合わせることが一番の近道。支える人がいつかは支えられる人になり、支えられている人が周囲の人び  

とを豊かにする、それが安心できる地政わたしたちはそう考えて活動を続けています。  

介護職員は全員が看護師・社会福祉士・介  
護福祉士・栄養士・理学療法士・介護支援  
専門員・ヘルパー2級等の有資格者です。  

またた＜さんのボランティアにも支えられ  

ています。  

暮らして  
（グループホーム）  

認知症高齢者グループホーム  
定員9名  

通って・泊まって・離間して  

（小規模多機能型ホーム）   

TEし．048－480－4950  
FAX．048－201－1311  ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●  

訪問して  
（ホームヘルパー派遣）  

槻臣弘   
TEし．048－480－4150   
FAX．048－201－1311  

●   

介護保険対応訪問介護  
障がい者自立支援法対応居宅介護（身体・  

知的・児童・精神）  

生活支援サービスヘルパー派遣（高齢者）  

介護保険外訪問介護（介護保険利用者対象）  

365日無休・8時から24時まで  

TEL．042－476－1501  
FAX．042－470－9991  暮らしネット・えんは  

ヱんな活動をしています。  

小規模多機能型居宅介護  
定員25名  

365日無休24時間   
通い、泊まり、訪問  

通って・泊まって、  
（デイサービス）  

相談して   

（ケアマネジメント）  

夢物払  

認知症専用小規模デイサービス  
定員9名  

月・火・木・金・土 9：30【16こ00  

宿泊応相談  T［L．048－480－4950  
FAX．048－20ト13‖  

・●●●●●●…●●●● 
．．．・・・ ●●・・・．． ＿ 

●、FAX．048－20ト1311  
介護保険ケアプラン作成  
介護についての相談  

≦遊星転転。膿  

コンサート・お花見・講演会などの開催  
各種ボランティアの受け入れ  

囁鋸正絹臨瀾既駕  

介護・福祉についての相談  
高齢者・障がい者の生活関連調査・研究  
介護体験、介護職員、NPOインターン研修等  

暮らしネ、ソトえんで働きたい方、ボラン  
ティア活動に奉加してくださる方、声をか  
けてください。   
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第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

介護労働者の確保・定着について  

株式会社ベネッセスタイルケア  

代表取締役社長   

小林 仁   



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

背進研模試  

進研ゼミ  

高校講座   

中学講座  

Berlitz  
GTEC  
SIMUL  
BE－GO  
おやこ英語  

こども英語教室  

小学講座  

こどもちゃれんじ  

たまごくらぶ  

ひよこくらぶ  

こつこくらぶ  

サンキュ  

いぬのきもち  

Wlm帥’sPark  

アリア  

くらら  

グラニー＆プランタ  

まどか  

在宅介護  

ヘルパー資格取得   

1  Copyrights．Benesse Style C且m Co．，Ltd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

首都圏で   

77％のシェア  

2   Copyrights．Benesse Style Care CoリLtd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

2008年6月1日現在  

口雇用形態別  ロ男女比率  

正社員   雇用形態  介護職  構成J    2，446  61％   
契約社員   14   0％   
準常勤社員   414   10％   
常勤社員計   2，874   72％   
非常勤社員   725   18％   
登録スタッフ   386  10％   
非常勤社員計   1，111   28％   
総合計   3．985  100％   

口平均年齢  

3   Copydgもts．Bon¢SSO S辱lo C且m Coリud  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

介護職の求人状況は、完全な売り手市場（05年8月より需給が逆転）  

※「福祉人材の求人求職状況」（全国社会福祉協議会06年12月）  

第1位  

「転職・処遇不満」  

第2位   

「業務イメージ相違」  

■転職ハードルが低い  

・‥ 業界経験を重視の傾向  

■給与水準の低さ、労働環境の悪さ  

・・・資格者の1割しか就業していない  

45％ を占める   

4  Copyrights．Benesse Style Caro Cb．，IJtd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

d⊃去）  

オペレーションリスク   

5  Copyrights．Benesse Style Care Co．，Ijtd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

～介護スタッフの働きがい向上のために～  

6   Copyrights．Benesse Style C8∫℃ Co．，IJtd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606   

●介護技術ガイドラインの導入  

● サービス基準の導入  

● 生活支援スタッフの導入  

● 研修1支援制度の強化  

＝〉丁寧な中途者研修や  

入社3ケ月・6ケ月研修など  

7  Copydgbts．Bonesso St〆8Ca∫0（九・，Ltd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

退職率こ－1．30二0％ 対前年比△8．5pt（常勤：△9．1pt、非常勤：△4．5pt）  

8   Copydgbts．B㊤neSSO Stカo CaⅣ Coリud  



第5回介護労働者の確保一定着等に関する研究会資料20080606  

圧倒的労働不足という構造問題がより顕在化  

スタッフの採用状況は、新規ホームは比較的順調に採用できているが、既存ホームは引き続き厳し  
い状況。前年と比べてより雇用不足は加速している。  

□ 採用数は、4月をピークに以来、減少傾向・  
入社人数  

口 非常勤は06年度と比べより常勤以上に厳しい状況  

＜176名減＞  
第1四半期  第2四半期  第3四半期  第4四半期  合   

07年度  
常勤  

201   144   129   128  602   

06年度   195  157   153   194  699   

準常勤   
07年度  92  56  34   49  231  

06年度  40  34  36   62   172  

365  317   304  372  1358   

4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月 1月  2月  3月  

ロ 東京エリア、神奈川エリア、東海エリアが厳しい状況   
口介護職欠員状況  

□「介護職未経験者」の比率が減少している  

当社への応募者の状況  
拠点  常勤  非常勤  準常勤  合計   1拠点   

東京エリア   60  83  121  33  237   

西日本エリア   18  23  0  9  32   1．78   

城東・埼玉一千菓エリア  17  19  13  16  48   2．82   

神奈川エリア   20  27  13  30  70   
東海エリア   7  12  15  0  27   

北日本エリア   4  0   2  3   

合計   125  164  163  90  417  3．34   

6000  

5000   

（ 4000  
く  

義3000  

く2000   

1000  

0  派遣分介護職労務費増加額 343百万円  

9   Copyrights．Benesse Sty18Care Co・，Ltd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

●203名入社（男性62名／女性141名） ●大学生比率は70％と大きく増加  
●専門学校生の採用は苦戦  

2008年4月採用  

首都圏   136  

関西  48  

東海  14  

北日本  3  

岡山  2  

吉ト  

87   10   30   9   

40   5   2   

13   0   0   

2   0   0   

0   0   

2 1才   12   

100％  ・・．；・． ・・．  

39％ 5％l印い1％  100％  2007年4月採用比率  

書4／1～4／17  
l  l  

暮  l  

暮  I  

I  l  

4／19～  

各ホームに配属 OJT研修   東京での「新卒研修」実施  

10  Copyrights．Benesse Style Care Co．，IJtd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

11   



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

①ターゲットの明確化・・・ 「介護業界経験層」をメインターゲットとする  

②母集団形成のための仕組みづくり・・・  「縁」を大切にする  

■紙媒体からWebへの誘導  

■面接よりもハードルが低い「説明会」で   

接点をもつ  

■ホーム見学会、研修見学会への呼び込み  

■Webをコミュニケーションの場にする  

■友人紹介制度  

工退職者とのつながり  

③発信内容の見直し・・・「ベネッセの人へのこだわり」発信  

■Webへの誘導強化と発信内容の見直し  
■募集広告の訴求の見直し  

■紙媒体からⅥねbへの誘導   

12  Copyzights．Benesse Style Care Cb．，Ltd  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

「教育のベネッセ」ブランドをコアにした   

学校法人とのコラボレーション  

⇒  再現性あるスキーム実現の段階で、拡大を図る。  
Copyrights．馳nesse Style Care Co．，Ltd  13   



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

ロー事業者として質の高いサービスを継続的に提供するために、人材確保■雇   
用管理の改善を進めている結果、定着率は向上。  

ロしかし、それでもなお欠員が生じており、派遣労働者に頼っているほか、採用   

は国難を極めている危機的な現状。  

□現在の介護従事者不足は、日本の労働市場の構造的な課題に因るもの。   
少子化により労働力人口が減少する中、介護分野は、人件黄割合が高く、   
一人当たりの生産性向上は容易ではない。  

●非常勤：採用ニーズと実績  ●常勤・準常勤：採用ニーズと実績   

（
Y
）
超
Y
 
 

釦♂♂や♂針♂㌔♂や♂牒牒   倉♂♂や♂♂♂㌔♂や♂♂倉  

Copydgも．ts．B¢nOSSO Stylo C8∫℃ CoリLtd  14  



第5回介護労働者の確保・定着等に関する研究会資料20080606  

口高齢化に伴い増大する介護ニーズを満たすための要望  

①介護分野に関する国民の関心を高めイメージアップを図り、介護報酬・介  
護保険料を含めた適切な対価に対する国民理解を促進すること  

②外国人労働者の受け入れを含めた労働力の供給量の増大  

③介護事業における規制緩和・自由化による効率的な介護サービスの実現  

口危機的な現状を踏まえた労働政策に関する要望  

○有料老人ホームに対する介護従事者および看護師の労働者派遣の  

派遣可能期間の制限撤廃  

15   Copyrights．Benesse Style CBLre CoリLtd  
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第5回介護労働者の確保■定着等に関する研究会  

平成20年6月6日（金）   



窃①岬般事務蜃魁②訪問看護師団③ホ岬ムヘルパー  

①時給940円㊥  

あ触診雛卜封璧藍屋膵臣増田古癖，誓言冨蓋霊芝蓋蓋蓋芸琵還鮮喜噸  ハ  
◎◎⑳合◎昏㊤㊥⑳薫払粛◎◎の釣魚食、l一や．JL。ぁーL．忠一ナーh．，．、－鴫．及鴫 ＿＿、、．轟」トニ生麦㌧船．乃．」ユ＿＿1＿＿金、8．  

