
ひろしま介護マイスターの 
       認定を受けて 

広島市介護マイスター 
  養成支援事業普及促進セミナー 

平成29年6月30日（金曜） 
 社会福祉法人 正仁会 

 矢矧 秀樹（やはぎ） 

1 平成29年6月30日「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」普及支援補助事業（広島県）セミナー資料より 



社会福祉法人 正仁会 
１ヵ所 

１ヵ所 

１ヵ所 

１ヵ所 

１ヵ所 
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３ヵ所 

１ヵ所 

１ヵ所 
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・特別養護老人ホーム 

・ショートステイ 

・グループホーム 

・医療介護支援住宅 

・ケアハウス   

・訪問看護 

・デイサービス 

・訪問介護 

・居宅介護支援   

・保育園  
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社会福祉法人 正仁会 理念 

医療と介護の切れ目のない連携を第一に考え、 
地域社会に安心を提供し続けます。 
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社会福祉法人 正仁会が目指すもの・・・ 

医療 ＋ 介護 ＝  
        利用者・患者や地域住民の利益のために存在                       

私たちの仕事は、『人対人』です。 

直接的な医療や介護サービスの提供のみならず、 

職員を含むそこに住む人達全員の健康・生活をサポートし、 

地域社会の活性化を目指しています。   

『地域貢献』と『地域医療・福祉』の実践 

 『出会った時から最後まで・・・』 
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私たちが目指していること 
      『全ては利用者のために･･･』 

知識 ＝ （医療 ＋ 介護） 

介護技術 

職員チームワーク 

地域貢献 

豊かな人間性 

全
て
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ 

 

目
指
せ
、
自
己
成
長
！ 5 



法人の理念に掲げている「地域社会に安心を提供し続けていく」を実
践するため、職員教育に力を入れています。 

 

★NLC（にのみや・ラーニング・チャレンジ ) ステップアップ研修 

勤務年数や等級スキルに合わせた研修制度で、一歩ずつ確実に
ステップアップするために年間100回の研修を開催。（資料を参照） 

等級別研修、事例検討会（事例研究の勉強会)で能力向上を図り 、
スキルアップ講座（資格取得のための受験対策講座）で介護福祉
士と介護支援専門員資格取得をサポート。 

 

★各種奨学金制度や報奨金制度を設け、やる気をカタチに変えていく
ための支援を実施。 

看護学生奨学金貸与制度、認定看護師資格取得制度、介護職員
初任者研修及び実務者研修奨学金貸与制度、など。 

人材育成基本方針 - ① 
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★その他の支援制度 

①報奨金制度にて各種活動に対して報奨金を支給。 

資格取得、研修等の講師、学会発表など 

②NLCポイント付与制度にて職員全員にポイントカードを支給
して、以下の場合にポイントを加算。 

検討会への出席・発表、研修などでの講師、学会発表など。溜
まったポイントは、研修費や書籍代として活用可能。 

 

★法人内に研修委員会があり、職員が法人基本方針の「知識と技
術の研鑚と豊かな人間性の向上」に積極的に取り組めるよう、独
自の研修制度を創設し、その運用を実施。 

人材育成基本方針 - ② 
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・自由参加 

・100回/年（H28年度まで実績） 

 
・  50回/年（H29年度予定） 
  【回数減らすも、ニーズを追求】 
   【より参加したい研修へ・・・    】 

研 修 会 選んで学べる研修システム 

知識 

介護技術 
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 さらなる 研修制度 

グループ検討会 

法人勉強会 

等級別研修 

施設外研修・・・など 

どんどん学んで、さらなるスキルアップ 
目指せ、自己成長！ 
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法人内研修 
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H26年度 
（2014） 

H27年度 
（2015） 

H28年度 
（2016） 

H29年度 
（2017） 

介護職員初任者研修 82名 80名 83名 84名 

介護福祉士 92名 89名 90名 102名 

介護支援専門員 25名 24名 23名 27名 

職員総数 176名 178名 190名 195名 

初任者研修 
介護福祉士 
介護支援専門員 

平成29年6月7日現在 
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資格取得者 



そして、ケアスキルUPの手段 
          キャリア段位制度！ 
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私たち正仁会の 
 キャリア段位制度に対する 
   考え方、受け止め方、捉え方 

 7段階でレベル認定                                                                                    ⇒ 段階的に自己成長 

 知識と実践力の向上  ⇒ 客観的な評価 

 将来目標の設定                                                                                                    ⇒ やりがいの醸成 

