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第５章 ヒアリング調査結果 
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第１節 ヒアリング調査概要 

 

１．目的 
      施設・事業所における人材確保・人材育成対策、研修ニーズの実態を明らかに

し、日本介護福祉士会が実施する研修を、より現場の必要性に即した研修にして

いくための 基礎的資料とするため、ファーストステップ研修の修了者のみなら

ず、管理者にも研修評価を確認することを目的とする。 
 

２．実施会場・日時 
    東京会場：航空会館 Ｂ－２０４  ：平成２３年３月５日（土）13：00～16：00 

    大阪会場：U’s２会議室会議室Ｃ  ：平成２３年３月４日（金）13：00～16：00 
     

３．調査対象者 
      これまでに日本介護福祉士会又は他団体において実施した『介護福祉士ファ

ーストステップ研修』を修了した者及び勤務先の管理者（又は上司） 
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第２節 ヒアリング調査結果まとめ 

 

１．修了者のヒアリング結果 
（１）ファーストステップ研修を受けて 

①ファーストステップ研修を受けるきっかけ 

多くの回答者が、「職場において自身の介護福祉士としての力不足を感じる

ことが多く、自分自身の現在そして今後の生活に対しての不安や戸惑い」と

いった課題があり、その解決手段として「介護福祉士としての専門性を高め、

根拠・理論に基づいた介護を学ぶことにより、介護福祉士として自信をもち、

仕事また今後の自分がどうあるべきかじっくり考えるため」にファーストス

テップ研修を受講したという傾向があった。 
 

【その他のご意見】 

・上司の勧め。 

・自分自身のスキルアップ。 

・研修内容に興味があり、今自分の勉強したい事だったため。 

・先にファーストステップ研修を受講した同じ職場の先輩に触発されて。 

 
②ファーストステップ研修を受けての変化 

「ファーストステップ研修を受けて気がついたのは知識・技術共に不足して

いたことです。」という意見があり、具体的内容として「介護技術に関して、フ

ァーストステップ研修以前は個々の場面でのケア技術ばかりに目がいっており、

それがうまくなれば技術が上がったと勘違いしていた。」があげられた。 

その中でファーストステップ研修を受けたことにより「利用者の尊厳を支え

ること、介護福祉士の専門性、介護職としての倫理観について意識し、実践す

るようになりました。」「また、気づきを掘り下げて考える習慣が身につき、こ

のことは職場での問題解決の過程において大変役立っていると感じる。」といっ

た意識・技術面での変化があったという意見があった。 

また、こうした変化を受け、職場での評価が「日々のケアの場面では、ケア

に対する考えや意見を求められることも増えてきており、上司及び同僚からは

今後の職場での活躍に期待されていると感じる。」と変わったとの意見が出た。 
 

【ファーストステップ研修を受けて役に立った内容】 

・コミュニケーション技術の応用的な展開 

・ケア場面の気づきと助言 

・問題解決の思考法 

・リスクマネジメント 

・セーフティマネジメント 
・中堅職員としてのリーダーシップ 

・観察・記録の的確性とチームケアへの展開 

・家族や地域の支援力の活用と強化、職種間連携の実践的課題 
 

【意識や技術面での変化】 

・同じ思いをしている、仲間が沢山いることがわかり、前向きに介護と向

き合えるようになった。 

・問題が生じた時、原因について考え冷静に行動できる様になった。 

・より視点が広がり、気づかされる事が多くあった。他の人の考えをしっ

かり聞き、話をすることができるようになった。 
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【職場での変化】 

・自職場のユニットリーダーに就くことになった。 

・伝達研修の機会を与えてもらった。 

・リーダーとしての資質を期待されるようになった。 

・認知症の専門知識を身につけ、認知症に対しプロになる様勧められた。 

・同僚に関しては自分自身の評価より、ファーストステップ研修に対して

の評価が変わってきている。これまでは敬遠されがちであったが、自分

や他受講者の変化を間近で見て、ぜひ受講したいという者が増えている。 

 

（２）これからのファーストステップ研修に望むこと 

これからのファーストステップ研修に追加して欲しい内容として「介護技

術」「介護過程の展開」等が多くあげられた。 

また、ファーストステップ研修を同僚に勧めるとの意見が大半を占め、そ

の理由として「ファーストステップ研修が個々人のスキルアップ・施設全体

のケア水準を上げることに役立つのではないか」、「ファーストステップ研修

を受講した人たちでチームをつくり、職場の課題について中心となって課題

解決をしていけたら、よりよい職場ができると思う」といった内容が挙げら

れた。 

 

【ファーストステップ研修に追加して欲しい内容】 

・基礎介護 

・身体介護に関しての知識、又、指導法等の項目 

・認知症の混乱事例 

・医療面での病気や薬などの知識 

・ケースメソッド研修 

・ファーストステップ研修が終了した後にも継続していけるような研修シ

ステムにして欲しい。 

 

 

（３）研修の受講に関して 

介護福祉士が研修に参加しにくい土壌があると言う意見が多くあった。そ

の中で、「年に１度は必ず研修に行くと決めたところ、施設での研修受講に対

する意識が変わった」との意見があった。 
また、受けてみたい研修として「介護感が変わるような研修」、「社会人と

しての知識など、介護を離れた研修」が挙げられた。 
 

【研修に参加しにくい理由】 

・研修に行く人が異質な目で見られることがある。 

・研修にいくと勤務に穴が開いて仲間がきつくなる。 
・研修に行って自分の職場の現実と理想の差に辟易して帰ってくる。 
・同じ研修でも、講師の質による内容の差がある。 
・施設長などから研修受講の理解が得られるような意義や、報酬体系が無