資格⑳①お客様からの電話応対や    データの入力作業がメイン 
で  

す。パソコンスキルはExcel、  
翫rd程度でOK／／  

②看護師③ヘルパー2級以上  
勤務⑳①8：30～17：30  

②8：30～17：30月～金  

（∋8：30～17：30週1日～OK  
※曜日・時間応栂談  

休日◎土・日・祝  
待遇⑳交全給、社登有、社保完（勤務  

状況による）   

臼在宅訟合ケアサービス   
上場企薫（コスモスイニシアグループ）  

シdエ胴紅卜世田谷コスモスライフ  
世田谷区弦巻3－12－16（アリアケピルtF・2F）  

℡03－5450－7661担当／採用係  

冨蓋冨重富秘戯言  戦塵睦鹿妙教払馳蟻効粥咤妻象鮎蹄聖  
′ヽ  

土日祝は休み  
東経殻からスタートできます。  

介護知識は不蚤。  
簡単なデータ入力と   

噂話応対のお仕事です。  

時給D⑳穏◎円  

平日のみ  週1日からでもOKルかも高時籠！！   
身体介護▽  

瑠，9⑳◎～盈，璧⑳⑳円   
生活援助▽  

瑠遭⑳¢～瑠，穏⑳◎円  
※漣験による  

月給27万円＿30分3．¢⑳¢円  
賞与2臥  60分吼餌⑳円  
残隻手当て有 90分5，¢舶円 ｝ヽ一′J■trltPl可′ヽl  

フランクおっても大史料£手技がいる万でも安心して助け享す．  
偽れる軍で免田スタッフが丁字にサボヰし牙す  

巨⇒訪問介護  
tお堂録ヘルノ  

国月給20万円十各種宇宙「▼  
四身体介護◆蒔絵2000円 ㊥  ：三 ◎  

過瑠臼～習⑳院宣  給与◎四生活援助時給1400円  
資格⑳ヘルパー2級以上  
劫務⑳7：00～20：00の間で実働訃  

田過1日、1日1h～OK  
休日⑳国週休2日制  

待遇◎昇給、社会保険完備、  
国儀与年2回  

応募◎取後、⑳（写貼：〉持参下さい。  
酉訪問介泣寧築  

NPO法人世田谷らくゆう福祉会 之 
世田谷区中和－2ト12なかま奄州℃センター内204 r 

交遥○架急大井町線上野毛駅」徒歩6分  

℡03－3705－1399担当／採用係  

働蓉や晋むも職場習寄旦  

⑳登録鴨臓網田   
※他の仕事との掛け持ちもOK！  

【資格】年齢・経験不問、ヘルパー2級以上  
【時間】7：00～18：ODの開で勤務時間応相談  

舶（草体介馴鰍可，B◎田円  

（生活援助）時給：胃，480円  
【休日】週1日～勤務OK  

l応募】まずはお気軽にお電話下さい。  

軍曹監督ンタり再診㈱   
［小平営業所トト平市学園西町3－26－15  

恩田42－345さ5635（担当／杉訃吉劉   

囚ホームヘルパー  

郷里軍  しい事なら…  

バートの方にも臆しい  
有給制度、社会保険制度有り！  

資格◎ヘルパー2級以上  

※無資格の方応相談  
勤務⑳8：00～2】：00の内、l～8hで  

応相談。週1日～OKですノノ  
待遇◎有給休暇制度、社会保険完備  
応募⑳電話連絡の上、履歴寄（写貼）  

持参下さい。（採用係）  

8介僅保険指定事発着㈱やさしい手  

在宅介護や畜♭い亭  

主、週1臥1時間でもOK。  
旨かけもちも可能です！  

未経験の方でも夢捨所スタッフが  
同行するので安心です。  

介譲福祉士・ケアマネジャーの  
受幾対策講座もおります。   

無料改植取得鴇座があります。  

癖這盈鞠飽朋忘衆靡贋  
会社説明会開催  

直行直腸のお仕事でも   
安ノDして働けます  

●■ ■▲ ■■ ■▲＝ ＝ ■ … ＝ ■●■ ●■ ■●′●● ■▲ ■．  

讐。撒寧や携帯からも応募できます  

①3／3（月）13：00～15：00  
学芸大学店  

②3／3（月）17：00～19：00  
自由が丘店  

③3／4（火）16：00～柑：00  
大田店  ウェブで雲宗等控  



在宅介護  

やさしし1宇   





2．人材と変革の視点  
人材育成戦略 戦略目標（1）  

人と企業のパートナーシップに基づく戦略目標の達成の仕組みを  

つくる  

戦略の背景  

上土     一 兄兄  争
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であり、雇用の考え方がさまざまである。   

各種の戦略目標の達成のために、人と企業のパートナーシップに基づき、下  
記の人材マネジメント施策を実施する。   

①目標管理にもとづく戦略貢献の評価による目標達成の支援の仕組み作り、  
セルフマネジメント能力の向上を進める。   

②エンプロイアビリティーの向上をねらいとした人事ローテーションや選抜教  

育制度に基づくリーダー人材の育成   

③納得性の高い評価・処遇制度への改善とフィードバックによる従業員支援   

④キャリア開発支援の制度の開発と社内管理者のコーチング・メンタノング能  

力の開発、タイムマネジメント教育体制の向上による就労環境の向上   



人と企業のパートナーシップに基づく戦略目標の達  

成の仕組みをつくる   



目標管理にもとづく戦略貢献の評価による目標達成の支援の  

仕組み作り、セルフマネジメント能力の向上を進める0   



エンプロイアビリティの向上をねらいとした人事ローテーション  

や選抜教育制度に基づくリーダー人材の育成   



納得性の高い評価・処遇制度への改善と  

フィード／〈ックによる従業員支援  

級制度から、職務基準に基づく評価と、目標管理制度による評価の制度体系へ移行し、評価処、  



キャリア開発支援の制度の開発と  

社内管理者のコーチング暮メンタノング能力の開発   



訪問介護事業従事者のキャリアパス   



3．人材と変革の視点  
人材育成戦略 戦略目標（2）  

サービスライン別組織による専門性と生産性の向上  

戦略の背景   

・ 上司は基本的に当該業務に関するハイパフォマー（高業績者）であるので、OJTが進みやすい。  

・ サービスライン別組織においては、競争優位の源泉となる、経営的情報資源の蓄積がされやす  
い  

・ 組織の専門性向上の成果としての収益性が求められてきた。  

・ 各事業従事者の長期キャリアプランや「やりがい」も持ちやすく、人材マネジメントの面でメリットが  

多い  

事業効率性の向上を目的として、居宅介護支援事業部、適所・入浴事  
業部、そして訪問介護事業部、巡回型訪問介護事業部の事業部制に移  
行する。  
サービスライン個別の経営的情報資源の蓄積を進行させ、ハイパフォ  

マー（高業績者）である上司からのOJTにより、専門的オペレーション能  

力の向上を進める。  
各サービスライントごとに人材マネジメント施策の充実をすすめる。   



各サービスライン別組織にノウハウが蓄積する  

OJT   

OJT  



4．人材と変革の視点  
人材育成戦略 戦略目標（3）   



体系的な全社的■事業別OFF－JTの確立   



事業所内OJTの制度化と目標管理制度との連動  

目標管理シート  

職務能力と職務基準書の突合評価  

職務能力の課題を抽出  

課題解決にプライオリティをつける  

上位課題の解決目標を設定  

具体的行動計画を策定  

定期個別面談で達成支援  

業
務
プ
ロ
セ
 
 

ス
の
視
点
 
 

・訪問介護計画作成指導能力   

の向上  

・研修講師ができるようになる。  

・マーケテイング能力の向上  

人
材
と
変
 
 

革
の
視
点
 
 



目標設定と達成支援の学習効果が高い   





非常勤登録型訪問介護員への  

人材マネジメント制度拡充  

・採用時訪問介護員養成課程  

一 採用時訪問介護員2級無料研修  

・全社人材マネジメントシステムの非常勤訪問介護員向運用   

一本社人事一事業所管理者間の人材マネジメント情報の共有システム  

ー 雇用管理レベルの向上（雇用契約の更新管理）  

・非常勤訪問介護員への目標設定  
一 個別目標の設定のための情報システムの導入（H2EM）   

－ 契約更新時目標設定 面談と達成支援ヰヤリア支援制度の確立  

・人材育成体制の充実  

一 同行訪問による指導とチームによるケアカンファレンスによる指導の強化  

－ イーラーニングによる現任者研修制度  

一 介護福祉士受験インセンティブシステム  

一  社内無料1級講座受講のインセンティブシステム（サ責資格取得）   



人材マネジメントのフローに沿った施策を提供   



平成20年6月期第3．4四半期目標管理シー＋（第1版‥平成19年12月21日）  
部名：城西統括部 石神井公園事業所課名：訪問介護課 氏名：須賀 翼  

人事18－057  

平成19年12月21日   
○売上 73．608千円・経常損益16－703千円 必達  

○介護給付新規獲得により売上高の向上を図り、成長できる地域一番店になる。  

○サービス提供責任者業務を安定して遂行できる事業所を目指す。その為に個々の成長を図る  

年度重点目標  
（ある｛こき姿）  

上司   行動計画   第1四半期達成水準  第2四半期達成水準  

成果責任：重要成功要因  半期業績目標：重要成果指標   ウエイト  （いつまでに・誰が・何を・どのように・どのくらい・どうするか？）   S・A・B・C・Dの評価基  S・A・B・C・Dの評価基   

目標  （いつまでに・何がどのくらいの水準になっているか）   （％）  
準   準   

No．  

≪財務の視点≫  1－1  
20％  

日常業務の円滑化を図り、営業を計画的に行う   
ト1．】孟成畢で評価  卜1．達成妥で評価  

1月  2月  3月  合計  S：103％以上   S：103％以上   

新規獲得による、売上の確保  南  
1－1   A：101％以上   A：101％以上  

8、  B．100％以上  
4月  5月  6月  合計  C：80％以上  C：80％以上  

南  1－2   D：80％未満   D：80％未満  

1－2  20％  ト2．達成率で評価  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計  S：1．4件以上   S：1，4件以上  

介護  4   4   4    5   4   4   25  議事録をSPMが持ち回りで行いフ7イリングすることで次回MT時の振り返りに活用。   Å：1．2件以上   A：1．2件以上  

予防 1   1   1   1   1   
1   6  （診 コーディネートの効率アップ‥・毎朝、翌週までの1週間分の未確定アラームを出し朝礼で確認。夕礼でその  B：1．0件以上  B：1．0件以上  

C▲07件以上  C二07件以上  
合計  5   5   5   6   5   5   31  日のコーディネートの進捗管理を行いチーム内で共有。早目のコーディネートの実行を行う。   D二0．7未満   D：0．7未…高  

1－3   5％  
1－2．達成率で評価   ト2．達成率で評価  

】1月】2月l3月l4月l5月l6月l合計 S：9件以上  S：9件以上  
① 毎日の夕礼での各自の報告やチームMT時におまかせの需要を確認。提案していく  

件数】2ll l2ll l2lll9 Å：6～8件  Å：6－8件  

（∋ 営業時におまかせパンフレットの持参、売り込みを行う   8：4～5件  8：4・－5件  

C：2～3件  C：2～3件  
D：0－1件  D：0・｝1件   

≪顧客の視点≫   2－1  2－1プロレコ営業 240件（月10件／1SPM）   2－1．達成率で評価  2－1．達成率で評価   

2）プロレコ官業の継続によるケ  S：144回以上  S：144画以上  

アマネヘの信頼性の確保  
1月  2月  3月  4月  5月  6月  合計  A：132回以上  A：132回以上  

須賀 10  10  10  10  10  10   60  20％  中身を重視したプロレコの持参によりCMへの信頼を高める                         2－1営業MTの開催                           （営業前に行うこと）   B：120回以上   8：120回以上  
片山 10  10  10  10  10  10   60  

