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　介護保険サービス事業所での人手不足が叫ばれ始めて久しいですが、中にはマネジメントを工夫して安定的に人材確

保をしている事業所があります。朝日新聞社では、そのような事業所になぜ人が集まるのか、インタビューを通じて理

由を探ってきました。

　共通点は、二つありました。

　①多様な世代が多様な働き方をしていて、働きやすい職場であること

　②介護保険サービス事業所以外のマネジメントも参考にしながら改善を続けていること

　こうした現場の工夫を紹介することで、マネジメント層、リーダー層の方々の業務改善の参考になればと思います。

朝日新聞社　なかまぁる編集部

人を引きつける事業所のマネジメント

みなさんの業務改善のヒントにしてください

①経営のマネジメント改革の参考として利用

②スタッフの業務改善のミーティングでのケース

　スタディーとして利用

③リーダー層の研修資料として利用

④視察先や研修先の候補として利用

⑤新たな人材確保のメソッドとして利用
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　社会福祉法人京都福祉サービス協会（京都府京都市）の高齢者福祉施設「紫野」で、特別養護老人ホーム
やデイサービスの仕事をしている 5人のスタッフに、これからの介護について語ってもらいました。

わたしが介護職を選んだ理由

きついこと以上に感動の連続があった

――自分の中に「理想の介護」みたいなものが芽生えてきていますか。

植村さん：ユニットで 15人のご利用者と過ごしていますが、ご利用者の希望
に沿ったライフスタイルが実現できているかっていうと、やっぱり難しいこ
ともあるのかなって思っています。経験を積んで心に余裕が持てるようにな
ると、理想と現実のギャップで心が痛くなることもあります。でも自分だけ
ではどうにもできないことがあって、落ち込んじゃうときもあります。

――どうやって切り替えていくのですか。

植村さん：この気持ちを上司や同じフロアの同僚、違うフロアの同僚と共有
することで、「あ、私だけじゃない。他にもそうやって考えてくれている人お
るんや」って分かると少し心の余裕を持つことができます。「じゃあ、どうし
ていったらいいんやろう」って、みんなで考えられる環境や関係性があるので、
私は今までやってこられているのだと思います。

――小野山さんはご家族の介護をきっかけに働くようになったそうですね。

小野山さん：以前はアパレル系の販売の仕事をしていました。私の年齢で正
職員として受け入れてくれる可能性があるのは介護かなと思ったんです。自
宅と職場が近いということもありますね。ここで働くようになって、若い職
員がご利用者のことをすごくいとおしく思っているのが新鮮でしたね。

――飯田さんは最初は介護職員として働いていて、70 歳から周辺業務が中心
の介護助手としての仕事に切り替えたそうですね。

飯田さん：2002 年に施設ができたのでボランティアをさせてもらったんで
す。「私、すごくこの仕事が向いているなぁ」と感じたので、職員の方に相談
して働かせてもらうことになりました。当時 52歳でした。入職する前は「き
つい仕事はできない」と思っていましたが、介護福祉士の勉強もさせてもらい、
61歳で取得しました。やればできるんだと自信につながったと思います。

――山本さんは以前どんなお仕事をしていたんですか。

アシスタント職だから補える若い職員が苦手な家事系業務

保育園のママ友に誘われて介護の世界へ

ボランティアをしてみたらすごく向いていると感じて入職

植村真妃さん　20 代
介護職員（特別養護老人ホーム担当）
社会福祉士、介護福祉士
実習、アルバイトを経て就職

井上貴之さん　30 代
介護職員（特別養護老人ホーム担当）
介護福祉士
敬老会ではサックス演奏

山本早織さん　50 代
通所係長兼生活相談員（デイサービス担当）
飲食業から転職し、10年以上勤務
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山本さん：子どもがちっちゃかったのでパートの仕事をしていました。おそ
ば屋さんとか接客の仕事をしてきました。おじいちゃんおばあちゃんが大好
きで、保育園のお友だちのお母さんが「働いてみいひんか」というので、別
の施設で 4年ほどデイケア（通所リハビリテーション）の仕事をしていまし
た。子どもが病気になり迷惑を掛けてしまうので、そこは辞めざるを得なかっ
たのですが、小学生になってから再び介護の仕事を始めました。

――介護の仕事への先入観はありませんでしたか。

山本さん：友だちでも「絶対介護の仕事はできない」っていう人もいます。
「なんで」って聞いたら、一番に言うのは「トイレのお世話するの大丈夫な
ん？」って言います。不思議なんですけど、臭いって思ったことないですよ。

一同：わかる、わかる。

――5 年後、10 年後、介護の現場はどう変わると思いますか。

山本さん：介護の職場は、働く人の年齢も幅広くて、個性も豊かです。弱点
を持っている人もいます。でもそれが普通の社会であって、普通のチームだ
と思います。だからこそ、さまざまなご利用者に対応できる強みになると思っ
ています。必ず弱点も認めた上で強みをみんなで言えるように運営していく
ことが大事だといつも思っています。誰が来ても働きやすい職場というのは、
ご利用者にとっても居心地のいい場所になると思っています。
　自分の理想とギャップに悩む時があります。本当にこのスタッフの人数で
この数のご利用者にこれだけのことをしないといけないってなると、「業務が優先」と考えがちになってしまいます。
そういうときに、「ご利用者を大事にしていいんやで」っていう風にみんなが言えるっていうのはすごく大事だなと思っ
ています。飯田さんのように、70代でもバリバリやっている人もいますが、自分が 70代になったときに「これして」っ
て言われたら困るようなことを頼まんとこうと、みんなが理解してくれています。職場の人間関係はすごく大事です。

――地域と介護施設の関係について、どのようなイメージを持っていますか。

井上さん：異動する前の職場では、地域の人たちとご利用者と職員が一緒になって夏祭りをして、仲良くなったらその
後に地域にあるお店に行ってみたりしていました。コロナ禍でなければ介護施設と地域の人たちが関わることで、地域
福祉を充実していくことができていたと思います。

植村さん：特別養護老人ホームに入所したから、今までの暮らしと別世界に来たような感じにはしたくないと思ってい
ます。施設で過ごしてはる人は、ちょっと気がめいってしまったり、帰れへんのかなって思ったりしてしまうので、地
域にお外散歩に出掛けたり、小学生の横断歩道の見守りを日課にしたりとかする工夫をしています。施設で暮らしてい
ても、地域の人と関わりあって、役割を持って、施設で暮らしていても地域とつながっているみたいなことを感じられ
る機会をもっと増やしていけたらいいなって思っています。

多様な人材が働く場だからこそ人間関係が大事

施設入所したら別世界に来たような感じにはしたくない

＊この記事は 2022 年 2月 8日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記
事を、2022年 8月に再構成したものです。

「きついって思われていること以上の小さな感動の連続
が介護の世界にあった」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14531666

小野山恵子さん　50 代
介護職員（特別養護老人ホーム担当）
母親の介護をきっかけに転職し、4年目

飯田ナミ子さん　70 代
事業支援員（デイサービス担当）
2002 年の開所時から介護職員として働き、
70歳から介護補助業務
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クが 1.55 倍高いことが明らかになりました。つまり、
健康面からみた場合、高齢者の就労では生きがいを目
的とすることがとても重要なのです。
　一方、生きがい就労を目的とする高齢者は「自分が
役に立っている」という充実感を重視する傾向が強い
ため、その成果を得られやすく、日常生活の延長線上
のスキルがあれば誰でも身近に取り組める介護助手の
仕事が最適だと考えられます。介護や福祉業界は、高
齢者の生きがい就労にもっと注目すべきなのです。

　高齢者を含め、介護助手を取り入れやすいのは専門
性の高い仕事とそうでない仕事の切り分けと委譲がし
やすい中規模以上の介護施設です。小規模施設は少人
数のスタッフで運営しているため、何でもこなせる人
材を欲しがる傾向があり、高齢者の雇用は難しい印象
があります。また、規模にかかわらず、「マルチタスク
をこなせないスタッフは介護のプロではない」といっ
た風潮が根強い職場では、新しい働き方である介護助
手の導入はうまくいかないように思います。生きがい

　介護のしごとは、多様な世代が業務分担をしていく時代に入ってきました。短時間で非介護分野の業務を
中心に担う「介護助手」について、東京都健康長寿医療センター研究所の藤原佳典研究部長は、フレイル予
防の一つとして重要な「社会参加」につながる「生きがい就労」として最適ではないかと提案します。

キーパーソンが語る①
東京都健康長寿医療センター研究所 藤原佳典研究部長

生きがい就労と多世代交流で「フレイル予防」

　少子高齢化で生産年齢人口が減少する中、高齢者へ
の就労ニーズは高まっています。同時にボランティア
に対する感覚も変わってきており、参加を呼びかけて
も以前のように高齢者の心には必ずしも響かず、今や
就労が社会参加や社会貢献の重要な柱になりつつあり
ます。
　高齢者の就労がもたらすメリットには、収入を得る
ことのほか、外出頻度や心身の活動性の増加、社会と
のつながりや生きがいづくりなどが挙げられます。こ
れらのメリットは、フレイル予防や介護予防にも役立
つため、高齢者の健康維持においても就労は重要なカー
ドとしてみなされるようになりました。
　さらに、私たちの調査研究では高齢者の健康を維持
するうえで就労の目的がより重要であることがわかっ
ています。東京都 A区在住の働いている高齢者 945
人を対象に、就労の目的と 2年後の健康悪化リスクの
関連性について調べたところ、生きがいを目的とした
人に比べて、収入（お金）のみを目的とした人は主観
的健康感の悪化リスクが 1.42 倍、生活機能悪化リス

生きがい目的のない就労は
健康リスクを高める

多世代交流は若年者の働き方と
心にも好影響
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＊この記事は 2021年 12月 16日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された
記事を、2022年 8月に再構成したものです。

「介護の働き方改革	キーワードは『生きがい就労』と『多
世代交流』」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14500964

藤原佳典
東京都健康長寿医療センター研究所社
会参加と地域保健研究チーム　研究部
長／東京都介護予防フレイル予防推進
支援センター　センター長

北海道大学医学部卒業。2000 年から東京都老人総合研究所研究員、
11年より現職。「世代間交流」「多世代共生の地域づくり」「ソーシャル・
キャピタル（社会資本関係）」の視点から高齢者の認知症予防とフレイ
ル予防の研究を続ける。高齢者就労支援研究会「ESSENCE」を主宰。

就労であってもスタッフとして雇われているという意
識が強い高齢者とうまくやっていくには、若手・中堅
職員のマインド・セットが不可欠です。
　同時に、若手・中堅職員にとってもメリットになる
ような働き方の仕組みにすることが肝心です。朝型の
生活スタイルで土日も時間にゆとりのあるシニア職員
は、子育て世代のパート職員が働きにくい時間帯をカ
バーすることができます。両者をうまく組み合わせる
ことにより、それぞれが短時間労働であっても全体と
して業務をスムーズに回していくことが可能です。
　一般市民を対象とした私たちの調査では、多世代が
交流することは高齢者だけでなく 20 ～ 40 代の心の
健康においても良い影響を与えることがわかっていま
す。シニア職員が若い職員の良き相談相手になってい
るという話もよく聞きますから、介護施設においても
同様の多世代交流の効果が得られると考えています。

