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新人介護職員の定着促進プロジェクトの
実施に当たって

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県保健福祉部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生きがい推進局長寿介護課

　県は、いわゆる団塊の世代がすべて75歳以上となる2025（平成37）年を見据え、中長期的な視点

から昨年３月に策定した「県高齢者保健福祉計画及び介護保険事業支援計画」において、「高齢者が

健やかに長寿を楽しみ、住み慣れた地域で、愛顔（えがお）で暮らせる社会づくり」を政策目標に掲

げています。

　目標の実現に当たっては、地域で暮らす高齢者を支える在宅・施設サービス等の充実と、それらを

担う質の高い介護人材の安定的な確保と定着を進めていくことが不可欠です。

　一方で、介護サービス事業所が増加を続ける中、介護職の離職率は全産業と比較して高く、人手不

足に悩んでいる介護事業所が多い現状にあり、（公財）介護労働安定センターの調査によると、介護

職を選んだ理由や現在の仕事の満足度は、「働きがい」「仕事の内容・やりがい」が過半数を超える反面、

「職場の人間関係に問題があった」「法人や施設・事業所の理念や運営のあり方への不満」が離職する

理由の上位を占めるなど、やりがいは感じつつも職場環境への不満が離職につながっていることがう

かがえます。

　そのため、県では、今年度から、地域医療介護総合確保基金を活用し、介護関係機関等と連携を図

るとともに、「参入促進」「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」の三位一体の施策を通じて、量と

質の好循環を促すよう、介護人材の確保に向けた取組を強化することとしました。

　このうち、「労働環境の改善」に向けては、介護分野において、離職者のうち３年未満で辞める方

が３分の２を占めることに着目し、新人職員の離職防止と定着促進に向けた取組が重要と考え、（公財）

介護労働安定センター愛媛支部と連携し、県内15の介護事業所に、新人指導担当者制度、いわゆるエ

ルダー・メンター制度の導入を支援するプロジェクトを実施しました。

　本プロジェクトでは、自らも介護職に従事していた経験を持つ、産業カウンセラーの中田康晴氏を

アドバイザーとしてお招きし、介護事業所職員の皆さんの熱意とやる気をうまく引き出し、数カ月に

わたり、現場に入り、講義や面談を繰り返し行っていただきました。

　今回の取組の成果は、一朝一夕に現れるものではありませんが、誠実でプロ意識を持って仕事に取

り組み、お互いに価値観を共有し、成長する質の高いチームになっていることに気付かれるのではな

いでしょうか。

　この新たな取組はスタートしたばかりですが、今回参加した事業所の皆さんには引き続き改善、改

革に向けた取組を続けるとともに、その他多くの事業所にも参考としていただき、県内に広く波及し

ていくことを大いに期待しています。



は じ め に

　公益財団法人介護労働安定センターは、「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」（平成４年

法律第63号）に基づく厚生労働大臣の指定法人として、介護労働者の確保と雇用の安定・福祉の増進

のため、介護分野における雇用の創出や職場環境の改善等、介護労働者の雇用管理改善等に関する事

業を行っております。

　今後ますます高齢化が進む中で介護需要の拡大が見込まれ、介護人材の確保が喫緊の課題でありま

すが、新人職員の早期離職や昨今、社会的問題となっています高齢者虐待の背景にある介護現場の厳

しい処遇環境を改善するとともに職員の資質の向上を図る必要を感じています。そのため今年度、愛

媛県から委託を受け、当センターの強みである雇用管理の改善や職員の能力開発、意識の向上を図る

ため県内15事業所（東予・中予・南予各５事業所）が新人職員の定着に向けて、専門アドバイザーに

よる助言を受けながらエルダー・メンター（新人指導担当者）制度の導入など様々な職場改善に取り

組むプロジェクトを実施しました。

　職場改善の意識を高めるため、繰り返し事業所を訪問し、個別相談支援に加え、職員全体の意識を

高める全体研修及び管理者の能力を向上させるマネジメント能力向上研修、管理者のフォローアップ

面談、新人職員に対する面談を実施しました。そのポイントは①事業体のトップである経営者、管理

者の意識改革、②新人を含めた介護職員が定着するための職場改革、③制度の対象職員への個別面談

という、トップ・組織・個人に対して、それぞれ働きかける支援を行いました。

　本事業の雇用管理改善へのアプローチのツールとして、「朝礼改革」、「成長カード」、「エニアグラム」、

「100回帳」、「ホームページ作成」、「名刺の作成」、「改善提案」、「１分間対話」、「ハイタッチ」、「ストレッ

チ」等の具体的な取り組み例を活用いたしました。これらは介護事業所の雇用管理改善において重要

となる「情報共有・コミュニケーション」、「職場環境」、「評価」、「人材育成」、「法人・事業所の風土」

などの改善を進める上で効果をあげております。

　本事業における支援を通じて得られた各事業所の職場改革の取り組みが、良質で安定した介護事業

の展開と「はたらきやすさ・働きがい」を感じながら介護労働者が働けるような「魅力ある職場づくり」

の一助となるよう、本事業のまとめとして「新人介護職員定着プロジェクト取り組み事例集」を作成

いたしました。介護人材が集まり、そして定着するための雇用管理改善へのヒントとなれば幸いです。

　今後、貴事業所のますますのご発展、ご活躍を心よりお祈り申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人 介護労働安定センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛支部長　吉岡　靖展
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【朝礼改革】
　朝礼は、一日のスタートであり、職場の意思統一、情報共有、そして一体感や連帯感が感じられる
大切な場です。しかし、今回の参加事業所においても、朝礼を実施していないという事業所がありま
した。部署によっては２～３人になるような状況であっても、毎日の朝礼はやるだけの価値があると
思うのです。全員が意思を統一して同じ時間に、同じ空間で、同じ行動をとる。これがチームワーク
づくりの基盤になるのです。快適職場づくりに朝礼は欠かすことができません。
　また、今回のプロジェクトでは、腰痛対策としてのストレッチと笑顔あふれるハイタッチを、朝礼
に組み込むという提案をさせていただきました。ストレッチで、自分の心と身体のメンテナンスを行
い、笑顔でテンションを上げて、利用者への関わりにつなげていく、そんなルーティンを作って欲し
かったのです。職員の間で温度差があって、全員の実施が徹底できないという声もありました。それ
に対し、見直し研修では、厳しいことも申し上げました。「全員が笑顔で互いにハイタッチする、そ
のことすらできないような組織でいったい何ができるのですか？」と。
　介護の現場では、全員で意志を統一して取り組まなければならないことが、たくさんあります。あ
の人はやるけど、この人はしないでは、困るのです。問題の根本的な部分を解決しなければ、何をやっ
ても同じ事が繰り返されます。今回のプロジェクトで、朝礼改革のきっかけはできたようです。後は
継続することです。

【成長カード】
　新人職員を育てていくことは、どの事業所にとっても大きな課題の一つです。しかしながら、具体
的にどのような仕組みがあるのかとなると、現場のOJTだけに頼っている場合が殆どではないでしょ
うか？　きちんと指導しているつもりが、「人によって言うことが違う」などかえって混乱や不信感
を生むようなことになっていたら、何のための指導なのかわからなくなります。
　そんな状況に一石を投じるために提案したのが、成長カードの活用です。目標もないまま、その日
の業務をこなすことだけで終わってしまっていたら、仕事への意欲が低下することは明らかです。目
標を立て、行動し、達成し、認められる。この一連の流れを確実にこなすことで、次の行動意欲に繫
がります。達成した成長カードの数だけ、新人職員は、成長を実感できると同時に、事業所側は、新
人職員を育成する手順を手にすることができます。
　成長カードで、日々の目標を意識することにより明らかに仕
事への取り組みが変わってきたという声に加え、新人職員とエ
ルダー職員が面談することにより、ちょっとした悩みの相談や
不安、不満を聞くことができて、信頼関係の構築に繫がってい
るという事例がありました。成長カードに本気で取り組めば、
このような相乗効果が必ず得られるのです。

【エニアグラム】
　「こんな職員にはどのように対応していけば良いのでしょうか？」よく尋ねられる質問です。ここ
で考えなければいけないポイントは、どんなタイプの上司が指示し、どんなタイプの部下が反応して
いるのかということです。同じ事を指示しても、部下により反応は違います。十人十色とは良くいっ

