
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！

介護サービス経営カレッジ 「８つの約束」



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
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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



時代の流れを嘆いても時間のムダ。いかに上手に泳ぐかを考えるしかない。
そのためにはまず、国が目指していることをしっかりと把握すること！

そもそも、2025年までに約34万人の介護人材が不足する

今のペースで
増えた場合
210万9956人

需給ギャップ
33万6606人
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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



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
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３．教育の４ステップ



☑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.11
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３．教育の４ステップ



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
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３．教育の４ステップ



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
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３．教育の４ステップ



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
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３．教育の４ステップ



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）

15

３．教育の４ステップ



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
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３．教育の４ステップ



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
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第二講座まとめ



宿題の内容

宿題の提出方法

会員専用サイトより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。



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