いこと。 
・学ぶより利用者のそばにいるといった意識。 
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（４）ヒアリング参加者の疑問 

①職場での人間関係について 

ヒアリング参加者から「私の職場では発言力、声、態度が大きい方に流れ

さるきらいがある。上司もちゃんとした対応をしてくれない。どうしたらよ

いのだろうか」といった疑問が出た。それに対し、コーディネーターから「マ

ニュアルを作り、それに従ってないという議論をするといい。そうしないと、

人間関係で終わってしまう」との示唆があった。 
 

②介護機器に関して 

養成施設を出たばかりの介護福祉士で、介護機器を大事に使えない人たち

がいる。」という意見が出た。それに対し、コーディネーターから「業務が回

ればいいということで機器を有効に使用しなくなる傾向がある。また、施設

などで機器がないと介護ができない介護福祉士がいる。在宅でのケア等を考

えたときに、これではいけないと思う。」といった意見があった。 
 

（５）認定介護福祉士のイメージ 

認定介護福祉士に関するイメージをたずねたところ、様々な回答が得られ

た。その中で「認定介護福祉士をとるとどう換わるのかわからない。はっき

りと明示して欲しい」といった意見があった。 

 

【認定介護福祉士のイメージ】 

・医療の知識に秀でた介護福祉士 

・認定介護福祉士は認知症や感染症、口腔ケアといった専門分野に特化し

た介護福祉士 
・オールマイティーな能力を持った介護福祉士。 

 



 

69 

２．管理者からのヒアリング結果 

（１）ファーストステップ研修修了者の変化 

①ファーストステップ研修修了者の職場内での評価 

ファーストステップ研修修了者は「ファーストステップ研修修了後、職場

内での評価が上がった。」との意見が大半を占めた。その結果他の職員に対し

ても「良い刺激になっている」、「目標の先輩にされている」「自分もファース

トステップ研修を受講したい」といった、影響を与えているとの意見があった。 

 

【ファーストステップ研修修了者の職場内での評価】 

・新人から中堅へのスキルアップとして人材育成として意味があった 

・落ち着きが出てきた。 

・他職種にも信頼をされ必要な職員となっています。 

・役職を与える 

・学ぶことに対しての向上心の変化がみられた 

 

【ファーストステップ研修修了者の職場内での変化】 

・キャリアアップ研修の内容を踏まえた助言などを、経験の浅い職員や中

堅職員に分かりやすく話をし、また職員からの相談をされています 

・現場での事例をまとめ、ユニットスタッフに発表させ、共に学びあう姿が

みられた。 

・「考える」「トライしてみる」事に積極的になった 

・利用者が主体的に生活を送るための支援について考える思考プロセスを

スーパーバイズできている。 

 

②ファーストステップ研修修了者の働き方の変化 

「ファーストステップ研修修了後、積極的になった。特に課題や課題を解

決する主体的な行動をとるようになった」といった意見が多数あった。また、

「教育面において以前は「指導」の色合いが強かったが、本人に気付かせる

様になった」と、人材育成技術が上がったという意見があった。 

 

【ファーストステップ研修修了者の働き方の変化】 

・事前課題、事後課題を通して学びがあり、視線が変化した。 

・様々な視点で問題へ対応して行くところが評価できる。 

・業務に対する積極性や探究心、介護に必要な実務を自覚した 

・急変時（利用者、業務）の対応が的確に行える様になった。 

・職場内研修を受講後すぐに企画・開催している。 

・学んだことを職員に伝えていこうという姿勢がある。 

・「対人援助」「人材育成」の技術が向上した。 

・スタッフに対して寛容になった。 

・介護の方法やケアプランの内容だけではなく、その意味や理由に注視す

るようになった。 
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③ファーストステップ研修修了者に期待する知識・技術 

様々な意見が出た。その中でも、「人材育成能力」、「リーダーとしての統率

力」などが多く挙げられた。 

 

【ファーストステップ研修修了者に期待する知識・技術】 

・施設の目標や理想を実現するための工夫や知恵。 

・“人”としての成長 

・コミュニケーション力 

・情報収集・分析力 

・情報伝達力 

・課題解決法 

・観察記録の的確性と強化 

・ケアの場面での気づきと助言 

・ケアマネジメント 

・リスクマネジメントとセーフティマネジメント 

・多職種間連携の実践的展開 

・研修企画力 

 

（２）これからのファーストステップ研修に望むこと 

「期間が長いこと」「受講料が高いこと」がファーストステップ研修受講の

ための阻害要因になっているという意見が複数あった。そのため、今後職員

にファーストステップ研修を受講させることについて「あまり積極的になれ

ない」との意見が出た。 

一方で、「将来、施設の中心的立場に立って欲しい人材には是非ファースト

ステップ研修を受けて欲しい。」など、今後も職員にファーストステップ研修

を受講させたいとの意見が多数であった。 

また、「ファーストステップ研修修了後のステップにつながるものとしての

研修を準備し、継続的なスキルアップが可能となるような、体系的な研修体

系を準備して欲しい」との意見が出た。 

 

