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２ 社会福祉法人あかね 下堂 和美 ３ 

３ 社会福祉法人あかね 花崎 宜貴 ５ 

４ 社会福祉法人あかね 森本 真司 ７ 

５ 社会福祉法人あけぼの会 高橋 啓太  ８ 

６ 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 今井 育代 １０ 

７ 社会福祉法人永寿荘 濁川 陽太 １２ 

８ 有限会社エイミ 戸矢 政江  １３ 

９ Ｅｖｅｒ onward 合同会社 森谷 和義 １４ 

１０ 株式会社エルダーテイメント・ジャパン 布津 優子  １６ 

１１ 社会福祉法人江寿会 萩元 俊 １７ 

１２ 株式会社創心會 本多 功実 １８ 

１３ 社会福祉法人貞徳会 林 孝真 ２０ 

１４ 社会医療法人博愛会 鹿内 輔 ２２ 

１５ 社会医療法人博愛会 高橋 俊明  ２４ 

１６ 社会医療法人博愛会 安田 亜里  ２５ 

 



    実践レポート 

“日本一”続出の勉強会 

介護サービス経営カレッジ 

法人名 あうん介護センター 氏名 福岡真理子 

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！ 

会議でチームワークづくり 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

居宅の会議はそれぞれの状況報告が中心であまり意見を出し合うという場

がなかったため 

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。 

会議を次の行動に繋げる 

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！ 

準備・今回の会議の何週間か前にこういう話合いをしたいので日常でなん

となく考えておいてほしいと伝える 

・1 週間前に再度みんなに何を考えてほしいか内容を伝える。 

（業務中に会議を行うため時間が限られているので会議内であまり考 

える時間をとらないため） 

１．最初に今日の会議の目的、流れ、終了時間を伝える。（1 時間） 

（テーマ：居宅内での会議で選ばれる事業所になり続けるために自分達の

良さを次に繋いでいくにはどうしたらいいかということを話し合う） 

２．順番に意見を言っていく。意見を言いやすいように思いついたことで

大丈夫と伝え簡単な具体例を出し必ず意見をだしてもらう。（テーマからま

ずそれぞれが考えるケアマネ像として必要な資質、能力、技術は何かを意

見出しする。） 

３．ホワイトボードを活用し意見を記入し同じような内容はまとめる。 

４．次の項目に行く前などで時々今日のテーマを伝えて何について話し合

っているか確認し逸れないようにする 

５．出た意見からそれぞれにどう考えるかを一言で言ってもらう。 

６．みんなの意見をまとめ具体的に何ができるかを考える。 

 （お互いのいいところは認め合い悪いところは直しあえる環境にすると

いうことになる。今日の話合いの内容を日々実行できるように標語として

事務所に貼りみんなで意識しあうことにする。）（当たり前のようなありき

たりな結果になったがそれが大事なことということを全員で確認できた） 
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    実践レポート 

“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 

・毎週の会議は報告のみでみんなの意見をたくさん出し合う場が今までに

なかったのでお互いを理解する良いきっかけとなった。 

こういう会議はもっとやっていきたいという意見がでる。 

・全員が意見を出して全員の思いから出た結果なのでそれぞれが自主的に

取り組もうとする姿勢が見えてきた。（誰かに言われてやるのとは違う効果

がみられる） 

・こういう形で会議を開催するとこれからもいろいろみんなで話し合って

決めていきたいことがたくさんあることに気づく。 

・みんなで話し合うことで社員間の結び付きが強くなると感じた。 

・ホワイトボードを使うことで全員が同じものを見て話し合えている（そ

れぞれのメモをみているのではなく）。たくさんの意見をまとめやすいとい

う利点を感じた。 

（反省） 

・今回はレジメを作らなかったのでレジメを作ればそれぞれが会議の流れ

を常に確認できたと思う。またメモを取りやすく個々に振り返りとして活

用できたと思う。 

 

 

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 

特になし 
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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 銀の櫂 氏名 花崎宜貴 

