
熊本県 平成３０年度介護職員定着支援事業

「ケアニン塾」

報告書

熊本県地域密着型サービス連絡会



熊本県の平成３０年度介護職員定着支援事業で、
「ケアニンと将来の介護人材育成事業」を30年9月から31年3月まで、8回の研
修を行い実施しました。

大変楽しく、貴重な内容の研修であったと思います。しかし残念ながら、参
加者は毎回30名～50名と予定より少ない状態でした。介護の現場は外部研修
にも出すことが困難になっているところもあるのが現実です。
そこで、研修でのポイントだけでも各事業所に伝えなければと報告書を作成

しました。

来年度以降も介護の楽しさを学べる場をつくり、職員の定着を図るための工
夫をしていきたいと思っています。2度と介護現場で虐待等が起こされないよ
うに、そして3Kの職場と言われないような取り組みを続けたいと思います。

平成31年3月22日

熊本県地域密着型サービス連絡会
代表世話人 川原秀夫



ケアニン塾

ケアニンとは、介護、看護、医療、リハビリなど人の
「ケア」に関わり、自らの仕事に誇りと愛情、情熱をもっ
て働いている全ての人

"3K(きつい、汚い、危険) ”のイメージが先行する介護の仕事は、肉
体的にも精神的にも厳しい仕事です。その中で「人のために仕事がし
たい」「じいちゃんばあちゃんが好きだから」と介護の仕事を志す若
者を、私たちは「介護ってすてきだぞ」と迎えることができているだ
ろうか?

入職しても辞めてしまう方々が多いのが介護の現場である。この現場
を変えるために、「これほど人と本音で向き合え、感動する仕事はな
い」と胸を張って伝え、人材を育成する必要がある。

介護の仕事を始めて概ね3年位までの介護職に対して、介護のすばら
しさを伝え、これからの介護業界を担う人材の育成を行った。



ケアニン塾
連続8回の講師と内容

• 第1回 開塾式&上映会&講演会
9月7日熊本市市民会館大会議室
「映画ケアニン上映とモデルの加藤さんのトーク」
講師:神奈川県藤沢市おたがいさん加藤忠相氏

• 第２回 研修
10月17日熊本市国際交流会館大広間
「介護とは」
講師:鳥取県社会福祉法人地域でくらす会

「いくのさん家」竹本匡吾氏

• 第３回 研修
11月5日熊本市国際交流会館会議室
「ケアニンの実際」
講師:広島県福山市「鞆の浦さくらホーム」石川裕子氏

• 第4回 研修
12月14日熊本市国際交流会館会議室
「身近なケアニン」(県内実践者3名:作本、佐々木、
清原各氏) 

• 第５回 研修
1月8日熊本市国際交流会館会議室
「これからの介護」
講師:日本介護福祉士会⾧石本淳也氏

• 第６回 研修
2月4日熊本森都心プラザA・B会議室
「よりあいの実践」
講師:福岡市「よりあいの森」施設⾧村瀬孝生氏

• 第７回 研修
3月3日熊本市市民会館大会議室
「共生型の実践」
講師:兵庫県姫路市「はなのいえ」理事⾧内海正子氏

• 第8回 研修・まとめ
3月19日熊本市国際交流会館会議室
「ほめ上手、聞き上手、寄り添い上手」
(講師:⾧野県⾧野市グループもみじ「みんなのあもり」
理事⾧田中正廣氏)  



第1回は、上映会とモデルの加藤忠相氏を招いての
講演会

2018.9.7



（介護保険）
第二条 第二項
前項の保険給付は、要介護状態等の

( )

に資するよう行われるとともに、
医療との連携に十分配慮して行われなければ
ならない。

軽減又は悪化の防止

第四項 第一項の保険給付の内容及び水
準は、被保険者が要介護状態となった場合に
おいても、
可能な限り、その( )において、
その有する能力に応じ

( )を営むこと
ができるように配慮されなければならない。

居宅
自立した日常生活

この(     )に何が入る?
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・お客さんにお茶を出す

・いっしょに掃除

・庭で花を植えて頂く

・お茶入れを手伝ってもらう
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支配・管理

あなたとお年寄りの
関係は

今どの段階ですか?

「あなたに会えてよかった」と言えるか?!

