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株式会社スターコンサルティンググループ

〜カイゴの力で日本の未来を元気にする〜

東京都港区浜松町1-27-9トラスト浜松町ビル６F TEL 03-6432-4020  スターコンサルティング 検索

２０２０年度 介護経営オンラインカレッジ 管理者養成コース

第3回定例会
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時間 内容

13:00〜13:30

【はじめに】【振り返りテスト】

スターコンサルティンググループ
伊谷 俊宜・近藤麻耶

13:30〜14:30
【第一講座】「 介護施設マネジメント～人材定着のために～」

スターコンサルティンググループ
伊谷 俊宜

14:30〜14:40 【休憩】

14:40〜15:40
【第二講座】「 忙し現場でもできる！早期育成のポイント 」

スターコンサルティンググループ
近藤 麻耶

15:40〜15:50 【休憩】

15:50〜17:00

【事例発表・本日のまとめ・宿題発表】

☐本日の講演内容について、どのように実践していくか、各テーブルの仲間と共に

ディスカッションしていただきます。

☐本日の講座のまとめと、次回までの宿題を発表いたします。

☐宿題の内容は次回、各チームでシェアをいたします。

スケジュール
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１．素直・プラス発想・勉強好き

２．長所を見つける

３．Give & be Given

４．目標に日付を入れる

５．できない理由を探さない

６．価値観の違いを楽しむ

７．７２時間ルール

８．夢を持つ！

介護経営オンラインカレッジ 「８つの約束」
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NOTE

4
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株式会社スターコンサルティンググループ
経営コンサルタント 伊谷 俊宜

介護施設マネジメント
～人材定着のために～

第一講座
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講義の目的

【１】管理職として「経営・運営」スキルを身につける

☆ 管理職になった瞬間に、目線が上からになり信頼を失う方がいる

☆ 職員から嫌われてしまうことを恐れて、「指導」ができない

☆ 管理職のストレスで、やめてしまう人もいる

☆ 現場で培ったスキルが、そのまま管理職として役立つケースは多くない

☆ 管理職としての「基本」を知り、「練習」することが必要

【２】部下・後輩の「教育スキル」を身につける

☆ 部下を定着させ、一人前に育成するのは管理職の重要な役割

☆ 報酬が下がるなか、限られた人数で最大限のパフォーマンスをみせる

必要のある介護現場では、「プロの育成」が極めて重要

☆ しかし、職人的指導では、人は育たない

【３】魅力的なリーダーを目指す

☆ リーダーは「やり方（技術）」より「あり方（マインド）」が大事
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2021年改正情報
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２０２１年改正は小幅な見直し？２０２１年改正情報

◯利用者の自己負担割合の引き上げ

◯要介護１、２の訪問介護・通所介護の総合事業への移行

◯ケアマネジメントの自己負担化

◯介護予防インセンティブ

通所介護「ADL維持等加算」

◯総合事業の対象者拡大（要介護認定者も含む）

◯総合事業の価格弾力化

◯有老・サ高住の行政による現状把握と関与強化

見送り

継続協議

◯病床削減で「看取り強化」が必須

◯通所は「認知症対応」「医療対応」「自立支援」がキーワード

◯科学的介護（VISIT，CHASE）の推進

大きな流れ

社会保障費は
抑制したいが

メスを入れられない状況？
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検討継続 低迷するアウトカム評価算定率
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検討継続 低迷するアウトカム評価算定率
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2021年介護報酬改定を構成する４つの柱

地域包括ケアシステムの推進 自立支援・重度化防止

介護人材の確保・介護現場の革新 制度の安定性・持続可能性の確保

2021年改正情報
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⚫ 科学的介護、アウトカム評価が重点課題となる中、ＣＨＡＳＥやバーセルインデックス

