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ニュースレター 

読者の皆様へ 

 このニュースレターは、著作権法
によって保護されている著作物で
す。この内容を使用する場合には、
出典を明らかにしてください。出典
を明らかにせず、ご自分のオリジナ
ルのように使うのはルール違反にな
ります。 
 
 この内容は、中小企業に即役に立
つノウハウです。それを包み隠さず
紹介しています。ここまで作り上げ
るためには、莫大な費用と時間を投
入しています。必ずルールを守って
ご活用ください。 
 
 尚、このニュースレターは弊会
パートナーの先生方以外の専門家に
は提供しておりません。 
 
 ニュースレターの再発行は１部
500円＋税、新規発行は１部1,500
円＋税で承ります。ゆうメールまた
はＤＭ便でお送りいたします。 
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２．「おむつゼロ」で自立支援・尊厳回帰 

３．このままでは倒産してしまう 

４．労働組合結成～団体交渉 
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社会福祉法人 山坂福祉会 
    やまさわの⾥  
理事⻑ 野原哲夫 
住所：〒321-4362  
       栃木県真岡市熊倉町3435-1  
TEL： 0285-81-1188  
URL：http:/www.yamasawanosato.or.jp/ 
事業内容：特別養護⽼人ホーム・     
ショートステイ・デイサービス 
従業員数：職員60名 

社会福祉法人 
山坂福祉会 

＜ 正⾯⽞関前にて（左）事務⻑ 田中光晴様 （中）施設⻑ 押久保圭子様 （右）理事⻑ 野原哲夫様 ＞ 
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１．やまさわの⾥について 

--事業内容について教えてください 

野原理事⻑：当会は施設「やま
さわの⾥」で介護事業を⾏って
います。定員50人の特別養護
⽼ 人 ホ ー ム と 定 員10人 の
ショートステイ、定員35人の
デイサービスを中⼼に、居宅介
護支援事業所、地域支援事業も
サービスとして⾏っています。
従業員数は約60名。年間収益
3.4億円。「⼼からの笑顔」を
施設理念として介護サービスに
努めています。 

--設⽴について教えてください 

理事⻑：私は前職の公務員を退
職した後、さいたま市で税理⼠
事務所を開業しました。栃木県
の生まれ育った真岡市に父親か
ら相続で引き受けた土地があり
そこに介護施設を開設すること
にしました。施設の近くはスー
パー等が点在する商業の中⼼と
住宅内の⾼台にあり、風通しが
良く、東の山並から⽇の出を拝
める最⾼の環境にあります。建
物は、広い敷地に１階建で、中
庭を中⼼とした回りに部屋や事
務所等が配置され、曲線を生か
した「人にやさしい建物」とし
て栃木県からマロニエ賞を頂戴
しました。施設は妹の（押久
保）圭⼦に施設⻑として運営し
てもらっています。私は月に
１・２度、理事会・管理者会議
に参加し、利⽤者サービス向上
及び社員の働く環境整備などの
意思決定業務を⾏っています。 

--施設理念について教えてください 

理事⻑：施設理念は、『私たち
は、利⽤者のために、利⽤者及
び家族の「⼼からのありがと
う」という⾔葉に支えられ、

「⼼からの笑顔」で介護サービ
スに努める』です。私はこの業
界の知識や経験が全くない状態
からこの事業を始めましたの
で、この施設の実質経営者とし
て介護の世界がどういう世界な
のかを知らないと職員と真面な
会話ができない。職員の苦労や
辛さが分からない。それを知ら
なきゃダメだと思って、ヘル
パー２級の資格に挑戦しまし
た。１年半、ニチイ学館に通い
勉強をし、実習とかいろいろ
⾏ったんですけども、まあ、こ
んな大変な仕事はとても出来な
いと思いましたね。そこの講師
の人が私と同じぐらいの年齢
だったのですが、25年もこの
お仕事に従事しているという方
でした。その先生に「なんでこ
んな大変な仕事をあなたはでき
るんですか？」と聞いたら、
「体具合の悪い方にいろいろし
てあげたら、本人や家族の方々
やたくさんの人に『ありがと
う』と⾔われるんですよ。その
⾔葉が25年間、私を支えてく
れたんだ」と⾔われたんです
よ。なるほどなあと。思い返し

てみると、私が⻑く働いてきて
感じたことと同じだなあと思い
ま し た。そ こ で、「あ り が と
う」という⾔葉をこの施設の理
念に⼊れたいなと思いました。
あと職員と話をしていると「私
たちは⼼の笑顔で介護サービス
に努める」ということをよく
⾔ってくるんですね。この「⼼
の笑顔」と「⼼からのありがと
う」という先生の⾔葉が、⾃分
の体験談を通じて、これがいい
かなというような感じで施設理
念はずっとこれでやっていま
す。 

--当初から２足のわらじでしたか 

最初はお袋（⺟親）が理事⻑
だったんです。まあ田舎ですか
ら、形だけでやっていました。
しかし、やはり人の問題、お⾦
の問題、経営の問題、色々問題
が出てきましたので、そこはも
う２足のわらじになっちゃいま
すけど、私が税理⼠をやりなが
ら、理事⻑をやることにしまし
た。お袋も一生懸命やってくれ
たんですけど。父親から引き継
いだものをここまでやってきた

