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要 旨
本研究では，訪問介護事業所における介護職員の職務遂行能力向上を目指した取り組みの現状および課

題，また職場学習という視点から事業所の職場環境の特徴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，中国四国内の５県にある訪問介護事業所の管理者および指導的立場の職員とし，研究協力
への同意が得られた17人に対して面接調査を行った．得られたデータを質的記述的に分析して62コードか
ら15のカテゴリーを生成した後に，コードおよびカテゴリーが示す特徴について検討し，カテゴリー相互
の関係について図示した．訪問介護事業所の職場学習においては，サービス提供責任者に対する「業務支
援」と「精神支援」を行うための職場環境に配慮していたが，「内省支援」については実施している内容や
頻度が相対的に少ないことが推測された．訪問介護事業所における職場学習を推進するためには，職場内
の相互支援関係を醸成することや，経験学習のサイクルを継続的に回していく支援が必要であることが示
唆された．
キーワード：職場学習 経験学習 サービス提供責任者 訪問介護 相互支援関係

Abstract
The objective of the present study was to identify the current practices and challenges of initiatives that

aim to improve the professional competence of care workers at home-visit care stations, and to reveal the
characteristics of the workplace environment at the care stations from the perspective of workplace
learning. The study subjects were managers and staff members in leadership positions working at
home-visit care stations in five prefectures within the Chugoku-Shikoku region, and 17 subjects who
gave consent to participate in the study were interviewed. A qualitative and descriptive analysis of the
collected data generated 62 codes and 15 categories. The characteristics described by the codes and
categories were then examined and the relationships among the categories were illustrated. In terms of
workplace learning at home-visit care stations, workplace environments were conscious of providing
“operational support” and “mental support” to service coordinators; however, the content and frequency



Ⅰ 研究の背景
超高齢社会における喫緊の課題である要介護状

態にある高齢者増加への対応策として，医療や介

護サービス等を連携させた「地域包括ケアシステ

ム」を構築し，住み慣れた地域で生活を継続でき

るような体制の構築が進められている．地域にお

ける介護サービスの中でも需要の多い訪問介護

は，訪問介護員（以下ヘルパーとする）等が利用

者（要介護者等）の居宅を訪問し，入浴・排泄・

食事等の介護や，調理・洗濯・掃除等の家事支援

を提供する社会サービスであり，訪問介護事業所

は，要介護高齢者や障害者が地域における生活を

継続するための重要な介護資源である．

厚生労働省の「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」の第５条および

第６条によると，指定訪問介護事業所には「訪問

介護員」，「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．介護福祉分野の人材不

足は大きな課題となっているが，施設介護分野に

比較して，訪問介護事業所の人手不足はより深刻

である．例えば，介護労働安定センターの調査に

よると，2019年度の実績では，ヘルパーの採用率

は15.0％，離職率は13.6％である．また，職種別

の過不足状況をみると，従業員の不足感を感じて

いる事業所は，介護職員では69.7％であるのに比

べて，ヘルパーは81.2％と高い．

訪問介護事業所職員の資格要件について見てみ

ると，ヘルパーは介護職員初任者研修（旧ヘルパー

２級課程）修了以上，サービス提供責任者は介護

福祉士または実務者研修修了以上の資格が必要と

なっている．しかし，介護福祉士以外は必要な研

修時間をクリアすれば得られる資格であり，医療

職あるいは３福祉士資格のような国家資格ではな

い．つまり，新卒者や未経験者が在宅介護分野で

仕事を始める際のハードルは，医療福祉分野の中

では相対的に低いと言える．それでも，給与面や

訪問介護というアウトリーチ型のサービス形態に

伴うストレス等により，訪問介護分野ではヘル

パーの不足状況が続いている．このような背景の

中，訪問介護事業所では現任ヘルパーを継続雇用

せざるを得ない状況になり，ヘルパーの平均年齢

は高く（介護労働安定センター 2020），いわゆる

「高齢ヘルパーの増加」が雇用管理上の課題となっ

ている（宮上ら 2020）．

このように人材確保が厳しい中で利用者に対す

る質の高い介護を提供していくためには，職場に

おけるマネジメントと職員の育成は重要な課題で

ある．上述したように，訪問介護事業所の職員は

国家資格が必須ではなく，また他業種からの転入

を含めて多様な人材がいることから，訪問介護業

務を行うための遂行能力の発達については，職業

経験を通した学習という経験学習理論が活用でき

ると考えられる．中原(2013)によると，経験によ

る学習という概念はジョン・デューイ(Dewey)に

よって提唱され，その後ディビット・コルブ

(Kolb)が示した「経験学習モデル」が広く活用さ

れている．このモデルは，「具体的経験」「省察的

観察」「抽象的概念化」「能動的実験」という４つ

のフェーズから構成されており，学習者はこれら

のフェーズを経ることによって，自らの知識と能

力を向上させていくとされている(Kolb 2014)．

また経験学習理論をもとに企業のマネジャーを対

象とした研究を行った松尾(2006,2011)は，この

プロセスを「具体的経験をする」「内省する」「教
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of providing “reflection support” seemed relatively low. To promote workplace learning at home-visit
care stations, the present study suggested the need to foster mutual supportive relationships in the
workplace and to support the continuous cycle of experiential learning.
Key words: workplace learning, experiential learning, service coordinator, home-visit care, mutual