介護の離職率が他の産業と比べて高く人材が定
着しないのは「間違った介護の仕方が原因」

介護を目指すスタッフへ
「かぎ絞めとけ」「おとなしくさせておけ」
「余計なことするな」

これが一番ダメ

私たちの仕事は、支援
「支配・管理」ではない!



社会福祉法人地域でくらす会
副理事長 竹本匡吾
http://ikunosange.com

ケアニン塾 第2回
「介護って?」

介護サービスのあてはめでは
通用しない事例が増えている

◆Ａさん 男性７８歳 要介護２
新興住宅地に妻と２人暮らし 長男長女の帰省は年1～2回

本人は昔から頑固で寡黙、妻も近所とたまに立ち話程度で

夫婦共に交友関係はほとんどない

• デイサービスを拒否するようになり、買い物や通院に行けなくなった妻がうつ状
態になる

• 妻の願い 「お願いだからデイに行ってくれないかしら・・・」

ケアマネ 「私も困ってるんですけど、通えるところがないので・・・」

デイに通わせようとすることが
介護(支援)なんだろうか？

我々が見るべきは、
「課題」なのか「その人自身」なのか



若年認知症の
藤田和子さんの思いを聴いて
☛４０歳以上であれば特定疾病に該当し、

介護保険の各種サービスを利用できる…はず?

たとえば、

「今の仕事をどうしたら継続できるだろうか」
という問いかけに、われわれ専門職は自分たちに
なにができるかを考えてみる必要があります。

今のわたしにとって介護保険 には、
使いたいサービスがない んです・・・

社会生活を継続するために
必要な支援とは？

介護 ⇒ 支援者目線で相手を見ていないか

社会との関係・・・「職場の一員として」

家族との関係・・・「妻（夫）として」

「母（父）として」

自分との関係・・・「変わりゆく自分への不安」

その人にあった支援は「その人らしさ」からしか、
みつけることはできない！！！

すべての人に求められていること

必要なときに、身近な仲間として、自然なかたちで

おしゃれ

旅行

交友関係
地域貢献

仕事

専門医

買い物

家庭

家事



普段からの記録・ミーティングが大事





私たちには「関係」という
見えない財産があります!

だれかに支えられた人は、
だれかに恩返しをしたくなるもの！

利用が終わってしまっても、
残された家族や友人、知人がいます。

いっしょに支えた仲間として得た
大事な関係性を忘れていませんか？

これからの介護に求められること
• 中重度になっても支えられる事業所であることや

はもちろん大事だけど

• でももっと重要なのは、なるべく早くかかわりを持
ち、その人らしく暮らせるように支え続け、なるべく
中重度にならないで最後まで自宅や地域で暮らせ
るようにすること