を活用し、これらをいかに推進するか、踏み込んだ加算の創設が必要ではないか。

⚫ 現在の報酬体系では、要介護度が改善した場合、報酬が減ってしまうとともに、アウト

カムを評価する加算も単位数が少なく、必ずしも事業所のインセンティブにつながって

いるとは言えない状況。

⚫ 自立支援・重度化防止の観点から、要介護度の改善につながる質の高いサービスの取組

を評価し、事業所においてインセンティブが働くような介護保険制度の持続可能性を高

める仕組みの構築が必要ではないか。

⚫ 介護度の改善を評価する仕組みは、制度の持続可能性の観点からも重要ではないか。

⚫ 介護報酬上、要介護度が上がると区分支給限度額が上がりサービスを多く使えるため、

要介護度が上がることを望む方が見受けられる。今後、自立支援を進める観点から、要

介護度が改善することに対するインセンティブを考える必要があるのではないか。

⚫ 自立支援や重度化防止の取組は何を目指すものかについて、共通認識を持って議論を進

められるようにする必要があるのではないか。

⚫ アウトカム評価の検討の中で、クリームスキミングによる利用者のサービス利用への影

響を検証した上で検討する必要があるのではないか。

⚫ 自立支援・重度化防止の観点から、ケアマネジメントが重要となるが、中立・公平性に

ついて検討が必要ではないか。

⚫ 介護保険は新規参入者を減らし、かつ一度要介護になった方もできるだけ改善させるこ

とが必要であるところ、介護側だけでなく、医療側の視点も重要なのではないか。

自立支援・重度化防止
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【一般介護予防事業等の推進】

⚫ 一般介護予防事業等による介護予防の取組を推進していくことが必要。特に住民主体の

通いの場の取組について、一層推進していくことが必要。このため、通いの場の類型化

等を進めるとともに、参加促進を図るための取組を促進することが重要。

⚫ 通いの場における取組をより効果的・継続的に実施するため、専門職の効果的・効率的

な関与を図ることが必要。

⚫ 通いの場の取組を、地域支援事業の他の事業とも連携して効果的に実施することが必要。

【総合事業】

⚫ 総合事業について、高齢化の進展に対応し、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り

組む観点から、より効果的に推進し、地域のつながり機能を強化していくことが必要。

⚫ 現在、事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで

受けていた総合事業のサービスの対象とならなくなる点について、本人の希望を踏まえ

て地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、弾力化を行うことが重要。

⚫ 住民主体の多様なサービスの展開のため、有償ボランティアに係る謝金を支出できるよ

うにすることや、人材確保のためのポイント制度等を創設するなど、総合事業の担い手

を確保するための取組を進めることが必要。

自立支援・重度化防止 令和元年 12 月 5 日社会保障審議会介護保険部会資料より抜粋
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自立支援・重度化防止

【介護予防に資する住民主体の通いの場】

① 体操や趣味活動を行い、介護予防に資する市町村が判断する通いの場であること。

② 通いの場の運営主体は住民であること。

③ 通いの場の運営について、市町村が財政的支援（地域支援事業など）をおこなって

いるものに限らないこと。

④ 月1回以上の活動実績があること。

通いの場の定義

通いの場を
増やすことで
介護保険給付を
抑制したい！
その先に…
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自立支援・重度化防止

財政制度分科会（令和元年10月9日開催）資料より抜粋 通いの場を
増やすことで
介護保険給付を
抑制したい！
その先に…
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自立支援・重度化防止

第89回社会保障審議会介護保険部会（令和元年12月27日開催）資料より抜粋
通いの場を
増やすことで
介護保険給付を
抑制したい！
その先に…
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自立支援介護

科学的介護（根拠ある介護）による自立支援の強化と重度化防止

検討継続
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要介護３以上！

介護給付を
いずれは要介護３以上に
限定する！

今回は見送られたが… 今後の法改正の行方
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財務省財政制度分科会（平成27年10月9日開催）資料

