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　北海道の地域医療介護総合確
保基金を活用して今年度から実
施される「地域人材を活用した
労働環境改善促進事業」―介
護助手を活用するモデル事業
―の事前説明会が、8月26
日と30日の2日間、北見市の
老健施設「緑風」（藤井一男施設
長、入所定員：80名、通所定
員：40名）にて行われた。
　2回目の説明会に合わせて同施設を訪問し、
説明会の具体的な内容とともに、これから介護
助手を迎えるための準備に追われる同施設の様
子を取材した。

深刻な人材不足 
よい策があればなんでも試したい

　人口約12万人の北見市では、2つある福祉系
専門学校の生徒数が2 ～ 3年前から激減した。
介護業界では「このままでは数年後には大変なこ
とになる」といわれていたが、すでにその頃から、
多くの事業者より人材不足を訴える声が上がって
おり、いまや人材不足は深刻な状況である。
　「北見市の介護人材は、例えるなら、10人必要
なところに9人もしくは8人しかいないという感
じでした。それでも、当施設ではまだなんとか
なっていましたが、今年の春に、若い介護職員が
数名退職して、事態は急変してしまいました。以

施設レポート①

「介護助手」モデル事業の実施開始 
現場の切実な思い、参加者に届け！

介護老人保健施設緑
りょく

風
ふう

（北海道北見市）

後、募集をかけても応募がなくて空きは埋まらず、
現場への人材の補充がなかなかうまくいきません。
いよいよ当施設でも、人材難を痛感しています」
と語るのは、高橋正明事務部長。
　「以前はカラオケや書道、水彩画といった趣味
活動を利用者さんにしていただいていましたが、
いまはそこまで人手がまわらなくなってしまいま
した。残念がる利用者さんに申し訳ないと思いつ
つも、どうにもならなくて…」と、長尾聡子介護
副主任も、現場の厳しい状況への思いを吐露する。
　そんな折、道老健協より、介護助手事業の実施
モデル施設として同施設が選ばれたとの一報を受
けた。高橋事務部長は「道老健協が、昨年度から
こういう事業の申請をしているという話は聞いて
おり、今年度、それが受理されたのは知っていた
のですが、正直、どこか他人事だと思っていまし
た。介護助手というものにどの程度期待をしてい
いのか、わかりませんでしたし。まさかその介護

助手事業の実施モデル施設に当施設が選ばれるな
どとは、夢にも思っておりませんでした」と、当
初を振り返る。
　とはいえ、人材不足に逼迫している現場を考え
ると、ありがたかった。通り一遍のただ「介護職
募集！」と地域に呼びかけるだけではもう埒

らち

が
あかないことは、身に染みて感じていたこともあ
り、「とにかく、よい策があればなんでも試して
みたいと思いました」（高橋事務部長）。

職員でプロジェクトチーム 
事前説明会の参加者は51名

　介護助手事業の実施モデル施設に決まったのが
6月下旬のこと。まずは、本事業に関わる職員に
よるプロジェクトチームをつくり、早速準備にと
りかかった。
　「とにかく初めてのことですから、何から準備
すればよいのやら、戸惑いました。この2か月間
は、本業よりもこちらの事業の準備に追われまし
た。今日、ようやく2回目の事前説明会を終え、
最初の山は越えたという感じで、少しホッとして
います」と、高橋事務部長。
　ちなみに、事前説明会への参加者は、1回目が
23名、2回目が28名と、計51名が集まった。説
明会終了後のアンケートで介護助手への応募の意
向を訪ねた。1回目の説明会終了後に、8名がそ

の場で応募。10名が検討中だ。「今日の集計はこ
れからですが、最終的には30名くらいの応募者
がいるのではと予想しています。その方たちをど
うマッチングさせていくか。ホッするのは今日だ
けで、明日からが本当に大変な作業となるでしょ
う」（高橋事務部長）。
　事前説明会は14時から15時半まで。プログラ
ムは上記のとおりだ。説明の間に、ちょっとした
体操などのリラックスタイムを設けていた。難し
くなりすぎないよう、わかりやすい言葉で要点を
説明し、職員の熱意も伝わるとてもよい構成に
なっていた。
　この説明会の内容、構成を考えた1人である長
尾介護副主任は、緊張から解き放たれ、安堵の笑
みを浮かべながら語る。「来てくださった方たち
に、どれだけ“ここで働いてみたい”と思ってい
ただけるか。それだけを考えました。業務内容を
細かく説明すると、“大変そう”という印象しか
与えないと思ったので、細かくなりすぎず、話し
方は上から目線にならないよう気をつけて…。と
にかく、“力を貸してください！”という私たちの
心の底からの思いを伝えたつもりです」。

地域住民への周知 
新聞記事に効果

　地域住民への周知は、近隣の2万世帯へのフ

「介護助手」モデル事業事前説明会
〈プログラム〉

１．開会あいさつ
２．介護助手モデル事業の意義と目的
３．介護助手の仕事内容について
― リラックスタイム ―

４．高齢者の身体的変化とケアについて
５．認知症の方の気持ちとケアについて
６．質疑応答
７．施設内見学
８．アンケート・就労マッチング申込書記入

施設外観

高橋事務部長 長尾介護副主任
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けて取材をしてもらい、そちらの誌面でも本事業
を紹介していただきました。結果、新聞とフリー
ペーパー、その2つの記事を見て本事業に興味を
もったという参加者が多かったです」と、高橋事
務部長は分析する。
　同施設で、介護助手に手伝ってもらいたい業務
を時間帯ごとに書き出した（次頁表参照）。いず

