
「長崎県福祉・介護人材育成確保対策等事業」実施報告

長 尾 久美子・金 松 敏 信・植 木 明 子・田 川 千 秋

The Report on the Nagasaki prefecture Financed Project to Educate and Secure Personal

for Welfare the Care Workplace

Kumiko NAGAO・Toshinobu KANEMATSU・Akiko UEKI・Chiaki TAGAWA

キーワード：福祉人材、福祉人材キャリアアップ支援、らくらく介護

１．はじめに

福祉人材、中でも介護職員の人材不足が叫ばれ

て久しい。その要因として、介護ニーズの増大と

少子化があげられる。その対策として多様な取り

組みがなされている。インドネシアなど外国人の

介護福祉士、看護師も日本で資格を取得して、就

労しているが、実効ある解決策には至っていない。

国は、様々な福祉・人材確保対策を実施し、介

護職員の確保に努めているが、介護人材の不足は

一向に解消しない。国は同時に、潜在的有資格者

の掘り起こし事業も展開し、資格を有しながらも

活用していない人を福祉現場に呼び込む取り組み

も行っている。介護福祉士有資格者の登録者数は、

９８４，９３１人（平成２３年１１月３０日現在）に達した。

しかし、介護福祉士の資格を活かして、介護や生

活相談員、介護支援専門員、サービス提供責任者

等として福祉施設に就労している介護福祉士は、

約４０万人と言われている。一方、介護職員として

就労している人数は約１４０万人である。ホームヘ

ルパーや資格を有しない介護職員も多く、人材不

足とともに質の高い介護職員の養成が求められて

いる。有能な有資格者を再度福祉現場へ呼び込む

ねらいがある一方で、有能な介護職員の養成が急

務となっている。

本学介護福祉専攻では、以上のような国の方針

に沿って長崎県福祉・介護人材育成確保対策等事

業として平成２１年度～平成２３年度に以下の研修を

実施した。（平成２１年度分については、既報告済

であり、概略を再掲する。今回は平成２２年度、平

成２３年度分を報告）

２．潜在的有資格者等養成支援事業

２．１ 目的

本事業は、資格を有しながら福祉・介護サービ

スに就業していない介護福祉士等の潜在的有資格

者に対する再就労のための研修や、高齢者、主婦

層等の知識・能力を活かして福祉・介護分野への

参画を目的とする。

２．２ 事業内容

１）潜在的有資格者再就労支援事業

２）高齢者等参画支援研修

団塊世代や主婦層の知識・能力を活かして、

福祉・介護分野への参画を進めるための研修

を実施する。

３）福祉・介護サービスチャレンジ教室

４）障害者就労支援研修

５）キャリアアップ支援研修

６）その他人材確保に資する研修として長崎県

が認めた研修

２．３ 事業実施期間

平成２１年度から３年間

本学介護福祉専攻では、６つの事業内容から、
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１）潜在的有資格者再就労支援研修（平成２１年度

