
仕事等級基準書 生活介護課（寮母職） ＮＯ．１
副主任 主任 課長

１等級 2等級 3等級 4等級 5等級

２．利用者の家族から積極的に
情報収集して利用者や家族の希
望や意向を把握できる。

１．消耗品や備品の使用が無駄
なくできるように、管理できる。

２．経費節減の提案について助
言し、まとめて上司に提言でき
る。

１．ケース会議に出席して、全体
を把握する立場からの提案と意
見の表明ができる。

個別ケアプラン
作成とその実
践の徹底

成
果
・
業
績
項
目

３．ケース会議の資料となる素案
について、部下に指導ができる。

２．ケース会議に出席して、全体
を把握する立場からの意見が言
える。

ベッド稼働率向
上への貢献

経費削減の推
進

利用者満足度
の向上

２．ケース会議で他の出席者と活発、柔軟に意見交換して具体策
作成に貢献できる。

３．他の職員へのケアプランの周知徹底を図り、変更が必要となっ
た時は上司に提言できる。

１．担当の利用者や家族に日常的に接触して意向を聴取して、上
司や他の職員と相談の上でアセスメントと具体的対応策の素案を
作成して提出し、ケース会議の準備ができる。

３．ケアプランの周知と徹底、変
更の必要性等のチェックができ
る。

２．ケース会議の資料となる素案
について、部下に指導ができる。

１．経費削減目標に向けた経費
の把握をして、経費削減計画の
立案ができる。

１．自己の担当するケースに関し
て、左記の対応ができると共に、
全フロアのケアプランについての
周知と徹底、変更の必要性等の
チェックができる。

１．消耗品や備品の発注に当っ
て、経費削減を考慮した選定が
できる。

２．経費削減計画の実行、部下
への指示ができる。

１．自己の担当するケースに関し
て、左記の対応ができると共に、
担当フロアのケアプラン全体につ
いて、周知、徹底、変更の指導が
できる。

２．ショートステイのケアプラン立
案を主となって行う。

１．電気・水道等のこまめな消灯や止栓を実施して無駄のない使用
ができる。

２．消耗品や備品をていねいに扱える。
３．経費節減について1年に1件以上提案できる。

１．入所希望者への連絡・面接
等、受付担当者との連携ができ
る。

２．急な入所者の状態を把握して的確に対応すると共に、他の職員
に連絡して情報の共有化を図ることができる。

１．次期入所者に向けて速やかにベッドや居室の準備ができる。

１．次期入所者に向けて、速やか
に居室とベッド位置の決定や居
室移動等の準備ができる。

２．入院等で空床になる可能性
のあるベッドについて、受付担当
者に報告相談できる。

１．次期入所者の準備について、
速やかにフロア間の調整をする
ことができる。

２．入院等で空床になる可能性
のあるベッドについて、受付担当
者に報告相談して前もって準備
しておくことができる。

２．稼働率向上の方策を検討し、
取組みを受付担当者や部下に指
示できる。

１．利用者や家族に不満がない
か常に気を配り、満足度調査の
企画ができ、必要と判断した時に
は、即座に改善計画の策定や部
下指導ができる。

４．利用者に明るく接し笑顔を引き出す対応ができる。

２．利用者の求めに対してできるだけ待たせずに対応できる。
３．利用者の話を傾聴できる。

１．利用者の希望や食事、服装、活動等の好みを引き出して把握
し、報告することができる。

２．満足度を向上させる観点から
事業計画の立案ができる。

１．利用者や家族に不満がない
か常に気を配り、必要と判断した
時には、即座に業務改善や部下
の指導を行うことができる。

２．利用者の希望を実現する企
画を提言することができる。

１．利用者の希望や好みに応じ
た介護を実現するために部下に
指示したり、業務改善ができる。

部門の中核として部下をよくまと
め、施設方針の徹底とその目的
達成に向けて貢献が期待できる
クラス

部門管理の直接的責任者として
全体の運営に気を配り部門目標
達成に向け十分な成果を期待で
きるクラス

施設の方針をよく理解し、主任補
佐として部下をよくまとめ自らの
業務の遂行と部下指揮が行える
クラス

一般

施設の方針を理解でき、上司からの支持のもと定型的介護業務を
誠実に遂行できるクラス

統括イメージ



生活介護課（寮母職） ＮＯ．２
副主任 主任 課長