月末のチームMTで日程を決める。実現可能な日程設定とし確実に実行する。営業MTまでにプロレコ入力、加エ  Cニ108回以上   C：108回以上  森本101010101010 6（）  
Dニ108回未満   

までを済ませ持参できる状態にしておく。営業MTで入力したプロレコの内容確認を行う。提案営業に繋がる内容  
D：108回未満  杉本101010101010 80  

合計40 40 40 40 40 40 240  がないかどうか検討する。  
カウント件数指数：入力したプロレコをCMに手渡し⇒1カウント   

（定期訪廟時のプロレコ詳細もカウントに含む）  （営業後に行うこと〉  

営業日の夕礼で各自営業結果の報告を行う。営業後は富美管理表に記入しMTでの進捗管理を平行して行う   

≪業務プロセスの視点≫  3－1  3－1定期訪問72件（月3件／1SPM）   15％  
システムを活用した定期訪問の実施と計画書の改訂を行う   

3－1．達成率で評価  3－1．達成率で評価   

3）定期訪問で利用者のニーズ  S：36件＋（りサイン  S：36件＋（1）サイ   

を把握し適正なサービスにつな  3－・1   取得80％   ン取得80％   

げる  ① 更新対象者をメインとする日程組みを行う‥・ステイタスを利用   A：36件＋（1）サイン  A：36件＋（1）サイ   
計画書の改訂を行うことで業務  

1月  2月  3月  4月  5月  6月  合計           須賀  3   3   3   3   3   3  18            片山  3   3   3    3   3   3   18             森本 3 3 3 3 3 3 18 杉本 3 3 3 3 3 3 18  
② 定期訪問時のアセスメント能力の向上‥訪問前に今ある情報を確認し足りない部分の洗い出しを行う   取得60％   ン取得60％   

の整理の向上を図る  合計121212121212 丁2  8：36件以上  B：36件以上  
③ 管理表で定期訪問の進捗管理を行いチームMT時に確認する（1／週）  

カウント件数指標・定期訪問～定期訪問のブロレコ入力まで行い1カウン  C二33件以上  C：33件以上  

ト  ④ 定期訪問後の改定、（1）、印鑑の流れをチームMTで管理表で管理するく1／週）   Dニ33件未満  D：33件未満  

3－2 計画書改訂 72件（月3件／1SPM）  3－2  

（か 更新者の定期訪問～担当者会議～ケアプランを頂く～計画書改訂～印鑑をもらう  3－2．達成率で評価   3－2．達成率で評価  

上記の流れをチームMTで管理しチームMTで進捗管理を行う。（1／週）   S：44件以上  S：44件以上  
A：40件以上  A：40件以上  

10％  B：36件以上  B：36件以上  

合計12121212121272  C：29件以上  C：29件以上  

カウント件数指数：システム内で（1）～（6）を承認した日付けにてカウント  
D：29件未満  D：29件未満   

≪人材と学習の視点≫   4－1  4－1個人面談の実施 月1回／1SPM   10％  業務処理能力向上を目指した面談で個人のスキルアップを図る   4－1．実施回数で評  4－1．実施回数で評   

4）個人面談の実施  1月  2月   3月   4月   5月   6月   合計  4－・1   塵   塵  

目標l3 l3 】3 【3 l3 l3 い8  ① 毎月の面談を月の中旬から後半で設定し予定を立てる   S：3回＋MT週1開催  S：3回＋…T週1開催  

（診 面談時に予実レポートを活用し振り返りと後追いを行う   A：3回＋…丁月3回  A：3回＋MT月3回  
カウント件数指棲：予実差異分析レポートにMの記入があったものを活用した面談  

③各Mとの面暗時に日常管理で出来る事、出来ない事の管理表を作成時毎月確認、後追いを釆ない進捗管理を  B：3回   β：3回  

をカウント。（日常業務確認表の活用も含める）  行う。   C：2回  C：2回  

D二2回未満  D：2回未満  



KPI報告書（シートB）   

3  月度報告書（シートB）石神井公園 店  
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KPI  1月  2月  3月  4月  5月  6月  合計   

予算  11．812  11，950  12．131  12，414  12，589  12，712  了3．608  
①売上高  

実績  11，138  11．310  11，839  34，287  

（千円）  達成率（％）  94％  95％  98％  0％  0％  0ヽ  

②労働生産  

性  実績  1．591  1，616  1．691   0   0   0  4，898  

＼「‾「■1ノ   成率（％）  9朋i  95％  9鍋  0％  0％  0ラら  

③実績  予算   309  314  320  327  333  337  1．940  

利用者数  250  254  269  773  

（人）  達成率（％）  81％  81％  84％  0％  0％  0％  

㊨介護保険  10  10        10  63  

新規件数  2  13   9   0   0   0  24  

（件）   達成率（％）  20％  130％  82％  0％  0ヽ  0＼  38．1％   

筈）－1介護給  8   8   9   9   9   8  51  

付新規件数  1 12 9  22  

こ人）   達成率（％）  13％  150％  100％  0％  0％  0％  43．1％   

㊨－2予防給  2   2   2   2   2   2  12  

付新規件数  
0  2  

：件）   達成率（％）  50％  50％  0％  0＼  0％  0＼  16．7％   

9新規件数  13  13  14  14  14  13  81  

（全）  実績   7  16  19  42  

こ件）   達成率（％）  54％  123％  136％  0％  0％  0＼  51．9，i   

⑤外部新規  13  13  14  14  14  13  81  

件数  実績   7   7  19  33  

件）   達成率（％）  54％  54％  136％  0％  0ヽ  0＼  40．7％   

予算   660  860  655  655  655  655  3940  
a経費  

実績   727  655  747  0  

干円）  達成率（％）  ＝0ヽ  99％  ‖4ヽ  0＼  0＼  0％  0，0％   

診貢献利益   

実績  1847  2547  2447  0  

千円）   達成率（％）  75％  g6％  89％  0ヽ  0％  0％  0＼   

9営業訪問  80  80  80  80  80  ・ 80  480  
司数  実績   122  132  100  354  

回数）   達成率（％）  153％  165％  125％  0％  0％  0＼  74％   

砂取引事業  0  

軒数  実績  0  

件）   達成率（％）  

抄稼働非常  100  101  101  102  102  103  609  
軌訪問介護  
異数  実績   96  99  98  293  

人）   達成率（％）  96％  98％  97％  0＼  0＼  0％  48％   

1月 2月 3月 4月 5月 6月  1月 2月 3月 4月 5月 6月  

達成率（％）  ■予算魔善】実績  達成率（％）  ■予算一重幸司実績  ll■■予算【童岳衰】実績  達成率（％）  

④－2予防給付新規件数  ④介護保険新規件数  ④－1介護給付新規件数  
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1月 2月 3月 4月 5月 6月  1月 2月 3月 4月 5月 6月  1月 2月 3月 4月 5月 6月  
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シートB－1（チーム用）  

KPI報告書（シートB）  

3 月度  北  チーム  作成者 松戸  ①一2予防給付新規件数  ①介護保険新規件数  
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KPI  1月  2月  3月  4月  5月  6月  合計   

予算   5  5  6  5  6  5  32  
（D介護保険  

実績   2  8  7  0  0  0  17  

（件）  達成率（％）  40％  160％  117％  0％  0％  0＼  53％   

予算   4  4  5  4  5  4  26  
（か一2介護給イ  

実績   7  6  14  

（件）  達成率（％）  25％  175％  120％  0％  0％  0％  54％   

予算   6  

（D－2予防給イ  
実績   3  

（件）  達成率（％）  100％  100％  100％  0％  0％  0％  50％   

6  7  7  了  7    41  
②新規件数（  

4  8  10  22  

（件）   達成率（％）  67％  114％  143％  0％  0％  0％  53．7％   

③外部新規  6  7    7  7  7  41  

件数  実績   5  3  9  

（件）   達成率（％）  17％  71％  43％  0％  0％  0％  22．0％   

④実績利用  0  

者数  実績  124  129  139  392  

（人）   達成率（％）  

⑤ご利用者－  
人当たり売上  

実績  37．5  34，9  36．4  10【‡．8  

（千円）   達成率（％）  98％  92％  96％  0％  0％  0＼  47．8％   

⑥ご利用者－  0  

人当たりサー  
ビス提供時間  38．4  

（分）   達成率（％）  

⑦営業訪問  40  40  40  40  40  40  240  

数  実績   62  71  65  0  

（回数）   達成率（％）  155％  178％  163％  0＼  0％  0％  0．0％   

⑧取引CM  0  

数  実績   41  35  36  11Z  

（人）   達成率（％）  

80  80  80  80  80  80  480  
⑨残業時間  

23  104  59  186．2  

（H）   達成率（％）  29％  130％  74％  0％  0，ら  0％  39％   

（妙SPM十」  0  0  0  0  0  0  0  
ー人あたり  
サービス提  2  10  7  18．25  

（回数）   達成率（％）  

（び非買里万言万同プ「 護員一人当たり  
0  

サービス提供時 間  0．0  

（分）   達成率（％）  

1月 2月 3月 4月 5月 6月  1月 2月 3月 4月 5月 6月  

直面室蘭1  芦■予算【垂室】実績  達成率（％）  匝謹頭実績  

②新規件数（全）  

⑤ご利用者1人当売上高  
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月 2月 3月 4月 5月 6月  1月 2月 3月 4月 5月 6月  1月 2月 3月 4月 5月 6月  

画達成率」  匠空司実績   ■予定画実績  達成率  



（帖r3．3）  
予算実績新Cシート／目標達成度評価シート  2次評価総合コメント（岨X：全角126文字）   

1士耶を貰えていく寧ペコ小改廃そしていくなど、†上平に刊■1■るく姿勢は光るt〕り用－ありょした 少しでも五二ちj上まつ 非効率を招く事もあると思いますぐ 今後色々な摩り仁新主を取得し、場所場面に対応できる人材になって頂けると  平成20年6月期／第3匹】半期  

て讐に勒かります。次期は廷非チームを飛び出し、外部から色々な檎報酬丈恥し、良い風土を作って下さい。お郁いしま 十  

匡≡≡  匡璽≡   いL匡逗璽  
平価者  ≡ ＝・ ・  

平価者  ⊥藤 信吾   
面談日  
評価日  

成果  【1ケ月日終了時点で記入】  
自己評価  1次評価  2次評価  

目標  ウ工小    振り返り・次月の行動計画  
No   実績  

（MAX：全角136文字）   （MAX二全角136文字）  （MAXこ全角200文字）   評価  評価点  加重点  評価者コメント （岨X：全角120文字）  評価  評価点  加重点  評価者コメント （MAX：全角120文字）  評価  評価点  加重点   

