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和文要旨 

本研究では，訪問介護事業所のサービス提供責任者が職務を通した経験から何を学び実践力を高めてい

るのか，また職場内外の人々と結んでいる支援的な関係とその内容について明らかにすることを研究目的

とする．研究対象者は，四国内にある訪問介護事業所に所属するサービス提供責任者とし，研究協力への

同意が得られた 14人に対して個別面接調査を行った．得られたデータを質的記述的に分析して 67のコー

ドと 15カテゴリーを生成した後に，カテゴリー相互の関係とコードが示す特徴について検討を加えた． 

人材確保が困難を極めている訪問介護の分野において，サービス提供責任者はヘルパーの就業継続と提

供するケアの質確保の双方に留意しながら，ヘルパーの特徴に応じた指導方法を工夫していた．また，サ

ービス提供責任者は，事業所における介護業務のマネジメントとヘルパーへの管理指導を行う際に，職場

内外の人と支援的な関係を結んでいた． 
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Ⅰ 研究の背景 

労働力人口の減少に伴い産業界の多くの分野で

人材確保が課題となっているが，特に介護現場に

おいては人材不足が深刻であり，慢性的な人手不

足に陥っている．厚生労働省は人材確保の方策と

して，離職者や中高年齢者等が参入しやすいよう

に「すそ野の拡大」を打ち出してる（厚生労働省 

2016，2017）が，そもそも介護現場に就職する際

には，介護福祉士のような国家資格は必須ではな

いため，多様な教育歴・職業歴をもった人材が入

職している現状がある(宮上 2012，宮上・河内・

田中 2018)．このように現場の業務を担う人材の

不足や流動化が常態化する現状の中で，参入して

くる多様な人材を育成しつつ介護職員の資質向上

に取り組んでいくためには，組織の中で介護業務

のマネジメントを担い，同時に職員を指導する立

場にある中核的な職員の役割が重要となる． 

人が経験からどのように学んでいくのかについ

ての研究は経験学習論としてまとめられている．

また，中原(2012)は，従来の個人の内的発達を取

り扱うことを中心とした経験学習に加えて，職場

における上司・同僚・部下等からの支援的コミュ

ニケーションを含めた職場学習を概念的に整理し，

さらに所属組織外の学習機会を含めた経営学習論

という学際的な領域を提唱している．さらに，職

場における支援関係について，中原(2015)は，「業

務支援」「内省支援」「精神支援」の 3種類をあげ

ており，同僚・上位者・上司等の様々な立場の人

から，異なる支援を得ることで人材が成長すると

述べている．我々は，昨年度の調査において，高

齢者介護施設に勤務する中堅介護職員と指導的立

場の職員を対象とした調査を実施し，中堅介護職

員と指導職員間の発達支援関係と，中堅介護職員

の職務を通した経験学習について知見を得た（宮

上・田中 2019；田中・宮上・西岡 2019）． 

本研究は，要介護高齢者や障害者が地域での生

活を継続するための重要な役割を担う訪問介護事

業所のサービス提供責任者を対象として，職場に

おける経験学習と支援関係について取り上げるも

のである．つまり，本研究で扱う範囲は，中原

(2010：23)の定義による職場学習であり，利用者

に対する介護業務に加えて，職場におけるマネジ

メントや訪問介護員（以下，ヘルパーとする）へ

の指導を担うサービス提供責任者に焦点を当てる． 

介護保険制度において，指定訪問介護事業所に

は「ヘルパー」，「サービス提供責任者」，「管理者」

の配置が義務付けられている．このうち，サービ

ス提供責任者の役割については，「指定居宅サービ

ス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準」

（平成 11 年厚生省令第 37 号）により，訪問介護

計画の作成，利用の申し込みにかかわる調整，ヘ

ルパーに対する技術指導の 3項目がある． 

サービス提供責任者の機能について，佐藤

(2006)は以下の 2つの基本的機能をあげて説明し

ている．第 1には，ケアマネジャーが作成したケ

アプランや利用者訪問などに基づき利用者の介護

ニーズを適切に把握し，訪問介護計画を作成する

こと，第 2には，ヘルパーを選択して介護サービ

ス提供業務に配置し，要介護者の介護ニーズを充

足することである．また，須加(2013：149)は，「訪

問介護事業所のサービス提供責任者は，利用者申

し込みに係わる調整，ヘルパーに対する技術指導，

訪問介護計画書の作成などを行うと法令で規定さ

れ，利用者のニーズに合わせて訪問介護を調整す

るコーディネーターであると同時に，登録ヘルパ

ーのサービスを管理する中間管理職でもあるとい

う二重の役割をもっている」と業務の多様性を指

摘している． 

サービス提供責任者を対象とした研究の数は少

なく，文献データベース CiNiiを用いて，キーワ

ード「サービス提供責任者」と「業務」で検索す

ると 17件がヒットした（2019年 6月 27日実施）．

これらの論文の中から，2005年以降に公表された

論文および各論文の引用文献を手掛かりとして，
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本研究のテーマに関係のある論文を収集しレビュ

