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伸びる事業所は、職員が辞めない

　平成23年４月、株式会社いきいき介護を設立。

同年９月、民家活用小規模デイ「デイサービス民家 

いろは」を、翌24年10月には第２号店「デイサー

ビス民家 あすなろ」を開設した。

　私は以前、愛媛県の大手介護事業所に勤めていた

が、そのとき県内外のデイサービス、介護付き有料

老人ホームの立ち上げを経験した。その中で伸びる

事業所には、開設時メンバーの離職率が低いという

共通点があることを発見した。

　伸びる事業所は、職員が辞めない。職員が辞めな

いから、求人に費用をかけな

くて済む。当たり前のようだ

が、職員の回転が速いこの業

界では見落とされがちなこと

だった。

　前職では、開設した事業所

の職員が半年後には０名にな

る経験をした。改めて求人す

るには、時間もお金もかか

り、サービスの質は低下し、

大将　村上 岳史

工業高校卒業後、飲食店や警備員などさまざまなアルバイトをしな

がらヘルパー２級課程を修了。グループホーム職員として介護人生

をスタートし、24歳から管理業務に携わる。平成23年、想いを共

にする経営者と株式会社いきいき介護を設立。常識にとらわれない

アイデアと行動力で、新しい介護のカタチを日々創造している。

株式会社 いきいき介護
デイサービス民家 いろは
デイサービス民家 あすなろ

　職員採用に時間もお金もかけられない小規模

デイでは、力のある職員のスムーズな採用が急

務だ。しかし、少人数でサービス提供にあたる

現場では、１人に課せられる業務範囲が広く、

知識・スキルともに要求レベルが高い。

　なかなか理想の職員が採用できない現状をい

かに打破するか、「デイサービス民家いろは」

「デイサービス民家あすなろ」の手法を公開する。

事業所の成長は一気にスピードダウンした。

　一方、開設した事業所の職員が離職せず、利用者

の増加に伴う追加求人を行っていた事業所は、開設

後数ヶ月で安定し、順調に成長を続けたのである。

　そのような経験を踏まえて、株式会社いきいき介

護の１号店「いろは」の開設にあたった。我々の

会社理念は「快(かい)」であるが、利用者だけでな

く、職員に対しても「快」を与えられる取り組みを

数多く実践してきた。

　開設後２年が過ぎた「いろは」は、開設時の職員

６名のうち、４名が現在も勤務を続けている。退職

した２名についても、運営とは関係ない出産などの

職員採用にお金をかけない方法は？

お金をかけない職員募集
～ 情報発信が魅力を生む ～ 

事業所名 デイサービス民家いろは デイサービス民家あすなろ
定員 15名 15名

営業日 月～土曜日
（1/1～1/3・8/15・12/30～31を除く）

月～土曜日
（1/1～1/3・8/15・12/30～31を除く）

営業時間 　　８時30分～17時30分 　８時30分～17時30分
提供時間 ９時30分～16時31分（７－９） ９時30分～16時30分（７－９）

スタッフ数
常勤 ４ ２

非常勤
（非常勤換算人数）

４（2.4） ８（4.1）

離職率
（ここ１～２年の離職率）

20％ 15％

「いろは」と「あすなろ」の概要
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要因による離職だ。規模が小さく比較対象は少ない

が、やはり職員が辞めない職場をつくることが何よ

りの経費削減であり、サービスの質向上につながる

と考えている。今回は、こうした工夫と取り組みを

ご紹介したいと思う。

　