　シニア職員の採用に関しては、施設から徒歩や自転
車通勤圏内の地域に募集を限定するのが重要なポイン
トです。働き手の利便性を図るだけでなく、施設と生
活圏をともにするシニア職員を雇用するメリットがい
ろいろあるからです。第一に地域とのつながりを深め
るうえでシニア職員は心強い味方になってくれること
が期待できます。例えば、地域に向けたイベントを開
催する際に地域の人を呼び込んでくれたり、地域のキー
パーソンとの架け橋になってくれたりすることもある
でしょう。これは地域とのかかわりが薄い若手や中堅、
外国人の職員には担えないものです。
　また、シニア職員は将来の顧客ともいえる存在です。
最初は就労目的でやってきたとしても働いているうち
に施設の様子がわかってきて、居心地がよければ「自
分が世話になるときはこの施設にしよう」と選択肢の
一つになります。シニア職員が介護を受ける立場になっ
ても介護職員とはすでに気心が知れているのでお互い
にストレスが少なく、施設に対しても愛着があるので
業務に理解・協力してくれることでしょう。

　生きがい就労を希望する高齢者の雇用は、個々の介
護施設が散発的に取り組んでも、社会的なムーブメン
トは作れず、地域を巻き込んでいくことが欠かせませ
ん。そのためには自治体や地元の関連団体と組んでイ

シニア職員は地域との架け橋や
将来の顧客に

ベント化することが重要です。各地の先例では、ボラ
ンティア講座などの最後に介護助手の募集案内をする
のも効果的だと聞いています。その際も情動的に呼び
かけることが肝心で、ある市では若い職員が「介護現
場は人が足りなくて本当に大変です。みなさん、助け
てください」と訴えたら、それを意気に感じた高齢者
たちが多数応募してくれたそうです。
　そして、介護や福祉業界で高齢者の生きがい就労を
推し進める際、念頭に置いておきたいのが“三方良し”
の精神です。すなわち、高齢者本人だけでなく、同じ
職場で働く同僚、地元の地域社会にもメリットをもた
らすような仕組みを考えることが重要です。
　さまざまな調査をしていると、介護助手に接してい
る職員ほど介護助手への評価が高く、介護助手を導入
している介護施設は人間関係も総じていいように思い
ます。職員間の多世代交流が介護現場におけるコミュ
ニケーションを促進し、こうした好循環を生み出して
いるのでしょう。人手不足の介護や福祉業界、さらに
は地域社会全体に変革をもたらすのは、まさに高齢者
の生きがい就労と多世代交流なのです。

地域にもメリットをもたらす
仕組みづくりを
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用活動を始めました。「留学生就職フェア」には「日本
企業に就職したい」と熱意のある人材が押しかけてい
たからです。ここで出会ったのが、現在、アゼリーグルー
プの日本人採用を含むリクルートチームの責任者をし
ている中国出身の女性です。この女性は、日本を代表
する流通企業のスタッフ競技会で日本一になった経歴
があることを面接で知り、どの職種でもその力はいか
されると確信して採用しました。
　当然、日本人新卒者と全く同じ勤務条件で総合職と
して採用しました。10人を超える新人の中でも活躍は
目覚ましく、2年目には現場研修を切り上げ、本部の
人事部でスタッフ採用を担当してもらいました。その
細やかな気遣いで外国人の採用が新卒・中途ともに増
えていき、スタッフの出身国もベトナム、モンゴルな
ど多様になっていきました。
　介護業界でダイバーシティ経営ができている背景に
は、外国出身者が人事部にいて相談に対応しているこ
とと、キャリアパスで日本人と区別していない点が大
きいと思います。現在は、現場のスタッフ採用責任者
は中国出身者で複数の日本人の部下がいます。他にも
ホームページ更新や管理を含め IT 業務の責任者はカナ
ダ出身者です。外国出身者も日本人同様に管理職へ昇
進しています。地域に密着した国内産業と思われてい
た介護業界が国際的な業界へと変貌しています。

　特別養護老人ホームは待機者が多くいる現実はある
ものの、空きベッドがあるのにスタッフ不足で入居者
を受け入れられないところもあります。
　アゼリーグループの中核事業である特別養護老人
ホームは、介護保険制度が始まる１年前の 1999 年に
江戸川区で開設しました。江戸川区は 23区の中で住
民の平均年齢が一番低い自治体であり、外国人の居住
者が多い地域でもあります。アゼリーグループでは全
スタッフの 1割を超える外国人が活躍し、出身国も
10カ国を超えています。日本人スタッフと外国出身ス
タッフが一緒に業務にあたるのが日常です。
　外国人スタッフの採用を始めた時期は、2006 年に
最大手企業の不祥事が報道されことなどをきっかけに
マスコミで介護業界の労働環境が喧伝され始め、３K
（きつい、汚い、危険）職場というイメージから日本人
の雇用が難しくなり始めたためです。
　最初は、日本人と結婚して東京で暮らすフィリピン
人でした。コミュニケーションに困らず、ビザの問題
もないからです。利用者には抵抗があるかもしれない
と心配しながらのスタートでしたが杞憂でした。逆に
その陽気な国民性で利用者の間で人気者となっていき
ました。漢字を使う記録業務などで日本人スタッフと
の調整が必要でしたが、徐々にチームのメンバーとし
て欠かせない存在になっていきました。それでも、地
域での介護需要の増加とそれに伴う行政からの要請も
あり、介護付きケアハウスのオープンを 2007 年春に
控えていたため、人出不足感は解消されませんでした。
全国で介護施設の開設ラッシュがあったからです。

　そこで日本の大学を卒業する新卒外国人留学生の採

日本の大学を卒業する留学生も
日本人と同じようにリクルート

　東京都江戸川区を中心に介護、保育、医療で地域密着型のサービスを提供している「アゼリーグループ」は、
外国人を積極的に雇用しています。外国出身者も日本人同様に評価され管理職にも昇進します。なぜ、介護
業界でダイバーシティ経営が必要なのか、来栖宏二代表が語ってくれました。

超人材不足の処方箋　介護のダイバーシティ経営

利用者の抵抗感は杞憂だった
記録業務は日本人がフォロー

キーパーソンが語る②
アゼリーグループ　来栖宏二代表

アゼリーグループで働く外国出身スタッフ（提供写真）



9

至です。雇用する側の介護施設も、外国人に選ばれる
ためには、フェアな雇用やキャリアパスの整備、現場
の受け入れ体制、気持ちよく働いてもらうための福利
厚生などを改善・整備する必要があります。
　「我々は労働力を呼んだつもりだったが、やって来た
のは人間だった」
　50年以上前、労働力不足で外国からイタリア人労働
者を受け入れたスイスの作家マックス・フリッシュの
言葉を考えながら、介護のダイバーシティを一歩先に
進めていきたいと思っています。

　利用者や家族からは「若いのに介護の仕事をよく頑
張っているわね」とお褒めの言葉を頂きます。一方で
その言葉には、介護の職場は「家族がやるべきお世話
を代わりにやってもらっている」という認識がどこか
にあると思われ、世間では専門職としての「介護」が
定着していないと感じます。
　採用の最終面接者として、学生に介護のやりがいや
自社の特徴を分かってもらおうと必死ですが、内定者
からの入社率は徐々に下がってきています。学生は「人
と接する仕事がしたい」「社会貢献を実感できる仕事に
就きたい」と考えていても、親の反対で内定を辞退す
るケースが増えてきています。
　介護業界で外国人スタッフを雇用するのは、人件費
削減のためではなく、人手不足を補うためです。技能
実習制度での入国などは、現地での研修費や入国後の
研修費、宿泊施設の準備を考えると日本人の雇用より
もコストがかかります。
　政府は「特定技能」という新たな枠組みを創設しま
した。今後この制度を利用して、外国人が介護を含め
た人手不足の業界に増えてくるのは確実です。今後、
スタッフの半数が外国人で運営されている施設が現れ
るかもしれません。
　外国人スタッフも日本人と同じようにスマートフォ
ンを持ち、情報交換をしています。一定期間、実習場
所を変えられない技能実習生と違い、「特定技能」枠で
働く外国人は（一定の条件下で）転職が可能です。今後、
高齢化が進む世界各地で人材獲得競争が起きるのは必

＊この記事は2019年 8月26日、27日に朝日新聞のweb「論座」に公開した記事
を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

「日本の介護施設で外国人が管理職になる日」の記事全
文はこちら

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019082200005.html

「介護施設のスタッフの半分が外国人になる時代」の記
事全文はこちら

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019082200009.html

来栖宏二
アゼリーグループ代表
医学博士

1992年、日本医科大学卒業。1999年、特別養護老人ホームアゼリー
江戸川開設。翌年、新小岩平成クリニック開院。現在、関東圏に多数の
介護施設、保育施設等を運営し、護海外人材マネジメントについての講
演やコンサルティングもしている。一般社団法人自立支援介護・パワー
リハ学会理事、国立長寿医療センター客員研究員。

管理職業務を行う外国出身のスタッフ（提供写真）

世界で介護人材の獲得競争
「選ばれる施設」がポイント

利用者と会話する外国出身のスタッフ（提供写真）



仕事を 105 に切り分け　業務や評価を可視化
　人手不足の課題を乗り越える切り札の一つが「多様な人材の活用」です。社会福祉法人さくらぎ会が運営
する特別養護老人ホーム「こもれびの郷」では、すべての仕事を 105の業務に切り分けたうえで、こまぎ
れシフトを導入し、スキルに応じて可能な業務や評価を可視化しました。民間企業の人事管理を研究し、柔
軟な制度を職員と一緒に構築することで、多様な働き方が実現しています。
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　「日中の業務なら 9時に出勤してから 18時に退社す
るまでの仕事を分単位で書き出し、同時に手順も確認
しながら、誰が何をするのかを事細かく切り分けてい
きました。そして、その内容を職員にチェックしても
らい、修正を加えました」
　こうしたやりとりを1年間続ける中で腐心したのは、
職員が介護の仕事で大変な部分も楽しい部分も平等に
分担できるようにすることです。
　こうして作り上げた業務マニュアルをベースに 105
の作業をスキル別に分類。スキルを持った人材（正職員、

　105の業務に分解するメリットは、仕事を各職員の
スキルや働き方に応じて組み合わせられるようになり、
誰が担当しても同質の対応ができるようになることで
す。当時施設長だった宮林大輔さん（現理事長）によ
ると、業務マニュアルの作成に取り組んだのは 16年
ほど前のことです。職員を巻き込み、意見を反映する
ことを徹底しました。

必要なスキル持つ職員を
業務に合わせて組み合わせる

好事例施設①
社会福祉法人さくらぎ会 こもれびの郷（東京都あきる野市）

55つのポイント
・地域に密着して人材を確保する

・働いてくれる人に合わせて仕事が組み立てられるようにする

・正職員やパート職員で区別せず、105 の業務の習得によるランクアップ

  で賃金や役職が決まっていく制度や研修システムを構築

・個々の特技を生かした業務提案を受け入れる

・短時間パート職員の有益性に対する正職員のマインドセット

施設概要

1994 年、東京都あきるの市に「こ
もれびの郷」を設立。入居者の
ADL や生活パターン別に 4つの
ユニットを設置し日常生活を支え
る。定員 85人（要介護度平均 3.6
～ 3.7）。90 人の職員のうち短時
間パート職員 28人。職員平均年
齢は 48.75 歳（正職員 40.30 歳、
パート職員 57.38 歳）。