たもので、それぞれの個性に合わせた指導をしていかねばなりません。エニアグラムでは人間の性格
を九つの基本タイプに分けて考え、それぞれのタイプの心の動きを探っていきます。九つのタイプ（①
改革する人②人を助ける人③達成する人④個性的な人⑤調べる人⑥忠実な人⑦熱中する人⑧挑戦する
人⑨平和をもたらす人）はどれが良いとか悪いとかということはなく、どのタイプにもそれぞれ長所
と短所があります。
　まずは自分自身の性格や行動タイプを理解し、相手のタイプを理解し、相手に合わせて関わること
です。それぞれのタイプを正確に理解するのは、時間がかかります。最初は、遊び感覚でもいいので、
職場にエニアグラムを導入し、検証しながら、いい人間関係を作るツールにしてみませんかという所
から、スタートしました。
　事業所により、取り組みにも差が出ましたが、職員と管理者側の距離感や信頼関係も影響している
ようです。個人の性格といったデリケートな部分ではありますから、互いの情報をオープンにするこ
とに抵抗はあったと思います。みんなの意見が合わないのは当然。みんなが自分と同じ価値観を持っ
ているはずがないという当たり前のことをこのエニアグラムを通して学び、それぞれの個性を活かし
て、仕事に取り組むことの意義を理解できると、組織の人間関係は、大きく改善に向かいます。

【職場全体研修】
　このプロジェクトの中心であり、全体行動のきっかけとなったのが、職場全体研修です。情報を共
有、意思統一する上では「全員参加」が最も大切なことですので、各事業所２回ずつ、参加率を重視
して夜間帯にも行いました。快適な職場づくりといったテーマの研修は、管理職が各事業所から集まっ
て行う集合型研修よりも、それぞれの職場で職員全員が参加して行う研修の方が圧倒的に効果的であ
るということを、今回のプロジェクトで改めて実感しました。研修参加者が、後日、参加できなかっ
たスタッフに報告、伝達するというのは、よく行われています。しかし、それが単なる報告だけで終
わったり、何より参加者と不参加者の間には、温度差があるので、伝わりきらないものなのです。い
くら研修で学んでも、行動を伴って実行されなければ何の意味もありません。そういった意味で、同
じ空間、同じ時間を共有することで、職員全員の温度を一気に上げられる職場内研修は実施効果が高
いのです。
　そして、職場全体研修においては、動員力にも注目したいところです。事業所が、会議や研修会へ
の参加招集をかけたときに、果たしてどのくらいの職員が参加してくれるのか？　ほぼ全員が参加す
るのか、或いは半数程度になるのか？　考えていただきたいのは、本気で職員全員に招集をかけた時、
２回に分けたら集まるのか、３回ならどうなのか、そもそも全員参加することは可能なのか？　ハイ
タッチと同じ話になりますが、「職員全員を参加させることができないような組織で、いったい何が
できるというのですか？」 本気で取り組まなければ、全員を参加させることは難しいと思います。最
初からあきらめていたら、それは組織に伝わります。号令を出す側には、それ相応の覚悟と決意が必
要なのです。ここをクリアせずして、理念共有や意思統一、連帯感や一体感など生まれるはずがあり
ません。

【新人面談・管理者面談】
　新人研修や管理職研修など、いろいろな形で研修が行われていますが、一番大事なのは、職場にお
いて実践できているか、行動に繫がっているかということなのです。今回も、職場改善をやるぞとい
う意気込みで一斉にスタートしたにも関わらず、最初の管理者面談では、やる予定だが、まだ実践で
きていないという声が殆どでした。何かを変えなければという意欲はあるのですが、日常業務に追わ

今回のプロジェクトの取り組み
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れて、後回しになってしまうんですね。管理者が本来行わなければならない「緊急ではないが重要な
仕事」ができないという状態です。しかし、こういった形で面談時間さえ設定すれば、事業所が抱え
る課題と向き合う時間ができ、行動への再決断が自然な形でできるようになっていきました。
　また、新人面談については、職場での不満や困っていることだけでなく、同僚へのねぎらいや職場
に対する感謝など、赤裸々に語っていただくことができました。それらの一つ一つに対して、共感し
たり、ねぎらいの声をかけたり、客観的な立場から助言させて
いただくような事もあったのですが、「そんな話を職場の誰か
に相談したことがありますか？」と尋ねると、やはり相談でき
ていないことが多かったのは事実です。忙しい中だからこそ、
一人ひとりと向きあう時間が必要であるということを改めて感
じました。特に、経験の少ない新人職員に対しては「この職場
で仕事をしていれば大丈夫！」というメッセージを、事業所と
してどれだけ伝えておくかということが、最も重要なのです。

総　括
　今回のプロジェクトの取り組みは、全てが、人を育てる「エルダー・メンター制度」の運用に繫がっ
ています。一連の流れとして、一日のスタートである「朝礼」は、職場に笑顔と活気とやる気を喚起
し、職員個々の信頼関係を高めるものとして。そして、エルダー・メンターとの信頼関係が築かれる
中で、「成長カード」を通してさらに対話を重ねながら、仕事を通して成長が実感できるという仕組
みを作ります。また、職場において、最も難しい人間関係づくりにおいては、「エニアグラム」を活
用し、特にエルダー･メンターは、まず自分自身の指導のパターンを知り、そして担当する新人職員
の個性を知ることで、より効果的な指導をすることができるようになることを目指していきます。具
体的提案事例の数々は、それらをよりうまく機能させていくための手段として導入していきます。
　そういった再現性の高い、シンプルなシステムを、各事業所に１つでも多く、確実に定着してもら
えるよう支援を行ってまいりました。１回だけの管理職研修で、終わってしまうのではなく、それぞ
れの事業所に出向いての研修や面談を実施することで、より現場に近い支援ができたのではないかと
思います。そして、私たちと管理職のみなさんとが、密度の濃い関わりをしていく中で、相互理解の
程度に応じて、活動の成果も上がったように感じています。
　今回選抜された15事業所の取り組みの活動実績や事例は、各地域単位で共有されました。職員が定
着するために、どんな行動を起こしたかといったことを、事業所が互いに発表し合い、共感したり、
ねぎらったりするような場は、これまでなかったのではないでしょうか？　規模の大小や職種が違っ
ても、「人を育てる」というテーマは共通であり、違いがあるからこそ、多様な視点からの気づきがあっ
たと思います。また、何といっても、私たちに集まった現場の生の声、情報、体験が、また次の機会
に活用できるのは、愛媛の介護業界にとって、貴重な財産になるものと確信しております。今回のプ
ロジェクトについては、検証を重ね、改善すべきは改善し、しっかりと次年度のプロジェクトに繫げ
ていきたいと考えております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アドバイザー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社グッドコミュニケーション
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　中田　康晴

【参加事業所】（15事業所）

地区 事　業　所　名 法　人　名 市町名 先頭頁

東予

デイサービスセンター丹原 有限会社キャンパス 西条市 6

特別養護老人ホーム寿
じ ゅ

山
ざ ん

苑
え ん

社会福祉法人寿
じ ゅ

山
ざ ん

会
か い

今治市 8

特別養護老人ホームふたば荘 社会福祉法人ふたば会 新居浜市 10

悠遊社新居浜事業所 株式会社悠遊社 新居浜市 12

老人保健施設リハ・クリネ 医療法人倬
た く

清
せ い

会
か い

西条市 14

中予

介護老人保健施設とべ和
わ

合
ご う

苑
え ん

医療法人光陽会 砥部町 16

介護老人保健施設ハピネス椿 医療法人河原医院 松山市 18

ケアサポートまつやま 株式会社クロス・サービス 松山市 20

小規模多機能型居宅介護ハウスすずらん家
け

有限会社ほくと 松山市 22

ファミリーケア垣
は

生
ぶ

デイサービスセンターいまづ 株式会社ファミリーケア 松山市 24

南予

小規模多機能型居宅介護めぐみ 有限会社めぐみ 八幡浜市 26

デイサービスえん 有限会社ケアセンター宇和島 宇和島市 28

デイサービスセンターきくぞの きくぞのケアパーク株式会社 宇和島市 30

特別養護老人ホームあけはま荘 社会福祉法人西予総合福祉会 西予市 32

特別養護老人ホーム寿
じ ゅ

楽
ら く

苑
え ん

社会福祉法人西予市野
の

城
し ろ

総合福祉協会 西予市 34

※地区ごと、事業所名を50音順に掲載しています  次頁から、プロジェクト参加事業所の
 取組事例を紹介します

【概要・スケジュール】

項　　　目 内　　　容 回数等
９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

○プロジェクト講習会 県内介護事業所を対象にしたプロ
ジェクト講習会を開催

東中南予で
各１回

○事業所選定 15事業所を選定
（東・中・南予各５）

・マネジメント能力向上研修
管理者を対象にした研修
①具体的な取組案を紹介
②中間報告、フォローアップ

東中南予で
各２回

・プロジェクト実施 マネジメント研修を受け、各事業
所がプロジェクトに取組み

・管理者フォローアップ面談 管理者、エルダー・メンターとの
個別面談

各事業所
×２回

・新人職員研修、個別面談 能力向上・職業意識向上研修
（職場全体研修）、個別面談

各事業所
×２回

○プロジェクト実施報告会 プロジェクト参加者による事例報
告、アドバイザーの講評等

東中南予で
各１回

※各事業所が取り組むプロジェクトに対し、中田アドバイザーと愛媛支部職員が随時事業所を訪問し、講習や面談等にて進捗管理・フォローを行いました

プロジェクトの概要
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事業所名 デイサービスセンター丹原（西条市）

