
連載　第４回

病院，老人保健施設，在宅介護支援センターなどのソーシャルワーカー，特別養護老人ホーム，
地域密着型サービス事業の施設長を経て，現職。対人援助者のスーパーバイザーとしても広く活躍中。現在は介
護保険事業（居宅介護支援，地域密着型通所介護），人材育成事業を展開。法定研修の講師，大学の非常勤講
師なども兼務。著書に『コミュニケーション技術：聴く力と伝える力を磨くコツ』（中央法規出版）などがある。

監修：眞辺一範

ふくなかま居宅介護支援センター 管理者　山田友紀
特別養護老人ホーム，デイサービス，訪問介護，居宅介護支援セ
ンターで勤務。2016年にふくなかまジャパンの取締役に就任。
2017年８月よりふくなかま居宅介護支援センター管理者。主任介
護支援専門員。趣味は，シュノーケルと津軽三味線。

管理者に起こるジレンマ
　管理者の多くは，きっと日常的にケアマネジ
メント業務に追われていることだろうと思いま
す。実際，私の周りにも月35件程のケースを
担当している管理者がいますが，「自分が担当
するケースの調整などで精いっぱい。管理業務
をちゃんとできているとは言えない」という声
が聞こえてきます。とはいえ，時間があれば十
分な管理業務ができるかというと，そうでもな
さそうです。結局は，何をどう管理するかが分
かっていないのです。
　私自身は，現在，月35件前後のケースを担
当しています。私が達成したい目標は，１年以
内に担当するケース数を月20件まで減らし，
質の高い管理業務や社内外で人材育成を担う講
師業にチャレンジすることです。そして，弊社
が経営する居宅介護支援事業所を全国で展開し
ていくという夢をかなえたいと思っています。
　その夢の実現のためには，ケアマネジャーの
雇用を増やし，次世代のリーダーを育てること
が私のミッションだと考えています。もし，弊

社の運営方針に「居宅介護事業所を47カ所立
ち上げる」という目標がなければ，恐らく私は

「次世代のリーダーを計画的に育てる」という
ミッションに本腰を入れて取り組んだりはしな
いかもしれません。
　ただ，現実は厳しく，何らかの個人的な理由
で退職するケアマネジャーがいるので，ケース
の引き継ぎや記録整備の時間に追われ，併せて
次のケアマネジャーの人材確保に奔走し，次世
代のリーダーを育てる余裕まではなかなか生ま
れていません。これでは，一緒に働いているケ
アマネジャーに対しても，いつまでたっても適
切な教育を十分に提供できない状態のままです。
　管理者は，こうしたジレンマと悪循環，つま
り負のスパイラルの中で苦悶する日々が続きま
す。そして，自分の管理者としての能力や資質
に疑問を抱くようになり，自信を喪失する中で
最終的には管理者の座を降りるという選択肢が
頭をよぎるようになるのです。

管理者に求められる責務
　ここで，管理業務とは何か，居宅介護支援事

人材育成の難しさ 
～組織崩壊の経験と未来に向けて

48 達人ケアマネ  vol.16  no.4



業所の管理者に求められている法令上の“管理
者の責務”を確認しておきましょう。
　「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営
に関する基準」第17条は，表１のように管理者
の責務が定義されています。ただ，このような
法的文書は抽象度が高くなるため，どのような
解釈をすればよいか不明瞭な点があります。そ
こで，共通の解釈ができるように，弊社の眞辺
が管理者の責務の中にある用語について解説し
ていますので紹介します（表２）。
　まず，管理者は，“自分は何を管理する”こ
とが求められているのかを理解し，法令を遵守
する必要があります。個人の思い込みでやみく
もに部下に“教え”“指導する”だけではいけ
ないのです。
　表２にあるように，人間の行動には「事実は
１つにもかかわらず，解釈は人の数だけある」
という特徴や，「自分が正しい，相手が間違っ