売上Ⅰ9919千円   意激しながら業務に付く‾とができた  営業時に利悶着の精粗や 定期訪問  意致しながら営業行っていたが売り上げの目標達成値   官選や定期き月間の際に考えなが   党上は未達ではあl】王すが、右   

J・丼  実績  提案営業を行い、利用者の信組をC  で拾い上げた情報をCMに伝達するこ  に1月三月とい＝なかった。3弓のみ売上は速戒したが圭  ゝお重かせなと鋸偏頻やハン7  岡上かりです，今†rつている蝕  

1月6555千円】月6289千円  Mに伝えプラン増に繋げることができ  キノ‾∴＼・しl¶  l組ちけ＝引バ方  

2月663ヱ千円 2月6400千円  た   
います．禿り上げには届かない  と思いますので、継続して行っ  

ロ  【振り返り】  とが出来、定着してきている。提案まで つながる情報がなく行うことが出来な   巧が多かったですがチームしし  て下さい兎上」1日々の細かな  
10   【次月行動計画】  かった。  回るょうに常に心掛り仕事をしていく  C  750  75    C  750  75  

【次月行動計画】  売上を意識することは変えず、再度利  li何かを今後tトみんなで考えな  1コマ1コマ冤にしながら取り  

売上を意識しながら新規やプラン増に  がら売り上げアップに繋げられ  組んでいってください、1惰みま  

繋がるように提案営業など行っていく  上の向上を目指す。  る上うにしていきましょう。  す  

介護保険新規件数15件  介護保障の新規目標達成は2月のみしか到達していな  件数的には毎月達成することは  窓口を固定していった耶で、広  

予算 実績   t振り返り】  い（今回の官薫から4ケ月ごとに常葉エリアをわけCM   できなかったが、杉本さんと〔lt   く遁くではなく頼いですが澗く   
1月5件1月0件  【振り返りl  今月も目標に達成ナることができな  に頗を覚えてもらい介入し新規に繋げていく取り組み  さんとの盾相関係に上り新規か  CMとの関わりを持て鳩めたの  

2月5件2月5件  
営業時にCMに声掛けを行い予防の  かった小新規はきて契約まで行うが、  を行ったが、なかなか新しく試みた方法でな馴染めて  来たケースなどあったのでとて  ではと思いますし、顔見知りは耶  

3月 5件 3月 3件  
新規に繋げる、とができた∧今月は東  利用者の事情で流れてしまったり 長  いないが 何件か新規につなげた所もあった′ だが、  も良かったと思い立す，炎電か  「隙階ですので、次の段階に進  

らの引継ぎ時など大変でしたが  D  500  ユ00  
規に繋がる、とが出来なかった  達成できている   【次月行動計画】   20  【振り返り】         D  500  100     ロ  500  100                                                                                      営業時に声掛けなど行ってきたが薪  電の引継ぎ新規があったので目標は  期SS、入院などが重なってしまった。  利用者事情や、長期SSから入所、入院などが重なり          み、CMに選ば】lる 
【次月行動計画I   l次月行動計画1   営業時に引続きHP情報や 曜日 時  を行い、新規に繋げられるようにCMに顔等を覚えて  セスメントなど行ってく山てと  杉本さん宛に早速新規がきた〝）  

目標達成シートを持参し毎回持ってい  東電がなければ目標依にはいけな  同等を伝え、新規開始に繋がるように  ても的かりました、，今後ら〔賊さ  にIiビリクリです、何が良かっ  

する。   まめ（▼行き伝えしっかりとニーズキ引き出している  んと更に仲良くなり関係せ薫い  たのか事【江に聞いてキてい、い  

防の方等を婚得できるようにする   ところをアピールする。  ていって下さい。  ですil．  

おまかせ新規件数5件  目標を達成することが出来たがまだまだ利用者の全て  今期はおまかせの番姿について  おまかせの損得はニーズに葺せ  
予算 実績  を引き出しきれておらず、CMからの呼びかけで新規  ら少づつ話し合うことが出来始  た提案しかないと思います、今  

1月3件】月2件   【振り返り1   【振り返り】  に繋がったり、ご本人からの要望で繋がっている。こ  めたと思います。南はチーム全  回の新規の上うに通院待機山  
コ月1件 2月 コ件  ちらから私費のプランがあることを説朗しおまかせ新   体的におまかせの需要が少なく   ニーズにはj剰策待機の案内んし   

3  

引き出し方も若手なのかなと感  たりなど、利用者に空けいられ 

まかせを薦めることができた。CMにも  
A  1250  62．5       A  1250  62．5       A  1250  62．5  

5  【振り返り】                                               日照土達成できている（印鑑t）らいの  CMに情報等を伝え新規1件獲得する  規獲得に繋がるように今後は定期訪問 担会などでど  をすることで成果は出てくるの  さい、，チームでそんな緒しして  
【次月行軌計画】  で11ないかと思います，来期t，  みたらおもしろいですね【来期  

【次月行動計画】 営業時に詣の流れでお塞かせパンフ  定期詔問などを利用し、ニーズを引き  引き続き提案、実施に繋がるよ  もカバンにハンフレソト忍ばせ  
レットを洩し新規に繋げていく   うにしていき重しょうっ  て、礎案して行って下さい。  

をとり新規に繋げていく   
プセレコ営業30件  言葉方法を今回から4ケ月サイク′しでエリア分けしCM  エリア営業を始め、†三木さんは  

予算 実績   【振り返り】  との間を密接にして介入していく方法をとった。今回   堵所b関田「方面だったこともあ   していく項目が見つかった耶は   
1月10件 1月15件  【振り返り】  一郎のC川こは頗を覚えていただくこ  大分顔を覚えていただけた気がする（新規に粉アるこ  りとてl，大変だったと思いよす  評価できることだと思います 
コ月10件 コ月 22件  

定期訪問の報告や現在の身体状況や  とが出来てきたグ）で、利用者情報や新  とは何件かあったが流れてしまったりした為なかなか 難しいと甲った利用者が必要⊥していても体調変化  が、営業計画をきちんと立て実  一他の  士■軋あ‘  
変化などをCMに伝えることができた。  規に繋がるように話は行えたが、まだ  ▼は勝てないと思った 営業時にプラン増を目指した  行できていたと呪います，杉本  「うございます．成功している  

3月10件 3月Ⅰ9件  【振り返り】  きんはチームとしてプロレコの  人のマネふしていく群が成功へ  
20           S  1500  300     S  1500  300   

レコを持っていった←プロレコ以外にも  きた   いない様子   Mの利用者情報等をもっと深く掘り下Ifて新規嬬得に  圭で手伝ってくJlたりしてくれ  ぜひ他のチームの見学してみて  
CMに伝え様子を伝えてきた  【次月行動計画l   【次月行軌計画】   繋がるょうにしていく。営業をもっとこまめに行くこ  とたも助かつていますぐ プロレ  下さい 
【次月行動計画】  4ケ月ごとに地域で分けた定着型の営  コ以外にも計画沓の持㊨などt，  違い関町Ii大変でしたね「でb  
プロレコ以外にも様子の報告や、新規  南チームで1匿行えていると思  関町あたりから新規が来たのも  
に繋がるように予防の目標達成シート  ■  事実だと思います【   
を持ち新しい試みをお伝えしていく  手本になってくだきい  

定期記聞 g件   l版▼ノ1各り」   定期訪問は流すことなく行うことが出来た。利用者の   毎月の絹間は計画的に行えてい   件数i苫成の仕方や取り組みファけ   

予算   美綺  認定更新の方を中心に定期諮問に行  ニーズを引き出すことl】忠勇引こ入れ行っていたが、ど  たと思います。件数はこなせる  杉本さんの中でb托立している  

1月3件1月3件  【振り返り】  くことにより、利用者開拓と問題点の引  ので今後は利用者のニーズや斯  ものたを思い東す〔今後の期待  
り月3件り月3件  【振り返り】  期限切れの利用者でまだあったことの  たな需要を見つけらjtるような  として、ニーズの掘り起こし方  

3月 3件 3月 3件  期間の切れる利用者の方で、今まで  定期訪問が出来そJtをr川こ提  のハターンが何個かあると強く  
3  

15  S  1500  225  

行くように心掛†た  問題点などを見つけることができた  出しプフ／増に繋がるよつに定期訪問を行っ、いく  。  S  1500  225    S  1500  225  
【次月行動計画1  今後も引き続き利用者開拓と、新たな  

加、bしくは私bレビューに恕  

【次月行動計画】  加させていただき、もっともっ  
次月も期間切れの方で逢ったことのな  と精度上げていきましょうや  
い方のお宅に行きアセスメントを行い  
周知していく  も！酎丁られるようにする   

計画書の改訂9件  今回は目標†蔽をこえて作成することが出来たと思う．  3十月を通して本当に上く作成  本当によく作成したと．皆、い圭  

予算 実績  日常の菓湧のCD等を1ケ月単位で決めていくことに時  できたと思います．空き時間を  すハ大変だったと思いますが、  

1月3件1月4件   
【振り返り】  間に余裕が出て作成する事が出来たと思う．定糊訪問  有効に使い確実に作成する能力  成果が非常に出たt，のだと思い   

2月 3件 ヱ月 川件  
引続き一連の流れが出来てきている  があると思います。作成のス   ●   
ケアブランが無い利用者などはCMに   ビードも速く計画的に行えてい  たり 次回作成暗から再度ボイン  

3月 3件 3月 4件  【振り返り】   【振り返り】  後追いし入手できた。優先順位をつけ   るのでその点はとても評価でき  トを眩って取り組んで見てくだ  
15  S  1500  225       S  1500  225        S  1500  225  

件であった。優先的に行う業務を行っ  

た  喜を作成できるようになってきた  の高い計画書が作成できるよう  で大丈夫だと思いょすので、一  

今後も引続き優先順低を考えながらヌ  にしていきましょう〔  つ一つプランを見て、計l廓沓を  
【次月行動計画】  【次月行動計画】  使った提案を考えていってくだ  
後回しにするのではなく、－一連の流れ  さい 
を利用し空いている時間で作成してい  ことなく作成していく   計画沓は良いツー／しにLて行っ  

丁下士い   
個人面談の実施3回  面談を毎月1回行うことで、チーム内の問題や、皆には  自分の意見をしっかり持ち仕聾  雨厳の位隈†寸けとして、個別的  

予算 実績   l振り返り】   はりり】  言えないがJト一夕一に相談したいことなどが出るよう  をしていると思います．主だ如  訃膀の立案と支援があります 
1月1回 1月1回  【振り返り】  になっ差・ため日常の業務を行う上で問賊占の早期   らない仕事b多いですが毎月の   その通りにすすめていけている   
3月1回 3月1匝】  にい1つつ  こ  改善せ行えてきている気がする 月に1・2こづつで  面談で確認しながら優先的に覚  と思います、業務の幅ん広げな  