＊この記事は2021 年 11月 11日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記
事を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

宮林大輔さん

社会福祉法人さくらぎ会　理事長
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パート職員、短時間パート職員）を組み合わせること
で滞りなく介護業務を行える体制を整備しました。

　スキル別に仕事を分類したことは、職員の目標を明
確にすることにも役立っています。獲得スキルの目標
を業務習熟度や現場での役割ごとに9ランクに分類し、
ランクを上げていくための職員研修システムを構築し
ました。この獲得スキル目標に基づいた職員の評価（ラ
ンク付け）は年2回（10月、3月）実施しています。個々
の努力を目に見える形で評価し、昇給や昇進にも反映
しているため、職員のやる気を引き出す効果につながっ
ているとしています。
　また、介護業務に従事するすべての職員は、入職後、
このランク表に基づきステップアップしていくので、
正職員、パート職員といった雇用形態にかかわらず同
様のスキルを持つようになっていきます。そのため、
パート職員から正職員に替わることも容易です。
　「特に女性の場合は結婚や出産、育児によって働き方
が変わり、それに伴って希望する職種も違ってきます。
このようなニーズにも臨機応変に対応することが可能
です。この研修システムの仕組みが退職者を減らし、
高い定着率を実現することにも貢献しています」

　こまぎれシフトの導入により、短時間勤務を希望す
るアクティブシニア層を上手に取り込むことにも成功
しています。シーツの交換、食事の配膳・下膳、清掃、
入居者の見守りなど、いわゆる間接業務に従事しても
らい、いまや重要な担い手となっています。
　「こうした改革を実行できたのは、駅前にオープンし

獲得スキルを明確に提示した
職員研修システムを整備

た大型ショッピングモールに 30 ～ 40 代の働き手が
流れて、1日 8時間勤務をしてくれる職員の採用が難
しくなったからです」
　施設長だった宮林さんは、職員と話し合い、短時間
でもいいから働いてくれる人を探すことにしました。
駅から徒歩 5分という施設の立地を生かし、地域で暮
らす主婦や元気な高齢者にアプローチしていくことを
決め、施設から半径１キロ圏内の住宅地に手作りのチ
ラシを配布し、10人の短時間パート職員を採用するこ
とができました。
　その後、「地域の人に働く場所だと関心を持ってもら
うには施設を可視化することが重要だ」と気づいた宮
林さんは手作り新聞を作成し、ターゲット地域に定期
的に配布しています。施設の活動紹介とともに求人広
告も掲載し、希望に応じてシフトが組めることなど多
様な働き方ができることをアピールしています。

　職員のモチベーションを高める工夫もしています。
正職員だけでなく短時間パート職員も理事長との面談
があり、職員が自由に意見を言える場を定期的に設定
しています。雇用形態にかかわらず職員から趣味や特
技を生かしたレクリエーション活動の提案があれば、
それも日常業務に積極的に組み込んでいきます。
　「俳句や手芸、楽器の演奏、合唱、お茶会などいろい
ろなクラブ活動の企画が上がってきて、これが仕事に
なっていきます」
　「こもれびの郷」は、東京都から「働きやすい福祉の
職場」第 1号に認定されています。カギを握るのは職
場の雰囲気づくり。象徴ともいえるのが短時間パート
職員に対する考え方です。「あの職員は間接業務しかや
らない」ではなく、「短時間でも助けてくれるおかげで、
自分たちが本来の業務に専念できる」という考え方を
正職員が持てるようにすることが重要です。

アクティブシニア雇用は
半径 1キロ圏の住民から

提案を業務に取り込み
モチベーション向上

「好事例施設のマネジメント①　社会福祉法人さくらぎ会	
こもれびの郷」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14468814



介護色を消した専門職で地域の人材を掘り起こす
　社会福祉法人ケアネットが運営する特別養護老人ホーム「和心（なごみ）」では、「介護」色を消した家事
援助専門職を新設し、働く側が働きやすい環境を整えることで、介護人材紹介業者に頼ることなく運営がで
きるようになりました。地域に埋もれた人材の採用手法から定着への布石のほか、自分が成長していると実
感できる職場づくりといったメソッドが積み上がって好循環を生んでいます。
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たっては『介護』というキーワードを一切使いません
でした。この言葉には 3K（きつい、汚い、危険）といっ
た負のイメージが定着しています。私たちが募集ター
ゲットとしている主婦層やシニアに応募してもらえな
いと考えたからです」と明かします。
　未経験者にやれそうだと感じてもらえるように「家
事援助」という言葉を前面に押し出しました。週 1回
× 1時間からの勤務も可能であることを示し、時間の
自由度が高いことも強調しました。また、求人サイト
に募集広告を出すだけではなく、地域から人材を掘り
起こすことを目的に施設の半径 2キロ圏内の住宅地に

　「和心」は、家事援助を専門に行う新しい職種「ライ
フメイト」を導入しました。学生のアルバイト、ダブ
ルワーク、定年を迎えた職員など、地域に埋もれた人
材に働きやすい職場を提供するためです。同時に介護
職員が専門性を必要とする業務に専念できる体制に変
えることで、サービスの質やモチベーションの向上に
つながると考えたのです。
　施設長の金子直浩さんは「ライフメイトの募集にあ

学生、ダブルワーク、定年退職者
「家事援助」前面に人材掘り起こし

好事例施設②
社会福祉法人ケアネット 和心（神奈川県海老名市）

55つのポイント
・施設がある地域に募集ターゲットを絞り、 地域から人材を掘り起こす

・チラシに 「介護」というキーワードは使わず、 イメージを変える

・無資格でも問題のない仕事や単純作業の業務であることを明確にする

・個々の得意や特技を丁寧に聞き取りし、 それを生かせる業務を振り分ける

・世代や雇用形態で壁を作らせない、 風通しのよい職場づくり

施設概要

2011 年 11 月、神奈川県海老名
市に設立。全室個室によるユニッ
トケアを提供。特別養護老人ホー
ムの定員 100 人（要介護度平均
3.6）。職員 98人（正職員59人、
パート職員 39 人、ライフメイト
16人）。職員平均年齢は40歳（常
勤職員37.6歳、パート職員52歳）。



＊この記事は2021 年 11月 25日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記
事を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

金子直浩さん

社会福祉法人ケアネット　「和心」施設長

13

募集チラシをポスティングしました。その際にも募集
ターゲットにしっかり届くよう単身者や若い世帯の住
民が多い地域は外しています。

　こうした戦略は的中し、最初の応募者 27人のうち、
ポスティングで求人を知った人が 21人いました。応
募者には説明会と面接を実施し、一人ひとりに勤務で
きる曜日と時間帯を丁寧に聞き取りしたうえで、ライ
フスタイル別にライフメイト2～3人を組み合わせて、
常勤職員 1人分の働きになるようにして各ユニットに
配置しました。ライフメイトの平均年齢は 54 歳で、
この中には大学生もいますが、大半は 40 ～ 70 代の
女性です。入職式を実施し、ライフメイト専用のエプ
ロンを支給し、新職種の「見える化」と「仲間意識の
醸成」も図りました。
　入職から 2カ月後に実施したアンケートでは、全体
の 75％がライフメイトの仕事に対し、「満足」と回答。
全員が勤務の継続を希望していました。その理由とし
ては、「柔軟な働き方が可能」「責任が軽い」といった
ものが目立ちました。導入から 4年以上が経過した現
在も、ほとんどのライフメイトが離職していません。
そのため、ライフメイトの求人活動はその後、口コミ
をベースに切り替えました。
　「ライフメイトが辞めない背景には、得意分野で力を
発揮してもらえる場を用意しているということがある
と思います。『この部分を担ってもらえると介護職員が
助かる』という視点から補助業務を洗い出し、個々の
ライフメイトの性格や得意・不得意を考慮したうえで
作業を振り分けています」

　ライフメイト制度の導入により、全体の業務を「専
門性を必要とする作業」「専門性を必要としない作業」
「単純作業」の三つに切り分けられるようになり、介護
職員が「専門性を必要とする作業」に集中できるよう
になったことでサービスの質の向上につなげています。
一方で、金子さんは「入居者が安心して楽しく生活で
きることを目標にすることが大事で、人手不足を補う
ことが第一義ではありません」と強調します。
　ライフメイトへのアンケートでは、「今後は入居者と
直接かかわる業務もしていきたい」と答えた人が全体
の 40％余りいました。こうしたニーズを受け、「和心」

就労に対する満足度を補足
孤立を防ぐ複数配置の工夫

では介護に興味を持ったライフメイトが介護職員とし
て入職できる仕組みを整えています。コロナ禍でオン
ライン授業中心の生活になった経済学部に通う男子大
学生がライフメイトとして勤務するうちに介護の仕事
に興味を持ち、卒業と同時に就職したという例も出て
きています。

　こうした多様な人材が入職し、定着していくために、
働きやすい職場づくりに腐心しています。「現場では、
ユニットごとに置いているリーダー級の職員が中心と
なって、ボトムアップで物事が決まったり動いたりす
る仕組みにしています。しかも能力主義なので入社 2
～ 3年目でリーダーになることもあり、全体的に職員
のモチベーションが高いのも特徴です」（金子さん）。
スキル獲得に応じたランクが「見える化」されている
ので、キャリアプランも立てやすくなっています。
　この結果、介護職員数は他の施設よりも多く、通常
は入居者 3人に対して介護職員 1人の比率で人員配置
するところを、入居者 2人に対して介護職員１人を置
くことが実現できています。この余裕は新卒者への就
活人気をもたらしています。
　さらに、新卒採用した介護職員には介護業務以外で
も活躍できる場を用意しています。施設内では月1回、
居酒屋や喫茶店を開店するイベントを実施しており、
その店長の仕事を 2年目の介護職員に 1年間任せてい
ます。いわば小さな会社の経営やマネジメントの体験
を積んでいく機会を創出することにより、介護をより
広い視野でとらえていくことを期待しています。金子
さんは「さまざまな仕掛けを講じ、働き手からも選ば
れる施設になっていくことが人材戦略を考えるうえで
とても重要です」と考えています。ライフメイト経験者の40％は

「今後入居者と関わる仕事もしたい」

ユニットごとにボトムアップで
物事を決めて動く仕組みに

「好事例施設のマネジメント②	社会福祉法人ケアネット	
和心」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14481161



「介護助手」を活用し、介護職員の負担を減らす
　地域のアクティブシニア（元気な高齢者）を「介護助手」として活用する取り組みが、全国の介護施設で
始まっています。この取り組みのモデル的施設である医療法人緑の風の介護老人保健施設「いこいの森」で
は、アクティブシニアのニーズに配慮した労働環境を整えることで 40人以上の介護助手を確保することに
成功し、介護職員の残業がほぼゼロになりました。