１等級 2等級 3等級 4等級 5等級

３．拘束禁止を推進できる。

１．看護職の指示に従った対応と報告ができる。

１．部下の仕事の把握、評価に
基づいて研修計画が立てられ
る。

２．共通業務マニュアルの作成
ができる。

１．実習生の年間受入計画を
立てることができる。

２．学校との打合せや実習費
等の事務処理の管理ができ
る。３．教員等の打合せや反省会

の実施ができる。

ヒ

ュ
ー

マ
ン
・
ス
キ
ル

プ
ロ
セ
ス
項
目

１．副主任・主任に対してスー
パービジョンができる。

２．フロア業務マニュアルの作
成ができる。

１．後輩に対して、定型的業務を具体的に教えることができる。
２．（※２等級のみ）新人職員を一定期間継続して指導できる。

１．部下の仕事を把握し、ＯＪ
Ｔ・個別面接等による指導や評
価ができる。

１．ボランティアのメンバーや内容を把握している。
１．ボランティアの内容の見直し
や新規要請の提言ができる。

２．実習計画を立てることがで
きる。

１．事故防止マニュアルを主と
なって作成し、部下を指導でき
る。

２．事故予防に必要な機器の
情報収集や導入の計画ができ
る。

１．クレームに対してていねい
に応対し、謝罪したり相手の感
情を和らげることができる。

２．クレームに対して即座に改
善策を講じたり、部下指導を行
い上司に報告ができる。

３．拘束禁止規定を踏まえた事
故防止策の実施、指導ができ
る。

３．拘束禁止規定を周知するこ
とができる。

部下の育成・指
導

介護事故防止
への取り組み

１．事故防止マニュアルを元
に、個別ケースの安全策の実
施、部下への指導ができる。

２．フロア利用者全体に気を
配った安全対策の実施や優先
順位を部下に指導できる。

２．利用者の状態に気を配って事故の危険性を予見し、安全策
を講じる共に他の職員に連絡することができる。

２．実施計画の予定にそった指導ができる。
３．（※２等級のみ）個別援助実習に関する助言ができる。

ボランティア、
実習生などの
適切な受け入
れ対応

１．ボランティアが円滑に活動
できるように職員と仲介をする
と共に、内容が適当かどうかの
チェックができる。

２．個別援助計画実習に関す
る立案の指導ができる。

３．事故の報告が速やかにできる。
４．安全対策の提案ができる。

１．事故予防マニュアル等にそった環境整備や介護、緊急時の
対応ができる。

一般

コ
ン
セ
プ
チ
ャ
ル
・
ス
キ
ル

１．クレームがあった場合は、ていねいに応対し、速やかに上
司に報告ができる。

ターミナルケア
への十分な取
り組み対応

３．利用者の尊厳に配慮して着衣や環境を清潔にできる。
４．家族に適切な態度で接することができる。

２．（※２等級のみ）同僚に対して、改善点の指摘ができ、後輩
の模範となれる。

１．マナー応対方針、マナーチェック表に基づいた言葉遣い、態
度、身なりで仕事ができる。

１．クレームに対してていねい
に応対し、謝罪したり相手の感
情を和らげることができる。

２．クレームに対して再発防止
策を検討したり部下指導を行い
上司に報告ができる。

１．ベッド周辺にその人のなじ
みの品を置いたり音楽をかけ
たりして、終末を迎える環境を
整えるように部下に指示でき
る。

１．看護職、相談員と連携を取
り、寮母職の対応を指示し、上
司に報告ができる。

２．利用者の安楽に配慮した介護や言葉かけができる。

１．事故防止のための日常業
務全体のチェックや見直しを行
い、事故統計も活用して改善
策を推進する。

３．見送りの実施を主となって
行える。

２．家族への精神的援助がで
きる。

１．家族の意向に合わせて、他
職種と連携してターミナルケア
の方針を立て部下に指示でき
る。

２．設備も含む中長期の改善
策を計画すると共に、必要と判
断した時には即座に業務改善
や部下指導が行える。

１．クレームを分析して業務改
善に結びつけたり部下指導が
できる。

３・クレームに関して当事者や
家族と交渉ができる。

２．クレームを上司に報告でき
る。

サービスマナー
の徹底

利用者及びそ
の家族などへ
のクレーム対応

１．全体的な視点からのマナー
改善の重点取組み策を、立案
実行できる。

２．日常的に部下のマナーを把
握し、ＯＪＴ・個別面接等による
指導や評価ができる。