ていると信じて疑わない」という傾向がありま
す。そうなると組織やチームがまとまりませ
ん。管理者は人間行動の心理を十分に理解して
おくことが重要です。
　ところで，2018年度の介護報酬改定の中で
管理者要件が厳格化され，管理者には「主任介
護支援専門員」の資格が必要になりました。理
由は，人材育成の取り組みやサービスの質の向
上のレベルアップをさらに図るためです。
　制度が改定されたことで，私の中で管理者と
主任介護支援専門員の役割の違いについて混乱
が生じました。人を育てることは，管理者も主
任介護支援専門員も同じではあるのですが，人
材育成の目的が異なるのです。
　管理者は配置人員や介護報酬を算定する条件
について法令遵守ができているか，会社や施設
の運営や経営が適切にできているかをマネジメ
ントします。つまり，「企業的価値・倫理」を

表１　指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第17条

「管理者の責務」

第17条　指定居宅介護支援事業所の管理者は，当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者の
管理，指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整，業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなけ
ればならない。

２　指定居宅介護支援事業所の管理者は，当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者にこの
章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

表２　法令上の用語解説

①従業者管理

②利用調整

③業務実施
状況把握

④規定遵守

⑤指揮命令

⑥一元管理

勤務状況，健康管理，業務状況などの労務上の管理。

利用者の特性や従業者のケアマネジメント能力を勘案して担当者を決定・変更などの対応を
すること。

ケアマネジメントの基本プロセスを踏まえて関係機関の連携・調整をしつつ，支援している
かをチェックすること。

業務管理体制を整備するために，サービスを提供する前提としての人員配置基準・設備基準，
サービス提供の実際について定めた運営基準，報酬算定基準を常に満たしているかをチェッ
クし，厳格に守られるようにすること。

管理者が従業者に対して業務上の指示や命令を行うこと。従業者に適切な指示を出し，きち
んと管理しなければ仕事が滞る恐れがある。ただ，不当な命令などの権利乱用には要注意。

この意味を紐解くと「バラバラなものを，ひとまとめにして統合的に管理すること」になる。
　人間の行動には「事実は１つにもかかわらず，解釈は人の数だけある」という特徴や，「自
分が正しい，相手が間違っていると信じて疑わない」という傾向がある。そうなると組織や
チームがまとまらない。
　つまり，一元管理とは，１つの事業所に１人の管理者，決められた１つのルールや規則で，
全体をまとめていくことにほかならない。
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そろえることが人材育成の目的となります。一
方，主任介護支援専門員は，ケアマネジメント
の知識・スキルの向上，介護支援専門員の倫理
綱領の方針に基づいた「専門的価値・倫理」が
実践できているかが人材育成の目的となります。
　表３に弊社の眞辺が作成した「管理者と主任
介護支援専門員の違い」についてまとめていま
すので，参考にしてください。

OJTに重点を置いた人材育成
　管理者の責務には，組織的な人材育成があり
ます。組織的な人材育成とは，会社や法人の理
念や方針，考え方やり方を従業員に教えて身に
付けてもらうことです。なぜなら従業員は，利
用者や地域の人々にとっては，その組織の顔で
あり，組織を代表する者とみなされるからです。
　弊社の“経営計画書”には，弊社の人材育成は

「環境整備」を根幹とし，その指導方法はOJTで
あると明記されています。OJTとは「On the 
Job Training」の略語で，その意味は「業務を
しながら知識やスキルを教育する指導方法」です。
　それを受けて，当センターでは実践現場で
リーダーや新人育成の仕組みづくりにチャレン
ジしてきました。中でも新任者教育に関して
は，前回（本誌Vol.16，No.３）紹介したよう