55つのポイント
・介護助手の募集はアクティブシニアに絞る

・募集の際は 「介護の仕事」と幅を持たせず、 業務内容を周辺業務に

  限定する

・介護助手には身体介護や認知症の人への直接対応など専門的ケアをさせない

・アクティブシニアが働きやすい条件（勤務の曜日や時間帯）を優先する

・アクティブシニアへの介護予防につながることを理解してもらう

施設概要

1997 年 5 月、三重県津市に
設立。在宅復帰、在宅支援を
柱に多職種が連携してリハビ
リやケアに取り組む。入所・
短期入所利用者 100人、通所
利用者100人。職員158人（正
職員95人）。介護職員58人（正
職員 51人、非常勤職員 7人）。
介護助手（非常勤職員）41人。
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　そこで東さんが注目したのは、地域のアクティブシ
ニアです。「法人が運営するクリニックの外来で 30年
来のなじみの患者さんたちがぼやいていたのです。定
年退職を迎えて何もすることがないと。それなら介護
予防を兼ねて社会貢献のつもりで介護職員を助けても
らおうと思いつきました」
　2015 年、三重県老人保健施設協会による「元気高
齢者『介護助手』モデル事業」をスタートさせました。
ポイントは、介護人材の確保、高齢者の就労先確保、
介護予防の三つの視点です。介護助手は今、40人ほど

　「いこいの森」では、2015 年に全国に先駆けて周辺
業務を担う介護助手を導入し、介護職員の負担を大幅
に減らすことに成功しています。
　介護職員は専門的なケアのほか、入所者の見守り、
話し相手、ベッドメイキング、食事の配膳、片付け、
物品の補充、リネン交換とありとあらゆる業務をこな
し、残業も当たり前という状況が続いていました。

介護職員の残業がほぼなくなり
有給休暇が取得可能になった

好事例施設③
医療法人緑の風 いこいの森（三重県津市）



＊この記事は2021 年 2月 3日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記事
を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

東憲太郎さん

医療法人緑の風　理事長
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　「施設のニーズをもとに勤務の曜日や時間帯を設定す
るのではなく、アクティブシニアが働きやすい条件に
施設が合わせることが肝心です」
　しかし、アクティブシニアのニーズに沿った労働環
境を用意しても、介護助手の平均勤続年数は 3年ほど
です。長く働いてもらうにはもう一工夫が必要です。
単調な作業が多い介護助手の仕事はマンネリ化するた
め、定期的に担当業務を変えるほか、意欲がある人は、
より難易度の高い周辺業務にステップアップできるよ
うにオン・ザ・ジョブ・トレーニングを行うことです。
また、気持ちよく働いてもらうには職場の人間関係が
何よりも重要で、若い介護職員には言葉づかいを含め、
丁寧に接するよう指導を徹底しています。

　「いこいの森」から始まったアクティブシニアを活用
した介護助手制度は、様々な名称で全国各地に広まっ
てきています。都道府県が窓口になって制度を運用し
ているところもあります。ただ、導入がうまくいって
いない自治体もあります。
　「失敗の大きな原因の一つは募集のかけ方です。ある
県はより多くの人からの応募を期待して全世代を対象
としたものの、人が集まりませんでした。3Kのイメー
ジが強い介護の仕事は働き盛りの世代から敬遠され、
アクティブシニアにも自分が働き手の対象になると認
識してもらえなかったようです。業務内容を限定せず、
『介護の仕事』と幅を持たせてしまったのもマイナスに
働いてしまったと思います」
　こうした事例から、募集の際には働き手の対象範囲を
広げずにアクティブシニアに絞ること、業務内容は周辺業
務に限定することが導入を成功させるうえで大切だとアド
バイスします。そして、元気な高齢者を巻き込むことで
介護予防（働きながら介護を学び、現場を知ることで将
来に備える）への効果が高いことも、自治体関係者によ
く理解してもらう必要があるといいます。

になり、多くの改善効果がでています
・周辺業務の負担が軽減され、ケアの質が向上した
・利用者に関わる時間が増え、リスク軽減につながる
・介護助手 1人の雇用で、介護職員が直接介護に関わ
		れる時間が 1日あたり 190分増えた
・残業が減った
・時間的にも精神的にも余裕ができた
　「当施設の場合、介護助手を導入後、うつ病を発症す
る介護職員がゼロになりました。また、残業がほぼな
くなり、有給休暇も取得できるようになり、働きやす
い職場に変わりました」（東さん）
　この介護助手制度を三重県老人保健施設協会の取り
組みとして県全体にも広げました。三重県の調査でも、
介護助手の増加に伴い、介護職員の離職率の低下がみ
られ、一定の効果が分かりました。

　
　

　「いこいの森」では、介護助手を導入するにあたり、
介護職員の所属長がすべての業務を洗い出しました。
介護職員がやらなくてもよい業務を難易度に応じて 3
つのランクに分類しました。この業務の切り分けのポ
イントについて東さんは「介護助手には身体介護や認
知症の人への直接対応など専門的ケアを絶対にさせな
いことです」と指摘します。
　一方で、アクティブシニアに継続して働いてもらえ
るように働き手の事情や要望にも配慮しました。事前
説明会や個別面談を通し、アクティブシニアが最も働
きやすい条件は 1日の勤務時間が 3～ 4時間、午前と
午後の交代制で、週 3～ 4日の勤務であることが分か
りました。また、早朝 6～ 9時の時間帯を希望する人
もいて、夜勤明けで人手が足りなかった介護職員たち
も大いに助かっているそうです。

できるだけ長く働いてもらうには
マンネリ化防止策や昇級制度も必要

導入成功の決め手は募集にあり
ターゲットと業務内容を明確に

「好事例施設のマネジメント③　医療法人緑の風	いこい
の森」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14103524
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プトに基づき、スタッフ全体の勤務体制と業務分担を
見直したうえで、人手の足りない早朝と夕方の時間帯
に限定し、利用者の見守りから、配膳・下膳、普通食
の介助、後片付けまでの食事支援にかかわる広範な業
務を担ってもらえる人材を募集することにしました」
　勤務時間帯と業務内容を明確にしたことで募集ター
ゲットを絞ることが可能となり、シニア世代の女性を
7人確保することができました。家事全般に不慣れな
若い職員が多いため、家事経験が豊富なアシスタント
職にはずいぶん助けられています。
　食事の準備は的確で素早く、利用者と気の利いた会
話も楽しそうにしてくれています。職員を含め、利用
者に十分にかかわれるようになり、サービスの質や満
足度が向上しています。

　大樹会が運営する介護施設の一つ、特別養護老人ホー
ム「やすらぎ苑」では、新築移転して全室個室のユニッ
トケアに転換したことをきっかけに「アシスタント職」
と呼ばれる介護助手の雇用を始めました。大樹会理事・
総合施設長の大橋裕子さんは、導入のポイントについ
て次のように説明します。
　「私たちは介護職員のことを生活支援員と呼んでいま
す。単に介護を提供するのではなく、利用者が自分ら
しく快適な生活を送れるように身の回りのお手伝いを
するからです。介護職員がこの業務に専念するために
はアシスタント職が必要だと考えました。このコンセ

アシスタント職だから補える
若い職員が苦手な家事系業務

好事例施設④
社会福祉法人大樹会（京都府舞鶴市）

アクティブシニアから新卒まで多様な人材を引きつける
　社会福祉法人大樹会では、アシスタント職制度の導入をきっかけに、アクティブシニアだけでなく子育て
中の女性や障害者など多様な人材の雇用にも力を入れるようになりました。同時に多様な人の力を引き出し、
定着して仕事をしてもらうために、リーダー層の育成にも力を入れています。

・業務内容を明確に提示し、 思い違いやミスマッチがないようにする

・その人が能力を発揮できる仕事を担当してもらう

・時間外労働を基本的にさせない

・長く働いてもらうために 「生きがいづくり」 に取り組む

・フラットな人間関係とユニット全体で業務を支えようとする職場の意識

1983 年 5 月、京都府舞鶴市に設立。2019
年 4月、現在地に新築移転し、「生活の継続性」
と「個別性」を重視した全室個室（トイレ付き）
のユニットケアに一新。定員 80 人。利用者
平均年齢 87歳（要介護度平均 4.0）。職員数
81 人（正職員 46 人、非常勤職員 35人うち
アシスタント職7人）。職員平均年齢40.7歳。

施設概要55つのポイント



＊この記事は2022年 1月20日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記事
を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

大橋裕子さん

社会福祉法人大樹会　総合施設長
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　コロナ禍にあっても離職するアシスタント職はいま
せん。離職が少ないことは、採用や研修に関わるコス
トや労力の削減につながります。
　アシスタント職の人たちに長く働いてもらうための
ポイントとして、大橋さんは第一に採用時に業務内容
を丁寧に説明し、業務に対する思い違いやミスマッチ
がないようにすることが重要だと指摘します。また、
人手が足りないからといって不得意なことをさせず、
本人の得意なことで力を発揮できる仕事を担当しても
らうことも重要です。自分の時間を大切にしたいとい
う考えも強いので、時間外労働には気をつけます。
　職場での「生きがいづくり」は長く働くためのモチ
ベーションアップにつながります。アシスタント職の
人たちから、お菓子づくりやピアノ演奏といった趣味
や特技を生かしたレクリエーション活動への協力の申
し出があれば積極的に受け入れています。
　ユニットごとに多様な人材が一緒に仕事をしていく
ために必要なこともあります。チームビルドしていく
ため、フラットな人間関係や職場環境を醸成すること
に注意をしています。すべてのスタッフに対して「ア
シスタント職は補完ではなく介護職員（生活支援員）
の業務をサポートしてくれる存在」であることを徹底
しています。そのためのキーパーソンは、ユニットの
リーダーです。大橋さんは「アシスタント職の意見を
『第三者の視点』として評価し、業務やサービスの改善
に採り入れるといった姿勢を、他の職員に見せること
がリーダーの大切な役割です」と話します。
　アシスタント職制度の導入をきっかけに、シニア世
代だけでなく子育て中の女性や障害者など多様な人材
の雇用にも力を入れるようになりました。介護事業者
はともすれば「3大介護（食事介助、入浴介助、排泄介助）
ができなければ雇用できない」という考え方になりが
ちです。しかし、それでは地域の中で働ける人が限ら
れてしまいます。大樹会では「その人にできることが
あれば仕事になる」と発想を転換しています。

　大樹会では、若い世代に働きかけることにも注力し
ています。大都市圏から離れた舞鶴市に若手の介護人
材を呼び込むため、京都市内などにある福祉系学部を
有する 11大学と提携し、多くの実習生を受け入れて

アシスタント職の意見は「第三者の視点」
改善に採り入れる努力がリーダーに必要

います。学生が実習を希望してくる背景の一つに、多
様な事業展開があります。大樹会では介護・介護予防
サービスに止まらず、障害児や障害者の通所サービス、
保育園や学童保育の運営など地域のあらゆる世代への
福祉サービスに取り組んでいます。また、地域資源を
活用することにも熱心で、空き家や古民家を利用した
小規模多機能型居宅介護を運営し、そこでは台風など
の災害時に一人暮らしの高齢者を預かるなど、他施設
にはない新サービスも提供しています。
　さらに、中堅職員が小規模多機能の運営を早い時期
から任されることで、ケアだけでなく、マネジメント
やリーダーとしての経験を詰めるようにしています。
その経験が、特別養護老人ホームに戻った際、ユニッ
トリーダーなどで生かされるからです。
　地域の福祉課題の解決に向けた新事業展開に取り組
めるチャンスがある「風土」を備えている点が一般的
な介護現場とは違うところで、やる気のある多くの若
者を引きつけているのです。