【ファーストステップ研修への希望・要望】 

・ファーストステップ研修のふりかえりの機会 

・対象者に合った内容、特に領域的に適性化をはかる必要がある 

・修了者に対する公的な一定の評価（賃金など） 

・研修後に資格取得となるような付加価値があってもよい。 

・受講生同志のネットワークづくりを密にするようなシステム作り。 

 

（３）キャリアアップの現状と課題 

①キャリアパスの仕組み 

施設・事業所でのキャリアパスの仕組み（現状と課題）について、キャリ

アパスの仕組みが「確立されている」との意見があった一方、「確立されてい

ない」との意見も多くあった。「確立されている」という意見の中には、「資

格の取得等、スキルアップの支援は行っている」が、「給与、階級などは今後

の課題」であるとの意見も出た。 
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【キャリアパスの仕組み】 

・法人内介護職員のキャリアパスの仕組をしっかりと位置づけている。 

・管理者になるための資格・研修などの要件を定めている。 

・キャリアパスに応じたスキルを身につけるための仕組みの構築に課題が 

ある。 

・介護従事者が継続して働くための将来の生活を考えると給与、階級など

は今後の課題である。 

・従業員に研修を受けさせる際、職場の人員配置に苦慮している。 

・当事業所では離職率が低く、「ポスト」の確保が困難である。 

 

②人材養成の考え方 

職場のリーダーや管理職に対しては、「職場の管理」「職員と周りの人間関

係のコーディネート」が重視されている。そのためには、「自分の専門性が何

なのかがはっきり分かっていないといけない」といった意見があった。 
その上で、ファーストステップ研修を受講させる職員を選ぶ基準について

聞いたところ「既に役職についている、リーダーになっている人から」とい

う意見が も多かった。また、「リーダーとしての素質がある人から」との意

見もあった。 

 
【人材養成方向性】 

・資格等は、取れる部分で取ってもらう。 
・自立できるチームをつくること、自立できるスタッフを育てること。 

 

【リーダーの要件】 

・自分自身をパンクしないようにきちんとコントロールできる。 
・相談員と看護のほうとのパイプ役になる。 
・自分以外の他者のいいところを、自分の以外の他者に伝えられる。 

 

【研修受講者の選び方】 

・モチベーションをあげるため。離職を防ぐことも目的の中に入れました。 
・介護福祉士の資格を取った後、その次の目標がなくなるケースが多い。2

～3 年目で緩むのを巻きなおすのが目的です。 
 

③認定介護福祉士について 

「認定介護福祉士で質が上がることはわかる。」という意見があった。また、

「介護報酬に反映されなければ、広まらない」との意見もあった。 
また、認定介護福祉士に期待することとして、「マネジメントやスーパービ

ジョンができる人」という意見があった。また、「医療的なケアがある程度担

える介護福祉士」という意見がある一方で、「准々看護師のようになると困る」

という意見があった。 
  

【認定介護福祉士に期待したいこと】 

・単にケアをマネジメントするだけでなく、その人全体のマネジメントが

できる、いろんな調整もできる能力。 
・高齢者介護のトータルマネジメントができる能力 
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第３節 ヒアリング事前調査票内容 
 