ーを行った． 

 辻(2013,2014a,2014b,2015a,2015b)は，訪問介

護事業所を対象とした一連の研究において，制度

的変遷をふまえたサービス提供責任者の労働特性

と役割機能を明らかにしている． 

 武田(2004)は，サービス提供責任者が持ち合わ

せるべき専門的資質について検討し，介護計画作

成能力，スーパーバイズ能力，対人援助能力，ア

セスメント・コーディネート能力，および福祉専

門職としての価値・倫理に集約されるとしている． 

 中山・下満(2009)は，サービス提供責任者の学

習ニーズについて，3 段階のデルファイ法を用い

て検討した結果，研修内容として重要度の高い項

目のうち半数は，サービス提供責任者の本来的業

務であるサービス調整業務とヘルパー管理業務に

関係するものであったとしている．このことから，

サービス提供責任者は，サービス調整に係わるコ

ーディネーターの役割とヘルパー管理に係わる教

育者としての役割についての学習ニーズが強いと

考察している． 

 また，須加(2013：149-162)は，訪問介護におけ

るサービスの質を探求するために，ヘルパーとサ

ービス提供責任者に対する一連の研究を行ってい

る．その中で，サービス提供責任者のストレス要

因としては，利用者・ヘルパー・介護支援専門員

の 3者間の間での役割葛藤を示す要因や，上司や

同僚との関係を示す要因があったとしている． 

 太田ら(2015)は，サービス提供責任者の業務の

実態把握を行い標準化を試みるために調査を実施

し，報告書にまとめている． 

綾部(2015,2016)は，訪問介護事業所の訪問介護

事業所のサービス提供責任者による訪問看護職や

介護支援専門員とのチーム活動の実践と関連要因

を明らかにするための量的調査を実施した結果，

サービス提供責任者のチーム活動を促進するため

には，利用者や家族との良好な関係，職場内外で

の良好な人間関係といった人的資源との肯定的な

関係が必要であると述べている． 

 鴻上・松田(2017)は，訪問介護事業所のサービ

ス提供責任者の就業上のストレス要因を明らかに

することを目的として調査を実施し，様々な人間

関係が重層的なストレッサーになっていると報告

している． 

 以上のように，サービス提供責任者を対象とし

た研究では，その役割機能や職務に関係するスト

レスについて取り上げたものが多い．また，利用

者やその家族との関係だけでなく，ヘルパーやケ

アマネジャーといった関係職種との人間関係の重

要性についても指摘されている．ただし，サービ

ス提供責任者が職務遂行に必要なコンピテンスを

どのような経験から得ているのか，またその能力

向上に寄与する人間関係はどのようなものなのか

については，研究の蓄積が少ない． 

 

Ⅱ 研究目的および研究の意義 

本研究では，サービス提供責任者の職務経験と，

そこからの学びの繰り返しを経験学習としてとら

え，職場内外の人々と結んでいる支援的な関係と

その支援内容，またそれらの支援を通した職務遂

行能力の発達について明らかにすることを目的と

する．具体的な研究課題は，以下の 2点である． 

①サービス提供責任者は，介護現場における経験

から何を学び，職務遂行能力を高めているのか． 

②サービス提供責任者は，職場内外の人とどのよ

うな支援関係を結び，職務遂行能力を高めてい

るのか． 

本研究の意義としては，サービス提供責任者と

して必要な職務遂行能力の発達について，職場に

おける支援関係をもとに明らかにすることで，サ

ービス提供責任者として必要な職務能力や支援に

関する課題が明らかになる．また，本研究の成果

を活用することにより，介護現場における職員の

相互関係を基盤とした人材養成の体制を構築でき
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るため，職員の職務意欲向上や仕事を継続する意

思を高める可能性がある． 

 

Ⅲ 研究方法 

本研究では，研究テーマに関する研究の蓄積が

少なく，探索的な位置づけを持つ研究であること

から，質的帰納的なアプローチを用いた．研究対

象者は，訪問介護事業所における中核的な役割を

担うサービス提供責任者とし，職務の内容とそれ

らを遂行するために必要と考える能力や，職務能

力が向上したと考える経験について個別インタビ

ュー調査を実施した．さらに，職場における経験

学習をとらえるため，ヘルパーや同僚・上司との

関係性も視野に入れて聞き取りを行った．得られ

たデータから逐語録を作成し，その後，質的分析

ソフト MAXqdaを使用して，佐藤(2008)が提唱して

いる分析方法を参考として，語られた内容を比較

検討しながら抽象化作業をすすめ，コードからカ

テゴリーを生成した． 

質的調査方法におけるデータの厳密性を高め，

分析結果をより確かなものとするために，以下の

２つを行った．確実性(credibility)を高めるため

の協力者への再確認（メンバーチェック）につい

ては，カテゴリーを生成した時点で，調査対象者

全員に対して結果を文書で報告し，自身の経験に

照らして納得できるかどうかについて参考意見を

聴取した．その結果，5 人より回答があり，分析

結果は支持された．また，確証性(confirmability)

を確保するために，訪問介護事業所の経営者や介

護福祉教育に携わっている教員を含めた自主研究

会で結果について協議し，データの解釈や介護現

場における業務の現状や支援についてディスカッ

ションを行い合意を得た． 

 