無料でも、ブログは求人効果絶大！

　弊社では開設前より、インターネットでの情報発

信に力を入れている。現在は各事業所が１つずつブ

ログを持ち、日々の様子を配信している。

　もちろん、ホームページも作成しているが、情報

発信力は圧倒的にブログの方が高いようだ。今で

は、アクセス数が月に１万PVを超えている。ブロ

グは、誰でも無料で始められる一般的なものを利

用。「いきいき介護、大将、いろは、小規模」などで

検索していただくと上位に確認することができる。

　「いろは」を開設した際の求人についても、ハ

ローワークや紙媒体での告知よりも先にブログ上で

行った。開設時メンバー６名のうち、４名はブログ

からの採用である。結局、ハローワークや紙媒体で

の応募が始まるころには、主要職員の採用がほぼ確

定していた。そのため、その後の面接でも妥協せず

に職員を選ぶことができた。

　リアルタイムで、生の姿を伝えられるからであろ

う。無料で利用できるブログが、有料の紙媒体より

も求人効果を上げ、その後の開設をスムーズに進め

る力となったのである。

　その後の２号店「あすなろ」開設の際にも、ブロ

グによる求人が成果を上げた。４名の開設時職員の

うち、２名が既存からの異動、２名が新規採用とい

う予定だったため、２名の求人をブログ・ホーム

ページ・ハローワーク・紙媒体に出した。結局、新

規採用の２名はブログからの採用となり、開設から

約１年が経過した現在も勤務している。

村上氏のブログ　『いきいき介護！ 大将魂！』
（http://ameblo.jp/ikiiki-daihyou）

＜ブログの工夫＞

・自分の顔と名前を出す（顔も名前も分からない人の言葉
より、顔も名前も分かる人の言葉のほうが信頼できる）

・とにかく継続する（たまに更新されるものより、継続さ
れるもののほうが定期的な読者を獲得しやすい）

・自分という人間性をかしこまらずに、そのままさ
らけ出す（親しみが持てる）

・自分の介護感を強く出す。想いをそのまま出す（介
護感に共感する方が、読者となってくれる）

・誰かにいつか役立つことも書く（それを必要とする方
が、自然と読んでくれる）

・単に、営業ツールとして自事業所のことばかりを
書くのではなく、他事業所からの学びも素直に書
く（同業者との関係も円滑にすすむ）

・自分が興味のあることは何でも書く（介護者も介護以
外に一般の社会生活を送っているので、そこから共感される
方も多い）

・時には、申し送りツールのように連絡事項を書く
（アクセス数には関係ないかもしれないが、リーダーとして
の方向性を公にすることで、職員が安心して自分についてき
てくれるようになる）

・一般に使われているブログを使う（オリジナルのブロ
グは、検索されてもヒットしにくい）

・自分のブログを紹介してもらえるサイトに積極的
に掲載する（ただ書くだけではなく、ヒットさせる工夫を
することでアクセス数が上がる）
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「想いを共にする職員」の採用

　離職者が出なければ、求人に経費と労力を使う必

要はない。離職者を出さない方法はいくつかある。

具体的な方法としては、「初めから、離職する職員

の採用をしない」という先発的な方法と、「採用後

の環境整備や待遇面の改善」などの後発的な方法、

「やりがいのある職場づくり」などである。

　最も理想的なのは「初めから、離職する職員の採

用をしない」という方法だが、面接のみによる採用

が一般的な介護業界では、なかなか難しい。しか

し、弊社では「想いを共にする職員は離職しない」

という考え方で、初めから同じ想いを持った職員の

採用を心掛けている。

　「同じ想いを持った職員」をどう見分けるか？　

面接に来た方の心の中まで見通すことはできない

が、面接時、以下の点に注意している。

職員採用が必要な理由を見極める

　意外と忘れられがちだが、求人を行うときには、

まず職員採用が必要な理由をきちんと分析しておく

必要がある。

　新規事業所の立ち上げを含め、職員採用が必要な

理由は大きく分けると次の２つだ。

　効率よく職員採用を行うには、上記の２つの理由

をきちんと見分け、性質が違うことを理解しなけれ

ばならない。

　「複数の事業所を天秤にかけた応募」と、「弊社

への入社を希望しての応募」では自然と発言が違っ

てくる。弊社をよく知った上で応募する人間がいる

ということは、知られるための情報発信が実を結ん

だ結果とも言える。

　弊社の取り組みを知っていて、理解してくれていれ

ば、採用後に「思っていたのと現実が違っているので

退職します」などということはまずなく、仕事のパ

フォーマンスもレベルの高いものを要求できる。

　もともと希望していなかった職場であれば、耐え

離職する職員は、初めから採用しない！

〈面接をするときに注意している点〉

•	 弊社のホームページやブログをいつも見て

いる

•	 弊社への憧れを持ち、弊社での勤務を希望

して面接に来ている

•	 利用者に寄り添うことの多い、小規模デイ

サービスの特性を理解している

•	 流れ作業的な介護に葛藤を持っている

〈職員採用が必要な理由〉

①	利用者数の増加に伴う増員、または新規開設

②	職員の離職に伴う入れ替わり

ること、成長を目指すことをしなくなり、離職に

至ってしまうが、耐えられる職員なら、我々として

はアメとムチ両方を使うこともできる。

　会社のことをよく知っていて、日々ブログなどに

書かれている活動に「自分も参加したい！」という

前向きな想い・憧れを持ってくれた職員は、想いを

共にする理想の職員と言えるだろう。

　口コミを広げるなど、営業活動にも使える情報発

信だが、このように、良い職員を採用する上でも大

きな影響力を持っている。ブログは施設の利用者や

そのご家族だけでなく、未来の職員も見ているの

だ、と意識しながら発信していくとよい。

株式会社いきいき介護のメンバー。ブログがきっかけで採用に
至った者も多い
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　①の場合は、日々の情報発信の工夫で、想いを共

にする職員の採用に努める。②が要因であれば、解

決へのアクションを速やかに起こす必要がある。

　単に求人を実施するだけでは、いつまでたっても

職員が入れ替わり続け、求人にかける経費が膨大な

〈職員の意思決定の場〉

•	 月間の行事予定の作成

•	 定例カンファレンスの準備、実施運営

•	 毎月の研修の講師

•	 イベントの企画と実行

•	 事業所ごとのブログ更新

•	「大臣」と称する係活動（備品管理係、食材

管理係）

•	 日々の休憩や、勤務交代の管理

職員も新規の利用者も集まらない状況

負のスパイラル ( 辞めないための取り組みを怠った場合 )