のみ実施）、３）福祉・介護サービスチャレンジ

教室（らくらく介護教室）、および、５）キャリ

アアップ支援研修の２事業を実施した。以下それ

ぞれの事業について報告する。ただし、１）潜在

的有資格者再就労支援研修は、紀要第３４号で報告

したので、省略する。

３．福祉・介護サービスチャレンジ教室（ら

くらく教室）

３．１ 目的

地域住民に対し、福祉・介護サービスの意義や

重要性を理解してもらうための研修を実施する。

また、尊厳を守る介護や生活支援の技術を学び、

在宅で家族に対して安楽・安心な介護ができるよ

う、介護についての関心や理解を高めることを目

的とする。

３．２ 本学の実施状況

１）平成２１年度

開催期日 １０月１７日� １３：００～１７：００

場 所 本学介護実習室

内 容 �講 義

・介護を取り巻く状況

・福祉用具について

�講義演習
・介護者の疲労を防ぐための知

識と実技

�演 習

・福祉用具の体験

参加人数 ３９名

２）平成２２年度

開催期日 １０月２３日� １３：００～１６：００

場 所 本学介護実習室

内 容 �講 義

・在宅介護を取り巻く状況

・介護者の疲労を防ぐための知

識

�実技、演習
・移動についてのボディメカニ

クス

・福祉用具の活用

受講対象 在宅介護を行っている方、また、

介護に関心がある市民

講 師 本学介護福祉専攻教員

広報活動 長崎市健康教室、地域包括支援セ

ンター、公民館、ふれあいセンター

他へ案内を送付した。

参加人数 １７名

結 果 ・自分がいつもしている介護は利

用者へ負担のかかる介助をして

いたかなと気づかされた。

・基本に戻り勉強することができ

てよかった。

・他施設の方とも話す機会になり、

同じ悩みを抱えているんだと

思った。

・一番大切なことは声かけだと再

認識した。

・利用者の立場になることで介助

を受ける人の気持ちを体験でき

たことは収穫だった。

・学んだことを忘れない内に次回

も研修があればと思う。

・実技、実習は大変勉強になった。

（参加者のアンケートから転記）

３）平成２３年度

開催日時 １０月２２日� １３：００～１６：００

内 容 �講 義：尊厳を守る介護

�講義、実技
：介護者の疲労を防ぐための知

識と技術

：福祉用具についての知識と体

験

：体位変換、手浴、足浴

受講対象 在宅介護を行っている方、また、

介護に関心がある市民

講 師 本学介護福祉専攻教員

広報活動 長崎市健康教室、地域包括支援セ

ンター、公民館、ふれあいセンター、

近隣自治会他

参加人数 １３名
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結 果 ・「尊厳を守る介護」の中で話さ