Ⅳ 倫理的配慮 

調査候補者に対しては，研究者から研究内容と

倫理的配慮についての説明を文書および口頭で行

い，了解を得たうえで研究参加への同意書に著名

を依頼し承諾を得た．なお，調査開始前には，本

学の研究倫理審査委員会に申請して承認を得てい

る（社倫研 17-64号：2017年 8月 8日付）． 

 

Ⅴ 結果 

1）調査実施期間 

2018年 8月～2018年 12月 

 

2）調査対象者 

調査先については，地理的な特徴や訪問介護事

業所間のネットワークの特性をふまえて，四国内

の２県を選定した．各県のホームヘルパー協議会

会長に対して，調査の趣旨と内容を説明したうえ

で訪問調査に協力可能な訪問介護事業所の推薦を

依頼した．推薦を受けた訪問介護事業所に対して，

研究者より連絡を入れ，調査依頼を行い内諾を得

た．なお，今回の調査はサービス提供責任者の立

場からの多様なデータを収集するため，経験年数

や事業所の運営形態については条件をつけなかっ

た．インタビューを実施した事業所は 8事業所で

あり，サービス提供責任者は合計 14人であった．

性別では，男性 1人，女性 13人であり，年代別で

は，30歳代 1人，40歳代 4人，50歳代 7人，60

歳代 2人（平均 52.9歳）であった．サービス提供

責任者としての経験年数は，最短で 2年，20人以

上の経験を持つ者も2人いた（表1）．面接時間は，

32分～68分（平均 51分）となっている． 

 

3）面接内容の整理分析 

面接時の録音データとメモをもとに，逐語録を

作成したうえでコード化を行った．コード相互の

関係を検討しながら，さらに抽象化作業をすすめ

てカテゴリーを作成する作業を行い，最終的には

表２として整理した．カテゴリーは全部で 15，コ

ードは 67 であった．表 2 の各コードの内容につ

いて何人の対象者が語っていたかは，右端の数字
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（実人数）で示している． 

 

4）サービス提供責任者の業務の特徴 

カテゴリーとコードから読み取れる特徴として，

以下の 8項目を整理した．中堅介護職員のカテゴ

リーとコードについて，以下の文中ではカテゴリ

ーを「 」，コードを〈 〉で記載している． ま

た，具体的な語りは斜体で示している． 

①人材不足が加速する中で，介護保険制度に基づ

いた特有な職員体制でサービスを実施している 

訪問介護サービスは，「Ａ 介護保険制度の制約

の中での業務」という制限があるとともに，登録

ヘルパーの割合も多く「Ｃ 多様な勤務形態の職員

で行う体制」という特徴がある．加えて，最近の

介護人材不足という社会的背景の中でも，「Ｂ 訪

問介護分野の人材不足は特に厳しい」という状況

があった． 

訪問介護事業所の業務は，介護保険制度という

枠組みの中でのサービス提供であり，制度改正に

対応していくことにより様々な影響を生じている．

調査の中では，制度改正を活用して訪問介護の専

門性と事業所運営の双方にメリットをもたらすよ

うな方法を模索している動きがあった． 

介護保険はこの 4月ですかね，老計 10号というのが

でましたよね．（中略）体にさわることだけが身体介護

ではなく，一緒にやってそれを自立に持っていくって．

それで 4月から少しずつその家事の部分に身体 30分つ

けてもらえるようになったので，少しずつ更新のときに

身体をつけるように…．（調査対象者 9） 

 

訪問介護事業所の人材不足は特に深刻であり，

募集してもほとんど応募がないという実態は，多

くの事業所で聞かれた．また，介護職の中でも〈ヘ

ルパーの勤務体制の特徴から施設介護の希望者が

多い〉という声もあった． 

 

 

表 1 調査対象者 

 

番号 性別 年代
訪問介護の
経験年数

サービス提供
責任者の経験

年数
資格

訪問介護事業
所の類型

1 男 30代 10年 2年 介護福祉士 独立型

2 女 40代 12年 4年 介護福祉士 独立型

3 女 50代 17年 14年 介護福祉士 市町村社協

4 女 60代 20年以上 20年以上 介護福祉士 病院併設型

5 女 50代 15年 5年 介護福祉士 病院併設型

6 女 50代 18年 6年 介護福祉士 市町村社協

7 女 40代 11年 6年 介護福祉士 市町村社協

8 女 50代 20年以上 20年以上 介護福祉士 市町村社協

9 女 50代 15年 11年 介護福祉士 施設併設型

10 女 60代 18年 16年 介護福祉士 施設併設型

11 女 50代 15年 9年 介護福祉士 独立型

12 女 40代 13年 9年 介護福祉士 独立型

13 女 40代 17年 7年 介護福祉士 市町村社協

14 女 50代 19年 3年 介護福祉士 市町村社協
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表 2 サービス提供責任者のカテゴリーとコード 

 

