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２ 社会福祉法人あかね  中村 剛 ３ 

３ 社会福祉法人あかね  矢橋 拓哉 ４ 

４ 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 中村 厚詞  ５ 

５ 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 籏町 咲子  ８ 

６ 社会福祉法人永寿荘 瀬戸 啓太 １０ 

７ 有限会社エイミ 髙山 美咲  １２ 

８ 株式会社笑顔いちばん 阿南 智美 １３ 

９ 株式会社笑顔いちばん 辻 千鶴 １６ 

１０ ever onward合同会社 小山 莉勇矢 １７ 

１１ 社会福祉法人櫟会 川畑 拓郎 １９ 

１２ 社会福祉法人櫟会 本村 健祐 ２０ 

１３ 社会福祉法人敬昌会 吉川  絵美 ２１ 

１４ 社会福祉法人江寿会 齊藤 渚紀 ２３ 

１５ 株式会社山陽グローバルパートナーズ 長光 研二  ２４ 

１６ 株式会社太長会  若井 晃 ２８ 

１７ 社会福祉法人致遠会 平田 祐喜 ３１ 

１８ 株式会社つるかめ 東海林 佳奈 ３４ 

１９ 社会福祉法人貞徳会 横山 美雪 ３７ 

２０ 社会医療法人博愛会 福岡 ひとみ  ３９ 

２１ 株式会社芳野ケアサポート 藤本 隆  ４１ 

２２ 株式会社 琉球の街 島 勝司 ４２ 

 



    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会福祉法人あかね 氏名 坂根 孝之 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

ショートステイ稼働率１２０％安定作戦 

実践のきっかけ 

特養ご利用者様の入院や体調不良によるキャンセルなどにより空床が増え

なかなか稼働率 120％安定が難しい為。 

目標 

毎月、稼働率１２０％越えを目指す！ 

実施内容 

（または実践計

画） 

【現在取り組んでいる内容】 

・空床の FAX、ウェブ案内(他事業所) 

・アマルネス SSのブランディングイメージの定着化(他事業所) 

・定期ご利用案内、定期ご利用者分析、体験ご利用案内 

・日々の稼働率、空床確認、予測 

【強化すべき内容】 

① 平均利用日数の短縮(※最重要課題) 

② 他事業所紹介率、紹介エリアの分析 

 

実践の結果 

①今まで定期の獲得に集中し、定期ご利用者の泊数の意識が薄かったた

め、ロング数 3本、毎週 5泊 6日定期数 3本、毎週 4泊 5日定期数 5

本、その他 9本を 3泊 4日以内で案内することで 1日 20床の場合、最

低 124％の稼働率を死守することができる。124％を基本の数字と考え

ることで急な特養の空床にも対応でき最終 120％以上の着地ができるよ

う分析していく。 

定期ご利用者様管理ツールを利用しつつ上記の数字意識してみると課題が

浮き出てきた。現在、ロングが 1本多く、4泊 5日定期も 1本多い状態

であり、そこが 120％を死守できない理由であることが分かったため、

数字の見える化をすることで稼働率上昇の課題を知ることができた。 

②現在分析中 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会福祉法人あかね ロータス・ガーデン 氏名 中村 剛 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

コロナ感染症！懸念休止者予防作戦 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

コロナ感染症の影響で休止者増加し実績が急降下 

 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

コロナ感染症を懸念して休止される利用者を 15名以下へ（8/1 現在 7名） 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＜取り組み＞ 

①感染予防対策の見直しを行った。その結果、利用者間に飛沫予防シートを設置する事になっ

た。 

②感染予防対策（飛沫予防シートを設置している風景）のチラシを作成し利用者に配布を行っ

た。 

③営業担当と連携を行いケアマネへアプローチを行った。 

④短時間のケアマネの施設見学再開（追加） 

⑤外出イベント再開の検討（追加） 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

①従業員の感染予防意識が高くなった。 

②消毒など業務量が増加、従業員の負担増えた。 

③9/9 現在コロナ感染症を懸念されて休止される方は 8/1 から 3 名増（計 10 名） 

（ピーク時はコロナ感染症を懸念し休止者３３名） 

④家族様の反応が良い（ここまで対策していただけたら安心して利用できる等意見を頂いた） 

⑤営業のタイミングや説明の仕方を誤ると悪いイメージや不快な感じに取られるケースがあ

る。 

 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 

＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会福祉法人あかね 氏名  矢橋 拓哉 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

新規・人材 W 獲得 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

新規依頼のニーズが既存利用者の時間帯と重なり断らざるを得ないケースが

あった 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

新規 5 件 

人材 3 名獲得 

実施内容 

（または実践計

画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

① 現シフトに隙がないか見定める 

② 新たな人材確保 

③ 空き情報を外部居宅に周知し、ピンポイントでの新規獲得 

④ 新規だけにフォーカスするのではなく、既存利用者の時間区分・回数増の提案 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

① 登録ヘルパーに出勤回数を増やせないかの交渉。12 人中 2 人の稼働時間増。 

② 営業担当・本社人事部と直接話をし法人 HP に求人募集掲載。またハローワークに営業

にいき担当者と顔つなぎを行う。また他部署に登録ヘルパー稼働依頼を相談し 2 名獲

得。 

③ 空き情報にて 2 件の新規を獲得。 

④ 既存利用者にアプローチし 4名追加。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 
社会福祉法人 安曇野市社会福祉協議会 

デイサービスセンター豊科 
氏名 中村 厚詞 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

目指せ稼働率 80 パーセント！！ やるなら今でしょう～ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞7 月から 9月の現状を分析して 

■7 月分（実績）延べ利用者数（829人）÷実利用者数（109 人） 

平均利用者数 7.6回  稼働率 66.7％  キャンセル率 7.7％ 

■8 月分（実績）延べ利用者数（781人）÷実利用者数（104 人） 

平均利用者数 7.5回  稼働率 63％  キャンセル率 12.2％ 

■9 月分（予定）延べ利用者数（861人）÷実利用者数（105 人） 

平均利用者数 8.2回  稼働率 71.7％ キャンセル率 未定 

＞キャンセル内容として、都合、受診、体調不良の順に多くなっている。 

＞曜日別で確認すると、7 月は火曜日のキャンセル率が他の曜日より高く、

8 月は火曜日、金曜日のキャンセル率が高い。 

＞8 月は月の中旬から下旬にかけキャンセル率の値が高くなる。また、4月

から 8 月のキャンセル率を分析し、月によりかなりキャンセル率にばら

つきがある事が判明する。特に 4 月はキャンセル率が 15.7％と分析し

た中で一番高い数値であったが、新規利用者は 8 人増やしている。 

＞新規利用者について 

■7 月⇒新規 3 名、利用中止 4 名（週 3回以上の利用者 3 名含む） 

   （お試し利用 1名は新規利用に繋がる。） 

■8 月⇒新規 5 名、利用中止 2 名 

   （お試し利用 4名は新規利用に繋がる。） 

※色々な情報をもとに分析した結果、キャンセル率のダウン及び稼働率の

アップが急務に取り組むべき内容と分かりました。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞稼働率 80％を目指していく中で、新規利用者の確保は重要。また、利用