に，チューター制度を採用しています。弊社で
は，新任者を教育する担当者をチューターと呼
んでいます。チューター（Tutor）を直訳する
と，「家庭教師」「個人指導」です。
　当センターの特長として，チューターは入職
して２～３年目の従業員が担当します。管理者
や経験のある先輩には担当させません。その理
由は，新人ケアマネジャーがいきなり，ベテラ
ンケアマネジャーから指導を受けると「あんな
レベルが高いことは自分にはできない」「新人
からベテランに気軽に質問や相談ができない」
などという高い壁ができるからです。
　ベテランケアマネジャーの方も，「なぜこん
な簡単ことが分からないのか」「基本的なこと
は一度言えばできるだろう」と過大な期待で接
してしまい，教えがいがないと落胆することに
もなりかねません。
　少し上の経験者がチューターになることによ
るメリットは，チューター自身が「教わる立場」
から「教える立場」になり，さらに成長する機
会を得ることです。教えるためには，その内容
を深く理解し，相手に説明できるまで主体的に
学び直さなければなりません。新任者側も大き
なレベルの違いを感じることなく，早い段階で
業務や環境に慣れていきます。

表３　管理者と主任介護支援専門員の違い

項目 管理者 主任介護支援専門員

目的

価値倫理

役割

対象

能力

技法

ケアマネジ
メント関連

•組織的な人材育成
•サービスの標準化と質的向上
•収支バランスの調整

•企業的価値・倫理　　•組織的価値・倫理

•従業者管理や業務実施状況把握などの一元
的管理を行う者

•規定遵守のため指揮命令を行う者

•従業者

•組織パフォーマンス力

•職場マネジメント（組織運営・サービス・
財務・人事労務・人材）

•ケアマネジメントの量的管理
•給付管理

•専門的な人材育成
•地域包括ケアの推進（地域課題の抽出と解決）

•専門的価値・倫理　　•職業的価値・倫理

•ケアマネジャーのスーパーバイザー
•地域のリーダー

•ケアマネジャー　　•地域の保健・医療・福祉・住民

•ケアマネジメント力　　•地域福祉力

•スーパービジョン（個別・集団）
•コミュニティーソーシャルワーク（地域ケア会議）

•ケアマネジメントの質的管理
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　そこで，管理者は新任者が入職する前にチュー
ター養成研修による指導を行い，新任者教育の
流れやポイントを確認しています。例えば，「新
任者研修は企業的価値・倫理をそろえることを
第一の教育目標とする」などです。若いチュー
ターでも，この内容の研修が実施できるように
プログラムされています。

人材育成の中で起こった苦い体験
　当センターでは，組織変化の展開が開所時の
2016（平成28）年８月から2022（令和４）年
１月までの期間で，第１期，第２期，第３期と
計３回ありました。前回では第１期の状況を述
べましたので，今回は第２期の人材育成の状況
についてその実際をお伝えします。

第２期の人的環境
　第２期の人的環境は，管理者１人，中堅者１
人，新任者２人です。新任者のケアマネジャー
としての経験は，１人は１年程度，もう１人は
未経験でした。チューターはこれまで一度も人
材育成を担当したことがない中堅者に担っても
らいました。このような環境の中で第２期がス
タートしました。

新任入職後３週間
　新任入職から３週間が過ぎた頃は，事務所内
は和気あいあいとしており，とてもよい雰囲気
でした。管理者の私は，順調に新任者研修が実
行されていると，感覚的に評価をしていました。
　この時期は，ケアマネジャー全員，センター
内での滞在時間が多かったので，私は，新任教
育も早めに進んでいるだろうと思っていまし
た。私自身も，センター内にいる時間は普段よ
り多くありました。

新任入職後１カ月
　ところが，新任者研修開始から１カ月が過ぎ
た頃，チューターに新任者研修の進行状況を確
認した際に，指導内容が予定の半分程度しか終

了していないことが判明しました。
　それだけでなく，新任者研修の１カ月間は，
新任者が毎日考察シートに行動記録やコメン
ト・質問を記録し，チューターがそれにコメン
トを返すことになっているのですが，チュー
ターの記録は途中で止まっていました。また，
チューターのコメントがなくなってから数日間
は，新任者はシートへの記録を続けていました
が，それも，その後は止まっていました。あれ
だけ時間があっただけに，予想していなかった
事態でした。チューターに尋ねると，「いろいろ
と忙しくて時間がなかった」ということでした。