カテゴ
リー記号

カテゴリー コード 語りのあっ
た人数

介護保険制度改正に対して先手を打っていく 2
介護保険制度改正による事業所への影響 3
介護保険制度の制約の中で業務を合理化する苦労 5
人材不足の影響で、サ責の業務だけに専念できない 2
募集しても新規採用者がいない 3
入職すると長く働く人が多く新陳代謝が少ない 2
ヘルパーの勤務体制の特徴から施設介護の希望者が多い 4
ヘルパーは直行直帰のため、連携がとりにくい 4
サ責はヘルパー集団に属しながら別の役割を行う 3
ヘルパー経験により力量をつけてからサ責の役割を担う 1
新人時代は自分の仕事の範囲のみしか考えていなかった 1
社協の訪問介護は、地域福祉機関というバックがある 1
自立支援は、実践することが難しい 2
理念として自立支援を組み入れる 2
自立支援の具体的方法 3
高齢者への支援とは異なる障害者支援の難しさ 4
障害者への支援のコツをつかんでいく 3
勤務体制上の制約で、サ責がヘルパー各々に伝達する 6
利用者に関する情報入手は、ヘルパーからが多い 2
伝達方法は、直接対話ではなく電話やメールや日誌が多い 3
ヘルパーへの情報伝達が難しい 5
定期的にミーティングの機会を設定して意識を統一する 3
訪問介護は、ヘルパーがチームで行うために工夫が必要 5
事業所内の人間関係が難しい 3
ヘルパーの思いや不満をくみ上げることもサ責の仕事 4
介護チームの中に信頼関係を作っていく 4
各々のヘルパーが同じレベルの介護を提供できるようにする 3
ヘルパーには対話中心の指導を心掛ける 4
ヘルパーに注意する方法が難しい 3
自信と自尊心を持つように指導方法を工夫する 4
1対１という在宅介護の特徴に対処 2
以前と比較してヘルパーの力量が低下した 2
ヘルパーへの指導は相手を尊重する態度で臨む 6
利用者とヘルパーのマッチングが重要である 6
ヘルパーは利用者との距離が近くなりすぎることがある 3
利用者とヘルパーには、サ責とは違う親密な関係がある 3
サ責として、利用者とヘルパーの関係を調整する 7
利用者とヘルパーとの間に心理的なつながりを作ってほしい 3
高齢ヘルパーの増加と特有の働き方 7
高齢ヘルパーの体力低下への配慮が必要 4
高齢ヘルパーへの指導の難しさがある 4
高齢ヘルパーの力量と活用のコツ 2
サービス開始時に利用者を訪問し、サービスの流れを作る 4
利用者とヘルパーの間に入って調整していく 6
利用者とのつながりを保ちながらサ責として動く 7
サ責として事業所内での役割と責任が増える 5
感情的な部分を含めて関係の調整を行う 3
事業所外の専門職とつながり、連絡調整を行う 4
利用者の反応や満足感からやりがいを実感する 6
利用者の在宅生活が継続できることにやりがいを見出す 5
ヘルパーのやりがいや専門性が発揮できる方法を考える 2
サ責を経験して視野や広がり成長したと感じる 5
現場における仕事の教え方を工夫する 5
訪問介護に必要な責任感と観察力 4
能力向上のために研修に参加する 5
サ責として自身の力不足を感じる 3
サ責としての指導方法を多様な機会に身につける 3
同じ仕事をしている同僚に、仕事の相談をすることが多い 5
困ったときには、職場内の他部署に相談相手がいる 5
事業所外にも、信頼できる相談相手がいる 3
同じ事業所内の先輩から指導を受けた 5
守秘義務があるために、事業所外で仕事の話をしない 3
ケアマネの立てたプランを受け入れることに困難を感じる 4
ケアマネとの溝を埋めるために協議する 3
担当者会議において他職種と情報共有する 5
地域の多様な人材と連携する必要がある 4
他職種との交流機会をもつ 2

 職場内外の相談や愚痴を言う相手

 他職種との連携の必要性

 サービス提供責任者としての役割と責
任

 利用者の評価や専門性向上がやりがい

 介護チームとしてのマネジメントを実
施

 ヘルパーへの指導は対話中心で自尊心
を尊重

 ヘルパーと利用者との関係に留意

 高齢ヘルパーへの配慮と活用

 理念としての自立支援の具体化は困難

 高齢者とは異なる障害者への支援

 職員間の情報伝達はツールを介して一
方向

 サービス提供責任者としての力量向上

 介護保険制度の制約の中での業務

 訪問介護分野の人材不足は特に厳しい

 多様な勤務形態の職員で行う体制

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O
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 訪問介護事業所において，施設介護と勤務体制

が異なっている点の一つは，ヘルパーの通勤と移

動経路である．〈ヘルパーは直行直帰のため，連携

がとりにくい〉という課題があり，その結果〈サ

責はヘルパー集団に属しながら別の役割を行う〉

というようにサービス提供責任者の負担を増加さ

せていた． 

 