supportive relationships



訓を引き出す」「新しい状況に適応する」として説

明している．

また，従来の経験学習に関する研究においては，

個人に焦点があたっていたため，学習が行われる

場である職場や個人の経験に関わる他者について

はあまり注目されてこなかった．そこで中原

(2010)は，組織社会化論，経験学習論，組織学習

論などの先行研究をふまえて，職場における多種

多様な他者との関係や相互作用を通して立ちあら

われてくる個人の学習を実証的に捉える試みとし

て，「職場学習論」を提唱している．中原（2012：

２）によると，職場学習は「職場において，人が，

仕事に従事し経験を深めるなかで，他者，人工物

との相互作用によって生起する学習のこと」と定

義される．また，中原(2010：70)によると，職場

で人が他者から受ける支援に関しては，「業務支

援」「内省支援」「精神支援」の３つのタイプがあ

り，「業務支援」は，業務に関する助言や指導，「精

神支援」は，折に触れて精神的な安らぎを与えた

りすること，「内省支援」は，折に触れて客観的な

意見を与えたり，振り返りをさせたりすることと

されている．さらに，この３種類の支援を誰から

受けているかについて分析した結果，上司からは

「内省支援」「精神支援」，上位者からは「内省支援」，

同僚や同期からは「業務支援」「内省支援」を受け

ていることが明らかになったとしている(中原

2010：56-61)．

以上をふまえて，本研究では，訪問介護事業所

における人材育成に関する理論的背景として，職

場学習論を用いて検討を加える．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

供責任者を中心に，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．なお，本研

究では，「省察(リフレクション＝reflection)」と

いう概念について，松尾(2006)や中原(2010)に習

い，より一般的な表現である「内省」という用語

を用いることとする．

経験学習および職場学習に関する先行研究につ

いて，CiNiiを用いて検索を行った．CiNiiで「経験

学習」and「職場」で検索すると18件がヒットし，

「職場学習」では35件がヒットした(2021年５月７

日実施)．これらの論文の中から本研究のテーマに

関係が深い論文９編を選出して文献検討を行った．

楠見(2014)は，認知心理学の知見に基づいて，

ホワイトカラーの熟達化とそれを支える実践知

（暗黙知）の構造, その獲得について検討してい

る.質問紙調査を実施した結果, マネジメントの

暗黙知の獲得は, 管理職経験年数, 経験学習態

度，批判的思考態度, 類推, 省察, 職場内の暗黙

知と形式知の知識変換が関与していることが明ら

かになっている．森(2019) は，航空会社の客室

乗務員のホスピタリティサービスの実践に際し，

重要なスキルとされている「察し」に着目し，コ

ルブの経験学習モデルをもとに客室乗務員の職務

経験と察しのスキル学習の関係性を検証してい

る．分析の結果，客室乗務員は職務経験を通じ段

階的なプロセスを経て，察しのスキルを習得する

ことが明らかになったと述べている．また，松尾

（2014）は，企業のマネジャーが部下の経験から学

ぶ能力を高めるためにどのような指導方法をとっ

ているかを明らかにすることを目的として，自由

記述式調査を実施し，育成力の高いマネジャーの

支援の特徴を明らかにしている.

さらに，職場学習に関する研究としては，看護

分野の研究がいくつかある．村田(2018)は，中堅

看護師のリーダーシップの特徴を明らかにするた

めに，臨床経験５年以上の看護師に対してインタ

ビュー調査を行い，プレイングマネジャーの役割

を持つ看護師のリーダーシップの特徴と職場学習

の様相を明らかにしている．今井ら(2019)は，KJ

法を用いて，複数患者を同時に受け持つ体制下で

の新人看護師の取り組みを明らかにしている．分

析の結果，【経験による新たな知識・技術の習得】

は【主体的で柔軟な職場学習】により強化され，

実践力の獲得・精錬につながっていたとしている．

また，福嶋（2021）は，精神科の看護師が能力を

向上させていく際の他者からの支援について明ら
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かにするために，量的調査により探索的な研究を