１．修了者のヒアリング事前調査票内容 
（１）どうして、ファーストステップ研修修了を受けようと思われたのですか 

・介護の仕事に就いて 6 年が経過し、これまでにも様々な研修に参加し、自己学

習を積み重ねてきました。しかし、職場においては自身の介護福祉士としての

力不足を感じることが多く、また自分自身の現在そして今後の生活に対しての

不安や戸惑いもありました。今回ファーストステップ研修への参加はこうした

思いと研修修了者からのアドバイスを受け、介護福祉士としての専門性を高め、

今後の自分がどうあるべきか、またどのように学びを深めていけばよいかをじ

っくり考えてみたいと思い受講しました。 

・従来介護は家庭で行われ嫁や妻等がそれを担っていた。そういった視点から、

介護とは誰にでもできるものであり、介護福祉士としての専門性とはいったい

何なのか、いつも疑問であった。社会的地位が低く、利用者に一番近い介護士

の意見ではなく、たまにしかこない医療従事者の意見により、その方の生活の

あり方が決められる傾向がある。介護福祉士として自信をもち、その方らしい

生活を支える為に知識を深めたいと思った。 

・業務におわれながら、日々介護に携わっていると、徐々に不安や不満が大きく

なっていく為、自分自身と再度向きあって、介護の奥深さを改めて学びたかっ

た。 

・上司の勧めもあり、自身も介護福祉士会の役員をしていたので研修の情報を早

くから聞いており、興味があり参加しました。 

・自分自身のスキルアップのため 

・第１回目の研修を上司より打診され、受講予定であったが、体調不良にて断念

した。その後、他の同僚が数名受講。考え方、介護に体する姿勢等、大きな変

化がみられ、自分自身もさらなるスキルアップを目指す為、介護主任になった

のを機に今回の研修を受講させていただいた。 

・施設より進められ資料をみさせて頂き、研修内容に興味があり、今自分の勉強

したい事だったため、ファーストステッフの研修に参加させて頂きました。 

・同じ職場の先輩がファースとステップ研修を受講していて、とても研修内容が

良く、自分のためになる研修であると聞いて、自分のスキルアップ向上の為に

なると思ったから。 

・H21 に認知症介護実践者研修を修了し、上司のすすめもあり、より専門的な知識、

又、リーダーとしての知識や技術を会得する為 

・日々、仕事に従事する中で、自身が経験し学んだ事柄や浮かんだ疑問等を理論・

根拠と結びつけることが不得手だと感じ、根拠・理論に基づいた介護を学び仕

事に還元できればと思い受講いたしました。 
 

（２）ファーストステップ研修修了後に、ご自身の意識・技術面で変化はございましたか 

・今回の研修では実施しながら身につけて、それを職場に持ち帰り、言語化した

上で、実践していくという事を繰り返していく中で、特に基本となっている「利

用者の尊厳」と「介護職としての倫理観」について意識し、実践するようにな

りました。 

・介護福祉士は利用者の代弁者であるという意識が明確化した。（利用者の状態を

いち早く察知して今必要とされることを適切に判断できること、根拠を充分理

解した上で行う介護、利用者本位でその人らしい生活を支援する、個別ケアを

的確に行う介護、押しつけず生活にとけこませながら行う） 

・業務に流されてしまっていた利用者への対応に焦りがなく、今まで以上に受け
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止められるようになった。表面ではなく、行動の裏にかくれた思いを考えてい

る。同じ思いをしている、仲間が沢山いることがわかり、前向きに介護と向き

合えるようになった。 

・研修中にも何度も自分自身を見直す機会が多くあった研修で一番感じたのは知

識・技術共に不足していたことを実感しました。介護技術に関しても当初は移

乗動作の方法や食事介助、入浴介助などばかりに目がいっており、それがうま

くなれば技術が上がったと勘違いしており、もっと大切に考えないといけない

尊厳を支えるということ、介護福祉士の専門性が何なのかなどを考えることが

できました。 

・お年寄りに接する時、ケアをする時などの場面で、なぜそうなっているのか、

どうしてこうなのか等、考える意識を持つことができるようになった。 

・物事に対して色々な見方、価値観を受け入れながら、他の人の考えもしっかり

聞き、話をすることができるようになったと思う。 

・多数の事前・事後課題に取り組むことにゆり、物事の考え方、伝え方等を身に

付ける事ができ、又、グループワーク等で様々な方々と話をする事により、会

議等の場面で考えのまとまった発言ができる様になった。（自分自身、他者と接

する事を苦手としていた） 

・私は介護職について 10 年、初めてユニットリーダーの役職につきました。何を

して良いのかわからないまま約 3 年が過ぎました。この研修では職場で自分が

どの位置に居て何をするべきなのかが確認でき、問題が生じた時、何でだろう

と考え冷静に行動できる様になった様な気がします。 

・研修でグループワークを行う事で他の研修者と話し合う事で自分も発言し、伝

える力を養い、又、他者の意見を聞く事で、より視点が広がり、気づかされる

事が多くあった。研修の中で尊厳や利用者本位の接遇に関し学べた事で、日常

のケアで取り入れ、新人の指導時に反映する事ができた。 

・職場での課題について、何が原因なのか、何がそうさせているのか、では、そ

れに対してどのような対策が必要なのかという、課題をほり下げて考えるよう

に意識している。 

・研修後、自身の中で特に変化したのは「利用者の全人性と尊厳に対する捉え方」

です。これらは利用者に関わる上で基礎となるものだと思いますが、問われて

も十分に答える事ができませんでした。しかし、研修でお話を伺った事で、利

用者の持つ力（人格的変容ができる力・尊厳の力）に気付き、力を発揮して頂

く為には、どのような手助けが必要なのかを考え、対応するように変わりまし

た。 

 

（３）ファーストステップ研修修了後に、職場での待遇に関して変化はございましたか 

・ファーストステップ研修の全過程を今年の 2月に終え、3月より自職場のユニッ

トリーダーに就くことになりました。自職場での職場経験年数はわずか半年と

浅い中で、そのような評価を受けた理由の一つに今回のファーストステップ研

修の受講があったのではないかと考えます。 

・伝達研修の機会を与えてもらった。（認知症について、コミュニケーションにつ

いて） 

・研修費用が高く、簡単には辞めるなよと言われています。 

・上司の理解がある為、毎回研修に参加させていただいており、受講者をフロア

主任・ユニットリーダーへの登用等、介護スタッフのキャリアアップへと繋げ

ていただいている。 

・積極的に研修に参加する様、声をかけてくれ、勤務等の調整をしてくれる。 

・特に待遇の変化はありません。（同様３件） 
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（４）ファーストステップ研修で仕事上役に立った研修内容はなんですか 