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！ 

事前準備と最終確認 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞「できていること」 

  ・三種の神器「レジュメ、ホワイトボード、テーブル机 

  ・オープニング 

 「できていないこと」 

   ・適正人数 

   ・「発散」と「収束」 

   ・クロージング 

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。 

＞「適正人数の設定と事前打ち合わせ、クロージングからの進捗確認」 

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「議論」は管理職で実施し、「確認、報告、再設定」を現場リーダー陣で

実施する。 

 （適正人数にて、会議を段階的に実施するため） 

 ②「発散」は現場リーダー陣で実施し、「収束」を管理職で実施する。 

 （現場の意見吸い上げ→俯瞰的な考えで実施内容を絞るため） 

 ③会議事前準備（数字の共有、進捗報告、提案内容など）を実施 

  （会議時間短縮のため） 

 ④クロージングで実施内容の確認→日々のスケジュールで進捗確認 

  （会議内容を「思考」だけにとどめず、「行動」に移すため） 

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・会議の質向上 

  ・会議からの行動（実施に至る）までのスピードアップ 

 ②・現場意見の吸い上げ（スタッフ満足） 

 ③会議時間短縮 

 ④会議内容が「行動」になる。→現場の動きが改善する。 

 

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 ＞ 

 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 
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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 

デイサービスリゾート杣緑 

氏名 
森本 真司 

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！ 

 会議も定時で終わらせる。 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞会議の場で考えていることが多いので、時間がかかることが多い。 

 ゴールを意識していない。話合う内容が多すぎる。 

 次の行動へ繋がっていないことがある。 

 発言するスタッフはいつも同じ。 

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。 

＞ゴールを意識して、時間通り終わる。 

 会議までにレジメ確認して、課題について考えてくる。 

 参加者全員が発言できる。 

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！ 

＞ 

・会議内容についてあらかじめ発信し、各個人で答えを用意して会議に臨む 

・参加者に発言させる。 

・話合う内容が多い時は、優先順位をつけて、次回でいい内容は次回に回す 

・決定事項に対して、誰が何をいつまでにするのか明確にし、進捗状況を確

認していく。 

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！ 

＞ 

誰が何をいつまでにするのかを明確にすることで、次の行動に繋がる。 

また、進捗状況を確認していくことで、新たな課題に対応できる。 

参加者に発言させることで、自分の役割に気付くことができる。 

まだまだ時間通りに終わることはできていないが、確実に前に進んでいるこ

とを実感できた。できるだけ短時間で終わり、内容の濃い会議ができるよう

に今後も試行錯誤していきたい。 

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 社会福祉法人あけぼの会 氏名 高橋 啓太 

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！ 

スタッフのリマインド、モチベーションアップ 

「サービスの質」会議！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

事業所が開設して３ヶ月目に入り、今まではマーケティング(集客)に力を入れ
ていたが、利用者様の人数も増えてきた為、利用者様への対応を振り返り、マ
インドセットする機会、また、サービスの「質」について職員間で共有するこ
とが必要だと思った。 

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。 

1．スタッフのリマインド、モチベーションアップ 
2．現在利用して頂いている利用者様が「ここを利用してよかった、これから
も使いたい！」と思って頂けるよう、サービスの質をさらに高めていく。 

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！ 

1．同事業所の役職者と上記の目標を達成する為にどのような話し合いが必要
か相談する。 
2．前回のカレッジで学んだことを参考にレジュメを作成する(別紙１) 
3．実際の会議では議題に入る前に、各々の利用者様への対応について(接遇等)
振り返り、現在の悩み等を共有した。また 3 ヶ月目で目標を超えたペースで利
用者様をお受入れ出来ていることを、心を込めて感謝を伝える機会も設けた。 
その後、議題に沿って会議を進めたが、個人ワークや意見交換の時間が長引き、
時間が押してしまい、残りの議題を次回の会議で行うこととした。 