利用者に選ばれる事業所だと思えることで、
更にやりがいを感じられる職場になる

正のスパイラル ( 離職要因を排除できた場合 )

新規採用

すぐに離職離職

新規採用

すぐに離職

負担が職員に偏り、
燃え尽きる

求人を出しても
応募がない

事務所の不評による
利用者の離脱

新規採用

定着

定着 利用者増

利用者増

利用者増

経営の安定による
サービス向上

新規採用

「やりがい」が「辞めたい」を防ぐ

　日々時間に追われ、大変な介護を続けている

と、流れ作業のような毎日になる。やりがいが持て

ないと、少しの負荷にも耐えられなくなり、燃え尽

きて、「辞めたい」という気持ちが大きくなってし

まう。そうならないためにも、やりがいを感じなが

ら仕事をすることはとても大切だ。

　「やりがい」とは、やらされて、ではなく、自分

たちが選択し、実行して、その結果生まれてくるも

のだ。

　いきいき介護では、やりがいを感じてもらう取り

組みとして、職員の意思決定の場を多く設けること

を心掛けている。例えば、次のようなものだ。

職員を確保する、確実かつ誠実な方法

ものとなってしまう。職員の入れ替わりが激しい

と、次第にそれは、事業所の不評を招き、経営にも

大打撃を与えかねない状況に陥る。退職者の多く

は、前職のことをあまり良いようには言わないた

め、「悪い噂」が広がってしまう恐れもある。
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　すべて自分たちで完遂できるようになるにはまだ

まだだが、職員は多くを自分たちで実行できるよう

になりつつある。

　大切なのは「やらされている」のではなく、「自

分たちがやる」「自分たちがやっているんだ」とい

う気持ち、「快」を感じられること。経営者は、そ

うなるための仕組み作りをすべきなのだ。

　自主的な意思決定は、意識してすぐできるもので

はないが、経験を重ねることで、自信を持てるよう

になる。そうなると、発言もネガティブなものが自

然とポジティブに変わってくる。

　自分が考えたこと、したいことが形になれば、や

りがいと責任感が持てる。「辞めたい」という気持

ちが湧いても、それをこらえられる職員に成長して

いく。この「自分たちでやる」という取り組みについ

ては、パートも社員も関係なく実施すべきだろう。

制度改正にあった体制の変更

　最後に、平成24年度の介護保険改正後の体制変

更について触れたい。

　改正後、７ー９の提供時間を選択した事業所で

は、これまでのように８時間勤務の職員が送迎に出

ると、残業が多く発生してしまう状況になった。残

業が多くなれば、仕事の効率は落ちてしまう。職員の

モチベーション低下は、離職率の上昇にもつながる。

　そこで当施設では、制度改正以降、現場と送迎を

別業務として考えるようにした。その結果、提供時

間だけの専門職を雇用すればよくなり、子どもがい

るママ世代が主力として勤務できる状況になった。

　一般的に、ママ世代は保育園の送り迎えなど多忙

で、主力として働きにくいが、分業することで勤務

しやすくなった。その結果、５名のママ世代の離職

者は０名を保てている。

　彼女たちには、研修や定例カンファレンスに子ど

もを連れて参加すること、子どもの体調不良時など

の必要な場合、子連れでの勤務を許可している。こ

のような取り組みも彼女たちにとっては「快」であ

り、離職率の低下につながっているはずだ。

　お金をかけずに、ブログなどの情報発信で施設の

魅力を伝える。そして、想いを共にしてくれる職

員を見つけ、彼らが自分から働きやすく、「やりが

い」を持てる仕組みをつくる。これが小規模デイで

職員を確保する、確実かつ誠実なやり方だと考えて

いる。

レクリエーションに馴染みづらい男性利用者にも、しっかり付
き合う。このような介護への想いや姿勢を発信することで、そ
れに共感した人材が集まる

《お金をかけない職員募集４ヶ条》

・ブログを活用し、「想いを共にする職員」を見つける　・「職員採用が必要な理由」を見極める

・職員の意志決定の場を設けて、「やりがい」をつくる　・職員も「快」を感じられる体制をつくる

研修 カンファレンス

① 実施時間 19：00～20：10 18：00～20：00

② 開催頻度 月１回

月１回（毎月第１○
曜日と決めているの
で、予定の調整が１
年先まで可能）

③ 有給or無給

有給：
研修記録を提出する
とポイント加算（１
ポイント300円で換
金）

有給：
カンファレンスと併
せて行う研修の研修
記録を提出するとポ
イント加算（１ポイ
ント300円で換金）

「研修」と「カンファレンス」の概要