介護サービスの種類 通所介護

事業開始年月日 平成１８年４月３日

 （もうすぐ10周年を迎えます！！）

従業員数 総従業員数……64人

 常用労働者数…28人

 （うち正社員数…12人）

併設サービス なし

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　デイサービスの朝は時間との戦いです。送迎時間の厳守もあって、会話も減りがちとなり、個々に
ゆとりのない状態でした。
　今回のプロジェクトを通して見えて来た問題点の一つは、このコミュニケーション不足をどう解決
していくかという事です。
　そこで取り組んだのが、朝礼後のハイタッチです。朝礼後にセンター長がスタッフ一人一人とハイ
タッチをしていくというシンプルなもので、最初は拒否する者も居て、一部での盛り上がりの感が否
めませんでしたが、続けていくうちに少しずつ広がっていきました。「今日もよろしく！」「行ってらっ
しゃい！：行って来ます！」「手がいつもより熱いよ？：ばれました？　ちょっと風邪気味なんです…」

「冷たい手ね：心は温かいですよ～」わずか数十秒間の何気ない会話ですが、向き合って眼を合わせ
ると自然にお互いに笑顔になるもので、とても良い一日のスタートが切れます。それだけでも十分な
成果ですが、実はもっと大きな成果が時間とともに表れるのです。会話です！　次第に量と質に変化
が出て来始めました。今まで黙々と仕事をしていたスタッフが質問をして来
てくれるようになりました。指示や伝達の際には返事だけではなく、質問や
意見が返ってくるようになりました。これは大きな進歩でした。
　デイサービスのような対人援助の場では、いつも同じやり方は通用しませ
ん。利用者様の変化を感じ取り、その時その時に必要な援助を行う事が求め
られます。ですが、自分一人で、適切な援助を行うことは不可能です。そん
な時に同僚や先輩、上司に質問や相談ができるか、話し合いの場が持てるか
どうかは、「働きやすい」「働きたい」職場だと思える大きな要因だと考えます。

◉成長カードの事例
　皆で検討を重ねた結果、今回は実施しない事に決定しました。いくつかの段階を経た上で、今後、
実施していきたいと考えています。

◉エニアグラムの活用
　スタッフ皆でエニアグラムを実施してみました。問いの意味が難しい…という声も多数ありました
が、皆、真剣に取り組みました。診断結果を聞いて「当たってる！」「○○さんと同じタイプ！？」等
と反応は様々でしたが、翌日には早速、変化が表れました。スタッフの表情がいつもより柔らかく、
愚痴が聞こえて来ない！“仕事への取組みや感じ方の違いでストレスを感じる事が多かったが、エニ
アグラムを実施してみて、個々の違
いが理解でき、違ってて当たり前だ
と思えた”という声もあり、想像以
上に相互理解に役立ったようです。
実施できなかったスタッフからのリ
クエストもあり、３ヶ月に一度のペー
スで継続していく事にしました。

◉１分間対話
　エニアグラムでの同タイプで二人１組、テーマを決めて１分間対話を行い交代で話した後、相手の
話を皆に紹介する「他己紹介」を行いました。同じタイプを組み合わせると、コミュニケーションを
取る際の、それぞれのタイプの特徴がよく分かってきます。きちっと正確に伝える組、短い時間で色々
な話題が出た組、１つの事を掘り下げて話している組、照れ笑いで会話がない組と様々ですが、「親
近感がわいた」「あの人はそんなことを考えていたんだな…と理解できた」という声が多数あがりま
したので、２週間に
一度のペースで継続
していくことにしま
した。

◉職場全体研修の効果
　研修後の大きな変化として、自分を変えていくという意識と、言葉を選ぶ意識、自分とは違うタイ
プの人と一緒に仕事をしているんだという他者理解が芽生えて来ていると感じます。実際「○○して
くれたら助かる、嬉しい」という会話を良く耳にするようになりました。また、「すみません」をな
くしていこうという動きも自然に生まれていますが、定着にはまだ時間がかかりそうで、繰り返しの
啓発が必要です。

◉成果と今後の課題
　先日の出来事です。お休みされる利用者様が多く、いつもよりフロア全体が静かな日がありました。
数人のスタッフに「午後からの時間をどう過ごすか？」と聞くと、「いつもはできないサービスで利
用者様に喜んでもらう時間にしたい！」と即答でした。そこで、普段はなかなかできない、買い物に
決定しました。驚いたのはここからです。今までだと、伝達が一部にしか行き渡らなかったり、反対
意見や無関心に対して一人一人の説得や説明を必要とする事が少なくありませんでした。ところが、
この日は、急な変更にもかかわらず、30分後には全員が把握しており、反対や、消極的な意見が全く
出ず、準備や段取りも自然に分担してやり遂げる事ができたのです。明らかに、数か月前とは変わっ
て来ているのを感じました。
　今の自分たちにできる事だけを丁寧に取り組んでいこうと決め、少ない取り組みでも十二分な成果
を実感する事ができました。今後の継続を目指します！

　   働きたい職場を自分たちで創っていこう！

 コミュニケーションが活発になり、会話が増えた♪ 
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事業所名 特別養護老人ホーム寿山苑（今治市）

介護サービスの種類 介護老人福祉施設

事業開始年月日 平成１１年４月１日

従業員数 総従業員数……30人

 常用労働者数…25人

 （うち正社員数…25人）

併設サービス ショートステイ（定員４名）

 ケアハウス（定員20名）

 居宅介護支援事業所

 在宅介護支援センター

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
特養

・各職員に朝礼改革案を募集し、できそうな案を選び実施しています。

・ 「明るく、元気にスタートができる」を目指し、朝礼後に職員、利用者とハイタッチして

　仕事を始めています。

・ 職員の“やる気”を下げない取組として、朝一番で注意せず１つ注意したら２つ誉める事を

　意識しています。

合同

・ 朝礼前に音楽を流してリラックス効果等を高め参加できるようにしています。

　横一列から円陣に変更し、皆の笑顔が見える朝礼にしています。

　

◉成長カードの事例
・ 書式をＡ４判にまとめ、目標を立てた背景や振り返りの欄を作成し進歩状況も分かるように

　しています。

　 目標設定や振り返り時など、新人職員とエルダー（２名）が頻回に話ができるように活用しています。 

◉エニアグラムの活用
　 新人職員とエルダー、上司に実施。結果を自分の取扱説明書として、各職員に配布すると共に、

　各タイプの特徴を休憩室横の壁に貼りだしています。

　エルダー、上司は各人の特徴を理解し、育成方針の参考にしています。

◉その他の取組事例
・リーダー選挙

　 投票カードをグループ職員に配布し、リーダーに選んだ職員名に○を付け選んだ理由も

　記入しました。

　 新しいリーダーにグループ職員から「自分はどのようなサポートをするのか」サポートカードを

　プレゼント♪（責任をリーダーに押し付けるのではなく、皆で協力し合えるグループにする為です）

・ 施設の思い・志・伝えていきたい歴史「Ｊ-mind」（寿山気質や心を伝えると言う意味）

　 各部署がマニュアルにはない自分達が伝えていきたい想いをまとめました。

・プロの医療福祉人「心構え６カ条実践行動」

　 全職員で職員投票をし、理事長が忘年会で表彰し、

　記念品と賞金を渡しました。

・以前からの取り組み評価

　 サンクスカードやネガティブキーワード禁止など以前から取り組ん

でいる内容を見直し、申し送りや朝礼で必要性を呼びかけています。

◉職場全体研修の効果
・ 新しい事を取り入れると、職員から必ず（いい事も悪い事も含めて）何らかの反応が返ってくるの

で次に何をしたら良いのかが、分かり易くなりました。職場を変えようと一歩踏み出すか踏み出さ

ないかで職場がどんどん変わることが楽しかったです。

◉成果と今後の課題
・成果としては始めたばかりで変化は分からないのが現状です。

　 しかし、続けていく事で自分達では気付かないような小さな変化が生まれて、「今度はこれ取り入

れたら？」「朝礼楽しいね。」と思えるワクワクする瞬間に出会えたらいいなと思っています。

 変化のない日常から

 ワクワクする瞬間へ
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事業所名 特別養護老人ホームふたば荘（新居浜市）

介護サービスの種類 介護老人福祉施設

 （定員80名　平均介護度4.1）

事業開始年月日 昭和５４年４月５日

従業員数 総従業員数……63人

 常用労働者数…52人

 （うち正社員数…46人）

併設サービス 短期入所生活介護（定員４名）・

 居宅介護支援

 在宅介護支援センター・成年後見センター

 緊急通報事業・配食サービス

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　“仕事始めの、やる気ＵＰ”・“元気な朝礼に”をスローガンに次のことに取り組んでいます。