＜ 施設の中庭。天気のいい⽇のイベントはここで⾏います ＞ 
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わけですから、最後は⾃分が倒
れるまで、僕はやらなきゃいけ
ないとの思いもあり、施設理念
というのは作らせていただきま
した。 

--利⽤者は近隣の⽅が多いですか 

押久保施設⻑：東京から⼊所す
る方もいました。結局実家はこ
ちらだから。だから場所は関係
ないですけれども、やはりほと
んどの方はこの周りの方々です
ね。まあうちの施設は大きく２
つです。ここに泊まってずっと
いられる特養の方と、あとは１
週間単位くらいで泊まるショー
トステイの方ですね。あとはデ
イサービス（朝来てお風呂に
⼊ったりいろいろ遊んだりして
⼣方帰る）や居宅介護支援・介
護予防事業も⾏っています。設
⽴当初、ケアマネージャー（ケ
アマネ）という医療や福祉面の
さまざまなサービスを理解し、
支援が必要な人に合ったコー
ディネートを⾏う有資格者が２
人いたのですが、一時期全員い
なくなって大変だったんです。 

理事⻑：ケアマネは利⽤者との
面談、ケアプランの作成、介護
サービス等を提供する施設や業
者との調整、モニタリングの実
施などを⾏う要の仕事となりま
すので、ここがしっかりしてい
ないと利⽤者も増えないんで
す。⻑い目で⾒たら、施設内か

ら育ててケアマネになってもら
うのがいいなと思いました。 

施設⻑：各セクションでリー
ダーをやってきた職員３人が試
験に挑戦し、合格してくれまし
た。外から来た人を含めて現在
４人のケアマネがいます。４人
体制だからいいフォローができ
る。ケアマネの方がプラン作り
ながら各部門との連携も非常に
うまくいっています。 

理事⻑：成⻑塾でも学びました
が、いかにして今いる職員を育
て上げるかという、そういう形
ができてきていて、非常にいい
感じです。 

２．「お む つ ゼ ロ」で ⾃ ⽴ ⽀
援・尊厳回帰 

--こちらの施設の強みは 

施設⻑：やまさわの⾥の特徴の
一つは、「おむつゼロ」です。
⼊所時は、ほとんどの利⽤者が
「おむつ」をしてきますけれ
ど、うちに来たらおむつが無く
ても生活できるようになりま
す。⽇中おむつをしてる人は誰
もいないんですよ。数多くある
施設の中でも、おむつゼロの施
設は全国で100程度と聞いてい
ます。全国⽼人福祉施設協議会
からも表彰をいただきました。
他の施設の方からもどういう風
にやっているんですかって、⾒
学に来られることもあります。

まあ、本当に優秀な施設の１つ
に⼊るんじゃないかなと、⾃負
してます。平成22年に“介護⼒
向上”といって、介護の⼒を⾼
めようということで全国クラス
のところに１年半通って勉強し
てきました。そこで学んだこと
を基本にずっと続けてきたんで
す。 

--⾃分でトイレに⾏くようになる 
施設⻑：⾃分で⾏くようになる
んではなくて、職員が排泄パ
ターンを把握・管理して、排泄
のタイミングの前にトイレに連
れて⾏くんです。トイレに⾏く
のに介助してあげたり、１対１
で個別ケアっていうのもしてあ
げないとおむつは取れないんで
す。⽇中トイレに⾏かせる、お
むつに便をさせないという、そ
ういう取り組みなんです。おむ
つゼロ運動の渦中では、利⽤者
に水分を取ってもらう、運動さ
せるとかそういうのがあって、
いろいろ本当に大変です。機能
が弱らないようにとか気をまわ
しながら何人もみていくわけで
す。 

--「おむつゼロ」の本質は 

施設⻑：結局⾃分でおむつの中
に便をしたら、どれだけ気持ち
悪いかということを皆さん知っ
ています。おむつは肉体的にも
精神的にも苦痛なんですね。そ
れは可哀そうだということで普

＜ おむつゼロ達成証明書（ホームページより） ＞ 
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＜ 渋⾕レックス株式会社様の営業⼀般職の成⻑シート（重要業務と勤務態度を抜粋）＞ 

通の人間に戻してあげましょ
う。おむつを外すことによって
普通の人間の生活に戻れる。利
⽤者が⾃信を回復し、⾃⽴して
いく大きな切っ掛けになりま
す。おむつを外すことは、利⽤
者の尊厳を取り戻す旅だともい
えます。でも、実際の介護の現
場では「おむつを前提とした生
活」が当たり前になっていて、
それは、私たち介護に関わる者
が、失禁は改善不可能なものだ
と諦めてしまっているからなの
です。私たちばかりでなく⾼齢
者も諦めてしまっているところ
があるんですね。介護保険の目
的は⾃⽴支援なんです。そのた
めの施設ということを根幹にお
かなければならないと思うんで
す。 