ケアニンだからこそできることを
考えてみましょう！



第3回ケアニン塾
～人をつなぐ～

石川 裕子

鞆の浦・さくらホーム
http://www.tomo-sakurahome.net/

いちばん印象に残っている
お年寄りとの出会いは？？

さくらホームと地域との関係
おとしよりの生活空間と職場空間が重なる意味

おとしよりが持つ地域社会の
関係性と職員が持つそれとが
重なることを手がかりにして、
地域の中に入っていける。

さくらホームが支えよう
としている地域範囲

おとしよりが生活するのに
持っている地域関係の範囲

職員が仕事をするのに
必要な地域社会関係の範囲

職員が生活するのに
持っている地域関係の範囲

仕事して職員に必要とされる
地域範囲として、職場の地域
社会関係が規定される。

※さくらホームが特殊なのでは
なくて、ここを重ねることが必要
なのにしていないだけのこと。専
門性と素人性が両立できる。

本
人

職
員

施
設

グループハウス尼崎 福原さん資料



地域で利用者さんを支えるなかで得たもの

＜要介護者＞
• 住み慣れた町で暮らし続けられる
• 人間関係が豊かで安心がある
• 自分らしさを維持できる

＜地域住民＞
・生きづらさを抱えた人への偏見が薄れる
・自分が暮らす地域への安心感が生まれる
・住民同士のつながりが深まる

<事業所職員＞
・生き方を理解し、尊重するケアを目指せる
・事業所だけでは支えきれないと自覚する
・住民と事業所が支え合うことで、ケアの幅が広がる

地域で支えるための私たちの役割とは

①施設と職員を地域化する

昔からの地域の行事にのっかる。

ふりまわされる。

新たな地域の取り組みに

お手伝いする。



地域で支えるための私たちの役割とは

①施設と職員を地域化する

地域の空き家を活用する

「アセスメント」「モニタリング」

「訪問」という業務によって、

（どんどん）地域に入らざるを

得ない日常！

研修の様子



②利用者さんを地域化する

地域で支えるための私たちの役割とは

毎日事業所から地域に出る

しくみ作り

→当たり前の光景に変化

ＧＨ入居しても、事業所だけで
完結しない生活

③よそ者さんを地域化する

地域で支えるための私たちの役割とは

鞆の浦まちづくり塾



第4回ケアニン塾 ～身近なケア人～

利用者さんの地域で暮らす姿は

「ケアする人」／「ケアを受ける人」

という関係から

「共に生きる人」へと

住民の意識が変容していきます。

小規模多機能ホーム
せいわながすの里

地域共生社会へ

地域の拠点

せいわ

ながすの里

せいわ

ながすの里

地域作り

介護予防

子供世代
に郷土愛

地域ボラ
ンティア
育成

共生社会

オレンジ
カフェ

県内の3事業所から発表いただきました



オレンジカフェ（寺カフェ）オレンジ
カフェ

子供世代
に郷土愛

子供会との交流 ソーメン流しとスイカ割

餅つき大会

第４回 夏祭り

研修の様子

楽しさがいっぱい



関わりの中で見えてきたもの
～ 平成ケアニン奮闘記 ～
小規模多機能ホームいつでんきなっせ

清原 将

ある人との出会い

Ｋさん94歳
認知症あり
1人暮らしが段々と難しくなり泊り増える
家族の事が大好き
淋しい・つらい
とにかく家に帰りたい!!

私の仕事に対する思い
私は楽しく介護の仕事をすることが出来ています。
それは今まで私と出会ってくれた人たちがそう思わせてくれたからです。

介護は、おばあちゃんが自宅に帰っただけで「嬉しい」と思える仕事
介護は、おじいちゃんがトイレで用が足せただけで一緒に喜べる仕事
介護は、他人の死が家族同然に悲しいと感じる仕事
介護は、なんだか楽しい仕事
私はそう感じています。

介護3年で見えてきたこと



毎月18日はアスパラガスの日
 毎月18日はこのお菓子を食べます。
 私とＫさんの思い出のお菓子。
 これを食べながらＫさんの不安・悲しみを聞きました。
 これを食べながら眠れない夜が明けるのを待ちました。
 時には私はＫさんの息子になりました。
 そんな思い出のお菓子。
 Ｋさんとの出会いに感謝し
 これからはもっと介護を楽しみます

介護って?

その人の人生の物語に参加出来る
自分らしく生きる手助けが出来る
その人の人生の物語の最期を見届けられる

介護の仕事は大変!
だけど、

それ以上の楽しさやりがいをお年寄りから貰っている
そこに気づいた時、毎日の介護が楽しくなってくる!!



介護の魅力

定年退職後に
始めた仕事

佐々木弘文

楽しさがいっぱい



介護のこれから
投げかけられている私たちへの宿題

公益社団法人日本介護福祉士会

一般社団法人熊本県介護福祉士会

石本淳也

ちょっとお尋ねします
皆さんはどのような人生の最期を迎えたいですか？
では〇〇〇〇人の人生の最期は・・・？

その最期をどこで迎えたいorさせたいですか？

これから・・・
少子高齢化がドンドン進む
総人口が減ることにより高齢者の割合が高まる
経済を支える生産年齢人口が減り、年金・医療・介護等の社会
保障費を必要とする人が増える
財源的問題と担い手（介護人材）の問題に直面している

あなたは?