3月1回 3月1回  
えるぺき仕事を確実に習得して  がら、チーとしての強み弱斗  

4  15  いことを溜めずに聞くように出来ている  できた   まっていた事などが解消しつつある亡 今後も個人面談  業接が増えることでチームとし  ていって下さい．自チームにい  
【次月行動計画】   【次月行動計画】   【次月行動計画】   を利用し、仕事量を増やすと共に、チーム内の問留早  てもとても助かります．今後も  ると見えない巫bありよ寸 杜  
次月も同様に流さず行い、夕札で党  継続して進捗しながら確実に仕  非他チームの動きを見て来て‾F  
言できなかったことなど相談できるよう  にする   車の幅を広げていl’rるうょうに  さい。   

にしていく   しまし上う 
ウェイト（％）合計100   



ご利用者・訪問介護昌・介護支援専門員のための情報誌  
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長寿医療制度（後期高齢者医凛保険）が始まって   

）い1、市民からよろず鼎談を一之けている知人から、「1ミ  

ノ田夫療制度が4JJlllからスタートし、保険料を払うと／巨沃  

がJ・’，：しくなる」という相談が相次いでいると聞きました「ど  

のように答えたらいいのか」と乍引悶され、私は「制度の1ノ」  

容がよく分からない状況でもあり、規段階ではとにかく不安  

な宗持ちを卜分に聞くということかも」と答えました、   

この制度は75歳以上の高齢考を対象とした公的医療  

保険であり、約1，300力人のill亮齢音が新しい保険に移ると  

いう人視膜な政変ですノ保険料は介．掛保険と川様に仙  

人甲位（家族単位ではなく）で徴収し、原則隼金からノニリl  

きする（、厚牛労働制二よると、全車＝そ均の保険軒＝ま1ノしイ巨  

約7ノJ2，0001リ。保険料は都道府朝川▲位で－l■調鈴音の総l矢  

療費などを鹿に算定されるので、医瞭砦が一偏、地域は保  

険料が応くなる傾向がある㌧‥またこれまでは会社ii（7）f一供  

らが扶姦していた200ノノ人の■‡一方齢者▲は、新たに保険料の  

貞和が／巨じるが、、Il年間の保険料免除など韓滅措閏が  

あるというような保険です 

隼金で何とか／＝舌し／ている75歳以十の高齢者にとって  

は－また取られる’という状況に変わりません√川文人の道は  

なく、健康状態も芳しくなく、家族や友人とのかかわりや支  

援が乏しくなる等、年を重ねると失うことが多くなります払  

うことを取られると感じることは容易に想像できます私た  

ちもあっという問に後期高齢者になることでしょう、他人■Ji  

ではない深刻さが身にしみます   

ヘルパーが存在すること自体が価値あるものに  

ホームヘルパーの研修会で糾介された■け例をご抑介し  

ましょう、Jターミナルであることを医師から；l沌lされ、ん宅で  

の石1師）を決めている娘さんの依頼で、川I－2l■りの．訪問を  

開始しましたL、氏一往の準備と後片付け、足浴、排泄時の兄  

守り等がi二なサービス1句容ですが、帖として本人は食草  

の途lいで一休ませでとiト〕て、人眠するそうです、足浴も●′「  

川まいいわ、∵と断られることがありますい寝ている時間（15  

分程度）は待ちますが、ご本人がヘルパーを宗にしないで  

済む♂）で、rリ1†トJたノノがいいのか」と、悩むそうですノ「本  

丘としては何もしないで、シソとしていることが、、r；くなる」と  

も証していました 

しかし側にいることも重要なターミナルケアです、ご本人  

は 一人ではなく、知っている誰かがが側にいると、その雰  

囲宗のl巨ぐ安心してIlを閉じていられますり多くの場合、  

ヘルパーは体を動かす什■J手が多いでしょうこ、またターミナ  

ルに、ンニち会った経験を持つ人は少ないかもしれません′，が、  

ヘルパーが喪失体験の最小にいる高齢者▲の不安と付き  

合えることや、ターミナルケアにおいて利川音の側にいるこ  

とも人切なケアです∵存≠’することl′l体が価仙であると  

．乙告示哉されるようなf■キ動の克美を期待していますこ、  

利用者のをばに‘在る乙どの価値  
日本社会事業大学大学院福祉マネジメント研究科専門職大学院教授  

NPO法人メイアイヘルプユー理事長新津ふみ子  

新宿区区立区民健康センターで訪問着諸に16年6ケ月従事  
1990年  ケア・コーディネーションを設立りケアマネジメントに関する調査、研究、研修。  

2000年2月 NPO法人メイアイヘルプユーを設立、代表に就任りサービスの第三者評価を開始 

2004年4月 日本社会事業大学大学院、福祉マネジメント研究科教授に就任 

「24時間ホ．ムヘルプサービスの実際」（中央法規）「忙しい現場のためのMDS－HC入門」（医学書院）  

●
 
 
 



007年  12月実施の  

貞アンケート集計結果について  

（株）やさしい手では、2007年12月、訪問介護サービスの  

最前線で働く登録型の訪問介護貞に向けた「アンケート調査」  

を行いました。1，211名の方々に対して、アンケート用紙を配  

布し、記名回答240名、匿名希望国答124名と、合計364名  

の方から回答を頂戴することができました。   

アンケート実施の主旨は大きく分けて三つに分頬されます。  

第一に法改正に伴う影響について（間1・2）、第二に当社の  

就労カレンダー（※）及び職員の評価について（間3・4・5・6・7・  

8）、第三に皆様が訪問介詳員として就労する上で感じてい  

ることについて（間9・10）、それぞれ忌悼のない意見を述べて  

もらいました。  

※就労カレンダー   

当社の堂塔聖断憫介護員全員に向けて、月1囲月まに発行している翌月の就労予   

定表です。訪間介護貞の＃い入れに当たって、翌月の就労予定を明紀することが   

法簿で綿付けられているおり、当社でも独自の就労カレンダーを発行しています。  

法改正に伴う影響（問1・2の結果から）  

レスポンス数が多かったのは、予想通り、賃金について（l叶表項  

ト11－2、2－1、2－2、2－3）、サービス提供の効率悪化について（図表項  

目1－1、1－3、1－4、1－5、2－4）でした。法政ll二に伴い 一国あたりのサービ  

ス提供時間の短縮化が進み、貸金の減少、サービス提供時間短縮  

によるサービス提供内容が変化し、その結果を′受けての皆様のl口l  

答と捉えております。   

サービス提供時間短縮については、昨年末に厚生労働省より「同  

居家族がいる場合における生活援助等の取扱いについて」という通  

達がⅢされましたっその一文に「l司居家族等の有無のみを判断基  

準として、一律に介護給付の支給の可吾を機械的に判断しないよう  

にされたい」とありました。この通達の影響のせいか、当社の全訪l告j  

介護事業所におけるサービス松伏時IHJの減少傾向は今勺1二人って  

トげ止まり、卜昇傾向に向かいつつあります。  

、当社はこれまでも訪問介護貞から得た情報をもとに、ご利用者の  

状態の変化についてケアマネジャーに報告し、サービス内容につい  

て協議してきました。今後はケアマネジャーや行政等とも相談しながら、  

削減されたサービス内容についても見直しを行って参ります。   

新規顧客も増加傾向にありますが、これからも新規の引き合いが  

増えるように引き続き努力してまいります。   

今回、交通費・移動費に関することなど、賃金に関する項ト1でのご  

要望が多く挙がっております。当社としましては、この結果について  

今後、検討をすすめたいと思います。  

時間内でサーヒスをこなすのが大変  
賃金が滅⊃た   

利用者とのコミュニケーションが取りにくくなった  

待機時問（空き時間）が増えた  

移動時間が増えた  
特にない  

短時間で集中してサヒスしやすい  

その他  
多くの利用者と関われて勉強になる  

体力的にきつくなった  

日程が調整しやすい  
やる気が減退した  

5  10  15  20（％）  

ア2  

交通費や移動費を支払ってほしし、  

能力や勤続年数に応じて貰金アノブしてほしい  

時給アノブ   
無駄な時間をなくす効率のいいルートを組んではしい  

特にない  

身体介護の仕事を増やしてほしい  

その他  
以前と同じ給料分の仕事を入れrほしい  

】遜改正に伴い、一詞あたりの訪問介護サービス時間が短くなっています   
が、あなたはどのような影書を受けていますか？下記の項目から3つま   

で遥んで○をしてください。   

時間内でサビスをこなすのが大変   18．1％   

1－2  賃金が減った   14．7％   

1－3  利用者とのコミュニケーションが取りにくくなった   13．3％   

1－4  待機時間（空き時間）が増えた   10．6％   

1－5  移動時間が増えた   10．2％   

ト6  特にない   7．7％   

1－7  短時間で集中してサービスしやすい   5．2％   

1－8  その他   5．1％   

1－9  多くの利用者と関われて勉強になる   4．8％   

1－10  体力的にきつくなった   4．5％   

1【11  日程が調整しやすい   3．6％   

1－12  やる気が減退した   2．3％   

0   5  10  15  20  25  30（％）  

就労カレンダーに関して  
（問3・4但し問4は自由記入）  

改善をもとめる意見（図表項113－ト3－2・4－1・4－2）が多く、ご指摘を  

たくさん頂戴しました。良好な評価も戴いておりますが、皆様のご指  

摘の通り、まだまだ改羊の余地があると考えます。現場では突発的な  

理由によるサービス提供の変更が多々あるため、就労カレンダー作   

○  



成時のl嗣jlい仙二はト測できないケースもあl）ます しかし翌＝のス  

ケジュールができるだけ美態に即した「清＝ル易い枕′芳カレンダー」  

になるように改差しながら、同時にJJ来近くに発送できるように継続し  

て対応策を尖施して参ります  

什IJiの，i舌をしてくれる」と、（i－1「新しい什∫拝を速やかに紹介してほし  

い」という棚止するユ川Ⅰが共に．甘い割合を′jミしていることは、職とiの  

対応、のバラツキが推測されます  

】旺口担当ご利用者のサービスが中止や廃止になった時の事業所の対応  
についてお聞きします。あてはまる項目すべてに○をしてください。  l週毎月お送りしている翌月の就労カレンダーについてお聞きします。あて  