者が増える事で今まで行っている業務の見直しを行ない職員意識の改革

に取り組む。特色である「歩行に特化したデイ」の宣伝、報告のアップ。 

5



    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

実施内容 

（または実践計

画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＞実践計画として 

■「歩行に特化したデイ」の特色を全面に出し新規使用者を確保する。 

①稼働率に大きく影響を及ぼしている日曜日の利用者数を増やす。 

②豊科デイ「歩行に特化したデイ」で個別機能訓練に力を入れている事は

ケアマネジャーには知られつつあるが、外部事業所のケアマネジャーか

ら「機能訓練は実施してくるえるのか？」と問い合わせが聞かれる。ま

た、PT/OT がいる事も知らない外部事業所がある。取り組んでいる内容

を今後月の半ば（15日頃）に機能訓練士が事業所に訪問し情報を伝えて

くる。（検討中） 

⇒体力測定を要支援、要介護の方を対象に 7 月、10 月、1 月、4 月と 3

ヶ月で行う。実施した内容は一覧表にして担当ケアマネジャーに実績で

配る。（8月の実績の際に一度配る。） 

⇒7 月に行った体力測定結果を 8～9月を使い情報の整理をする。 

⇒10 月に 2 回目の体力測定を実施するため、7 月との比較数値、数値か

ら見えてくる様々なリスク、向上した点をケアマネジャーに提示してい

く予定。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞進捗状況として 

①日曜日の枠を広げた事で新規に繋がる問い合わせが数件あり。予防の受

入先がないと問い合わせがあり、日曜日を提案したところ新規に繋がり

今後も積極的に受入を行う。まずは目標利用者 15 人 

⇒内部ケアマネジャーより外部ケアマネジャーの受入を増やすことで宣伝

効果に繋がった。 

⇒日曜日の利用者が増える事で、職員の調達（日曜日勤務できない職員も

多い）が難しくなってきた。 

②体力測定はすでに他事業所（デイケア、リハビリ特化デイ）で実施してい

ることもあり大きな反響は見られていないのが現状。そのため、豊科デ

イ「歩行に特化したデイ」の特色をさらに出す目的として、体力測定を実

施している利用者を対象に機能訓練士からの提案で「TUG」や「MMSE」

の数値に及第点
きゅうだいてん

を設定し、その数値を下回った方のみ、「FRI-21」の簡

易的検査を用いて転倒のリスクを数値化して行く方向。方向性としては

10 月に入って体力測定を実施し、及第点に達しない方のみ「FRI」を実

施。転倒リスクも数値化して 11 月上旬にケアマネジャーに報告。 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

③新規利用者を増やした事で職員から「業務が増える」等の意見が聞かれ、

「大変」の言葉しかきかれず職員に危機感が見られないのが現状と分か

る。業務の見直しをしながら職員の意識改革を継続していく必要がある。 

⇒稼働率 80％を達成するためには、今の一日平均利用者数 26 人を 32人

まで引上げる必要があり、業務意識を変えるため、職員枠を 1 人削り忙

しさに慣れてもらう等の対応も現在検討中である。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 安曇野市社協デイサービスセンター堀金 氏名 籏町咲子 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

内から外へ  ケアマネへ猛アピール 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

稼働率を把握せず曖昧な利用者登録 

ケアマネアプローチのマンネリ化があり、内から外への発信ができていない 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

① 稼働率 80％以上目指す 

② ケアマネリストの作成  

③ ケアマネへの報告書作成 

④ アプローチブック、パンフレットの作成 

⑤ ケアマネ対象の内覧会を実施 

実施内容 

（または実践計

画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

① 稼働率 80％以上目指す 

曜日ごとの登録者の分析 

実績報告日や電話にて近況の空き情報を提示し新規利用者の獲得を行う 

② ケアマネリストの作成 

具体的にランクを付け営業方法を検討（9 月） 

③ ケアマネへの報告書を検討 

ケアマネの関心を引くような写真付きの報告書 

手間がかからず簡単に作成できるもの（10 月末） 

④ アプローチブック、パンフレットの作成 

ウリとなる「自己決定、自己選択」を組み込み魅力ある内容にしたい 

ウリになる内容が職員間でバラつきがある。共通した意識の中で実施しないと

ぶれてしまう。各職員がウリについて説明できるまで時間をかけて作成した

い。見本となるアプローチブック、パンフレットは同時進行で行う（1 月末） 

⑤ 内覧会については③ができたところで行いたい（内から外へ）（3 月中） 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

① 利用回数は良かった。稼働率 80％にするには半年間で新規利用者を１ヶ月３

名ずつ増やすことが明確になった 

② ケアマネリストを作成したことで営業方法が見えてきた。 

③ ケアマネ報告書は検討中。簡単に記入できるものにしたい 

④ 第１回目研修の「ウリ」について時間をかけて検討している為、アプローチブ

ック、パンフレットの作成まで至っていない 

⑤ ④が明確でないと内覧会もできない。３月末までには実施できるようにして

いきたい 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 有限会社エイミ 

デイリゾートMOMOYA オアフ 

氏名  

髙山 美咲 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 
特別企画で水曜日を盛り上げよう！！ 

実践のきっかけ 

月～土の中で水曜日の登録人数、稼働率が圧倒的に低い。 

30人定員のところ、水曜日の登録人数は 17人。 

入院中の方や通所拒否のある方も居るので、ご利用人数は地質毎週 14～15人程。 

水曜日のご利用人数を増やしたい。 

目標 

30人定員のところ、水曜日の登録人数は 17人。 

来年 4月までに、登録人数２２人を目標としたい。 

実施内容 

（または実践計画） 

・他曜日では実施しない、特別感のあるような水曜限定企画を検討 

→居宅へ月 2回郵送しているチラシで、企画内容を宣伝する。 

 →郵送チラシには、毎回各曜日の空き状況を載せる。 

・曜日追加・新規利用をご検討の方には、水曜企画のご案内をする。 

実践の結果 

・水曜限定【駄菓子屋さん】と【湯めぐりイベント】を立案した。 

→駄菓子屋さんは、事業所内で使用できる通貨を手作り。 

 駄菓子に職員が値段を付けて、設定金額内で計算しながら好きな駄菓子を利用者様に 

 購入して頂く。購入した駄菓子は、3時のおやつとする。 

 脳トレをしながら、好きなものを食べられる楽しみも得られると考えた。 

→湯めぐりイベントは、各地の温泉の入浴剤の中から、好きなものを選んで頂き、 

 入浴時間を楽しんで頂く。 

 午前・午後の 2部で入浴を実施しているので、代表 2名の方が選べる方式としている。 

貼付資料 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 株式会社笑顔いちばん 

デイサービス笑顔いちばん鵜沼店 

氏名 阿南 智美 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

稼働率UPを目指して 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞開設 1 年半 定員 要介護枠 30 名 サービス A 枠 午前５名 午後５名 