２．家族に対して適切な言葉か
けや看取る環境の整備ができ
る。

２．死後の見送りに必要な対応
を部下に指示できる。

１．ＴＰＯに応じた優れたマナーで部下の手本となれる。
２．日常的に部下のマナーを把握し、ＯＪＴ・個別面接等による
指導や評価ができる。

３．（※４等級のみ）全体的に改善の必要な点についてのチェッ
クを行い、提言できる。



生活介護課（寮母職） ＮＯ．３
副主任 主任 課長

１等級 2等級 3等級 4等級 5等級

１．介護福祉士の取得 １．介護福祉士の取得
１．二級ヘルパーの取得 １．介護福祉士の取得 １．介護福祉士の取得 ２．ケアマネージャーの取得 ２．ケアマネージャーの取得

１．適切な介護サービスを提供
しているかを日頃からよく観察
して全体チェックを行い、必要
に応じ、適切な部下指導が行
える。

１．家族懇談会の企画や家族
への連絡文書を計画的に作成
することができる。

１．利用者の生活全体の中で
の余暇活動の日程やあり方に
ついて全体チェックして、日課
や週間・年間計画等の事業計
画の立案や見直しができる。

余暇活動の充
実化に向けて
の取り組み

家族とのコミュ
ニケーション（イ
ンフォームドコ
ンセント）

１．利用者のニーズに応じてクラブ活動参加者の選定や見直し
ができる。

３．適切な介護サービスが提供できるための業務計画が立てら
れる。

２．（※４等級のみ）看護婦と連携を取り、今後予想される状況
について家族に説明できる。

一般

資格・知識の取
得

１．下記基本介助技術に関し上位者からの指導の下、的確な
業務遂行ができる。

（１）整容、食事、排泄、入浴、移動、離床などの生活関連介助
が業務マニュアルに沿って適切に行える。

２．介護保険制度の基礎的な
理解があり、要介護認定調査
において個々の利用者の状態
を的確に情報提供できる。

２．介護保険制度の基礎的な
理解があり、要介護認定調査
において個々の利用者の状態
を的確に情報提供できる。

テ
ク
ニ
カ
ル
・
ス
キ
ル

２．（※２等級のみ）行事の実行委員として、他の職員と協力し
た上で主となって計画実施することができる。

１．クラブ等の活動の予定と参加者を把握し、日程に合わせて
活動参加の援助ができる。

１．介護サービスについて家族に説明し同意を得ることができ
る。

１．日常行われている介護サービスの狙いや、趣旨をよく理解
した上で、問題や改善点が認められたときはミーティング等で
積極的に意見を出し、サービス内容の見直し提言が行える。

１．常日頃より、利用者満足度および効率性といった観点から
介護サービス内容の見直しに気を配ると共に、部下からの提案
を働きかけて改善策をまとめ実行したり、上司に提言が行え
る。

１．常日頃より、利用者満足度
および効率性といった観点から
介護サービス内容の見直し改
善に気を配り、必要と判断した
場合は即座に業務改善や部下
指導が行える。

２．新しい行事の企画ができる。

３．介護保険制度をよく理解し
ており、要介護度の変更等の
チェックができると共に基本的
な請求業務ができる。

２．介護保険制度の基礎的な
理解があり、要介護度の変更
等のチェックができると共に請
求業務の補助ができる。

３．社会福祉士又は主事の取
得

４．介護保険制度をよく理解し
ており、応用的な請求業務もで
きる。

プ
ロ
セ
ス
項
目

介護技術の向
上

既存の介護
サービスの見
直し提言

２．家族に利用者の現状を的確に伝えることができる。
１．家族に積極的に挨拶し、顔ぶれを把握することができる。

（２）体位変換などの「機能保持」が的確に行える。
（３）部屋の清掃、ベッドメイキング、温度調整、換気などの「環
境整備」が行える。

（４）（※２等級のみ）利用者の個別性に応じた装飾品等のアメ
ニティに気を配ることができる。

１．左記介護基本技術の一般的習得はもちろん、利用者個々
人の多様で複雑なケースに対しても的確かつ臨機応変な介護
対応力を有している。

２．部下の介護技術力を日常より的確に把握しており、業務振
り分けなどの際にも介護力を把握した上で本人の成長に繋が
る振り分けが行え、かつ必要に応じ、適切な部下指導が行え
る

４．（※４等級のみ）業務計画のフロア間の調整、統一化の取組
みができる。

５．介護技術マニュアルの作成ができる。