　①朝礼後、退室時にハイタッチを行います。

　②夜勤日直者については、朝礼中の水分補給を各自で準備し行います。

　③声が小さいなど、元気が無い場合は注意後、読み直します。

　※朝礼の時間短縮については、可能か検討中です。

◉成長カードの事例
　①笑顔であいさつ

　②１日１回以上利用者と一緒に笑おう

　③その日のことは、その日の内に！

　④気がついたことは、即メモに！　

◉エニアグラムの活用
　全職員対象に実施し、自分自身の心や気持ち・感情や考え方・言動、行動の傾向について自己認識

に活用しました。

◉その他の取組事例（100回帳等）
　①全職員に名刺を作成し配布した。

　②朝礼改革について、全職員からアンケートを実施した。

　③100回帳を開始した。項目については、次の通りで今後内容については随時見直します。

　　・ 職員会・学習会の参加、奉仕デー・早朝清掃の参加、

地域ボランティアの参加、業務改善提案など

　　　 100回達成時の褒賞については、現在全職員にアン

ケート調査を実施中。

　④すいません撲滅運動を開始した。

　⑤業務改善提案の義務化

◉職場全体研修の効果
　多くの職員が参加することができ非常に好評であった。介護業界を取り巻く環境を、分かり易く説

明して頂き介護の魅力を再確認するきっかけになった。また、職場内でのチームワーク・コミュニケー

ションの在り方についても、方向性を共通認識することができた。

　今後は、微差の積み重ねを大切に、日々進歩できるように取り組みを続けていこうと気持ちを新た

にすることができた。

◉成果と今後の課題
　成果としては、職員の声が大きくなり笑顔が増えたように感じられる。また、利用者との関わり方も、

一緒に笑っていることも多くなり変化がみられるようになった。

　会議などでも、少しずつではありますが意見が出てくるなど、職員の意識に変化がみられるように

なった。

　課題としては、職員間の温度差があり、内容を取り組みに移行することに苦慮している。

　100回帳の項目内容について、職種間に差が無いようにリバランスを行う必要がある。

　朝礼の時間短縮と効率的な情報共有について、検討を必要としている。

　エニアグラムについても、実施し自己認識に活用しているが、今後は他者理解に繫がるような展開

に移行していくことが課題となっている。

　　　　   新任職員の人材育成

 職員会・学習会など積極的参加向上！

カンファレンスの風景
井上寿美子
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事業所名 悠遊社　新居浜事業所（新居浜市）

介護サービスの種類 訪問介護

事業開始年月日 平成１２年９月１９日

従業員数 総従業員数……24人

 常用労働者数…13人

 （うち正社員数…5人）

併設サービス 居宅介護支援

 サービス付き高齢者向け住宅「住んで民家」

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
取組み

・ 基本的に朝礼時間を３分以内とし管理者・サービス提供責任者・
夜勤者・早朝出勤者等で前夜・当日の申し送り事項の確認・伝
達等を行い互いが共通の認識を持つようにしています。

・ 必ず最後に「宜しくお願いします」と声を出し、ハイタッチを
実行しています。

成果

・ ハイタッチ効果により笑顔がより多く見られるようになり、職員間に穏やかな雰囲気ができたよ
うに感じます。

・利用者様への笑顔での声掛けが増え建物内が心なしか明るくなっています。
・職員の方から積極的に声が出てくるようになりました。

◉成長カードの事例
取組み

・ 成長カードを作成し20代の職員４名に実施しました。目標・コメント等をできうる限り行い短い言
葉で自由に記入するようにし、目標の明確化を心がけています。

　成長カードも含めて個人面談を行い、職員の言葉を聞くようにしています。
成果

　現在進行中の為具体的な効果は未定です。できる限り短期の目標設定を行うようにしています。

◉エニアグラムの活用
取組み

・全職員に「エゴグラム」「あなたを想定する10の質問」を実施しました。
　推薦頂いた鈴木秀子先生著の「９つの性格」より各職員の該当箇所を抜粋して配布しました。
・職員の了解のもと職員会で公開し、それぞれの感想や分析の話し合いを行いました。
成果

・職員全員が笑顔で大きな声を出しながら活発に色々と話をしていました。
　 シフト等の都合で全員が顔を合わすことや話をすることが難しい中で、お互いが共通の話題を持ち、

盛り上がった空気ができていました。

◉その他の取組事例（100回帳等）
・ 全員に自身のセールスポイントや思いを入れた一言を書いた名刺を作成し

ました。
・成長カードを作成し具体的な目標の明確化を行いました。
・ ３分間朝礼を実施しハイタッチと声出しにより、明るく元気を出せる雰囲

気作りを行いました。
・ 職員会でサ高住内の決まり事や分担等を職員全員で話し合い、確認・了解の下、決定し実施するよう

にしています。

◉職場全体研修の効果
・ 現在進行中で特筆すべき効果は未定ですが、職員からたくさんの意見が出るようになってきています。
・ 利用者様に対して笑顔での対応が増え、職員同士でもにこやかに会話している姿が多くなってきました。

◉成果と今後の課題
・成果については各項目に記入しております。
・ 今後の課題としてずっと継続していくこと、各節目には必ず評

価を行うことが重要だと考えています。
・ 当事業所だけでなく当社全体の問題として捉え全体が一丸となっ

た取組みが必要であると思われます。

◉その他
当社の概要

㈱悠遊社本社　松山市余戸南２-24-38
県下７事業所　従業員数380名
・ 社内にサービス向上委員会（従業員満足）を設け全社的に従業員の意識の向上と満足度の充実を図っ

ています。
１ ．ありがとうカード制度　毎月感謝の気持ちをカードに記入し選考により、もらった方にカードと

副賞を贈っています。
２ ．社内キャリアパス制度を設け待遇の改善とレベルの向上を目指します。
３ ．社員顕彰制度　社員による優秀社員（目標とする社員）を選定し会社として顕彰します。
４．意見箱制度　各事業所に意見箱を設け収集しサービス向上委員会が対応します。

　　   より多くの納得と満足のある職場を目指したい

 以前より多くの笑顔が見えるようになりました
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事業所名 老人保健施設リハ・クリネ（西条市）

介護サービスの種類 介護老人保健施設

事業開始年月日 平成１１年１０月２３日

従業員数 総従業員数……66人

 常用労働者数…37人

 （うち正社員数…33人）

併設サービス 短期入所療養介護・

 通所リハビリテーション

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　朝礼前のハイタッチでの挨拶を実施しました。職場に入った後の気持ちの切り替えができ、笑顔で
同僚と接することができたとの感想があるほか、その後の会話が増えたとの意見がありました。施設
長自ら行うことで、明るい雰囲気作りができたと思います。
　反面「性格上自分はそんなガラじゃない」との意見もあったことは事実です。

◉成長カードの事例
　全職員で成長カードを実施しました。12月末までは２週ごとに実施・評価。１月以降は１か月間と
しました。面談時間がとれず、目標をもって仕事にあたるという内容になったため、一人一人の悩み
を受け止めることができませんでした。１月末よりは短時間での面談時間をとり悩みの共有に努める
ことにしました。
　成長カード開始時はプロジェクトの定着目的の為また、職場内研修後でもあったため、「『すみませ
ん撲滅』や『ハイタッチ』を頑張る！」などの目標を掲げる職員が多かったですが、徐々に専門性の
高い目標を掲げる者や、人不足で多忙となる中、「笑顔を忘れない」「利用者の身になって」という目
標を掲げる者もいて頼もしさが垣間見えました。
　デイケアの運転手さんでさえも「利用者さんに合った送迎」を目標に杖置きを手作りするなどして
くれ、職員もプロジェクトの実施意義を感じたようでした。

◉エニアグラムの活用
　エルダーとなる職員が自身の性格を確認し合いました。他は全体研修などで参加した個々が確認し
たようでしたが、プロジェクト中は特に活用までには至りませんでした。

◉その他の取組事例（100回帳等）
　主に実施したものは「ハイタッチ」「すみません撲滅」「成長カード」でした。全職員で取り組むことが、
今後に生かされるはずと信じて取り組みました。
　「成長カード」はエルダー４人（事務長・部長・ケアマネ・相談員）が全職員４グループに分けて担当し、
実施・評価。「指導や指摘を行わないこと！」に注意しつつも、職場内が「やる気」「元気」「明るく」
できるように助言すべく月１回４人の話し合いの場を持ち報告し合いました。
　カードが形式的になっていないかという不安が毎回あったほか、カードの回収だけに躍起になる、
またうわべだけの助言や注意書きのような評価となっていないかを確かめ合いました。最終チェック
の施設長より、「学校の先生になるな！　指摘はいらん！」と注意も受けました。
　実施していく中で、生々しい悩みを聴いてこその「成長カード」だと思い、今後はしっかり面談し
ていきます。
　悩みの中に、明るく元気な職場となるヒントがあると信じています。