現状分析 

＜7 月 営業日数 ２７日＞ 

要介護枠 延べ利用者数 450.5 名 実利用者数 ６１名 平均利用回数 7.4 名 

     稼働率 55.6％ 

A 枠  延べ利用者数 １７６名 実利用者数 ３２名 平均利用回数 5.5 名 

    稼働率 76.7％ 

新規利用者数 要介護枠 5 名 A 枠 ３名 

体験利用者数 要介護枠 ９名 A 枠 ３名 

利用中止数  要介護枠 ３名 A 枠 0 名 

休止中    要介護枠  入院６名 コロナ自粛 3 名 LSS1 名 計１０名 

A 枠  入院１名 コロナ自粛３名 計４名 

キャンセル数 要介護枠  HP 受診 8 名 私用８名 体調不良２７名 

入院・中止など６名 計４９名 

予定者数５３５名 よって ９％ 

A 枠  HP 受診４名 私用４名 体調不良 8 名  

 計１６名 

予定者数１９１名 よって ８％ 

＜8 月 営業日数 １３日＞ 

要介護枠 延べ利用者数 213.5 名 実利用者数 54 名 平均利用回数 3.9 名 

     稼働率  54％ 

A 枠   延べ利用者数  84 名 実利用者数 32 名 平均利用回数 3.8 名 

     稼働率 64.6％ 

新規利用者数  要介護枠 0 名 A 枠 2 名 

体験利用者数  要介護枠 1 名 A 枠 ３名 

利用中止数   要介護枠 1 名 A 枠 1 名 

休止中     要介護枠 入院６名 コロナ自粛６名 LSS1 名 計１３名 

A 枠  コロナ自粛６名 

キャンセル数  要介護枠 HP 受診 1 名 私用 5 名 体調不良 19 名 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

入院・SS など 5 名 計３０名 

予定者数 261 名 よって 11.5％ 

A 枠  HP 受診 1 名 私用 7 名 体調不良 3 名  

 営業中止４名 計１5 名 

予定者数１03 名 よって 14.6％ 

＜9 月 営業日数 ２３日稼働現在＞ 

要介護枠 延べ利用者数 406.5 名 実利用者数 61 名 平均利用回数 6.7 名 

     稼働率 58.9％ 

A 枠   延べ利用者数 173 名 実利用者数 36 名 平均利用回数 4.9 名 

     稼働率 66.4％ 

新規利用者数  要介護枠 0 名 A 枠 2 名 

体験利用者数  要介護枠 2 名 A 枠 3 名 

利用中止数   要介護枠 1 名 A 枠 ２名 

休止中     要介護枠 入院 2 名 コロナ自粛 2 名 LSS1 名 計５名 

A 枠 コロナ自粛 2 名 老健 1 名 計３名 

キャンセル数  要介護枠 HP 受診 14 名 私用 8 名 体調不良 18 名 

SS など２名 計４２名 

予定者数 465 名 よって ９％ 

A 枠  HP 受診 1 名 私用 3 名 体調不良 4 名  

入院１名 計 9 名 

予定者数１85 名 よって 4.9％ 

 

・8 月のコロナ休止があり、その後体験依頼が減っている。 

・当日の体調不良によるキャンセルが多い 

・休みがちの方は特定されている 

・春にコロナ自粛された方が夏も自粛している 

・A 枠は利用回数が決まっている為、回数を増やすことはできない 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞要介護枠の体験依頼を増やし、新規獲得を目指す 

 １１月末までに要介護枠の稼働率６５％目指す 

 ３０名×６５％＝20名 1日２0名利用にする必要がある 

 現状 1日平均１８名   
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

■A 枠に関しては、コロナ自粛されている方を中止にし、空いた枠を新規利

用者に回す。 

 A 枠は必要最低限のストックのみ残し、枠を埋めることによって、A枠の

稼働率を上げる 

■体験依頼を増やす為、CM へのコロナ休止のイメージ払拭アピール 

 ・コロナ感染予防対策をきちんとしていることの説明 

 ・強みの個別機能訓練の外部への発信が弱い 

  取り組んでいる模様の写真など、鵜沼店の様子がわかるリーフレットの

作成 

 ・家族や CM 向けの体験報告書の改良 

■キャンセルの方の振替を薦める 

 送迎人数と車の乗員数がカツカツな為、あまり積極的な振替を行ってこな

かった。週１～２回利用の方のキャンセルに関しては、こちらから振替曜

日の提案をする。 

 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞コロナ休止明けから、ある職員の精神状態の不安定さにより、職員間の人

間関係が不穏になり、まずは内部の改善を優先するため、稼働率 UPに向

けた取り組みにまで手が回っていない。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 デイサービス笑顔いちばん 美濃店 氏名 辻 千鶴 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

安定した稼働率の獲得のために 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞7 月の平均利用回数 10.3 回（要介護） キャンセル率 6.2％ 

 稼働率 82.6％ 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞目標稼働率 85％  

1 日一人、新規を増やし、キャンセルを減らしていけば達成できる。 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＞キャンセルの理由は主に体調不良であった。病院受診や私用でのキャンセ

ルは振替利用が多いが、体調不良に関してはなかなか振替利用をすすめられ

ていない。どのようにすれば体調不良の方に振替利用していただけるかをミ

ーティングで話し合う。 

ご利用者様とのコミュニケーションを今まで以上に密接に取り、軽度の体調

不良でのお休みを減らしていく。 

ケアマネリストを作成し、ランク別に訪問方法を変える。利用報告書を作成

しお渡しする。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞体調不良でのお休みの振替利用をどうすすめるかをスタッフと話し合った

結果、その後の来所時に体調の回復具合に合わせ、ご利用者様に直接お話し

していくことになった。 

コミュニケーションを密接に取る事によって、軽度の体調不良の方のキャン

セルが減った。腰の痛み、足の痛みで休みがちの方が通所することによって

痛みが軽減することを実感していただけた。 

ケアマネに渡す利用報告書の書面を簡単に記入できるようなものを試作した

かったができなかった（情報不足だったため） 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 一本松デイサービス 氏名 小山莉勇矢 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

稼働率 90％新規利用者様確保！！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞コロナや入院により長期休み、利用停止の利用者様が増えてきている。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞目標稼働率を 90％にするために新規利用者様の確保を行う。 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＞8 月 9 月上旬の現時点で目標稼働率に大きくとどいていない状況であ