--チャレンジしている施設が3,000
近くある 

施設⻑：挑戦している施設は多
いですけれども、「⾔うは易く
⾏うは難し」で、実践するのは
簡単ではないと本当に実感しま
す。私たちもいろんな壁や疑問
にぶつかり、もがきながら進め
てきましたが、この挑戦は一人
が頑張ってできることではあり
ません。私たちの施設のビジョ
ンにもある「共有とチームワー
ク」そして「成功体験の積み重
ね」をしながら、諦めず前進し
ていくことが大切だと思いま
す。実際に介護⼒の向上に取り
組んでみて、夜間の発熱者がだ
いぶ減りました。本当に取り組
む前は、常時１０人くらいいま
して、夜中バイタル測る人が
いっぱいいて大変な状態でし
た。それから夜は寝ないでウロ
ウロしてる人、徘徊とかも⽇常
茶飯事。夜間は職員２人体勢な
んですけど、やらなければなら

ない仕事がいっぱいあって本当
に夜間の事故が多かったんで
す。けれども、この介護⼒向上
に取り組んでから１年位から少
しずつ成果がでてきて、発熱は
しない、夜間徘徊者はいなくな
る、⼊居してる人はほとんどが
夜寝てる、だから動いている人
はショートステイの方くらい。
夜間の仕事がかなり減りまし
た。今聞くと「夜間の夜勤さん
の方が楽だよね」と職員が話し
ています。⽇中みんな身体を動
かして疲れて、夜はぐっすり眠
れるんですね。普通の人間に
戻っているんです。 

３．このままでは倒産してしま
う 

--⼈事制度をつくりたいと思った
きっかけは 

理事⻑：私が成⻑塾を修了した
のは平成20年の７月。その２
年前に個々事業の収⼊と人件費
の上がる曲線を予測した時でし
た。収⼊合計は緩やかな右肩下

がり人件費はどんどん上がって
いく、資⾦収支がマイナスにな
るのは⽕を⾒るより明らかでし
た。なぜ、人件費がどんどん上
がっていくかというと、社会福
祉法人の認可を受ける際に公務
員給制度の賃⾦体系じゃないと
通らなかったんです。それは認
可する人が⺠間企業の給与実態
を知らず、⾃分たちの公務員給
与しか知らないという理由で
す。 

--かなりの危機感ですね 

理事⻑：それで最初スタートし
たわけですが、公務員は40歳、
50歳になると責任給という形
で給与が上がっていきます。そ
うするとこちらの働いてる方々
も40後半から50歳になると給
与がボンボン上がっちゃう。そ
の人たちが果たしてそれに⾒合
うだけの責任ある仕事をしてい
るかと⾒ていると、若い職員と
同じことやっているわけです。
うちは⺠間企業だよ。役所じゃ
ないよって。若い人たちは１年

＜ 施設幹部会議の様子 ＞ 
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ではなかなかできないけれど
も、２・３年経つと⼗分な働き
ができるわけです。年配者は、
⼝は達者だけど動きは若い人た
ちの方がいいと。この若い人た
ちをもう少し給与が安い状態か
ら脱してあげて、働きがい生き
がいを感じるようにしないと若
い人の定着はないなと思ってい
たのが１つ。もう１つは主任と
いう、特養・ショートステイ・
デイサービスそれぞれのリー
ダーたちも、公務員給だから年
間の収⼊がいくらか決まっちゃ
うんです。だから月の給料がい
くらでボーナスが何か月分なの
かが職員⾃身で計算できるんで
す。そうすると「あんた○○し
てくれ」と指⽰命令をしても、
職員はその仕事をしません。な
ぜならその仕事をやらなくても
一定の給料をもらえるからで
す。リーダーに対して「あなた

はリーダーだから、こういうこ
とをやるように部下に指導する
のがあなたの仕事だ」と⾔って
いたものが、このような指導を
役員である我々が⾔っているの
はおかしい、と思ったんです。 

--職員のやる気はどうでしたか 

リーダーならリーダーなりの手
当てをするなり、人の教育をし
ながら育っていくと。それだけ
のサラリーも手当てしてあげる
と。また、働いている人間も
「あの⼦は働いているけど私は
いいわ」というふうに人間の中
でも能⼒や仕事のパフォーマン
スが下がってくるんですね。結
局、挨拶もしない。挨拶しなく
ても１年間給与がもらえますか
ら、施設全体活気がないわけで
す。事故も起きる。これを何と
か改善するために何かないかな
とモヤモヤしているときに、知

り合いから
も ら っ た
「成 ⻑ 塾」
の 資 料 が
あったんで
すね。 

--成⻑塾に参
加して 

理事⻑：成
⻑塾に参加

して「中小企業に合う人事制
度」だと思いました。⾃発的に
仕事に取り組んでいける。施設
にあるいろんな仕事にチャレン
ジしていく。⾃分で⾃分の成⻑
を計画していくことができる。
点数化されるので誰が⾒ても成
⻑度合いが分かる。リーダーも
部下の成⻑を支援し、部下の成
⻑した分が評価されていくとい
うのは非常にいいと思いまし
た。それから、私の本業は税理
⼠の会計事務所です。会計や税
務の処理はコンピューターのソ
フトの能⼒もかなり上がってき
ましたので、これから税理⼠の
生きる道はやはり経営コンサル
の分野だと思っていました。経
営分析・財務分析から経営計画
策定支援、そして事業はやはり
「人なり」ですから、人事コン
サルも柱にしていきたいという
将来構想が明確になりました。 

