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特集

　平成27年度に全老健の東憲太郎会長が、自
身の施設がある三重県の地域医療介護総合確保
基金を活用して実施した「元気な高齢者が支え
る超高齢化社会モデル事業」（以下、介護助手
事業）。本誌は平成28年5月号でその内容を紹
介したが、事業の有益性には一定の評価がなさ
れた。その他の都道府県でも、同基金を使った
モデル事業が実施されており、介護助手事業の
取り組みは徐々に拡大してきている。
　介護助手事業の目的は、介護現場の人材不足
を補うことはもとより、老健施設における介護
業務を内容により切り分け、そのうち“専門知
識がなくてもできるもの”を、地域の元気な高
齢者ら“介護助手”に手伝ってもらうことによ
り、専門知識や技術が求められる本来業務に介
護福祉士が専念できるようにすることである。
さらに、介護助手になる地域の元気高齢者に、
社会参加・地域貢献の機会を提供できるという
意図もある。
　本特集は、全国の老健施設に向け、そんな介
護助手事業のいま一度の周知徹底を図るもので
ある。今年度、新たに「地域人材を活用した労
働環境改善促進事業」が採択された北海道老人
保健施設協議会（以下、道老健協）が、秋から
の事業実施に向けてまさに動き出した取り組み
を取材した。
　まず、道老健協事務局の村瀬慎一次長と、村
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瀬次長とは同じ法人の職員で事業の準備をアシ
ストする近江谷伸一郎氏に、実施の背景や事業
概要、現時点での進捗状況、道老健協として期
待することなどをうかがった。

町村部では深刻な介護人材不足�
地域人材活用で元気高齢者の活躍狙う
―本事業を実施する背景として、北海道全域
における老健施設の現状、介護人材確保に関する
状況を教えてください。
村瀬：北海道内には老健施設が190か所あり
（道老健協への加入率は約90％で、全老健の加入
率と概ね同程度）、現時点で在宅強化型は39施設、
在宅復帰・在宅療養支援機能加算の算定施設（加
算型）が40施設です。
　広範な北海道では地域差・条件差が大きいので
一概に比較できませんが、全国平均より若干割合
が低いものの、2年前に比べ倍増しており、道内
においても在宅復帰・在宅療養支援機能強化への
歩みは着実に進んでいます。
　介護人材の充足状況について、私が所属する法
人の所在地である札幌圏においても、特にここ2、
3年は慢性的に不足している厳しい状況とはいえ、
まだなんとかやり繰りできている状況だと思いま
す。個人的な所感ですが、“逼

ひっ

迫
ぱく

した状況”とま
では感じていないのが正直なところです。
　しかし、特に地方の町村においては、介護職員

不足で相談員や事務職員も現場での業務
サポートにまわったり、人員配置基準を
満たせないこともあるようです。フロア
オペレーションに最低限必要な人員を確
保できず、フロアを閉鎖して一時的に定
員調整するという話も聞いています。
　札幌圏においても、新規開設する介護
施設について、規定の職員数が集まらず、
フルオープンまでに当初の計画より大幅
に時間を要したという話もよく聞きます。
　そうした状況を踏まえて、北海道庁は平成27
年から関係機関・団体や有識者を招いて「北海道
介護人材確保対策推進協議会」を設置し、全道各
地で介護の仕事普及啓発イベントを実施するなど、
介護人材確保に取り組んでいます。しかしながら、
効果が実感できるまでに至っていないのが実情で、
今後も官民一体となった効果的な取り組みを行う
ために、協議を続けていくことが必要です。
　もちろん、少子高齢社会において人材確保が課
題なのは、介護業界に限りません。スポット的な
補助業務に元気高齢者を呼び込もうという取り組
みは、他産業においても行われており、今後も、
シニア層への注目は続いていくと思います。
―今年度、北海道の地域医療介護総合確保基
金を使って事業を実施することになりましたが、
事業採択までの経緯をお聞かせください。
村瀬：道老健協としては、全老健の東憲太郎会
長が筆頭となり、平成27年度より三重県で実施
してきた介護助手のモデル事業のアナウンスが
あった際、その趣旨に大いに賛同しました。
　東会長が自ら「ぜひ全国の各支部においても積
極的に取り組んでいただきたい」と広報されたこ
とを受け、道内でも早期に取り組むべく、平成
28年度北海道地域医療介護総合確保基金を活用
した補助事業に手をあげました。しかし、その時
点においては担当部局より「事業効果が未知数」
とのことで、残念ながら採択されませんでした。