る。 

入院や体調不良によるキャンセルがありました。 

その中でも体験や見学の問い合わせや紹介がありました。 

体験や見学の利用者様家族が来た際はうちの売りや行っている事雰囲気だ

けでもつかめるように心がけて行うようにしました。 

これといった大きなことはしていませんがケアマネからのアセスメントシ

ートを見ながら席の配置や何が行えるか配慮に努め、わからない事は直接

ケアマネに電話し聞き孤独感が起きない様にしました。 

まず職員が配慮出来る事を当たり前にやるといった心がけや声がけを職員

同士行いました。 

 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞まだ返事が返ってきていない方々もいらっしゃいますが 2 人の新規利用

者様が決まることが出来ました。 

帰りの送迎時や午後に過ごした感想を聞くと楽しかったと言ってもらえることが多く悩み

ながら考えてよかったと思いました。 

反省点としては既存の利用者様との会話の架け橋に慣れる様にスタッフ一同もう少し配慮

すべきだったのかと思います。 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会福祉法人 櫟会 氏名 川畑 拓郎 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

施設の強みをしり、誇りを持とう 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞現場の職員に施設の強みを聞くと、曖昧な答えが多く聞かれたため。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞現場の職員に自施設の強みを再認識してもらうと同時に、職員に関係な

く、施設のアピールができるツールを作成する。 

実施内容 

（または実践計

画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

① 各ユニット（9 ユニット）それぞれの会議で、自施設の強み（アピール

できるところ）を聞き取る。 

② 聞き取った内容を取りまとめ、各ユニットの責任者に事前に配布し内容

を確認してもらい、どのようなツール（広報誌等）を作成するべきかを

検討する。 

③ 検討した内容に応じて、ツール（広報誌等）を作成する。 

④ 作成した物を現場その職員、各部署、に配布し確認してもらい意見をも

らう。 

⑤ 意見を参考に最終的なツールを作成し現場、各部署に配布し、どのよう

に使用するかなどを説明する 

⑥ 1 カ月～2 カ月程度たったら、使用した感想などを各部署より聞き取

る。 

⑦ 実習生の受け入れ等がある際などには、現場の職員にそのツールを使い

プレゼンをしてもらう。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

① 現在 1 ユニットのみ、聞き取りは行えているが残りの 9 ユニットに関しては聞き取り

が出来ていない。 

② ツールのひな型は以前の研修資料を参考に作成済み。 

 

※ 今後は、計画内容に沿って計画を進行し、職員に関係なく施設の良さを伝えられ

るツールを作成する。 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会福祉法人櫟会 氏名 本村 健祐 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう 

 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

短期間で複数名の方が退居され、入居の調整に追われていたが、 

候補者が居なくなり、次の候補者を選定するまでに時間を要したので、 

申込書類の整理をする事になった。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

全申込書類の申込者に連絡を取り、現状確認を行った結果、 

所定の基準に基づいて点数化して、点数毎に順位を付けて一覧表を作成する。 

 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

全申込書類(86 件)の申込者に連絡を行い、現状確認を行った結果、 

所定の基準に基づいて点数化して、点数毎に順位を付けて 

一覧表の作成を完了させた。 

 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

また、作成した一覧表に基づいて、空床が発生したら当日には、 

連絡(意向の再確認)を行い、入居までの調整を 10～14 日以内に 

完了させる事が出来るようになった。 

一覧表の更新頻度は、2 回/年で予定していたが確実に実施出来ていなかった為、 

更新月(04 月・10 月)を決めて、チェック表にも追記した。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会福祉法人敬昌会ケアホームあんじ

ん 

氏名 吉川 絵美 

 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

 

営業力とサ高住待機率と売り上げ up 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

サ高住の入居者様の待機率を増やし、退居された後の、次の入居の方を一週間以内でできる

ようになればと思う。長い時は 20 日位かかっている。 

 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞月に二件の申し込みの獲得 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう 

今までの営業方法：週一回～二週間に一回、地域を決めての営業を行っている。 

営業先も決まったところばかりで、なかなか問い合わせ、見学等に結びつかない。 

⇒現在できていない「内」から「外」へのマーケッティング 

 毎週開催されるスタッフ会で施設の情報を共有をできるよう図っていく。 

ケアマネリストの作成⇒ランク付け 

ソーシャルワーカーへの訪問。 

地域の方への広報誌・チラシ配布 

 

＞ 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

・入居者様のご家族様へフェイスブックの案内を行う。 

⇒請求書などの封書に QR コードをのせ案内行う。 

・入居者様のご家族様・来訪者・業者の口コミ⇒入居者様ご家族様の口コミで入居があった。 

・営業ツールが作成できていない。 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会福祉法人江寿会 アゼリー江戸川 氏名 齊藤 渚紀 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

新規利用者の獲得に向けて 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

・コロナ禍においてショートステイの稼働率が低下。 

・元々利用していた利用者も別のショートステイに移ることが増えた。 

 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

・新規利用者の人数を増やしていく。 

・新規利用者の獲得だけではなく、定着化させていく。 

 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

・新規問い合わせの際は利用者情報を詳しく確認する。 

・問い合わせ後 1 週間以内にご本人様宅を訪問する。（任意） 

・ご家族様・担当 CM と担当者会議の日程を決め、契約まで行う。 

  →①ショートステイ用のパンフレットを作成する。 

   ②実際に施設の様子を動画や写真に撮る。 

   ※①、②を契約時に持参して施設でのお泊りすることのイメージ 

    を持ってもらい、利用しやすい状況を作る。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

・稼働率はコロナ前から比べるとかなり低下しているが、新規でのショー

トステイ利用者の人数は月に平均４，５名はご利用することが出来ている。 

・現状としてはまだ写真や動画を見せることは出来ていないが、今後イベ

ントや施設での様子等を随時撮影し見てもらえるように準備していきたい 

・フロア職員との連携を図り、より良いショートステイを提供できるよう

に環境やサービスを見直していきたい。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 
  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 株式会社山陽グローバルパートナーズ 氏名 長光研二 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 
OT秀浦の！リハビリしま専家？ 