行っている．分析の結果，精神科看護師は，多様

な職種から支援を受けつつ能力を向上させている

一方で，支援がマイナスに働いている場合もある

ことが指摘されている．

介護福祉分野における研究では，河内ら（2020）

が訪問介護事業所のホームヘルパーを対象とした

質的研究を行い，ホームヘルパーは利用者からの

洗礼等の葛藤を抱く経験をしつつも，利用者への

思いを重要な価値と位置付けていることを明らか

にしている．一方で，登録ヘルパーは直行直帰を

しているために，他者からの支援が得られにくい

実態が課題として明らかになったとしている．ま

た，宮上ら（2020,2021）は，訪問介護事業所の中

堅介護職員が職場内外の人々と結んでいる支援的

な関係とその内容，また支援経験を通した経験学

習の様相について明らかにすることを目的として

インタビュー調査を行っている．分析の結果，中

堅介護職員は，職場におけるマネジメントとヘル

パーへの教育指導を含めた職務を遂行する中で経

験学習を行っていることが明らかになっている．

中原(2010)をはじめ，経験学習に関する先行研

究においては，３種類の支援の中でも特に「内省

支援」の重要性を強調しているため，「内省支援」

についても先行研究レビューを行った．CiNiiで

「内省支援」をキーワードとして検索すると，38件

がヒットした．また，「内省」AND（「現場」OR

「業務」）で検索すると97件ヒットした（2021年５

月７日実施）．この中では，一般企業や教育現場

を対象とした研究が多いが，医療福祉分野におい

てもいくつかの研究がある．内省支援に焦点化し

た研究としては，廣松ら(2019,2020)の研究があ

り，中堅社員の内省プロセスについて質的研究法

を用いて明らかにするとともに，仕事観や信念の

確立に向けた上司からの内省支援について検討し

ている．

看護分野においてリフレクションに関する研究

は以前から行われており，上田ら(2010)は1997年

から2009年に発表されたリフレクションに関する

国内文献17件を用いて文献レビューを行い，リフ

レクションの内容と看護実践への効果について検

討している.また，藤井ら(2008)は，1983年から

2007年の間に「リフレクション」「看護」をキーワー

ドとして文献検索を行い，86件の存在を確認して

いる．さらに，同期間の研究で，「内省」「看護」

をキーワードとした研究は24件確認できたとして

いる．看護分野では，2010年以降も「内省」に関

する研究はいくつか発表されており，その中で山

口らの一連の研究(山口・浅川 2015,2016；山口・

浅川・柳澤 2017)では，新卒看護師が職場におけ

る他者（看護師長・先輩・同期等）から「業務支

援」「内省支援」「精神支援」という３種類の支援

を受けており，また適切な支援を受けることで新

卒看護師の職業継続意思を強化し，看護実践能力

の習得に影響するとしている．

種本（2019）は，プリセプター看護師の役割遂

行と職場における支援との関係について量的調査

を用いて検討している．分析の結果，プリセプ

ター看護師は，管理者からの支援だけでなく，職

場の多様なスタッフからも支援を受けている実態

が示されている．また宮地(2021)は，中堅看護師

のキャリアビジョン形成に影響を及ぼした経験と

支援について，面接調査を用いた内容分析により検

討している．その結果，キャリアビジョン形成に影

響を及ぼした支援は，同僚や上司からの内省支援

と，上司からの精神的支援であったとしている．

看護分野に比較すると介護福祉分野の「内省支

援」に関する研究は数少ない．原田(2013)は，介

護事業所長がOJTによるリーダーの育成をおこ

なった経験の成功要因を探索的に明らかにするこ

とを目的として質的研究を行っている．その結

果，成功したリーダー育成の方法は信念の伝達ほ

か，部下へのプラスのフィードバックや部下の内

省を支援することであったとしている．また須加

ら(2020)は，介護職員の業務能力向上尺度の作成

および経験学習など介護職員の業務能力向上に関

連する要因を明らかにすることを目的として，特

別養護老人ホームの介護職員を対象とした量的調
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査を行っている．分析の結果，経験学習の下位尺

度の内省的観察が介護職員の業務能力向上に対

し，経験年数よりも大きな影響力を持っていたこ

とが明らかにしている．

以上のような先行研究レビューの結果，訪問介

護事業所における人材育成について，職場におけ

る経験学習という視点から取り上げた研究は数少

なく，特に事業所における要の存在であるサービ

ス提供責任者が職務遂行能力を向上させていくた

めの仕事を通した発達支援関係についての研究

は，宮上ら(2020, 2021)の研究以外には見いだせ

なかった．しかし，宮上らの研究においても，サー

ビス提供責任者の業務を通した内省を促す支援の

方法や，職場環境としてどのような要因が必要な

のかについては明らかになっていない．そこで本

研究においては，訪問介護事業所の人材育成につ

いて，特に「内省支援」に着目し，この支援を行っ

ている「人」と「方法」および「場」について，

訪問介護事業所の管理者および指導的立場の職員

の認識を通して明らかにしていく．

Ⅱ 研究目的
訪問介護事業所のサービス提供責任者が，職務

を遂行する中で周囲から支援を受けながら職務遂

行に必要な力をつけていく過程を職場学習として

とらえ，事業所内における職場学習を推進する要

因の中で特に内省支援の現状とその効果，また人

材育成に関する管理者としての認識について明ら

かにすることを目的とする．具体的な研究課題

は，下記のとおりである．

①訪問介護事業所における人材育成と職場学習

は，どのように行われているのか

②サービス提供責任者の職務遂行能力を向上させ

るために，どのような支援を行っているのか

③訪問介護事業所における職場学習を促進する環

境要因は何か

④訪問介護事業所における職場風土の中で，内省

支援に必要な要因は何か

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，職場環

境や支援関係をもとに明らかにすることで，サー

ビス提供責任者のキャリア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．

なお，本研究における職務遂行能力の定義は，

サービス提供責任者の役割である訪問介護計画の

作成，利用の申し込みにかかわる調整，ヘルパー

に対する技術指導を実践するために必要な能力と

した．具体的な項目は，日本介護福祉士養成施設

協会の調査研究報告書(2018)に示されている項目

をもとに検討し，「利用者の自立支援を目指した

介護」「介護過程の展開」「介護技術の実施」「介護

予防・生活リハビリ」「リスクマネジメントの実施」

「ケアの質向上への取り組み」「医療的ケア・終末

期ケアの実施」「業務の合理化への取り組み」「新

人職員への指導と人的資源管理の実施」「コンプ

ライアンスの実施」「多職種連携とネットワーク

の活用」「指導的役割」の12項目とした．

Ⅲ 研究方法
本研究では，訪問介護分野における研究が少な

く，探索的な位置づけとしての研究であることか

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管理的業務や人材

育成に責任を持つ管理者や指導的立場の職員と

し，サービス提供責任者として業務を遂行するた

めに必要と考える能力や，職務遂行能力を向上さ

せるための職場環境，また訪問介護事業所におけ

る人材育成の課題等について個別インタビュー調

査を実施した．また，職場における経験学習をと

らえるため，ヘルパーとの関係を含めた職場内外

の関係性も視野に入れて聞き取りを行った．イン

タビューによって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
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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，３人より回答があり，内容

は「その通りだと思って納得できた」「自分の感覚

とはやや違うが，大半は納得できた」であった．

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

議した．その後，X県のヘルパー協議会会長経験

者を含めたフォーカスグループインタビューを実

施し，調査結果をふまえて訪問介護事業所におけ

る人材育成の現状と課題を確認するとともに，職

場学習を推進するための方策についてディスカッ

ションを行った．

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署名

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．個別調査
１）調査実施期間

2018年８月～12月，2019年11月～2020年２月

２）調査対象者

調査先については，中国四国地域から調査可能

な範囲の５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．

調査を実施した事業所は15事業所であり，管理

者または指導的立場の職員17人に対しては個別ま

たはグループインタビューを実施した．対象者の

性別は，男性３人，女性14人あり，年代別では，

30歳代１人，40歳代６人，50歳代６人，60歳代４

人（平均53.0歳）であった．面接時間は，36分

～87分（平均57.0分）となっている（表１）．

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

成した後，研究課題に関係する語り部分を取り出

しコード化を行った．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62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，右端の合計（実人数）で