　大樹会の新卒者の半数以上は福祉系学部以外の出身
者で占められており、法学部、経済学部、理工学部と
多様です。近年は、最初から起業を目指して入職する
新卒者もおり、すでに認知症デイサービスの事業所を
他県で起業した若手職員も出てきています。
　大樹会ではこう考えています。「職員一人一人が地域
住民の生活課題を把握し、法人内で情報共有していま
す。そして、『どうしたらこの生活課題を解決できるか』
ということを職員同士でフラットに話し合い、学び合
う環境を大事にしています。チームマネジメントをす
る立場にあっても『教える』のではなく、『教わる』姿
勢を持ち、自分を成長させることが大切です」

学生の実習・インターン増加
背景に法人の多様な事業展開

新卒入職者の半数以上が福祉系以外
地域課題に挑戦する社風が追い風

「好事例施設のマネジメント④　社会福祉法人大樹会	や
すらぎ苑」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14521309



ボランティアのモチベーションは社会との接点
　社会福祉法人桂の「カリタス有東」では、介護予防を目的とした静岡市の「ボランティアポイント制度」
を活用するとともに、独自の施策も展開しています。ボランティアが集まる施設と集まらない施設は、どこ
が違うのでしょうか。

55つのポイント
・ボランティアポイント制度で元気な高齢者を受け入れる

・利用者目線でボランティアにお願いすることを整理しておく

・得意なことを任せることでリピーターにつなげる

・継続的に活動してもらえる仕組みづくりにも取り組む

・ボランティア担当職員の担務の明確化と育成

施設概要

2017 年 10 月、静岡県静岡市に設立。デイサービ
スを中心とした在宅サービスを提供。通所リハビリ
に匹敵する機能訓練、セレクト昼食、カルチャース
クール形式のレクリエーション、温泉と同じ入浴設
備などを提供。デイサービス定員 55人。認知症対
応型デイサービス12人。利用者平均年齢84～ 85
歳（要介護度平均 1.5）。職員数 35人（正職員 8人、
非常勤職員 27人）。職員平均年齢 45歳。
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趣味や特技を生かせるレクリエーション、日常生活の
延長線上で行える家事援助が中心です。身体介護は含
まれていません。
　「カリタス有東」は 2017年の開設以来、約 150人、
のべ人約 1000 人を受け入れてきました。コロナ禍で
も個人のボランティア受け入れは継続してきました。
　また、このほかにひきこもり状態の人たちの社会復
帰を目的としたボランティアの受け入れや障害者雇用
にも熱心です。短時間勤務を希望する若い母親のパー
ト職員も多く雇い入れています。
　センター長の山田洋治さんは「多様な人たちが個々
の得意を生かしながら働ける職場づくりが介護現場の
人手不足を解消し、利用者さんも働き手も満足できる
決め手になると考えています」と語ります。

　静岡市はボランティアポイント制度「静岡市元気い
きいき！	シニアサポーター事業」を実施しています。
もともとボランティアポイント制度は、厚生労働省が
介護予防の観点から制度をつくり、各自治体単位でカ
スタマイズして導入しています。静岡市はその中でも
積極的な自治体の一つです（https://www.shizuoka-
shakyo.or.jp/about/volunteer/senior）。この事業
は、健康な高齢者の介護予防を目的に創設されたもの
で、65 歳以上の静岡市民が介護施設などで地域貢献
活動を行うと、活動時間に応じてポイントが付与され、
静岡市の地場産品と交換できます。活動内容は自分の

ボランティア活躍のためには
職員のマインドセットが不可欠

好事例施設⑤
社会福祉法人桂 カリタス有東（静岡県静岡市）



＊この記事は2021 年 12月 23日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記
事を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

山田洋治さん

社会福祉法人桂　「カリタス有東」センター長
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　そのためにはオールマイティーに介護業務に携わる
若手・中堅職員のマインドセットが不可欠です。山田
さんは「ボランティアや介護助手ができることに目を
向けさせて、『この人たちが周辺業務をしっかり担って
くれているから自分たちは介護のプロの仕事に徹する
ことができる』と管理者が根気よく伝えていくことが
必要です」と指摘します。

　ボランティアの受け入れではスピード感が重要です。
せっかく連絡をもらっても、やりとりの回数が多いと
立ち消えになってしまうことがあります。電話がかかっ
てきたら、その場で日程を決めるくらいの勢いが大事
です。それには施設側がボランティアに何をしてほし
いのか、日ごろから明確にしておく必要があります。
　受け入れの窓口となる職員は、ボランティアへの対
応ノウハウを蓄積して関係性を構築していくためには
固定化が望ましいそうです。「カリタス有東」では 2
人の相談員が受け入れ窓口を担当しています。最初の
電話の応対が悪いとボランティアに行くことをやめて
しまう人もいるため、ボランティアへの対応法につい
ても指導しています。
　リピーターになってもらうために活動終了後に次回
の予定を決めるためのコミュニケーションも欠かせま
せん。関係性が深まってくると「こういうことをして
くれるボランティアさんはいないでしょうか」と相談
し、地域の適任者を紹介してもらえることもあります。
「ご縁のあったボランティアさんは一人も逃したくない
し、待っているだけでは集まりません」

　「カリタス有東」では、介護助手のように周辺業務を
定期的に担ってくれるボランティアもいます。最初は

準備、スピード感と
コミュニケーション

利用者の話し相手や傾聴などのボランティアから始め
てもらい、介護現場に慣れてきたらレクリエーション
の補助やお茶出し、配膳、下膳、清掃など職員のアシ
スタント業務を担ってもらうようにしています。介護
施設でのボランティアが初体験の人は通常のデイサー
ビスに、経験がある人は認知症対応型デイサービスに
振り分けています。
　ボランティアポイント制度は、年間にポイント交換
の条件があるうえ、居住自治体の 65歳以上の住民に
限られます。「カリタス有東」では、年間を通して活動
してもらえる仕組みづくりとして、オリジナルのポイ
ントカードを作成し、クオカードと交換できるように
しています。このオリジナルのポイントカードを作っ
たことで静岡市以外の地域で暮らす高齢者や 65歳未
満のボランティアも受け入れやすくなりました。夏休
みなど長期休暇の際には「キッズサポーター」という
名のもとで、パート職員の子どもを対象としたボラン
ティアも受け入れています（コロナ禍のためキッズサ
ポーターは休止中）。
　一方で、ポイントをためることを活動目的としてい
ない高齢者もいます。こういう人たちは、ボランティ
アから就労に移行する可能性がある人たちです。すで
に送迎ドライバーや介護助手をパート勤務で雇用した
実績があります。
　しかし、シニアボランティアに有償ボランティアや
短時間パートを打診しても「賃金が発生すると仕事に
なるから荷が重い」と断られることもあります。でき
るだけ長く活動してもらうためには、いろいろなスタ
イルを用意したうえで、一人ひとりの目的や意向を尊
重することが重要だと山田さんは考えています。
　「地域には高齢者をはじめ、人や社会とのつながりや
人の役に立つことを重視する人たちが大勢いるのだと
実感しています。ボランティアという形で地域の人た
ちの助けを借りることも、これからの介護施設の運営
において求められてくることではないでしょうか」

市外居住者や 65歳未満の人も
取り込むオリジナルな施策

「好事例施設のマネジメント⑤　社会福祉法人桂	カリタ
ス有東」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14507998

職員とボランティアが一緒にデイサービスを支える（提供写真）



地域密着で利用者も職員も掘り起こし
　特定非営利活動法人楽（柴田範子理事長）が運営する小規模多機能居宅介護「ひつじ雲」は、JR 川崎駅
西口にある大型商業施設を抜けた古い住宅街にあります。地域のコミュニティに密着することで、ニーズの
発掘だけでなく、アクティブシニアを中心に潜在的な人材の掘り起こしにつながっています。
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　「なぜここまで地域活動をするのですか、と職員から
聞かれたことがありました。『小規模多機能型居宅介護
は地域密着型サービスよね』と答えました。認知症デ
イサービスと看板を掲げてスタートした 2004 年は、
地域の利用者がほとんどいませんでした。それから交
流を続けることで溶け込むことができました」

　小規模多機能型居宅介護は正規職員が 1人、あとは
非正規職員だけでも開設できます。そのような人員配
置で複数事業所を展開をしているところもありますが、

　法人では地元のお祭りなどの行事に積極的に参加し、
「ひつじ雲」の職員もおみこしを担ぎます。2015 年か
ら場所を変えながら「ひつじ café」を、2020 年 7月
からは毎週日曜日、お年寄りの集いの場として「ひこ
うき雲」を始めました。
　地域に出向き、地域の課題を共有して一緒に解決策
を考えたり、地域と交流したりすることを続けること
で、地域のコミュニティの一員になれました。柴田さ
んはこう考えます。

好事例施設⑥
特定非営利活動法人楽　ひつじ雲（神奈川県川崎市）

職員が地域に出向いて交流し
地域課題を一緒に考え解決する

地域との関係性を途切れさせない
それが採用でも好循環を生む

55つのポイント
・地域に職員が出向き、 コミュニティの一員になる

・地域活動のお手伝いを積極的にする

・地域住民のニーズ、 人脈を知る

・採用は経験よりも介護が好きか楽しいと思えるか

・ゆとりある職場が離職を防ぐ

施設概要

2004 年 5 月、川崎市幸区に「ひつじ
雲」を設立。地域住民の集いの場「ひつ
じ café」「ひこうき雲つどい」も運営。
職員 25 人。平均年齢は常勤職員 10 人
が49.2歳、非常勤職員13人が57.4歳。
平均勤続年数は常勤職員が 11.8 年、非
常勤職員が 6年。



＊この記事は2020 年 12月 30日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記
事を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

柴田範子さん

特定非営利活動法人楽　理事長
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現在、法人では正職員が 10 人、非正規職員が 15 人
います。知り合いからは、「理想を追っているから、利
益にならないんですよ」と言われたことがあります。
それでも、ぶれることなく制度以上の人員配置と地域
密着を心がけてきました。そして、それは採用面でも
大いに役立っています。
　例えば、利用者を送迎する運転業務の中心を担って
いる男性は、町内会長と「ひつじ雲」の大家さんから
の紹介でした。「運転手を探している」とあちこちに頼
んだら、偶然2人が同じ人を紹介してくれたのです。「大
型免許を持っている」と聞いただけで採用したのは「ご
近所さんの紹介なら間違いない」と確信しているから。
67歳での採用から、もう3年。丁寧な運転が好評です。
　「人が足りないときは、地域の人に声をかけます。顔
の広い人が多く、『あの人いいよ』とか、『ホームヘルパー
をしていた人がいるよ』とか紹介してくれます。食事
作りを 7年近く続けてくれている方は、元々はお母さ
んが利用者でした。お母さんが自宅で亡くなって 2年
後、『働かない？』と声をかけたのです。関係性を途切
れさせないことは、採用でも好循環になります」