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！ 

【成果】 

議題に入る前に、スタッフの悩みや考えを共有することによって、現在のスタ
ッフのモチベーションを確認することが出来た。また心からの感謝を伝える機
会も設け、スタッフからも「また頑張ります」という言葉が聞けた。また、利
用者様への対応については、「このスタッフのこういう対応が素晴らしかった」
「今後も利用者様に元気を与える対応をしていきたい！」等の意見があり、リ
マインドになったと思う。 
議題については、「関わりが少ない方の目標や今困っていることが分かった」
「具体的な目標がある方に対して、もう少しアプローチが必要だと気付いた」
「こういう悩みを抱えている人が多い」等、利用者様の夢や目標に対し、現在
提供しているサービスを変えていかなければいけないということを共有する
ことが出来た。議題の続きを次回開催する会議で話し合っていきたい。 
 
【反省】 
タイムスケジュールを組んだが想定したよりも時間がかかったこと。 

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 ＞会議レジュメ 

 資料② ＞ 
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令和２年１１月１０日 

在 宅 事 業 部 

高 橋 啓 太 

 

歩行と言葉のリハビリ空間なごみ横手「サービスの質」会議 

 

 

目的 

□オープンして 3 ヶ月目に入り、現状の確認、マインドセット 

□リハビリ空間に通われている利用者様の夢・目標を叶えられる為に、現在のプロ 

グラムを見直す。 

□プログラムが適正に提供できるように業務(オペレーション)を見直す。 

 

 

スケジュール 

１７：４５～１８：００ 

(15分) 

個人ワーク 

利用者様の夢・目標を再度見返す 

興味・関心シートを見る 

１８：００～１８：１５ 

(15分) 

意見交換 

利用者様の夢・目標に対して現在の提供しているプログラ

ムはどうなのか 

１８：１５～１８：２５ 

(10分) 

個人ワーク 

利用者様の夢・目標を叶えていく為に今後必要なことは？ 

１８：２５～18：３５ 

(10分) 

意見交換 

今後の方向性について(何をどうリニューアルしていくか) 

１８：35～１８：４５ 

(10分) 

まとめ 

１８：４５ 次回まで行うこと 

 

 

本日のゴール 

□今後の方向性として何をどのように変えていくかを決める 
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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 安曇野市社協デイ穂高 氏名 今井 育代

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！

短期集中で中味の濃い会議にしよう！

実践のきっかけ

Point! まずは、現状を分析しましょう。

＞ 出来ていること

・定例会議の適正人数

・誰もが意見を言いやすい環境（発散）

出来ていないこと

・会議時間が設定されていない（短時間で終われない）

・収束ができない（まとめ役・進行役の不在）

・話し合う内容がはっきりしていない

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。

＞会議終了時間の設定と会議内容の優先順位付け

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会議時間を設定

②話し合う内容に事前に優先順位をつけておく

・時間内に解決させたいものから話し合いをし、残ったものは

宿題として次回の会議までにアイデアを考えておいてもらう

③進行役・まとめ役の設定

・様子を見ながら話をまとめていく

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！

＞ 目標終了時間の設定と、内容に優先順位をつけたところまとまりのな

かった会議にメリハリが出て来た。限られた時間の中話し合いを終えると

いう意識づけをすることで会議への集中力もアップ。短時間の会議を行う

ことでムダな人件費（時間外手当）も抑えられるようになってきた。
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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

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 永寿荘 氏名 濁川 陽太 

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） 

時間通りに終わる、納得感のある会議を目指して。 

実践のきっかけ 

【出来ていること】 

参加者の意見を吸い上げる。 

【出来ていないこと】 

会議時間が長い。 

まとまりがない、進行者の力量不足。 

時間配分や目標設定が出来ていない。 

目標 

ゴールを意識させ、予定時間通りに終わる会議を目指す。 

実施内容 

（または実践計

画） 

① 会議の 1週間前に議題と意見の募集・議題に対しての意見を予め

聞いておく。 

② 司会者が会議の前に話し合う内容・所要時間・本日のゴールを宣

言する。 

③ 書記の他にタイムキーパーを設ける。 

④ 各議論ごとの討議時間をレジュメに記載。 

⑤ 会議の最後にまとめと決定事項、期限を伝える。 

実践の結果 

・時間を明記、意識する事で、ダラダラせず会議が進行した。 

・司会者だけでなく、会議に主席した参加者が時間を意識し、意見を

簡略化して要点を絞って発言するようになった。 

・議題や意見が予め周知されることで会議前に自分の意見を考える

時間が与えられ、効率化に繋がった。 

・会議終了後にゴールに達成したかを意識させる事によって、会議に

納得感が生まれた。 

・まとめがしっかり行えた事によりアクションプランを伝えやすく

なった。 
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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 