示している．なお，カテゴリーおよびコードにお

いては，サービス提供責任者を「サ責」と表記し

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６項目を整理した．以下の文中ではカ

テゴリーを「 」，コードを〈 〉で表記している．

なお，コード文頭のアルファベットと番号は，表

２の記号に対応している．

（１）【訪問介護現場における厳しい人材育成の

環境】

「Ａ 利用者主体の理念を阻む体制の厳しさ」

には，人材確保が厳しい中で〈Ａ１ 施設介護とは

違う利用者主体の在宅介護〉を行っているが，〈Ａ

３ 制度上の課題がありサ責の役割加重に陥る〉

等の課題があった．

「Ｂ 新規参入者に対する柔軟な育成方針」で

は，入職時には必ずしも上位の資格が必要ではな
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表１ 調査対象者一覧
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表２ 指導的立場の職員のカテゴリーとコード



いため，現場教育を前提とした人材育成の考え方

があり，〈Ｂ２ 新人に軽い業務をやらせて将来の

適性を見極める〉というように，長期的な育成も

視野に入れていた．

「Ｃ ヘルパーとしてのキャリアアップが示し

にくい現状」では，〈Ｃ２ 次の世代のサ責が育っ

ていないのが課題〉という意識を持ちながらも，

その原因として〈Ｃ３ 事業所としてはサ責より

先のキャリアがない〉があがっていた．

（２）【管理者自身の仕事の信念と経験学習】

「Ｄ 在宅介護の経験を通して得たやりがいと

信念」には，〈Ｄ１ 利用者の反応や満足感からや

りがいを実感する〉という意見が多く，〈Ｄ４ 困

難事例に対応していくことで得られるつながりや

自信〉というコードにもあるように，制度を柔軟

に活用して在宅生活を支えていこうとする意欲が

示されていた．

「Ｅ 事業所内や同業者の中にいる助言指導者」

は，管理者自身を含めて職務上の課題や利用者に

関する課題を相談できる人的ネットワークを示す

カテゴリーである．〈Ｅ１ 同僚や同じ仕事をして

いる知り合いに，仕事の相談をすることが多い〉

という同業者のつながりを示すコードや，〈Ｅ３

同じ事業所内の先輩から指導を受けた〉〈Ｅ４ サ

責が相互に情報交換する機会を作る〉等の職場内

の支援関係があった．

（３）【職場学習を推進する工夫】

「Ｆ 職員の資質向上への取り組み」では，研

修会や勉強会を企画実施していることが示されて

おり，〈Ｆ３ ニーズに応じてヘルパーの技術習得

の機会を作る〉〈Ｆ５ サ責を研修に出して成果を

ヘルパーに伝える〉等があった．また，〈Ｆ２ 人

材育成と配置について法人に提案する〉では，施

設介護の経験者を訪問介護に配置転換できるよう

な提案を行っていた．

「Ｇ 情報共有と柔軟な対応ができる雰囲気が

大事」では，勤務形態が異なるヘルパーとサービ

ス提供責任者の情報交換がスムーズにできるよう

な配慮を行うことでサービス内容の行き違いを防

止し，さらに経験を語ることによる職場学習を促

す機会をつくろうとしていた．

（４）【サ責として必要な資質の見極め】

〈Ｈ１ サ責はヘルパー集団に属しながら別の

役割を担う〉という訪問介護特有の背景があるこ

とに加え，ヘルパーの働き方についての希望も個

別性が高いことから，ヘルパーからサービス提供

責任者への抜擢は，「Ｈ 一律の基準ではないサ

責を任せる条件」の中で行われていた．〈Ｈ２ 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〉ことが理想であるとしながらも，人材不足

等から必ずしも段階的なキャリアとは限らない現

状もあった．

「Ｉ 利用者に対する観察力と根拠を持った判

断力が必要」では，利用者宅にて１対１の介護を

行うという特徴から〈Ｉ１ 訪問介護に必要な責

任感と観察力〉という意見が多く出された．サー

ビス提供責任者には，〈Ｉ２ 利用者の変化に気づ

き，アセスメントする力が必要〉であり，虚弱な

利用者の身体的精神的な側面を的確に把握し対応

できる資質が求められていた．

サービス提供責任者は，利用者だけでなく家族，

ヘルパー，ケアマネジャー，行政職員，地域住民

など多様な人間関係の中で業務を行うことから，

「Ｊ 周囲と柔軟な関係を結ぶことができる特質

が必要」というカテゴリーがまとめられた．その

ためにはコミュニケーション力はもちろん，相手

の価値観を受け入れて方策を見いだせる柔軟さも

必要であり，〈Ｊ１「一歩引ける」と「一歩出る」

両方の資質が必要〉というインビボコードは，こ

の内容を端的に表現している．

（５）【ヘルパーに対する指導の工夫】

「Ｋ 利用者とヘルパーの関係を統制するため

の工夫」では，〈Ｋ１ 利用者とヘルパーのマッチ

ングが重要である〉という意見が多くあった．そ
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のため，〈Ｋ３ サ責として，利用者とヘルパーの