成⻑塾参加期間中に新しい人事
制度、特に賃⾦制度を念⼊りに
作り、役所に相談に⾏きまし
た？「売上が下がって、人件費
が上がって、このショートして
し ま っ た 分 は ど う す る ん だ
い？」って聞いたら「理事⻑が
こ れ を 出 す ん だ」と。「何 を
⾔っているんだよ。赤字なんか
出せないわ。こんないい加減な
国がつくった制度で」と。 

＜（左）廊下は天井が高く天日窓があり、開放感と明るい雰囲気が魅力。 

        （右）曲線を生かした「人にやさしい建物」として栃木県からマロニエ賞受賞。 ＞  
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⾃己責任だと⾔われて、「⾃己
責任ならやってやろうじゃねぇ
か」と。経営計画をつくって、
理事会に掛けて、「いずれこれ
はダメになるから人事制度を変
えなきゃダメだ」、「職員の成
⻑と利益連動による人事制度に
しよう」と説得しました。 

４．労働組合結成~団体交渉 

理事⻑：田舎だから労働組合や
争議のことを分かっている変な
奴がいて、新しい人事制度を導
⼊するのに大変な妨害がありま
した。 

私は「給与⾦額は絶対下げない
よ、最低賃⾦は維持して、皆さ
んの成⻑と業績が連動する仕組
みに変えたい」と⾔ったんです
けど、職員の中で「そんなもの
おかしい」「これは私たちの給
与を下げるためのものだ」とい
うことが独り歩きしてしまった
んですね。結果として職員の不
安がつのって労働組合を結成し
てしまいました。 

--大変なことが起きそうですね 

理事⻑：組合を作るのは⾃由で
すから、私はちゃんと説明しよ
うと思いました。別に組合に説
明するんじゃなくて、職員に説
明するわけですから。私が職員
に新しい人事制度のことをちゃ
んと時間を作って説明しないか
ら、よく分かずに不安になって
しまったんだろうと思いまし
た。社労⼠さん、弁護⼠さんな
どいろいろな人にアドバイスを
いただきながら、また一緒に協
⼒していただいて、４時間の交
渉を６回やりました。職員全員
に説明し、真摯に対応していっ
たことで、良く理解できたん
じゃないかと思います。 

--スンナリ進んでいったんですか 

施設⻑：私は施設の現場運営側
の⽴場でした。経営に関しては
理事⻑と事務⻑が中⼼でやって
いたので、何が起きているか良
く分からなかった状況でした。
急に労働組合ができたときに
は、すごくショックでした。 

施設⻑：前の事務⻑が組合のこ
とを良く知っていて、管理者側
の⽴場も、職員側の対応の仕方
もわかってかっていたので、そ
こは上手く裏方に⼊りながら
やってくれていました。 

理事⻑：間に⼊った組合の上の
人たちが中⼼になって、職員の
代表と団交をやっているとき
は、内容が理解される前に、誰
かが⾔ったちょっとした⾔葉に
対して話が大きくなってしま
う。という状況でした。良く分
かっていないのに給料という、
⾃分が生活する上で一番大切な
ものを下げられるとなると、み
んなが「こんなことやめてく
れ」となってしまったように思
いました。疑念が強いという感
じなんでしたね。 

施設⻑：組合を良く知っている
職員は「組合ができたんだから
みんなで争議しに⾏こうよ」と
か「業者のために何がいいかを
みんなで考えようよ」とか、そ
んな考えを持っていた職員なん
ですけど、結局、組合の内容を
知らない人たちは「給与が下が
る」とそっちばっかりで。組合
の形ができてなかったですね。
理事⻑は「組合ができたんだっ
たら、良いやり方をすれば、
もっと良くなる可能性があるか
ら、頑張るよ」って、職員を一
生懸命呼んできて「こういうシ

ステムなんだよ」と説明してい
る姿を良く⾒かけました。 

田中事務⻑：労働組合の目的が
なんだかモヤッとしていてまと
まっていなかった感じがしまし
たね。 

施設⻑：そうそう。組合って何
ぞや？っていうのを問いただし
ても分かっていないというのが
現状でしたね。だんだんと新し
い人事制度の仕組みが分かって
きて、理事⻑のやろうとしてい
る給与の体系を理解してきた
ら、「なんで私たちこんな組合
に⼊っているんだろう？」って
いう話がちょこちょこ出てきま
した。「どうしたの？」って⾔
うと「あ、辞めました！」みた
いな人が10数名も一気に出た
んです。そうしたらそういう人
たちが組合に残っている人に
「いつまでも⼊ってたってしょ
うがないんじゃない？」という
ような話をどんどんしているの
を聞きました。 

事務⻑：活動していくのに毎月
1500円や2000円も払っている
ので、かえってお⾦かかちゃっ
たっていう話もありました。
(笑) 

施設⻑：団交を重ねていくうち
に、組合幹部の人たちの⾔って
いることに、職員が不信感を持
つようになっていきました。理
事⻑が⾔っていることの方が正
しいということが分かってき
て、「理事⻑について⾏きた
い」という話になって、労働組
合は⾃然消滅のようになくなり
ました。 