　その後、三重県をはじめ全国他府県での実施状
況と成果が注目されてきたこともあり、逆に行政
側から「それなら北海道もぜひ取り組んでみませ
んか」と提案がありました。これを受けて、改め
て平成29年度事業として道老健協と北海道老人
福祉施設協議会が申請し、採択された次第です。
　モデル事業の実施施設については、本事業の補
助要項により6施設が事業対象となりましたので、
道内14支庁エリアのうち、渡島（道南）・オホー
ツク（道東）・十勝（道東）の3圏域から各2施
設を選定しました。
　本来、道内会員施設に本事業の趣旨を伝えて参
加希望施設を募りたかったのですが、事業採択の
内示が年度末に近かったこともあり、事業申請・
計画書提出の期限を考慮して、各地区の老健施設
ネットワークに協力を仰ぎ、事務局から直接依頼
しました。
　事業実施期間については、極力、厳冬期を避け
ました。介護助手として参加される方には、早朝
出勤の方もいます。慣れない環境で積雪時期に働
くことが負担にならないように配慮して、10月
にはOJT研修を開始できるようにしたのです。
　また、北海道庁の規定する事業要項では対象を
「地域人材の活用」としており、元気高齢者に限
定しておりませんが、道老健協としては本来の趣
旨・目的を鑑み、元気高齢者を中心に参加を募り、
事業目標が達成されるよう、広報と表現について
は特に工夫しました。

近江谷さん村瀬次長
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説明会の参加者の高い関心�
全道一丸となって活動を活性化
―8月下旬より順次、モデル事業の実施施設
で事前説明会を行っているそうですね。進捗状況
や、説明会の様子はどのような感じですか。
村瀬： 8月末現在、道東の帯広市と北見市の2施
設が事前説明会を終え、帯広の老健施設が先行し
ていますので、採用に向けて就労マッチングを始
めたところです。
　参加者の都合を考慮し、各施設が平日・週末と
2回の説明会を実施しました。説明会では参加者
の方々にアンケート記入をお願いしておりますが、
帯広の分はすでに集計できておりますので、ご紹
介します（次頁）。
　参加された計42名のうち、約8割にあたる35
名が就労マッチングに申し込まれました。狙いど
おりに、60代・70代の元気高齢者が多く申し込
まれたので、まずは一安心です。
近江谷：ご紹介したアンケートの他にも、事業
の各過程でアンケートを実施していますが、その
質問票は、実施施設の意見をヒアリングしながら
事務局が作成しています。アンケート結果は、集
約して事業終了時の北海道庁への事業実績報告書
に盛り込みます。また、次年度以降の事業継続を
見据えて、参加者と実施施設の職員の率直な感
想・意見を吸い上げ、今後の取り組みに反映でき
るよう、設問内容を協議しています。
　各施設での事前説明会には事務局も参加し、当
日の進行や内容を確認するとともに、後続の施設
へのフィードバックをしています。
　先行の2施設では、施設職員の方々がしっかり
と事前準備され、当日も、老健施設の基本的な説
明をはじめ、介護助手の業務内容や認知症につい
て、大変わかりやすくご説明いただきました。参
加者は、熱心に説明を聞いておられました。
　地域の方々に、老健施設について知っていただ

