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参加事業所による取組事例　目次

地区 事　業　所　名 事業所の種類 法　人　名 市町名 ページ

東予

① 小規模多機能ホーム
ふくふくの会わくわく

小規模多機能型
居宅介護

特定非営利活動法人
ふくふくの会

上 島 町 6

② デイサービスかがやき 通所介護 株式会社四国中央興産 四国中央市 8

③ デイサービス子馬 通所介護 株式会社ペアレンツ 新居浜市 10

④ 特別養護老人ホーム阿
あしょかえん

育苑 特別養護
老人ホーム 社会福祉法人大島福祉会 今治市 12

⑤ ふれあいの家ひまわり
小規模多機能型
居宅介護

株式会社
シルバーケアサービス

今治市 14

⑥ まごころはうす かまやん 通所介護 特定非営利活動法人
ぽっかぽか川之江 四国中央市 16

中予

① グループホーム里山
認知症
グループホーム 社会福祉法人砥部 寿

ことぶき

会
かい

松山市 18

② グループホームミネルワ
認知症
グループホーム 医療法人ミネルワ会 松山市 20

③ グループホーム
ユニットぐんちゅう

認知症
グループホーム 有限会社ユニット・ワン 伊予市 22

④ グループホームわかば
認知症
グループホーム

有限会社
メディケアサポート

松山市 24

⑤ 小規模多機能ホームメサイア 小規模多機能型
居宅介護

有限会社介護支援サービス
しろもと 久万高原町 26

⑥ ツクイ・サンシャイン松山 介護付有料
老人ホーム 株式会社ツクイ 松山市 28

⑦ デイサービスセンターおもや 通所介護 有限会社Elysion　 松山市 30

⑧ デイサービスセンター重信 通所介護 社会福祉法人喜久寿 東温市 32

⑨ 特別養護老人ホーム玉
ぎょく

泉
せん 特別養護

老人ホーム 社会福祉法人エンゼル 松前町 34

⑩ ヘルパーステーション
愛・家族

訪問介護 株式会社松の花 松山市 36

南予

① 介護付有料老人ホーム
空海の里

介護付有料
老人ホーム

株式会社
JBPケアサポート

大洲市 38

② 介護老人保健施設
アンビションうちこ園

介護老人
保健施設 医療法人大志会 内子町 40

③ ケアステーション悠友 訪問介護 有限会社
ケアステーション悠友

宇和島市 42

④ 小規模多機能型居宅介護
ほほえみ

小規模多機能型
居宅介護 株式会社マルショウ 愛南町 44

⑤ 小規模特別養護老人ホーム
コンフォート神山

特別養護老人ホーム
（地域密着型） 社会福祉法人弘正会 八幡浜市 46

⑥ デイサービスセンター
めぐみの里 通所介護 株式会社百笑一輝 西予市 48

⑦ 特別養護老人ホーム
つわぶき荘

特別養護
老人ホーム

社会福祉法人
伊方社会福祉協会 伊方町 50

⑧ ななほし中川 通所介護 社会福祉法人
西予総合福祉会

西予市 52

⑨ ユーミーケア内子 通所介護 株式会社ユーミーケア 内子町 54

介護職員の職場定着に向けて

　少子高齢化が進み、人口減少社会を迎える中、本県の高齢化率は、平成28年度に初めて30％を超

えました。今後も、高齢化は一層進展し、介護を必要とする高齢者もさらに増加するものと見込まれ

ています。また、高齢の単身者の世帯・夫婦のみの世帯の増加や地域のつながりの希薄化など、高齢

者を取り巻く環境は変容してきており、生活支援のニーズもますます高まるものと考えられています。

　こうした中、県では、地域医療介護総合確保基金を活用し、高齢者が住み慣れた地域で生活を続け

ることができるよう、在宅・施設サービス等の整備・充実化を図るとともに、それらサービスを担う

質の高い介護人材の安定的な確保と定着の促進に向け、関係団体等と連携のもと、「多様な人材の参

入促進」「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」に資する各種事業に取り組んでいるところです。

　平成27年度介護労働実態調査によると、介護分野に入職する理由は「働きがいのある仕事だから」

の選択が最も多く、また、介護に携わる多くの方が「現在の仕事に対して満足」と感じている一方で、

離職者のうち３年未満の早期に辞める方が７割を超えており、最も多い離職の理由として「職場の人

間関係の問題」があげられています。

　このように、介護人材確保のためには、早期離職を防止し、職場に定着させるための環境づくりが

極めて重要であることから、県では、昨年度に引き続き、（公財）介護労働安定センター愛媛支部と

連携して、県内の介護事業所を対象に、新人職員を支えるエルダー・メンター制度の導入をはじめ、

職員間のコミュニケーションを重視した職場改善への取組みを支援する「新人介護職員職場定着促進

プロジェクト」を実施することとしました。

　本プロジェクトの特徴は大きく２つあります。１点目は、産業カウンセラー等の資格を持ち介護分

野に精通したアドバイザーによる包括的な支援です。参加事業所に対して職場改善に向けた具体策を

提案した後、目標に向けた進捗確認と課題に対する助言のため、各事業所を繰り返し訪問するなど徹

底してフォローします。もう１点は、前記アドバイザーが事業所職員の皆さんのやる気と熱意をうま

く引き出し、エルダーや管理者はもとより、新人職員を含めた誰もが当事者意識を持って職場改善に

取り組んでいただくことです。

　今年度は、プロジェクト参加事業所数を、昨年度の15事業所から25事業所へと大幅に拡充して実

施しましたが、各事業所におかれましては、プロジェクトの進め方や手法、職員への周知等について、

この１年、真摯に取り組んでいただけたものと思っております。

　今後は、この冊子に盛り込まれた本事業の成果の横展開等を通じて、こうした先進的な取組事例を

広く普及させることにより、介護職員の職場定着への一助となり、ひいては質の高いサービスの提供

につながっていくことを期待しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　愛媛県保健福祉部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生きがい推進局長寿介護課計25事業所

※ 事業所名は地区ごと、50音順に掲載
しています

６ページから、プロジェクト参加事業所の
取組事例を紹介します
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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への対応や介護現場の処遇環境の改善とともに職員の資質の向上を図る必

要を感じています。そのため今年度も昨年度に引き続き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25事業所（東予６・中予10・南

予９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組が、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組事例集」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

　
　

【一体感を生む仕組み】
　朝礼は、１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を作り出す大
切な場です。少人数であっても、毎日の朝礼はやるだけの価値があります。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。
　今回も、体幹強化・腰痛対策としての１分間ストレッチと、自然に笑顔が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。身体を酷使する介護現場では、自分の心と身体
のメンテナンスが必要です。笑顔でテンションを上げて、利用者へのサービスにつなげていこうとい
う、非常にシンプルな仕組みです。ハイタッチについては、みんなと一緒にやらない職員がいるとい
う訴えが、前回同様にありました。しかしながら、今回は想定済みであり、全員で取り組む意味を、
職場全体研修の中で強調していたため、実行率は上がりました。また、管理職自ら元気一杯で、毎朝
参加し続ける、待ち伏せしてでも（笑）ハイタッチするなど、本気で自分達の職場に定着させるとい
う熱意が伝わっていけば、全員参加も実現できるという、頼もしい成功事例も報告されました。
　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、不公平感、不満が溜まる一方です。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。悪循環を断ち切る、一体感づくりは、元気が
出る朝礼の実施から始まるのです。

【人を育てる仕組み】
　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、実用的なものが殆どないのが実情です。マニュアルはあって
も、あるだけで活用されていません。また、その内容が常にアップデートされていかなければ、意味
が無いのです。新人職員との面談で聞く典型的な苦情は、「人によって指導が違う」ということです。
これでは、現場が混乱し不信感を生むだけになってしまいます。
　理想的には、マニュアルをきちんと整備することですが、一朝一夕にできるものではありません。
そんな状況に一石を投じるために提案したのが、新人日報や成長カードの活用です。これなら、明日
からでも始めることができます。入ったばかりの新人職員にとっては、日々わからないことだらけで、
不安が一杯です。わからないことは、聞いてくださいと言われても、職員が忙しく動き回っている中、
声をかけるのも難しいものです。遠慮の中で、大切なコミュニケーションがなくなっていくのです。
　そこで、A４用紙半分の日報を作り、仕事に慣れるまでの３ヶ月間は、新人日報を書いてもらうよ
うにするのです。気がついた事、疑問に思った事、嬉しかった事など簡単な内容で良いのです。そして、
リーダーは必ずコメントを記入し、日々の疑問解消や成長への承認を行うのです。
　また、他の職員にも、短期間の目標を立てて、日々の業務に取り組んでもらうようにします。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、マンネリ化し仕事への意欲
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。目標達成した成長カード
の数だけ、職員は、自分の成長を実感でき、事業所側は、職員を育成する１つのマニュアルを手にす
ることができます。仕事がマンネリ化してしまうというのは、職員のせいではありません、事業所の
責任です。こういった地道な努力を続けながら、仕組みを定着させ、組織としての力をつけていかね
ばなりません。

【見える化】
　職場改革にあたっては、職員の意識を変えていくことが最も重要です。職場内研修を行うことによ
り、一時的には、やらなければという意識にすることはできても、その気持ちを継続していくことが
最も難しいのです。そのためには、「変化の見える化」が必要です。一番簡単で取り組みやすいのが、
ウェルカムボードを職場改革の旗印にすることでしょう。来訪者へのおもてなしメッセージを書くこ

今回のプロジェクトの取り組み
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とで、職員の感謝伝達や来訪情報の共有に役立てる。職員の誕生日や入社記念日をお祝いして、普段
忘れがちな感謝を伝えたり、事業所から祝ってもらえるというささやかな喜びを職員に感じてもらう
ことで、所属意識の向上に繫がったりします。コミュニケーションのきっかけにもなり、職員間の親
密感は、自然に高まってきます。
　また、ありがとうを伝える大切さは頭で理解していても、つい忘れがちになります。では、忘れな
いためにはどうするかということで、「ありがとう」のカードを、時計の下に貼ったり、トイレの壁
に貼ったり、タイムカードの横に掲示したりすることで、常に意識できるようにする、これも見える
化です。サンクスカードを事務所の壁一面に貼るというのも、感謝の見える化であり、全職員に配付
する名刺も、一人一人の存在に感謝する気持ちを形にする見える化の一つです。そして50回帳は頑張っ
た成果の見える化です。それぞれ、何度も目にすることで、少しずつ意識に定着させていくことがで
きます。意識に働きかけ、実際に行動を変えていくには、見える化は不可欠なのです。

　２年目を迎えた新人介護職員職場定着促進プロジェクト。昨年の反省点を踏まえて、支援体制を改善
しました。まずは、米子先生、福本先生をアドバイザーに迎え、取り組み支援のパワーアップを図りま
した。介護現場に踏み込んだアドバイス、モチベーションアップを図るためのより具体的なアプローチ
など、きめ細かいサポートができたように思います。
　そして、全体の方針として、プロジェクトに参加した証を、目に見える変化として職場に定着させ
るため、どんな小さな取り組みであろうと、とにかく活動を継続していくこと。また、職場改革の主
導においては、必ず３人以上の体制で一丸となって取り組むことが、成果に繫がるということを伝え
続け、各事業所のやり抜く力を支えることができました。
　職員が定着する職場の基礎となる部分は、全参加事業所が構築できたと思います。今後は、これを
基盤にして、理想の職場づくりに向けて、さらなる改善を続けて欲しいと思います。

　介護職員が定着する職場とは、どのような職場なのか。介護事業所の多くが、笑顔・一体感・人間
関係・モチベーション維持などを大切にしたいと考えておられるでしょう。本プロジェクトで提案し
ているツールは、間違いなく職員の笑顔を引き出し、一体感やモチベーションを高めるために役立ち
ます。そのツールを、誰がどのように職場に導入して浸透させるのかが問われているのです。
　リーダーたちには、最初の一歩を踏み出す勇気と、次々と明らかになってくる課題に正面から向き
合う責任感が必要でした。少しずつでも動いているうちに、折れそうな気持ちを支えてくれる仲間の
存在に気づいたり、一人ひとりの職員との距離が縮まったりしました。思わぬ副産物が生まれたりも
しました。その過程にアドバイザーとして関わることができ、心から感謝しています。
　さて、職場環境改善のタネ蒔きはなされました。ツールは、あくまでツールです。これから出てく
る芽を大事に育てていただきますように、どうぞよろしくお願いいたします。