②介護保険制度における理念や対象者の特性に対

応した支援に苦慮している 

介護保険サービスの目標として自立支援があげ

られているが，限られた訪問介護の時間内では「Ｄ 

理念としての自立支援の具体化は困難」という認

識を持つサービス提供責任者が多かった．また，

最近は障害者への支援が増加している事業所があ

り，「Ｅ 高齢者とは異なる障害者への支援」に試

行錯誤している実態があった． 

 自立支援を理念としては理解して，〈自立支援の

具体的方法〉に取り組んでいるものの，〈自立支援

は実践することが難しい〉実態があった．例えば，

以下のような利用者とのやりとりが語られていた． 

  自立支援って，こっちからの促しはもちろんやけど．

結局本人さんが，利用者さん自身が分からないと，なか

なか．「なんでやってくれんの．そのために来よるがや

ろ」って言って．なんか（自立という）言葉はえいけど，

難しいですよね．（調査対象者 1） 

 
 障害者支援を組み入れている事業所は全数では

なかったが，最近は障害のある利用者が増加して

いるところもあった．障害のある利用者宅を訪問

するヘルパーの適性を見極めることもサービス提

供責任者の役割として認識していた． 

  内容的には多分，障害の方ってそんなによっぽどの

身体障害の人やったら違うんですけど．精神障害とかだ

と本当に調理とか掃除とかっていうのがメインになっ

てくるので．そんなに仕事内容は大変ではないんですけ

ど．声かけとかっていうのがやっぱりすごく大事になっ

てくるので．やっぱりそこはちょっとこの人にはこのヘ

ルパーっていうのをやっぱり考えていかないと．（利用

者から）結構，「あの人は駄目」とかって言われるとき

があるので．そこはちょっと難しいかなとは思いますね．

（調査対象者 7） 

 

③登録ヘルパーの勤務体制により，情報伝達が間

接的になり徹底が難しい 

ヘルパー全員が事業所に集合する機会が非常に

少ないため，ヘルパー・利用者・サービス提供責

任者間の情報伝達は，電話やメール等を介して行

うことが多く，サービス提供責任者を起点とする

「Ｆ 職員間の情報伝達はツールを介して一方向」

の伝達が多かった． 

これは，ヘルパーの勤務体制の特徴である「直

行直帰」に関係する課題であり，サービス提供責

任者は〈ヘルパーへの情報伝達が難しい〉と感じ

ていた．例えば，以下のような語りがあった． 

なかなかこう上手く伝わってなくて．伝えたやろ，聞

いてなかったとかっていうことがなるべくないように．

そういうふうなことで見られなかったりとかっていう

部分があってはいけないっていうのはあるので．メール

とかだったり，あとで見たら分かるようなかたちで見て

もらってということもすることもあります． 

 口頭で言うときもあるんですけど，口頭だけじゃなく

て，書類っていうんではないんですけど，ちょっと変わ

ったこととかがあったときにはメールで伝えたりとか．

それを様子を見て何かあったら連絡くださいというか

たちで．（調査対象者 13） 

 

週に 1 回やったらなかなか話すときってないと思い

ます．1つの利用者さんとこに 5人入りよるヘルパーさ

んがおれば，やっぱり本人がなかなか一同にそろってそ

の利用者さんのことについて話し合うことって少ない

んですよ．各それぞれの自分の主張，サービスの思いが

あるし，理想はきっちり毎回毎回，理想をいえば週 1回

でも集まってこの利用者さんに対して入っているヘル
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パー全員が話をすることができれば，コミュニケーショ

ンをしっかりとっておければもっと良いサービスにつ

ながると思う．（調査対象者 1） 

 

④利用者には介護チームとしてかかわることを意

識して，支援内容の統一や利用者とヘルパーとの

距離感に留意している 

利用者に同質のサービスを提供するために，サ

ービス提供責任者は「Ｇ 介護チームとしてのマネ

ジメントを実施」していた．また，1 対 1 の介護

という特性上，ヘルパーと利用者との関係が必要

以上に親密になりがちであることから，「I ヘル

パーと利用者との関係に留意」していた． 

 訪問介護は，1 人の利用者に複数のヘルパーが

関わることが多く，チームとしてのサービス提供

であるため，〈各々のヘルパーが同じレベルの介護

を提供できるようにする〉という前提があった．

そのために，〈定期的にミーティングの機会を設定

して意識を統一する〉工夫や，〈介護チームの中に

信頼関係を作っていく〉ために〈ヘルパーの思い

や不満をくみ上げることもサ責の仕事〉という意

識を持っていた．例えば，以前に経験したヘルパ

ーへの対応から反省しているエピソードとして以

下のような語りがあった． 

前に，ヘルパーさんが辞められたときに，辞められた

理由はたぶん自分の体のことだったと思うんですけど

も．体がちょっと痛くなってきたとかそういうことで辞

められたと思うんですが．そのときに，私ではなくてほ

かのサ責に言ったのが，話をなかなか聞いてもらえない

し，言っても通らないしみたいなことを言われたのが，

ずっとひっかかってたです．その人だけじゃなくてみん

なそうなんだろうなと思って．なんかもっと，ヘルパー

さんもわざわざここに寄ってまでっていうのもあるか

もしれないんですけども．そういう取り組みをしないと

いけないんだろうなと思うんです．（調査対象者 10） 

 

1対 1でしんどい思いをちょっと汲み取ってあげない

かんかったな，もうちょっと早い時期に汲み取ってあげ

ないかんかったかなというのも，ちょっと自分も反省す

るところがあったがですけど．（調査対象者 3） 

 