　シニアも大歓迎。地元の人からの紹介で、60代の人
も 5、6人採用しています。65歳が定年ですが、契約
では「双方の意向を鑑みて、更新する」としています。
定年後、非正規で働くベテラン職員もいます。未経験
者も働く意欲があれば、年齢や介護の経験があるかな
いかより大切なことは、お年寄りと向き合えるかであ
り、コミュニケーション能力が大切だといいます。足
りない部分は、リーダー職員が理解できるように教え
ています。
　「ハローワークからの紹介で、グループホームのセン
ター長経験者を採用したところ、3日で来なくなって
しまったという苦い経験があります。結局、経験より

も介護が好きか、楽しいと思えるか、ですね。保育士
さんの経験のある職員は急がず優しい人で、ご近所付
き合いはお手のものです。50歳を過ぎて、ハローワー
クで介護職員初任者研修を受けて入った職員は、統合
失調症の利用者とも不思議と上手に付き合うのです。
持っているものはそれぞれ違い、その人に合った仕事
が必ずあります」
　職員は常に基準より多く配置しています。それでも
職員が 2人辞めたとき、途端にみんなの疲れた表情が
見えたため、採用のため、「地域回り」をしました。
　「人が支える介護の現場は、人員基準より若干多めに
人がいて初めて職員にやりがいを感じてもらえている
と思っています。そういう環境だから、自分たちで考
える介護ができるようになるのです。ゆとりある職場
であり続けることが結局、離職の少ない職場につながっ
ていると思っています」

　法人では、自治体や社会の要請もあり、2022 年秋、
身体障害者のグループホームの開設準備を進めていま
す。課題は、施設運営に必要な有資格者の確保です。
今回は、人材を紹介してくれる企業を利用することに
しました。「地域の人材だけではカバーできない部分も
あります。ただ、紹介された人たちの選考は慎重に行っ
ています」

運営に必要な資格取得者探し
新設施設では紹介業者も利用

ゆとりある介護が離職を防ぐ
人員基準より若干多めに配置必要

「好事例施設のマネジメント⑥　特定非営利活動法人楽	
ひつじ雲」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14022062

「ひつじ雲」の日常風景

住宅街のビル 1階に「ひつじ雲」はある
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適性やライフスタイルに合わせて働ける職場づくり
　全国に介護事業所を展開する株式会社ソラスト（本社・東京）では、介護職員の業務と周辺業務のみを行
う介護助手のような職種や業務の切り分けをせずに、多様な世代が活躍できる職場を実現しています。シニ
ア世代にとって働きやすい職場は、若い世代から子育て世代にとっても働きやすい職場でした。

55つのポイント
・募集業務と合えば採用を検討し、 その人にふさわしい業務を提案する

・就業に関する不安を払拭する情報を発信し、介護現場を「見える化」する

・マンツーマンで指導するなど安心して仕事が覚えられる体制を構築する

・体力的ハンディがある高齢者にはシフト調整などの配慮を事業所ごと

  に行う

・ポイント付与などのインセンティブ制度を導入し、 働く意欲を向上させる

施設概要

1965 年、日本初の医療事務教育機
関として創業。その後、診療報酬請
求事務をはじめ、医療機関の医療事
務全般を受託するようになり、1999
年には介護分野、2002 年には保育
分野へと事業領域を拡大する。2021
年 3月末現在、全国で約 3万人のス
タッフ（約 9割が女性）が医療事務、
介護、保育の仕事に従事する。

多様で、現場によって欲しい人材は異なります。業務
内容がバラエティーに富んでいる分、働き手の年齢や
経験にかかわらず働きやすいという特徴があります。
そのため、当社では募集している業務とマッチすれば
未経験者であっても採用を検討し、その人にふさわし
い介護現場で活躍してもらうことを基本にしています」
　介護現場での人手不足の要因の一つには介護事業所
内の多様な業務が外から見えにくく、そのことが「自
分に務まるのか」という働き手の不安につながってい
る側面があります。ソラストでは未経験者が就労する
うえで感じている不安や心配事を調査し、データをも

　医療事務や介護、保育サービスを展開する株式会社
ソラストは、グループ全体で 650 カ所（2021 年 12
月末時点）余りの介護事業所を全国で運営しています。
介護現場で働くスタッフはドライバーを含めると約
4800 人います。人材採用部介護人材採用課ディレク
ターの遠藤由美子さんは、採用方針についてこう説明
します。
　「高齢者の暮らしを支える介護サービスの種類は実に

業務内容がバラエティー豊富だからこそ
年齢や経験にかかわらず働きやすい

好事例施設⑦
株式会社ソラスト（東京都港区）
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「好事例施設のマネジメント⑦　株式会社ソラスト」の記
事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14529203

＊この記事は2022年 1月31日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記事
を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

遠藤由美子さん

株式会社ソラスト　人材採用部介護人材採用課ディレクター

とにそれらを払拭するような募集案内を積極的に発信
しています。
　例えば、自社の求人サイトで訪問介護の人材を募集
する際には 1日のスケジュールや訪問件数など業務内
容を具体的に示し、訪問の移動手段まで明記します。
また、職場の人間関係を心配する人も多いので、スタッ
フの集合写真や動画を掲載し、視覚的な情報も提供し
ています。
　さらにハローワークだけでなく、国や自治体の高齢
者就労に特化した媒体や民間企業の求人媒体なども活
用しながら多様な世代の募集に力を入れています。

　ソラストでは、主婦や高齢者といった未経験者でも
介護職員の「助手」ではなく、「主戦力」になってもら
うことを期待しています。そこで、食事の配膳、下膳、
お茶出し、掃除といった周辺業務をあえて切り分けず、
すべて生活支援の中に含めています。これまでの経験
や希望、適性によっては身体介護も担当します。
　「経験者と同等に活躍してもらうためには、一人ひと
りの適性に応じた介護現場に配属することが大切です。
同時に働くうえでの不安や心配をくみ取り、サポート
体制を充実して働きやすい職場にしていくことが肝心
です」
　介護業界で初めて働く場合は、年齢にかかわらず自
治体の制度を活用して初任者研修を受講してもらうほ
か、社内でもキャリアセンターが中心となってｅラー
ニングによる体系的な研修をしています。独り立ちす
るまで先輩スタッフがマンツーマンで指導するエル
ダー制度を導入し、安心して仕事が覚えられる環境を
整えています。体力的なハンディがある高齢者には、
シフトを組む際、若手とペアにする配慮もしています。
　さらに業務の効率化のため、パソコンやタブレット
端末による事務処理が一般化しています。ソラストも
例外でありません。むしろ積極的に推進し、利用者や
家族の満足度と利便性を高めることにも活用していま
す。操作が苦手で事務処理に不安がある人には、各事
業所の管理者がマンツーマンで教えています。

　ソラストでは、生産人口が減少する中、介護人材を
確保するには多様な人材を受け入れていくことが欠か
せないと考え、どの世代にとっても働きやすい職場を

適性に応じた介護現場に配属
独り立ちまでマンツーマン支援

目指して「働き方改革」に取り組んでいます。
　「働きやすさを決定づけるのは、第一に職場の風通し
や人間関係のよさなので、コミュニケーションづくり
には特に力を入れています。例えば、普段は面と向かっ
て言いにくい感謝の言葉などを専用のメッセージカー
ドに書き込み、スタッフ同士が交換する仕組みを事業
所全体に導入しました」
　また、各地で定期的なミーティングを開催し、本社
経営陣と現場スタッフが意見交換できる場を設け、そ
こで拾い上げた意見をもとに働き方に対するサポート
を強化しています。
　「スタッフの働く意欲を高めるためにインセンティブ
制度も取り入れました。評価基準（提案、目標達成、
上長申請など）に応じてポイントを付与される仕組み
で、貯まったポイントは日用品から旅行まで約 1万以
上のアイテムと交換できます」
　スタッフの約 9割が女性であるため、仕事と家庭の
両立支援にも注力しています。育児、介護中のスタッ
フに対する「短時間勤務／時差勤務制度」では制度利
用期間の上限を撤廃し、「育児・介護の負担が解消され
るまで」としています。また、出産・育児、介護で退
職しても6年以内であれば復職できる「ウエルカムバッ
ク制度」もつくりました。家庭の事情等に捉われない
柔軟な働き方を可能にすることで、仕事の継続と生涯
キャリアの実現を支援していきたいと考えています。
　

　コロナ禍の影響で、飲食業など異業種からの転職希
望者のほか、子育て中の母親のパート勤務希望者が目
立ちます。ソラストでは「世代、常勤や非常勤にかか
わらず、その人のライフスタイルやライフステージに
合わせて職場の働き方を自由に選択できる環境を用意
することが、多様な人材が集まり、定着につながって
いきます」というスタンスで取り組んでいます。

特に人間関係づくりに腐心
意欲を高めるインセンティブ

コロナ禍で他業種からの転職や
子育て中のパート希望者が増加
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中高年で介護の世界に飛び込む人材を支えるポイント
　社会福祉法人ライフ・タイム・福島では、職員が 80歳まで働けるように制度を見直し、50歳を過ぎて
から介護の世界に飛び込んでくる人でも、「特技」をいかしながら働ける職場づくりを推進しています。

55つのポイント
・全職員に年 2 回面談をして働き方の希望を聞き、 悩みを解消

・シニアの人には得意な部分で働いてもらい、 負担を軽くする

・3 人で補完し合って業務ができるようにする

・業務日誌はタブレットによる音声入力やチェック方式に切り替える

・非常勤職員でもボーナスや昇給を設ける

施設概要

1990 年法人設立。現在は福島市内南部地
域で入所系サービスから通所系サービス、
訪問系サービス（訪問看護含む）までを提
供する。全職員の平均年齢 47.4 歳（正職
員 41.2 歳、非正規職員 58.6 歳）、平均勤
続年数6.7年（正職員7.4年、非正規職員5.5
年）、男女比は 3対 7。

護保険サービスを提供する「ライフ・タイム・福島」は、
職員の年齢の上限を見直してきました。
　2010 年に 60 歳から 65 歳へ、16 年に 70 歳へ、
現在は 80歳に引き上げています。現在、法人全職員
135 人のうち、60代以上は全体の 2割弱を占めてい
ます。こうした人たちが定着し続けられるように、法
人事務局長、施設長、次長の 3人が毎年 2回のボーナ
ス支給日前後に全職員に面談をしています。働き方に
関する希望に耳を傾けるためです。
　「非常勤職員でも、年齢が上の職員でも、必ず何をや
りたいかを聞くようにしています。それぞれが抱えて
いる悩みを聞き、それが個人的な問題であっても解決

　「介護の現場には、送迎のドライバーや環境整備と
いった周辺業務も含めて色々な仕事があります。元気
な人なら 70代でも十分働けます。転職してくる人も
大歓迎です。私たちは、基本的な知識や技術を習得す
る『介護職員初任者研修』を無料で受ける場を提供し
ています」
　こう話すのは、法人内で改革を推進してきた理事・
事務局長の森重勝さんです。特別養護老人ホーム、デ
イサービスセンター、訪問介護事業所などを通じて介