はまる項目すべてにCをしてください。  5－1替わりの仕事の話をしてくれる  303％  

；220％  自分に適切なサーヒスを考えてくれる  
特に対応しrくれることばない  

自分の方で新しい仕事は断っている  

5・2   

53   

54  

漏れや間違いかあるので自分でも確認しr使ている  

あまり利用したことはない  

役立つ  
必要ない  

せノかくあるのたからもノと正確なものにして活用したい  
間違いが多く信頼にあたらない  

55利用者の状況を粥苦してくれない  

き二戸い哀話－i重か実際は函車重面ヾ空い  

57その他  
118％  

・！  

■   

37  その他  

38iないと困る  ト  
3－91事業所から「あてにしなしでください」と言われrいるので見なし、  

衿㌃）りC「Jイ」睾ゾ〕話をし（′くれる  

白やぃ逓心持1ヒスた考ぇ〔くれる  

斗与し 貪寸J′「／〔く－1ふ：とし土Lい  

白菊の万て新しい仕事は断 ている  

利用者の紙′兄本塁巨吉し丁くれない   
噸討」tJr〈れるか真野Lユイ1奉の紹ナかノゝい  

子の佃  

′尉lや間違い畑あるのr自分ても確認しぐ使 ている  

あまり利用したここはもい  

役立つ  
′上ノ、要ない   

1一力】くあるの⊥かり‡Jと止締もも汀）し∴ノ√′昌用し7」い  

間違し、か多く信頼↓ あヒlノ与い  

その他  
一j‥とこト】る  

0   5  1D  15   20   25   30   35％  

l刃サービスが中止・廃止になった場合、あなたは事業所にどのように対1  
応してほしいですか。ご意見・ご要望があればお書きください  

自分に適した新しい仕事を速やかに紹介してほしい  

二  

ト4  
65  

6－6   
67  

329％  

中止・廃止になった原因理由をきちんと説明してほしい 
きちんと漏れノ；く、早めに連綿しrほしい  

また中止廃止の経瑳如ヾない 
新しい仕事を紹介してもら〕rいる  

当日キャンセルや急な中止廃止の場合は補償がほしい 

その後の利用者の」犬況をわかる範囲で敢えてほしい   

轡
攣
汎
 
 

3
 
 
0
 
 
7
 
 