　今年度から関わらせていただいたことに感謝しております。各事業所が「人材育成・定着」という
課題に向き合い、できることから取り組まれる姿は、私たち支援者にもひしひしと伝わってきました。
　ただ、この事業をきっかけに更に、継続することが今後求められると思います。その「継続」こそ
が人材育成・定着においての肝であると考えるからです。今後の業界の方向性を考えると、人の採用
も含め、今いる人を定着させることが必須であり、そのための仕組みつくりをお手伝いさせていただ
きました。
　どうぞ、社会情勢に惑わされることなくみなさんが目指す事業所、さらにはここに行けば楽しく仕
事ができる事業所となり、地域の高齢者の拠り所となってあげてください。事業所のオリジナルを出
し、みなさんの目指すゴールに向けて更なる挑戦が幕を開けます。

【概要・スケジュール】
項　　　目 内　　　容 回数等 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１　プロジェクト講習会
（写真①）

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

２　事業所選定
「項目1」の講習会に参加した事
業所の中から25事業所を選定

（東予６、中予10、南予９）

３　プロジェクト実施 各事業所が職場改善に向けた
プロジェクトに取組み

　⑴マネジメント能力向上研修
（写真②）

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

　⑵管理者等フォローアップ面談
（写真③）

管理者、エルダー・メンター
との個別面談

各事業所
×２回

　⑶職場内研修、新人職員個別面談
（写真④）

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
×３回

4　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

※介護労働安定センター愛媛支部職員とアドバイザーが、随時事業所を訪問し、講習や面談等で進捗管理・フォローを行いました。

プロジェクトの概要

写真① 写真② 写真③ 写真④

アドバイザー
　株式会社Para ti

米子　香苗

アドバイザー
　脳活性サポート会社 gift

福本　由美

アドバイザー
　株式会社グッドコミュニケーション

中田　康晴
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事業所名 小規模多機能ホームふくふくの会わくわく（上島町）

事業所の種類 小規模多機能型居宅介護

事業開始年月日 平成26年４月１日

従業員数 総従業員数……20人

 常用労働者数…16人

 （うち正社員数…９人）

併設施設（サービス） サービス付高齢者住宅「潮騒」

事業所の概要

◉「今年一番頑張ったで賞（MVS）」の創設
　年末に「今年一番頑張った職員」の投票を行いました。この
投票は、年末の理事長と職員の面談の時に、投票用紙にその場
で記入・投票しました。「自分も一生懸命頑張った」と自分に
投票する職員がいたり、「あの人がこの人に」といったように
管理者とは違う職員の意外な評価の視点に驚きもありました。
　
　今回選ばれた職員は、「朝の挨拶から元気で、笑顔で場を明
るくする人。そして、何事にも進んで取り組んでいる彼女」
がだんとつの投票数で選ばれました。年末のミーティングに
て発表し、金一封１万円を贈呈しました。
　また、目立たなくてもこつこつと真面目に頑張っている職
員が評価されるように「50回帳」も１月より開始しました。

◉成長カードの活用
　アドバイスを頂き、成長カードを簡素化し続けられる様式
に変更しました。目標の決め方についても具体的な案を出し、
エルダースタッフをフォローすることで徐々に定着し、職員
自身がカードを入れるホルダーを用意するなど前向きに取り
組めました。
　成長カードにあわせて、２か月に１回の勉強会を企画し、
定期的に事業所外の研修会へ参加するようにしました。
　職員の「こうなりたい！」という気持ちを伸ばし、自分の
得意分野を見つけ、それを発揮し、一人が一つのスペシャリストになれるように取り組んでいきます。

◎朝礼の改革実施
　以前は、なんとなく始まっていた朝の
ミーティングでしたが、一日のスタート
を元気に始める取り組みを行いました。
　夜間勤務の職員の申し送り後、その日
のフロアリーダーがお題を考えて、その
お題について職員どうしで１分間対話を
します。今までじっくり話をしたことの
ない職員どうしでも話ができ、普段でも
声をかけやすくなりました。
　その後、事業所のスローガン「今日も
笑顔で声かけ合おう。わくわくファイ
ト！」をみんなで元気よく斉唱しハイ
タッチを行いました。ハイタッチで気持
ちが盛り上がり、笑顔で業務にとりかか
れるようになりました。

◉その他の取り組み
・職員全員に名刺を配付。事業所の一員であることを再認識してもらいました。
・ すみません撲滅運動。「すみません」ではなく「ありがとう」を言おう伝えようと月例ミーティン

グごとに発信し、更衣室やトイレにポスターを掲示しました。
・ ウェルカムボードの設置。月ごとにボードの担当職員を決め、ご利用者と一緒に壁飾りと合わせて

ボードを作成するようにしました。

◉成果と今後の課題
　朝のミーティングでの１分間対話は

「好きな食べ物」「中学時代の部活動」「大
晦日の思い出」等いろんなお題で対話
をしてもらいました。その対話の中で

「へー」と思うことや意外と驚くことが
あったり、お互いをより深く知り合う
ことにつながりました。
　成長カードでは「頑張って欲しい。
こうなって欲しい。」を伝えることがで
きるようになりました。また、職員ど
うしのコミュニケーションの機会が増
え、職場の雰囲気が明るくなりました。
　普段から話をすることでミーティングでも意見や提案が出しやすくなり、サービスの質の向上や業
務の見直しにもつながりました。
　今後は、科学的、心理学的に、さらにチーム環境、人間関係をより良くしていくためにエニアグラ
ムを導入・推進していく予定です。
　今回の取り組みを通じて、今まではコミュニケーション不足で職員間に距離があったこと、お互い
に近づいていくためには、ちょっとした対話が有効であることを実感しました。楽しんで仕事ができ
る職場作りのために、いろんな取り組みを始めましたが、今回だけにならないように、今後も続けて
いきます。

　   なんとなく暗い。ギクシャクしてコミュニケーションがとりにくい職場

　   毎日「元気にわくわくする」職場
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◉50回帳の実施
　10月より３月末までの間に50回押印すると２万円支給しますよ…と周知したところ職員の達成意
欲が向上し、現状では約５割程度が達成予定。
＜押印される事項＞
　①１月勤務予定表通りに出勤   ②事業所の会議や勉強会に出席
　③施設内研修や外部研修会に参加   ④業務改善シートを作成し提出
　⑤１月間職員同士や利用者に気持ち良い挨拶 ⑥３月間無事故、無違反
　⑦急な職員の欠勤等により公休が勤務に変更 ⑧利用者・ご家族より感謝の言葉等
　50回帳の実施に伴い、職員が研修会等に参加する事が多くなり、日
常業務での問題意識や業務改善意識が高まり、職員のスキルアップに
繋がっています。
　

◉朝礼時に達成目標を唱和しハイタッチ
　当初は毎日朝礼を行い、朝礼後施設の理念や達成目標を職員が交代
で唱和し、目標の共有と意識改革を図っていましたが、利用者の増加
に伴い参加できる職員が少なくなり火・木曜日のみとなりました。
　火・木曜日には1分間対話やハイタッチを行い相手の思いや考え方
が理解でき、お互いの親近感が強くなってきています。

◉業務終了後のカンファレンス実施
　朝礼が毎日できなくなった為、新たに取り組んだのが、毎日業務終了後に職員全員が集合し、利用
者からの苦情や要望、職員からの対応や改善策、ヒヤリハットや事故報告等の検討事項を進行役や記
録係を決めて順番に話し合う事です。

　最初は職員からの意見や要望が聞かれませんでしたが、
回を重ねるごとに、利用者の体調変化や気持ちの変化、
職員がどう対応すべきか等を真剣に話し合う場となって
きました。
　コーヒーを飲みながらの会話は職員同士コミュニケー
ションが図られ、益々職場の雰囲気が良くなりました。
デイサービスでは利用者に必要な支援や援助を行います

が、まず職員が心地良い雰囲気でなければ、利用者にとっても心地良い雰囲気にはなりません。業務
終了後のカンファレンスは職場環境改善の大きな要因になったと考えます。

◉ウェルカムボードの設置
　事業所のホールには、季節に合った飾りとウェルカ
ムボードを設置しています。
　毎日利用者に気分転換して頂けるよう、当日の行事
や今日は何の日等職員が毎日交代で作成しています。
　利用者やご家族、来客の方より「これはええなあ…」
と喜ばれています。

◉その他の取組事例
　「ありがとう」ポスター掲示…
　「すみません」ではなく「ありがとう」の言葉を！
　視覚によりお互い意識が高まり、ありがとうの言葉
と笑顔が増えています。

◉成果と今後の課題
　デイサービスかがやきでは、１月～６月の退職者は４名でしたが、６月～12月は入職者５名、退職
者は非常勤職員１名。人員の充足に伴い中重度ケア体制加算や個別機能訓練加算、サービス体制強化
加算等の加算項目が算定でき、利用者数も６月に比べ12月では約30％増加しました。
　講師の先生方のアドバイスや個人面談等による成果が顕著に出てきていますが、課題としては成果
が出ている事業所と出ていない事業所との温度差が生じていることです。
　今後は、いかに多くの職員のモチベーションを高めていくか…。結果だけ求めるのではなくプロセ
スを求める事も重要だと感じます。職員１人１人が純粋な気持ちで利用者と向き合い、コミュニケー
ションを図りながら、より良いサービスを提供していきます。

  職員が不満を言い離職、利用者が増えない

 職員が定着、職員の笑顔が多くなり利用者も増加

事業所の概要

事業所名 デイサービスかがやき（四国中央市）

事業所の種類 通所介護

事業開始年月日 平成26年４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…８人）

併設施設（サービス） サービス付高齢者住宅

 居宅介護支援事業所

 訪問介護事業所
真鍋　　進
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◉現状
　デイサービス子馬（定員25名） と併設しているサ高住子馬（10床）は、創立２年目の新しい施設です。
　当初は利用者さんも少なく地域内には他のデイサービスも多くあり、苦戦が続いていました。また、
スタッフも入れ替わりが激しく、就業しても長く続かないことが多く、設立２年間で多くの職員が退
職しました。何とか介護スタッフの定着、働き甲斐のある職場に変化しないと生き残れないと思い今
回のプロジェクトに参加させていただきました。
　少しずつではありますが、人間力が向上し、考え方が異なるスタッフが心ひとつになって、地域の
人たちと共に介護を通して社会に貢献できる施設にしたいと日々頑張っております。

◉プロジェクトに参加して始めた事
①朝礼時、体操とハイタッチを実施
　毎朝の朝礼の後、全員で号令をかけながら腰痛体操をしてハイタッチをする。…その日の始まりを
声を出しての体操とハイタッチにより、「よう～し今日もがんばるゾ！」と元気がでます。いつもと
違うと　「どしたん今日は！？」となりコミュニケーションが良くなりました。

②ウェルカムボード実施…ウェルカム台を設置
　　　　　　　　　　　　ボランティアの方の訪問の際にウェルカムシート作成
③全員の名刺の作成
④皆勤手当の創設⇒急な予定変更が少なくなった。
⑤誕生日プレゼント（+手書きのバースディカード）
⑥入社記念日に感謝をこめてお祝いの品をプレゼント
⑦職員による体験デイ⇒一日の仕事ぶりの反省（日々の仕事がこれでいいのか、改善点）
⑧利用者さんへのアンケート実施⇒昨年度のアンケート結果との比較によるサービスの質の向上
⑨エニアグラムを活用して職員間の理解を深める
　人間の性格は９の基本タイプに分かれ、それぞれ心の動きが異なる。人それぞれの個性として検証
しながら、スタッフ間のいい人間関係を作るツールとして活用しようと考えました。
 Ⅰ. 開拓する人 ４名 Ⅱ. 人を助ける人 ２名 Ⅲ. 達成する人 １名
 Ⅳ. 個性的な人 ０名 Ⅴ. 調べる人 １名 Ⅵ. 忠実な人 ６名
 Ⅶ. 熱中する人 ３名 Ⅷ. 挑戦する人 ２名 Ⅸ. 平和をもたらす人 １名
　　14名中　※同点の場合は２タイプを記入

◎１分間対話
　馴染みのある話題から始めて、送迎や掃除の後、時間を作って相手を変えて実施しています。
　・知らない話が飛び出す意外性があり、楽しかった
　・異なる性格を理解できて、相手を受け入れられるようになった
　・知識にばらつきがあり、差が大きいと感じた

【成果と今後の課題】
　環境をよくすることで働きがいが生まれ、モチベーションもup ！します。利用者さんも楽しい一
日を過ごすことができます。
　来年の４月には介護保険制度の見直しがあ
り、デイサービスはますます激戦になっていき
ます。特徴のないデイが消えていく中で、デイ
サービス子馬は質の高いサービスでおもてなし
を実施できるデイであり、リハビリも充実し身
体能力の向上を目指せる施設でもあります。
　サ高住と一体となり24時間見守り、バイタル
チェック・食事量など、入居者さんの日常の変
化にいち早く対応し、家族の方に安心して頂け
るデイサービス子馬を目指し頑張ります。

