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ホームページにも情報満載！ バナナ園 
㈱日本医療企画の星野部長にお伺いしました

2019 年介護を取り巻く課題と展望
介護人材不足をどう乗り切るか？
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今月は『地域介護経営 介護ビジョン』等の雑誌や書籍の発行を通じ広く介護に関わる情報を発信されてい

る株式会社日本医療企画の介護事業対策販売推進部の星野部長にお話を伺いました。

Q: 星野部長、2 度目の登場になりますが今回は「2019 年介護を取り巻く課題と展望」というﾃｰﾏでお話を伺

いたいと思います。

星野：課題は「人」「人材不足」に尽きます。労働集約型産業の中でも介護業務は以前から<きつい、汚い、

危険>な業務と言われ、人材確保が難しい職種でしたが、昨今の雇用情勢の改善もあって、更に人手不足が

深刻化しています。

Q:ﾍﾙﾊﾟｰや看護師派遣の訪問系ｻｰﾋﾞｽでは依頼があっても「人員が足りないために派遣できない」施設系のｻｰ

ﾋﾞｽではｽﾀｯﾌの規定人数が足らずに「部屋を開けられない」そんな話を耳にします。大都市を中心に「介護

難民」が出始めていると思えます。国や厚労省から具体的な方策は示されているのでしょうか？

星野：現状では人材不足や離職率の高さ、介護現場ｽﾀｯﾌの賃金低下対策といった部分の改善のための政策と

して数年前より「介護職員処遇改善加算」が導入されていますが、これを拡充していく。更に人材確保の方

策として①外国人技能実習生の門戸を拡大する②介護ﾛﾎﾞｯﾄ・ICT の導入による業務効率化の推進③ﾘﾀｲｱし

た高齢者の登用･活用等がﾒｲﾝになっています。

Q:昨年末「入管難民法改正」が成立、政府は新たな在留資格「特定技能１号」で介護業が受け入れる外国人

労働者を 5年で 5万～6 万人を見込んでいますね。

星野：その通りです。介護の分野でも「技能実習生」「介護留学」他の制度で外国人労働者の受け入れが進

んでいましたが、本年 4 月にｽﾀｰﾄする新たな在留資格「特定技能」は試験を課すものの、「介護」業界におい

ては来日の条件等の不確定要素が多く、どのように活用すべきか現時点では不透明です。しかし外国人人材

の活用は施設系を中心に既に進んでおり、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱや居酒屋で外国人従業員に接するように外国人の方に

介護をしてもらうｹｰｽも増えてくる筈です。

Q:二つ目ですが、少なくとも所謂「介護ﾛﾎﾞｯﾄ」の普及が大きく進んでいるようには感じません？

星野：介護ﾛﾎﾞｯﾄには①移乗や入浴、排泄などの介護業務を支援する「介護支援型ﾛﾎﾞｯﾄ」、②要介護者の自

立を支援する「自立支援型ﾛﾎﾞｯﾄ」、そして③「見守り･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ型ﾛﾎﾞｯﾄ」他の種類があります。①や②の

介護ﾛﾎﾞｯﾄの普及は思惑通りに進んでいませんが、ｾﾝｻｰやｶﾒﾗを利用して居室内の入居者の動きを感知でき

る「見守り型ﾛﾎﾞｯﾄ」等は施設を中心に普及し始めています。実際に、2018年度介護報酬改定で特養･ｼｮｰﾄｽ

ﾃｲの夜勤職員配置加算の算定要件として、こうした見守り機器を導入している場合の基準緩和が初めて盛り

込まれました。ICT 化については、「保健・医療・福祉業界の ICT 活用率･効果ともに全産業中最低である」

ことが分かっており、介護業務を効率化するためには必須事項です。ICT化によって記録業務の負担軽減、

また、介護記録などを ICT 機器で分析･ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸすることで、科学的根拠に裏付けられた介護（科学的介護）を推進することも今後の課題とされています。介護