・全過程を通じて、気づきを掘り下げて考える習慣が身につき、このことは職場

での問題解決の過程において大変役立っていると感じる。また単に知識や技術

の投げ売りをするのではなく、サービスの根拠となる法令・法律の理解・遵守、

これをチーム内において徹底させていく必要性を強く感じ、現在及び今後にお

いて役立っているものと感じる。 

・コミュニケーション技術の応用的な展開 

・認知症について ワレディの遺言 

・セーフティマネジメント 

・コミュニケーション技術の応用的展開（認知症）…「石の心」石を使用し、気

持ちを考える。 

・ケア場面の気づきと助言…スーパービジョン。利用者の立場に立って考えてみ

る。 

・中堅職員としてのリーダーシップ…航空管制官のリーダーが職員（後輩）指導

する映像。 

・リスクマネジメント…ヒューマンエラー、エラーチェーン等 考え方 

・自職場分析 

・各研修日のグループワーク 

・「利用者の全人性 尊厳の実践的理解と展開」や「介護職の倫理の実践的理解と

展開」などで学んだ事は今でも自分自身の行動を振り返る際に間違った行動を

していないか、きちんと対応できていただろうかなど介護福祉士を続けていく

上で根本の大切な部分が揺るがないように考え直すためにとても役に立ってい

ると思います。 

・観察・記録の的確性とチームケアへの展開……一人ひとりの記録をしていくう

えで、日々のつながりを持たせられるような記録の方法を学び、現場ではとて

も役立っている。 

・家族や地域の支援力の活用と強化、職種間連携の実践的課題……「まるごとと

らえるはじめの一歩シート」というのを用いての研修で、事前にお年寄りに話

を聞きながらシートを埋めていくというものでした。長い時間一緒に話をする

ことで、その人のことを深く知ることができ、ケアに活かすことができて役に

立ちました。 

・自職場の分析、問題解決のための思考法において、この 2 つの講義の間に他の

様々な講義で知識を身に付けた事で、点だった物が線でつなぎ合わす事ができ

た。また、数種類の討議法を学び、自職場でも活用し問題解決等を行っている。 

・家族や地域の支援力の活用と強化 各地の地域の社会資源の把握について 

・ケア場面での気づきと助言（1）（2） 

・勉強不足の私にはすべての科目の内容が初めて目にする事・耳にすることでば

かりで勉強になりました。 

・気づきと助言の研修で介護の本質や利用者の困っている事、傷ついている事に

気づく視点が十分に底上げされていた。カンファレンス時に一人一人の利用者

のアセスメントに十分な効果が得られた。 

・先日、職場内での全体学習会で「気づきと助言」を用いて、伝達講習を行ない、

他職員にも学んでもらう事ができた。 

・コーチングについて……今まで、後輩や同僚の相談を聞くときは、つい自分の

ほうばかり話したり、相手の答えを待てなかったりした。しかし、研修では、

答えはすべて相手がもっているということを学び、話を相手から引き出すこと

で、相手に気づきをうながすということがリーダーには必要だと理解すること

ができた。 
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・研修を受けた中で、仕事上すぐに役立ったものは「問題解決の思考法」です。

自職場にて、認知症で暴力行為のある方について、考える際に KJ 法を用いたの

ですが、話し合いの中では影響力や発言力の大きな方の意見ばかりが注目され、

取り上げられていた事に対し、個別に書いてもらうことで、発言はしないが良

いものを持っている職員に気付く事ができたと共に職員が抱えている不安や問

題が簡潔に明確化され、問題解決に大きく役立ちました。 

 

（５）ファーストステップ研修に追加して欲しい研修内容はございましたか 

・ファーストステップ研修では 14 日間の日程を通し、研修内容が体系的に組まれ

ていると感じました。個々の研修内容の満足度は非常に高いのですが、今後研

修に新たに追加してほしい内容として、介護過程の展開を挙げます。実習生や

新人職員への指導だけでなく、ケアを行う上での根拠やそこに至る思考過程を

講義や演習、課題等を行う中で、自職場や自身の問題を掘り下げて考えること

ができるのではないかと考えます。 

・十分、充実した内容だと思いますので、継続してほしい。 

・ファーストステップ研修を修了した後にも継続していけるような研修システム

にしてほしい。 

・医療面での病気や薬など介護福祉士として必要になってくる知識なども追加し

てもらいたい。 

・ケースメソッド研修……ある問題に対して意見の妥当性を高めるという研修で

した。リーダーとして会議を運営していくなかで、何を議論するのか、議論す

る中で話をどのように修正していくかなど、円滑に会議などを進め、よりよい

内容にしていく力をつけるためにはよい研修だと思います。 

・他施設の受講者の意見と話を聞く中で、ケア領域の面で基礎介護が足りない感

じもした。身体介護に関しての知識、又、指導法等の項目があってもいいので

はと感じた。入所施設において、利用者の重度化、医療ニーズの増加が著しい。

医療的知識・看取りについて等の項目も必要ではと考える。 

・認知症の混乱事例、どの様に対処し解決したのか実際の事例で知り勉強したい。 

・ストレスと腰痛予防の研修で時間数が短く、深く教えて頂きたいので、2日に分

けてもらいたい。 

・追加して欲しい内容は思いあたらない。しかし、研修内容には、地域とのかか

わり、職員のストレスマネジメントなど、知識としては必要なことかもしれな

いが、どこまで、リーダーとしてかかわるべきなのかということに難しさを感

じました。 

・スタッフとの有効なコミュニケーションと関わり方についての研修を追加して

欲しいです。講義と演習を併せた研修をして頂きたく、この研修を受ける事に

より、他者へ自身の考えを伝える、スタッフを生かす言い方・聞き方ができる

等のスキルを養い仕事に生かしたいです。 

 