◉職場全体研修の効果
　毎月勉強会を開催していますが、２回にわたった研修では
非常勤者含めほぼ全職員の出席がありとても有意義でした。
　プロジェクトの実施前に研修をしてもらったことで、「ハイ
タッチ」や「成長カード」を実施継続できるものとなったと
考えられるほか、プロとしての職業意識づけとなったと思わ
れます。

◉成果と今後の課題
　若い介護職員が、「皆よく頑張るわ～。私もヘルペスになったけど、復活！　がんばりますよぉ～。」
と、同僚に声掛けしている光景を目にしました。また、年末年始の休みを取らず、「助けに来たよぉ～」
と働きに来た職員も…。「やったぁ～。じゃあ頑張ろう！」と少ない職員で利用者の業務にあたりま
した。
　「職員が少ないせいで利用者の希望や話を聞くことができないのはイカン。なんとかしないと、と
は思うが…」と、部長や介護主任は毎日悩んでいます。
　今いる職員の長時間労働も何とかしてあげないといけない
ほか、やはり新規職員を獲得しないといけません。

　今回のプロジェクトの成果が今後どう表れていくかわかり
ませんが、今いる職員の絆の深さを感じることができたのは
大きな成果であると思います。

 職員不足に悩む慌ただしい雰囲気

　　　　　   皆で助け合う職場

友近しおり
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事業所名 介護老人保健施設とべ和合苑

 　　　　　　　　　（砥部町） 

介護サービスの種類 介護老人保健施設

事業開始年月日 平成１１年１１月１日

従業員数（併設サービスの 総従業員数……65人

従業員数含む） （役員、派遣、委託、日直含まず）

 常用労働者数…58人

 （うち正社員数…58人）

併設サービス デイケア、訪問看護、居宅

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　全体朝礼（毎週月曜日）で、半ば集合してきたころから全員が集まる
ころにかけて、ストレッチ体操を実施するようにしました。

◉成長カードの事例
　成長カードは全員で取り組むこととし、取り組むスパンはシフト勤務を考慮し月単位としました。
毎月、３目標以内で各自が月初めに目標を設定し、月末にエルダーが評価します。
　成長カードと100回帳をセットで一人１ファイルを作り、所定の棚に
常時置くようにしました。職員ならだれでも自由に閲覧できるようにす
るとともに、各自の目標を各職場の日誌ファイルに掲載し誰がどんな目
標に取り組んでいるかわかるようにし、目標達成に向け皆でバックアッ
プするようにしました。
　目標については、仕事の事はもとより、健康面や生活面（ダイエット、
禁煙等）についてもよいこととしました。

◉エニアグラムの活用
　全員の性格を、エニアグラム、エゴグラムで判定し、各職場の日誌ファイルに掲載し公表し、職場
の仲間の性格を知り接し方や指導方法に役立てました。

◉その他の取組事例（100回帳等）
（100回帳）

　毎年４月末時点で100ポイントたまっている社員について表彰を行うこととしました。
　ポイントについて、成長カードの目標達成はもとより、研修への参加、突然の勤務交代、地域活動
への参加など、人の為になること、人ができないこと、人の嫌がることなど、上長が認めたものをポ
イントにすることとしました。

（全員に名刺を配付する）

　組織への帰属意識を高めることを目的として、全員に名刺を持たせました。費用面を考慮し手作り
の名刺で勘弁してもらいましたが、手作りならではのオリジナルな工夫を盛り込むことも可能です。

（すみません撲滅）

　普段何気なく使ってしまう「すみません」をやめ、本来の意味の「あ
りがとう」「申し訳ございません」「お願いします」をきちっと使うよう
努力する事としました。
　ポスターの掲示を行い、お互いに指摘しあうことで意識を高め、だん
だんと「すみません」が減り、素敵な言葉の「ありがとう」が増えて、
明るい職場になることが期待できます。

（全員面談）

　普段話すことが少ない社員一人一人と、じっくり対話の時間を持つため、毎年行っている年度末の
個人面談の中で今回の取組の感想を聴き、今後のさらなる改善についての参考にしました。

（ホームページの作成）

　当施設が所属する医療法人光陽会としてのホームページを作成することとし、利用者へのアピールは
もちろん、求職者への呼びかけも盛り込んだ内容になるよう、年度末完成を目指して現在作成中です。

（ウェルカムボード）

　本日訪れてくれる、お客様、ボランティア、講師の皆さんへ感謝の気
持ちを込めて「いらっしゃいませ」「よろしくお願いします」など、一言
添えて玄関先に置きます。

◉職場全体研修の効果
　職場全体研修により、今回のプロジェクトの意義を全員に理解しても
らうことができました。
　また、職場全体研修直後より、成長カード、100回帳等の取組を開始
するようにしたため、さしたる戸惑いもなくスムーズに実施に移れました。

◉成果と今後の課題
　まだ始めたばかりなので目立った成果は見られないが、先ずはスタートできた事が第一の成果です。
今後、どのような成果がみられるか楽しみです。
　課題としては、定着させるために、楽しみながら取り組めるよう職場の環境づくりをすることです。

◉その他
　今回のプロジェクトに参加させていただきありがとうございました。
　来年度以降、入社してくる新人のためにこの取組みをより良いものにしていきます。

   継続して働きたくなる職場づくり

 明るい職場で楽しく働き続けることにより次第に個人の能力も向上する
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事業所名 介護老人保健施設ハピネス椿（松山市）

介護サービスの種類 介護老人保健施設

事業開始年月日 平成１６年１月８日

従業員数 総従業員数……32人

 常用労働者数…28人

 （うち正社員数…23人）

併設サービス 通所リハビリテーション、

 訪問介護

 短期入所生活介護、居宅介護支援

 認知症対応型共同生活介護

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　各事業所で朝礼後にハイタッチやストレッチ等を実施しています。ハイタッチ等の実施は今までに
したことがなく戸惑いもありましたが、管理者や主任が率先して声掛けを行う事で現在はスムーズに
実施できています。実施後には、職員さんに笑顔が見られる事が多くなり、仕事に対するやる気も上
がってきたように感じます。また、それを見ていた利用者様にも
笑顔が見られる事もあり、職場内の雰囲気が明るくなりました。
しかし、管理者や主任が欠席の日には、実施できていない日もあ
るため、継続実施ができるように努めていきたいです。

◉成長カードの事例
　新人介護職員さん（入社１～２年目）を対象に実施しています。各ユニットのリーダーと新人職員
さんの関係で行っています。１週間を目途に必ず達成できるような小さな目標を設定して実施してい

ます。成長カードを取り入れる事でコミュニケーションする機会も増え、どちらの立場の職員さんも
いい刺激になっているようです。１週間に１回、評価を行う事で仕事に対する気づき・意識を高める
事ができています。また、本施設以外の事業所にも新人職員さんは在職されているので、全事業所で
実施ができるように早急に体制を整えて実施していく予定です。

◉エニアグラムの活用
　平成27年12月中に２日間実施した職場内研修後にエニアグラムの資料を各職員さんに配布して、
各自で自分がどのタイプになるか実施してもらいました。実施した職員さん間では、自分がどのタイ
プか教え合う事が見られました。エニアグラムを実施した職員さんは少なく、全員実施していないた
めデータは取っていません。現在はエニアグラムの活用までに至っていないため、今後の活用に向け
て検討していきたいと思います。

◉その他の取組事例（100回帳等）
　朝礼後のハイタッチやストレッチは、現在も実施しているため、今後も継続して取り組んでいく予
定です。成長カードについても、体制をしっかりと整えて実施していく予定です。その他の改善につ
いては、どのような部分で改善していくか検討中の段階です。具体的には、100回帳を実施してみよ
うという提案が出ているので、実施に向けて現在行動しています。簡単な事から改善に取り組んで施
設をいい方向に変えていけたらと思っています。

◉職場全体研修の効果
　平成27年12月中に２日間職場内研修を実施して頂きました。２日間とも18時半からの開催だった
のですが、約８割近くの職員の方に出席して頂きました。職員の能力向上・人間関係の理解と醸成・
職場意識の向上・ストレスマネジメント等による研修を実施して頂き、職員皆さんのモチベーション
アップに繫がったと思います。外部の方を招いた研修は、あまり開催した事が無かったので、今後は
研修の機会を多く取り入れ、職員さんの知識や技術の向上に取り組んでいきたいです。

◉成果と今後の課題
　今回のプロジェクトに参加して、改善のために実施できていない所が多くありました。朝礼改革や
成長カードにおいては、新たな取組みとして実施できてきています。しかし、このままではいけない
という気持ちは施設長をはじめ、管理者等も感じています。
　今後の課題としては、冬期・夏期休暇等を取り入れて年間休日を増やしたり、福祉用具や機器の導
入を図り働きやすい環境作りをしたりして、施設全体の改善に力を入れていこうと思います。それに
伴って、介護職員の定着率を上げていけるように努めていきたいと思っています。

　　　　   笑顔が少ない職場環境

 少しずつではあるが変化の兆しがある
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事業所名 ケアサポートまつやま（松山市）