第5回



例えば・
 高水準の社会保障サービスを、これからももっと求めるのであれば、その財源負担

（税金・保険料）を国民でもっとしなければならない

「高○○ 高負担」

 負担が増すことを避けたいならば、社会保障費が増えないように抑える努力をしな

ければならない

「低○○ 低負担」

 高水準のサービスを求め、負担は増えて欲しくない ⇒ どちらもは絶対無理

「高○○ 低負担」は成り立たない

• 真に必要なものと、そうでないものを整理する必要がある
⇒ 重点化・合理化・優先順位

• 客観的な成果・効果が求められる
• このような流れにより、医療・介護などの社会保障制度が見直される

• 公助・共助⇒自助・互助

• 医療・介護・福祉など、縦割りサービスによる非効率性の見直し
⇒ 地域包括ケア・共生型サービス

これらを踏まえると・・・

○サービスについて～公的資金を投入すべきものと、
そうでないものが、より一層整理される

○人材について～サービス同様、専門性や質の高
さに応じたインセンティブが一層整理される ・・・はず

つまり、全体に平たくバラまくのは限界。真に必要性のあ
るものには手厚く重点的に。そうでないものは・・・

手厚く重点的＝専門職
そうでない部分＝自助・互助、緩和型人材、裾野人材など



介護人材について今まで・・・
• 頭でっかちより、ハートと行動力

• 福祉はボランティア精神だから

• 資格の有無より、労働力として使えるかどうか？

• 若い子より、人生経験がある者の方が、高齢者とのコミュニ
ケーションや家事スキルが高い

• 地元の就労先として、とりあえず

その結果・・・「誰でも出来る仕事」「資格があっても無くても同じ」etc・・・

介護の仕事そのものと、介護福祉士という資格の『価値』が

しっかりと積み上げられてこなかった現実

• 本当に誰でも出来る仕事なのか？
• 誰でもはできない仕事にしなきゃいけない
• 何故？⇒身内じゃなくて他人様の命と人生に関わる仕事だ
から

• さらにプロフェッショナルとして実践するならば、介護のクオリ
ティを担保しなければならない。対価に対する妥当性、再現性、
そして根拠が求められるから。⇒基本的な学びと継続的学びが不
可欠