実践のきっかけ 

 弊社はリハビリを特色としてサービスを展開しており、それを目的として利用さ

れるご利用者が多くいらっしゃいます。当然、期待されている成果は「社会復帰」

です。その為のアプローチとして機能訓練指導員が個別にサービスを提供しており、

常に状態の管理・指導を行っています。 

 しかし、毎日50名以上の利用者へ個別機能訓練の指導を行う際、サービス提供時

間の関係上、個別に設けられる時間は5分が限界です(機能訓練指導員：常勤2名)。

後は、マシンや物理療法を併用させ成果を出して行くのですが、ご利用者の体力等

を鑑みると、運動出来る時間は30分が限界となってきます。デイの利用回数が週３

回以上であれば、リハビリの効果は期待できるのですが、それ以下になると効果が

出難い(継続率が下がり稼働率に影響が出る)のが現状であり、三丘リハビリの課題と

なっています。 

 そこで、デイ利用中に賄えないリハビリの時間を自宅(ホームプログラム)で行って

頂き、体力・機能の維持、向上に繋げます。 

 この度の企画の成果として「継続率」と「利用回数」の向上を図り稼働率をアッ

プさせます。 

目標 
継続率増 

利用回数増 
＝ 稼働率２名/月 UP！ 

実施内容 

（または実践計画） 
アクションプラン参照。 

実践の結果 step２進行中の為結果は未集計です。 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 
  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① リハビリプログラム冊子（案） 

 資料② ＞ 
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資料① 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 
  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料① 
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 
  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

 

資料① 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 株式会社 太長会 

Wellness Casa 時のかけはし 

氏名 若井 晃 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

待機者の入居スピードアッププロジェクト 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

【サービス付き高齢者向け住宅の現状】（令和 2 年 9 月 1 日現在） 

52 戸（入居戸数 51 戸 入居者数 56 名）入居率 98％（契約率 100％）   

男性１7 名 女性３９名  

自立：１２名 要支援１：１7 名 要支援２：５名 要介護１：１５名 

要介護２：２名 要介護３：２名 要介護４：１名 要介護５：２名 

・入居待機者数 24名（令和 2 年 9月 1 日現在） 

【直近の退去-入居状況】 

304 号室 令和 2 年 6月 27 日退去⇒10 月 3 日入居予定（99 日間） 

508 号室 令和 2 年 6月 24 日退去⇒9 月 4日入居（72日間） 

509 号室 令和 2 年 5月 21 日退去⇒7 月 30 日入居（70日間） 

【実践のきっかけ】 

直近の退去から入居までの日数について記した。 

当館は退去 1 ヶ月前の申し出を行っていただいている。申し出から退去日

まで期間があるにも関わらず、直ちに入居に結びつかない現状がこれまで

続いている。直近 3 室の退去から入居までの平均日数は退去者数が 24 名

いるにも関わらず約 80.3 日を要している。 

3 室の空室は館内の運営に多大な影響が出ることは容易に考えられる。入

居までの平均日数を少しでも短縮することにより、運営面での安定はもち

ろんであるが、入居を必要としている方たちが入居決定しやすくして、円

滑に手続きが実施できることを念頭に本プロジェクトを始動する。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

退去から入居までの平均日数 45 日～60日を目指す！ 

待機者の中で急ぐ入居を必要としている方たちを最優先に入居を促せる！ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

実施内容 

（または実践計

画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

【これまでの課題】 

・入居に関する連絡は待機の順番通り。 

・見学案内をして待機申込みをいただいた相談員が連絡対応をしている。 

・退去時のリフォームに関して業者の都合が合わない場合が多い。 

 

【今後の実践計画】 

・待機者入居実現リストを作成する（連絡優先順位の作成） 

・見学案内時、待機申込時に副担当を設ける 

・担当して頂けるリフォーム業者を数社設けて、日にちの調整を円滑に行

う。 

・待機者へのこまめな連絡（月 1 回程度や広報誌の郵送など） 

待機申込者は現在 24 名お待ちいただいている。 

しかし、空き室の連絡を行った際に、キャンセルの申し出や、検討した結果

入居見合わせ（まだ早い）の回答が多々ある現状。その間は回答待ちの状況

（約 1 週間）であり、次の待機者へは連絡を控えている状況である。 

待機者入居実現リスト（連絡優先順位表）へは入居希望の時期、入居への意

欲、介護度を詳細に確認して入居実現の連絡ランク A、B、C をつける。 

A:即入居（なるべく早く） B:1 年以内 C:将来的には（ゆくゆくは） 

しかし、連絡ランクは常々変動する。情報収集のためにも主担当者、副担当

者は月に 1 回状態の確認を行うようにする。連絡手段は状況に合わせて考

慮をする。動向を常に把握できるようにして、C ランク連絡待機者の中で

入居の必要性が出てくれば A ランクや B ランクへと移行する。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

実施内容（実践計画）にて検討した事項を踏まえて待機申込み一覧の修正

をおこなった。（入居実現リスト） 

現在の待機者について再度考察を行い、そのリストに基づき今後の入居連

絡と見学対応ならびに待機申込み時の聞き取り項目を加筆、修正していく。 

また今後の見学対応や待機申込み時に本用紙を用いて質問を実施する。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞入居待機者一覧（入居実現リスト） 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

資料① 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 デイサービスセンターサンハイツ 氏名 平田 祐喜 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

稼働率UP 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞月の平均人数が減少してきており、今年度の目標稼働率（80％）の達成

が難しくなってきている。（４月～８月までの稼働率 80.6％） 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞・目標稼働率プラス 3％（年間目標平均人数プラス 2 名） 

実施内容 

（または実践計

画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

1. 実施内容 

① KPI を数値化する為に表を作成 

1）KPI（稼働率UP を図るためには何が必要なのか抽出） 

KPI の項目 

・目標に対しての稼働率 

・当日の実績（利用人数・欠席） 

・見学者数・成約率 

・曜日別の平均人数 

・キャンセル率 

・振替率 

・平均利用回数 

・登録数→実績登録数 

・法人内・外部の割合 

② 3 ヶ月間（6～８月）項目ごとに実績などのデータを入力 

③ 3 ヶ月間入力し出てきた数値を基に、振替・利用増・新規獲得どの

項目が必要なのかを明確にし、次月の実践計画を立てる 

2. 実践計画（９月） 

① キャンセル率減少の為に 

・キャンセル率減少の為、休みの連絡があった際、毎回振替のアプロー

チを実施 

② 登録人数の減少（火曜日・水曜日・土曜日） 

・火曜日水曜日土曜日の新規獲得を目指すために営業時にチラシに空
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