関係を調整する〉というコードは，10人の対象者

の語りからまとめられた．

「Ｌ チームとして信頼関係を作るために必要

なヘルパーの心理的サポート」を実施するために

は，ヘルパー相互の情報交換やミーティングの機

会の重要性が語られていた．

「Ｍ ヘルパーへの指導は特性に応じて自尊心を

尊重した方法で行う」の中では特に〈Ｍ５ 高齢ヘ

ルパーの増加と指導の難しさ〉についての意見が

多くあった．

（６）【サ責に対する職場学習を展開】

「Ｎ 対話を通してサ責を勇気づけ支援する」

では，まずサービス提供責任者との対話の機会を

確保しようとする試みがあり，〈Ｎ２ サ責の悩み

や不満を良く聞いて対応する〉〈Ｎ１ サ責の仕事

は言語化することで共有していく〉などのコード

がまとめられた．また指導する際の管理者の姿勢

としては，〈Ｎ３ サ責が自尊心を持って対応でき

るように言い方を工夫する〉という内容が多く語

られ，サービス提供責任者の自立に向けた支援を

意識していた．

「Ｏ サ責の内省を促し力をつけるような段階

的指導を工夫」においては，〈Ｏ１ 現場で一から

サ責としての仕事を教える〉場合が多く，その際

には〈Ｏ３ サ責の能力と性格を考えて仕事を配

分する〉という配慮をしていた．〈Ｏ２ 自分で判

断できるように内省を促して指導する〉という丁

寧な対応の例もあった．

３）カテゴリー相互の関係

カテゴリーおよびコードを用いて，15カテゴ

リー相互の関係を検討し，図１を作成した．管理

者や指導的立場の職員の人材育成に関する認識

は，介護福祉を取り巻く背景として【訪問介護現

場における厳しい人材育成の環境】に大きな影響

を受けていた．しかし，管理者や指導的立場の職

員が自身の経験から得た【管理者自身の仕事の信

念と経験学習】をふまえて，【職場学習を推進する

工夫】を編み出していた．職場学習の定義に基づ

くと，学習者は職員全体となるが，訪問介護事業

所という現場における方策は，サービス提供責任

者とヘルパーとでは内容が異なっていた．つま

り，訪問介護事業所の職員構成として，正職員で

あるサービス提供責任者と登録制等の非正規雇用

が多いヘルパーとでは，人材育成の目的が異なっ

ていた．サービス提供責任者に対しては，職員と

してのキャリアアップを視野に入れて【サ責とし

て必要な資質の見極め】を行い，経験学習を促進

するように段階を追った【サ責に対する職場学習

を展開】していた．また，登録ヘルパーは高齢者

が多く，資質を伸ばし技能を向上させるという点

よりも，利用者に適切なサービスを提供するため

の指導管理という意味合いが強く，これは【ヘル

パーに対する指導の工夫】として整理した．

４）訪問介護事業所における他者からの具体的支

援

中原(2010)が提示している「業務支援」「内省支

援」「精神支援」について，本研究における結果と

対応させると，「業務支援」は様々な機会に行われ

ていた．ここでは，それ以外の「内省支援」「精神

支援」に分類される具体的なエピソードについて，

コードを手掛かりに逐語録を用いて内容を確認し

ていく．

①ヘルパーに対する内省支援

ヘルパーに対する内省支援に関係するコード

は，〈Ｍ３ ヘルパーには対話中心の指導を心掛け

る〉〈Ｍ４ 自尊心を持つように指導方法を工夫す

る〉〈Ｍ６ ヘルパーの言動について内省を促して

も意識は変わらない〉があった．

〈Ｍ３ ヘルパーには対話中心の指導を心掛け

る〉では，人材不足の折から，厳しく指導するこ

とで離職につながらないように，ソフトな対応を

心がけているという語りがあった．

人材不足ですのでね．辞めないように気を付
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けてます．だから，私たちが10年前とかは結構
厳しく指導されてきたので，みんな泣いてたと
いうふうな人がいたんです．でも，今それして
たらパワハラで訴えられるだろうなというよう
な，かなり厳しい中で私たちは仕事してたんで
すけど．今はもうそういうのはまったくなく
て．話を聞くことと話せば分かるということ
で．（以前は）厳しかったですよね．（対象者
16）

〈Ｍ４ 自尊心を持つように指導方法を工夫す

る〉では，「褒める」というフィードバックをする

ことを心がけ，ヘルパーの意欲や自信を高める工

夫があった．

そうですね．ヘルパーってやっぱり評価され
るっていうことが大好きなんですね．褒められ
るっていうね．そこのところもやっぱり考え
て，日々仕事だけしてればそれでいいじゃなく
て，認めてもらえるような場を少しでも持たせ
てあげたらいいし．（対象者 17）

〈Ｍ６ ヘルパーの言動について内省を促して

も意識は変わらない〉には，ヘルパーに何度も注

意しても，サービス外の行為を繰り返したり，利

用者に対する態度が変わらなかったりするので，

対応を苦慮する様子が語られている．

何がって，私たちが施設と違って常にいるわ
けじゃないじゃないですか．なので，「こうし
ようね」，「こうしますよ」って言っても，また
しばらくしてふと見に行くと，あれ，またやっ
てる．あなたの領域ここまでですよっていうの
が，どうしてもはみ出て．けれども情の部分で．
情の深さでそうなってるんだということで悪意
ではないんですよね．それが分かるので，どう
しようもないとも思わない．「困ったね」って
事務所で言いながら，またあのヘルパーさん元
に戻っている，困ったね．でも，情があるから
こそよね，と．（対象者 ３）

②サービス提供責任者に対する内省支援

サービス提供責任者に対する内省支援には，〈Ｎ

３ サ責が自尊心を持って対応できるように言い

方を工夫する〉〈Ｏ２ 自分で判断できるように内

省を促して指導する〉があった．

〈Ｎ３ サ責が自尊心を持って対応できるよう

に言い方を工夫する〉では，サービス提供責任者

の成長を考えながら，長い目で見て支援をしてい

くという姿勢が語られていた．

これはいつもそういう面ではこうもっていく
ことによって，彼女の成長があるかなというふ
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図１ 訪問介護事業所における人材育成の現状



うにいつも．彼女に関しては，そういうふうに
動いたほうがいいなあって．直接，あなたのこ
こがこうだったからいけなかったんじゃないで
すかっていうようなこと言うんではなくて，こ
うしとけば良かったかなみたいな話とか．こう
いうほうが喜ばれるんじゃないかなみたいな話
のほうが聞いてくれるので，そのように話を．
ちょっとほかの人とは言い方を変えるようにし
てます．（対象者２）