全職員に年 2回の面談
悩みを解決し離職防止

好事例施設⑧
社会福祉法人ライフ・タイム・福島（福島県福島市）
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「好事例施設のマネジメント⑧　社会福祉法人ライフ・タ
イム・福島」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/13938682

＊この記事は2020 年 11月 30日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記
事を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

森重勝さん

社会福祉法人ライフ・タイム・福島　理事・事務局長

できることであれば手助けをしてあげます。辞めない
でもらうためにはこうした丁寧な対応が重要です」
　50代や 60 代、70 代の人たちは、親や配偶者の介
護を抱えて悩んでいることがあります。そうすると「フ
ルタイムでの働き方は難しい」「朝と夜の勤務は厳しい」
といった人がでてきます。そういう場合にも、法人内
でその職員の働きやすい職場に異動させることで、離
職しないで済む環境を提供しています。

　50 代、60 代で介護の世界に入ってきた人たちは、
まずは介護助手として入浴や着替え、食事のサポート
などを担当しています。「入浴のお手伝いは大変」と思
う人がいるかもしれませんが、入職まもない人には風
呂上がりでぬれた髪の毛を乾かすドライヤー係を担当
してもらうことで、負担感を軽くしています。
　このほか、ショートステイやデイサービスの利用者
の送迎、施設内での誘導、話し相手、建物の管理や修
繕、植栽や除草といったものがあります。いわゆる「介
護の周辺業務」といわれている仕事です。例えば、日
曜大工が趣味の人には、車いす修理や新型コロナウイ
ルス感染症対策の透明アクリル板のパーテーションや、
夏場には施設のテラスにミストシャワーなどの製作を
依頼しています。元々持っている技能を活用すること
は、その人の働きがいにつながるからです。
　「この施設で働いてもいいよという人が補完し合っ
て、3人で 1人の業務ができるようにしています」
　介護と関わりのない世界から入職した人は、まず有
給で 1週間～ 1カ月間、職場の見学だけをしています。
何もわからない現場で、すぐ、あれもこれもと働かせ
たら、パニックを起こしてしまうからです。
　「仕事が早ければいいんですか？　介護といっても多
様な職場があります。その人に合った職場に配置する
ことが重要なのです」
　もちろん、同時に生産性の向上や効率化も進めてい
ます。手書きの業務日誌を廃止し、タブレットによる
音声入力やチェック方式で記録するように改善したり、
掃除ロボットを導入したりと積極的にテクノロジーを
取り入れています。

　処遇や研修、福利厚生によってモチベーションを上
げ、人材育成をしていくことも大切だといいます。

仕事が早ければいいのか？
その人に合った配置が重要

　例えば、処遇面では毎年、非常勤職員でも昇給があり、
ボーナスも夏は 20 日分、冬は 25 日分を支給してい
ます。こうした処遇をしても、法人の人件費比率は事
業費の63％程度で、採算分岐点とされる65％を下回っ
ているそうです。
　人件費や研修費を捻出するための財政基盤づくりと
して、国や県、社会福祉協議会などの補助金や助成金
の活用は必須だと指摘します。法人では、申請書作成
のために専任の担当者を配置し、戦略的に動いていま
す。これまで車両 40台以上のほか、大型入浴機械や
省エネ改修工事なども助成を受けて購入・設置してい
ます。社会福祉協議会からは、新規採用した場合、職
場定着支援として就労支援金や家賃補助もあります。
補助金や助成金の年間総額は約 4700 万円で収入の約
5％を占めています。
　加えて介護報酬の加算があります。
　「職員の人数を増やすだけでなく、介護報酬の加算が
得られるように入職後に資格の取得を目指してもらう
ように促すことも経営にとって大切です」
　例えば、入職当初は周辺業務を中心に介助をサポー
トする仕事をしている人でも、その後に専門的な研修
を段階的に受け、「介護福祉士」などの資格を取得して
もらえれば、介護の質向上だけでなく、介護報酬の加
算が受けられるからです。
　こうしたマネジメントを続け、95％を超える稼働率
で施設を運営できるようになるためには、三つの支持
が必要だと指摘します。
・職員の支持
・利用者と家族の支持
・地域の支持
　「施設やサービスを提供する『地域の支持』を得られ
れば、口コミで利用者が来ます。利用者は職員を見て
います。だからこそ、職員を大切に育てられれば質の
高い介護福祉サービスを提供でき、必ず地域に還元で
きると思っています」

職員の処遇改善の原資は
稼働率アップと補助金
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地域のシニア活用と繰り返す改善は車の両輪
　社会福祉法人八生会の特別養護老人ホーム「梅香の里」は、地域のアクティブシニアを「アメニティスタッ
フ」として雇用しています。利用者と若手職員のつなぎ役になるだけでなく、地域住民の介護力のアップに
も寄与しています。このような多様な人材の活用には、日々の業務の改善も車の両輪として重要です。

55つのポイント
・地域が有する優位性に着目し、 その力を活用する仕組みを考える

・生活の快適性につながる仕事を切り分け、 専従職員を配置する

・定年と連動させ、介護職員からアメニティスタッフへの移行を促す

・全職員で業務を補い合う視点を持ち、 その分担について話し合う

・レクリエーションを奨励し、 職員の生きがいづくりを促す

施設概要

2007 年 3 月、静岡県磐田市に開設。全
室個室によるユニットケアを提供。専門性
の高い介護サービスの提供を目指す。特別
養護老人ホーム定員 50人（要介護度平均
3.4）、ショートステイ定員 20人、デイサー
ビス定員 35人。職員数 85人（正職員 41
人、非常勤職員44人うちアメニティスタッ
フ 9人）。職員平均年齢 42.8 歳（正職員
31.6 歳、非常勤職員 43.9 歳）

は年々厳しくなる社会環境があり、法人としてアメニ
ティスタッフという職種を新設しました。
　アメニティスタッフとは、生活の快適性につながる
仕事に従事する非常勤職員のことです。施設の清掃か
ら花壇の整備、建物の補修、利用者の送迎などあらゆ
る補助業務を担ってもらっています。60歳以上の人が
対象で、1年契約の更新制です。73歳が定年ですが、
施設長が認めた場合は 75歳まで働けます。労働時間

　磐田市はもともとボランティア活動に熱心に取り組
む人が多い土地柄でしたが、年々ボランティア人口が
減り始めていました。「梅香の里」でもボランティアが
担っていた業務（清掃、利用者の話し相手など）が回
らなくなってきていました。加えて、介護人材の確保

75 歳まで働けるアメニティスタッフ
生活の快適性につながる仕事を担う

好事例施設⑨
社会福祉法人八生会 梅香の里（静岡県磐田市）
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「好事例施設のマネジメント⑪　社会福祉法人八生会	梅
香の里」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14494008

＊この記事は2021年 12月 9日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記事
を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

頼実志歩さん

社会福祉法人八生会　「梅香の里」介護課課長

は週 30 時間未満とし、その人のライフスタイルや体
力などに応じて、仕事内容、勤務時間、勤務日数を設
定し、無理なく働くことができるよう配慮しています。
「梅香の里」で働いているアメニティスタッフは9人で、
非常勤職員（44人）の約 2割を占めています。

　アメニティスタッフの特徴は、利用者との触れ合い
があることです。利用者と世間話をしながら流し台の
掃除をする光景が当たり前になっています。介護職員
とは異なり、アメニティスタッフは時間に追われるこ
とが少ないので、利用者に呼び止められてもいつでも
応じることができ、高齢者のゆっくりしたテンポにも
合っています。「施設全体にほんわかとした温かい雰囲
気を醸し出し、利用者の快適性や満足度をさらに高め
ています」（施設長）
　また、地域に開かれた施設づくりの一環で行う防災
訓練や納涼祭といったイベントにも協力的で、地域と
の架け橋的な役割を担ってくれています。
　こうした環境は、アメニティスタッフのモチベーショ
ン向上にもつながっています。利用者にもっと喜んで
ほしいと自分の趣味や特技を生かしたレクリエーショ
ン企画を持ち込んでくれる人も少なくありません。こ
うした好循環が、アメニティスタッフの生きがいの一
つにもなる効果がでてきています。アクティブシニア
の社会参加によって、介護予防や認知症予防、さらに
は健康寿命の延伸にも役立つことを期待しています。
　「アメニティスタッフのような形で地域の住民を受け
入れていくことは介護職員の意識改革につながり、『要
介護者を預かる場』から『要介護者が生活を営む場』
に介護施設が変わっていける原動力になっているよう
に思います」（施設長）

　法人ではさまざまなプロジェクトや働き方改革を推
進してきています。例えば、「思いやり残業」というも
のがあります。定時で帰ろうとしても利用者に頼まれ
た用事は断れず、その要望に対応している間に次の依
頼がきて際限がなくなるということがあります。こう
した状況を改善するには、職員同士でカバーして定時
に帰宅する意識改革が重要です。それを後押しするた
めに週 2日の「ノー残業デー」を設置しました。
　定時に業務を終了するためには、どのように時間を

地域住民のスタッフ受け入れが
介護職員の意識改革につながる

使っていけばいいのか、どの業務を優先させていけば
いいのか、といった視点で整理するように現場に促し
ました。これが業務の効率化や切り分けに直結し、介
護職員がやるべき仕事に集中できるようにアメニティ
スタッフを増やすことにもつながりました。
　同時に、残業の主原因の一つになっていた会議も見
直しました。会議は原則 1時間以内とし、勤務時間外
に設定することを禁止し、休日の職員の参加は不可と
しました。議事録はその場でパソコンを使って音声入
力し、効率化と職員の負担軽減を図りました。

　こうした取り組みは、介護職員に変化をもたらして
います。介護施設では、多床室と個室がベースのユニッ
トタイプがありますが、多床室での運営をひきずるユ
ニットケアの施設もあります。「梅香の里」でもかつて
は館内放送で毎朝ラジオ体操を流していたそうです。
職員から疑問が持ち上がり、すぐ「ユニットケアプロ
ジェクト」が立ち上がりました。メンバーは介護職員
だけでなく、施設長、管理職、事務職員も含めた構成
にして考えました。ユニットケアの研修を始めたほか、
各ユニットにリーダーを配置し、運営をリーダーに委
ねるように変更しました。
　介護課課長の頼実志歩さんはこう振り返ります。「学
んでいく中で利用者さん一人ひとりの生活をもっと充
実させたいという意欲が出てきました。その実現のた
めには業務の見直しは不可欠で、介護職員がこのケア
をしたいから、介護職員がやらなくてもいい仕事はア
メニティスタッフにまかせたいという気づきにもつな
がっていきました」
　アメニティスタッフの積極的活用は、業務の効率化
を同時に行い、かつ継続的に取り組むことがポイント
です。介護職員が専門性の高い介護の仕事に専念でき
る環境を整え、施設全体の介護の質を向上させること
を狙いとして取り組むべきことでもあります。