法人名 有限会社エイミ 氏名 戸矢 政江 

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！ 

企画書ってみんなで関わればなんのその！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞本店との会議は定期的に開かれているが、施設内の会議はまったく実施できていない。地域密着型の

デイサービスで、定員 15 名の利用者様を日々常勤の職員 2 名・看護師 1 名・パートの介護職員 1 名の

4 人で業務にあたっており、全スタッフが集まっての会議は難しい状況。今までは行事などの計画の担当

を決めて計画を立ててもらっていたが、担当のスタッフが内容や準備など相談できる場がなく一人で抱え

込んでしまい負担になっている。職員数が少ないためすぐに順番も回ってきて、担当でないスタッフは人

ごとのようになってしまって計画や準備などに参加できていない。そこで、スタッフ全員で 11 月に行う

秋の運動会を楽しい催しにできないかと考えた。 

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。 

＞全スタッフの意見を聞く手段を考え、利用者様・スタッフ共により良い環

境になる。 

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！ 

＞①11 月の本店との会議をオンラインで実施する。 

 ②全スタッフの意見を聞きたい時には、文書で記入をしてもらい把握する。 

 ③まとめたものを全スタッフ共有し実践していく。 

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今月中に実施予定。 

 ②全員が色々な意見を出してくれ、来年にも繋がると感じた。 

 ③共有することで「この準備は自分ができます」などそれぞれ得意分野で

協力があり、担当スタッフが抱え込むことなく計画が進んでいる。 

 

＊意見を出せる場を作る事で、いろいろな考えがある事、スタッフ一人一人

の思いなども知る事ができるなと感じた。 

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 Ever onward 合同会社 氏名 森谷和義 

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） 

明日へつながる会議へ 

 

実践のきっかけ 

 

ただトップダウンの会議になっており現場の声が届いていない 

目標 

現場の課題や職員の思いや考えが言える場にする 

それに対して経営者側が何かしらの答えを出す 

 

実施内容 

（または実践計画） 

 

普段から職員とコミュニケーションをとり現在職員が 

どのような思いか、把握に努めておく。 

 

会議何日か前に、現場の課題や個々の職員の問題提起をまとめておき 

スムーズにデスカッションできるようにしておく。 

 

また経営側の考えをも事前に職員に伝えておき、それを踏まえて 

考えておいてもらう。 

 

経営者側へは会議前に職員の問題提起や現場の課題を提出しておく。 

 

管理者は両方の意見を踏まえある程度の答え、着地点を考えておく 

 

 

実践の結果 

まだ、実践出来ているおらず結果は何もでていませんが 

この事について少し問題がある事業所なのでこれらの事は 

少しずつ焦らず取り組み形に出来ればと思います。 

またそれにより明日へつながる会議になり利用者様や職員のためになる 

会議になればよいと思います。 
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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 (株)エルダーテイメントジャパン 氏名 布津 優子 

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） 

転倒防止強化月間 

実践のきっかけ 

この 2-3 か月で大きな転倒事故が続き、ＣＭからも厳しい指摘を受けたりした。 

スタッフも疲弊してきてしまい、何か対策を考える必要があった。全体会議では発言しない

スタッフが多く、せっかく全員集まる機会なのに情報共有だけの場になってしまっているた

め、10 月の研修内容の大きな会議と小さな会議を組み合わせてみることにした。 

目標 

転倒防止策を現場の一人一人がどうしたらいいか、自分のこととして考える 

対策として見守りを強化するための具体策を考える（レイアウトを変更して導線を確保した

り、業務改善） 

実施内容 

（または実践計

画） 

① 10/20 体会議にて趣旨を説明し、全員に危ないと思うときと対応策を２つ提出しても

らう（期限は 10/31） 

② 11/7 提出された回答をもとに、安全対策委員会（現場リーダー2 人、看護師、機能

訓練士、相談員）にて精査して対応策を作成 

③ 11/20 全体会議にて対応策を報告、内容を確認・決定して実施 

 