理事⻑：私も役所関連に勤めて
いた時に、労働組合に⼊ったこ
とがあったので、対等の話し合
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いだったら理解してくれる組織
だということは知っていまし
た。組合のプロが⼊ってきたこ
とで、職員が人事制度をしっか
りと勉強してくれたことと処遇
改善資⾦の問題が出てきて、国
のあれとこっちがバッチリ合致
して、その作り方が色んな問題
の改善で今も活きています。 

--処遇改善資⾦の問題とは 

事務⻑：厚生労働省が推進する
キャリアパス制度の話ですが、
急速な⾼齢化の進展による介護
サービスに対するニーズの増大
が⾒込まれる中で、介護人材の
確保・定着が重要な課題となっ
ているのですが、介護職員につ
いては、①他産業と比較してそ
の業務の割に賃⾦水準が低い 
②賃⾦カーブを⾒ると他産業と
比較して賃⾦上昇率が低い ③
仕事にやりがいを感じているも
ののキャリアアップが困難 と
いった当時の現状から「常勤職
員１人当たり平均月額１．５万
円の賃⾦引き上げに相当する介
護職員処遇改善交付⾦の創設」
など、介護サービス事業者が良
質な介護職員を⼗分に確保でき
る雇⽤管理体制の整備をしなさ
いという制度でした。 

施設⻑：処遇改善をうちがやろ
うとしている時期に、ちょうど
キャリアパスが介護業界にス
ポットが当たったんですね。 

事務⻑：国から処遇改善資⾦が
出る。その交付⾦を頂戴するに
は「介護職員が将来展望を持っ
て介護の職場で働き続けること
ができるよう、能⼒・資格・経
験等に応じた処遇が適切になさ
れることが重要」とされ、適切
な水準を確保し、キャリア管理
と連動した「給与体系の⾒直

し」、職員の意向を踏まえた配
置・人事評価・職務や昇進基準
等の明確化した「人事制度の改
善」などを整備する必要があっ
たんです。 

理事⻑：国も分かっていたんで
すね。こういうものやらなきゃ
いかんと。 

施設⻑：職員が理事⻑の提案し
ているものをやらないとやって
いけないということが分かった
ので、じゃあ仕方ないなとい
う…一緒に乗っかった感じで
す。その後はやりやすかったで
すね。 

理事⻑：職員もそういう情報
持ってますから、やるならやろ
うと。そこで交渉の６回目にみ
んなわかってくれました。やっ
ぱり正しいと⾔いますか、疑問
に思ったことをやっぱり本当に
信念を曲げないで、良いことな
んだと⾔い聞かせて徹底してや
ると。そうするとよりそのこと
に対して周りの人も協⼒してく
れますし、熱を持って話せば
「人と人」だから職員も理解し
てくれる。本当に交渉していた
時は嫌だったけど、理解してく
れてみんなそれぞれ笑顔も戻っ
たし、挨拶もするようになった
し、みんなの顔を⾒てこっちも
嬉しくなりました。 

--キャリアパス申請でのエピソード
は 

施設⻑：施設の方から県に対し
て、どういうやり方で実施して
いくかという計画書などの資料
を提出しなければならないんで
すね。そのときに理事⻑からこ
の成⻑シートとかを提出したら
いい、とアドバイスされまし
た。県の方に提出した時には

「このシートはいいですね〜」
と褒められました。 

事務⻑：今年の初めから県の健
康保険関係の方から人事制度に
ついての取材が来たりして、発
⾏された会報に載せてもらいま
した。 

施設⻑：県の方で運⽤に不安を
抱えている施設や運⽤が上手く
いっていない施設にやまさわの
⾥の話をしているようですね。
いざ同じものをやれるかどうか
というと、なかなか難しいと思
いますけど。 

施設⻑：うちは理事⻑が勉強し
に⾏って、こうやってやるんだ
よって⾔われてやってるから、
運⽤はできていますけど、他の
施設で真似してさっとは出来な
いと思います。 

 

５．成⻑シートについて 

--職種は何種類あるのですか 

事務⻑：職種としては介護職と
事務系、居宅があるので大きく
分けて３種類。その中で階層が
初 級・中 級・上 級（実 際 は １
級・２級・３級）と分けていま
す。 

--期待成果を数字で表わせています
か 

理事⻑：数値では表せないです
ね。数値は皆のやっている結果
が数値にあらわれるのであっ
て、１人ひとりの売上とかそう
いうものは無いんですよね。だ
から数値の期待効果というのは
つくらなくていいという前提で
す。今後出てくるかもしれませ
んけれども。重要業務と知識・
技術は「業務遂⾏能⼒」という
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ふうにひとくくりにしていま
す。 