〈Ｏ２ 自分で判断できるように内省を促して

指導する〉では，サービス提供責任者の状況判断

力を高めるために，自分で考えて答えを導くよう

なフィードバックをしていた．

やっぱり，今まではなんかあったらぎっちり
言うてきよったけれど，それがちょっとずつは
自分らでも考えだしたのかな．前までは，正直，
考えずに「こういうことがありました．どうし
たらいいですか」と言いよったけど，「いやいや，
あなたはどう思います？」っていうことを僕は
必ず聞くようにしているので．（対象者６）

だから，ミスをする，クレームがくる，そん
なのは当たり前なんですよね．人がする仕事だ
から．じゃあといって，それに対して自分がど
う考えたのかとかしたことに対する根拠は何っ
て言って．一旦，「どうして」と言いつつ，考え
させるんですよ．考えさせて，自分で考えて考
えて，考えたなりの答えがくるんですけど，やっ
ぱり年齢的な部分とか経験年数で未熟な部分っ
てあるじゃないですか．（対象者１）

サービス提供責任者に対する支援とヘルパーに

対する支援と比較すると，同じように「自尊心」

や「内省」というキーワードが出てきているが，

支援の目的や内容としては少し異なっている．ヘ

ルパーに対しては，「辞められたら困る」という事

情もあり，また高齢で経験の長い登録ヘルパーが

多いということから，指導の目的は「介護保険制

度に抵触しないような範囲で，気持ちよく動いて

もらう」という目的を持った支援が多い．しかし，

サービス提供責任者に対しては，成長を促す長期

的な支援を考えていた．

③職員に対する精神支援

訪問介護事業所の職員に対する精神支援として

は，〈Ｌ３ ヘルパーの思いや不満をくみ上げるこ

ともサ責の仕事〉〈Ｌ４ 介護チームの中に信頼関

係を作っていく〉〈Ｎ２ サ責の悩みや不満を良く

聞いて対応する〉があった．

〈Ｌ３ ヘルパーの思いや不満をくみ上げるこ

ともサ責の仕事〉では，勤務体制が多様であり，

ヘルパーとゆっくり話す時間が取れないことを悩

みつつ，心理的な支援の必要性について意識して

いた．

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，ずっと引っかかっていたんです．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．（対象
者 17）

〈Ｌ４ 介護チームの中に信頼関係を作ってい

く〉では，職場の中の人間関係が働く意欲に影響

するという語りがあった．

やっぱり上司に信頼がないといけないし，自
分を守ってくれる存在がないといけないし，帰っ
てきて同僚と同じ気持ちで話ができなかったら
続かないと思うし．あと，そういう人間関係と，
給料は二の次だと思うんです．（対象者 14）
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〈Ｎ２ サ責の悩みや不満を良く聞いて対応す

る〉では，管理者から積極的にサービス提供責任

者に話しかけて，悩みや不安を聞く機会を作ると

いう支援があった．

何か中止になったりとかして，事務所にいる
時間が長かったりとかして，雑談じゃないです
けど話したりとか，あと，今どこが苦手とか聞
いたりとか，どこ行くのが嫌とか聞いたり．こ
こでこうやけんとか言ったら，じゃあ，それは
こうしたほうがいいかもしれないねとか言って
話したり．自分から聞くような感じでもって
やっています．（対象者 ８）

以上のように，訪問介護事業所の指導的職員が

行う職員への支援においては，職場内の人間関係

を円滑にして信頼関係を醸成し，何でも話し合え

る関係を作ることが重要であるという認識があっ

た．また，ヘルパーとサービス提供責任者では支

援の目的や内容が異なっており，サービス提供責

任者に対しては，職務遂行能力の向上や成長を長

い目で見ていくという長期的な支援が行われてい

た．

２．フォーカスグループインタビュー調査
個別調査においては，訪問介護事業所の管理者

や指導的立場の職員が行っているサービス提供者

やヘルパーに対する支援の現状や職場学習の課題

が明らかになったが,経験学習を促進するために

重要である内省支援の詳細と，これを促進するた

めの職場環境については十分なデータが得られな

かった．そこで，フォーカスグループインタ

ビュー調査を追加して実施した．ウヴェ・フリッ

ク(Flick)によると，グループの相互作用を活用

するフォーカスグループインタビューの目的はい

くつかある(Flick 2007＝2011：249)が，本研究で

は，個別調査結果についてインタビュー参加者の

解釈を確認し，確証性を高めるためと，個別調査

では明確になっていない職員の経験学習を促進す

る職場環境について，参加者相互のディスカッ

ションを通した仮説を生成する目的で行った．

１）調査実施日

2020年９月５日

２）調査参加者

調査参加者については，調査の目的を勘案して，

Ｘ県のヘルパー協会会長経験者３名および訪問介

護事業所をフィールドとした調査研究に詳しい大

学教員２名とした．

３）調査方法

グループインタビューにおいては，2018年度と

2019年度の調査結果を報告し，結果及び考察につ

いての意見を聴取すると同時に，下記の２点に焦

点化したディスカッションを行った．ディスカッ

ションに要した時間は70分であった.

①事業所の職員に対する内省支援の内容と方法

②訪問介護事業所における職場風土の中で，内

省支援に関係する要因は何か

グループインタビューはメンバーの了承を得た

うえでＩＣレコーダーに録音し，音声データを逐

語録としたうえで，要点を整理した．

４）結果

①事業所の職員に対する内省支援の内容と方法

・ヘルパーの業務報告の際に，行った行為に対し

て気付きを与える．

・毎月の定例会や研修会等で問題だと思う事例を

取り上げ，実践から少し時間を置いて振り返り

の機会を提供するとともに課題の共有を行う．

・半年に１回，人事考査を含めて面談する機会を

設けて，職員自身に自己評価をしてもらうとと

もに，将来の働き方についても協議するように

した．

・訪問介護を行った直後の振り返りと，毎月の定

例会等での振り返り，さらに事業所によっては

半年に１回程度の自己評価といった複数の振り

返りの機会が連動している．

②訪問介護事業所における職場風土の特徴

・事業所に職員が集合する機会が少ないので，限

られた時間内で同僚とコミュニケーションをと
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る重要性は，職場の合意としてある．