実践の結果 

残念ながら 3 名は提出がなかったが、15 名の回答を得ることができ、具体策としてハード

面の変更や業務改善も含め 10 項目の対応策を決定。 

・午後行っている入力や翌日準備などを、利用者が帰った後に行う。そのため、その時間に

行っていた掃除を清掃スタッフと事務所のスタッフに一部お願いする 

・入力デスクの変更→2 名用のものを 1 名用の狭いものにして導線を確保。2 名同時に入

力業務に入らないようにする。1 名はフロア見守りに徹する。 

・排泄介助方法の統一、スタッフ同士のコミュニケーションを徹底する。 

・手芸や工作レクの場所を変更する など。 

その他、細かい声掛けなどの対応策はそのまま会議にて全員に周知する。 

最終的には全体会議での決定となるが、会議を分けることによって、一人一人の考えをくみ

取ることができたのと、ひとつひとつの対策案に対してしっかりと議論することができて良

かった。 

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 社会福祉法人江寿会 氏名 萩元 俊 

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！ 

デイサービスコンセプトの周知とコミュニケーション 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞利用者様の利用人数と稼働率が低下しており、定員 54 名に対して 

40 名前半から 30 名後半である。 

＞稼働率が 10 月では 52.5%であり、目標値の 80%には程遠い状況 

＞コンセプトが不明瞭であったため、明確化し、まずはスタッフさんに理解

していただく。 

＞デイサービスみんなで状況把握して、コミュニケーションを密に取り、連

携を深めて、今後の動きを共有していく。 

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。 

＞まずは、スタッフに現在のデイサービスについて、理解してもらい 

 みんなで同じベクトルに進む 

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 朝の時点で、当日のシュミュレーションや出勤状況を確認。 

② 利用者様の申し送りを含めてスタッフとコミュニケーションを取る 

③ 業務中にさまざまな場所へ自分から出向き、現状把握する 

④ デイサービス業務中に頻回にコミュニケーション取れるようにする 

⑤ 新しく導入したシュミュレーションの状況確認 

 

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！ 

結果として、常に利用者様の実績状況と職員の勤務状況を朝照らし合わせて

いるが、状況によって臨機応変ができるようにしています。 

 現在進行形ではありますが、スタッフのリーダーに対しては、今後のデイ

サービスとして進む方向性を説明している状況です。 

課題として、自分の業務にいっぱいいっぱいになってしまい、スタッフの方

の負担や状況を把握しきれていないことがありました。 

今後は、「目配り」「気配り」に注意しながら、スタッフの方々が働きやすい

環境を作っていきたいと考えます。 
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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 

法人名 株式会社創心會 氏名 本多 功実 

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） 

日頃の申し送りから会議力を高める！ 

 

実践のきっかけ 

定期的な会議はほとんどなく、申し送りも実施せず情報伝達は個人個人で

伝えあっていた。会議ではタイマー設定をしても、結論が出ず時間を超え

ることがほとんどであった。まずは毎日の申し送りを実施し時間内に、ス

タッフが納得できることを目指し、申し送りを会議の練習の場とした。 

目標 

時間内に濃い会議を実施できるように、申し送りレベルから達成する。 

制限時間内に終わらせて、現場に落とし込めれる結論を出すことによって

参加者が納得した会議にできる。 

実施内容 

（または実践計画） 

毎日の申し送りを実施。 

営業終了後 5分間と決め、タイマーを設定するも、多くの意見が出てまと

まらず結論はでなかった。時間は超過し、掃除をし「ながら」話し合うほど

であった。（時間超過、参加者の納得がいってない） 

→申し送りノートを新たに作成。業務中に気付いた点は各自が記入し、そ

れを「レジメ」として使用。共有事項のみは各自目を通してもらう、話し合

いたい内容は印をつけて申し送りの際に相談とした。（オープニング、ゴー

ル意識） 

申し送りは、座って実施し全員が申し送りに集中できるようにした。 

司会者を決め、それぞれが意見を言い合う場をまとめた。 

 