⑤年齢の高いヘルパーが増加しているため，自尊

心を尊重した指導や勤務上の配慮を行っている 

人手不足もあってヘルパーの離職防止を考慮に

入れつつ，「Ｈ ヘルパーへの指導は対話中心で自

尊心を尊重」する指導を行っていた．また，加齢

に伴う身体的な変化が起こることから，「Ｊ 高齢

ヘルパーへの配慮と活用」も必要となっていた． 

 ヘルパーへの指導の際には，上記で述べた思い

や不満を聞く姿勢と同時に，〈自信と自尊心を持つ

ように指導方法を工夫する〉〈ヘルパーへの指導は

相手を尊重する態度で臨む〉という心構えがあっ

た．その背景には，ヘルパーの高齢化と，新規採

用が難しく人材確保が困難であるため，現在のヘ

ルパーにできるだけ継続して勤務してもらいたい

という理由があった．例えば，若い年代のサービ

ス提供責任者には，以下のような語りがあった． 

変な指導の仕方したらふくれるし，私より上の人なん

かは生意気いうような感じで見てくる人もいるしね．だ

から上手に，「助かるよ．こうやってしてくれたら助か

るからお願いしたい」いうようなかたちで指導はしてま

すけど．（調査対象者 6） 

 

癖があるというか．いくら言っても柳なんだけれども，

言わないと直らないので．個々に言うんですけど．でも，

それでも直らないんですけどね．なかなか．普段の人は

やはりちゃんとそういうことが起きたらそこまで怒ら

なくて，注意しなくても，ちゃんと自分で聞き分けてや

っていくんですけど．なかなか手強い人もいるし．そん

な中で辞めささないように辞めないように指導してい

くということは常々．辞めてもらったら困るので，とに

かく辞める人をなくすことに私は気を付けています．

（調査対象者 9） 
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機嫌をとりながら言わないかんところは言うてよく

していかないといかんし，というところはね．最近はす

ごく思いますね．人がおらんなって．人がおったときは

まだもうちょっといけたんですよね．この人駄目ながや

ったら，この人の仕事は少なくなるよというふうな考え

方でもおれたがやけど，今はそれができないんですよね．

減らしたいんですよ．ちゃんと仕事をしよらん人に Aさ

んみたいなところに行かせたくない．サービスの質にも

関わってくるし，なんかあったときの責任というのもあ

るき行かせたくはないけど，人がいないんで行かすしか

ない，というのがここ 1年ぐらいは続きよったかなと思

います．（調査対象者 1） 

 

 このような心理的な配慮と同時に，高齢のヘル

パーに対しては，体力的な衰えに対する配慮が必

要となっていた． 

そうですね，登録さんはやっぱり家族があったりとか

体調管理とか．かなりうちも高齢化してきているんです．

ヘルパーさんの年齢が．私たち年代の人が多いので．そ

ういうところで健康管理とか「大丈夫なの」とか，病気

で休ませてくださいというたら，「もちろん，ほんなら

休んで下さい．病院に行って下さい」とかそういうこと

はあるんですけど．（調査対象者 9） 

 

⑥サービス提供責任者としての役割として，利用

者を含めた事業所内外の関係を調整する 

事業所内では「Ｋ サービス提供責任者としての

役割と責任」を果たしつつ，事業所外の人材との

関係を視野に入れて「Ｏ 他職種との連携の必要性」

を意識していた． 

 サービス提供責任者は，利用者との関係をはじ

め，ヘルパーやケアマネジャーといった介護関係

の職員や，医療関係者等とつながり，連絡調整を

行う役割を負っている．特に，利用者との関係を

示すコードは，〈サービス開始時に利用者を訪問し，

サービスの流れを作る〉〈利用者とヘルパーの間に

入って調整していく〉〈利用者とのつながりを保ち

ながらサ責として動く〉などがあり，語りの内容

も多かった．例えば，サービス提供責任者として

ヘルパーと利用者との間に入る例としては，以下

のような語りがあった． 

だから，ちょっとそこが私も最近の課題で心配にはな

っているところなんですよね．長く入りすぎたヘルパー

さんって，ついついそこが見えなくなるということが

多々あるので，だからやっぱり忙しいきほかへ行かない

かんって言いよったけど，やっぱりその人に代わりおう

て自分がもっと入って，その人もちょっとしんどくなっ

ているのではないろうかっていうところは,ちょっと最

近感じとるところがあるので，月の内何回かはちょっと

代わりに入って，助け船ださないかんかなっていうのは，

本当につい最近すごくそういって感じたところがあり

ますね．（調査対象者 3） 

 

 また，訪問介護事業所内での役割と責任につい

ては，以下のような語りがあり，視野が広がって

業務管理者としての考え方をするようになってい

た． 

今は現場のことはもちろん，利用者さんのこと，利用

者さんのサービスのことを考えたり，利用者さんのこと

を考えて，外部のケアマネジャーがいろいろお話をする

ことももちろんやけど，結局うちの登録ヘルパーさんの

管理ということもあるので，2つ，現場のこととヘルパ

ーさんのことというのを考えなきゃいけないから．自分

のことだけじゃなし周りを見ながらということかな．変

わったっていう考え方が．（調査対象者 1） 

 

多職種との連携の必要性については，ケアマネ

ジャーとの関係において課題を抱く語りが多かっ

た．例えば，ケアマネジャーとサービス提供責任

者で視点の相違があるとする語りには，以下のよ

うな例があった． 

この 4 月からの国が決めたこの見守り的援助の解釈

ですよね．これはほんとに事業所にとってはある意味大

きなチャンスではないかと思っておりまして．よくケア
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マネさんって，何ができないですかとか何に困ってます