新任入職後２カ月
　新任者研修２カ月を過ぎた頃，新任育成の状
況について，私はさらに苦い経験をすることに
なりました。チューターに面談し新任育成の状
況を尋ねると，「チューターとして指導したこ
とが，なかなか新任者の理解につながらず，記
憶に残っていない」と相談を受けました。私は，

「繰り返し教えるしかない」と助言しました。
　また同時期に，新任者からの報告や相談で，

「チューター自身が業務中，ずっと会社の不平
不満を話すので，その話を聞くことがしんど
い」「ふくなかまは理想ばかり言って，実際は
うまくいっていない会社，嘘ばかり」など，ほ
かにもチューターの言動について耳を疑うよう
なさまざまな内容の報告がありました。私は
チューターを信頼していましたし，これまでその
ような言動を聞いたことがなかったので，容易に
は信じられませんでした。この半年前に実施し
た社員満足度調査では，ほぼすべての項目で満
点に近い評価をしていたので，なおさらでした。
　その直後からチューターの様子が変わってき
ました。チューターが管理者である私に一方的
に不満をぶつけるようになり，社長が仲介に
入っても双方向のコミュニケーションがまとも
にとれない状況が続きました。まさに，チーム
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としての機能を失った，組織が崩壊したような
状況です。
　私は，従業員を信頼していましたし，セン
ターは和気あいあいとした雰囲気だったので

「正直，何が起こっていたのか分からない」と
戸惑うしかありませんでした。表２（P.49）
にある「人間の行動には，『事実は１つにもか
かわらず，解釈は人の数だけある』という特徴
や，『自分が正しい，相手が間違っていると信
じて疑わない』という傾向がある。そうなると
組織やチームがまとまらない」という言葉を，
まさに自分が体験することとなったのです。

チューター・新任者の退職
　最終的には，チューターと新任者は全員段階
的に退職を選択して去っていきました。私は，
倫理的にふさわしくないのかもしれませんが，
初めて部下が退職することに「安堵」する感覚
を覚えました。このような職場環境では，心理
的安全性に乏しく，心身に与えるストレスも大
きくなります。何よりも，互いのよい部分（ス
トレングス）が失われると思ったからです。
　意外なことでしたが，「チューターの責任」
や「新任者研修」の内容について，チューター
や新任者からは改善のクレームや不満を聴くこ
とはありませんでした。そのことから，教育現
場には，研修内容以前に，安心感のある職場環
境や適切な人間関係がどれだけ重要なのかが分
かりました。

何がうまくいかなかったのか
　今回の未曾有の大失敗から，管理者として何
を学べるかを振り返ってみました。まず，「な
ぜ，うまくいかなかったのか」，その理由を「環
境因子」「チューター因子」「新任者因子」「管
理者因子」の４つに分けて整理しました。
〈環境因子〉