介護保険給付を
中重度者に
重点化する観点で
要介護１・２を
地域支援事業へ

今回は見送られたが… 今後の法改正の行方
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外部環境

１）上がり続ける有効求人倍率

１．介護人材を取り巻く外部環境

東京都などは
１人を約７社で

奪いあっている状態
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外部環境

２）依然と高い水準の離職率（15.4％）※他産業平均14.6％
（令和元年介護労働実態調査より）

１．介護人材を取り巻く外部環境
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外部環境

３）介護人材は、５年後に約３４万人不足するといわれている。今後、未経験者、外国人

などがさらに増える（増えなければならない）と推測されている。

１．介護人材を取り巻く外部環境
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外部環境

４）介護業界の人件費高騰 ※平成30年度介護従事者処遇状況等調査結果より

１．介護人材を取り巻く外部環境
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１．リーダー（管理職）とは？

１）経営はトップで９９％決まる

➀トップが変われば、経営も変わる

②運営トップ（施設長、リーダー職）の意識が変われば、現場も変わる

③現場は、トップの意識を映す「カガミ」

「うちはできないヤツばかりだ！」⇒自分はできていますか？

「うちのスタッフは挨拶をしない！」⇒自分が挨拶していないのでは？
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１．リーダー（管理職）とは？

２）管理職のポジション

経営者の役割

⇒社会・地域への貢献「こんな未来をつくりたい！」

⇒「理念」の実現

⇒会社の安定・成長・永続化

⇒変化への柔軟な対応（朝令暮改もある！）

⇒雇用の創出

⇒社員の待遇改善

経営・・・会社の「未来」をつくる

現場の役割
⇒介護のプロを目指す

⇒お客様の満足をつくる

⇒お客様の悩みを解決する

⇒保険制度を順守して業務をおこなう

運営・・・会社の「いま」をつくる

管理職＝経営者&運営者

理想的な「運営」のために上司を動かす

理想的な「経営」のために部下に理解させる
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１．リーダー（管理職）とは？

３）管理職として必要なこと

☐ 経営者と運営者のバランス感（どちらにも偏ってはいけない）

☐ 運営トップとしての知識・技術（＋上司の使い方）

☐ ミニ経営者としての知識・技術（＋部下への伝え方、部下の動かし方）

☐ リーダーとしての「あり方」（姿勢や意識）
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２．管理職の「あり方」

☆「やり方」より「あり方」が極めて重要！

例えば、同じ法人で、同じ教育を受け、同じ方法で施設マネジメントをしているのに、
マネージャーによって違う結果が出るのはなぜでしょうか？

マネージャーとしてのあり方（姿勢・意識）に違いがあるからです！！

◆やり方はテクニック！勉強し「やろう」と意識すれば誰でもできる

◆あり方は人間力！謙虚さがないと難しい

＜管理職に必要な人間力＞

☐ 無知の知

☐ 感謝（気持ちと言葉）

☐ 管理職としての自覚（意識と行動）

☐ 自責で考える習慣
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２．管理職の「あり方」

１）「やり方」より「あり方」が極めて重要

＜あり方とは＞

➀よりマクロの「善」（自分⇒チーム⇒社員⇒会社⇒地域⇒社会）で考える

②目の前で起こることを自責（自分の役割、自分の落ち度）で考える
※他責（環境のせい、会社のせい、社長のせい）はダメ！
×「競合が出てきた」
×「報酬が落ちた」
×「◯◯が紹介してくれない」
×「スタッフを採用してくれない」
×「社長が具体的に指示してくれない」

③長期的視野・客観的視点で考える

④数字で語る

⑤常にネアカで、プラスメッセージを発信する
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２．管理職の「あり方」

２）しかしながら、「やり方」も大事！

◆「自己流」でやってしまう前に、「メソッド」をしっかり身に着け実践する！

◆ 守・破・離で実践！

「守は下手、破は上手、離は名人」

３）客観的視点と長期的視野を持つ！

守 型、技を身につける段階 ※セオリーを身につける段階

破 他の教えにも触れ発展させる段階 ※セオリーに逆らってみる段階

離 独自の新しいものを確立する段階 ※自分のオリジナルを作る段階

◆その時々の感情（自分にとっての正否）で判断しない！

◆何かを判断するときに、必ず「客観的に見てどうか」「将来につながっているか」で

判断する。

例）現場の「人が足りない」という声に対応する際、その実情に共感できたとしても、
新規採用することで、利益が落ちて、昇給・賞与が下がるなど、スタッフの長期的
デメリットになることもある。感情で動くのではなく、客観的、長期的視点で判断する！
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２．管理職の「あり方」