リーペーパー折り込みチラシで行った。しかし、
それよりも効果を実感したのは、北海道新聞が取
材して地域欄に掲載した本事業の記事だった。
　「施設が発信するチラシよりも、新聞記事で
ニュースとして知るほうが、情報の価値が高いの
でしょう。内容に説得力が増すというか。そこで、
地元のフリーペーパーの記者にも、私から働きか

れも簡単な作業ばかりだが、現在はどれも介護職
が行っており、「このうち少しでも介護助手に
担ってもらえたら、本当に助かります」と、長尾
介護副主任は話す。
　とくに手助けが欲しいのは、早朝の時間帯。確
かに、夜勤職員しかいないその時間帯は、どこの
施設も手が足りないと感じているところだろう。
　ただ、北海道ならではの事情もある。「早朝勤
務となると、冬は雪で介護助手の方の通勤が困難
になってしまいます。そのため他県のように年明
けから事業を開始したのでは遅い。準備を急ぎま

した。9月中にマッチングを済ませ、遅くとも
10月には就労開始までもっていかなくては」と、
高橋事務部長。
　今後は、マッチングを進めつつ、プロジェクト
チーム以外の職員一人ひとりに本事業の意義を周
知し理解させることも重要だ。
　「自分よりも歳上の方を、失礼のないよう指導
しなければと、緊張します。まだまだこれから決
めなくてはならないことも多くて大変ですが、介
護助手さんの戦力には現場一同、期待していま
す」（長尾介護副主任）。

①熱心に説明に耳を傾ける参加者。２回目のこの日は総勢28名だった。②冒頭で挨拶をする藤井
施設長。③ベッドメイクの実技を披露。④合い間の息抜き。リフレッシュ体操。⑤後半は施設の
案内。機械浴の実演。⑥入居者たちが集うフロアや使用中の居室も案内。

時間帯 介護助手の業務内容
  5：30 ～ 7：00、
17：30～ 起

床
・
就
寝
に
伴
う
介
助

・更衣見守り、声かけ
・利用者様の誘導（トイレ、洗面所、食堂、居室、談話室）
・義歯装着（主に自分で着脱できる利用者様が対象）、外した義歯の洗浄、消毒
・整髪、整容
・水分摂取準備（対象者リストを用いて）、水分摂取時の見守り、声かけ
・飲み物を配る、コップの回収、洗浄
・ポット類の洗浄と交換（1階へ下げ、新しいものを2階へ上げる）
・スポーツドリンクづくり。居室に置く個人用飲み物の準備、個人用コップの回収、洗浄
・ベッド周囲の整理整頓、居室の換気
・ポータブルトイレの片づけ、洗浄、消毒、設置。使用済みオムツの回収

  6：30～、
10：30～、
15：45～

食
事
に
伴
う
介
助

・利用者様の誘導（談話室、食堂、トイレなど）
・利用者様のエプロンの装着
・手指の消毒、テーブルの消毒、足台の用意
・飲み物の準備（お茶、水、牛乳など）
・食堂内での見守り
・食事の配膳、下膳、配膳車の昇降
・エプロン、箸立て、おしぼり、自助具の準備と回収、洗浄

  9：30～、
13：30～、
18：00～

入
浴
に
伴
う
介
助

・利用者様への声かけ、誘導（談話室→脱衣所）
・移乗や更衣時の補助（2人介助が必要な場合）、ヘアドライヤーかけ
・入浴衣類用意、入浴後の衣類の片づけ（施設で洗濯、ご家庭で洗濯）
・脱衣所の準備（シャンプー、石鹸、いす、洗面器、タオル類）
・お風呂場の掃除、足マットの洗濯（週1回、金曜日）
・物品の補充（シャンプー、石鹸、消毒液、洗剤など）

14：00～ 15：00 間
食
に
伴
う
介
助

・利用者様の誘導（居室、談話室）
・手指の消毒
・おやつ摂取中の見守り、声かけ
・飲み物の準備と個人用おやつの準備
・おやつ、飲み物の運搬（厨房→A棟2階→B棟）
・食器の回収、食器やポット類の洗浄と交換、食器類を厨房へ返却

  9：00～ 18：00
（随時）

そ
の
他
日
中
の
作
業
・
介
助

・見守り介助、お話し相手
・レクリエーション、行事、趣味活動などの準備、補助
・シーツ交換（週2回）、おむつ補充
・車いすの洗浄、点検（ブレーキ調整、タイヤの空気点検など）
・洗濯物配り、タオル類の補充
・義歯ケースの準備（水滴の拭き取り、洗浄剤の準備）
・消毒後の義歯の洗浄（18：00以降）
・洗面タオルの交換、タオルたたみ（洗面、入浴、清拭用）
・物品補充（洗剤、消毒液、袋各種、箱ティッシュなど）
・電動髭剃りの清掃、充電
・茶碗拭き、台拭きタオルの交換、洗濯
・衣類の補修や居室、廊下の電球交換、加湿器の水補充
・洗面器、ゴミ箱、カーテン洗い（月1～年1回）、使用済み清拭タオル、リネン類の回収
・ケアステーションの清掃、リネン庫などの整理
・書類の準備（介護日誌など）

表：緑風で介護助手に手伝ってほしい時間帯ごとの業務内容

●①

●②

●③ ●④

●⑤ ●⑥
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