  スタッフの定着率が良くない

   スタッフ間のコミュニケーションを密にし、職場内の環境を整え、
モチベーションアップで働きがいのある職場を目指します。 出勤者全員が拍手で祝う

本人、照れくさいけど嬉しい

事業所名 デイサービス子馬（新居浜市）

事業所の種類 通所介護

事業開始年月日 平成27年３月５日

従業員数 総従業員数……15人

 常用労働者数…14人

 （うち正社員数…８人）

併設施設（サービス） サービス付き高齢者向け住宅子馬

事業所の概要

白石　　修
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◉朝礼改革の実施状況
取り組み

・ 毎朝、朝礼後に、ストレッチ体操とハイタッチを
実施しています。当初は、ストレッチ体操のみの
取り組みでしたが、事務長が率先してハイタッチ
を行ったことで、ハイタッチに対する抵抗が軽減
され、今では毎朝自然と出来ています。

結果

・ ストレッチ体操の効果により、職員から「体が伸
びて気持ちがいい」との声が出ています。

・ ハイタッチは未だに恥ずかしさは残るものの、徐々
に笑顔が増えてきています。それと共に職員同士
の一体感が感じられるようになってきています。

・ 毎朝、ハイタッチの音と笑い声が事務所まで届き、
事務所の雰囲気も和んでいます。

◉成長カード
・ 最初は目標が定まらず、前に進みませんでしたが、

エルダーメンター制度に沿って、小さな目標を立て
る事から始めました。少人数でスタートした成長
カードも、今ではピラミッド形式で全職員が取り組
んでいます。エルダー、主任、施設長の認印が並び、
レンナー（新人）の成長をしっかりと見守っていま
す。

　 　『自分の事をちゃんと見てくれている』と感じて
います。

◉エニアグラムの活用
・ エニアグラムの活用の仕方がわかりづらい為、講師に中田先生を招いて１回目を全職員対象で、２

回目をエルダー対象で指導して頂きました。今回、制服が新しくなるのを機に、エニアグラムのタ
イプ別でワッペンを付ける予定です。

◉サンクスカード
・ このカードを始めた頃は、週に一枚は書かないと…

という義務的になってしまっていましたが、今では
「こんな事をしてもらって嬉しかった」という時な
ど、気軽に書くことが出来ています。サンクスカー
ドは書く人、書いてもらった人、掲示しているのを
見た人、皆が幸せになります。より頑張っていこう
という活力になっています。

◉職場全体研修報告会
・ 今回のプロジェクトでは特養が選定されましたが、

施設内の他事業所も同時に行い、法人全体で競いな
がら取り組んでおり、中間報告会を行いました。事
業所ごとに実施状況や成果などを発表し、皆で達成
感を味わうと同時に、次に繫げなければならないと
いう思いや、競い合いの気持ち、他事業所に負けず
に頑張っていこうという意欲が出てきました。

◉総括
・ 今回のプロジェクトに参加させていただき、少しずつですが、職員の気持ちに変化がでてきたよう

です。職員同士のコミュニケーション力が上がってきており、自然と団結力も出来ているようです。
このプロジェクトは施設を良くする為の良いきっかけになったと思います。まだ始まったばかりで
す。今後の変化に期待し、変えられる所から少しずつ、まだまだ時間がかかるとは思いますが、皆
で前進していきたいと思います。

  まとまりがなくバラバラだった職場

 職員同士が互いに関心を持ちあえる職場

事業所名 特別養護老人ホーム阿
あしょかえん

育苑（今治市）

事業所の種類 特別養護老人ホーム

 （定員50名　平均介護度4.2）

事業開始年月日 平成６年４月１日

従業員数 総従業員数……38人

 常用労働者数…35.16人

 （うち正社員数…19人）

併設施設（サービス） ショートステイ阿育苑（定員19名）

 デイサービスセンター阿育苑 （定員30名）

 グループホーム  あしょかの里（１ユニット９名）

 居宅介護支援事業所 阿育苑

事業所の概要
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◉「ありがとう」運動の定着
　７月、８月の全体研修の後、法人内のすべての事業所で最初に取り組めたのが「ありがとう」運動でした。
　全体研修には全職員の９割以上、80名を超える職員が参加できました。
　研修ではたくさんの提案を頂き、心ときめく取り組みばかりだったのですが、その中で、職員全員
に響いたのが「ありがとう」運動だったようです。
　各部署のミーティングで話し合った後、「まずやってみよう！」「すみません」を「ありがとうござ
います」に変えてみようとなりました。
　年間１万回、一日30回を目標に取り組み始めました。
言葉の習慣を直すことは簡単ではありませんでした。

「すみません」いや「ありがとうございます」と言い直
すことも多くありました。
　そんな中、「ありがとう」の張り紙を、時計の横、休
憩室、連絡ボード、タイムカードの横など至る所に貼っ
てみました。気づいた頃には利用者さんに対してだけ
でなく、職員間でも「ありがとう」が習慣化されてき
たように思います。
　年間１万回で劇的に人生が変わるそうです。すばら
しい変化はもう起き始めているのかもしれません。
　「ありがとうございます！」

◉トイレ掃除と烏
う

枢
す

沙
さ

摩
ま

明
みょう

王
おう

様
　次に職員の反応が良かったのはトイレ掃除のお話
でした。
　研修後、すぐにトイレに「烏枢沙摩明王様」と書
いた紙を貼り、トイレ掃除の時はお願いを唱えなが
らがんばりました。
　もちろん、トイレは今まで以上にぴかぴかになり
ましたし、職員の気持ちも磨かれたかもしれません。
まだ、臨時収入が入ったと言う話は１件しか聞いて
ないのですが、今後のお楽しみです。

◉ハイタッチとストレッチ
　ハイタッチも習慣化してきました。
　最初は照れくささや、業務に追われてなど、忘れ
ることも多かったのですが、強引にでもハイタッチ
をするように勧めると変化がでてきました。
　ハイタッチをすると自然と笑顔になります。
　仏頂面でのハイタッチは難しいです。
　朝の忙しい業務を自然な笑顔でこなせるようにな
れば最高です。
　利用者と一緒にハイタッチもしています。
　忘れがちなストレッチも朝礼でしています。
　腰痛予防に効果的なことをミーティングでも確認しながら今後も続けます。

◉メッセージボードとバースデーケーキ
　職員のお誕生日にはタイムカードの横に「おめで
とう」とメッセージを添えています。
　また、９月から、職員全員の誕生月には、バース
デーケーキを社長からプレゼントすることにしまし
た。
　子供や利用者さんのお誕生日にケーキでお祝いす
ることはあっても、自分の誕生日のケーキは何年も
用意したことがないという職員が多くいました。や
はり、いくつになっても誕生日は特別でうれしい日
です。
　職場でお祝いをしてもらい、甘い物までいただけ
たら、明日からの活力になります。

◉成果と今後の課題
　成長カード、一分間対話、ウェルカムボードなど、他にもいろいろな取り組みを進めています。
　まだ道半ばで大きな成果は現れていませんが、明るい変化の兆しは見えてきています。

 職員の真の退職理由を探り、その対策を図りたい

  年間１万回「ありがとう」運動の定着

事業所名 ふれあいの家ひまわり（今治市）

事業所の種類 小規模多機能型居宅介護

事業開始年月日 平成19年11月

従業員数 総従業員数……24人

 常用労働者数…24人

 （うち正社員数…12人）

併設施設（サービス） 通所介護事業所

 居宅介護支援事業所

 認知症対応型共同生活介護

 小規模多機能サテライト型

 サービス付き高齢者住宅

事業所の概要

冨田美和子
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◉ハイタッチ
　初めてハイタッチのことを聞いた時、「そんなこと…」
と正直思っていましたが、やはり手と手が触れ合うと、
心と心が触れ合うもので、結果的には表情が柔らかく
なり、緊張がほぐれ、今ではそれが当たり前になって
きました。スタッフ同士だけでなく、朝、お年寄りの方々
と一緒におこなっています。何度も何度もハイタッチ
を続けていくうちに、お年寄りにとってもいつのまに
か習慣になり、朝の時間が共に明るく過ごせるように
なりました。「せ～の、イエイ！」と掛け声を出し、タッ
チする手法も徐々に変化し、タッチした手をお互いに

＂ぎゅっ＂と握り合うようにもなりました。

◉成長カード
　成長カードは、スタッフでペアを作り、昨年９月～
取り組みを開始しました。どのペアで組むのが良いの
か悩みましたので、初めはあみだくじで決めました。
そしてカードはA４名刺ファイルに入れ、皆が閲覧で
きるようにしました。初期ペアで３か月程おこなった
後、バランスを見て、今年１月からは新たなペアで取
り組みを開始しました。目標の例は、以下の通りです。
　・利用者さんと目を合わせてあいさつする
　・全スタッフと毎日声を交わす
　・�レクリエーションの時、利用者さんが楽しんでで
きるよう場を盛り上げる

　実際に、いつも以上に大きな声でお年寄りに話しかけるスタッフもいれば、お年寄りが帰る時、一
人ひとりに声をかけているスタッフもいました。少しずつですが、職場にどこか変化が出てきました。
成長カードの目標に向かって、頑張っているスタッフの姿を見ると、見ている側としても気持ちが良
いです。またその姿を見ては、感化されるスタッフもいました。結果として一人ひとりの目標は、事
業所全体の士気が上がることに繫がるのだなと実感しました。

◉朝礼、終礼の開始
　きっかけは、この研修でお会いした事業所の方の言葉でした。「た
とえ、少ない人数でも、朝礼はした方が良いですよ。」と。この言葉
に勇気をもらいました。これまで朝礼は不可能だと思い実践してこな
かったのですが、「二人からでも！５分でも！」というお話のおかげで、
朝礼を開始することができました。お互いに向き合い、朝のあいさつ、
ハイタッチ、続けてストレッチ。「今日も一日、よろしくお願い致し
ます！」という言葉を交わす朝礼は、何だか新鮮で、身が引き締まり、
朝から「やるぞ！」という気持ちになります。そして、朝礼が定着すると、自然に終礼もできるように
なりました。少しずつ日数が増え、今では、ほぼ毎日おこなうことができています。スタッフ同士向き
合い、一日を振り返る、大切な時間です。
　お年寄りの中には、「今」を懸命に生きている、命を紡ぐように生きている方々がいます。その日、
その時の大切な出来事を、少しでも早く、一人、また一人と共有していくことは、より良いケアの第
一歩です。

◉ウェルカムボードの作成
　研修で講師に教えて頂き、すぐに実践できたことの一つです。ブ
ラックボードを購入し、かまやんを訪れた人が分かりやすいよう、
玄関に設置しました。その日の行事内容、または歓迎の意味を込めて、
ボランティアの方のお名前を書くようにしました。お誕生日の方が
いれば、お祝いのメッセージを書いたりもしました。今後も、見て
喜んでもらえるような、心が動くような内容にしていきます。

◉最後に
　研修に参加させて頂き、大変感謝しております。初めは、日常業務に加え、成長カード、ハイタッ
チなどの新たな取り組みは、何となく抵抗感のある雰囲気でした。しかし実際に取り組みを開始して
いくと、少しずつスタッフの表情、全体の雰囲気が変わっていき、職場に活気も出てきました。スタッ
フ一人ひとりが、今回の研修の趣旨、一番大切な部分を感じ取ることができてきました。
　実践の一つひとつは、より良い仕事に繫がる些細なきっかけ、ツールで、あとの使い方は、自分自
身の心が決めます。だとすれば、『悪いことなど一つもない。きっと良いことが残る。』そう感じるこ
とができれば、例え時間や手間がかかったとしても、人は前を向いて進んでいけるのだと実感しまし
た。日常業務に追われ、ストレスや悩みを抱えながら仕事をする時があります。お年寄りを前に、葛
藤することも、自分を責めてしまうこともあります。だからこそ、スタッフ同士、その時その時を、
お互いにカバーし合うことが大切です。
　お年寄りも、スタッフも、みんなが笑える、みんなの心が通い合う居場所にしていきます。

  スタッフ同士のコミュニケーション不足

  お互いを理解する仕組み作り

事業所名 まごころはうす　かまやん（四国中央市）

事業所の種類 通所介護

事業開始年月日 平成24年４月23日

従業員数 総従業員数……11人

 常用労働者数… ９人

 （うち正社員数…４人）

併設施設（サービス） 憩いの場

 有償ボランティア
 （まごころサービス）

事業所の概要

鎌倉　裕基
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◉朝礼改革の実施状況
　朝の申し送りは行っていましたが、参加は一部職員に限
られ、全体朝礼は行っていませんでした。
　また、仕事をしながらであったためか、職員側からみた
課題の話も含め、１時間程度の時間がかかっていました。
朝礼改革を行い、全員が参加する朝礼を申し送りと合わせ
て行うようにしました。そして、申し送りが必要な内容を
整理して日報に記載することで、重要な情報の共有が15
分以内で行えています。朝礼の最後に、ストレッチやハイ
タッチを行う事で笑顔が増え、チームワークの強化と仕事への意欲向上につながっています。