４）「あり方」のヒント

➀ 天職発想

② 長所進展

③ カガミの原理

④ 過去オール善

⑤ 自分への投資

⑥ 素人であり続けるプロの姿…常にお客様の立場で、ものを考える

⑦ 迎え三歩・見送り七歩…相手への敬意を態度で表す

…目の前の与えられた仕事に夢中になってとにかく一生懸命やる

…自分の長所（得意なこと）をどんどん伸ばす

…他人の自分への態度は、自分の態度を反映している

…過去を否定せず、未来を創る努力をする

…環境は常に変化しているため、受け身では順応できない
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天職発想

目の前の与えられた仕事に夢中になって一所懸命にやりましょう。こ
のことは、自分の使命を果たすことになります。
たとえ嫌だと思う仕事であっても、断らず逃げずに、挑戦することで、
お客さまから支持される能力が身についてきます。どんな仕事でも天
職と思って、常にプロ意識を持ちましょう。プロ意識がつくと、プロ
としての行動や癖づけができ、仕事が楽しくなります。

長所進展

これは経営だけではなく、職場の同僚・先輩や家族など自分を取り巻
く人に対しても良きところ、持っているもの、出来る事を見ていこう
というのも、長所進展の考え方の一番重要なことです。
さらに、自分自身に対しても、自分の長所、得手を伸ばしていく考え
が大切です。

カガミの原理
１）他人の自分への態度は、自分の他人への態度の反映である。
２）人に好かれようと思ったら、まず自分から相手を好きになること。
３）人には優しく接する、特に相手が弱っているときはそうすること。

２．あり方のヒント

４）「あり方」のヒント
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過去オール善

私たちは過去を否定せず未来を創る努力に集中します。
失敗はよい、しかし絶対に同じ失敗はしないようにしましょう。
過去はオール善です。ですから、失敗を恐れずチャレンジしてく
ださい。しかし失敗したら、その失敗から学びましょう。同じ失
敗を繰り返すと信用を失います。同じ失敗を繰り返さないために、
論理的に理解し、身体で覚え、癖付けします。

自分への投資
理想の年収の３％が成功のためにするべき自己投資額だとしてい
ます。１千万プレイヤーになりたい人なら、年間３０万円を自己
投資に割けばいいということです。

素人であり続ける
プロの姿勢

「知っている」という事と「分かっている」事を勘違いしている
時、プロにあるまじき凡ミスは生じやすいように思います。プロ
にとって最も天敵であろう「慢心」がそこに生まれる隙を創りま
す。

迎え三歩、見送り
七歩

サービスが横柄になりやすいのは、特に帰り際だと思います。最
後の印象（余韻効果）を大事にする努力をしてください。余韻効
果は「またその人に会いたい」と思わせ、お付き合いが継続する
きっかけになります。第一印象は初頭効果といい、後まで支配す
るのでもちろん大切ですが、最後の印象がもっと大切だというこ
とです。先人たちは「お迎え３歩（分）、お見送り７歩（分）」
と言っています。

２．あり方のヒント
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２．管理職の「あり方」

５）「あり方」チェックリスト

管理職としての行動

常に「プラスメッセージ」を発信している

マイナスメッセージ（グチ・不平・不満・
文句）を封印している

何でも「自責」で考えることができる

不機嫌にならない

所在不明にならない

業者に対し、横柄な態度をとらない
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２．管理職の「あり方」