週 2日の「ノー残業デー」導入
業務の効率化を考えるきっかけに

ユニットリーダーに権限移譲
ケアの向上と業務改善が結びつく
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シェアリングエコノミーで介護現場の人手不足を解決する
　「Sketter（スケッター）」は、身体介護以外の手伝いを求める介護サービス事業者と有償ボランティアを
希望する人をつなぐマッチングサイトです。徐々に全国に広まりつつあります。1日単位ですが、それが逆
に両者にとって、失敗しない人材発掘や失敗しない就職への「お試し」という利用方法もでてきました。

55つのポイント
・施設の魅力を伝え、 地域全体で支え手を掘り起こす

・資格や経験を問わない生活支援の分野で人材を活用する

・職員が対応できないことや負担に感じることを得意な人にやってもらう

・有償ボランティアへの依頼は、 目標や課題に従い作業を絞り込む

・職員と有償ボランティアは対等な関係であるというマインドセット

施設概要

2017 年 2月創業。主事業は介護福祉
に特化したスキルシェアサービス「ス
ケッター」の運営。社員数 8人。「介
護業界の関係人口を増やし、人手不足
を解決する」をミッションとし、最近
は自治体や大学とも連携しながら、介
護事業への参画を通じた地域づくりに
も乗り出している。

こと。代表取締役CEOの鈴木亮平さんは「質の高い
介護を提供するには最後まで人のサポートが欠かせな
い半面、人口が減少し人手不足になるため、介護の世
界においてもシェアリングエコノミーの考え方が必要
です」と指摘します。
　鈴木さんたちが家事代行といった生活支援系のマッ
チングサイトを調べてみると、すき間時間を利用して
有償ボランティアをしたいと考える人が日本全体で推
計 400 ～ 500 万人もいることが分かりました。プラ
スロボでは、この人たちと介護施設との接触機会を作
ることが慢性的な人手不足を打開することにつながる
と考えています。

　「スケッター」を運営する株式会社プラスロボは、負
の採用ループから抜け出したいと考える介護施設をき
め細かくサポートし、地域全体から多様な支え手を掘
り起こすことを実現しています。2019 年から有償ボ
ランティアをしたい人と介護施設をマッチングする事
業に取り組んでいます。当初は 20代の登録者が大半
でしたが、メディアで取り上げられるようになると 30
～ 50代の登録者が増えました。男女比は4対 6です。
　登録の動機で共通するのは介護の世界に興味がある

介護の世界に興味がある一般人と
介護施設が接触できる仕組みを作る

好事例施設⑩
株式会社プラスロボ Sketter（東京都港区）
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「好事例施設のマネジメント⑫　株式会社プラスロボ	
Sketter」の記事全文はこちら
https://nakamaaru.asahi.com/article/14487892

＊この記事は2021年 12月 2日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記事
を再構成したもので、2022年 8月に取材先に確認して一部情報を更新しています。

【取材をさせていただいた方】

鈴木亮平さん

株式会社プラスロボ　代表取締役CEO

　単発の有償ボランティアが介護人材の確保にどうす
ればつながるのか――。鈴木さんは「スケッターは安
い労働力を確保する場ではなく、施設の理念や運営方
針に共感してくれるファンを作る場です。そして、こ
のファンの中から長く働いてくれる職員を育てていく
ことが真の目的です。登録されているのは、このコン
セプトに賛同し、『人手不足を解消したいから誰でもい
い』といった負の採用ループから抜け出したいと考え
ている介護施設が多いです」とみています。

　プラスロボでは単なる人材マッチングに留まらない、
きめ細やかなシステムで登録施設を支えます。業務の
中から有償ボランティアに依頼する作業を切り出せな
い施設のために 70種類の作業を掲載した「お手伝い
カタログ」を用意し、その中から選べるようにしてい
ます。このカタログの最大の特徴は、施設が設定した
ゴールや解決したい課題を起点とし有償ボランティア
に依頼する作業を絞り込めることです。また、過去の
利用データをもとに、お互いが満足できるマッチング
率の高い作業を分析し、お勧めの作業として介護施設
に提案しています。
　同時に介護施設とは「この作業をまかせると、職員
はこんなことができる、施設はこう変われる」といっ
たイメージストーリーを具体的に描いていきます。職
員が対応できないことや負担に感じることを得意な人
（有償ボランティア）が代わりしてくれる仕組みなので、
職員と有償ボランティアはあくまで対等な関係です。
　このことを施設側がよく理解していないと有償ボラ
ンティアの受け入れはうまくいきません。鈴木さんは
「スケッターの導入は、経営者、施設長、現場が一体と
なって取り組む全社プロジェクトであるという意識が
必要です。現場の職員にもミーティングに参加しても

安い労働力を確保する場ではなく、
施設のファンづくりと仲間探しの場に

らいながら、このマインドを共有・理解してもらうこ
とが欠かせません」とアドバイスします。

　有償ボランティアに参加した人には、その体験を「ク
チコミレポート」に書いてもらい、サイトで公開して
います。「介護施設が可視化されることの重要性を認識
するようになると、来てくれた有償ボランティアに自
分たちの施設の良さをしっかり伝え、相手にまたボラ
ンティアをしたいと思わせるような対応を心がけるよ
うになります。それが好循環を生み、マッチング率や
満足度にも反映されてきます」
　この仕組みは、就活や親の介護施設探しの情報源と
しても活用されるようになってきました。
　スケッターに登録する有償ボランティアのモチベー
ションは相対的に高く、介護施設の対応に満足してい
れば移動時間が 1時間程度でも高率でマッチングして
います。リピーターとして有償ボランティアを繰り返
すうちにパート職員になったケースもあります。
　プラスロボでは有償ボランティアの担い手として高
校生や大学生も視野に入れています。すでに自治体や
大学と連携し、スケッターに登録した大学生が地域の
介護施設で有償ボランティアとして働く仕組みが動き
始めています。「大学生に対象を広げるのは、現場での
ボランティア経験を通して介護業界への就職を促すほ
か、ミスマッチを防ぐ狙いもあります」。また、学生か
ら家庭内クチコミが広がり、親世代を中心に地域の介
護人材を発掘することも期待できます。
　鈴木さんは「即戦力ばかりを追い求めていても介護
人材の奪い合いになるだけです。育成に多少時間がか
かったとしても、いろいろな人を受け入れていくこと
が人手不足の解消に確実につながります。それにはま
ず介護施設が地域の福祉拠点としてのマインドを持ち、
公民館や図書館のように誰でも気軽に立ち寄れるよう
な場所になることが理想でしょう」と考えています。

即戦力を求めても人材の奪い合いに。
多様な人を受け入れて育成に時間を



訪問介護員（ホームヘルパー）という仕事
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自宅での自立生活を支えるから面白い
訪問介護員　宮本慶子さん

生涯現役で働けるヘルパーの仕事に出会えた
訪問介護員　高瀬秀弘さん

あなたにもできる

　この仕事を始めたのは52歳の頃です。両親の介護経験もほとんどあり
ませんでしたが、「新しい世界を知るいい機会」と気持ちを切り替えました。
　仕事は、月曜日から土曜日、電動自転車で利用者宅に通っています。食
事や排泄（はいせつ）の介助から、掃除、洗濯、調理、買い物、着替え、
清拭（せいしき）などを30分から2時間でこなしていきます。
　「料理も自己流ですし、利用者さんの好みに合うか心配でした。でも、そ
こは発想を転換しました。利用者さんに教えてもらったり、料理サイトで調
べたりすればいいんだと考えるようにしてから、気持ちが楽になりました」
　生活援助の提供は利用者それぞれのやり方があるので難しい面もあり、
利用者の価値観を受け入れることからサポートは始まるといわれています。
　「最初から完璧である必要はないと思います。生活の場で利用者さんとの
やりとりを深めていくことで、その人の人生や生き様が見えてきて尊敬の念
に変わることも多いです」

（社会福祉法人	京都福祉サービス協会	山科事務所）

（社会福祉法人	恵友会	居宅介護事業所やすらぎ）

　家族の介護のため、「ホームヘルパー 2級」（当時）を取得し、経験を積
むために仕事を始めました。介護施設での研修の際、講師から「精神障害
者の居宅サービスの方が向いているんじゃない？」と勧められ、精神障害者
の訪問介護員をしています。
　訪問先での仕事の中心は「自立支援」です。「何でもやってあげる」ので
はなく、「一緒に行う」仕事だということが分かってきました。一緒に家事な
どを行うことが中心です。50歳を過ぎてから料理をするようになり、洗濯
や掃除などの家事をすることも苦にならなかったので抵抗はありませんでし
た。
　「実年齢より10歳は若いとよく褒められます。出かける場所があっていろ
んな人と話すことが若さを保つ秘けつだと思いますよ。いつまでも現役で働
けるホームヘルパーの仕事に出会えたのは妻のおかげです。先立たれたの
は寂しいけれど、そのきっかけを作ってくれたことに心から感謝しています」

＊この記事は2020年 12月16日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記事を、2022年 8月に再構成したものです。

＊この記事は2021年 2月26日に朝日新聞のweb「なかまぁる」に公開された記事を、2022年 8月に再構成したものです。

記事全文はこちら

https://nakamaaru.asahi.com/article/13998344

記事全文はこちら

https://nakamaaru.asahi.com/article/14187290
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介護に関する入門的研修のススメ

　介護に関する入門的研修についてさらに詳しく知りたい方は、下記のリンク
から動画「介護に関する入門的研修のススメ」をご覧ください。

　介護に関心を持つ介護未経験の方向けの基本的な知識・スキルを身につけるための研
修です。カリキュラムを修めるためにかかる時間が短いため、受講しやすい研修といえ
ます。入門的研修は都道府県及び市区町村によって実施されており、研修を修了すると
修了証明書が発行されます。

　都道府県及び市区町村の介護人材に関する窓口をお訪ねください。厚生労働省のWEB
でも、全国の実施予定の自治体やスケジュールが分かります。

　厚生労働省では、介護人材を量と質の両面から確保するため、国と地域が二人三脚で
取り組んでいます。具体的内容については、下記のURL またはQRコードから厚生労働
省のwebサイトをご覧ください。

「介護に関する入門的研修のススメ」制作協力

・Reライフコミュニティ	読者会議　北川真紀子さん、菅野千枝子さん

・株式会社ソラスト　教育事業部　専任講師　平山さゆりさん

・東京都健康長寿医療センター研究所	社会参加と地域保健研究チーム	研究部長　藤原佳典さん

・社会福祉法人江寿会	アゼリーアネックス	施設長　福原聡一郎さん

介護に関する入門的研修とは

介護に関する入門的研修の探し方

介護人材確保に向けた取り組み

入門的研修の内容を知りたい人向けのダイジェスト動画はこちらから
https://www.youtube.com/watch?v=jQg3r09fOkk

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02977.html



介護現場で活躍する人が増えることを応援！

特設サイト「これからのKAIGO」

https://www.asahi.com/ads/korekarano_kaigo

・介護人材確保に関わる最新トピックスを刻々と更新

・利用者目線で「アクティブシニア向け」「ミドル向け」

  「介護事業者向け」に情報を整理

・イベント情報も掲載

・介護施設で働く人たちのインタビューを動画で公開

・介護経験がない人も動画「介護に関する入門的研修

  のススメ」で学ぼう
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