--成⻑シートで悩んだことはありま
すか 

事務⻑：部門間で成⻑点数のア
ンバランスがでてくることです
ね。最後は幹部で話し合って調
整していくんですすけど、そう
いった点ですかね。 

事務⻑：もちろん職種ごとに成
⻑要素の内容が違うので成⻑点
数も変わってはくるんですけ
ど、例えばＡさんの成⻑点数を
70点とするとＢさんの80点は
⾏ き 過 ぎ じ ゃ な い か と か
（笑）。仮にショートステイ部
門を基準とすると、別部門の同
じ点数の人たちが同じくらい能
⼒のある人なのかなという最後
の調整がありますね。そうしな
いと最後が全部この点数で計算
されてしまう式になってるの
で、そこはやっぱり微妙なとこ
ろですね。 

施設⻑：この成⻑点数が処遇に
反映されますから、やはりその
点数が適正かどうかというとこ
ろに不安はあります。人が人を
⾒るわけだからそこのところは
完璧は無いと思うんですね。 

事務⻑：あと、いつも点数つけ
る人によく⾔ってるのは、評価
の１〜５のバランスもあります
が、やはりあの評価期間という
のは決まってるんで、「この人
だからこの点数」というのは止
めて欲しいと。（笑）あるいは
「有休を多く取るからこの人の
点数を下げる」とかそういうの
も止めて欲しい。というのは、
休みが多い人、例えば育休で休
んでて２か月分しか働けない人
は始めからもう６分の２と計算

式が⼊ってるんですよ。だから
成⻑点数の部分で点数を下げる
というのは止めて欲しいとか。
あと人を⾒ているので、評価期
間で決まっている。特に最近の
６か月はこの人目⽴って良いこ
とした、という時には点数を
ちゃんと評価してあげて欲し
い。だから人を⾒てこの人こん
なもんだから大体５０点で良い
だろうとかそういうような合計
になることは止めて欲しいと
⾔ってるんですけれど（笑） 

理事⻑：最終的には全員の成⻑
シートを全員分⾒るんですけ
ど、⾃分も今⾔ったように人間
なんで（笑）聞かないでその人
の動きがどうなっているのかと
いうのはわからない部分もあり
ます。でも本当に申し訳ないん
ですけど、あんまり代わり映え
のない人も中にはいるので本当
にちょっと前より変わったなと
いうと色眼鏡で⾒たりとかはし
ますけど、特養の方は特に良く
⾒て気をつけています。やっぱ
り一番大変な仕事をしているの
で。で も 一 緒 な ん で す け ど
（笑）でもやっぱり特養には差
があるので。 

--職員から成⻑シートについて質問
はありましたか 

事務⻑：そんなには無いです。
成⻑シートを皆さんに配って
あって内容は⾒てもらっている
ので。ただ毎回、主任の方には
良く⾔っているんですけれど
も、成⻑シートで点数があんま
り⾼くない人には、毎回こんな
点数付けるんじゃなくて、悪い
ところの項目があるじゃないで
すか。それを次の評価の時に上
げていくようにしてあげないと
全然意味のないシートになっ

ちゃうよ（笑）っていうのはよ
く⾔ってるんですけどね。 

理事⻑：評価を付けづらい、評
価しにくい表現の項目があった
らしくて。こういう風に変えた
方が評価しやすいんですと⾔わ
れて、そこを直したことはあり
ました。 

 

６．現場からのアイディア続出 

--導入後どんな変化がありましたか 

理事⻑：一番は中間管理職の方
たち中⼼にいろんな形で活性化
してきたということですね。 

それから、一体感がでてきて、
チームワークが良くなったこ
と。仕事の効率を考えたアイ
ディアをいろいろ提案してくれ
るようになりました。そして、
やり遂げるということができる
ようになったと思います。 

--なにかエピソードはありましたか 

事務⻑：新しい制度で計算した
ら、これまでボーナスが同じ
10年選手で７万円ぐらい違っ
ちゃったんです。今までなら
10円違ってても皆いろいろな
⽂句⾔ってたんですけど、あの
人は一生懸命頑張ってるから７
万円違っていてしょうがないと
いうふうに認めるようになりま
したね。 

理事⻑：Ａ⼦はちゃんと下の面
倒を⾒るてるから５点だね。と
かいう話を聞いたときは、そう
いうこともあるっていうこと
で、ちょっとホッとしたなとい
うようなことがありました。導
⼊後はみんなチャレンジ精神が
⾼くなりました。私が常⽇頃同
じことやってちゃだめだ。去年
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と今年と同じことやってちゃだ
めだ。新しいことをやっていか
なきゃこういう事業っていうの
は衰退していくんだと⾔って。
新しい事業をやるっていうのに
はやはりこの成⻑シートに書か
れているそういう項目に対し
て、前向きじゃないと取り組ま
ないわけです。先ほど話した
「おむつゼロ」運動も、できれ
ばそんな余計なことはやりたく
ないんですよ。本当に大変なこ
とですから。 

事務⻑：利⽤者の体調管理の履
歴をｉＰａｄでやろうという提
案があって、これをいま実践し
てすごく効率がよくなり、利⽤
者へのサービス向上にもつな
がっています。私がここに来た
とき５・６年前に一回提案した
ことがあるのですが、その時は
現場からいい反応がなくて、そ
の話は⽴ち消えになったんで
す。今回はデイサービスの方か
ら看護師さんが体温を計るの
に、ペーパーだとその時の体温
しか分からないけど、ｉＰａｄ