５）「あり方」チェックリスト

部下コミュニケーション

相手のために叱っている

「答えは１つではない」ことを意識している

上司からの指示を部下に伝えるときは、「目
的」を添えて説明している

自分の考えは何度も伝えている
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２．管理職の「あり方」

５）「あり方」チェックリスト

業務方法

仕事をかかえこまない
（明日、急に異動を命じられても、対応でき
る仕組みができている

定時で帰る日と、残って仕事をする日とメリ
ハリをつけて仕事をしている

お客様に対し、「サービスの対象」として
ではなく、「人」として接している
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３．管理職として身につけるべきこと

１）事務処理から逃げてはいけない

☐ 基本ソフト（Word・Excel・PowerPoint）の操作

☐ 請求・記録ソフト

☐ タイピングスピード（寿司打）

☐ 事務スタッフの気持ち（不満）に共感できる（安易に事務に仕事を押し付けない）

２）働くルールを知る

☐ 会社のルール

（残業、出勤、退勤、賞与、研修、欠勤、年休、代休、振休、慶弔関連、遅刻、解雇）

☐ 就業規則に再度目を通しておく

☐ 社会保険（雇用保険、年金、健康保険、介護保険）

☐ 事務スタッフの気持ち（不満）に共感できる（安易に事務に仕事を押し付けない）

３）手帳を上手く使う

☐ まずは手帳を買う！持ち歩く！何度も見る！

☐ 自分にアポイントをとる！（終わったら消す）

☐ 上司（社長）の指示をうけた瞬間や、「やろう」と思った瞬間に工程を考える
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３．管理職として身につけるべきこと

４）１日の使い方

☐ その作業をする時間をきめる

☐ 最短時間で、効率的に実行する（こもることも、時には重要）

☐ そのために、現場スタッフにしっかり伝え、理解を得る

５）所在不明・業務不明はNG

☐ 関係者全員に、必ず以下を伝える（伝わったことが、伝えたこと！）

◆行く場所 ◆戻りの時間 ◆連絡手段 ◆引き継いだ相手

☐ 自分の「いまの業務」を、まわりに伝える

６）話し合いの場づくり

☐ 「即答」、「一問一答」は避ける（急いでいる場合をのぞく）

☐ 回答は必ずする（回答がないと、不信感が高まる）

☐ その場で回答しない場合は、いつ回答するか明確にする

☐ そのために、何か問題があった場合の「話合いの場」を決めておく
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＜職場での習慣＞

□朝早く出勤し、必ず全てのセクションに顔を出して挨拶をしてまわる
□朝礼を大事にし、職員に勇気を与えるメッセージを送る
□朝礼では、自分の１日の行動を発信する
□自分のデスクには、３０分以上続けて座らない
□席を立つときは、事務所のスタッフに行き先を言ってから立つ
□電話（たとえ内線電話でも）は誰よりも丁寧に対応する
□誰かに声をかける時は、かならず名前を呼ぶ
□名前を呼ぶときは、呼び捨てにしない。“さん”づけする
□大きな声で話す（ボソボソと話すと自信がないように映る）
□会話を終える時は、どんな内容でも最後に「ありがとう」とつける
□職場の仕組みを誰よりも熟知する
□仕事を自分で抱えず、周囲のスタッフに“役割”を与えている
□入職したばかりの職員がいたら（例えパートでも）、１週間毎日声を
かけ続ける

□イベントの時は、率先して着ぐるみやコスチュームを着る
□他法人を例に出すときは、具体的に話す。「他の施設はできるんだか
ら、うちもできるはず」といった話し方は絶対にさける。

＜日常的な習慣＞

□２紙以上の新聞に目を通す
□ビジネス書を、最低月に２冊以上読む
□１年に４回は、一流の講演を聞く
（職員に語りかけるときの技術を学ぶ）

□自分より上の経営者を相談相手に持つ（自分がいつまでも成長する
ためには、自分以上と思える方と付き合うべきです）

□話題の場所やお店には、誰よりも先に足を運ぶ（なぜ、話題なのかを
考え、施設の運営に生かす）

□ファッションに気を使い、自分がどう見られているかに注意を払う
□健康管理を徹底する（メタボリックはダメです。）
□同業者で成功しているところには、無理をしてでも見学に行く