・10年ほど前は，サービス提供責任者の発言力は

弱かったが，利用者のサービス利用について，

ヘルパーやサービス提供責任者からケアマネ

ジャーや家族に意見を言う機会は，以前と比較

すると多くなった．

・以前は，ヘルパーと利用者との関係が非常に密

接である事例があったが，最近はこのような状

況は少ない．

・事業所の事務職員は，訪問は行わないがヘル

パーとの会話を通して情報を得ており，職場を

俯瞰的に見ている部分があるので，職員の相談

相手や精神的支援の人材となっている．

・管理者としては，最終的にヘルパーに不利益が

ないように判断して行動する必要がある．

・サービス提供責任者の権限がどこまであるかに

よって，事業所の組織改革の動きが違ってくる．

Ⅵ 考察
１）ヘルパーからサービス提供責任者への転換期

における支援

サービス提供責任者に求められる業務内容は，

厚生労働省の「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」によると，訪問介護

計画書の作成，訪問介護計画書のモニタリング，

サービス利用申し込みの調整，サービス担当者会

議への出席，ヘルパーを対象とする業務管理や指

導等となっている．つまり，ヘルパーは担当利用

者への直接介護を担うプレイヤーであるが，サー

ビス提供責任者は，プレイヤーとしての業務を残

しつつ，提供する介護およびチームのマネジメン

ト業務が加わることになる．株式会社三菱総合研

究所の報告書(2015)のまとめでは，サービス提供

責任者には予測的・能動的なサービス提供に関す

る機能が必要であるとともに，「その資質や実践

的な感性はOJTを通じて磨き上げられるものであ

る」としている．本研究における知見でも，サ責

として必要な資質として，「利用者に対する観察

力と根拠を持った判断力が必要」「周囲と柔軟な

関係を結ぶことができる特質が必要」があり，根

拠に基づく論理的思考力と同時に高いコミュニ

ケーション能力が要求されている．

しかし，訪問介護の現場における第一の課題は，

サービス提供責任者となる資質を備えた人材の不

在である．訪問介護事業全体としては，施設介護

分野に比較しても人材確保が厳しい状況にあるが

(介護労働安定センター 2020)，宮上らの研究

(2019, 2020)においては，特にチームの要となる

サービス提供責任者となる候補者がいないという

現状が示されている．本研究において析出したカ

テゴリーやコードの中には，「一律の基準ではな

いサ責を任せる条件」〈サ責への抜擢は本人の働

き方についての意向が影響する〉があった．

佐藤(2014)は，一般企業のリーダー人材育成に

ついて整理しており，人材開発を個人および組織

という２つの視点と，訓練開発，組織開発，キャ

リア開発の３つの領域で検討している．このう

ち，キャリア開発に関係する側面での訪問介護事

業所の特徴は，キャリアの道筋が未確立であるこ

と，職員の平均年齢が高いこと，女性が圧倒的に

多いこと等があげられる．しかし，一旦サービス

提供責任者になれば，それまでの一プレイヤーか

らマネジャーとしての役割を担うことになり，職

務内容が大幅に変わることから，特に昇任当初に

おいては，業務支援，精神支援，内省支援といっ

た複数の支援が集中的に必要となると考えられ

る．この点については，次節以降で詳細に検討し

ていく．

２）サービス提供責任者の職場学習の推進

前述したように，ヘルパーからサービス提供責

任者への抜擢は，必ずしも本人が希望したキャリ

アアップではない場合もある．しかし，新任の

サービス提供責任者は，必ずしも研修体制や指導

体制が十分ではない中で職務を遂行し，サービス

提供責任者としての役割を果たしながら職務能力

を向上させている（宮上 2021）とするならば，そ

こには自ら経験学習や職場学習を行っている実績
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があると考えられる．そもそも，ヘルパーから