介護サービスの種類 訪問介護

事業開始年月日 平成７年４月１日

従業員数 総従業員数……50人

 常用労働者数…50人

 （うち正社員数…20人）

併設 サービス　デイサービス・訪問看護・訪問入浴・児童デイサービス・

居宅介護支援・特定相談支援・グループホーム・小規模多機能居宅介護・

看護小規模多機能居宅介護と来住・朝生田・西野・和気の４拠点17事

業所で事業展開している

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
☆ 腰痛改善体操…毎日の出発前に体操（訪問

入浴）

☆ ハイタッチ運動…ミーティング時に行って

いて、より前向きに仕事ができます（訪問

看護など）

◉成長カードの事例　
☆ 中堅職員（入職１年半、介護福祉士）の事例

　 （写真は38回目の面談のやり取り）

◎面談でコミュニケーション量UP！

◎ 予定を相談して決定、書く事でする事が目に

見える！

◎上司も部下もお互いの成長へ！

面談の回数を重ねる事が大事と感じます。

新しい入職の方にも、この仕事の良さを体験し

て有意義な仕事をして欲しい

◉その他の取組事例（100回帳等）

☆ 事業所にウエルカムボードを設置。お客様や職員からも「い

いね！」と好評。

他の事業所でさらにできる事を始めています！！

☆スタッフとの更なる関係つくり…声掛けを増やす

☆ 改善提案の義務化…研修ノートの書式を改良、提案ができる

欄を設けた（訪問介護）

☆ 報告の仕組みの改善…携帯電話アプリで簡単に報告できるよ

うにした。普段よりも報告量が増えた（訪問入浴）

☆ 「すみません」撲滅運動…「ありがとう」「助かった」の言葉

を意識して出しています（訪問看護）

（「すみません」と言ってしまったら、笑顔で「ありがとう！」

と言い直すことも）^o^

◉職場全体研修の効果

☆管理者も、参加したスタッフも刺激になった

☆自分の振り返りができた。

☆自分が変わる為のヒントをもらえた。

（２日間で40名の参加、対話の大切さ、介護の仕事の魅力

を再確認できた）

◉成果と今後の課題
成果： 「出逢えて良かった」という事業部理念の再確認…利用者へだけではなく、職員や地域の方に

対しても「出逢えてよかった」と感じられる動きになっている。

課題： 成長カードをもっと広げ、介護の魅力を日々感じ、ここで働いて良かった…という職場作りが

今後の課題。これからが始まり、変われる職場を作っていきます。

 職員と話し合う時間を取れていなかった

　　　　  成長カードを導入でき、改善できた！

曽田　　信
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事業所名 小規模多機能型居宅介護ハウスすずらん家

 　　　　　　　　　　　　　　　（松山市）

介護サービスの種類 小規模多機能型居宅介護

事業開始年月日 平成１９年１月４日

従業員数 総従業員数…17人

 常用雇用者…17人

 （うち正社員数…10人）

併設サービス なし 

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
・毎朝、申し送りの後、理念を声に出し確認しあい、目標に向かい輪を深めています！！

◉成長カードの事例 
・目標：「笑顔を10回いただきましょう」 

・ 目的： 利用者様、ご家族、職員、全ての関わりのあ

る方々に、10回の笑顔をいただける職員を意

識します。

◉その他の取組事例（100回帳等）
・基本理念の浸透を図り、行動規範に基づいたプロ集団を目指しています。 

・ 理念と10の意識カードを作成して、全職員に配布し、職員全体の士気を高める工夫と努力を行っ

ています。 

・ ４ＤＡＳ＝フォーダス（認知症高齢者に対する効果的な機能訓練）と理念を融合させ、職員＆利用

者様の笑顔を応援します。

 

◉職員全体研修の効果
・ 介護をする側の意識、仕事の魅力を改めて再確認することができた研修で、２時間という時間があっ

という間に過ぎました！

　ちょっとした意識改革のヒントが満載で「構えなくても取り組める」ことがわかりました。

・特に、やる気が出る、元気が出ることばは印象的でした！

◉成果と今後の課題
・ 小規模多機能型居宅介護の職員として元気、親切、誇りを持って働くことの大切さを実感すること

ができました。

・ 今回、プロジェクト開始初年度研修に参加させて頂き、数多くの事業所の中から選んで頂いた事

はとてもありがたく、今までこつこつやってきた事が実績として評価されこれからの励みになりま

した。

・「継続は力なり」をモットーにこれからも進化し続ける「すずらん家」でありたいと思っています。

   働く場所としての「すずらん家」をもっと快適に！

 朝礼改革、成長カードを通じた一人一人のコミュニケーションがより活発になりました

・ありがとう
・頑張ってますね
・おめでとう	
・うれしい
・助かりました

南條　智子
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事業所名 ファミリーケア垣生デイサービスセンター

 いまづ（松山市）

介護サービスの種類 通所介護・介護予防通所介護

事業開始年月日 平成１７年９月１日

従業員数 総従業員数……12人

 常用労働者数 …12人

 （うち正社員数…10人）

併設サービス 訪問介護・グループホーム・居宅介護支援

※隣接サービス：サービス付き高齢者向け住宅・短期入所生活介護事業所・

認知症対応型通所介護事業所・福祉用具貸与、販売事業所あり。

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　① 毎朝ストレッチ体操により始業。取り組み始めて約

３ヶ月が経過し、習慣として取り組めるようになっ

てきました。

　　職員の声： 「自然と笑顔になれるのでいい感じです。

最初はやらされている感じでしたが、今

はやらないと始まらないなといった気持

ちです…（笑）」

　② 時間短縮をはかるためその日に必要な申し送り事項

のみ口頭伝達とし、その他はノート確認としています。情報の共有や見落としなど今後の課題と

なりますが、改革に向けて皆奮闘中です。

◉成長カードの事例
　週の始めに朝礼にて、エルダーより成長カードの目標を発表し、全職員への周知を心掛けました。

　事例①：（ 目　標 ）利用者様のお名前を覚える。

　　　　　（取 組 み）名簿をよく確認して、その都度お名前をお呼びしてお話しするように努めました。

　　　　　（ 評　価 ）A評価・名前をよく覚えており、声掛けもよくできるようになってきました。

　事例②：（ 目　標 ）レクリエーションで利用者様が楽しめるようにする。

　　　　　（取 組 み）行事などもあり積極的に盛り上げました。

　　　　　（ 評　価 ） B評価・レクリエーション以外の業務においても積極性がややみられるように

なってきました。

◉エニアグラムの活用
　全職員がエニアグラムの回答をできていませんが、法人内の15名程が回答しました。公表はしてい

ません。回答した職員同士が、結果について意見交換しています。職員の交流のきっかけになってい

ると感じています。

◉その他の取組事例
　① 新人教育の充実をはかる為、エルダー・メンダー制度を導入し

ています。今プロジェクト開始以前より教育体制の一つとして

取り組んでいましたが、研修日誌に加え新たに成長カードを導

入し、新人職員が目に見えて成長していく過程を確認すること

ができるようになりました。また職員同士のコミュニケーショ

ンを密にはかるため、対話を重視するようになりました。

　② 朝礼時間短縮を目指しています。必要な申し送り事項以外、時

間短縮を行いスムーズに業務に入れるよう努めています。

◉職場全体研修の効果
　全体研修に参加した職員は、18名でした。参加率は、法人内従業者の約20％でした。各事業所か

らの参加はできており、参加した職員が各事業所において研修内容を周知するようにしました。朝礼

時のストレッチ体操や成長カードの導入以外、研修内容の話題など会話には出てきていますが、効果

は実際に実感できていないのが現状です。

◉成果と今後の課題
　今プロジェクト開始期に比べ、個人差はありますが笑顔が多くみられるようになりました。また職

員同士の声掛けや挨拶など、より丁寧にできるようになってきました。朝礼改革においては限定的な

改革に留まっているため、今後は法人内の事業所全てにおいて取り組んでいく予定です。朝礼の時間

短縮によって、個人の責任において情報の確認が必要になってきたため、情報の確認不足や情報共有

ができていないことが今後課題として挙げられます。職員同士の声掛けや意識改革を今後も促してい

きたいと思います。

　また新人教育制度での成長カード終結期の設定やエニアグラムの活用、中堅職員における教育制度

などの見直し、研修制度の在り方及び研修参加率の低位、そして定着率の課題も残されています。

　職員が孤立しないためにも、普段から職員同士コミュニケーションを図る事を大切にし、風通しの

よい職場環境を整備していく必要があります。今回のプロジェクトによって起こった火種を消さない

よう、職員が一丸となって改革を継続していきたいと思います。

 新人職員定着の伸び悩み及び離職率の増加

　　　   新人職員の教育制度が充実
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事業所名 小規模多機能型居宅介護めぐみ（八幡浜市）