◉職場の全体研修・全体会議
　全体会議は、日中に生活の場（食堂・リビング）で仕事をしながら話し合う時間は設けていました
が、会議として開催しているものではありませんでした。また、職員研修は外部研修に参加するだけで、
職場での全体研修は開催していませんでした。それを全体会議、職場研修の開催時間を職員が参加し
やすい夕方以降に調整しました。その上で、グループワークを取り入れ、意見が出しやすくするため
に４～５人のグループになるように会場レイアウトを変更しました。
　全体研修では、学習意欲やモチベーションを上げるために、職員アンケートを実施、職員が「学び
たい」と思っている内容を取り入れた研修計画を作成、毎月の全体会議と併せて内部研修を開催する
ことで参加率のアップを達成できました。また、職業意識向上研修（開催回数：２回）では、100％
の参加率を達成、プロジェクトの意義を職員で共有して臨むことができました。それにより、職業意
識向上研修後に開催した、「高齢者虐待防止教育システム研修」や運営推進会議で行った「認知症サポー
ター養成講座」も全職員が参加することができました。

◉エニアグラムの活用
　職員の相互理解が不足していたため、コミュニケーションが円滑
にできない時がありましたが、事業所に関わる全職員でエニアグラ
ム診断を実施し、その結果を配布すると共に、イラスト版「９つの
性格」を各ユニットに掲示して職員間やご家族、利用者と共有しま
した。「○○さんって、やっぱりそうだよね。」と職員同士で確認し
たり、自分のタイプを改めて確認したりすることで、自己覚知につ
ながり、その後のコミュニケーションに活かされています。

◉スタッフ名刺の作成
　介護職員には名刺がなく、来客対応時などに名刺の交換ができませんで
したが、40種類のデザインの名刺を作成し、全職員に自ら選んだ名刺を持
たせることにしました。「お母さんに渡したいので、一日も早く欲しいです」
と言った声も聞こえ、作成後すぐに各職員が来客時対応などで名刺を手渡
すようになりました。
　それにより、砥部寿会の一員である所属感、一体感、そして自覚も生ま
れました。

◉その他
・ 事業所が提供するケアの方向性を確認するため、理念と方針を明確に示して

職員と共有しました。
・ ウェルカムボードに、イベント（運営推進会議、研修会、来客など）やその

月ごとに季節感のあるイラストを描き活用しています。
・ 「ありがとう」が溢れる職場に向けて、デザインの違う「ありがとう」を掲示、

職員全員が会話に取り入れることを意識することで、毎日多くの「ありがと
う」を言えるようにしています。

・ 職員会の時間などを活用した一分間対話と職員全員への個別面談を実施しま
した。「利用者も職員も、子どもや地域住民との交流行事を行うと笑顔が出
るのでは」「食器洗剤で手が荒れるから洗剤を変えてほしい」などたくさん
の意見をもらい、それを採用することができました。

・ 成長カードを作り、各自が理念を実現するための目標を持って取り組んでいます。
・ 松山市エコ美化活動へ参加し、定期的（週２回）に職員と利用者が散歩や運動を兼ねた清掃活動を行っ

ています。

◉今後について
　プロジェクトに参加後の離職率は10％となっています。以前に比べて、職員間でコミュニケーショ
ンが深まり、笑顔や思いを共有できる機会が増えたように感じます。職員に笑顔があふれると、利用
者や家族にも笑顔があふれ、サービスの質向上につながっていくと考えています。今後も、私達職員
は「お一人おひとりを大切に、共にその人らしい暮らしを支えます」という理念の実現に向けて、今
回のプロジェクトでの取り組みを継続していきます。

  課題が共有できる職場

 利用者も職員も安心できる職場にチェンジ！

安心できる職場に向けて

事業所名 グループホーム里山（松山市）

事業所の種類 認知症グループホーム

事業開始年月日 平成28年４月１日

従業員数 総従業員数……20人

 常用労働者数…13人

 （うち正社員数…９人）

併設施設（サービス）  なし

事業所の概要

18 19



◉「ありがとう」推進
　事業所の職員用トイレや事務所に『ありがとう推進』の張り紙を行い、サンキューカードも作成し

ました。

　事業所内の「ありがとう」の声掛けが増えて、スタッフ間の関係が良くなりました。

　サンキューカードは、後で書こうと思って、書かずに過ぎてしまう事がありますが、そのぶん言葉

で伝えることが増えました。

◉個人目標の設定
　各人がチームワークをとっていくために目標を設定し、紙に書いて事

務所内に貼りました。そして、朝夕の申し送り時にストレッチをした後、

声に出して読むようにしています。

　目標設定から１～２ヶ月ごとに、各フロアのリーダーが各人と面談を

行い、目標の達成度について話し合っています。

◉ストレッチの実施
　朝と夕の申し送り時、参加者全員でストレッチ体操を

行うようにしました。最初は、なかなか実施ができなかっ

たのですが、みんなの声かけで定着してきました。

　これから仕事の職員は仕事のスイッチが入り、仕事終

わりの職員はクールダウンになります。

　職場の雰囲気が和んできています。

◉ミーティングの参加率
　今まで月１回であったミーティングを２回実施することにして、どちらかに参加してもらうように

しました。これまで70％くらいだった参加率が、90％になりました。

◉ウェルカムボードの設置
 　行事の予定を書いたり、新年の挨拶を記入したり、新入社員の歓迎

メッセージを書いたりしています。

　また、運営推進会議の案内に活用しています。

　面会に来た家族からも「楽しみにしています」と、うれしい言葉を

頂きました。

◉今後にむけて
 　グループホームがオープンして３年になります。新しいことをする時には、スタッフの間に温度差が

あることを感じましたが、理解し協力してくれるスタッフに助けられながら進むことができました。一

つひとつの取り組みを通して、チームワークが生まれてきています。

　まだまだ小さな変化ですが、温かくてやさしい変化です。

　今後も、働きやすい職場になるよう努力を続けてまいります。

  チームワークの不足

  「ありがとう」を増やし、チームワークのとれる仕組み作り

事業所名 グループホームミネルワ（松山市）

事業所の種類 認知症グループホーム

事業開始年月日 平成26年３月16日

従業員数 総従業員数……16人

 常用労働者数…15人

 （うち正社員数…15人）

併設施設（サービス） なし

事業所の概要

サンキューカードは、

本人に直接渡しています。
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◉全体会議・一分間対話
　毎月のスタッフ会議で、冒頭一分間対話を行います。

　くじ引きでペアを決め「好きな食べ物」「好きな時間」「ス

トレス発散」「学生時代の話」など何気ないテーマを決めます。

笑い声がでたり会話に悩むなど色々なペアがいますが、対話

を通じ相手の思いや考えを知ることで、信頼関係の構築につ

ながっています。

　心がほぐれた後の全体会議は、和やかでいろいろな意見が出やすくなっています。

◉朝礼改革
　朝の申し送り後、夜勤者には「お疲れさまでした」日勤者

には「今日もよろしく」と、ハイタッチを行い業務にあたり

ました。

　取り組み始めて２か月後「実はそういうのは苦手なので、

代わりに気持ちのいい挨拶はどうですか？」という案がでま

した。

　代替え案を提供したスタッフが、率先して気持ちの良い挨拶を行い他のスタッフの意識の向上につ

ながりました。ハイタッチは、「朝の気持ちのいい挨拶」につながる良いきっかけになりました。

◉連休設定
　連休取得には色々な課題がありますが、毎月一人ずつ

３連休を設定し心と体をリフレッシュできるよう体制を

整えています。

　「県外の友人の結婚式に参加し、知人との再会を楽しみ

ました」

　「疲れ目だったのか、目が良く見えるようになりました

（笑）」

　など、いろいろな笑顔を見ることができました。

◉誕生日メッセージカード
　プロジェクトをきっかけに、社長自ら現場で話を聞き、

そのスタッフに合った、心温まる誕生日のメッセージ

カードを作成しています。

　「えーこんなのくれるの？　ありがとう」「なんか恥ず

かしいけど嬉しいね」

◉本社面談・管理者面談
　二度にわたり、延べ38名のスタッフが本社で面談を行いました。会社の理念や方針を確認し、個人

の意見や疑問を直接話せる機会になっています。日々の業務の中でも管理者面談を行い、スタッフ一

人一人との対話の時間を大切にしています。

◉チーム移動
　三つの事業所で定期的に異動や研修を行っています。

　個人やチーム（複数）での移動があり、一つの事業所で培っ

た技術や思いを、新しい環境で見直し確認することで、お互い

になれ合いやマンネリ化を防ぎ、個人やチームが成長して行け

る環境になっています。

　
◉成果と今後の課題
　このプロジェクトに参加したことで、スタッフ一人一人が意識を高く持ちレベルアップに繫げてい

ます。

　スタッフの個性 · 技術 · 思いがキラキラと輝き「七色の虹」のような、ぐんちゅうカラーを目指し、

日々成長していきます。

   新しいチームに力をつけたい

  毎月一回一分間対話を行う

事業所名 グループホーム　ユニットぐんちゅう（伊予市）

事業所の種類 認知症グループホーム

事業開始年月日 平成13年６月12日

従業員数 総従業員数……17人

 常用労働者数…17人

 （うち正社員数…９人）

併設施設（サービス） なし 

事業所の概要

誕生日メッセージに素敵な笑顔

「Happy　Birthday♥」

「大切にしています」

22 23



◉ミーティングでの１分間対話の実施
　毎月行う各フロアのミーティングの開始前に

２人１組で行う１分間対話を実施しました。

　１つのお題に対して話し、仕事中には知るこ

とのできない相手の興味のあることや楽しかっ

たことなども聞くことで新しい一面を知ること

ができました。また、楽しく話をしている組が

多く、ミーティングの雰囲気も明るくなり職員

が意見を言いやすくなりました。業務の見直し

などにも以前よりも前向きに受け止めて新たな

取り組みができるようになりはじめました。１分間対話をやってみて職員からは「楽しかったし良かっ

た。」との声がありました。

◉フロア同士の情報共有
　２階・３階にフロアがあり緊急時には協力して対応することになっていましたが、お互いの入居者

の状態などの情報がなく、もし対応することになったら不安だとの声がありました。

　入居者の顔写真入りで、日中と夜間のADLの状態や介助の際の注意点を記入したフェースシート

を作成して情報共有できるようにしました。

　緊急時の協力以外に、合同行事で顔を合わせた時でも入居者の顔写真が入った情報なので名前を呼

んで声をかけられるようになるなど、２階と３階の距離が縮まりました。職員からも「最低限の情報

を持って他の階の手助けに行けるようになるから安心」「行事で一緒になったときに、他の階の入居

者でも手助けができるようになるから良かった」との声がありました。

◉ウェルカムボードの設置と名刺の配付
　ウェルカムボードは以前からありましたが、新し

く作り直し、職員の入職日にはメッセージを贈るよ

うにしました。また、職員一人ひとりに名刺を作成

し配付しました。

　名刺は職員からも好評で、今まで家族や友人に職

場の連絡先を渡せるようなものが無かったので「連

絡先を渡せるようになってよかった」「良かったよ。

出先でも配れるし」「会社員としての自覚が生まれ、

もらうと身が引き締まる」との声がありました。

　ウェルカムボードは、玄関に入職日などを掲示されるのは気恥ずかしいとの声もありましたが、「出

勤して入職日の職員と会うと話のネタになって会話が弾んだ」「新人さんは嬉しいんじゃないかな」

との好印象の声もありました。

◉その他の取り組み
　朝礼時にハイタッチ・腰痛予防体操を実

施しています。「テンションが上がる」「今

日も頑張るぞと仕事スイッチが入る」との

職員からの声もあり、朝から元気に仕事を

始めることに繫がっています。

　感謝の言葉を増やそうとはじめたサン

キューカードは、「ありがとうと言われて自

信に繫がった」「うれしくてやりがいになっ

た」との声がありました。

◉今後の課題
　ひとつひとつの取り組みを行っていく中で、職員の意識が少しずつ変化し始め、ミーティングも管

理者ひとりが話し続けるものから職員が意見を出し、新たな取り組みを行えるようなものになりまし

た。また、１分間対話やウェルカムボードが職員同士の話の種になり、話をする機会も増え明るい雰

囲気になっています。職員が明るい事で入居者にも笑顔がみられ良い効果がみられます。

　プロジェクト期間が終わった後もこの取り組みを続け、今より笑顔があふれ、両フロアの職員同士

も仲良く意見の言い合える職場作りをする事が課題となります。

  新人職員が定着しない。フロア同士の連携が上手くいかない

  職員同士がふれあえる仕組みづくり

事業所名 グループホームわかば（松山市）

事業所の種類 認知症グループホーム

事業開始年月日 平成16年９月８日

従業員数 総従業員数……16人

 常用労働者数 …12人

 （うち正社員数…11人）

併設施設（サービス） 通所介護事業所、居宅介護支援事業所、

 福祉用具貸与事業所

事業所の概要

森　莉映子
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◉本音で意見を出し合う場を設けました
　全体研修において職員間で、今のメサイアに必要なこと、欠けていることなどについて座談会形式
で意見交換を行いました。
　様々な意見が出され、まずどれから解決していくのか本音で話し合いました。そして、多数決を採
り「順次、休憩時間をとる」という目標を決めました。忙しい業務の中、なかなかきちんと休憩をと
ることが難しいのが現実でした。しかし、１か月も経つとお互い声掛けができるようになり、随時休
憩がとれるようになりました。
　自分たちの職場の中にある問題点について自分たちで話し合い、目標を自分たちで決めたからこそ、
目標が達成でき、継続できているのだと思います。
　今後も、様々な問題が出てくると思います。職員みんなが本音で意見を出せる場を設け、解決策を
話し合い、その課題に向かっていくことができれば、解決できるという自信を今回の研修を通じて持
つことができました。

