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― 振り返り確認シート ― 

 

このシートは、各施設・事業所で人材の確保・育成・定着を図っていく上で、自分たちの取り組みを振り返り、

確認するために作成されています。シートは 2つのテーマ（1職場の雰囲気、2職員育成）で作成されています。 

それぞれの設問の回答は 5段階になっています。（設問の回答の基準は最終頁を参考にしてください。※2） 

【5十分にできている。 4できている。 3おおむねできている。 2ほとんどできていない。 1できていない。】 

また、設問の横には、主に管理職向けの場合には【管】と付いています（※1）。それ以外は原則、福祉・介護に

従事するすべての人が対象となります。 

 

１ 誰もが働きやすい職場の雰囲気づくりについて 

A 職員や地域に開かれた“組織風土”づくり 

何よりも挨拶できることが基本にある。  □5 □4 □3 □2 □1  

中堅層がいきいきと働いている。  □5 □4 □3 □2 □1  

相談・情報共有・気になったことを尋ねられる環境づくりを意識している。  □5 □4 □3 □2 □1  

方向性や立ち振る舞いが共有化されている。  □5 □4 □3 □2 □1  

実習生にありのままを見てもらっている。  □5 □4 □3 □2 □1  

学生などが参加しやすい実習や行事を企画している。  □5 □4 □3 □2 □1  

B 職員間のコミュニケーションや一人ひとりの“人”を尊重した働きかけの実行 

【管】仕事をする上で適正な体制・配置を整えている。  □5 □4 □3 □2 □1  

【管】職員の不満や意見に向き合っている。  □5 □4 □3 □2 □1  

【管】普段から職員の状態を把握し必要に応じて声かけや悩みを聞けてい

る。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

実習やインターンシップ等の体験を組織全体で迎えている。  □5 □4 □3 □2 □1  

自信をもって実習生やインターンシップの学生等の対応を任せられる職

員がいる。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

C 情報提供 

利用者支援の場面をはじめ職員間の情報の共有化を大切にしている。  □5 □4 □3 □2 □1  

記録作成の内容や方法のあり方など、職員間の連携・チームアプローチを

意識した取り組み・工夫を行っている。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

自分たちの成果を一人ひとりが発信できている。  □5 □4 □3 □2 □1  

表現はポジティブにしている。  □5 □4 □3 □2 □1  

D 就業環境 

【管】職員の就業状況が変わっても、それに対応したシフトを提案できて

いる。 
 □5 □4 □3 □2 □1  
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２ 職員育成について 

（１）職員育成の基本的な取り組み（方法） 

A-1 評価（自己評価と人事考課）―現状を見つめる、課題を確認する。 

キャリアパスが構築されている。  □5 □4 □3 □2 □1  

職員が自己目標を立てる仕組みがある  □5 □4 □3 □2 □1  

職員が自己評価する仕組みがある。  □5 □4 □3 □2 □1  

目標設定や自己評価をきちんと聞き、アドバイスする役割を担う人がい

る。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

目標設定や自己評価に対してアドバイスする人（リーダー層・管理職）を

支える仕組みがある。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

自己評価をふまえて業務評価の仕組みがある。  □5 □4 □3 □2 □1  

A-2 研修（職場内研修〈階層別・課題別〉―課題をクリアするために集団で学ぶ。 

職員のキャリアパス（育成計画）がある。  □5 □4 □3 □2 □1  

計画的に外部研修に参加できる仕組みがある。  □5 □4 □3 □2 □1 

職場内の研修を自ら計画して行っている。  □5 □4 □3 □2 □1  

A-3 個別支援（エルダー・プリセプター・スーパービジョン等）―課題をクリアするために個別指導。 

コミュニケーションがスムーズになるような機会づくりや研修等を実施

している。 
 □5 □4 □3 □2 □1 

個々の職員が孤立しないように人的ネットワークを構築し、参加できてい

る。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

 

（２）職員育成のために組織として整理すること 

B-1 目標作成―組織が望む職員像をはっきりさせ、組織で共有化する。 

法人の掲げた理念が根付いている。  □5 □4 □3 □2 □1  

そのためのチーム運営、風土づくりが出来ている。  □5 □4 □3 □2 □1  

“ゆとり”を大切にしている。  □5 □4 □3 □2 □1  

B-2 標準モデルの作成―目標を分かりやすくするために、階層や職種ごとに標準モデルを設定。 

入職一年後の到達モデルがある。  □5 □4 □3 □2 □1  

中堅・リーダーに求められる職務内容を示す職務基準が提示されている。  □5 □4 □3 □2 □1  

B-3 目標を達成するために、組織で行うことを確認する。 

“居心地が良い”職場を心がけている。  □5 □4 □3 □2 □1  

職員が“一緒に頑張る”職場を心がけている。  □5 □4 □3 □2 □1  

誰に対しても“ウェルカム”な雰囲気づくりを心がけている。  □5 □4 □3 □2 □1  

理想に向けて、実践することが大事だと伝えている、また考えている。  □5 □4 □3 □2 □1  
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（３）職員育成をしていくための有効なアプローチ 

C-1 職員一人ひとりの思いや実現したいことを聞き、その達成に組織として寄与する。 

職務上必要な能力について、階層別の職能基準として提示されている。  □5 □4 □3 □2 □1  

職務上必要な知識及び技術について、階層別・役割別の能力開発目標が提

示されている。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

C-2 チームアプローチにつながる仲間づくりや他組織の職員との交流の機会づくり 

地域の中で、ともに育つ仲間の必要性を認識している。  □5 □4 □3 □2 □1  

同じ立場の参加者がいる外部の研修に積極的に参加している。  □5 □4 □3 □2 □1  

ケース検討会等組織内や地域の中で他職種と関わる機会には積極的に参

加している。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

C-3 リーダーの育成とリーダーを孤立・疲弊させないアプローチ 

マネジメントをする職員を意識的に育てる環境、体制がある。  □5 □4 □3 □2 □1  

チームアプローチのためのコミュニケーションを重視するとともに話し

合いの機会づくりを大切にしている。 
 □5 □4 □3 □2 □1  

組織の中でリーダーになるための役割や業務分担などを整えている。  □5 □4 □3 □2 □1  

多様な人材を迎え入れる環境を整えている。  □5 □4 □3 □2 □1  

 

※1：「管」がついている場合で、職員の視点から「整えられている」「向き合う・色々と話しができる体制が

ある」と言いかえての活用もできます。 

 

※2：設問の回答の考え方はおおむね次のとおりです。 

 

  「5 十分にできている。」・・・体制や内容が充実し、職員をはじめ理解・認知度も高く、それを 

                 ふまえ様々なことが十分に実施されている状況。 

  「4 できている。」・・・・・・体制や内容があり、一定の取り組みがされている状況。 

  「3 おおむねできている。」・・体制や内容はあるが、職員は「知っている」程度で、それに基づく 

                 具体的な取り組みは十分とは言えない状況。 

  「2 ほとんどできていない。」・形態はあるが、認知度は低く組織として内容の更新や検討はされて 

                 いない状況。 

  「1 できていない。」・・・・・体制や内容など組織として取り組んでいない状況。 