サービス提供責任者になるという経験は，中原

(2015：219)が述べている「ストレッチ（背伸び）

のある業務経験」である．ストレッチ経験とは，

日常の慣れた業務を超えた内容について，他者の

支援を受けながら成し遂げることで，結果的に自

身の能力が向上することをいう．

本研究において示されたサービス提供責任者に

対する支援には，「対話を通してサ責を勇気づけ

支援する」というカテゴリーがあった．さらに，

このカテゴリーに属するコードには，〈サ責の仕

事は言語化することで共有していく〉〈サ責の悩

みや不満を良く聞いて対応する〉といったコミュ

ニケーションを重視する内容があった．この点に

ついて中原（2015：222-223）は，内省を促すため

のポイントとして，まずは「起こったことをきち

んと描写させること」であると述べている．そし

て，内省はこれを起点として，「自己の描写」「評

価」「分析」「将来構想」というように，PDCAサイ

クルを回すように行うことが重要であるとしてい

る．「対話を通してサ責を勇気づけ支援する」と

いうカテゴリーは，このサイクルの前半部分につ

いての支援が盛り込まれていると考えられる．

さらに佐藤(2014)は，リーダー人材育成につい

て述べた論文において，「OJTのPDCAサイクル

は，仕事管理のPDCAサイクルの訓練による技能

のレベルアップ的側面，もしくは人材育成的側面

を強調する概念であると考えることができるので

はないか」としたうえで，「この経験から何かを得

る，学習するという側面を明らかにする際にも，

OJTのPDCAサイクルのＣ（チェック）という契

機がとりわけ重要になると考えられる」と述べて

いる．本研究において示されたカテゴリーの「サ

責の内省を促し力をつけるような段階的指導を工

夫」というカテゴリーには，「サ責の能力と性格を

考えて仕事を配分する」「自分で判断できるよう

に内省を促して指導する」というコードがあった．

これは，新人のサービス提供責任者にとって適切

なストレッチ体験が選択されている状況や，振り

返りとその後の対応について主体的に対応できる

ように支援していることを示している．

従って，本研究で得られた結果からは，職場に

おける経験学習を示すフェーズである「起こった

出来事の描写」「自己の描写」「評価」「分析」「将

来構想」のうち，前半部分には何らかの支援があ

ると言える．しかし，問題の本質を検討し今後の

対応につなげるプロセスである「分析」「将来構想」

に関係のある内容は，事業所の管理者や指導的立

場の職員の語りからは数少ない事例しか得られて

いない．経験学習論の観点からは，業務における

経験は内省を伴ってこそ抽象化することができ，

教訓を引き出すことが出来るため，「内省支援」は

非常に重要である．本研究の結果からは，経験学

習プロセスの後半部分はサービス提供責任者個人

の意欲や個人的努力に拠っていると想定され，訪

問介護事業所における人材育成を考える際の課題

の一つになると考える．

３）訪問介護事業所における相互の信頼感と人材

育成

中原(2015：234-235)は，職場における人材育成

を個人の発達に焦点化した経験軸と，組織として

の開発を中心とした職場軸に分けて提唱してお

り，人材が育つ組織を強化するためには，職場に

おける信頼や互酬性の風土，つながりといった社

会関係資本が大事であると述べている．この点を

踏まえて，訪問介護事業所がもつ職場風土にはど

のような特徴があるのか，さらにその職場風土が

職場学習とどのような関係があるかについて検討

していく．

訪問介護分野の厳しい人材不足の中，ヘルパー

の高齢化や中堅層およびリーダー的人材の極端な

不足は前述したとおりである．本研究におけるカ

テゴリーにも，「利用者主体の理念を阻む体制の

厳しさ」「ヘルパーとしてのキャリアアップが示

しにくい現状」等があげられていた．しかし，こ

のような状況の中でも管理者や指導的立場の職員

は「在宅介護の経験を通して得たやりがいと信念」
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を持ち，要介護高齢者の在宅生活継続の最後の砦

としての責任感を感じ職務を行っていた．そし

て，小規模な事業所が多い訪問介護においては，

事業所内の人間関係も特徴的であった．例えば，

勤務体制の特徴から，一堂に顔を合わせる機会が

少ない中で，事務所で会った際には短時間でも情

報交換を行っていたことや，事務所にいる事が多

い事務職員や管理者が，個々のヘルパーやサービ

ス提供責任者の相談相手や不満の聞き役としての

機能を果たしていた事例があった．またフォーカ

スグループインタビューでも，「限られた時間内

で同僚とコミュニケーションをとる重要性は，職

場の合意としてある」という意見が出された事か

ら，日ごろから相互のコミュニケーションを大事

にして，「何でも言い合える関係」構築を目指して

いるのではないだろうか．

すなわち，訪問介護事業所には，多様な状況や

価値観を受け入れる自由度と柔軟性があり，業務

上でのトラブルや利用者との行き違いについて

は，誰かに話すことにより状況を客観化できる土

壌があるのではないだろうか．これは，河内ら

(2020)らの研究においても，守秘義務があるため

に職場外では仕事の内容は話さないという結果が

あった半面，職場内でのコミュニケーションが活

性化しているとも考えられる．つまり，課題を一

人で抱え込むような事態を少なくし，情報共有を

促進しているとも言える．このように，職場にお

ける経験学習を促進するための前提条件である相

互の信頼感は，訪問介護事業所の中に存在してい

ると考えられる．

Ⅶ 結論と今後の課題
本研究は，訪問介護事業所の管理者や指導的立

場のサービス提供責任者を対象としてインタ

ビューした結果に基づき，サービス提供責任者の

経験学習および職場学習という視点から分析を

行った．本研究において見出された知見は，下記

の４点である．

（１）管理者や指導的立場の職員の人材育成に関

する意識は，介護福祉を取り巻く背景として【訪

問介護現場における厳しい人材育成の環境】に大

きな影響を受けていた．管理者や指導的立場の職

員は，自身の経験から得た【管理者自身の仕事の

信念と経験学習】をふまえて，【職場学習を推進す

る工夫】を編み出していた．

（２）訪問介護事業所における職場学習の方策に

ついて，正規職員であるサービス提供責任者と登

録制等の非正規雇用が多いヘルパーとでは，人材

育成の目的が異なっていた．サービス提供責任者

に対しては，職員としてのキャリアアップを視野

に入れて【サ責として必要な資質の見極め】を行

い，経験学習を促進するように段階を追った【サ

責に対する職場学習を展開】していた．登録ヘル

パーは高齢者が多く，資質を伸ばし技能を向上さ

せるという点よりも，利用者に適切なサービスを

提供するための指導管理という意味合いが強く，

【ヘルパーに対する指導の工夫】を実践していた．

（３）訪問介護事業所の職場学習においては，サー

ビス提供責任者に対する「業務支援」と「精神支

援」を行うための職場環境に配慮していたが，「内

省支援」については実施している内容や頻度が相

対的に少ないことが推測された．特に，経験を抽

象化し教訓を引き出すという経験学習サイクルの

後半部分についての個別的支援が少なく，職場学

習の面では課題であると考えられた．

（４）訪問介護事業所の指導的職員が行う職員へ

の支援においては，職場内の人間関係を円滑にし

て何でも話し合える関係を作ることが重要である

という認識があった．この点は，職場学習促進の

前提となる信頼感の醸成に影響していると考えら

れた．

本研究において十分に解明できていない内容

は，訪問介護事業所の職員が職務遂行能力を高め

るための望ましい経験の内容や経験する時期につ

いてのモデルが生成できていない点である．ま

た，職務遂行能力の内容についても，宮上らの一

連の研究(宮上ら 2020；河内ら 2020；宮上ら 2021)

において使用した自己評価基準の項目について，
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詳細な検討ができていない．これらの残された課

題について検証を進め，ヘルパーやサービス提供

責任者のキャリア支援につなげていきたい．

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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