◉職員ひとりひとりに名刺を作成しました
　所属意識を高めてもらうため、雇用形態に関係なく、全職員に名刺を作成しました。
　研修で名刺交換の際、「パートでも作ってもらっている。」「私は、持っている。」「メモで連絡先を
書いている人もいるが、私はちゃんとした名刺がある。」などと鼻が高かったと聞きました。今後も
入社と同時に職員さんには、名刺を配付していきます。

◉心が和むWELCOMEボードでお出迎え♪
　来客される皆さんを大切に思っていることを表すため、WELCOMEボードを玄関に飾っています。
来客者も職員も、ホッとするWELCOMEボードです。職員の入社記念日も書き加えています。これ
を見た職員は、「孫に見せよう」と写メを撮っていました。今後も、職員への感謝の気持ちを大切にし
ていこうと思います。
　メサイアにお越しの際は、ぜひ御覧ください。

◉一人ひとりの成長に向き合えるようになりました
　看護職員をメンターとして成長カードに取り組んでいます。今ま
では一人ひとりの成長にきちんと向き合えていなかったと思います
が、成長カードを通じ、１対１でお互いの成長を感じることができ
ています。
　成長カードは、名刺サイズで取り組んでいましたが、「見えにくい」

「書きにくい」などの意見があったことから、はがきサイズに変更しました。このようにお互いに意
見を出し合いながら取り組んでいます。
　コミュニケーションのきっかけにもなり、自分で自分の成長を確認し、周りもそれを認めることに

より、個人プレーからチームプレーへと変化してきています。

◉終わりに
　今回の研修を通して、職員一人ひとりの良い面を再認識することができ、
また、職員間での意見交換が活発になったり等の良い流れができました。
　「小規模多機能居宅介護事業所な
ら、メサイア」「小規模を開設予定
ならメサイアへ見学へ行こう」と
言ってもらえるような事業所を目指
し、今後も職員一同励んでいきます。

 個人個人の力が生かし切れていなかった

  月に一回本音で話し合う場を作る

事業所名 小規模多機能ホームメサイア（久万高原町）

事業所の種類 小規模多機能型居宅介護

事業開始年月日 平成24年２月１日

従業員数 総従業員数……21人

 常用労働者数…21人

 （うち正社員数…８人）

併設施設（サービス） なし

事業所の概要

大野　由美
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◉新たな施設作り
　施設長交代を機に新たな施設作りに皆で取り組みました。その中で新人介護職員定着促進プロジェ
クトを知り、プロジェクトに手を上げ、同時進行で新たな施設作りを実施しました。

◉施設の取組の主な内容
・スタッフの制服を一新する
　　 スタッフの制服を一新することによって見た目も変わり、気分も変わりました。新しい制服はお

客様にも好評です。
・「夢の実現」をコンセプトに
　　 施設のコンセプトを「夢の実現」ができるとし、お客様の大きな夢から小さな夢まで叶えていこ

うと、スタッフ一同取組みました。「夢の実現」の企画が上がったら、できないと頭から否定す
るのではなくどのようにしたら実現できるのかをスタッフで考えました。スタッフの意見が積極
的になり、時にはご家族様にもご協力いただき、お客様の「夢の実現」を実行しました。

・朝礼で毎朝ハイタッチ
　　朝礼後、ハイタッチを実施！！
　　 今も継続できています。ハイタッチを行うことによっ

て組織としての一体感も生まれました。
 ・毎月勉強会を開く
　　 年間スケジュールを立て、毎月勉強会を開催。参加は

自由。外部講師をお呼びしたり、スタッフが講師になっ
たり。毎月勉強会を開催しました。ただ、聞くだけの
勉強会でなく、グループワークも取り入れ、各部署が

意見を出すようにしました。出席しなかった職員に対しては資料を
必ず渡して伝達しています。また、研修報告書を皆に記入してもら
い、その後、施設長が一人一人にコメントを記入し、研修報告書が
一つのコミュニケーションツールとなっています。

・名刺作り
　　 サンシャイン松山のオリジナル名刺を作成。新人スタッフにオリジ

ナルデザインを考えてもらいました。何種類かのデザインの中から、
好きなデザインを選んでもらって、名刺を配付しました。組織の一
員としての自覚が持てるようになりました。

・１対１の新人教育
　　 新人スタッフが入職すると、必ず同じ先輩スタッフがついて１対１で業務内容を伝え、新人スタッ

フに混乱がないように工夫しています。先輩スタッフだけが新人を育てるのでなく、各フロアの
リーダーがバックアップをし、皆で新人を育てていこうという意識が芽生えています。

　　 また、新人スタッフには研修記録を毎日記入してもらっています。今日行った仕事内容、今日学
んだ事、またはわからなかった事、困った事が記入できるようになっています。担当職員が目を
通し、必ずコメントを書き込むようにしています。その後、施設長もコメントを記入します。そ
うする事によって新人スタッフが今、仕事について何を悩んでいるのかが理解でき、先輩スタッ
フがフォローできるようにしています。

◉これらの取組をして……変化……
　まだまだここには書ききれない取り組みを行ってきました。少しずつではありますが、施設内に変
化が出てきました。スタッフから次のような声が上がっています。「以前より笑顔が出てきた。」「新
人スタッフがわからない事を聞いても優しく対応できている。」「挨拶がよくできている。」「部署を超
えて連携が取れ始めた。」などです。このような声がスタッフから出てきただけでも成果が出てきた
のではないかと感じます。その変化を外部の方も感じてくださっているようで、入居促進にもつなが
りました。何よりも新人スタッフを職員皆で育てていこうという意識が出てきたことは本当に大きく、
新人スタッフの不安を先輩スタッフが汲み取りながら指導できているという環境ができてきました。
新人スタッフも安心して仕事ができています。

◉これからの目標
　上記のような変化が出てきましたが、まだまだ様々な課
題があります。今に満足するのではなく、次の段階にステッ
プアップしていかなければなりません。次世代リーダーの
育成やエニアグラムを活用し、さらにより良い新人育成の
環境を整備していくなどの課題があります。
　また、人手不足と言われているこの業界で、スタッフの
増員を図ることは今後難しいと思いますので、介護ロボッ
トなどの導入も必要ではないかと感じています。
　新人スタッフが学びやすい環境、ベテランスタッフが長く働き続けられ、仕事のやりがいを見いだ
せるようなサンシャイン松山を目指してスタッフ一同、邁進していきます。 

  新人スタッフが定着しない・新人指導が統一しない

  新人スタッフの定着･1対１の丁寧な指導･退職者０を目指す

事業所名 ツクイ・サンシャイン松山（松山市）

事業所の種類 介護付有料老人ホーム

事業開始年月日 平成21年４月１日

従業員数 総従業員数……53人

 常用労働者数…40人

 （うち正社員数…22人）

併設施設（サービス） なし

事業所の概要

事例発表会で優秀賞受賞
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◉明るい職場にしよう
　職場の雰囲気をよくしたい、明るい職場にしたい、その思いで「ありがとう運動」から取り組みました。
　デイサービスを中心に、トイレや台所にも標語をかかげました。
　標語は、

ありがとうは笑顔の源　「一日30回を目標に」　今日も笑顔で過ごしましょう

　意識することで「ありがとう」の回数が増え、職場の雰囲気が変わりました。一番の収穫は、職員
同士が話しやすくなったことです。利用者にとっても過ごしやすい空間になったと実感しています。

◉朝礼改革
　朝礼に『一分間体操』『あいさつ練習』を取り
入れました。
　　「おはようございます！」
　　「ありがとうございます！」
　　「はい！」
　体を動かし大きな声を出すことで、朝から声
にはりが出て、明るく活発に行動できるように
なりました。

◉全体会議の実施
　月一回（第３月曜日の18時～）定期的に全体会議を実施するようにしました。定期的に開催するこ
とで、情報の共有と確認ができるようになりました。職員一人ひとりの考え方の違いや認識のしかた
がわかり、利用者への理解も深まりました。全体会議を実施することで、ケアの質が上がってきてい
ると実感しています。

◉ウェルカムボードでお出迎え
　デイサービスの行事などでボランティアを迎えるとき、ウェルカムボードを設置しています。
　利用者にも喜んでいただき、職員の笑顔も増えました。
　ウェルカムボードの裏面には時候の挨拶など一言書くようにしています。
　週に１～２回書き換えており、みなさんの楽しみの一つになりました。
　季節の移り変わりを意識でき、良い刺激になっています。

◉今後に向けて
　離職者を減らしたい、個性的な職員の良いところを活かしたい、そんな思いで取り組んだプロジェ
クトでした。まだまだ始まったばかりですが、職場の雰囲気が明るくなったことを実感しています。
職員間のコミュニケーションが増えると、自然に笑顔が増えて、利用者の笑顔も増えました。次の課
題は、これらの取り組みを継続し定着させ、職員の成長につなげることです。

  職員が定着しない

 職員間のコミュニケーションを増やす仕組みづくり

事業所名 デイサービスセンターおもや（松山市）

事業所の種類 通所介護

事業開始年月日 平成19年４月１日

従業員数 総従業員数……10人

 常用労働者数… ７人

 （うち正社員数…３人）

併設施設（サービス） 居宅介護支援・訪問介護

 訪問看護・福祉用具貸与

 有料老人ホーム（住宅型）

事業所の概要
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◉取り組みを始めるきっかけ
　一人一人が主役になるために…必要な事は？？？

　私達の仕事は…業務？？…いや違うはず。

　　　じゃあ…どうすれば…まず職員の笑顔から！！

  職員一丸・新人職員育成

 仲間と苦楽はともに！一人一人が主役になる場面・仕組み作り

職員の声 普段あまり話さない職員とも話せるようになった！
改めて話をすることで密な関係を作れるようになった！

職員の声
一日の初めにすることで朝から気分が良くなる！
テンションが上がり笑顔でいられる！
普段ストレッチをすることがないので今後もしたい！！

職員の声
職員のサプライズで本当に涙が
出ました！　ピアノも弾いてく
れたんですよ！

職員の声
もう、本当にうれしかったです！
まさかしてくれるとは思わな
かったので、ビックリ仰天です！

職員の声
家庭とは別に、職場でお祝いを
してくれたことはまた違ったう
れしさがありました！

①　一分間対話を始めるようにしました。

　月に一度のミーティングの時に実施しています。
　こうやって、職種・年齢・性別・経験を問わず、話し合う時間を
作っていくと、今まで言い合えなかったことや、感じていた疑問が
柔らかい表情で語り合うことができるようになりました。
　それに伴い、発展的な会話が生まれています。

②　ハイタッチ・腰痛体操を朝礼後に毎日実施してみました。

　最初は照れながら、ハイタッチをしていた職員もいつのまに
か、笑いあいながら明るくやるようになっていきました。何気
ない取り組みを継続することで雰囲気が変わっていきました。
　また腰痛体操では、「あっ…あ痛たた…」など掛け声ととも
に笑いも出て、良いコミュニケーションに繋がっています。

③　このプロジェクトを実施するとともに職員の誕生日をみんなでお祝いするようにしました。

　（年齢は伏せる場合もありますが…）利用者のお誕生日はもちろんですが、職員の誕生日も他
の職員全員でお祝いをし、時にはデイサービス帰宅前に、時にはミーティングの途中でサプラ
イズ的にお祝いをしてみました。
　祝ってもらった職員は次に誕生日を迎える職員を気にするようになり、みんなの誕生日が自
然と覚えられていくようになりました。