れたことは、日々の行動や利用

者への接し方直接繋がることを

気づかされた。

・このような講座を数回シリーズ

で受けられたらなあと思う。

・嚥下について深く理解できた。

アロママッサージは職場で実践

したい。

・摂食・食事支援の仕方がよく理

解できた。

・初めての参加で不安だったが、

介護の勉強のきっかけになった。

（参加者のアンケートから転記）

４．キャリアアップ支援研修

４．１ 目的

福祉・介護人材の確保が喫緊の課題となってい

る。今後ますます増大する福祉・介護ニーズに対

応し、質の高いサービスを確保する観点から、福

祉・介護分野の育成に取り組んでいる。その一環

として、本研修では、職員のキャリアアップや資

質の向上並びに福祉・介護人材の安定的確保を図

ることを目的として開催する。

４．２ 本学の実施状況

１）平成２１年度

開催期日および場所、時間

８月２２日�、８月２９日�、８月３０日�
島原市有明総合文化会館

９：００～１６：００

内 容 �講 義

：介護福祉の動向

：求められる介護福祉士像

：介護を必要とする人の心理

�演 習

：コミュニケーションの方法

�実 技

：生活を支える介護

～シーツ交換・体位変換・移

譲介助・福祉用具の活用・レ

クリエーションの実際～

参加人数 ４１名

２）平成２２年度

開催期日および場所、時間

�８月２５日�、９月１日�、９月８日�
本学介護実習室

１７：００～１９：００

�８月２８日�、９月２９日�
五島市福江総合福祉保健センター

９：００～１６：００

�９月４日�、９月５日�
雲仙市吾妻町ふるさと会館

９：００～１６：００

内 容 �講 義

：介護福祉の動向

：介護を必要とする人の心理と

コミュニケーション

�演 習

：体位変換、移乗・移動動作、

衣服の着脱

受講対象 介護に関する有資格者、または、

以前、介護に従事した経験のある

方、就労を希望される方

講 師 本学介護福祉専攻教員

広報活動 長崎市内、島原半島、五島市内の

福祉施設、および、介護事業所な

どへ案内を送付。

参加人数 本学 ３４名

五島市 １４名

雲仙市 １７名

結 果 ・ヘルパーの資格も取らずに介護

の仕事をしていたので、大変勉

強になった。

・利用者や介助者の負担にならな

い介護の方法を学ぶことができ

た。

・介護・介助実践を見直す事がで

きた。他の職員にも伝達したい。

・介護をする上で最も大事なこと

は「声かけ」だと再認識した。

・自己流の介護になっていること
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を反省している。

・体位の変換がなかなか覚えられ

なかった。

・ボディメカニクスを活用して利

用者を楽に介助できることを

知った。

・介助される側を体験して、利用

者の気持ちを知ることができた。

・質問に丁寧に応えていただいた。

時間がたりなかった。もっと勉

強したい。

（参加者のアンケートから転記）

３）平成２３年度

開催期日および時間、場所

�８月２４日�、８月３１日�、９月７日�
１７：００～１９：００

本学介護実習室

�７月３０日�、７月３１日�
９：００～１７：００

島原市有明文化会館

内 容 �講 義

：介護職の倫理、人間関係とコ

ミュニケーション

�演 習

：右麻痺の人の疑似体験

：車椅子への移乗の介助

：口腔ケアの介助

：二人でのシーツ交換

：ベッド上での体位変換、移動、

移乗

受講対象 介護に関する有資格者、又は、以

前、介護に従事した経験のある方、

就労を希望される方

講 師 本学介護福祉専攻教員

広報活動 長崎市内、島原半島、五島市内の

福祉施設、および、介護事業所等

参加人数 本学 １３名

島原 ２４名

結 果 ・利用者の心理を理解できて良

かった。

・ひもときシートは難しかったが

回数を重ねることで気づいてい

くと思った。

・各内容ごとの時間が足りなかっ

た。

・全介助の方を介護しているので

体位変換など役立つ。もっと時

間を掛けて教えてほしい。

・自分が学びたい内容、経験不足

なテーマだったのでとても勉強

になった。

・施設の戻り、他のスタッフに報

告したい。車椅子の点検は直ぐ

点検します。

・ひもときシートの活用方法を知

り、利用者の気持ちになって考

え、行動していきたい。生活支

援技術もあらためてしてみると、

忘れていることが多く、心を新

たにした。とてもいい研修だっ

た。

・これから麻痺のある人の介助の

仕方が変わると思う。

・介護は奥が深いと一段と感じた。

・一つひとつの内容が詳しく、学

べた。改めて介護の基本を知る

ことができ、本当に良かった。

・介助動作について、自分がして

いたことが違っていて、その間

違いに気づくことができた。

・１５年前の知識は更新されている

のですね。初心者のつもりで受

講した。

（参加者のアンケートから転記）

５．総 括

本事業を実施して、いくつかの収穫があった。

介護現場で働く人達が介護技術や知識で不安を抱

えながらも、利用者に最良のサービスを提供しよ

うとしていること分かった。参加者は、６５％がホー

ムヘルパー有資格者であった。介護福祉士は１４％

で、資格がない介護者が２１％であった。グループ
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ホームなど小規模の事業所からの参加が９０％で

あった。これは、日頃、介護・福祉の研修への参

加の機会が少ない小規模事業所への広報を重点的

に実施したためと思われる。小規模事業所のデイ

サービスやグループホームの介護職はホームヘル

パーの有資格者や資格を持っていない者が多く、

介護福祉士は少数であることから、介護職の意識

を高め自信を持って介護サービスの実践に研修成

果を活用していただきたいということ、さらに

ホームヘルパーが介護福祉士の資格取得を促す意

図から研修の中身を吟味して実施した。

つぎに、現場の介護職の生活支援技術はまだま

だ不十分であるように思う。職場でのスーパー

ヴィジョンが充分とは言えず、介護者によっては、

我流や基本を無視した介護が行われていることも

あると思われる。事業所によっては、新人教育を

じっくり行うゆとりがない。また、若い介護員が

多く、人員不足で研修参加の機会が得難いことも

一因であると考えられる。

参加総数は、福祉・介護サービスチャレンジ教

室が６９名、キャリアアップ支援研修は１４３名であっ

た。アンケートに見るように、研修内容は、現場

職員のニーズに合致したものであったと思われる。

現場の介護職員が介護の仕事に自信と誇りを持っ

て意欲的に取り組み、より良いサービスにつなげ

るきっかけになることができたことをアンケート

に見ることができた。参加者からは、このような

研修を継続して欲しいというものが多かった。

おわりに

我が国は、人口高齢化と少子化という避けて通

れない大きな課題を抱えている。高齢化でみると、

総務省の推計で２００５年９月に総人口の５人に１人

が高齢者であり、２０２５年には３０．５人に１人が６５歳

以上の高齢者となり、高齢者は増え続けると推定

されている。このような背景から全国で実施され

た委託研修は、市民にたいしては、福祉・介護へ

の関心を喚起し、福祉職員に対しては、日ごろ意

識することなく実践している日々の己れの介護を

振り返り、最も大切な基本をしっかり学び直すこ

とや新たな生活支援技術の習得、さらに福祉・介

護理念を意識づけるためにも実施した意義は大き

い。

研修は、参加は無料で、小規模の事業所は、職

員派遣がしやすく、また、基礎に重点を置いた内

容であったため、新任の職員は関心を持って参加

できたのではないかと思われる。

また、長崎市内の施設職員のために本学におい

て実施した研修は、退勤後にも関わらず、多数の

参加をみることができた。地域に密着したコミュ

ニティカレッジとして、介護職員のみならず、在

宅で介護している人や福祉・介護に関心がある市

民の参加があったことは有益であったと思われる。

福祉用具そのものを知らなかったという参加者、

介助の時の声かけを忘れている参加者など今すぐ

実践に結びつく研修であったと思われる。「忘れ

るから間隔を開けず、研修を継続してほしい」と

いう要望があったが、この事業は平成２３年度で終

了となった。

本研修を実施するに当たり、長崎県福祉保健部

福祉保健課をはじめ本学事務所職員に感謝申し上

げたい。
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