ここがまさにやりがい！

「介護の仕事は〇Ｋだ！」

・・・誰が言った？

３Ｄ

これらに本質的な問題が
あるのではないか？



とある会話・・・その①
Ａ 『あら、久しぶり！お仕事は何してるの？』

あなた『介護の仕事してるよ』

Ａ 『へぇ～、それってどういうことする仕事なの？』

あなた『･･････ 』

さぁ～あなたは何と答えますか？

・・・その②
Ａ 『よぉ！久しぶり！お前介護の仕事してるんだって？』

あなた 『うん、そうだよ』

Ａ 『でも何であんな大変な仕事選んだんだよ～、下の世話とか
夜勤とかキツいんだろ？それに給料良くないんだろ?』

あなた 『･･････ 』

さぁ～あなたは何と答えますか？

• そもそも介護福祉士（介護職）が「何する人ぞ」ということ
を理解・自覚することが必要⇒自律（立）した専門職

• その上で、包括ケアシステムや共生社会の実現、または高
齢・障害・医療などのそれぞれの領域の中で果たすべき役割
を深化させることが必要

ここにあなたの答えを入れてください

ここにあなたの答えを入れてください

人を支えること
の意味



「福祉」が入っている介護福祉士

• 介護士ではなく介護「福祉」士であることの意義

• 介護の技術・知識・倫理を駆使して、国民の幸福の追求を支援する

専門職である

• その人らしい幸福の在り方を支える生活支援のプロフェッショナル

我々のアイデンティティ：コアとなる部分

専門性の
高度化

職責を果
たすなど

待遇・賃金が安いのに
専門性なんか無理！

業務独占にならない限り
ダメなんだ！

でも！
だって！
どうせ！

・いくらもらえれば満足か？
・そもそも何故賃金格差があ
るか？

・何を根拠にして訴えるか？
・賃金が安いから専門性は
不要か？

・介護サービスの質が低下し
てもしょうがないのか？

・業務独占⇒その資格を持っ
ていないと従事できない

・介護現場の実情や性質とし
て可能なのか？

・暮らしを支える場面におい
てブツ切りに出来るのか？

・介護福祉士しか出来ないこ
と（行為）は何か？

３Ｄ

可能性は無いのか？ある！！

・管理者などの配置要件や、包括の配置専
門職、介護計画作成は介護福祉士等
・能力を認めさせれば評価は上がると確
信！
・それを目指して研鑽するしかない！

介護専門職の新時代到来に向き合う
• 次世代型として養成される介護福祉士は、従来型が学んでいないことを学
ぶ

• 次世代型介護福祉士を指導する従来型介護福祉士はどうあるべきか？

• 介護福祉士法に定められている「資質向上の責務」を忘れてはいないか？

• 国民のニーズは時代と共に変容する

• 変化出来ないものは生き残れない・・・進化論



「宅老所よりあい」

「第２宅老所よりあい」

「よりあいの森」

よりあいの歩み
「宅老所よりあい」の簡単な歩み
1991年のことです。

大場ノブヲさんという一人の女性がいらっしゃいました。

大場さんは92歳で一人暮らしをされていたのですが、ぼけを抱えたことで社会から孤立し、行き場を失って
おられました。
そんな大場さんの居場所を作る。

それが「宅老所よりあい」のそもそもの始まりです。施設と呼べる場所もなく、最初は「伝照寺」というお寺
のお茶室を借りてやっていました。

大場さんに限らず、当時、ぼけ（認知症）を抱えたお年寄りたちに「行き場」と呼べる場所はありませんでし
た。既存のデイサービスでは対応できないことを理由に、利用を断られることが多かったのです。
そのため、当事者が孤立することはもちろん、その家族も、24時間365日、認知症の親を抱え込み、孤立し
ながら介護せざるを得ない状況にありました。

「宅老所よりあい」は、そういった社会のありようを背景に、いつのころからか、ぼけを抱えたお年寄りたち
の居場所となり、家族や地域の人々の拠点ともなっていきました。
現在は福岡市中央区地行、南区桧原、城南区別府の３か所で運営をしています。

第6回 ケアニン塾
特養よりあいの森(福岡) 施設⾧

宅老所よりあい 代表

村瀬孝生 氏



理念と呼べるものがあるとすれば

食べ物はおいしく食べたい。病院食のような管理された食べ物ではなく、普通の家庭料理を普通に食べ
たい。それもひとりぼっちで食べるのではなく、みんなで一緒にわいわい食べたい。
おむつに垂れ流しは嫌だ。おしっこ、うんこはトイレですっきり自分でしたい。
たのみもしないリハビリなんかしたくない。誰かが作った勝手な時間割で、自分の生活リズムを乱された
くない。

それより昼寝を楽しみたい。お茶菓子に手を伸ばし、ほおばっていたい。昔話にも花を咲かせた
いし、天気のいい日はふらりと外に出て、流れる季節を感じたい。
そして。できることなら。
住み慣れた街で最後まで自分らしく暮らしたい。見知らぬ場所で寂しく死ぬより、顔見知りの
人々がたくさんいる落ち着ける場所で、穏やかに寿命を迎えたい。
もし「宅老所よりあい」に理念と呼べるものがあるとすれば、そんな当たり前の願いや生活を
「できるだけ支援する」ということだけです。
高齢者をたらい回しにしない。隔離しない。縛らない。薬漬けにしない。老いの時間とリズムに
付き合い、孤立しやすいぼけを抱えたお年寄りと、その家族に付き合う。
そんな支援に努めています。

一人ひとりを支えることが始まった宅老所
そのケアを特養でも実践できている!

現在の特養「よりあいの森」では、利用者もスタッフも生き生きとして
いる
しかし、特養開設時採用の19名の職員のうち、18名が離職した
1人しか残らなかった・・・・
特養とはいえ、ケアは従来の宅老所「よりあい」と同じ。

決まったプログラムはなく、入所者は自宅にいるように思い思いに過ご
す。
職員も入所者に寄り添ってその思いをくみ取る。

そのことができるスタッフの育成は、単なる座学等の研修では出来な
かった。
取り組んだことは、

スタッフが自ら考え、関わり、楽しむこと
時間はかかったが、これができるようになって、離職はなくなり、ケア
は安定した。
そのために事業所が取り組むこと⇒環境整備が大事
関係を築き易い設え
働きやすさ

更に
村瀬さん「地域に介護を返し、将来の高齢者が老人ホームに入らないで
済むための老人ホームにしたい」

よりあいのケア



はなのいえを初めて少しずつ感じ始めたこと・・・
はなのいえだけでは、限界がある。
福祉サービス（制度）だけでも限界がある。
本人支援を行うには・・・本人主体の考えが必要だと思う。
サービスは、家族支援（援助者支援）になりがちである。
本人が当たり前に地域で暮らせるように・・・
地域の力 家族の力を一緒に共有することが、大切であり
必要な分だけ、福祉サービスがプラスされることが
望ましいのではないだろうか？・・・
そのためには・・・
地域で支え合えるネットワーク作りが必要！