ﾛﾎﾞｯﾄの本格的な普及にはまだまだ時間が必要ですが、人材不足を解決する切り札であることは間違いないでしょう。

Q:三つ目ですが、ｼﾆｱ層の活用は国家としての課題でもありますね？

星野：労働人口の減少と高齢化が進むなかで、65 歳以上への定年延長や人材の活用は介護領域においても喫緊の課題です。厚生労働省は人手が足りない介護事

業の人材確保に向け、ｼﾆｱに就労を促す取り組みを始めています。会社を定年退職した人などを対象に、介護の入門研修を施し修了者には人材を募集している介

護施設への仲介も手掛ける。昨年末には「介護現場革新会議」を立ち上げて専門性が必要な仕事とそうでない仕事を切り分け、例えば「掃除や整頓」「ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷ

ﾝｸﾞ」「配膳･後片付け」等を「介護助手」としてｼﾆｱ層らに任せる構想を打ち出しました。一方、経済産業省では、人生 100 年時代の到来を見すえて「健康寿命延

伸産業創出推進事業」で積極的にｼﾆｱ活用に力を入れ始めています。いずれも一線を退いた人などが活躍できる場の確保に繋げる仕組みです。

Q:昨年末、川崎･横浜市で開催された御社が企画する『元気なｼﾆｱ(ｿｰｼｬﾙ・ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ)参加者大募集』の説明会には当社も参加をしました。

星野：ありがとうございます。川崎市横浜市の協力を得ながら展開している「ｿｰｼｬﾙ・ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ事業」は、企業を退職したｼﾆｱ（通称ﾍﾞﾃﾗﾝｽﾞ）に介護業界で働い

ていただくという、経済産業省の補助事業として採択されたﾓﾃﾞﾙ事業です。企業を退職したﾍﾞﾃﾗﾝｽﾞに介護福祉教育を提供「ｿｰｼｬﾙ･ｻﾎﾟｰﾀｰ」として介護福祉業界

に紹介、介護業務だけでなく事務や経理、人事、営業、ICT の活用など、現役時代に培った知恵や経験、技術、人間力を提供してもらおうというものです。70 人

以上のｼﾆｱからの申し込みがあり「ｿｰｼｬﾙ･ｻﾎﾟｰﾀｰ」研修もｽﾀｰﾄしており、2 月 19 日、3 月 7 日、13 日には企業とのﾏｯﾁﾝｸﾞを目指す合同企業説明会も開催されます。

Q:有難うございます、当社もぜひ参加させてください。

星野：「人手不足」を筆頭に「虐待」「介護職員の処遇･待遇改善」等課題は山積ですがいずれも根底ではつながっておりﾏｸﾛ的には日本が抱える「少子高齢化」そ

して「財源不足」に収斂されてしまいます。しかし、“人数不足をいかに補うか”という視点では、状況は改善しないと思います。介護の仕事の意義・目的は「利   

用者の QOL（ｸｵﾘﾃｨ･ｵﾌﾞ･ﾗｲﾌ：生活の質）」を向上することですが、そのための手段は常に

改善されなければなりません。たとえば ICT の活用が立ち遅れている背景には、苦手意識

や抵抗感が根強いことが理由だと言われています。しかし、実際に導入した介護施設では、

介護職員と入居者のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの時間が増え、双方の満足度が向上したという報告も上がっ        

                                                      ています。このように高齢者

の QOL はもちろん、介護職の

QOL を高めていくためには                                                                                             

介護現場にまだまだ改善の余                     

地があると思います。今後ど

のような改革をすべきか、介

護業界から発信していく必要

があるし、私たちも出版を通

じて国全体で共有できるよう

尽力したいと思います。

2000 年、㈱日本医療企画に入社、介護事業者向けの『介護ﾋﾞｼﾞｮ n』、

家族介護者向け情報誌『かいごの学校』、金融人向け『ﾍﾙｽｹｱ＆ﾌｧｲ

ﾅﾝｽ』の編集長を歴任。現在は医療・介護分野における出版企画、

ｾﾐﾅｰ･ｲﾍﾞﾝﾄ企画、教育事業開発等に従事。一般社団法人日本介護

福祉経営人材教育協会事務局長を兼務。

当社でも母国で看護師等の資格を持つ

外国人留学生の受入れを始めている。

技術革新により「介護ﾛﾎﾞｯﾄ」は介護現場

での大きな戦力になると考えられます。

川崎･横浜で開催された『元

気なｼﾆｱ(ｿｰｼｬﾙ・ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ)