□業者に対しては横柄な態度をとらない
□帰る際には、必ず全セクションに顔を出して「お先に」と挨拶する。
（人知れず帰らない）
□１日１回は必ずメールを開く
□職員から相談されたことには即答する。即答できなければ、いつまで
に回答をするかを必ず答える

□職員から聞かれたことは、メモをとれるように手帳を持ち歩く
□各ユニットやDSのイベント、催し、業務を忘れぬよう、全ての情報を
１冊の手帳で一元管理する

□全職員の誕生日を手帳に書き、その日に「おめでとう」を伝える
□出張の際には、土産を忘れない。
□若手職員、女性職員と意図的に交流する場を設定する
□週に２回以上は、利用者と一緒に食事をする
□現場の飲み会を、若いスタッフに企画させ、そこに参加する
（最低１万円以上はポケットマネーからお金を出す。役職手当とはその
ためのもの）

□数値目標を明確にしている
□しつけ・マナーのできない職員はその場で注意している。

＜女性中心の職場ならではの習慣＞

□３ヶ月に１度、１対１で話す機会をつくる
□聞く８割、話す２割を心がける
□「できない」と言われたら「どこまでできるか」を聞く
□マイナスの感情を吐露されても、絶対に否定しない。最後まで
聞く

□不機嫌で、職員を威圧しない
□「○○さんから聞いているよ。頑張っているようだね。」という
ように、他者のコメントをうまく利用してほめる。

３．管理職として身につけるべきこと
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第一講座まとめ

☑ 管理職（リーダー）のポジションを知る！

☑ 「やり方」ではなく「あり方」が重要！

☑ テクニックではなく、人間力を身につける！

☑ 「時間管理術」を学び、自分のものにする！

☑ 組織の「潤滑油」を心掛ける！

☑ 平凡な人材を「非凡な人財」に育てる仕組みをつくる！
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第二講座

忙しい現場でもできる！
早期育成のポイント

株式会社スターコンサルティンググループ
経営コンサルタント 近藤 麻耶

40
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急速に進む少子高齢化と労働人口の減少。

１．介護現場の“未来”を考える
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私たちの働き方は、今後どう変えていくべきなのか？

国が目指していることは・・・

未来予測のキーワード

多様な人材

中高年齢者

介護ロボット・ICT

生産性向上

子育て層

若者（未経験者）

外国人材

１．介護現場の“未来”を考える
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□無資格・未経験者は当たり前

□より多くの子育て層が活躍

□ 60代、70代が現役として活躍

□外国人人材が増え、国際色豊かに

□ 働き方も人それぞれ

介護業界の近未来 私たちの働き方はどう変わる？いや、どう変えるべきか？

Technology（≒効率化） Diversity（≒多様化）

□ICT化で見守り負担軽減

□ICT化で記録時間の削減

□ケアプラン作成にAIを導入

□オンライン会議

□オンライン研修

これが日本のスタンダードになる。ということは・・・

これらが実現できないと選ばれる介護施設にはならない！

１．介護現場の“未来”を考える
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現場リーダーの仕事は

これからはTechnology（≒効率化）×Diversity（≒多様化）の時代。

現場の業務を徹底的に効率化し

多様な人材が
働きやすい環境を整えること

次回講義のテーマ
「業務の効率化」

今回のテーマ
「新人教育のポイント」

多様な人材に活躍してもらうには
初期教育がとても重要です！！

１．介護現場の“未来”を考える
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このような時代の流れをふまえて、介護現場の新人教育に求められていることは？