（６）ファーストステップ研修後の上司・同僚からの評価は以前と比べて変りましたか 

・Q3 でも挙げさせて頂いたように上司からの一定の評価はあったように感じます。

また、ファーストステップ研修の伝達研修を職場にて実施し、日々のケアの場

面では、ケアに対する考えや意見を求められることも増えてきており、上司及

び同僚からは今後の職場での活躍が期待されていると感じます。 

・評価が変わったかは具体的には自分自身ではわかりませんが研修や職員の前で

発表などする際にどのように工夫すればよりみんなに理解してもらえるかを考

え発表し、わかりやすかったと言われました。 

・リーダーとしての資質を期待されるようになった。 
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・Ｑ２でも記載した様に会議などでの発言等に変化がみえている。上司に関して

も、その様に判断していただいているのではと思う。同僚に関しては自分自身

の評価より、この研修に対しての評価が変わってきている。課題も多く、敬遠

されがちであったが、自分や他受講者の変化を間近でみている為、ぜひ受講し

たいという者が増えている。 

・同僚からケアに対し相談を受ける事が多くなった。 

・上司からは認知症の専門知識を身につけ、認知症に対しプロになる様勧められ

た。 

・全体学習会を行った際、上司から講評を頂いた時に、学習会の全体の流れ、構

成、分かりやすかったとの評価を受けた。又、伝える力が身についたとも言わ

れました。 

 

（７）ファーストステップ研修を同僚に受けて欲しいと思いますか 

・皆に受けてほしいと感じています。（同様１件） 

・私のように 5 年以上の経験年数がある方はもちろんのこととして、介護福祉士

を取得して 2年・3年目の方に少しでも早くこの研修に参加し、自職場問題や自

分自身のケアを振り返り、それを客観視し、言語化できる力を身に付けて欲し

いと思います。 

・研修期間が長く、課題も多いため仕事をしながら大変だとは思いますが、とて

も良い勉強になり、自分の視野も広がったと感じているので是非参加してもら

いたいです。 

・個々人のスキルアップを図る上でも受けてほしいと思います。 

・ぜひ受講してほしい。自分自身のスキルアップになり、その事が施設全体のケ

ア水準を上げる事につながっていく。 

・受けてほしいとおもいます。事前課題、事後課題に取り組む事によって、わか

らない事を調べたり、職場の上司に聞いたりし、とても勉強になりました。研

修で知り合った方々と色々な情報交換ができ、ケアに役立っています。 

・期間は長いですが、とても良い研修であり、職員全体のスキルアップにもつな

がるので、是非とも沢山の同僚がファーストステップ研修に参加し、終了後に

職場内で学んできた事を発揮してもらいたい。 

・ぜひ受講していただきたいと思う。……ファーストステップ研修を受講した人

たちでさらにチームをつくり、職場の課題について中心となって課題解決をし

ていけたら、さらによい職場ができるのではないかと感じる。 

・今の自職場では、利用者やご家族から求められる介護を、実現する為の教育を

行う時間も人材も不十分だと感じられます。また、自身も研修を受け、介護の

楽しさを再確認したと共に実践においても多岐にわたり役立ちました。これら

の事から、自己研鑽の為、よりよい介護を実現する為、是非同僚にもファース

トステップ研修を受けて欲しいと思いました。 
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２．管理者のヒアリング事前調査票内容 
（１）従業員がファーストステップ研修を受けたことを知っていましたか 

・知っている。過去 6名が受講終了している。 

・知っていた（同様５件） 

・当人は従業者の教育研修等を積極的に進めており、今回の研修を出張として扱

い、受講を勧めた。 

・全くの個人で受講しており、受けた後に知った。 

・今回、研修を受けていた事を知りました。 

 

（２）ファーストステップ研修修了者の職場での評価はいかがですか 

・3名受講した。3名とも落ち着きが出てきた。 

・私自身、2科目の講師をしている。（2）（3）の設問を通じて評価できる。 

・施設の各研修委員への関わりなど、この研修で学んだ内容を生かすことができ

たのではないでしょうか。又、新人から中堅へのスキルアップとして人材育成

として意味があったと思います。 

・勤続年数も長く、元来介護業務に対する理念もブレがなかったため、年長者、

若年層にかかわらず信頼されていた。長く実習指導、新人職員の指導にも携わ

っており、受け持ち実習生で後に就職してきた「教え子」も数多く居り、若い

世代からは、仕事、プライベート共に相談をされている様子。 

・リーダーシップ力もあり、スタッフからの信頼があると思う。 

・専門分野での知識を持っており、他職種にも信頼をされ必要な職員となってい

ます。 

・役職を与える。 

・定期評価は 5段階で Aクラス。 

・他の分野、それ以外の職種の評価も高い 

・利用者（ショートステイ）を家族、住居環境等を含め、理解できる職員となっ

た。 

・直属の上司からは学ぶことに対しての向上心の変化がみられたと評価されてい

た。 

・6 名中 5 名が自施設からの受講で、1 名は他施設からの転職。5 名ともリーダー

を任せている。中でも 3 名については主任、フロアー主任という役割で評価も

高い。他スタッフからも知識・技術共に指導的役割としての評価を得ている。 

・他方面にわたり研修を受けているので職場内での高い評価があります（学習会

での担当、皆に広めている）。 

・受講後の意識が更に高くなり「対人援助」「人材育成」の技術が向上したと思わ

れる。評価が高い。 

 