に⼊⼒しておけば、いつどうい
う体温だったか履歴が分かるの
で、一人一人の管理が誰でも分
かりやすくなるということで、
提案があったのです。 

理事⻑：上から⾔われてやるの
と、現場から提案が上がってき
て、やるのでは雲泥の差があり
ます。みんなでやる気が出て、
中途半端にもならないですか
ら。 

施設⻑：最近驚いたのは、デイ
サービスで土曜⽇曜も、年末年
始も営業してほしいという要望
が多いのでやってみようという
前向きな提案が出てきました。 

理事⻑：現場から出てくるとい
うのがいいですね。これは大き
な変化ですよ。 

施設⻑：昨年は施設内インフル
エンザもゼロでした。これも職
員からの提案で、壁に光触媒を
埋め込みました。これに光が当
たる電⼦が飛び出し、ウィルス
を分解・不活性化します。弱い
光でもこの効果があるというの

で、設置しました。すごい成果
になりました。 

--施設内感染ゼロってすごいですね 

施設⻑：あと、施設10周年の
時に一区切りとしてＴシャツを
作ろうということになって、職
員がそのデザインをしてくれた
んです。⻘のブルーというか緑
ブルーという感じを。 

事務⻑：みんな同じ色着ていっ
たら、例えば前⽇違うけどイベ
ントの時は同じ色になって、み
んな動かないと分かっちゃうと
いうのもありますね。 

施設⻑：イベントの時なんか
は、利⽤者の家族の方も来られ
るので、分かりやすいくて非常
にいいんですね。話しかけやす
いですし。 

理事⻑：色でまとまっているか
ら、何かみんなが一体感という
かね。みんな一生懸命動いてい
るのがよくわかるんですね。ア
イディアがでてくると費⽤がか
かることが多いんですけど、経
営側も職員側もお互いやりがい
があると思います。経営側は経
費が増えた分をなにか改善策を
ひねり出して実施していきます
ものね。あと何かあったかな？ 

事務⻑：バレーボールのチーム
を作りましたね。⽼施協でバ
レーボールの大会がある。 

理事⻑：バレーボールチームの
ある施設が集まって試合がある
んですけど、一度３位になって
茨城県内の交流試合があったん
です。その時にまた３位になっ
たんですよ。 

介護の仕事って本当にきついん
です。仕事終わってから練習と
か普通やれないですよ。 

＜ 廊下にある案内板や各部屋の前には、部屋が「色」で分かるように工夫されています ＞ 
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この地域の⽼施協の180施設の
中でも本当に少なくて20くら
いなんです。 

施設⻑：うちも辞めたり復活し
たりを繰り返してきました。施
設のいろんな介護旅⾏とかやっ
ていくとバレーボールやってる
場合じゃないみたいな話になっ
て。 

理事⻑：介護の仕事って、一人
ではできないんですね。チーム
ワークがよくなれば、仕事の効
率も上がるんですよ。仕事以外
のことではＢさんよりできない
ことがあったりします。 

仕事とは逆に教えたりというこ
ともありますよね。カバーし
合っていくことで、相手に勝利
する。協⼒し合うことで利⽤者
に最善のサービスが提供でき、
利⽤者から「ありがとう」と
⾔ってもらえるんです。 

７．退職者が激減 

--利⽤者も増えているでしょうね 

理事⻑：そうですね、やはり現
場というのはお客様の声を聴い
て、その視点から考えていろい
ろアイディアを出してきますか
らね。 

細かいことからいろいろありま
すけど、やはり利⽤者も「人」
です。それを変えていくのも
「人」だしね。やっぱりうちは
「人」が強みです。 

施設⻑：この地域の中で選ばれ
なければならない。選ばれるた
めには、いいことをやって評判
を得る。新しいことにチャレン
ジしてこれまでにないサービス
を創っていくことが肝要です。 

事務⻑：今年、介護報酬が変
わってから要介護３の方からし

か ⼊ 所 で き な く
なってしまいまし
た。施設で⾒るのは
重 度 の 方 が 多 く
なっています。 

 

理事⻑：ですけど、
やまさわの⾥じゃ
なくっちゃ嫌だと
いうご家族の方が
いらして、いつまで
も待ってるからと
いう人も中にはい
ます。それは嬉しい
んですけど忍びな
いので、「辛そうだ
から空いてるとこ
ろに先に⼊った方
が良いんじゃない
の」と 提 案 す る ん
ですけど、「いやいや、やまさ
わの方が良いんだ」と⾔ってく
れてありがたい限りです。 

施設⻑：利⽤者が利⽤者を呼ん
でくれているのもすごくうれし
いですね。 

--数値的な変化というのはありまし
たか 

事務⻑：介護保険料の改正があ
り業界⾃体大変厳しい経営を強
いられていますが、当施設では
前述のように職員のいろんなア
イディアで、しっかり収益が上
がっています。 

施設⻑：年間退職者が大幅に減
りました。最近は年間で１〜２
人というところです。 

理事⻑：利⽤者からすると⾃分
の担当者がいなくなるのは、一
時的ですけれどもすごく不安に
なるんです。退職者が減るとい
うのは採⽤にかける時間と費⽤
のこともありますけれども、利