～得たものと、これからも必要なこと～
　今回の研修に参加させて頂き、得たものはとても大きかったです。
　職員間のコミュニケーションだけではなく、気が付けば非常にインシデントが減ったことで
す。各職員が互いを気にかけるようになり、声を掛けあうようになりました。その流れが、気
持ちが利用者様に対しても、さらに増していくようになりました。そうやってインシデントが
減っていくのだと思います。
　これからも、一人一人の職員が目標を持って助け合っていける事業所を目指していきたいです。

～苦楽はともに～　この取り組みを継続して。

「デイサービスセンター重信職員一同」

職種関係なく対話の実施

腰痛体操の風景

祝！還暦祝い
ミーティングにてサプライズ！

事業所名 デイサービスセンター重信（東温市）

事業所の種類 通所介護

事業開始年月日 平成８年４月１日

従業員数 総従業員数……20人

 常用労働者数…17人

 （うち正社員数…16人）

併設施設（サービス） 特別養護老人ホーム・ショートステイ・ケアハウス・訪問看護

 訪問介護・居宅介護支援・在宅介護支援センター・配食サービス（昼のみ）

事業所の概要
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事業所名 特別養護老人ホーム玉
ぎょく

泉
せん

（松前町）

事業所の種類 特別養護老人ホーム

事業開始年月日 平成13年９月17日

従業員数 総従業員数……60人

 常用労働者数…55人

 （うち正社員数…25人）

併設施設（サービス） ショートステイ（定員10名）・ケアハウス（定員24名）

 通所介護事業所・訪問介護事業所・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

◉ありがとう推進
　全体研修後に、士気が高いうちにと、『ありがとうの推進・すみません撲滅』を定着させることを

考えました。

　いつも、職員が出勤時には１回は座るであろう、トイレの便座前の扉にラミネート加工したポスターを掲

示。また職員通用口の掲示板、職員室の照明、エアコンスイッチの上と、目線が行く場所にも掲示しました。

　いつも目にする場所に掲示していることで、自然と意識す

ることができているようで、『ありがとうございます』の声が

増えています。

　なかなか難しいのは『すみません撲滅』で、『今の、すみま

せんではないよね。』とつっこみが入る場面も見られています

が、エレベーター内で乗り降りする際、行き先をお願いする

際などの『すみません』の連呼は続いています。

◉新人さん日報
　以前は行っていた新人職員日報が途絶えていました。以

前のものより簡単に、今日の目標、疑問点、やったことに

ついて記入する新人職員日報を再開しました。

　面と向かっては伝えにくいこと、聞きにくいことが新人

職員と先輩職員の中にあっても、文章を通し先輩職員の優

しさも感じることができているようです。コメントする職員も、コメントを待っていることを意識し

ていけるようになっています。

◉朝礼改革
　８時から朝礼を行ってきていましたが、今の朝礼って惰性でしているのではないかという思いの職

員も多くみられていました。全体職員研修後に、朝礼でハイタッチを最後に取り入れましたが、朝礼

に出ている、３名～５名の職員がするだけで、徐々に途絶えてきていました。

　『何の為の朝礼なのか？』という所から考えましょうと、講師からアドバイスをいただき、リーダー

会で話し合い朝礼改革の取り組みを開始しました。

　夜勤職員へのお疲れ様、日勤帯職員の予定の確認、顔をあわせお互いの状況を確認、『ハイタッチ』

を互いに行いそれぞれの業務にと、時間は５分、長くて10分以内と決めました。まだまだ試行錯誤段

階で、『ハイタッチ』への抵抗のある職員、あたふたしている職員も見られます。

　以前の朝礼に疑問を持っていた職員、明るく『ハイタッチ』をしている職員を巻き込み、この取り

組みを習慣にしていきます。

◉成果と今後の課題
　『昨日より今日、今日より明日。』という思いで、今

回プロジェクトへ参加させていただきました。

　全体研修会の内容等、職員一人一人が気付くことが

できる機会をいただき、日々の業務の中でも、自然と

意識して他職員のことを思いやることができるように

なっています。

　チームワークの一つのきっかけにと、松前町夏祭り

で開催されている『はんぎり競漕』にエンゼル職員チー

ムとして初出場しました。この時は、自然と『ハイタッ

チ』が生まれていました。

　全体研修を受け、職員の士気も高まっていましたが、少しずつ意識が薄れてきている部分もみられます。

　今回のプロジェクトを通し取り入れている一つ一つの改善策を、『継続していくこと』が今後の課

題です。

　毎年『はんぎり競漕』に、『エンゼル職員チームとして出場したい！』と職員からの声があがるよ

うな職場になるように、今後も取組を続けていきます。

  職員の輪に迎え入れる体制づくり

 お互いを認め合い、助け合い、誰も辞めない職場づくり
～離職者をゼロにする～

松前町はんぎりグランプリ
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◉朝礼改革の実施
　平成28年１月に開設した新しい施設ではありますが、開設と同時に朝礼は実施していました。声

を合わせての挨拶→１日の呼吸を合わすための倫理本の音読→申し送り→身だしなみチェック→拍手

締めの拍手 →「今日も一日よろしくお願いします！」という順序でした。しかし、次第
に仕事量が増えると、全員が朝礼に参加することが難しくなりました。

　朝礼の目的は「申し送り」「伝達」だけの為にしているのではなく、家であった出来事や心の中の

不安等を仕事に引きずることなく、切り分け、今日１日仕事をする仲間と呼吸を合わせることだと思

います。

　そこで、「ハイタッチ」を取り入れました。従業員に「ハイタッチをするよー、目的はみんなで活

力ある元気な一日にすること！」というと「了解！」と快い返事が返ってきました。この返事が、「チー

ムワーク」だと喜びました。

　それ以降、ハイタッチをするたびに従業

員の今日の心の健康はどうなのか？と探る

ようになりました。

　不思議と目を合わせスキンシップをする

ことでその日のモチベーションがわかるよ

うになりました。この「心の健康」が気が

かりな従業員に対しては、面談をして、悩

みを聞くようにしています。

◉エニアグラムの活用
　９つある性格タイプをもとに、自分の性格、上司・部下の性格を理解できるエニアグラムは、女性

職員の多い職場で大いに役立ちました。

　それぞれが長所・短所がある人間です。長所は尊敬し、褒める。短所は補ったり、理解したりする

ようにしました。ただ、相手の性格は、自分の取り方で「長所・短所」が出てくることを前提にして

います。

　自分の性格なら、相手にどう伝えたらうまくいくかを重点に考えてもらいました。

　より一層、職場の仲間の気持ちを理解できるようになりました。

◉職場全体会
　職場全体会で１分間スピーチをするようにしています。普段からコミュニケーションはとっていま

すが、個々の価値観を理解することができるようになったと思います。

　わからないことを聞けるスタッフ会を目指しています。徐々にではありますが、職員が溜め込まな

い雰囲気をつくれているのではないでしょうか。

◉その他の取り組み
＊ 開設以来、誕生日にはサプライズで花束をプレゼ

ントし、出勤している職員でクラッカーと「ハッ

ピーバースデー♪」を唱和し、感謝の気持ちを込

めてお祝いします。

＊ 平均年齢51歳ですので、筋肉が、がちがちになっ

ているところを毎朝の朝礼時に１分間体操でほぐ

しています。

＊名刺は全員に配付し、それぞれが自分の仕事に誇りを持ってもらうようにしています。

◉成果と今後の課題
　従業員が継続して仕事をしてくれることは、時間をかけて会社の理念に沿った教育をして、会社の

価値観を理解してくれるスタッフに育つ＝力になる人材を育てることです。

　新規開設以来、仲間意識の強いスタッフではありましたが、「会社の為に・仲間の為に・利用者様

の為に・そして自分の為に」という意識が強くなり

ました。

　会社側がスタッフを大切に思うことで、スタッフ

も利用者様を大切に思い、仲間を大切に思ってくれ

る。良い循環を創ることが、経営側の務めであり、

長く勤めていただけることだと思います。これから

も、「力になる人材育成」をしていきます。　

　定年まで活き活きと働ける職場に！

  新規事業への職員定着

 会社の理念を浸透させる仕組みづくり

事業所名 ヘルパーステーション　愛・家族（松山市）

事業所の種類 訪問介護

事業開始年月日 平成28年１月11日

従業員数 総従業員数……11人

 常用労働者数…11人

 （うち正社員数…９人）

併設施設（サービス） サービス付き高齢者向け住宅

 地域密着型通所介護

 通所介護事業（予防介護）

事業所の概要

中西　龍仁
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事業所名 介護付有料老人ホーム空海の里（大洲市）

事業所の種類 介護付有料老人ホーム

事業開始年月日 平成26年11月１日

従業員数 総従業員数……37人

 常用労働者数…37人

 （うち正社員数…25人）

併設施設（サービス） なし

事業所の概要

◉意見箱の設置(スタッフ用はタイムカードの横、ご家族様用は玄関)
　スタッフの生の声を拾うところから始めました。毎週土曜日に開封し、改善できるところはすぐに

改善し、またみんなの意見を取り入れた方が良い事案については、ミーティングを重ねることでより

多くの賛同を得たうえで決めるなど「見える化」を図りました。手いっぱいで取り組めていなかった

成長カードやエニアグラムを取り入れては？　と、スタッフ側からの取り組む姿勢が出てきており、

よく見える位置に掲示しております。ミーティングや面談を重ねることにより、３人の離職を防ぐこ

とができました。またご家族様からのご意見に対してもすぐ取り組み、お礼も兼ねて各階、エレベー

ターに掲示するようにしております。

◉変化した５分間清掃の実施
　当施設では全スタッフによる一斉清掃に取り組みました。

　ごみの収集、床掃除、ベッド回りやチェストの上の埃取り、感染予防のための全居室の空気の入れ替え、

手すりの消毒等ですが、利用者の為にという意識が生まれてきております。また、事務室で面会者を体

調確認した上で面会して頂いており、これまでインフルエンザの発生は見られておりません。

◉朝礼・ハイタッチの実施
　各階で夜勤者から日勤者へ個々に申し

送りをする体制から３階に一人残っても

らい、全員２階で朝礼・ハイタッチの実

施に変更しました。業務日誌による報告

連絡の徹底に努めました。朝礼の前に情

報収集をするよう声掛けしております。

またハイタッチの実施は仕事に入るため

のスイッチであり、夜勤者にはご苦労様

の声掛けをしております。少しずつでは

ありますが笑顔が見られるようになっており、とげとげしい雰囲気が薄れてまいりました。

◉入社記念日・誕生日・

　ウェルカムボードの活用
　なるべくスタッフに合う言葉を手書き

で書き、ウェルカムボードと一緒にスタッ

フルームに掲示しております。朝礼の時

にスタッフ全員でおめでとうの声掛けを

しています。また入社記念日にも同様の

声掛けやカードを渡しております。感謝

の気持ちを伝えられることを信じており

ます。初めは照れておりましたが、あり

がとうと言えるようになってまいりました。またご家族様のため、必ず事務室を空にしないように心

がけ、お顔を見て明るい声で「こんにちは」「有難うございました」のお声掛けさせて頂いております。

　その他新人教育マニュアルもないに等しい状態でしたので、介護マニュアルについて実際に介護の

場面で実行するべき細かい手順等も作成しており、もうすぐ完成の見込みです。これについては体調

の関係で現場を離れざるを得なかったスタッフと相談しながら約半年がかりで制作しています（ほと

んどスタッフが制作し、私はアドバイスする程度）。チェック方式にして達成できた項目、達成でき

ていない項目が分かりやすいように工夫したつもりですが、改善点があればスタッフの意見を取り入

れて改善していく所存です。また、３～４名の欠勤が日常的でしたが、いろいろなツールを使うこと

により、現在ではほとんど欠勤が見られなくなりました。特に頻繁に欠勤していたスタッフが代替え

のスタッフを探したり、都合がつかなければ遅れてでも出勤するようになりました。そうしたことか

ら不満が減少して会話が増えるようにもなり、意欲の片鱗が見えるようになったことは本当に嬉しい

変化です。まだまだ課題がある施設ですが、今回のプロジェクトに参加させていただいたことは施設

として改善していく大きなきっかけになりました。今後もスタッフ一丸となって取り組んでいく所存

です。

 会話が少なく信頼関係が築けていなかった

  職員同士の会話ができる仕組みを作る
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事業所名 介護老人保健施設　アンビションうちこ園（内子町）