 人事考課制度とのリンク ⇒  昇給・昇格・賞与へ反映 

 自信の醸成  

 認定段位のUp  ⇒  強固な自身の創造 

 事業所評価のUp 

 職員定着率の向上 

 その他･･･ 
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•介護技術 

•介護知識 

•社会情勢や経営について 
スキル 

•グループ理念 

•グループ概要 

•にのみや人として 

スピリット 

•一般社会常識 

•ビジネスマナー 

•にのみや人として 
マナー スキル 

マナー スピリット 
ヒューマンパワーアップ 

にのみや 
マイスター制度 

2016年1月スタート 

試験項目 
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にのみやマイスター制度 （知識と技術UP） 
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5段階 

4段階 

3段階 

2段階 

1段階 

N-マイスター 

N-ゴールド 

N-シルバー 

N-2 

N-1 

15,000／月（時給＋100円） 

10,000／月（時給＋50円） 

5,000／月（時給＋30円） 

10,000 P／取得時 

5,000 P／取得時 

にのみやマイスター制度 

平成29年6月7日現在 認定者数29名 

認定者数 2名 
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H27年度 
（2015） 

H28年度 
（2016） 

H29年度 
（2017） 

合計 

アセッサー 13名 9名 10名 22+10名 

ひろしま介護マイスター 10名 9名 10名 19+10名 

アセッサー  介護マイスター 取得者 

キャリア認定レベル 現在 参考 

４ 0 今期、1名誕生予定 

３ 1名 

２－② 5名 

２－① 16名 

平成29年6月7日現在 
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・アセッサー評価によって新人教育を行えば、 

  上手く育てることができると思う 

・評価者の勉強になった 

・ＯＪＴ教育に役立つ 

・自分の自信につながった 

・ケアの見直しになった 

・自施設の良い部分を認識することができた 

・施設全体のスキルの底上げになると思う 

・自身のケアのおさらいができた 

・自分のためになった 

・この評価基準がスタンダードになっていくものと感じた 

【アセッサー評価者として良かったこと】 - ① 
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・他者にも伝えたい介護である 

・介護技術評価や、スキルアップへの取り組みは、 

  人事考課へつながっている 

・客観的な評価ができるシステムである 

・今の自分はこの程度のことはできなければならない 

  と思った 

・自分の立ち位置が分かった 

・奨励金を財源として研修参加がしやすくなった  
・被考課者のことをしっかりと見るようになった 
  また、良いところを引き出してあげたい気持ちになった 
 

 

【アセッサー評価者として良かったこと】 - ② 
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・自分が持つ仕事と並行して評価行動をとるのは、 

  時間の調整がつらかった 

・休日に出てくるなどの時間調整が必要だった。 

  それが②－２以上だともっとしんどいと思う 

・評価項目の判断基準での記述において、誤字脱字を 

  指摘されることが何度かあった。自分が至らないので 

  仕方のないことではあるが、2週間以内に再提出し 

  なければならないなど、時限爆弾を背負っている 

  ようでつらかった 

・判断基準の文章の書き方はマニュアル通りに評価され 

  ている感じで、そこに即した記述が求められている 

  気がした。表現の仕方が違っていても、実際の介護は 

  評価基準に達していることもあると思う 

【アセッサー評価者として良くなかったこと、 
                 つらかったこと】 - ① 
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・被評価者との時間調整が最も難しかった 

・評価項目の事象が無いケースに戸惑いがあった。 

  例えば「嘔吐の処理」は頻繁に起こることではなく、 

  その場面を待つこともあった 

・施設系でないとできない評価項目があった。 

  通所では難しい項目もある 

・記述が多く、もっとチェックにて評価できるほうが 

  やりやすいと思う 

【アセッサー評価者として良くなかったこと、 
                 つらかったこと】 - ② 
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・奨励金を財源として研修参加がしやすくなった 

・認定証には重みを感じた 

・プロの介護職員としての自覚が芽生えた 
・新人を育成する上で、マイスターは励みになっている 
・次の自分を育てたい気持ちになった 
・ワッペンをいただいたものの、毎日洗濯する介助着に 

  貼るのは抵抗がある 

・ワッペンは割とごつく感じる 

・介護スキルの標準化は大切なことと思うので 

  広めていきたい 

・他の法人や事業所でも通用する認定なので励みになる 

・自分のレベル認定を上げていきたい 

・上位認定者を普及させる使命感を感じる 

・学んだことを伝えたい 

【ひろしま介護マイスターとして】 
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地域貢献と地域との信頼構築 



職員チームワークの醸成 



豊かな人間性の向上 



介護業界の明るい将来を 

    一緒に創造していきましょう！ 
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The End ！ 

  本日は有難うございました 

社会福祉法人 正仁会 
矢矧 秀樹 
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