結論が出ないような議題は、ケアカンファレンスとして月 1回開催。 

実施日までにレジメに目を通してもらい、それぞれが意見をもった状態で

参加、会議内での考える時間を短縮。 
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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 

実践してみて、「発散」→「収縮」が難しかった。それぞれの意見をまとめ、

結論づけていくのは、今後も個人的に練習が必要な課題である。また、時間

制限もそれぞれの意識が弱かったが、司会を決め、意識する人がいること

で少しずつ短時間で内容のある申し送りができている。 

座って実施することで「ながら」申し送り（会議）はなくなった。 

話すことが苦手なスタッフは、申し送りノート（レジュメ）に記入してみる

とこから始めてもらった。記入事項について話し合う時には意見を伝えら

れるようになっている。 

ケアカンファレンスの開催はまだ 1回のみだが、休みのスタッフも参加し

てくれるなどスタッフの意識は向いていたようだった。決定事項を翌日か

ら現場に落とし込むことで、スタッフも会議をやる意義（納得感）を得られ

ているようだった。 

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ｎ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 氏名 林 孝真 

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！ 

計画的な会議で目標達成 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞業務改善の会議(ユニットリーダー会議)は以前も毎月実施していたが、会

議目標が明確では無く、また参加者が 10 人以上おり、意見がまとまりに

くかった。 

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。 

＞『業務の効率化、標準化』という明確な目標をたて、それを達成するため

の会議を実施する。 

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これまでのユニットリーダー会議をフロア別に 2 つにわけ少人数化。時

間は 1 時間と決める。各会議に主催者として相談員が出席する。(その他出

席者：フロア主任、ユニットリーダー) 

②『業務の効率化、標準化』を達成するために議題を細分化し毎月テーマを

決めて会議計画をたてる。(例：4 月は記録業務、5 月は食事業務、6 月は

排泄業務…) 

③毎月会議前までにその月のテーマについてユニットリーダーがユニット

職員から情報収集して紙にまとめる。情報収集フォームも統一して使用。 

④会議では発散と収束を意識して議論しその月のテーマについて会議での

決定事項を確認する。 

⑤各フロア会議で決定した事を主催者同士ですり合わせ、最終決定し実行

する。 

⑥翌月の会議で、前回会議で実行した事を評価、改善する。 
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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 

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少人数なので全員が十分に発言でき、主催者として相談員がファシリテ

ーターとなりまとまりができた。 

②テーマを毎月一つににする事で事前準備も会議当日も時間に余裕ができ

た。 

③事前に情報取集する事で現場職員の意見も反映され円滑に運んだ。 

④⑤大目標である業務の効率化と標準化の為にどうする事が良いかを考

え、決めきれない時でもとりあえず決定しすぐに実行した。 

⑥評価する時間を設けて、改善すべき点は改善していった。 

 

結果として大変有意義な会議となり、目標である『業務の効率化、標準

化』が順調に進展している。また会議出席者同士もこれまでより関係が密

となり連携が取りやすくなった。 

 

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 社会医療法人 博愛会 氏名 鹿内 輔 

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！ 

短時間で効率的な会議を目指して 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞施設内での会議は月一回の施設内運営会議、各部署の会議など多岐にわ