かっていうふうな言い方をしてアセスメントして計画

を立てられるんですが．そういう計画って，その人の目

標とかやりたい生活って，なかなかニーズとして出てこ

ないような気がするんです．（調査対象者 10） 

 

⑦やりがいのある仕事をしていくため，自身の力

量向上をめざす 

仕事の満足感ややりがいについては，「Ｌ 利用

者の評価や専門性向上がやりがい」としており，

そのために「Ｍ サービス提供責任者としての力量

向上」を意識していた． 

 力量向上に関しては，〈サ責として自身の力不足

を感じ〉て〈能力向上のために研修に参加する〉

等の工夫をする一方，〈サ責としての指導方法を多

様な機会に身につける〉〈現場における仕事の教え

方を工夫する〉等といった現場経験の中で力量を

向上させようとする動きもあった．また，〈訪問介

護に必要な責任力と観察力〉というコードには，

以下のような語りがあった． 

  そうですよね．やっぱり訪問した時間，自分に責任を

持ってちゃんとしないといけないということじゃない

かな．施設だともう決まってますからね．気づきがあっ

たりとか，そういうのがないと．観察力だったりとかそ

ういうのがなければね，やっていくことができないで．

（調査対象者 6） 

 

⑧職場内外に，仕事の相談をしたり不満や愚痴を

聞いてもらったりする人がいる 

事業所内に同じ立場の職員がいない場合でも，

他部署の職員や元の同僚などを含めて多様な「Ｎ 

職場内外の相談や愚痴を言う相手」の存在があり，

ストレスを緩和したり仕事の方向性を得たりして

いた． 

でもやはり腹立つこととか，仕事のことでですよ，「こう

いうことがあってよ」というのはサービス提供責任者に聞

いてもらうことがやっぱり多いです，3 人いるので，そこ

に相談したりそこに愚痴ったりということはありますね．

（調査対象者 1） 

 

サービス提供責任者は，仕事の相談相手として

訪問介護の状況を理解してもらえる同僚や事業所

内の相談相手を選んでいる傾向にあった．特徴的

であったのは，以前の上司で退職している人物に

相談しているサービス提供責任者が複数いたこと

である．これは，〈事業所外にも，信頼できる相談

相手がいる〉としてコードにまとめた． 

  やっぱりでもなんか指導を受けたっていうか，自分

のその仕事の関係のそれが，相手が退職されてもやっぱ

り相談役みたいな． 

 そうですね．以前のことを．昔だったらこうだったよ

ね言うて．こういうふうなもっていき方をしたらいいん

じゃないだとか．そういうことは教えてくれますね．（調

査対象者 6） 

 

Ⅵ 考察 

１ 訪問介護事業所における介護の質向上への取

り組み 

 介護福祉分野の人手不足は従来からの課題では

あるが，その中でも在宅介護分野の人材確保の厳

しさは群を抜いている．その中で，特有な個性を

持つ高齢ヘルパーを含む様々な人材をマネジメン

トする役割を持ったサービス提供責任者は，訪問

介護サービスとしての質の担保と，介護の理念で

もある「利用者の自立支援」を具体的に実践して

いく取り組みの中で，まさに奮闘していると言っ

ても過言ではない． 

介護の質に関しては，語りのあった人数は少な

いものの印象的な内容が２点あった．ひとつは，

〈以前と比較してヘルパーの力量が低下した〉と

いうコードに含まれる語りである．この中で述べ

られた力量とは，利用者の状況に応じた判断力や，

ヘルパー業務のスムーズな引継ぎを想定した心配

りのことをさしていた．つまり，決められた業務
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だけを行うのではなく，訪問介護はチームプレー

という視点に立って，全体的な視点で判断する能

力である．このような力は，短期間では醸成が難

しく，経験の積み重ねと経験に基づく内省支援が

必要だと考えられるため，サービス提供責任者が

行うヘルパーへの指導の中でも長期的な取り組み

が必要となる項目であろう． 

もうひとつは，ヘルパーの専門性と利用者の自

立支援の双方を達成するために，介護保険制度の

変更（老計第 10号）を活用しようとする動きであ

る．老計第 10号とは，厚生労働省が示している介

護保険の関連通知「訪問介護におけるサービス行

為ごとの区分等について」の略称であり，介護保

険制度下での訪問介護において，サービス提供の

指針となる内容である．2018年 3月に，この通知

が一部改正され，同年 4月より適用されている．

これにより，従来の身体介護と生活介護の区分が

見直され，「自立生活支援・重度化防止のための見

守り的援助」として，新しく身体介護とみなされ

る行為事例が明記された． 

 この変更を事業所の運営に活用しようとする動

きは，先見性のある訪問介護事業所ではすでに始

まっていたが，同時に管理的な立場にある調査対

象者からは，「家政婦とは違うという意味で，ヘル

パーの実施する家事援助の専門性とは何かを問わ

れることになる」という意見があった．つまり，

自立を目指した介護援助の根拠を示さなければな

らないことから，ヘルパーの意識と力量向上が必

須となる．一方で，自立する主体は固有の価値観

を持った要介護者であることから，「理念としての

自立支援の具体化は困難」というカテゴリーに表

現される現場の困難さも生じており，これを解決

するためには，職員の対応力を向上させて介護の

質向上を図る必要があろう． 

 