き状況を記載し受け入れの可能曜日を分りやすくした 

・コロナの影響で営業を自粛していたが９月より営業を再開する 

③ 平均利用回数の適正利用回数へ近づける（目標９回） 

・現状 8.1 回と約１回少ないので、利用回数が少ないご利用者様や家

族様 CM に利用増の打診を行なう。 

 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

成果 

① 項目を数値化したことで現状の課題が明確になり行動計画が立てやす

くなった。今後も、継続して実施し、月ごとの行動計画を立てて課題改

善を実施していきたい。 

② 振替をアプローチした事で、8 月 5 件から 9 月 13 件と振替を意識し

て行動したことで 8 件の振替増に繋がった。 

③ 利用増のアプローチのため本人に話してみたりもするが、他のサービス

が入っていたり、金銭的な問題もあり、中々利用増に繋がっていない。 

④ ９月に営業を２０件外部に行なったが、外部からの見学依頼は無かっ

た。ただ営業を行なうだけでは結果に繋がらなかった。 

反省 

① 振替をアプローチするが、他のサービスがはいっていたり、打診した回

数に比べるとあまり結果に繋がらなかった。担当者会議の際に病院受診

の際は別の曜日に振替を実施するなど、事前に取り決めを行う事で、ス

ムーズに振替に繋がると思われる。今後は新規のご利用者様など担当者

会議で取り決めを行なうようにしていく。 

② 利用増は送迎範囲や空き状況、ご利用者様の介助量なども考慮しなくて

はならいので、利用増に繋げるのは難しいが、担当者会議などで、事業

所で出来る事をお伝えし、他のサービスからの移行やもう１回行きたい

と思えるようなアプローチを行ない、一人でも多く利用増に繋げていき

たい。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞KPI のデータ 

次ページ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

 

NO1

利用

定員
75

実質

定員
60

年間

平均
48

利用者
数

総登録
キャンセ

ル
営業 振替

1日 37 50 13 0 0 日 来所日 結果

2日 月 49.25 1 8月4日 ○

3日 52 56 4 0 0 火 45 2 8月8日 ○

4日 48 54 6 0 0 水 43.8 3 8月17日 ○

5日 47 58 11 0 0 木 50.5 4 8月17日 ○

6日 54 57 3 0 0 金 55.75 5 8月17日 ○

7日 57 69 12 0 0 土 43.2 6 8月17日 ○

8日 47 56 9 0 0 7 8月17日 ○
9日 8 8月17日 ○

10日 53 59 6 0 1 9

11日 40 51 11 0 0 10

12日 41 58 17 0 0 11

13日 46 56 10 0 0 12

14日 54 70 16 0 1 13

15日 38 54 16 0 0 14

16日 15

17日 46 57 11 0 0 16

18日 46 56 10 2 0 17

19日 42 55 13 0 0 100%

20日 51 57 6 0 0

21日 56 65 9 0 0 居宅 介護度 理由 詳細 事由

22日 47 59 12 0 2 油木 ■介5-6 外デイ 本人希望 中止
23日 油木 ■介7-8 逝去 永眠 中止
24日 52 59 7 0 0 油木 ■介5-6 入院 脳梗塞 中止
25日 49 56 7 0 1 稲佐 ■介7-8 その他 コロナ 中止
26日 42 54 12 0 0 稲佐 ○ﾐﾆ その他 コロナ 中止
27日 47 56 9 0 0 稲佐 ○ﾐﾆ 入院 腰 中止
28日 46 66 20 0 0 淵・深堀 ○ﾐﾆ 入院 中止
29日 44 60 16 0 0 稲佐 ○介5-6 SS レスパイト 中止
30日 淵・深堀 ○ﾐﾆ 入院 骨折 中止

31日 45 59 14 0 0 油木 ○ﾐﾆ その他 施設規定 中止

合計 1220 1507 280 2 5 望星 ○介7-8 その他 県外 中止

平均 46.9 10.77 江平・山里 ○ﾐﾆ その他 県外 中止

緑ヶ丘 ○ﾐﾆ その他 県外 中止

目標 実績 達成率
見学

成約率
緑ヶ丘 ○ﾐﾆ

45 46.9 104.3%

8 8 100.0% 100%

20 0 0.0% 10 0

280 18.6% 4 13

5 1.8%

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

172 167 161 162 160 163 160 156 155 149 143 143

合計 145 142 135 135 133 140 140 140 140 147 155 152
↑内ミニデイ 6 6 6 6 6 6 6 7 9 9 12 6
合計 151 152 158 152 150

↑内ミニデイ 11 15 20 21 24
119 122 124 119 115
32 30 34 119 35

★PDCA(計画に対する実行と評価改善策)・武器磨きの成果課題、今後の予定等

吉崎　榮子8/18

高橋　鍵次8/8
天野　とよ子8/7

佐々木　昭8/7
池田　朱美8/4

迫　カツヨ8/25

出口　照代8/21

大田　洋一8/25

田川　勝廣8/22

見学

迫　一幸8/25

外部居宅包括

登録者数

営業：YouTubeの取り組みに先進的だと話すが、ご利用者様自身がスマホ持っている方は少ないため、ご家族やケアマネージャーのスマホで見せる事
になるだろうと消極的であった。コロナ禍の中思うように営業が出来ない事もあるので、営業のツールとして、今後に向けて動画をUPしていく。
火曜日にミニデイを開催した事で、人員に空きが出ている。短期集中からミニデイへ移行し、新規利用に繋がっている。
8月ミニデイ見学　7件　成約率　100％　8月ミニデイ新規　8件

キャンセル数(率) 再開＝■ 中止（今月実績なし）

30年度

1年度

2年度

内部居宅包括

★今月の数値目標に対して現在の進捗状況 山田　文子

営業 新規＝〇 休止（今月実績あり）

利用者平均

宿輪　和代　
岩田　清子

大賀　

谷川

東島

城　艶
吉見　愛子
内山　弘樹

山口　君江 吉田　ウキノ
木村　義明 中井　キサコ

松川　宏宜 中村　喜一
熊川　スナ 吉武　民義

新規・再開 中止・休止
氏名 名前

合計 8 成約率

吉田　ワカ 西部包括

迫　一幸 緑ヶ丘
江口　初ヱ 西部包括

大田　洋一 江平・山里

迫　カツヨ 緑ヶ丘

田川　勝廣 望星

中村　シノ 稲佐の森

振替数(率)