事業所の種類 介護老人保健施設

事業開始年月日 平成13年10月18日

従業員数 総従業員数……67人

 常用労働者数…59人

 （うち正社員数…59人）

併設施設（サービス） グループホームうちこ園・居宅介護支援事業所うちこ園

 訪問介護事業所うちこ園・在宅介護支援センターうちこ園

事業所の概要

　当施設は平成13年10月に開設し15年を経過しました。今までを振り返り、マンネリ化を打破し中
長期的な視点から職員のモチベーション向上のために、外部からの評価も求めて、今回のプロジェク
トに参加しました。
　当施設では、従業員全員に、施設に対する要望・改善・提案を夏と冬、年２回実施しています。内
容は施設環境、人事、業務改善など多岐にわたり、従業員全員に匿名で公表します。
　例を挙げると、『より良い環境になるために、スタッフ間、利用者様の挨拶や、笑顔の声かけが足
りないと感じるときがある。初心に戻り仕事が行えたらと思う。』『仕事での上司からの評価を知りた
い。自分のできているところや、できていないところを知る機会があれば、向上心にもつながると思
う。』『毎月の休日、有休消化がきちんと取れ、人員の補充と体制を考え、ストレスを解消できる様に
努めて欲しい。』一方、『保育園ができると聞き楽しみにしている。子どもができても安心して仕事を

続けられたらいいと思う。』『希望した備品がすぐに届いて、利用者
も喜んでいる。』『各部署との意思疎通を図るために、検討会の場を
増やしたい。』『認知症の勉強会を家族と一緒に実施したい。』『辛く
しんどい事もあるが利用者から「ありがとう」「今日も嬉しかった」
と言って頂くと、心が温かくなり、この仕事に就けて良かったなと
思った。』などがあります。職員からの要望、意見を整理し、施設の
運営会議（リーダー会）で検討して、できることから改善実施して
きました。子育て支援の実施、全員参加の施設全体研修会、人事考
課制度、メンタルヘルスの導入、目標設定等です。しかしながら、
施設の方針、上司に対する不満、人員不足、配置、連続した休暇制
度（リフレッシュ休暇）、スタッフ間のすれ違い等、人事・労働環境等、
毎回、繰り返し、同じような要望・改善・提案が挙がってきます。
　今回は２回のマネジメント能力向上研修会での指導の中から、施
設で取り組み可能な項目、サンキューボード、ハイタッチ、名刺作成、
ウェルカムボード、一分間対話を選びました。

◉サンキューボードの作成
　サンキューボードは、感謝の気持ちを記入する場所を各部署
に作り、皆に記入を呼びかけました。残業の手伝いだったり、
パソコン修理のお礼だったり、たくさんの感謝が記入されまし
た。『いつも分からないことを丁寧に教えていただきありがと
うございます。以前、帰り道駅まで車に乗せて頂きありがとう
ございました。』『休憩時間に楽しいお話ありがとうございます。
貴方と話していたら癒されます。』等…
　開始して１ヶ月ほどしてから、アンケートを実施し、サン
キューボードを中心に取り組んだ感想を求めました。『当たり
前に思っていた事に感謝できるようになった』『書いてもらっ
てモチベーションが上がった』などといった多数の感想があり、
恥ずかしさはありつつも、ポジティブな反応が多くありました。

◉ 朝礼にハイタッチとストレッチ（腰痛体操）
の導入

　朝礼では部署ごとにハイタッチやストレッチを実施して
います。最初は戸惑っていましたが、照れながらも笑顔が
出るようになりました。管理者を中心にして行う事で継続
しています。
　ストレッチはすっきりして気持ちがいいと好評でした。

『腰痛予防にも効果がありそう。』との声も…。

◉職員全員の名刺を作成
　帰属意識を高めるために、ひとりひとりに名刺を作成しま
した。職員の中には「どこで使うのですか？」「同級会とか、
地域の集まり等で使ってください。無くなったら事務所ま
で。」との戸惑いも…「父と交換しました。照れくさかった
です。」と話してくれました。

◉１分間対話
　会議や勉強会の前後など、機会があれば１分間対話
の時間を作り、目標を発表しあったり、勉強会の感
想を言い合ったりして、相互理解を深めました。役
職・先輩後輩関係なくペアを組んで実施することで、
初めて対話形式で話すペアもあり、今後も職員間の
コミュニケーションツールに役立ちそうです。誤解
や行き違いが生まれるのは、コミュニケーション不
足がほとんどであり、今回の取り組みを通してコミュ
ニケーションを図り、職種や部署が違っても、話し

合う機会を作ろうという雰囲気になっていると思います。
　今回の研修・指導を通じて、当施設が、今までの15年を振り返り、次の15年に向かって、うちこ
園の理念 『高齢者の自立支援と家庭復帰を目指し、「まごころ」と「思いやり」を信条とし、総合的介
護の提供を行う。』を実践できるよう、また介護の現場で長く楽しく働くために、自分のモチベーショ
ンを管理し、いつも笑顔と挨拶で、お互いの立場を理解して行動できるよう今後に役立てていきます。

　　 開設から15年間、マンネリ化を打破してステップアップ、
　　 次の15年間に繋ぐ職場づくり
　　 （施設に対する夏冬年２回の要望･改善項目から課題の整理）

  「まごころと思いやり」を実践するため、いつも笑顔と挨拶を！
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◉成長カード
　月に３回、10日に１回のペースで目標を決め努力しています。成長カードは後で見直すこともでき

るように自分専用の名刺フォルダーに綴っていくようにしてみました。ページを開くとカードの裏も

見えるので使いやすかったです。成長カードの目標は全員統一の目標にしてみたり、個人別のテーマ

にしたりと工夫しています。まずはハイタッチが定着できるように目標を全員“ハイタッチする”にし、

気を付けたことでハイタッチが早い段階で浸透できました。徐々に自分自身が考えて仕事の援助の内

容について目標設定するようになりました。この成長カードは目標についてどんな行動をしたか自分

自身が書きます。その下にそれぞれの担当者を決

めて、そのことについてのコメントを書くように

なっています。それを読むことで嬉しい気持ちに

なったり、励みになったり、再度この目標に挑戦

してみようと思ったり、小さな目標でも確実に達

成していく積み重ねが自信になっていく事を体感

しました。こんな小さなカードですが一人一人が

必ず成長できる大きなヒントがたくさん詰まって

いるカード！　今後も継続していきます。

◉ウェルカムボード・メッセージボード
　従業員一同が嬉しいことや楽しいことを共有するという意味で事務所の特に目につきやすい場所に

ボードを設置し、お孫さんができた事や入社記念日をポスターにして貼り、みんなにお知らせして一

緒にお祝いしました。昨年11月に全員の入社記念日を整理したところ、ちょうど12月で入社10年と

いう従業員が一人いたので、サプライズを計画しました。来られるだけの従業員のみんなが集まり、

本人が事務所に入ってきたところを拍手で迎えました。10年間の勤続に感謝し今後もさらに頑張って

ほしいという気持ちを込めて、感謝状と記念品の授与式をしました。

　本人談…いやーびっくりした。有難うございました。益々頑張ります！！

という何とも前向きな言葉をいただき、みんながとても嬉しい気持ちになりました。

　今後もいろいろな嬉しい・楽しい・幸せな感動を共有するために、ウェルカムボード・メッセージボー

ドを使ってみんなにお知らせしていこうと決めました。

◉ハイタッチをする
　これはやってくれる人と私はいいよという人が分かれるだろうなあと思っていましたが、まずは自

分から声掛けしてハイタッチの手を上げる事で必ず全員笑顔で返してくれました。それからはずっと

全員継続できています。一日のうち朝昼を問わず一番最初に会った人と、ハイタッチをすることで目

と目を合わせて、お互いに笑顔になり一日を気持ちよくスタートさせることができます。たとえ気持

ちが沈んでいたとしても、ハイタッチをすることで気持ちをクリアにし仕事に向かうことができます。

今ではごく自然とお互いに声を掛け合ってハイタッチをしています。気恥ずかしいとかしらけたらど

うしようとか心配するよりも、自分から行動することで意外に簡単にできるコミュニケーションの取

り方だと実感しました。

　下記は従業員の感想です。

・背中を向けて仕事をすることが無くなった。

・私もずっと続けていきたい。

・自然に笑顔が増え事務所内が明るくなった。

・従業員間で何気ない笑顔が交わせるようになった。

・コミュニケーションを取るのに良いなと思った。

・未だ少し照れるが笑顔で出来ている。

・継続したい。

・さらに笑顔と笑い声が響く事務所になっている。

・忘れていても思い出してやっている。

・お客様にまでやってしまった。（笑）

  個々の力と心が一つになっていなかった

  ハイタッチを通じて親密なコミュニケーションを定着させる

事業所名 ケアステーション悠友（宇和島市）

事業所の種類 訪問介護

事業開始年月日 平成16年３月３日

従業員数 総従業員数……12人

 常用労働者数… ４人

 （うち正社員数…２人）

併設施設（サービス） なし

事業所の概要

廣瀬由美子
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◉朝の体操にプラスワン
　毎日、朝の体操が日課になっていたので、そこにプラスしてハイタッチを取り入れ、スキンシップ

を図っています。声を出しながらすることで、テンションも上がり、盛り上がります。これをきっか

けに、利用者さん同士の会話も増え、利用者さんの体調や気分も分かるので、利用者さんお一人お一

人に対する気遣いが一段と増えました。職員・利用者さんが笑顔で一日のスタートをきれるよう努め

ています。

◉その他の取組事例
　事業所にウェルカムボードを設置…お客様から「いいですね。」と好評です。

　時計の下に「ありがとう」…職員の「ありがとう」が、増えることで笑顔が増えました。

　　　　　　　　　　　　　　ちょっとしたことでも、「ありがとう」が言えるようになりました。

　　　　　　　　　　　　　　 スタッフ全員が「ありがとう」を言うことで、利用者さんにお手伝い

していただく場面も増えました。

◉職場全体研修の効果
　ストレッチやハイタッチ等、職員同士だけでなく利用者さんともコミュニケーションがより図れる

ようになりました。全員が同じ時間、同じ場所で学ぶことにより、職場改善の意識が共有でき、一体

感が高まりました。

◉成果と今後の課題
　職員同士のコミュニケーションが図れるようになり、会話や笑顔が増えました。「ありがとう」が

言えることで、今まで以上に、職員同士協力して仕事に取り組めています。職場がより明るく、元気

になりました。

　職員同士で話し合う機会は増えましたが、もっと深い話ができる環境を作り、小さなことでも話し

合える関係作りをしていきます。

◉その他

　当事業所は、地域行事への参加・地域の方との交流会を積極的に行っています。また、地域の方の

訪問・相談・職員や利用者家族の訪問やレクリエーションへの参加が増えるよう、挨拶や繫がりを大

切にし、これまで以上に地域に愛され、笑顔溢れる「ほほえみ」にしていきたいです。

 職員の定着率が良くなかったので、何とかしたかった

  職員のコミュニケーションを図る仕組みを作る

事業所名 小規模多機能型居宅介護ほほえみ（愛南町）

事業所の種類 小規模多機能型居宅介護

事業開始年月日 平成24年10月１日

従業員数 総従業員数……15人

 常用労働者数…13人

 （うち正社員数…８人）

併設施設（サービス） なし

事業所の概要

古本　朝美
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◉プロジェクトに取り組むにあたって
　平成27年度の退職者が８名と多く、どうすればこの状況から抜け出せるのか？を考えていたときに
今回のプロジェクトのことを知り、藁にもすがる思いで参加させて頂く事にしました。プロジェクト
に取り組むにあたり、まずは自分たちの職場が抱えている課題は何か？　どんな職場にしたいのか？　
を話し合いました。どの職員も「職員同士のコミュニケーションが不足している。」「笑顔のある職場
にしたい。」「退職者を出したくない。」など同じ気持ちであることを確認しました。このようにお互
いの気持ちを言い合える機会を持つことができたことはコンフォート神山にとっては大きな一歩だっ
たと思います。

◉成長カードの実施
　成長カードは全職員で取り組むことにしました。書く事に悩まないように簡単な書式とし、１回の成
長カードの実施期間は２週間としました。成長カードは各ユニットの入り口に掲示してある職員の写
真とセットで掲示することで、お互いの目標や取り組みの内容を確認することにしました。実施期間
が終わったら各リーダーと施設長が各個人の自己評価を確認し、取り組んだ成果を認めあうことを目
標にしました。まだまだ取り組みの途中で評価できる段階にはありませんが、面会に来られた御家族
の方には「職員さんがどんな気持ちで母の介護をしてくれているのかがよく伝わってきました。これ
からも母のこと、よろしくお願いします。」と面会の帰り
に声を掛けて下さる場面も多くありました。この言葉で
職員もまた頑張ろう！と仕事の励みになってきています。
　またこの成長カードは職員全員で取り組んでいるので
今、どんな思いで仕事をしているのか？をお互いに確認
することができ、「目標に向かって頑張っているな。私
も負けずに頑張ろう。」という気持ちになることができ
ました。