たっている。今回は施設全体の運営会議の効率化を目的に改善点を検討し

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。 

＞オープニングを常に意識し、時間設定を厳密に管理した会議展開 

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！ 

＞月一度の施設内運営会議では、毎月最終水曜 15：00～ 

施設運営実績、人事関係報告、法人内全体会議報告、施設全体への周知事項

などを報告の上、施設内ルール設定等の議論を行っている。 

 会議生産性向上を目指し、従前は業務終了の 17：30 以降もずれ込むこ

とが多かった会議を、オープニング時に 1 時間で終了させることを明言し、

レジメとゴールの設定を行ったうえで会議を展開した。 

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！ 

＞結果、1 時間で会議自体は終了する事が出来たが、スタッフの中には他

にも議論したい項目や話したいことが残っているような印象を受けた。短

時間での会議終了は業務効率化に寄与できたが、会議目的と関連した話題

で、業務改善につながる項目に関しては会議時に項目抽出のみ行い、その

後分科会形式で別会議を開催することとし、各部門からの報告をいただく

こととし、試験的に運営している。 

分科会での議論進行がスムーズにいくよう、各会議体にオブザーバーとし

て役職者の配置を行い、自主的な議論進行を見守る形をとっている。 
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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 

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 ＞特になし 

 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 氏名 高橋 俊明 

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！ 

全員が意識が高い会議をする！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞大まかな議題は決まっているが途中から目的が不明確になり、時間だけが

かかり結論を出せない会議になっている。 

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。 

＞スケジュールと目的を全員で意識した会議が出来る。（時間内の終了と結論

を出せることがゴール） 

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！ 

〇一度開催した会議で課題が明確になる。 

→目標設定がなかった。 

→終了時刻を決めていたが終われなかった。 

→具体的な行動に繋がる内容を最後にまとめきれなかった。 

→急な話題提供により主旨がそれる。 

 

〇次回の会議までに･･･ 

→目標設定がなかった。 

･･･会議前に主要メンバーの打ち合わせを行い、内容や流れを確認する。 

→終了時刻を決めていたが終わらなかった。 

･･･内容毎にかける所要時間の目安を決めていなかったので、議題毎に予定時刻を設

ける。 

→具体的な行動に繋がる内容を最後にまとめきれなかった。 

･･･起こす行動を最後に決めることをしっかり伝える。 

→急な話題提供により主旨がそれる。 

･･･進行役を決めて、「発散」「収束」を見極めて、効率的に話しがすすむようにする。 

実践の結果 

＞会議は 12 月 10 日なのでまだ実施はしていないが、主要なメンバーとの打ち合

わせの調整は終わっており、同じ意識で取り組んでいけるようにする段取りはでき

た。皆同じことを感じており、今回の機会に共有ができてよかったと感じた。 
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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 

法人名 社会医療法人 博愛会 氏名 安田 亜里 

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！ 

聞く会議から話す会議へ！早く終わらせて帰ろう！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞現在の施設に異動となった時に、「会議＝管理者が一人で話しているも

の」で、他スタッフは聞き役に徹している・意見を求められてもみんな黙っ

ているのを見た時に、自分たちの業務について話しているはずなのに全く

考えを持たない・話そうとしないのを見た時。 

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。 

＞各自が自分の意見を持ったうえで（自分の仕事に責任をもって）会議に

臨む。何も話さない＝何も考えていないを意識する。 

 

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！ 

＞・事前に議題を周知 

 ・事前に会議の目的を伝える（意見を出すのか・まとめる会議なのか） 

 ・複数項目ある場合は時間配分を明記、終了予定時間も記載 

 ・見てわかるもの・伝えれるものは議事録に記載し各自確認 

 ・次回検討内容について意見提出（後日でも可） 

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！ 

事前に議題を周知・目的を伝え、時間配分を決めておくことで、会議時間は従来

の３０～４０分程度短縮できている。しかし職員の積極性という部分ではまだ課題

が残り、事前に議事録を配っても読んでいない・意見を持たない・決定事項対し「や

っぱり～～のほうが」と後から不満を口にするなど、基本的な会議の望み方に問題

のあるスタッフもいる。しかし、繰り返し、一社会人としての姿勢・仕事に対する

責任性について話す事で全体としては意見を持ちながら、質疑応答時間には声を上

げるスタッフが増えてきており、「やらされる仕事」から「自分たちでする仕事」

に徐々に shift してきている印象を受ける。詳しく議事録を作る事で資料作りの時

手間は若干増えているが、全体の会議時間が短くなるのならこの程度は許容範囲

内。 

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 ＞ 

25



    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 
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