理事長 内海 正子

を中心とした地域のネットワークの構築

本人

地域の力

第7回



心身のケ
ア

と維持

くらしの
関係づく

り

・本人のできにくくなったことを ・本人のできることを見つける
どう支援するか伝える。 ・本人の役割を見つける。

この２つを、毎日の暮らしの中で臨機応変に考えて対応している。

必要な支援って何だろうか？・・

・サービスはあっても必要な支援に繋がらない。
・一人ひとりに対してその時々に柔軟な支援をしてくれるところがない。
・サービスとサービスの狭間を埋める支援があれば助かるのに。

こんな声がたくさんあった・・・・

はなのいえで大切にしてきたこと

・大したことはないけれど本人にとって必要な支援を必要な時に
・高齢者・障がい者・子ども、いつでも誰でも・・
・その時々のニーズに合わせた自主事業も含めたオリジナルサービス

・サービスとサービスの狭間を地域で支援していくことで地域で
暮らしていけるようになる。

・お互いに助けあえる地域作りができるようにしていく。

実は、隙間だらけで困ってる！！
地域作りが必要

地域のネットワーク作りへ

本人の生活を支援するには・・



地域に必要なことを始めると
地域が変わります。
地域が変わればそこに仕事や役割が
生まれ、新たな循環が始まる。
お年寄り 役割 障がい 働く場
地域 集まる場 活気 やる気

研修の
様子



レストランができたことで・・
子供とお年寄りとの間を繋いでくれる
新しい就労メンバーが増えました。
そして、スタッフも地域もはなのいえもできることが確
実に増えました。
必要なことはその地域やその時々によって
違います。
しかし、そうやって積み上げてきた地域の
ネットワークは確実に広がりました。

最初はレストランのお客さんだった
ご近所さんが今では・・
・レストランスタッフ
・就労継続支援B型の送迎スタッフ
・レストランのコーヒーマスター
気が付けば、いろんな人が・・
はなのいえスタッフになっていました。

レストランでの出会いが・・
次のステップに・・就労場所の拡大へ
・さをり織り
・農園・竹林の保全
・アンテナショップ
・新しい居場所
・内職仕事
仕事がどんどん増えていきます。

一つ一つ作ってきた個々との繋がり♪その点が少しづつ線になり 10年過ぎ
たころから面になってきました。
だからこそ、変化のスピードもどんどん加速してきました。
だからと言って、一人ひとりに合わせた柔軟な対応は変わることは
ありません。



なぜ宅老所だったのか

「その人がその人らしく人生を生き切り

その人らしい最期を迎えてもらう」

この実現のための手段が「宅老所」だった

認知症の人を支え続けて

NPO法人グループもみじ
理事長 田中正廣

第8回ケアニン塾

無形から有形へ、その実践が新たな可能性を生み出した

地域密着、小規模多機能、

「ひとりの人の最期を飾る」を実現

宅老所は現在進行形で進化している

良き実践は
進化する



とし造さんの言葉
「俺たちはな、死ななくては
ならないんだよ、
お前そのこと分かるかい？
わかった上で付き合ってくれ
るのかい？」

「おれはお前と出会えてよかった、もう安心だでね」

（家族）私たちは「もみじ」さんと出会えて幸せです、
出会えてなかったと思うと‥‥

研修の様子



離職する前に

あなたに出会えてよかった・・・・・

お一人ひとりの顔が浮かびます

そのような支援を目指しませんか

スタッフが自ら考え、関わり、楽しみましょう

ひとりではありません
一緒に取り組みましょう

一歩一歩

地域の繋がり作りを始めたことがきっかけで
地域の人の気持ちは少しづつ変わってきました。

急がず！あきらめず！ゆっくり！
まずは、自分達から動き始める。

そして・・
地域が動き始めるまで待つ！

無理やり動かすと離れていきます。
今あるものをじっくりと観察して

その地域の強みを生かした援助をしてみてて下さい！
その地域だからこそできることがあるはずです。

ケアニンには仲間が必要です。多くの人達と共に歩みましょう

介護職員の離職率 16.7%

他業種との比較においても高い現状

離職者の4割が勤続年数1年未満

介護労働安定センター調べ 2017年



熊本県地域密着型サービス連絡会

(本事業の担当)

小規模多機能部会

連絡先:熊本市東区戸島西1-23-63

℡096-214-6600、Fax096-214-6603

来年度もスタッフの定着に向けた取り組みを
行います。
皆様のご参加をお願いします。