◉その他の取り組み事例
①ハイタッチをしよう
　本来なら朝礼時に実施できたらいいのですが、４つのユニットが集まっての朝礼は実施していない
ので出勤し業務に入るときに実施しようと試みました。しかし全体ではなかなか浸透されず……。
　成長カードの中でハイタッチを目標にして取り組んでいる職員は数名いました。そんな中、廊下で
職員同士がハイタッチしているのをみて入所者様が「おはよう」と言いながら両手を挙げてくださる
こともあり、明るい雰囲気になるのでハイタッチの場面が増えることを期待してこれからも取り組ん
でいきます。

②ウェルカムボードの設置
　来訪される面会の方やボランティアの
皆さんへのメッセージや職員の入職記念
日や誕生日にはお祝いのメッセージを記
載し、日頃の感謝の気持ちを伝えるよう
にしました。「恥ずかしさもありますが、
また頑張ろう！という気持ちになりまし
た」という職員の言葉を聞き、今後も継
続していこうと決めました。

◉今後の課題
　このプロジェクトを通じて「常に人が人
を育てる」ということを学ぶことができ
ました。いくつかの取り組みを実施する
中で職員間の温度差を感じることもありま
すが、このような取り組みを継続していく
ことが一番大切なことだと思いました。共
に働く職員が同じ方向を向き、いつまでも
この職場で頑張ろう！という思いで日々の
業務に取り組み、入所者様や御家族様から
信頼して頂けるよう、施設一丸となって頑
張っていきます。

 職員不足の日々が続き、みんなヘトヘト……

  みんなが笑顔で助け合う職場作り

事業所名 小規模特別養護老人ホーム　コンフォート神山（八幡浜市）

事業所の種類 特別養護老人ホーム（地域密着型）

事業開始年月日 平成24年４月１日

従業員数 総従業員数……30人

 常用労働者数…27人

 （うち正社員数…22人）

併設施設（サービス） 短期入所生活介護（定員９名）

事業所の概要
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◉「１分間対話」の実践
課　題： 職員同士が互いを知り合うことで、お互いに情報を共有し助け合える環境をつくりだす。

取組み： 普段、ゆっくり話す機会のない職員同士が、まずは自己紹介から互いを知ってもらうようにし、

その都度、テーマを決めて１分間で交互に自分の言葉で相手にわかるように話してもらう。

成　果： 回数を重ねるうちに、１分間では時間が足りないくらい話をするようになった。相手を知る

機会が増えたことで、利用者さんの体調や介護支援方法の情報共有が円滑になった。

事業所別職員会議から合同職員会議へ

　事業所間の職員の温度差を解消し方向

性を一致させる為に、合同の勉強会（レ

クレーション講座・笑いヨガ講座など）

を開催。

◉「成長カード」導入
取組み： 新人職員が、今自分が業務においてどこまで成長しているの

か、何が足りないのか、何を教えて欲しいのかを明確にする

ことで、日々の業務に目標をもって取り組むことができるこ

とを目指した。

　　　　 成長カードを作成し、事業所ごとに新人とエルダー３組ずつ

計６組に２ヶ月間実施。

　　　　 １週間ごとにペア同士が話し合って次の目標を決め、達成で

きなければ、少し目標を下げて実施。

成　果： 自分が利用者さんに対応する際に、何が不足しているのか、

どう成長したか、自分の立ち位置が明確になってきている。アドバイスがしやすいされやす

い環境になったことで、コミュニケーションが活発になり、業務中の相手を気にする気にさ

れることで適度な緊張感が生まれてきた。

◉「ありがとう」運動
取組み： 互いをねぎらうことを習慣化させ、「すみません」「がんばれ」を言う代わりに「ありがとう」

を使うようにし、より意識するために、「すみません募金箱」を置き、「すみません」を言っ

た場合は100円を入れる。たまったお金は、職員の慰労会費用とする。

成　果： 「ありがとう」の声が連鎖して、「すみません」を上回るようになり、自然と笑顔が増えた。

　　　　なんと、利用者さんからの「ありがとう」も増えました。

◉職員・パートさんの誕生日をお祝い
　今年の１月より、日頃の感謝を込めて、職員・パートさんの誕生日をお祝いするようにしました。

予告なしでするので、当事者の驚きの顔を楽しみながら続けていく。花束と業務中のスナップ写真集

をプレゼント。

◉今後の課題
　こうした取り組みを職員自らが主体的に考え実践していくことで、何でも相談できる働きやすい職

場を、職員全員で育んでいきたい。そして、地域の高齢者・障害者・生活困窮者などが気軽に集まれ

て働くことのできる場所をつくり、地域になくてはならない地域福祉事業所をみんなでつくりあげたい。

 地域を巻き込んだ家族的な職場づくり

  働きやすい職場の仕組みづくり

事業所名 デイサービスセンターめぐみの里（西予市）

事業所の種類 通所介護

事業開始年月日 平成26年２月

従業員数 総従業員数……21人

 常用労働者数…21人

 （うち正社員数…14人）

併設施設（サービス） 有料老人ホーム・宿泊体験サービス・居宅介護支援

事業所の概要
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事業所名 特別養護老人ホーム　つわぶき荘（伊方町）

事業所の種類 特別養護老人ホーム

事業開始年月日 平成10年５月11日

従業員数 総従業員数……49人

 常用労働者数…41人

 （うち正社員数…34人）

併設施設（サービス） 短期入所生活介護事業所（定員15名）

 軽費老人ホーム（定員30名）・居宅介護支援事業所

事業所の概要

◉毎日の朝礼の実施
　当施設の朝礼は、以前までは事務所職員のみ当日の日程の確認という内容で行われていました。こ

れを「多職種連携・理解」「１日の勤務の開始としてけじめをつける」というモットーのもと、介護

職や看護職をも含め、各部署１人ずつ朝８時40分に集合しての全体朝礼をスタートさせました。

　おおまかな朝礼の流れとしては、『各職員１人ずつ今日の目標を発表→ハイタッチ』でしたが、こ

れに腰痛予防としてストレッチを組み込み、さらには一人ひとりの目標発表後に拍手をするなど、よ

り活気づける要素を追加しました。

◉成長カード
　多職種連携の一環として他に、成長カードを導入しました。

別部署の職員同士ペアを組み、自分の目標をお互いに評価する

というものです。この取り組みによって、18年間事務所内で

勤務を続けていた職員が現場に顔を出すことが増え、利用者の

笑顔をみることができたり、介護職員が施設長といろんな話が

できたり等新たな発見が沢山ありました。

　さらに、目標評価の他にも10分間何でも良いので会話をす

る場を設けました。これも、いままで関わることが少なかった

職員間の交流に一役買いました。

◉ありがとう推進・名刺作成
　職場で職員間や利用者への「ありがとう」を増やすため、絵の得意な職員に

ポスター作成を依頼しました。玄関に掲示し、事業所の取り組みが来訪者にも

分かるように工夫をしています。また、

各部署良く見える所に貼って意識付け

をしています。

　名刺も同様で、職員作のイラスト付

き名刺を全職員に配付。その時の職員

会で名刺交換の講習会を行いました。

◉ウェルカムボード
　当施設では、プロジェクト発足以前か

らの取り組みとして、玄関にウェルカム

ボードを掲示し、面会者の方々に楽しん

でいただけるよう工夫しています。

　同じように今年度中盤から各職員の写

真と名前を掲示し、来訪された方に覚え

ていただくようにしました。

◉今後の取り組み
　今回当施設では上記の取り組みを半年の間に導入しましたが、これらを継続していく事が大事です。

そして、当初の目標であった「来て良かった」と思える事業所にするということも忘れず、来年度以

降も職員みんなで考え、精力的に活動していきます。

　具体案としては、100回帳の導入、入社記念日等色々挙がっているので、まずはその下地をしっか

り固めていきます。

  同じ事の繰り返しの毎日を変えたい

 つわぶき荘に来て良かったと思える事業所にする

プロジェクトメンバー

ウェルカムボード
（表）　　　　　　　　　（裏）

職員写真
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事業所名 ななほし中川（西予市）

事業所の種類 通所介護

事業開始年月日 平成23年４月１日

従業員数 総従業員数……10人

 常用労働者数… ９人

 （うち正社員数…８人）

併設施設（サービス） 学童保育

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　朝礼では、申し送りと本日の利用者の確認を行います。その後はすぐに送迎に行くようになるので、

その前にハイタッチを行ってから、動き出すようにしました。ショートの利用者さんがいる時は、利

用者さんも一緒になってハイタッチをしてもらっています。実施後には、笑顔がみられ、利用者さん

からも、「ここは笑顔がいっぱいでいいのう」と言っていただいています。

　遠くの利用者さんをお迎えに行く時など、たまに忘れることはありますが、継続して実施していき

ます。

◉「ありがとう」の取組
　「ありがとう」の言葉を増やしていくために、どうすればよいか考えていました。

　「ありがとう」を言えた回数を数えることは難しいと思い、いろいろな「ありがとう」を書いた色

紙を用意し、職員や利用者さんが普段から目に付く場所に置きました。次第に、「ありがとう」の言

葉が増えています。

　「心が和やかになる」

　「たくさんありがとうを言おうな」色紙を見て、

職員や利用者さんからこんな声があがっています。

◉ウェルカムボード
　事業所にウェルカムボードを設置しました。

　デザインが得意な職員がおり、いつも率先して楽しそうにつくっています。

　利用者さんや学童の子ども達にも好評で喜んでもらっています。

　「上手に書けていて、ステキやなあ」

　「今日は何が書いてあるのかなあ」利用者さん達の

喜ぶ顔を想い浮かべ、励みにして書いています。

◉成果と今後の課題
　まだ取り組み始めたばかりですが、職員みんなが取り組んでいくことへの前向きな姿勢がみられて

います。

　ハイタッチやありがとうの取り組みに対して、ネガティブな声がなく、職員みんながやってみよう

という気持ちで取り組んでもらいうれしかったです。

　続けていく事で、これからさらにいろいろな変化が生まれてくると思うので、みんなが笑顔で助け

合える職場にします。

  職員の定着率がよくない

 職員間のコミュニケーションを増やす仕組みづくり

井関　竜一
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事業所名 ユーミーケア内子（内子町）

事業所の種類 通所介護

事業開始年月日 平成24年５月11日

従業員数 総従業員数……７人

 常用労働者数…７人

 （うち正社員数…４人）

併設施設（サービス） 短期入所生活介護

 介護予防短期入所生活介護

事業所の概要

◉朝礼改革の実施状況
　朝礼後、ストレッチ体操を実施し、ハイタッ

チでの挨拶を実施しました。ストレッチやハイ

タッチ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、仕事の切り替えができ、笑

顔でご利用者様と接することができ、その後職

員との会話が増えたとの意見がありました。

　職場内の雰囲気が明るくなりました。しか

し、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ます。

◉成長カード
　必ず達成できそ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

ションをとる機会が増えました。評価のための

面談も年に２回はありますが、このカードを使

うことで、目標が目に見えて共有化でき、話も

スムーズになりました。

◉誕生日プレゼント交換
　デイサービスでは、職員の誕生日にはプレゼントを渡すこ

とを継続しています。約４年前から続いていますが、今回の

プロジェクトを契機に渡し方などにさらに工夫をし、楽しい

ものにしました。写真は今までに贈り合ったプレゼントの一

部です。手作りの物もあり、職員同士の思いやりを感じます。

◉その他の取り組み事例
（全員に名刺を配付する）

　帰属意識を高めることを目的として、全員に名刺を持ってもらいました。

（ウェルカムボード）

　本日訪れてくれる、ご利用者様、来園者様へ感謝の気持ちを込めてウェルカムボードを作成し、玄

関先に置きました。

（職員の誕生日、入社月ボード）

　○月誕生日の職員、前年以前の○月に入社した職員がわかるボードを職員出入り口に掲示しました。

　効果はこれからですが、その月が誕生日の職員には「おめでとう！」、その月に入社し今まで勤務

されてきた職員には、「ご苦労様」という声を掛けていきます。

◉職場全体研修の効果
　人（職員）を集める職場ではなく、人（職員）が集まる職場にならなければいけないと言われます。

　職員が集まってこそ、その職員の温かい気持ちによって、利用者様が集まって下さいます。今回の

研修で職員同士に目を向け、そのことを強く認識することができました。

◉成果と今後の課題
　働いている職員に、ユーミーケア内子で勤務して良かったと思ってもらい、事業所の方からも勤務

してもらったことに感謝し、報いるようにしていきたいです。

　平成29年５月で開設５周年を迎えますが、職員用の５周年記念催しを、職員が案を出し合い、開催

するように準備をしていきます。

  働く職場の環境作り

 笑顔が絶えない職場作り
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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、

熱心にご対応いただきました。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

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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