2020年8月

事業所 油木

曜日別平均 見学 　○＝成約、△＝検討中

氏名 居宅

出口　照代 油木
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実践レポート

介護サービス経営カレッジ

“日本一”続出の勉強会

介護サービス経営カレッジ

法人名 (株)つるかめ 氏名 東海林 佳奈

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えているこ

と）を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。

テーマ

（作戦名）

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！

１１月までに目標稼働率 100％！！そして売り上げを上げる！！

実践のきっかけ

Point! まずは、現状を分析しましょう。

＞令和 1 年８月～令和２年 8 月までは目標稼働率は平均 98％であった。

しかし９月に入り入院者や利用終了者が多くなり、稼働率が下がってい

る。稼働率を 100％にするためにはどうすれば良いか、考察した。

目標

Point! 目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。

＞１１月までに稼働率を 100％にし、年間平均稼働率を 100％に保つ！

実施内容

（または実践計画）

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！

数値の考察

目標稼働率

6月時点では双方とも目標達成できている。昨年度は 26名の新規利用者が

あり月平均すると 2.16 名となっている。内 21 名が要介護者でありほとん

どが複数回利用し、18 名が現在も利用を継続できていることが稼働率の向

上につながった。

月間売上

月により営業日に差があるため数字に波が出やすい。特に12.1.2月は営業

日が少ないため月の比較としては参考にできない。それ以外の月に関して

はおおよそ目標を達成できている。

一人あたりの利用回数

一人あたりの利用回数は 8.6～8.9 とほぼ適正回数であった。

新規、利用回数増について、バランス良く受け入れて行く。

今後のための三つの取り組み

1 現在の利用者の利用率の維持、向上。

○コロナ禍による利用控えの予防。防げる入院はさせない。

・ポスター掲示や予防方法の指導などで安心して利用できる環境を作って

いく。

・水分補給や嚥下体操などを実施、家族へのこまめなアドバイスをして入

院を防ぐ。

・振替利用を積極的に進める。

2 新規の獲得
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実践レポート

介護サービス経営カレッジ

“日本一”続出の勉強会

介護サービス経営カレッジ

○様々な利用により月平均して2～3名は利用中止となる傾向にある。よっ

て同数又はそれ以上の新規者の獲得は不可欠。

・ケアマネにコロナ予防を周知する。利用者へ渡せるようなチラシを作成

しケアマネが説明しやすくする。

・リニューアルしたパンフレットの各事業所への配布。

・相談員が不在時に代わりに対応する職員も窓口として明記する

・チャットワーク環境を整備しケアマネとオンラインで動画などの情報を

共有する。

・ YouTube による成果報告。チラシでの成果報告。

〇グループ内デイ間での、紹介の共有。

・グループ内のデイで受け入れが困難な場合に利用者を紹介してもらう。

そのために、空き状況をグループ内で共有する。

〇SNS を活用

・インスタに「見学やお問い合わせ随時受け付けています！」と電話番号

を載せる。

・インスタに「デイサービスの 1日」を載せる。

→まだまだデイサービスってこんなとこ、というのを分からない人もいる

かも知れない。

・家族のデイ参観日を設ける。

→デイへの理解と、家族も次期顧客になる事を目的として。(コロナ終息

後)

〇ブランディング

・事業所の強みをチラシ，ＳＮＳ、にて発信。

3 要介護３以上の利用者の確保し中重度加算を維持する。

○令和元年度の中重度加算での売り上げは 3,687,300 円と大きい。昨年度

は営業の努力もあり、30％ちょうどで今年度加算が可能になっている。現

在は 6 月時点で実人数では平均 28.6％である。前月よりは向上している

が、厳しい状態である。

・介護認定の長期化により適切な介護度が得られない時は、根拠をしめし

て区分変更をお願いする。

・病院へも営業をかけることにより重度者を紹介してもらう。

・現在の利用者の利用回数を多くすることで、利用の延べ人数の割合を上

げる。

・場合によっては、新規は割合に影響しない総合事業者を中心に営業をか

ける。

④スタッフに向けて
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実践レポート

介護サービス経営カレッジ

“日本一”続出の勉強会

介護サービス経営カレッジ

・稼働率を全スタッフに共有する。

会議で、介護報酬は年々減少しているため、職員の収入・生活を守るため

に収入を得る必要があることを説明する。

・自事業所の強みを、スタッフ全員が自信を持ってはっきりと言うことが

できる。

・ターゲットを絞る。

ターゲットは「自立支援」が必要な方に、リハを提供する。

実践の結果

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振

り返ろう！

・職員に稼働率を共有した事で、「今日は利用者が少なくて仕事が楽」と

いう発言が少なくなってきた。

貼付資料

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい

資料① ＞

資料② ＞
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実践レポート

介護サービス経営カレッジ

“日本一”続出の勉強会

介護サービス経営カレッジ

法人名 社会福祉法人 貞徳会

明範荘デイサービスセンター

氏名 横山 美雪

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えているこ

と）を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。

テーマ

（作戦名）

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！

稼働率を安定させよう

実践のきっかけ

Point! まずは、現状を分析しましょう。

＞

目標

Point! 目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。

＞月平均稼働率９５％を目指す

実施内容

（または実践計画）

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！

＞①稼働が低下した、４月、８月のキャンセル理由を分析し、防げるキャンセル

防げないキャンセルを把握する。

②休みの連絡が入ったら、振替利用をすすめてみる。

③月の利用予定が分かったら、SS利用等でキャンセルがある日に、増回希望の方

や、介護の負担が大きく、その方の限度額に余裕がある方へ追加での利用を CM

や家族へ声掛けしてみる。

④皆勤賞の表彰

⑤KPI の表を作成する。

もともとあった日々実数確認表をカスタマイズし、月の平均利用回数、キャンセ

ル率がわかるようにした。

実践の結果

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！

＞①4 月のキャンセル理由

・受診（６％）・体調不良（３７％）・入院（１８％）

・ SS（１６％）・コロナ利用控え（２５％）

・本人都合（１０％）

8 月のキャンセル理由

・受診（4％）・体調不良（１６％）・入院（５％）

・ SS（２１％）・ロング SS（１２％）

・コロナ利用控え（３３％）・本人都合（１６％）

４月は体調不良や入院、コロナ利用控えの方が多く見られた事が稼働が低下した
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実践レポート

介護サービス経営カレッジ

“日本一”続出の勉強会

介護サービス経営カレッジ

理由であった。８月はコロナ利用控え、本人都合でのキャンセルが多くみられ

た。８月の本人都合のうち半数は私用やサボりでのキャンセルとなっていた。同

じ方の休みが多い為、今後もキャンセルが多いようなら、ご本人や、CM に相談

する。

②振替利用は以前は積極的にすすめていたが、現在は対応するスタッフによって

の意識の差もあり、電話対応するスタッフへ周知する。

③H３０から実施しており、定員に空きがない状態だが、SS 利用等キャンセルが

ある部分で増回希望の方への利用を声掛けし、実施している。これにより、空き

がない状態を保っている。（H29 年度平均稼働 85.1％→H30 年度 90.7％

R１年度 93.1％）

④皆勤賞を表彰するようになり、休みを振り替える方が増えた。

「反省点」

私用でのキャンセルの方や、さぼり気味な方へのアプローチが出来ていない。

スタッフの意識の統一が必要であると感じた。

キャンセル率の目標設定も考える。

貼付資料

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい

資料① ＞

資料② ＞
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    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 社会医療法人博愛会（リハビリデイりすたさっぽろ元町） 氏名 福岡 ひとみ 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

コロナが落ち着いたら 倍返しだ！！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞コロナ流行期に利用控えおよび体験・契約の休止により、稼動率が一時