参加者大募集』の説明会に

は 70 人以上の元気なｼﾆｱが

集まり、既に『ｿｰｼｬﾙ・ｻﾎﾟｰ

ﾀｰｽﾞ研修』が開始。3 月には

介護事業者とのﾏｯﾁﾝｸﾞが予

定されている。

お問合せ

日本医療企画ベテランズ事務局

03-3256-2863



グループホーム空室情報
空室情報、入居に関するお問い合わせは右記   

の各施設もしくは総合案内

044-455-6119    

月刊 MONTHLY BANANA NEWS （毎月 1 日発行）

通算第 170 号   編集：株式会社アイ・ディ・エス

川崎市中原区新丸子町 734-2  ☎044-455-6119
＜ＨＰ＞ http://www.bananaen.com/

★介護はｱｲﾃﾞｨｱ～未経験だからこそのｱｲﾃﾞｨｱが必要です!

■募集要項
★職種：ｹｱ･ｽﾀｯﾌ<①正社員/②非常勤職員>★無資格･未経験からｽﾀｰﾄ/年齢不問

★給与：① 月給：193,000 円～<夜勤 5 日含む>

②�時給 1020<無資格>～1170 円<介護福祉士>処遇改善加算交付金含

※夜勤 1 回 15,000～16,000 円  

★時間：9：00～17：00 17：00～翌 9：00

★待遇：社保・有休・交通費規定内支給：月額 50,000 円迄

★勤務場所：当社各施設 10 箇所の中から通勤し易い

場所を選べます。

●問合せ：㈱ｱｲ･ﾃﾞｨ･ｴｽ 採用担当まで

☎044-455-6117

2019 年 3 月新卒社員募集中

会社説明会随時開催中     
ｴﾝﾄﾘｰはこちらから→

バナナ園グループ
【グループホーム】                                            

●川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園 ☎ 044-280-2386   ●第 2 ﾊﾞﾅﾅ園 ☎044-587-1773     

●ﾊﾞﾅﾅ園武蔵小杉 ☎044-863-7101    ●ﾊﾞﾅﾅ園ほりうち家 ☎044-722-5361

●のんびりーす等々力 ☎044-750-9203   ●のんびりーす ☎044-422-2295      

●ﾊﾞﾅﾅ園生田ﾋﾙｽﾞ ☎044-911-1599 ●バナナ園生田の杜 ☎044-789-5691/5692  

●ﾊﾞﾅﾅ園生田の泉 ☎044-789-5693  ●ﾊﾞﾅﾅ園横浜山手 ☎ 045-264-9634

  

            

川崎市川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」より

年内最後のお参り～義田稲荷神社
川崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」より

お正月だね 書き初めだよ!!

バナナ園ｸﾞﾙｰﾌﾟで働きｽﾃｯﾌﾟ・アップをしませんか？

介護スタッフ募集中

「先月<12 月>は、たしか『お歳暮』とか『大掃除』って書いたわ。」「そ

う、そう、そうだったね」と、生き生きとした会話が飛び交います。川

崎市幸区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「第 2 ﾊﾞﾅﾅ園」の書道ﾚｸ<ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ>も今年で 6 年

目を迎えます。「ﾚｸ」と言うより、今では「書道ｸﾗﾌﾞ」として毎月一回

楽しく活動しています。2019 年、新しい年を迎えｽﾀｯﾌの書道委員長(?)