印就労カレンダーについてご意見・ご要望示あればお書きください  

玉  

41  日Pが自己管理すへき 自己管理し丁いる  

42 L経費の無駄である  

43   助かこている 役立つ  

4－4あそ一三こモこてない 

5？；  

13．6％  

84％   

71％  

65く‰   

65％   

65％   

5．8％   

45％   

45％   

19％   

149％  

6－8次の仕事を紹介してくれる時としてくれない暗があり＼対応がマチアチ′ノ」旦竺 」   
6－9   次のサ≠ヒス紹介はHPからの働きかけがあノ」てからごよい  

610？次の定期が入るまで時間がかかる 

十    ・・ ・・・ ・  
こ  

自分でも記入しやすい形にしrほしい  

より正確なものにしてほしい  
自分は就労件数か少なし、ので不要  

申請した有休の確言飢二はなる 

月初に間に合うよう早め」送、rほしい  

‖分∴遁ト如い 什塞い鼠㌣佃渥け、ノ〔（（tしt   

中1「∵廃止し∴1曙【未聞由季き亡っん∴誼日月してH∴い  

∈1亡／lヒ′腐れ■」く 干葉∴連結「こユし′  

＝J中止廃止こ「J経琶奏／）－イ⊥し＼  

新しし、什奉を料］介しノし－いノ rし＼る   

5Ul1′ノセルや急なヰ止廃止♂－場合LJ補償かほノい   

・し／、†着ヴ）利用者J）状雷才わかる齢匡に虻拍〔烏しノい  

∴」二郎灘ニ㌧れ別号ニこりJ⊥ 日lれ、か1寸い、マナけ   

ぺフリ上ぺ綜r∴；HP力ノし「ノ働狛－し丹摩 rか、♪、  

′欠臣定則力、入る、J＝し一時間かかかる   

暴件∴川什事を価緯さhし－阜、こ1〉しノ恒1陛Jrるこよもあそ  

・ ‥1  

4－101変更や単発が入るからカレンクーが正確でないのは仕方ない  

411  サヒス変更や休みがあ、た哨のみの送付で｛仁し 

412その他  

HP差、白J管‡望すへき 自己菅増しrいる  

経費の無敗亡ある  
助力ゝ イし、る 措こ〕  

h「」し／Jいて⊥し、  

自†‡ぐも記入しで、すい汗；にしノrほしい  

より正確な‡，m二し丁ほしし、  

自分は就労件数が少なし、のぐ不要  

中書萬しノた有休の確認し」はむる  
月初（／間に合っ一寸フ早放し議 rはしい   

課更早、単発カリ、るか㌧カレノプカ、王確F′′∴、Jノは仕丁」ノ㌦し   

リヒス変更や休ノ′かあ，た時のみの送イ寸ぐLい  

ニチロ）他  

n   5  10  15  20  25  30  35〇ィ）  

サービス提供責任者に対する要望  
（問7・8）  

サービス拙仇l一〔什首に対する要ヤ三については、図ね舶181にあ  

′も通り「親身に川‖炎に来イごくれる」と虹法「l勺な．評価沌あります   

しかし図太J川【71「利用肯の的確な把握∃、7－2「適切なアドバイス」、  

て▼－ニう「サービ封甘供貢什：首問の連携」、7′′1「比易いー川桁霊；‥の作成j、  

バ2「人によ／ノて対応がマナマナ」など、本㌘ノ川勺なサービス掟供且－i什  

首業務の向卜やJk湘二期待をかけて卜さるご一法兄も多々頂戴して  

お出ます／「後はこのご要判二心えていきたいと考えております   

0  5  10  15  20 ‰  

サービス中止廃IL時における職員の評価  

（問5・6付し問馴ま‖‥1．i己人）   

l粧損川ほ1「伴わりの什車の．il†をしてくjLる」・5－2「イ1分に過りJ  

なサービスを考えてくれる」にニ1－‡が渠まり、良好な．汁仙を就いていま  

すが、図太項‖53「拙二対応してくれることはないぃ（うー1一新Lい什  

車を速やかに紹介してほしい」・（うー2「原1月川‖1をキチンと．弘明してほ  

Lい」・（う一ニi「減れなく、Ill・めに連絡Lてほしい」というIlり裾二ある通i）、  

対応不仁分であるという評価も′」こされました 柑二J川15－1r伴わり〝）  

○  



l≡白あなたの所属事業所のサービス提供十佳肴（当社スタッフ）に対する   

要望をお聞きします。下記のうち特にきちんとしてはしい項目3つに○   

をしてください。   

7－1  利用者の的確な把握   15．7％   

7－2  適切なアドバイス   10．6％   

7－3  サービス提供責任者間の連携   10．0％   

7－4  適切でわかりやすい訪問介護計画書（手順書等）作成   9．7％   

7－5  サービス上の問題課冥亘解決力   7．7％   

7－6  相談しやすさ   6．9％   

7－7  ヘルパーの立場を理解する努力   6．5％   

7－8  上手な仕事の割り振り   6，3％   

79  サービス担当者会議での問題解決とヘルパーヘの事後報告   6．1％   

7－10  ケアマネとの密な連携   5．7％   

7－11  目標とするスキルアップの支援   4．5％   

7－12  技術指導   4．3％   

7－13  思いやり・機転が利く   3．8％   

7～14 態度（言葉遣い）  2，3％   

715  その些【  0・0％  

l這ロあなたにとって訪問介議員として縦横して働くために必要なことはな   

んですか？下肥から3つ盗んで○をしてください。   

91  訪問介護の時給単価アップ   15．0％   

9－2  サービス提供の明確な指示   13．7％   

93  担当スタッフとの信頼関係   12．8％   

9－4  スタッフに相談しやすいこと   12．0％   

9－5  訪問介護員の意見が反映された会社経営   10．6％   

9－6  しっかりとした会社の経営   8．3％   

9－7  安定かつ正確な就労スケジュール管理   8．3％   

9－8  確実な雇用管理   6．2％   

9－9  キャリアアップ支援   4．5％   

9－10  スタッフからの温かい励まし   3．5％   

9－11  介護福祉士取得に必要な経験年数勤続と資格取得支援   2．6％   

9－12  ケアマネジャー資格取得のための支援   1．9％   

913  常勤採用の可能性の高さ   0．6％   

9－14  その他   0．0％  

訪問介護の時給単価アンプ  
サヒス提供の明確な指示  
担当スタノブとの信頼関係  
スタソフに相談しやすいこと  

訪問介護員の意見が反映された会社経営  
しっかりとした会ネ土の経営  

安定かつ正確な就労スケシュル管理  
権実な雇用菅一哩  

キャリアアノブ支援  
スタノブからの温かい励まし  

介護福祉士取得に㊥要な絃瞼年数勤続と背略取得支嬢  
ケアマネシャ資格取得のための支嬢  

常勤採用の可能性の高さ  
その他  

利用者の的確な把握  
適切なアトバイス  

サヒス提供責任者間の連携  
適切でわかりやすい訪問介護計画書（手順書等）作成  

サーヒス上の間量亘課監解決力  
相談しやすさ  

ヘルパの立場を王望解する努力  
上手な仕事の割り振り  

サーヒス担当者会議での間註解決とヘルパ」への事後報告  
ケアマネとの密な連携  

目標とするスキルアワプの支援  
技術指導  

思いやり・機転が利く  
態度（言葉遣い）  

その他  

10  15（％）  

伝lロ当社の訪問介護サービスに従事する中で、患うところやご希望・ご要   
ヨなどがあれば、ご自由にお暮尊ください。   

10－1  交通費移動費を払ってほしい。時給を上げて欲しい。収入が安定しない。  13．5％   

10－2  良くしてもらっている。働きやすい。相談しやすい。   8．5％   

103  事業所内の連絡を密にしてほしい。キャンセル時の達格をきちんと早めにノてほしい。  5．3％   

10・4  同じ利用者を担当しているHPの情報交換の場がほしい。   4．6％   

10－5  スタッフの異動が多すぎて信頼関係が築きにくく、担当者がわかりづらい。  3．4％   

10－6  個々の利用者の正確な現状把握と迅速な連絡がほしい。   3、4％   

10－7  他社の方が時給が高い。移動費も払っている。   2．4％   

10－8  遠方のお宅は断りたい、もしくは断わっている。   2．2％   

10－9   
訪問介護計画書について、状況は変わっているのに内容が更新されていない。   

新しい情報に追加・変更してほしい。   
1．8％  

10－10  事業所の対応が悪い。失礼な態度、あいさつがない等。   1．4％   

10－11  その他   53．3％   

0  5  10  15  20（％）  

交通費移動費を払ってほしい。時給を上げて欲しい巧収入が安定しない．、  

良くしてもらっている。働きやすい‖相談しやすい。  

事業所内の連絡を密にしてほしい。キャンセル時の連絡をきちんと早めにしてはしい。  

同じ利用者を担当しているHPの情報交換の場がはしい。  

スタッフの異動が多すぎて信頼関係が築きにくく、担当者がわかりづらい。  

個々の利用者の正確な現状把握と迅速な連絡がほしい。  

他社の方か時給が高い。移動♯も払っている√  

遠方のお宅は断りたい、もしくは断わっている。  

訪問介護言十画書について、状況は変わっているのに   
内容が更新されていない，新しい情報に追加・変更してほしい，  

事業所の対応が悪いミ，失礼な態度、あいさつがない等。  

その他  

親身L」相談にのってくれる  

人によって対応かマチマチ   
ケアマネなとと協議しスピティに解決してくれる  

利用者宅へ同行訪問し課題の把握に努めてくれる  
話は聞くか対応は遅い  

誰に相談していいのかわからない  
話は聞くが対応してくれない  

あまり真剣に聞いてもらえない  
掛バこならないので相談もしない  

その他  

0   5  10 15  20  25  30  35（％）  

訪問介護員として就労する上で感じること  

（問9・10佃し問10は自巾記入）  

閃9においては時給単価アップがもっとも高い割合を示し、以下は「サー  

ビス提供の明確な指示」など、当社スタッフに対するご要望が上位に  

連なっており、ケアマネジャー資格取得支援などキャリアアップに関す  

る項目は概ね低い割合をホす結果となりました。また常勤採用の叶  

能件についてもl対心が今ひとつだったことも意外でした〔つ   

間10は総合的な＝山記入項目となっており、l叶種の意比を集約した  

結果をホさせて頂きました〔）賃金に関するご意見やスタッフに対するご  

意見、サービス囚黍に対するご意見など、たくさんの励ましのお〔手菓と厳  

しいご指摘を戴きました。少しでもご安執二流えるよう努力してまいります（〕  

最後に‥・  

今回アンケートにお答えいただいた訪問介護員の皆様には、心よ  

り感謝申し卜げます。弊社の今後の経′削こおける針重な情報として  

有効油川させて戴きます〔〕どうも有難うございましたノまたノi車lのアン  

ケートは本社で 一括集計しており、記名があった皆様の回答結果に  

ついては担当店舗の職i封こ配布し、匿名希望の皆様の回答は本社  

止まりとさせております。〕lさ！】4・6・10については‖山記入になっており、  

こちらの集計結果は同種の意見を集約した結果を数値として表し  

ております。  

（綽常企画ヰ ‥Ⅰ村一馬）   



汐蔽妙泰∨級・卦紗妙恕、紡敷妙彩す巌葱参簸ち察敷∨歩数数妙料妙齢沙喪 

鹿   
今回は下高井戸店がお世話になっている「きたざわ苑」（平成13年開所）、荻窪店がお世話になっている「しみず正  

濾  吉苑」（平成18年開所）を取材しました。  

姦  
社会福祉法人正吉福祉会は昭和60年に設立され、稲城市に法人本部（いなぎ正吉苑）があります。同じ法人が運営  

臆  する居宅支援事業所ですが、ケアマネジャー様は各々地域の実情と向き合い、熱心に業務に取り組んでおられました。   

▼  
攣   登   感   魂   く寒   戒   鴬   礪   肇   肇   磯   機   噸   磯   鰯   磯、 噸   感   磯   登  