（３）ファーストステップ研修修了者の職場での働き方・態度に変化はございましたか 

・事前課題、事後課題を通して大きな学びがあり、視線が変化したように思う。 

・業務に対する積極性や探究心、介護に必要な実務を自覚したと思います。 

・上記のように元来のポテンシャルが高かったので特に目立って変化が見られた

訳ではないが、学習意欲（ステップアップ）と若い職員や後輩を育てる意欲は

さらに高くなったのが見てとれる。また、介護分野の同好や潮流を掴み、現場

や私達に情報で提供してくれる。 

・リーダーとしての自覚の向上がみられ、スタッフへの指導力が向上したと考え
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る。 

・又、急変時（利用者、業務）の対応も的確に行える様になった。（本人の自信に

つながっていると考える） 

・ユニットでの課題や問題に対して前向きにとらえ解決しようとする意欲がいつ

も感じられます。常にユニットに足を運び、自分から職員に声をかけユニット

の課題などを聞き取り他職種の職員と連携をとりながら課題を解決しようとす

る姿勢が感じられます。また園内研修や法人施設での研修に講師として、学ん

だことを職員に伝えていこうという姿勢があります。 

・積極的になった。特に課題を解決する主体的な行動をとるようになった。 

・スタッフに対して寛容になった（注意する場面で相手の状況や理由をたずねて

から、その上で指導するようになった）。 

・介護の方法やケアプランの内容だけではなく、その意味や理由に注視するよう

になった。 

・特に教育面において以前は「指導」の色合いが強かったが、本人に気付かせる

様になった 

・利用者のケアマネに対して、他のサービスの状況等を細かく聴取したり、他職

員に対しては、事例検討などを自然に行ったりするようになった。また、他の

研修にも積極的参加するようになった。 

・変化あり。具体的にはリーダー的存在として新人教育や人材育成の役割を担っ

ている。人事考課での面接も行う、本人の働き方の変化は言葉や服装等のマナ

ーが良くなる、会議での発言等が建設的なものに変わっている。 

・自分自身に自信がもて、ケアの実践をしています。カンファレンスなどにおい

ての意見もとても良い視点で話しています。 

・様々な視点で問題へ対応して行くところが評価できる。職場内研修を受講後す

ぐに企画・開催している。 
 

（４）ファーストステップ研修修了者による他の従業員への影響はございますか 

・法人内でも参加したいとの声が自発的に出るようになった。 

・新人に対する自信やリーダー役としてけん引する場面も見られ、他の職員の信

頼度も高まったと思います。又、他の職員への良い刺激にもなっています。 

・役職者として従来影響力を持っていた。ファーストステップ研修の内容そのも

のが他者に影響したかどうかは正直把握できていないが、受講（自費で）した

行動が若い世代への刺激になっているのでは？ 

・指示への反応が良くなっている事から修了者の成長はスタッフに伝わっている

と思う。 

・キャリアアップ研修の内容を踏まえた助言などを、経験の浅い職員や中堅職員

に分かりやすく話をし、職員からの相談をされています。 

・リーダーとしての自分の立場を認識し、リーダーとしての行動をとろうとする

傾向がみられる。課題を発見し、その改善にとりくむための行動、例えば管理

者に発信したり、原因分析から改善策の提案をしたりしている。特に現場の後

輩スタッフからの信頼を得、目標（行動）の先輩とされている。管理者も修了

者や他スタッフからの問題の気付きに対して敏感になっており、積極的にきき

とる姿勢になっている。 

・「考える」「トライしてみる」事に積極的になった。 

・事例を時間をかけてまとめ、ユニットスタッフに発表させて、共に学びあう姿

がみられました。 

・研修中の話題や、内容について知ることで、他のスタッフも参加したいとの意
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見が多い。実践のケアにおいては、アセスメントの重要性や自立支援に向けた

考え方、取り組みが広がっている。オムツからトイレへの具体的ステップが根

拠をもって取り組まれる等の変化がみられている。 

・利用者が主体的に生活を送るための支援について考える思考プロセスをスーパ

ーバイズできている。 

・他職員においてケアについてのふり返りとともに新たなる気づきと視点を見い

出してくれています。 

・自分の行っているケアが別の角度からみることによって関わりをかえ良い結果

を生み出せたなど。 

・受講していない職員も個人研修計画にぜひ受講したいとするものが殆どである。 

 

（５）ファーストステップ研修修了者に期待する知識・技術はなんですか 

・小グループリーダーおよびリーダーとしてスタッフをまとめて行かなければな

らなくなった時に必要な統率力に関する技術。 

・個人の資質向上とリーダーの育成の他、施設全体の介護のレベルアップを図る

ことです。 

・中途採用の職員が（時代柄）多い中、介護職員として目指すべき理想や目標の

提示（知識、技術ともに）。また、現実、人手不足や知識レベル・技術レベルの

低下、経済的にも厳しい施設運営の中で、その目標や理想を実現するための工

夫や知恵。 

・変化する介護技術や知識をしっかり他スタッフへ伝えていく力量。 

・現場での業務の改善はもちろん、“人”としての成長。 

・①リスクマネジメントとセーフティマネジメント ②職種間連携の実践的展開 

③観察記録の的確性と強化 ④ケアの場面での気づきと助言 ⑤問題解決の指

導法 

・①思考法 ②課題解決法 ③コーチング 

・他の職員の能力アップの為の教育 

・多職種で行うチームの活用 

・リーダーとしての技術指導や業務カンファのコーディネートなどできる、リス

クマネジメントやケアマネジメントなどが専門的にできる等を期待する。 

・会議全般に対するものは勿論だが、ファーストの研修期間では特に次の点を期

待している（チームとして働くことの意味意義について、予測して働く力（課

題予測か、判断力、実践力）、人材育成の具体的手法（討議法・面接技術等）、

管理・運営の基礎的な視点） 

・技術面の向上はもとより、他方面にわたる知識の習得によりチームケアのリー

ダーとして仲間を引っぱっていってほしいと思います。 

・「人材育成能力」「研修企画力」「コミュニケーション力」「情報収集・分析力」「情

報伝達力」など 

 