50％台まで落ち込んだ。そのため月間目標および年間目標稼動に及ばず。 

休みの分析を行い振替利用の促進や、定員割れが著しいことから新規契約が

急務となっている。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞８月中：稼動率 79％ 

ＫＰＩ利用者数 14 名/１単位（定員 18 名）28 名/日 

        体験 10 件以上、契約 8 件以上 

 ９月中：稼動率 87％ 

ＫＰＩ利用者数 16 名/１単位（定員 18 名）31 名/日 

        振替など追加利用者数 5 名/週以上 

実施内容 

（または実践計画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＞①ｺﾛﾅによる稼動率下方修正シュミレーション作成し、年間稼動率目標およ

び月間稼動率目標を決定 

 ②お休み理由も詳細に入れた稼動表を作成し日毎に稼動を確認 

 ③利用者紹介の可能性が高いケアマネジャー（Ａランク）およびその居宅

へ体験シートや担当者会議を通じた営業活動実施 

 ④相談員のスケジュールを共有し、パート含むすべての職員が体験申込受

付や契約日の調整が即時可能にする 

 ⑤お休み連絡があった際は理由を確認し振替の提案を行う 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞８月中：稼動率 80.4％ 達成 

ＫＰＩ・利用者数 14.5 名/１単位 達成 

       28.9 名/日 達成 

        ・体験 14 件 達成 

        ・契約 8 件 達成 

 ９月中：稼動率 86.1％ （9/22 現在）未達成 

ＫＰＩ利用者数 15.5 名/１単位・31 名/日（9/22 現在）未達成 

振替など追加利用者数 5 名/週（9/22 現在）達成 

39



    実践レポート 

  
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

 

①前年度稼動率推移を参照に営業効果が出る時期を勘案し作成。これにより

現実的に稼動回復可能な数値目標が算出。具体的なＫＰＩを設定できた。目

標が具体的であるため現場スタッフも今日は目標が達成できたのか出来なか

ったのか簡単に分かり大きく上回った時の達成感が得られた。 

②お休み詳細はコロナ流行時より実施していたが、よりお休み理由が明確に

なるものを作成した。それによりスタッフがお休み理由をより具体的にうか

がうようになり本人の事情を勘案した上で⑤の振替提案が積極的に行なえて

いる。 

③営業をピンポイントで行い新規紹介を得る事が出来た。 

８月中体験 14 件の内訳はＡランクＣＭ4 名、そのＣＭの同居宅（クチコミ）

7 件、その他３件。 

④相談員が捕まらないことによる機会損失を防ぎ、早期利用開始のためにも

スピーディな対応が求められる。体験相談受付簿を誰でも記載できるようオ

リエンテーションを実施、相談員のスケジュールを誰でも確認し外勤受付が

出来るようにしたことでワンストップでの対応が可能。 

その他：計画上は順調であったが、退職意向（有給消化）や交通事故（歩い

ていたら車に当てられる）によるスタッフのお休みにより新規調整が困難に

なっている。小規模事業所であるため１人でも抜けると穴が非常に大きい。 

９月中旬より新規受付のスピードを緩め、既存利用者や新規利用者を大切に

することを優先。リスクの低減を図る。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 株式会社 芳野ケアサポート 氏名 藤本 隆 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

FUN・FAN プロジェクト(目指せ稼働率 90％) 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

第 2 回講義の内容より、稼働率UP のため優先的に取り組む 2 項目を検討 

①ウチ(社内)からソト(外部)への営業 

②顧客を FAN にするためのツール作成・システム構築 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

R2 年度内に稼働率 90％へ(平均利用数 6名 UP) ※現在 81%(R2.9) 

 ⇒6 名/月の新規獲得が必要 

現状分析 

 

Point!  

・平均利用回数 8.9回(通常型デイ) ⇒ 適正範囲内 

・キャンセル率 13.6% ⇒ 高い(要改善)① 

・体験利用→新規契約率 80% ⇒ 適正範囲内 

・社員へのマーケティング ⇒ 未実施② 

・居宅への営業ツールは空き状況表のみ ⇒ 要改善③ 

・居宅管理は事業所ごとに実施 ⇒ 要改善④ 

実践計画 

Point!  

①登録管理方法の再構築を実施(R2.9～10 月) 

 ⇒入院者や長期休み者の登録が残っており、休み率増に繋がっている為ルールを決める 

 ⇒契約書の変更、入院時や休み時の定期的電話及び訪問フォロー実施 

②社員へのマーケティング実施(R2.9～) 

 ⇒社員へブランディングシート・チェックリストを配布。情報共有とブランドを伝える 

③アプローチブックの作成(R2.9 作成、R2.10 より配布開始) 

 ⇒10 ページほどの小冊子を作成。事業所の思いや特徴等、詳細に記載 

 ⇒10 月より CM や MSWに配布 

④CM ごとにランク付けを行う 

 ⇒訪問頻度や営業方法等もランクにより見直しを行う 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 
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    実践レポート 

 

 
介護サービス経営カレッジ 

 

  

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 株式会社 琉球の街 氏名 島 勝司 

前回の宿題事項について、すでに実践していること（または、今後、実践しようと考えていること）

を記入して、次回の定例会前にご提出下さい。 

テーマ 

（作戦名） 

Point! 何かを実行するには「ネーミング」が大事です！作戦名を考えてみよう！ 

サ高住の目標稼働率の達成で、幸せな年末を向かえよう！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞今期実績（１２月～８月）で入居施設の居室稼働率が９３．４%であり、

目標の９８％を達成していない。 

目標 

Point!  目標を明確に（具体的に）立てましょう。抽象的な目標は失敗します。 

＞年間ベッド数 16,470 床に対して空きベッド数 329 床以内を実現し、

９８％以上の稼働率を実現する。 

実施内容 

（または実践計

画） 

Point! 実施内容は、そのプロセスをしっかり見極めよう！ 

＞①入居施設のKPI として目標を「稼働率」ではなく「年間空きベッド数」

で管理することにより、１年間に開けて良いベッド数を把握し、毎月の

目標と実績を具体的な数字で認識する。さらに、入居者一人あたりの介

護保険利用単価を算出し、1 日空きベッドが発生するとどのくらいの金

額の損失につながるか具体的把握することにより、より意識を高める。 

②ケアマネ（MSW)のランク付けにより効率的に訪問営業を実施する。 

③ケアマネ（MSW)への情報ツール持参するときに一緒にファイルを渡し、毎

月の訪問時に持参したツールをファイルに綴ってもらい、そのファイルがケ

アマネさんの営業ツールになるようにする。 

実践の結果 

Point! 実践した結果については、常に「成果」と「反省」を合わせて振り返ろう！ 

＞実践中であり、管理者会議で毎月目標と実績を確認し、目標達成に向け

て取り組んでいます。 

貼付資料 

実践の際に、作成した資料などがありましたら、資料として提出して下さい 

 資料① ＞ 

 資料② ＞ 
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