求められるものが非′馴二人きくなり、また明確化されました上・カ  

では隼ケ在宅の利川計ご家族の抱える問題も多様化している  

ように感じています、例えば車度な病状のノノ▲が在宅に戻られたり、  

利用音だけでなく、介應をされるご家族のドり題等も複雑になり、  

厳しい状況のノノも岬えています   

その中で私達ケアマネジャーとしては、本人・ご家族の抱える  

lけ題をしっかり把握し、その問題を解決するためのプラン作成に  

努めていますノそしてサービススタッフや医療関係育と・緒に問  

題解決をしてい くという一な識、チームワークが作れるように、Il々  

努力しています）付よi）も利川者・ご家族の笑顔が少しでも増え  

ていくことを祈i）ながら…・   

◎福祉人材に求める資質についてはいかがですか（  

難きたぎわ苑では「相手の誌をよく聴き、分かろうとする。何よ  

りも思いやりを持ち、そして約束は守る」をモットーにしています、「   

ヘルパーさんに対しては、利用者のお言舌を傾聴し、長隼の／卜  

浦習慣や佃楢観を人切にしなが現出立支援をlけ旨さなければ  

ならず、とても忍耐力が必要と思いますが、どうぞ宜しくお願いい  

たしますし  

居宅介護支援センター きたざわ苑  

◎きたざわ苑の介護   

支援事業所の良さ   

を敢えて下さい 

恕6人のケアマネシヤー  

が ▲八で抱え込まない  

で相談しあうようにして  

います   

後列左端が、取材対応して下さった勝見CM  また特養併設の居  

宅という利点も最人限  

／卜かし、1封－リ職のアドバイスをもらった刊、特には行政に礼譲させ  

て頂きながら、利川和二と′）て少しでも良いプランを立て、丈接で  

きることをⅠけ旨していますし   

◎介護保険や医療保険の法改正が続きましたが、業掛こどの   

ような変化がありましたか？  

顔ヤJ戊1昨の人幅な法改正を矧二、ケアマネジャーの役割や  

地域で活躍する介護支援専門員  

の収i）扱いについては神経を稚いますr特に給付サービス以外  

でのサービスの湘整には難しさが感じられますが、できるだけ情  

報の共有がl祁しるよう努めています   

法改l仁を通じて、ケアマネジメントのあり方が巾確．認．されました  

が、業務的にはは改1卜前と北本的には変わらないと且ト〕ていま  

す（笑ト、Ⅰてたりl）与ではありますが、サービス抑、11音会議の重要  

什をIf】二．認識し、サービスの必要竹や利川音のニーズへの速やか  

で柵かな調整、利川音・家族の11標に向かっての動機付け・協力、  

サービス捉供事業所との連携に手法、－／てています〔   

rl町給付については、ご利川音の／卜活そのものを変えること  

は難しいと認識しています†文l「ti、介．掛保険とl虹接関係なくても、  

′トさなことがき／）かけでやる穴を起こし、達成感を感じていただく  

こともあI）ます、利川音を力づけるおf伝いができればと思います  

11々のケアマネジメント業務の小には人間l対係の調整や修正  

だけで解決することもあl）、直接介護保険サービスの刷川には繋  

がらないケースもあります、ただケアマネジャーとして、どんな場合  

でもご利用者を力づけるマネジメント、法人の理念でもある  

住み慣れた地域での生活が続けられるよう支援していきた  

いと考えておりますし  

居宅介護支援センター すぎなみ正吉苑  

◎担当エリアと地域   

の特徴についてお   

話下さい 

紗杉並【ズニ仝域を才町【て  

としていますが、■拝某  

所の所イ1三地の清水、  

近隣である本天沼リミ  

汀1・桃什・ノ㌻川・卜J「  櫻井素人チームマネジャー（右端）、  

岸貴晴所長（右から3人目）  
1■一二がメインとなっていま  

す≠業所の辺りはl朴静な住七翫で、汗からの住1亡のI杜ノ首；ニと比  

較的新しく什むようになったl＝二」r；；二のノノとがi比／l⊥ているように感  

じています′又、どの地域も同様かと想いますが、▲人持らし、高  

齢音世′；iミニが増加1隠帖二あると美感しています 

◎日頃のケアマネジメント業務の中で感じていることをお話下さい  

轡個人情報保護法が施行されてから、利川賞・様の仙人情報  

○   



所沢デイサービスセンターオープン！  

4月1日から（株）やさしい手り番目の適所介護施設  

「所沢デイサービスセンター」がオープンしました。  

営業日は月曜日から土曜日迄です。  

〒359－115  

埼玉県所沢市御幸町5－81階  

TEL：04－2903－8700 FAX：04－2939－3261   

尊 して  

1附肌lには、〟椚・老人ホームから迫ってこられる労作のご利川  

賞■ 二人が甚を打・′Jており、和やかな時IJりを過ごしておられました  

Jj†■，‥い頃は仏軒や会社二勤頗していたそうで、現役時代の．i．キを  

楽しそうにして卜さいました∵樟軋や郁雄で通勤した．iIキ、／－供の  

甘iの【ヰ主祝 紀ノ己2伽）（）イト」の歌、映両女優の淡鳥丁一ij〔のれi7J  

が＝て、．甘か盛り卜が）ました   

汗畑所1ミはデイサービスの運常■に／八一て、次のように誹1てく  

れました」′「は′乏け人れに余裕があl）、スタッフがご利川音 一  

人 一人に」‘1狛二対応しています 通ってこられるノJ▲は 一般に外  

＝の機急が少ないようですので、ドライブの機会を増やすて・‡、外  

の新鮮な空宗に触れて楽しんでj川ナるようにしていますJ   

ちょうどご利川賞・がお花兄明ドライブから小りト〕てきたところでし  

たので、リ▲速感想を仙うと、「桜は放り始めたけれど葉桜が綺巌で、  

尊 
目の  

川I11、西武池袋線  

所沢駅卜車徒串7、8分  

の地に、やさしい「（ハ7  

番1lび）デイサービスセン  

ターがスタートしました  

に＝は12γ－り1之人1～け－  

までソト受け叶）で、常業  

川ま川拙lから卜‖眉ほでです現在、汗畑えi）か所1ミ、／＝■用1  

‖鋸車用叶付勝弘、介腰職＝り信勘巾の7人のスタッフがご利川音  

をお迎えしています   

所沢Il」‾は狭＝＝tl竣の イりにあり、緑の多い仙一です西武ライ  

オンズの本拠地球場のある直として仝車川引二宮二γ．ですが、東京  

都内への通勤芹が多く作むベッドタウン（人＝二‖ノノ人）として発  

はしました直の人【1分イけノミによると5（）歳代後、卜叫、j川毯Ilし代の  

人Ilが多く、一【．一満て；化率は17．Hりけと決して低くあl）ません   

所沢ティサービスセンターは刈桝建てび）介．酎、＝川・老人ホー  

ム「ライフ＆シニアハウス」の11鞘二あiほす 建築経Ilがほいため  

11人Jは万変綺麗で、窓が人きくノ川二が■㍍いため、関取的で明る  

い印象を一三けました 人浴できる．昔棚ふあi）、週1111い、㌧r門俄による  

マッサージもノ受けられます1．‡f引まイげト老人ホームの厨扉で什  

「Jれて川削二運ばれますが、食材がIl′J昧されてム再、ご州1＝て▲・ス  

タ、ノブには「）ニ昧しい」と評判は上々です  

よい宗分転換になったjとのこ  

とでした縦いて職＝と和㍉．福々  

とゲームを楽しんでい ました  

「小規模でアットホームなな  

囲景を／卜かして、これから様々  

なプログラムを収り人れていき  

たい またボランティア一意け人  

れなど地域にも門ノ√を広げていきます′」と、江畑所長も意欲的  

に1附組んでおり、今後が楽しみな車業所です√、  

○   



こ・こヾふ㌔、＼  白田  

山梨県下ナンバーワン事業者として10年の歩み  

／㌻までのノ刷り】判イ系や／仁子い策境をできるだけ維持させながら、「通  

い」を中心に「訪問」「泊まり」の3つのサービス形態を一体  

化させ、24時間365日切れ間なくサービスを提供するの  

が人きな特徴です   

jLイノ帥勺にイメーンすると、例えば「ご利川音の′t二前6特起床の  

介仙から身支度のf侵十ヰ外川介助までがホームヘルプサー  

ビス、その後夕食までの滞在時問をデイサービス、帰七後′i二綬〔）  

峠頃就寝のl賢の介仙までがホームヘルプサービス、いぎという特  

にはショートステイサービスとして利＝できる」什糾です   

どのサービスも同じ介護スタッフがケアに二tlたるので、認知メ■■l三  

のご高齢首にもなじみの関係を築き易く、家庭的な雰囲長のlい  

で過ごせるメリ「小があl）ます 一計加症美践打研修のせ講を帽」′  

したスタッフが配i；√J二されているので、‖忍知す．1三のノノのノ三人ゴLも′安  

心です  

【ケアマネジャーに求められる役割と資質】  

．山軒作成押、Il者▲（ケアマネジャー）は施．設内に常粧している  

ため、ご利＝昔の状況の把握と修正がタイムリーに子」二われ、ご利  

川音のニーズに浴ったサービス提供を迅速に子jうことができます  

仝てのサービスを 一筒所に集結させていますが、「甘酢定紬報  

酬制度」の枠内でしか利川できず、介護保険限度衝からはみ‖  

す心配はありません「過剰なサービス拙供になることなく、ごl′t七  

をlトL、に／＝舌する札小二でケアプランの作成が叶能となるグ）です   

株式会社やさしい手甲府  

匂臼田〒400－0041山警県甲市上石田け14  

tDo55（236）6210一口o5竺（ヲ36）竺11  

匂■白根津宏次 回平成11示月12日  

8田B9，000万円（正巳：〉常勤社員＝100名ケアスタッフ‥550名  

⑬有限責任中間法人日本在宅介護協会、財団法人介護労働安定センター、  
山梨県デイサービスセンター協議会、財団法人福祉用具供給協会、  
甲府市介護サービス事業者連絡協議会、協同組合山梨安心サービス  

（′平成20年3月現在）  

（株）やさしいflll府は、、Ⅰそ収11牛5ノ＝二会社を．設、■∴し、  

り朱）やさしい一本部とフランチャイズネットワークシステム契約を  

締結してから／河二の5JJで10侶lを迎えます   

現在、山喪具り．し卜では最人規模の1亡間介護サービス■汀業苦‘です  

地域のご■■．一方齢音が什み慣れた家で安心して托らせるために必  

■安な社会資源の・つとして、欠かせない存和二な／〕ています   

■拝業内容は、居七介護友撲■罪業（lj〔某所放1（）ナ所）、．訪問介  

護車業（車業所致1ニうケJ軒）、適所介．掛率業（■汗業所放（うケ所）、．認  

知症対応型適所介護車莱1里某所数2ケ所）、小規模多機能型  

H七介鷹（■甚某所数1ケ桝）、．洲り人浴介護（車某所数1ケ仰、袖  

社用廿丹ケ販克車業（■吊にJ軒数2ケ所）、．洲り介．攫‖養成ル潤ぃ車  

某所放2ナ所）、とf†三上サービス■廿業を恥砿く屁関しております  

【「小規模多機能型居宅介護施設」オープン！】  

、ド成19イド4Jj、山梨り．川り在車トイr＝に新社犀が㍍成し、その  

蠍舶二新たな－Ji業展開としての「小規模多機能型居宅介護施設J  

（定員：25名）をオープンしました「小規模多機能型居宅介護  

施設」は、、ド成1錮二・川の介．攫保険；い‖変改皿二より創．設された  

「地域密着型サービス」の 一つです   

介護が必要となったごrl▲絹令音（仁に放知症■㌧一丁摘令名▲）に対して、  

：．ノ・  

L”“れ   

象  また釆軟なご利川片肘応が求め   

諾墓詳凝盛 られるため、ケアスタッフのスキル拙  
据や就労符牒ヤ介護ノノ針の上川▲ぺ：テ、  

リーダーとLてのチームマネジメント  

力も問われます 

この「小規模多機能型居宅介護施設」の開設により、やさLい  

「l囲j二の基本理念である「要介護苫が住み慣れた地域社会で、  

家族と共に安心した／＝■キがおくれるよう、総合的なイ1三宅サービス  

を行うこと」が‖川巨とな力ました これからもお客様の尊厳をノ、1＝り、  

帖氾こい／ト音l†ニーズに応え、Ⅰ′卜■／二丈接することで、お客様がノ友らか  

な＝㌣1二i■1を楽しみ、ご満山日和ナる／†三上サービスをH才旨してIl々  

鋭意努力して参lほす  

芸の高齢者に快適・安心生さ舌を。  （株）やさしい手  

フランチャイズ事業部  ・Pさしし1手本部と共に地土或社会に貢献する企業法人をこ紹介します。  

在宅介護サービス TEL：03－5433‾5514  

（有）やさしい手  （有）やさしい手  やさしい事  （有）やさしい手  

いわき裾．」Lい下盛岡′裡献」ト  璽（株）朋キけ十 ノ 土浦r′つ瑚ト．」・．tJ  

（株）やさしい事  （株）や壬しい事  （株）やさしい手  （株）や壬しい事  

静岡 らいと鞘・巨悍林州ノ 堺棚減1即   京都北L一都叶い附  

（有）やさしい手  （有）やさしい手  （株）やさしい手  （株）やさしい事  

大阪イースト十ン川ン刷蝉沖縄J㈲叩剛、 札幌北r鋸冊1南陽（馴1粕・専T 

（有）やさしい事  

秋田け＝亨酬岬千 

（株）やさしい手  

甲府仙も即＝市  

（棟）やさしい手  

仙台．細則」「凧  

（株）やさしい事  

西宮り庫即，言舟  

（有）やさしい手  

長崎（与崎鞘町1  

（樺）やさしい事  

福岡（即」甲即日  

（棟）やさしい手  

京葉（†苧リー，…  

（有）やさしい手  

留萌∵拍車量怖1  

（株）やさしい手  

熊本牒り叫巧い卜  

（棟）やさしい手  

富山嘉＝厚言‥≠  

（育）や壬しい手  

京都南二抑′il附  

（株）やさしい手  

新潟箪′冊…  

○  
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る時期である。少なくとも一人前の技能レベルに達した  

先輩のバックアップが必要となる。   

3）《一人前レベル≫（2～3年の経験者）  

ある程度の技能レベルに達していて自信を持ち始め、利用  

者の背景を理解してサービスを組み立てられる。経験の範囲  

内ではあるが、不測の事態にも対応し、管理する能力を持っ  

ている。   

4）《中堅レベル≫（3～5年の経験者）  

状況を全体として把握し、利用者の状態に合わせたケアが  

できる。これまでの経験では遭遇しなかった異常事態の発生  

を事前に察知し、行動を意思決定していくことができる段階。   

5）《達人レベル≫  

膨大な経験を積んでいるので、一つ一つの状況直感的に把  

握して、正確な問題領域に的を絞り、適切な介護を行うこと  

ができる。  

3．研修のあり方について  

1）「新人レベル」では手順の習得は必須だが、その段階を経  

た後は利用壱の状況に応じたケアの実践ができる柔軟  

性のあるレベルに達すること（中里レベル）が求められる。   

2）介護職に入って2～3年の「一人前のレベル」に達する時期  

の研修は非常に重要である。しかし研修内容を岨嘱して自分  

のものにすることはなかなか難しい。しばしば研修が身に付  

いていない。もしくは成長が遅いと感じるジレンマを経験する。   

3）「一人前」から「中里レベル」へのステップアップには、「自  

分の経麟を富岳化していくこと」が欠かせない。例えば事  

例検討や報告などによって、他人から指摘を受けたり、他人の  

経験から学ぶことで、実践における直感を磨くことができる。   

4月19日に恒例の祝賀会が開  

催されました。第一部に新津ふ  

み子先生の講演会、記念写真  

撮影の後、第二部に懇親会があり、  

出席した約100名の訪問介護員  

と合格の喜びをかみしめました。  

l鱗濱会「勉補し掛ナる書び」の廿子  

1．プロローグ いくつになっても勉強したい  

専門職として成長していくには技能の習得は勿論であるが、   

様々な人生経験・現場経験を経て、常に勉強し続ける姿勢が   

必要である。  

あるデイサービスで「英会話の勉強がしたい」という利用者   

の何気ない一言から、デイサービス内で英会話サークルが生ま   

れ、ハワイ旅行が実現した。職員が「どうせ年寄りにはできない   

から」とあきらめず、利用者の具体的な目標（動機付け）を重視   

し、達成に向けて様々な手段を用意した。デイサービスが果た   

す機能の一つとして、「いく   

つになっても勉強したい」と   

いう意欲をうまくサークル活   

動に生かすことができた。  

2．専門職として成長する段階  

1）《初心者レベル》   

直面する状況を過去に経験したことがないので、原則を学び   

つつ、経験を積みながら、技術を身につけていく。  

2）《新人レベル≫   

介護の手順書をたどりながら現場の業務を覚えていく段階。   

実践の繰り返しの中で出会う重要なパターンに気付き始め  

ショートステイゆめてらす三軒茶屋   スタート！   

ムで映画鑑賞を楽しんだり、キッチンでお菓子を作ったり、自前の  

三味線を持ち込んで腕前を披露するなど、自宅と同じように楽しく  

過ごされています。認知症の方に対するケアも、職員が個別にき  

めこまかく対応しております。  

皆様、こんにちは。「ゆめてらす ≡  

軒茶屋」支配人の中村正平です。   

4月1日の開所早々ご利用予約を沢  

山戴き、5月末には7・8月以降の予約も  

埋まり始めました。二回目、三回日とリピー  欄酬野そン  3月13日に開所式＆内覧会が行われ、  

世田谷区長熊本氏、世田谷医師会長  

古畑氏、東京都福祉部長の狩屋氏、町  

内会長様等がご出席下さり、門出を祝っ  

支配人中村正平  ター予約の方が出始めているほどです。   

周辺の北沢地区を始め、世田谷区の地域住民の方々の好評  

を得た理由として、第一にご利用者がホテルライクな生活を楽し  

めるようにしたこと。つまり従来の福祉施設にありがちな‘時間に  

縛られた生活’ではなく、個々の起床時間や食事時間に幅を持た  

せ、‘ご利用者の生活リズムを重視したこどにあります。  

て下さいました。この場を借りて御礼申し上げます。   

1 ・ 第二にご利用者がスタッフと気軽にお喋りしたり、自分の好き  

な趣味を楽しむという‘自宅での生活をそのままゆめてらすに  

持ち込めたこどにもあるでしょう。ご利用者は昼間、アクトルー  