無資格・未経験者でも無理なく習得できるような工夫が必要。（ハードルを下
げる）

指導内容の平易化

早期育成

フォローアップ

ワーク

上記の3点で、皆さんの職場の課題、または取り組んでいることは何ですか？

指導内容の平易化 早期育成 フォローアップ

とはいっても、現場は人手不足で忙しい。1日も早く一人立ちしてもらう工夫
が求められる。

技術面・メンタル面ともに、手厚いフォローが求められる。

２．新人教育の考え方
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現在の内定ライン

条件レベル１

条件レベル２

条件レベル３

条件レベル４

条件レベル５

従来の内定ライン

☐介護福祉士
☐リーダー経験あり
☐接客に慣れている

高

低

この部分を
埋めるために
教育体系の
構築が必要！

☐無資格
☐介護現場経験なし
☐接客経験なし
☐ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが苦手

従来と同じようなレベルの人材確保は難しい！

２．新人教育の考え方
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教育の４ステップ

理念・コンセプト・行動原則を理解

技術・知識を“アタマ”で理解

OJTで技術を“カラダ”で習得

専門職を目指す

新
人
教
育
（
１
〜
３
ヶ
月
）

専
門
教
育

ここが大事

教育プログラムで最も大切なのは、階段をイメージすること！

３．教育の４ステップ
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「施設の方向性」を統一するために

OJT定期面談

入社時研修 マニュアル

配属後の
オリエンテーション

法人・施設としてのコンセプトや
正しい行動、判断基準などは
OJT以外にも伝えられる場面は色々！
皆さんはどの場面で伝えていますか？

３．教育の４ステップ
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どのような場面・方法で伝えている？ 浸透させるために工夫していることは？

施設・法人の一員として正しい「意識と行動」について、皆さんはどのような場面で伝えて
いますか？また、スタッフに浸透させるために、工夫していることはありますか？

ワーク

シェアをして気づいたこと

３．教育の４ステップ
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☑そもそも書棚の肥やしとなっていて使われていない

☑理想を追い求めるあまり、難解になっている

☑分厚い・文字が多くて読む気がなくなる

☑コピペを多用した結果、フォントがバラバラで読みづらい

☑業界紙や他事業所のものをそのまま使用している

こんなマニュアルになっていませんか？

STEP2 正しい方法を“アタマ”で覚える

Copyright (C) 2017 STAR CONSULTING GROUP All Rights Reserved.50

３．教育の４ステップ
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写真付きでイメージをし易くする

何のための業務か、目的を明記する

情報を載せすぎない
６０％ルールを意識し、入職３ヶ月
に求めるレベルに設定する

数値や行動、判断基準は具体的に示す

× 食事をいつもより多く残しておら
れたら、直接ケアマネに報告する

○ 食事を半分以上残しておられたら
直接ケアマネに報告する

マニュアル作成のポイント

ポイント

１

ポイント

２

ポイント

３

ポイント

４

３．教育の４ステップ
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①各テーマの担当者（2名程度）を決める
②原案作成の期限を設定（次の会議まで）
③各テーマの「項目」「目標」「手順」「注意点」「写真」を準備
④作成した原案を、委員の人数分コピーして集合する
⑤それぞれ持ち寄った原案を見ながら、最終案を検討
⑥データ化

テーマの
抽出・優先
順位づけ

①写真の方が伝えやすいテーマ（例：身だしなみ、棚の整理方法）
②教えづらい・習得が難しいテーマ
③教える時間がとれないテーマ
④人によって、教える内容や手順が異なるテーマ

PJチーム
結成

①担当者決定
②作成スケジュール決定

マニュアル
作成

マニュアル作成の手順

３．教育の４ステップ
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２週間後 １ヶ月後 ３ヵ月後 OJT＋面談でチェック！

備考 初日 ２週間 １ヶ月
自己

チェック
トレーナー
チェック

呼ばれた時は、顔を向けて「はい」と返事ができる。 ◯

挨拶は笑顔で先手で行っている。 ◯

ケアの前に、必ず「○○させていただきますね」
など、声掛けをおこなっている。

◯

残存機能を活かした移乗介助を行っている。 ◯

この部分のギャップを
埋める作業が重要！

①ぬけもれがない（人によって教える項目が違う）
②教える順番が整備されるため、覚えやすい
③新人に過剰な情報提供を行い、オーバーフローとなる事を防げる
④完成度のギャップを知り、防ぐことができる
⑤トレーナーとトレーニー間のコミュニケーション機会の創出