介護サービスの種類 小規模多機能型居宅介護

事業開始年月日 平成１８年１０月１日

従業員数 総従業員数……13人

 常用労働者数…12人

 （うち正社員数…１人）

併設サービス 通所介護

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　現在の朝礼のあり方に問題意識はないのですが、スト
レッチ運動（職場内研修で習った腰痛予防ストレッチ）
を取り入れ、身体も心もリフレッシュして笑顔で一日の
勤務のスタートになるよう努めています。

◉成長カードの事例
・成長カードの活用
　① 新人職員とエルダーさんが相談して目標を決定し

ました。
　② 全職員に公表し、申し送りノートにはさみ、気づ

いた点を記入してもらう方法で毎日誰か（特にそ
の日のリーダー）が評価を行いました。

　③ １週間の経過の後、本人評価、エルダー評価、介護主任評価、管理責任者評価を行いました。

　結果： 新人の成長だけでなく、全員が同じ目標で勤務ができました。平成28年の全スタッフの目標
にも職場内研修の成果が出ていると思います。

◉エニアグラムの活用
　エニアグラムが十分に活用できているとは言えませんが、各自が自分はどのタイプなのかを認識し、
スタッフ・利用者もそれぞれタイプが違っていることを認め合って、コミュニケーションを取るよう
努力しています。

◉その他の取組事例（100回帳等）
・「スミマセン」「ゴメンナサイ」を言わない。
・行事、催し物など主体的に取り組む。
・ 16：30以降（通所利用者が帰宅した後）

の時間の使い方を工夫する。
・ 「アリガトウ」を利用者・スタッフに伝

える。

◉職場全体研修の効果
・コミュニケーションの重要性がわかった。
・ 介護職が生涯現役、新しい３Ｋの仕事であることがわかり、安定性・将来性のある職業を選んでい

てよかったと思えた。
・ 感情のコントロールの大切さがわかった。感情は自分が作り出すもの。６秒の間で怒りをコントロー

ルしたい。
・ 深呼吸ストレッチ。うすさま明王様へのお願いをしながらの掃除、「そわかの法則」の実践など続

けています。
・とても分かりやすい講義で楽しかった。何かひとつずつ実行して職員の変革に取り組みたい。
・ 事業所を訪問してもらい、その日の勤務者は個別面談を受けました。研修の内容を思い出し心が安

らぐ面談でした。

◉成果と今後の課題
　新人だけでなく、全員が職場改革への意識を高める機会になりました。
　介護の基本であるコミュニケーションも単なる会話ではなく、ちょっとしたテクニックや意識で相
手の心に寄り添うコミュニケーションになることを学びました。
　高まりつつある意識が希薄になることなく維持し、活力のある職場にしたいと思います。

◉その他
　自宅を改造し、「最期まで地域の中で暮らせること」を目標に毎日支援を続けています。職員も利
用者も一つの家族のような暮らしぶりができるよう努めています。

 離職率は低いが、職員の平均年齢が51.6歳と高く、職場がマンネリ化している

  生き生きとした活力のある職場にする

坂本　孝子
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事業所名 デイサービスえん（宇和島市）

介護サービスの種類 通所介護

事業開始年月日 平成２４年１０月５日

従業員数 総従業員数……13人

 常用労働者数…５人

 （うち正社員数…４人）

併設サービス 訪問介護、居宅支援、福祉用具、

 サービス付き高齢者向け住宅、家政婦紹介所

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況

～元気のある朝礼にするための取り組み～

　朝の挨拶のマンネリ化を防ぐため、５パターンで毎日を生き活き始めよう！
　月曜日・『全員で５分間掃除』
　　　　　『通常朝礼』
　火曜日・『心を込めて握手で挨拶』
　水曜日・『全員で５分間掃除』
　　　　　『笑顔で挨拶、ありがとうございました唱和』
　木曜日・『ペアを組んでお互い何かを褒めあい心地よくなる挨拶』
　金曜日・『全員で５分間掃除』
　　　　　『周りの数名とイェイの掛け声でハイタッチ挨拶』

◉成長カードの事例　～福祉用具貸与事業所の新人に成長カードを発行する～
　① 商品を覚えて選定する難しさを楽しく学べる仕組みを

作る。
　② ご利用者の介護度や状態が変わった場合、用具が適正

であるか再検討できているか？
　③ 営業先を先輩とペアで訪問し、その後馴染めている

か？
 
◉エニアグラムの活用について
　～デイサービスに取り入れてみました～

　①どのタイプの人か分かるように壁に貼って特徴を覚える。
　②チームワークで動いているので、効果が出やすいと思います。

◉その他の取組事例（100回帳等）　
　① 今までもポイント制でしたが、100回帳

は成果が見え効果的だと思います。
　② 100回帳の規約とポイント捺印事例を作

成しました。
　③ 全てに捺印されると、４月に現金５万円

が春の賞与として支給されます。
 

◉職場全体研修の効果
　①皆が前向きになったように感じています。
　②朝の朝礼に笑顔が溢れだしています。
　③一体感が出てきています。
　④皆が発信してくれるようになりました。

◉成果と今後の課題
　変化させながら、常に新鮮で明るい職場を目指します。

 スマイル溢れる元気のある会社にするプロジェクト

　   内にも外にも笑顔を発信できる人になろう！！

　　　土居　恒三
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事業所名 デイサービスセンターきくぞの（宇和島市）

介護サービスの種類 通所介護

事業開始年月日 平成１６年７月３日

従業員数 総従業員数……28人

 常用労働者数…13人

 （うち正社員数…６人）

併設サービス 居宅介護支援・訪問介護

 福祉用具貸与

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　夕礼改革実施→職員からの意見がでやすい雰囲気作りや司会進行の工夫をしたことで、活発な意見
交換や仕事に対するアイデアの発言が増えてきています。
　夕礼の終わりに、当日の決まりごとの実施と、翌日の決まりごとの発表をします。
　この取組みの積み重ねで「お疲れ様でした。」とみんなが顔を合わせ、笑顔であいさつできるよう
になり、仕事で辛いことがあっても翌日に持ち越さず、明日への気持ちの切り替えになっています。

◉成長カードの事例
【事例１】

　（ 目　標 ）利用者様に合った食事介助を行う。
　（ 行　動 ）利用者様と同じ目線で介助する。
　（コメント） 目標を決め、直ぐに行動ができていたこと、食事介助で

の効果が見られてきたこと、大変素晴らしいです。
【事例２】

　（ 目　標 ）送迎時、家族や近所の方に気持ちの良い挨拶をする。
　（ 行　動 ）先に笑顔で気持ちの良い挨拶をする。
　（コメント）気持ちの良い挨拶をすると、自分自身も気持ち良く、やる気がわいてきますね。

◉エニアグラムの活用
　エニアグラムを活用したことで、自分自身を見直す機会となり、また、職員全員のタイプが把握で
きたことで、気持ち良く、スムーズに仕事ができる為の職員同士の声掛けができるようになり、コミュ
ニケーション不足が少しずつ解消され、連携が円滑になってきたと感じています。
　エニアグラムを参考に来年度は、個人の能力を活かせる業務分担ができそうです。

◉その他の取組事例（100回帳等）
　①ハイタッチをしよう
　②ねぎらいの声掛けをしよう
　③１分間対話をしよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　④すみません撲滅運動
　⑤アイデアを出そう
　⑥ストレッチ体操をしよう
　⑦きらり人を投票しよう
　⑧ありがとうの朗読
　⑨相手の良いところを一言
　⑩自分プレゼンテーション
　毎日の取組みは、リーダーが率先して行い、みんなを盛り上げていくことで、職員のやる気が向上し、
表情や言動も明るく活発になっていき、職場環境が少しずつ改善されてきています。

◉職場全体研修の効果
　研修前は、職員から仕事の悩みが多く聞こえていたが、研修後は、介護の仕事の大切さ、素晴らし
さを改めて感じ、自分たちが、「何をやるべきか」を考えられるようになり、仕事に誇りが持ててき
たと思います。
　職員からは、「中田先生のようなユーモアな研修は初めてでした。」「楽しくてあっという間に２時
間が過ぎました。」と嬉しい感想が多く、まさに、感謝・感激・感動の新
３Ｋの研修です。
　今回、職員全員が同じ研修を受け、心に残ったものは、それぞれ違うか
もしれませんが、確かに言えることは、自分たちの職場は、自分たちで良
くしていく、魅力ある職場にする為に全員で一歩前進できたことです。