・実際に現場でケアマネジメント業務をしなが

ら時間を確保して研修を行うには，プログラ

ムの内容が多岐にわたり細か過ぎた。

・明文化（マニュアル化）することにこだわっ

ていたので，情報量が多く，チューター・新

任者ともに負担感が大きくなった。

〈チューター因子〉

・人生で初めて新任者育成を担当したので，経

験不足から自分の言動が新任者にどのような

影響を与えるのかについて認識が低かった。

・新任者指導の経験がなく，２人も同時に受け

持つことにプレッシャーがあった。

・会社に不満を抱え，自分のことを理解してく

れる人が欲しかった。

・自己肯定感が低いという性質から，承認欲求

がとても強かった。

〈新任者因子〉

・転職が多いことから忍耐力が乏しく，メンタ

ルがタフではなかった。

・主観的思考が強く，自身の「我：個人的価値」

が出やすい性質だった。

・新任者研修が実際に行われず，おしゃべりば

かりになっていても，直ちに管理者に報告・

相談をしなかった。

・チューター視点の会社の悪い部分だけをうの

みにし，将来に対する目標や希望が持てなく

なってしまった。

〈管理者因子〉

・新任者の気になる経歴や性質を事前に知ってい

たものの，それに対する対策が不十分だった。

・チューターが人生初めての新任者育成をする

のに，同時に２人も担当させてしまった。

・これまでチューターとコミュニケーションが

とれていたと思っていたが，チューターの本

心が分かっていなかった。

・チューターの承認欲求が強く，他責傾向があ

る性質を理解できていなかった。

・定期個人面談で，新任者から「この会社で働
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けてよかった」という研修の感想を聞いてい

たので，チューターの指導が順調にいってい

ると勝手に判断してしまい，新任者研修指導

チェックリストの進捗を自分の目で確認して

いなかった。

・管理者はチューターを信頼していたが，チュー

ター側からの信頼感がないことに気づけな

かった。

・プログラムのシミュレーションが甘く，指導

標準時間を事前に検討していなかった。

・プログラムの指導優先順位が会社側の目線に

なっており，新任者目線で考えられていな

かった。

組織崩壊の経験を生かすために
　うまくいかなかった今回の人材育成の体験
を，今後にうまく生かすための工夫や改善のア
イデアを次に示します。研修プログラムを見直
す際のヒントになるものです。
〈環境〉

・プログラムを簡素化する。

・会社側の視点でプログラムを作成するが，見

直す時は新任者視点で精査して考案する。

・指導標準時間をつける。

〈チューター養成研修〉

・チューターが新任者に与える影響力と，自分

のコミュニケーションに100％の責任を持つ

ことを伝える。

・チューターとの毎月の面談はこれまできちん

と行ってきたが，新任者指導チェックリスト

を管理者自身の目で見てチェックする仕組み

を取り入れる。

・チューターの能力を勘案して，同時に２人の

新任者を担当させることが可能かどうか適正

を見極め，状況的に必要であれば管理者も

チューターを担うことを柔軟に検討する。

〈新任者研修〉

・新任者にも新任者指導チェックリストを渡

し，毎月の面談の中でチェックする。

・採用段階で，教育できる人材かどうかを判断

するために，適性検査の信憑性を参考にする。

〈管理者〉

・チェックや評価は客観的事実（例：チェック

リスト）に基づいて行う。

・日頃から従業員の人物理解を深め，スーパー

バイジー力を評価する。

・新任者の研修状況にもっと関心を持ち，アン

テナを張る。

・チューターのメンタルサポ－トをするために

も，さらにコミュニケーションをとる。

　以上のように，検討し導き出したアイデアの
数々は，今後のチューター養成研修や新任者研
修のプログラムに反映させていきます。
　繰り返しになりますが，管理者による人材育
成の目的は，「企業的価値・倫理」をそろえる
ことです。当センターは，入職５年以内の退職
者ゼロを目指しています。今後もトライアンド
エラーを繰り返しながらも，しっかりとした人
材育成の仕組みを完成させたいと思います。
　残念なことに，この出来事で組織は一時解体
となり，またスタート地点に戻ってしまいまし
たが，それでもすべてを否定的にとらえてはい
ません。退職した仲間たちは在職中，事業運営
を一緒に頑張ってくれました。ケアマネジャー
として，弊社の従業員として，確かな成果も挙
げてくれました。全員が私自身の成長に必要な
人たちであり，心から感謝します。今回の学び
を糧に，管理者としてまた一歩，夢や目標の実
現に向けて未来に歩き出します。

引用・参考文献
１）眞辺一範：「人材育成及び業務管理」令和３年石川県
主任介護支援専門員研修資料

２）株式会社ふくなかまジャパン第６期経営計画書
３）眞辺一範：コミュニケーション技術　聴く力と伝える
力を磨くコツ，中央法規出版，2018.

53達人ケアマネ  vol.16  no.4