が「書初め大会」を宣言しました、とは言っても書道の先生が来る訳で

はなく、皆でその月らしい言葉や季節感を気の赴くままに楽しく筆を走

らせるのです。「皆様、年の初めに何をかきましょうか?」と質問すると、

「勿論、決まってますのよ。」と余裕の笑顔の方、「上手く書けるかし

ら？」と自信なさげな方、中には「ｳﾁはみかんが好きやねん」と元気よ

く言うと、いきなり「み･か･ん･大･す･き」と力作に挑戦される方も。

私達ｽﾀｯﾌも一緒になって参加しました、ﾌｨﾘﾋﾟﾝからの留学生も英語です

が喜んで筆をとります。『Happy New Year！』と書き初め初体験!「あら

ぁ国際的ね、それでは負けずに…『地球の平和を祈ります』にしようか

しら?」今年初めの名作が次々と誕生しました。

そして毎回、皆様の『名作』『芸術』作品はﾘﾋﾞﾝｸﾞに力作集として展示。

お客様やご家族様、そして訪問診療のお医者様まで足を止めて観てくだ

さいます。「今月も傑作揃いね!」「とても個性的でい～わね。」など、ち

ょっぴり照れてしまうけどお褒めの言葉は皆さんの自慢です「来月も書

きましょうね！」と素敵な笑顔で約束し合いました。今年の干支は『亥』、

無病息災の象徴とされているそうです。『亥』にあやかって皆様が今年

も笑顔で健康でいられますようにとそっと神様にお祈り致しました。

川崎区のｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ『川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園』では、年の瀬の 12 月 30 日、同じ町

内<四谷上町>にある『四谷義田稲荷神社』に年内最後の参拝に行ってきまし

た。午前中の体操を終え、ｽﾀｯﾌも入居者様も温かい服をたくさん着込みます、

「これでも寒いかねぇ。」と、外出前はちょっと心配そうな方も。「寒波が来

ているのかしら?年末になり急激に冷え込むようになったねぇ」などと話を

しながら、神社までの道のりをゆっくり歩きます。神社に到着すると、ｽﾀｯ

ﾌが用意したお賽銭を皆さんにお渡しします。「気を利かせお賽銭まで用意し

てもらって、本当にありがとね。」と優しいお言葉が返ってきます。「お願い

事はされましたか？」と、伺うと「子供や孫たちが元気でいてくれます様に、

みんな健康で過ごせる様に見守っていてくださいってお願いしたわ。」と、

皆様きまって家族思い、嬉しそうに答えて下さいました。一緒に参拝した後

は「この神様が祭られているのね。」「結構広いですね、ここ。」「力石ですっ

て。あなた若いから持てるのじゃない？ｱﾊﾊ!!」「K 様もまだお若いでしょ

う？」など神社の中の案内板を見たりしながら、おしゃべりをして散策を楽

しみます。ゆっくり歩いて施設に戻ると留守番をしてくれていたｽﾀｯﾌが温か

いお茶を入れ、待っていてくれました。一休みしながら一緒にお茶を飲んで

いると「今年もありがとうね、あなたたちが居てくれるから安心して過ごせ

るのね。来年もやかましいけどよろしくね。」と入居者様がﾆｺﾆｺしながらお

話して下さいます、これには思わずｽﾀｯﾌも『ｳﾙｯ』ときてしまいます。賑や

かなﾃﾚﾋﾞの年末特番を観ながら、一緒にお洗濯物をたたんでいると、横でう

とうとされているご様子。「首を痛めないでくださいね」とお声がけすると

「部屋の中暖かくて眠くなっちゃうねぇ」と照れたように笑っていました。

「お正月は混雑するだろうから、また落ち着いたころ行きましょうね、今度

はお大師様がいいかしら?」とお約束。「川崎大師ﾊﾞﾅﾅ園」では、季節の行事

に合わせた外出支援やｲｳﾞｪﾝﾄを随時企画しています。穏やかで静かな町で一

緒にお散歩したりしませんか？見学等いつでもお待ちしています。

この周辺は江戸時代の「稲荷新田村」で 4 軒の家で

開墾「四ﾂ家」から「四谷」に転じたと言われている。

これが「力石」ｽﾀｯﾌはﾗｸﾗｸ持ち上げました(笑)→

「お年玉」「みかん大すき」「お

正月」「成人式」「初詣」「あま酒」

もちろん干支の「いのしし」ま

で、何れも傑作です!!おや「ｷﾃ

ｨちゃん」

や英語の

書き初め

「Happy 

New 

Year」も!!