チェックリストのメリット

STEP３ 正しい方法を“カラダ”で覚える

３．教育の４ステップ
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報告を受けるとき、
資料だけを見て話を
聞いたりしていない？

OJT期間中の面談のポイント

面談は、最低でも

入社１か月後までに

１回実施する！

Point 1 ほめ上手になる Point２ リアクション上手になる Point 3 期待をかける

ピグマリオン効果
ある人物に対して、ある行動を期待し続

けると、実際にその人物は期待に沿うよ

うな行動をとるようになる。

○○さんはきっと
いい介護士になるよ！

当たり前のことをしっかりと評価し、そ
の望ましい状態を習慣化させる！

☐明るい挨拶 ☐締切を守る ☐笑顔
☐姿勢がよい ☐無遅刻・無欠勤 など

○○さんはいつも締め
切りを守っているね。
ありがとう！

アドバイス上手よりも、リアクション上
手を目指しましょう！
☑目を見る
☑相づちをうつ
☑「ありがとう」の一言を伝える

★チェックリストを一緒に確認

★不安なこと、不満なこと

★今後の目標設定
（例：今月中に○○ができるようになる）

３．教育の４ステップ
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人事考課制度
（行動評価）

キャリアパス制度
（技術評価）

研修

知識と技術をステップアップ

法人・施設の一員として
理想的な行動がとれる
スタッフを目指す

意識や知識・技術の
足りない部分を補う

一人立ち後は
次のステージと
して応用教育で
育成する！

意識と行動を理解

正しい知識を習得

正しい技術を習得

次のステージ

３．教育の４ステップ
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① これからは多様な人材が活躍する時代！

初期教育のポイントは指導内容の平易化・効率性・フォローアップ

② 職人的教育は、早期離職のもと！”普通の人材“は育たない！

③ 教育の４ステップ「意識と行動」「知識」「技術」「応用教育」

④ 日々のケアと紐づけて、“正しい意識と行動”を伝える

⑤ 以下に当てはまることは、マニュアル化しておくとよい

⑥一人立ちしてからは研修や人事考課制度、キャリアパス制度で育成する

⑦新人にはフォローの面談・成功体験の蓄積をする

第二講座まとめ
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NOTE

57
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宿題の内容

宿題の提出方法

会員専用サイトよりフォーマットをダウンロードし、事例のアップロードをお願いします。

今回は、「介護人材のマネジメント」についてお話させていただきました。
講義の中でご紹介した取り組みを、ぜひ、現場で実践していただきたいと思います。 以下、宿題の内容です。

STEP１ 管理職の「あり方」チェックリストで、皆さんが今できていることと、 出来ていないことを確認してみてください。
STEP２ その結果、どのような具体的取り組みが必要なのか？
STEP３ 考えた内容をもとに、具体的な行動にうつし、その結果として、周りにどのような変化をもたらしたかを教えてく
ださい。

「 STEP１」については、テキストの中にある管理職の「あり方」チェックリストを使い、日頃のご自身を振り返ってみてく
ださい。

「 STEP２」では、今、できていないことを１つ選んでいただき、それを実践するためには、具体的にどのような取り組み
に落とし込めばよいのか、考えてみてください。

そして、最も重要なのは、それを実践に移すこと（ STEP３）です。
管理職としての「あり方」を行動にうつした結果、まわりのスタッフにどのような影響を与えたのか、次回、発表していただ
きたいと思います。
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次回管理者養成コースは

火曜コース 1/12 13:00~17:00 1/7

振り返り提出のお願い
●本日の振り返りを会員サイトよりアップロードしてください
●箇条書きでも、どのような形式でもOK！
●振り返りは７２時間以内にお願いします

次回講義５日前までに
●宿題のアップロードをお願いします

提出
期限

アンケート提出のお願い
●会員サイトよりアンケートのご記入をお願いします！

１

２

３