⽤者に余計な負担をかけないと
いう意味で非常によいことで
す。 

--その要因はどのようなことに 

理事⻑：やはりこの人事制度と
いうのが一番大きく起因したと
思います。⾃身の成⻑が点数化
され、⾃分で成⻑の度合いがわ
かり、計画していける。可視化
できたということとそれを職員
同⼠で共有化できた点が大きい
と思います。 

それから、幹部・リーダーが大
きな声であいさつするように
なった。意識して部下を⾒るよ
うになってきた。部下を評価す
るには⾃身も模範となっていか
ねばなりませんよね。 

うちの施設⻑は月に３回は施設
に泊まっています。他の施設で
は施設⻑が宿直することはない
ですね。夜職員と一緒に仕事を
しているんですよ。施設⻑なら
職員の仕事ぶりを管理監督して

＜光触媒抗菌によるインフルエンザ対策処置済の証＞ 
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いればいい⽴場なんですけど、
一緒に仕事して育てるというこ
とをやっているわけです。そし
て、職員のいろいろな状況が把
握できる。⾒えたところを共通
の話題を持って、幹部で話がで
きている。幹部やリーダーがそ
の責務を全うしているというこ
とですね。 

８．幹部・リーダーの成⻑ 

施設⻑：最近「相談箱」に⼊っ
ていないですね。 

理事⻑：理事⻑に直接意⾒を書
いてもらう箱を設置していま
す。最近その相談箱に意⾒が
⼊っていないんです。これまで
200〜300は⼊りました。その
手紙は全部持ってますよ。やっ
ぱりみんなの声だからね。で
も、さみしいです。私の存在が
なくなっちゃったっていうこと

で⼊れる人がいたりするんです
けど。 

最近は、利⽤者の親族の方たち
や取引企業の方たちが、施設の
雰囲気とか良さを書いて⼊れて
いただくことがあります。それ
はもう嬉しいです。 

幹部やリーダーの皆さんが現場
での問題を相談され、それを解
決しているから私のところに直
接意⾒が来なくなったと考えれ
ば、それは大きく成⻑したとい
うことで、これこそ喜ぶべきこ
となんですよね。 

９．⼈間形成ができる 

--これから成⻑塾に参加して⼈事制
度の構築をしていく経営者へのアド
バイスをお願いします 

理事⻑：考えてばかりで、頭
でっかちになってしまうと、全
然進まないと思います。松本先

生が⾔っていますけど60％の
出来でも、社内で発表して、ま
ずは進めていくことだと思いま
す。細部こだわり過ぎるとマ
ニュアルだけができて、思った
通り進んでいかない事が多いの
で、ある程度の流れを作った
ら、それをとりあえず流れに載
せてみることが大事だと感じま
したね。細かく作ることはその
あとでいいと思うんです。まず
は大まかなものを作ってとりあ
えずやり始めることが非常に大
事だと思います。 

--⼈事制度は⼀番何をもたらしたと
思いますか 

施設⻑：人の成⻑。これをやる
前は愚痴とかをずっと聞いてい
たんです。最近本当にそれが無
いんです。あとは団結、協⼒体
制。助けてあげるとか、そうい
う人としてのやらなきゃいけな

＜ ⼊居者のご家族様より⼤変ご好評な「やまさわの⾥通信」 

  スタッフ皆さんによる手作りであったかくて、季節感満載です！ ＞ 
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い人間形成が出来上がるシステ
ムだなと思いました。 

--最後にこの⼈事制度を⼀⾔で⾔っ
たら何でしょうか？ 

理事⻑：「やまさわの⾥」と私
の救済の材料だったと思います
ね。やまさわの⾥の施設を作っ
て私の悩みを解決してくれたそ
のものズバリですね。いいタイ
ミングでこの人事制度に出会っ
て良かったと思っています。い
ろいろ悩んでいるとその悩んで
いるときに誰かがあらわれて一
緒になって考えてくれるんだな
世の中は、ということを実感し
ました。そして、これからも私
共とお客さんと施設を離れた私
の周りにいるいろんな経営者、
そういう方々にもこの人事制度
の物の良さを伝えていきたいと
思っています。 

人の教育というのは永遠のテー
マです。これにずっと関わって
いきたい。そう思っています。
私の事務所では人間が学ぶ月刊
誌『致知』を全社員が読んで、
この感想⽂を皆で話し合うこと
を実施しています。人間として
どうあるべきかということも、
リーダー・職員全体で成⻑して
いくために、成⻑シート＋実践
として体験している人たちの話
を⾃分で受けて、そこでどう感
じるかというものが導⼊できた
ら、もっと人間⼒のランクが上
がるかなというような感じがし
ています。あと倫理法人会の朝
礼テキスト「職場の教養」を毎
⽇、特養とデイサービスで⾏っ
ています。特に幹部は、人間と
してどうあるべきかという倫理
性を語り、身に付けていかなけ
ればならないと思っています。

職員に温かく接していくための
原点だと思っています。成⻑
シートを更に生かすにはこれが
大事だと思います。 

 

＜やまさわの⾥の幹部の皆様ありがとうございました＞ 
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