（６）ファーストステップ研修を他の従業員に受けさせたいと思いますか 

・今後も計画的に受講させたい（同様 5件） 

・今後もリーダーの育成のため受講を勧めたいと思っています。 

・将来、施設の中心的立場に立って欲しい人材には是非受けて欲しい。 

・自己研鑽とキャリアアップを目的とするには適切と思われるが受講料や講習期

間も長いため個人の意志によるところが大きい。 

・施設が受講料を負担してくれるのであれば、目的意識を持った職員も持ってい

ない職員にも受講をしてもらいたい。 

・研修の時間・料金を考えると、あまり積極的になれないところもある。 
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・たくさんの職員（全職員）にその機会が持てると良いと思います。 

 

（７）ファーストステップ研修への希望・要望等ございますか 

・一講座 30〜40 名程度のキャパシティならば複数か移行できるシステムづくり。 

・これからも一段と介護の専門性が問われると思います。そのためにも研修の充実

を希望します。研修費用について個人の負担は大き過ぎます。個人の負担が軽く

受講できるよう制度化が望まれます。 

・費用面の見直し…法人、個人を問わずトライしやすいように間口を広くしてほし

い。修了者に対する公的な一定の評価…賃金、資格など 

・Q5 同様、“介護に従たる人”としての精神力や思いやる心も大切に育てていきた

いと思います。 

・期間も長く受講料もかかる為、受講をためらうこともあるかと思います。研修後

に資格取得となるようなカリキュラムをもうけて付加価値があってもよいと思い

ます。 

・対象者に合った内容、特に領域的に適性化をはかる必要があるのではないか。 

・本人からも次のステップを目指すとあったので、次のステップの研修を示して欲

しい。 

・具体的カリキュラム内容の精査（課題や内容に重複傾向）。 

・この研修を単に受講研修でおわらせずに次のステップにつながるものにしてほ

しい。例えばフォースと終了後に 2 年の実績をつめばセカンドステップ、更に

次のステップとスキルを高める体系的な研修に発展してほしい。ファーストス

テップ研修を介護職のスキルアップにつながる認定研修にしてほしい。 

・鹿児島県ではファースト修了者に認知症介護実践者研修の修得も認めている。

このように何かしらの付加価値があることで参加者のモチベーションも更に高

まると思う。 

・内容も充実しており、様々な講義の中で自身のレベルアップやスキルアップに

つながっています。研修のふりかえりの機会もあり、今後も継続していただき

たいと思います。 

・受講生同志のネットワークづくりを密にして頂けたらと考える。 

 

（８）貴事業所でのキャリアパスの仕組み（現状と課題）はいかがですか 

・法人内介護職員のキャリアパスの仕組にしっかりと位置づけ、示した。 

・法人全体では研修体制があり、資格の取得等、スキルアップの支援も進めてい

ますが、介護従事者が継続して働くための将来の生活を考えると給与、階級な

どは今後の課題です。 

・今現在、当法人では明確なキャリアパスの仕組みがなく、これから作っていく

ことが課題であります。その事についてご助言をいただければと思います。ど

うぞ宜しくお願い致します。 

・管理者の要件（実践者研修、リーダー or ファースト研修、介護支援専門員、

介護福祉士、社会福祉主事） 

・経験年数、能力に応じて段階的な研修を行いたいが、マンパワーの点で少しず

つしか受講できず、現場のスキルはあってもリーダーとしてのスキルが不十分

なままでリーダーをさせている。 

・職階ごとの研修を OJT で実施するのはなかなか難しい。介護福祉士会等の研修

も位置づけているが、出張となると経費もそうだが、施設を留守にする訳にも

いかず、人員配置に苦慮している。 

・事業拡大に伴うミドルリーダーの育成。介護からの管理職登用は運営面に弱い
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特徴がある。スタッフのモチベーションを高めるための一環でポストも増やし

たいが、実際に管理職としてのトレーニング不足から力を発揮できない人もい

る。キャリアパスに似合うスキルを身につけるための仕組みの構築に課題があ

る。 

・介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことは定めつつあります。 

・当事業所において離職率が低く、「ポスト」の確保が困難である。事業の拡大・

雇用しか「ポスト」をつくれないと思っているところが問題であると考える。 



 

82 



 

83 

 

 

 

 

 

第６章 普及を目的とした成果物 
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第 1 節 成果物概要 

 

１．目的 調査結果について成果物として冊子にまとめ、事業者や行政、関連団体等に広

く配布することで、ファーストステップ研修の意義や、その効果について周知

を図る。 
 

２．版型 Ａ４ 
 

３．枚数 １２枚 
 

４．色  ４色 
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第２節 成果物 
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