くよい機会になりました。また、“若い介護職員
の高齢者への温かな対応、心配りが素晴らしい”
という声も聞かれ、介護職のイメージアップにも
つながったとうれしく感じています。
―最後に、道老健協として、本事業にかける
期待と、今後の展望をお聞かせください。
村瀬：やはりまずは現場の人手不足を補う戦力
として、介護の周辺業務を介護助手の方に担って
いただくことで、介護職員に少しでも余裕が生ま
れるかと思います。そこで介護福祉士は自身の専
門性を高めるべく、個別対応や自立支援に向けた
専門的関わりに注力することができる。それは施
設全体のケアの質が高まるということとイコール
で、本事業には人材確保の観点と、ケアの質向上
の両面を期待します。
　事業開始にあたっては、三重県の「いこいの
森」へうかがい、東会長から直々にご指導いただ
けたこと、さらに三重県老人保健施設協会の大久
保純事務局長や施設職員の方々にも大変多くのア
ドバイスをいただけたことが大きな励みになりま
した。
　本事業成功の鍵は、事業の目的や意義を老健施
設全体が理解し、納得した上で始めることだと思
います。対応する現場の職員が「人手不足で単に
アルバイトを雇用した」ととらえてしまってはか
えって逆効果になるでしょう。実際の現場研修で
は、若い職員が高齢の介護助手の方に作業指示を
出すシチュエーションが多くあります。職員が事
業目的と意義を理解していなければ、年上の方に
対して節度のない対応をしてしまう可能性もあり、
トラブルにつながること、ひいては施設の評判に
まで影響を及ぼすこともあり得ると思います。
　大久保事務局長は「施設（職員）・参加者（介
護助手）・社会（地域）の三方よしとなることが
本事業のめざすもう1つの成果」ともおっしゃっ
ており、本事業が進むにつれ、その意味が実感で
きてきました。

事前説明会 道内第１号施設「アメニティ帯広」（帯広市）の 
アンケート集計報告

　本事業における事前説明会は平成 29年８月下旬から９月にかけて、順次実施されました。第１号
施設より説明会終了後に行ったアンケート結果の集計が届きましたので、ご紹介いたします。

左：まずは老健施設の紹介から。右：説明会終了後のアンケート記入タイム。ていねいに書き込む参加者の皆さん。

〈アンケート回収結果〉
●実施日時：８月 20・22日（２日間）
●参加者：計 42名（アンケート記入：40名）
●�性別：男性／6名、女性／27 名、記入なし
／7名
●�年齢：① 61～70歳／19名、② 51～60歳
／14 名、③ 71～80 歳／6 名、④ 31～40
歳／1名
●説明会を何で知ったか？（複数回答可）：
　�①新聞・折り込みチラシ／27名、②施設職
員／6名、③家族・知人／4名、④ポスター
／3名、⑤回覧板／1名
●会場までの交通手段：
　�①車／26 名、②徒歩／８名、③自転車／3
名、③公共交通機関／3名
●参加しようと思ったきっかけ（複数回答可）：
　�①介護助手に興味／19名、②社会貢献・社
会参加／15 名、③内容に興味／14 名、③
仕事をしたい（収入を得る）／14名、④介
護を知りたい／13名、⑤施設見学に興味／
6名、⑥その他／2名

●意見・要望（自由記述）：
・自分の体力を考えて検討してみます。
・�給与制度とは別に、例えばポイント制のよ
うな制度はできないだろうか。自分は社会
貢献できるうちは努力し、自分が介護を受
けたいときにはポイント数により優先して
介護が受けられるような仕組みができたら
と願っている。
・�スタッフの方の感じがとてもよい。このよ
うなところで働かせていただければうれし
く思う。
・�職員の皆さま方の説明、対応に、温かさを
感じました。と同時に、高齢者を大切にさ
れていることも実感しました。
・�折り紙やレクリエーションのお手伝いがし
たい。

参考資料

　外国人労働者の雇用も含め、今後の老健施設は
より多様な人材に手伝っていただかなくては、施
設運営が立ち行かなくなる時代がやって来ます。
その多様な人材を受け入れるには、施設の対応力
ともいうべく、“度量”も試されると思います。
　人材確保のみならず、大きな課題が山積する大
変厳しい状況下ではありますが、道内の老健施設

が一致協力して進んでいくためにも、まずは道老
健協の諸活動を通じて会員施設同士の結束をいま
以上に高めていくことをめざしています。
　本事業の実施が契機となり、オール北海道とし
て、今後の活動がさらに充実し、活性化していく
ことを道老健協の星野豊会長はじめ、役員一同期
待しています。

010-013特集1 概論インタビュー（六）1013.indd   12-13 2017/10/13   16:39:41