◉成果と今後の課題
　エルダー・メンター制度（成長カード）を直近で入社した職員のペアで行うことが、エルダーにとっ
ては、自分自身の業務の見直しができたことで、仕事の質が高まり、メンターにとっては、相談しや
すいことで、仕事が丁寧に行えるようになり、何より対話の時間を持つことで、メンタルケア効果も
あり、相互作用で嬉しい結果に結びついてきています。
　今後の課題としては、成長カードの評価の時に、他の先輩職員にアドバイスがもらえるようなしく
み作りを考えていき、職場全体で、新人職員を育て、また先輩職員も共に成長できる職場環境を作り
たいです。
　　　　　　　　　　　　　
◉利用者様とのふれあいの時間を多く持つ為に取り組んでいること
　利用者様とのふれあいの時間を多く持つ事を考え、介護ソフトのフル活用を目指しています。
　一番の活躍アイテムは、タブレットです。パソコンより簡単、紙より便利なタブレットを使用して
ケア記録を入力しています。タブレットで入力した記録は、パソコンに
自動で転送され、事務作業が軽減されます。また、リアルタイムに利用
者様の状態の共有、知りたい情報を直ぐに確認でき、職員間の情報共有
の支援を担っています。
　今後も記録時間を短縮しながらも記録の内容は充実させ、利用者様へ
のサービス向上と事務処理の効率化を進めていきたいです。

  職員間のコミュニケーション・連携不足

 職員同士の声掛けが増え、職員の表情も明るく、職場に活気がでてきた
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事業所名 特別養護老人ホームあけはま荘（西予市）

介護サービスの種類 介護老人福祉施設

事業開始年月日 平成２１年４月１日

従業員数 総従業員数……85人

 常用労働者数…64人

 （うち正社員数…59人）

併設サービス デイサービス

 ケアハウス

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　見守り不足などの理由から、朝礼ができなくなって数年が経過。各部署での引き継ぎ（申し送り）

等が朝礼の代わりでした。

　全体研修終了後から、各ユニットで出勤時にハイタッチを行っています。出勤者と出会うたびに笑

い声や明るい声があちらこちらで聞こえるようになりました。

　２月１日、事務所では朝礼を再開し、本日の予定等を報告し合うようになりました。

　２月15日、施設全体での朝礼が再開。基本理念の確認や、本日の個人目標、ハイタッチなど、これ

までの朝礼とは一風変わった内容となっています。

◉成長カードの事例
　12月21日からスタートし、各ユニットで目標を掲示することで、

ユニットの全職員が共有することができ、新人職員のできた事を報

告し合えるようになりました。

　４月に入職した職員が指示待ちをしている事が多かったのです

が、成長カードを通じて目標を設定し、実践していくうちに、自ら

考えて行動できるようになっています。

　上司からのコメントも徐々に増え始めています。

◉エニアグラムの活用
　全体研修前に、全職員がタイプ判定をいたしました。研修終了後、タイプ別に集まり、座談会を実施。

これまでのイメージとのギャップや、新しい気付きもあった様子でしたが、多くの職員からは、自分

のタイプ判定に確信がもてたとのことでした。

　施設で「９つの性格」の本を購入し、時間がある時に読んでもらっています。また、各部署で職員の

タイプ分けした表を掲示しています。グループワークの組分け方法にも取り入れてみたいと思います。

◉その他の取組事例（100回帳等）
　すみません撲滅運動に取り組んでいます。「すみません」を「ありがとう」や「ごめんなさい」等

に置き換える事で、今まで「すみません」と言っていた80%が「ありがとう」に置き換えられ、笑顔

も増えています。「ありがとう」の言葉が増え、コミュニケーションが円滑になりました。「すみませ

ん」という言葉がしみついているのか、「あ、またすみませんって言った」と笑い声も多々聞かれます。

笑い声が増えてそれはそれで良い結果ではないかと思っています。

◉職場全体研修の効果
　怒りの感情が湧き立ってからの魔の６秒と言われる

間に深呼吸をすることで、接遇の改善がみられました。

また、落ち着いた行動ができるようになり、利用者様

も穏やかに生活できるようになりました。

　行事等でもチーム力を発揮し、盛り上がりました。

　職員間のコミュニケーションが良くなり、日々の業

務でも感謝の言葉、労いの言葉も増えています。

◉成果と今後の課題
　新しい事を行おうとすると、決まったように温度差

が生まれなかなか継続ができない中、誰にでもできる

簡単な方法で職場内に活気が生まれています。象徴的

な事としては、１月に発足した“やりがいアップ委員会”

があります。この委員会は、希望者で構成され主任や

管理職は立ち入り禁止。勤務内容や接遇など職場環境

を幅広く見つめ直し提案して行きます。朝礼も“やり

がいアップ委員会”が企画し再開しました。それぞれの仕事に自信を持ち、職場に愛着が生まれ、周

りを巻き込みながら良い関係の輪が広がるイメージが膨らみます。

　今後は、現場力を上げるためにも、職員一人ひとりの小さな積み重ねが実る環境を維持し、変化を

取り込める関係作りができればと思います。できる者だけが伸びるのではなく、隠れ者を作らない、

誰もが主役になれる職場作りがしたいと思います。

　　　　   チーム力を上げよう！

 明るい雰囲気の中から感動が生まれる
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事業所名 特別養護老人ホーム寿楽苑（西予市）

介護サービスの種類 介護老人福祉施設

事業開始年月日 平成１６年４月１日

従業員数 総従業員数……50人

 常用労働者数…42人

 （うち正社員数…32人）

併設サービス 短期入所生活介護（介護予防）　

 通所介護（介護予防）

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　① 連絡事項や報告事項終了後に朝礼出席者全員でスト

レッチを行い、その後、ハイタッチを行ってから、各

部署に戻って業務を行っています。

　② 継続して行うことで、全職員が同じ目標に向かって取

り組む事を意識し始めているように感じます。

　③職員同士が、笑顔で業務に入れるようになりました。

◉成長カードの事例
　①全職員（１回のみ実施）

　　・ 二人一組になり、１分間スピーチで自分の目標を相手に伝え、その内容をカードに記入し相手

に名前を記入してもらい提出します。

　　・提出された成長カードは、いつでも閲覧できるようにしました。

　　・ 10日後、どのような行動をしたかを記入し、相手にもコメントを記入してもらいました。

　　・リーダーに提出した後は、誰もが閲覧できる様にしました。　　

　②５年未満の介護職員（継続的に実施中）

　　・エルダーと相談しながら目標を成長カードに記入し提出します。

　　・新人職員の成長カードを全職員が確認し、必要に応じてアドバイス等を行いました。　　　

　　・ 10日に一度、新人職員は、どのような行動をしたか記入し、エルダーにコメントを記入しても

らいます。また、次回の目標をエルダーと相談しながら新たなカードに記入します。

　　・両方のカードをリーダーに提出した後は、誰もが閲覧できる様にしています。

◉エニアグラムの活用
　① 全職員に「あなたを想定する10の質問」の用紙に記入してもらい、自分はどのタイプなのかを確

認してもらいました。

　②全職員から用紙が提出された後、９つのタイプについて説明を行いました。

　③ 誰でも確認できるよう、全職員のタイプを一覧表にし、成長カードと共に閲覧できる様にしました。

　④ その後、自分のタイプや他の職員のタイプを知ってもらうことで、自分自身がストレスをためる

ことなく、職場の人間関係が作れるようになれば良いと思っています。

◉その他の取組事例
　①１分間対話　

　　・ 職員会議などでグループを作り、その中で二人一組となり、問題・課題・目標とかを１分間対

話でそれぞれの意見を出してもらった後、その内容をグループで記録して提出してもらってい

ます。

　②HPの更新

　　・ 地域の皆さんには、介護現場の様々な様子をお伝えする事ができています。

　　・ ご家族の皆さんには、利用者様の苑での様子を見てもらえるようになりました。

　　・ 求職者の方へ、介護の魅力をアピールし働いてみたいと思えるような情報を発信しています。

　③ウエルカムボード

　　・来苑者や新人職員を心からお迎えしています。

◉職場全体研修の効果
　①介護の魅力を再確認することができました。

　② 知識・技術を身につけたいという目標を持って仕事に対して前向きに取り組めるようになりました。

◉成果と今後の課題
　① 朝礼時にハイタッチを行うことで、苑内に笑顔や笑い

声が響くようになり、清々しい気持ちで業務に入れる

ようになりました。

　② 新人職員に介護の魅力（感謝・感激・感動）を伝える

ことができる職員を育てていきたいと思います。

　　   改革の発展途上です

 目標に向き合うことができるようになりました
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あとがき

　本事業の実施にあたり、数多くの事業所の皆様には、業務多忙にもかかわらず、

熱心にご相談いただきました。心より御礼を申し上げます。短期間のご支援となり

ましたが、魅力ある職場づくりの一助となれば幸いです。

　今回のプロジェクトに参加した事業所の取組みが一過性に終わらないよう、また

新人職員の定着に向け、フォローアップしたいと考えています。

　今後とも、介護労働安定センターの業務遂行にご協力をお願い申し上げますとと

もに、皆様のますますのご発展をお祈り申しあげます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公益財団法人 介護労働安定センター

愛媛支部長　　吉岡　靖展

公益財団法人 介護労働安定センター愛媛支部
〒790-0001　松山市一番町１丁目14-10　井手ビル４階

TEL　０８９−９２１−１４６１

FAX　０８９−９２１−１４７７

問い合わせ先
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