２ ヘルパーへの指導と管理体制 

 サービス提供責任者は，担当の利用者を持って

いるが，各々の利用者に複数のヘルパーが関わる

体制となっている．従って，指導管理するヘルパ

ーが固定しているというより，事業所に所属して

いるヘルパーについては，利用者を通して把握し

ている状態である．この体制は，例えば高齢者施

設において我々が実施した調査（田中・宮上・西

岡 2019）と比較すると，固定した継続的な人材育

成体制が組めないという点で，訪問介護事業所に

おける課題の一つとして挙げられよう． 

 調査を行った訪問介護事業所では，利用者に対

するサービス内容や情報の共有，あるいはヘルパ

ーの意識を統一するために，定期的にミーティン

グを開催していた．しかし，「直行直帰」という体

制の中で，十分な時間を確保して職場内の研修や

指導を行うことは困難であり，またヘルパーの参

加意欲もそれほど高くないのが現状であった．加

えて，個々のヘルパーに対する個別的な指導や助

言については，事業所内で顔を合わせるごく短時

間で実施することになり，サービス提供責任者は

自身の業務時間をやりくりしつつ，ヘルパーに対

応する時間を確保していた．つまり，サービス提

供責任者の役割としてヘルパーに対する管理業務

が含まれるにも関わらず，指導する時間と場の確

保がまずは課題であるという厳しい現状が明らか

になった． 

 

３ サービス提供責任者の経験学習と支援関係 

 前述したように，中原(2015：230)は，職場にお

ける人材育成について指導・アドバイスをどの程

度行っているのか（業務支援），どの程度振り返り

を促しているのか（内省支援），精神的な安らぎを

与えているのか（精神支援）の 3つの支援をあげ

ており，それらが職場内の多様な立場の人から得

られることが重要であると述べている．さらに，

中原(2015：234)は，この中で特に重要となるのは

内省支援であり，そのためには，職場に信頼や互

酬性，つながりといった社会関係資本が必要であ
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ると言及している． 

 事業所の規模にもよるが，サービス提供責任者

にとっては，直接業務を指導し助言してくれる人

がいない場合も多い．その場合には，同僚あるい

は先輩に当たる経験者から，必要に応じてアドバ

イスを受けたり，職場外の同業者や以前の上司等，

いわば個人の人的ネットワークに頼って，「職場内

外の相談や愚痴を言う相手」を確保していた．し

かし，このような関係は，いわば限定的であり，

特に「内省支援」については，サービス提供責任

者本人による積極的な働きかけがない限り，この

ような機会に恵まれない可能性が高い．その意味

で，サービス提供責任者は，自身の力量を向上さ

せる機会を得るための学習資源が非常に乏しい状

況に置かれていると言える． 

 

４ サービス提供責任者の力量向上と現場のマネ

ジメント能力 

 本研究結果においては，「サービス提供責任者と

しての役割と責任」を自覚し，ヘルパーへの対応

方法を工夫しつつ「介護チームとしてのマネジメ

ントを実施」している姿があった．しかし，サー

ビス提供責任者自身の能力向上に関しては，目標

とすべき能力の具体的内容や，モデルとなるよう

な人物像が明示されているわけではなく，いわば

現場で優先的に対応すべき課題に取り組みつつ，

試行錯誤を行っている状況でもあった．このよう

な現状は，佐藤ら(2006；92)がヘルパーの能力開

発と雇用管理に関するいくつかの調査を実施した

後で述べている「サービス提供責任者は自分自身

の人事管理能力が十分でないことは理解している

が，短期的に目に見える形で，能力向上がはから

れる介護技術の向上に目が向けられている」とい

う点と共通性がある．また，佐藤ら(2006；92)は，

今後の方向性として，「サービス提供責任者が人事

管理能力向上をはかるために何らかのインセンテ

ィブを用意する必要に迫られている」と提言して

いる．前述したように，サービス提供責任者が経

験学習を行い力量を高める際に必要な内省支援の

機会が少ない点と併せて，どのような動機付けが

あれば経験学習が促進されるかについては，今後

詳細に検討していく必要がある． 

 

Ⅶ 研究の限界と今後の課題 

本研究では，訪問介護事業所のサービス提供責

任者を対象として，職員育成のための支援関係や

自身の力量向上について，経験学習および職場学

習という視点から分析を行った．本研究では，経

験年数や施設の体制をあえて同一にせずに調査を

実施したため，訪問介護事業所の運営主体の相違

が職場環境や職場学習にどのように影響するのか，

サービス提供責任者としての経験年数による相違

はあるのかといった課題については，十分なデー

タが得られていない．また，ヘルパーに対しても

同じ事業所で調査を実施したが，ヘルパーが認識

している実践能力と支援関係については，紙面の

関係で別稿において分析することになる．今後は，

これらの残された課題について分析を進めるとと

もに，職場における発達支援関係とサービス提供

責任者としてのコンピテンスの向上との関係につ

いて，調査フィールドを拡大して詳細な調査と分

析を行う必要がある． 

 

なお，本研究は JSPS 科研費 17K04699の助成

を受けて実施した調査の一部である． 
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