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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！ 

コミュニケーシ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞コミュニケーション不足。職員の仕事の様子、心配事など把握できてな

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。 

＞一人一人に声がけを行う 話をしっかり聞く 

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 朝の挨拶を笑顔で自分から行う（全員） 

② プラスメッセージを発信する 

③ 相手の話は最後まで聞く 

 

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 相手の返答で体調、やる気などのその人を感じることができたか気がする 

疲れを感じている人に対して少し掘り下げ話を聞いてみた 

仕事の第一歩、気持ちよく仕事ができるよう挨拶をしっかりしていきたい 

② 笑顔になる 

もっとプラスメッセージを発信していきたい 

③ 落ち着いた環境ではなくても話を聞ける体制を作った 

忙しいオーラを出さず話を最後まで聞く姿勢を忘れない 

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 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！ 

新人育成の見直し 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

新人スタッフが何人か増えてきた為 

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。 

新人スタッフの育成に関しての教え方を見直す 

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研修期間のチェックリストの作成 

 チェックリストがあったのだが見直し再度作成しなおしが必要となった

為一から作成開始 

②チェックリスト作成中は育成担当が教える 

 今まで確定の育成担当をつけずに行っていた為誰がどこまで何を教えた

か共有できていなかった 

③仮チェックリストを作り話し合い 

 仮チェックリストを作り会議時他のスタッフと話し合い内容を検討 

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 ・③に関しては現段階実行中の為これから成果が出てくると思われる 

② に関してはいきなりスタッフに任せてしまうと混乱すると思われるので自分自身が体

験も含めしどうを行っている。成果としてはどこまで教えたかどのくらい理解できてい

るかすぐにわかり判断が出来るため良かったと思われる。反省点として他のスタッフに

新人さんが質問しているときに我流を教えてしまっているときがあった。 

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！ 

ショートステイの送迎で意識を変えよう 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

・今回の研修を経て管理職のあり方について自分自身で何が足りないのか

を明確にすることで今後の取り組みに繋がると思う。 

 

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。 

・ショートステイ利用者に対して、ただ介助するのではなく、家庭の事情

や自宅での過ごし方などを理解した上で介助を行ってもらえるようにす

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！ 

・ショートステイの送迎に職員をワーカーとして連れて行く。 

 →今まではショートステイの担当が送迎に行っていた。 

  利用者様の情報や家庭の情報などは申し送りなどで職員に伝えては 

  いたが、実際にご自宅の状況やご利用者様本人の過ごし方などを再度 

  理解してもらえるようになるのではないかと考えている 

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！ 

・実際に送迎でご自宅に行くことでご家庭の様子やご利用者様のご自宅で

の状況など見て頂くことによってショートステイ担当に対して質問や提案

などを出してくれるようになった。 

・ご家族ともお話しするきっかけにもなっているので在宅での現状につい

た知ることができる。 

・すべての職員が送迎に出れるわけでは無い為、意識に差が出てきやすい

環境になってしまっている。 

・送迎には出ているが、ただ送り迎えに行っているだけになってしまう可

能性がある為、常に意識付けをしていく必要性がある。 
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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 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） 
成功体験・承認欲求・心満意足 

実践のきっかけ 
在り方チェックリスト、部下とのコミュニケーション中「答えは１つではな

い」ことを意識している、の項目に於いて、出来ていないと感じたため。 

目標 成功体験をすることで承認欲求が満たされ、意欲の向上へ繋げる 

実施内容 

（または実践計画） 

 現在、私個人で行っている企画をチームとして推進、役割分担を決め行動し

てもらう。 

 

はじめに（明確化） 

・企画の意図→何のためにするのか、何故しなけばならないのか 

・目的→何をもってゴールなのか 

・手段→目的を達成させるために何が必要なのか 

・対象者→誰に対して行うのか 

・期間→何をいつまでにすれば良いのか、またいつまでやるのか 

 

手段の作成（作成方法・行動計画） 

・フレームワークの提示→進め方の指標 

・情報収集→必要な情報を知る 

・情報の項目化・細分化→得た情報の整理 

・提供物の構図→得た情報をどう表現すれば対象者に理解してもらえるか 

・営業トーク→提供物が対象者にとって価値ある物として感じてもらうには 

 

効果測定 

・測定方法→ゴールを知る 

 

手段の作成以降をチームで考え推進する。 

推進する上でのポイント（意欲の継続・向上） 

・目的を達成させるために、誰が・いつまでに・何をすれば良いか、をガン 

 トチャートを用い見える化しておく。 

・効果測定を適宜チーム共有（社内SNS）してくことで、達成状況を把握。 

・結果（達成・未達どちらでも）に対しての考察を必ず行う。 
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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 

 進行段階のため、最終的な目標達成には至っていません。 

しかし、企画に対して意欲的に取り組むスタッフの姿を鑑みると、承認欲求

の部分は満たされいると感じています。 

 企画に対してポジティブな成果が得られるよう推進したい考えです。 

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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    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！ 

支配人（施設長）業務の役割・分担・効率化見直しについて 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

①管理職あり方チェックリストを確認。 

②各項目について出来ているとまではいかないが、常に意識しながら行動

を心がけている。 

③その中で、業務方法の「仕事をかかえこまない」という項目は自分自身の

最大の課題であると考えた。 

④仕事を抱え込むことにより、施設全体の運営に支障が生じ、行動に遅れ

が生じる可能性がある。 

⑤仕事の流れ、課題解決のためのプロセスを共有し、ともに解決を図る。 

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。 

・支配人（施設長）業務の洗い出し-見える化の実行 

・各セクション管理職、スタッフの役割を再確認-業務委任・業務プロセスの共有化 

・館内行動（意思決定）の円滑化 

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経営者・管理者・主任・専門スタッフの役割分担および職務と権限を確認

し、あらためて支配人（施設長）業務の確認を行う。 

②具体的業務内容に関する方針の確認を行う。 

③その中で現在、自分自身しかわからないことや自分が行わなければなら

ない業務を洗い出す。（資料①） 

④各セクションの管理職、スタッフの役割を確認する。 

⑤あいまいになっている役割を明確にして、運営・業務の円滑化を図る。 

⑥組織がさらに機能的・能動的になるよう進めて行く 

⑦協働・委任する業務は計画シートを用いて目的を共有して実施する。 

（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 

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】 

（役割）【理念を達成するために方針を実行し、さらに管理する】 

〇支配人（施設長）の具体的業務内容についての再確認 

⇒自分が優先的に行わなければならない業務があらためて理解できた。 

⇒他セクションやスタッフに依頼できる業務を確認できた。 

〇支配人（施設長）固有業務のマニュアル着手 

⇒これまでマニュアルなどはなく、自分自身の進め方で行っていた。 

⇒完成することにより、ものの場所や業務の流れが共有できる。 

〇協働・委任する業務についてシート作成 

⇒これまで一人で（抱え込んで）行っていた業務で協働や委任できる業務

はシートを用いて実施する。（まだ未実施） 

⇒本シートを用いて、目的を共有し、納得してから取り組みができると考

える。 

⇒業務の見える化を行うことにより、業務のプロセスも理解していただけ

ると考える。 

⇒シートを用いることにより、事例が積み重ねることができ、今後の対応

に役立てることができる。 

 

これまで、業務を多く抱え込んでしまい、実施や対応が遅れてしまうこ 

とが多々あった。そのため各セクションにも迷惑をかけてしまい、支障を

きたしていることがあった。 

 今回、支配人（施設長）業務をあらためて確認し、「選択と集中」ができ

た。「選択と集中」した業務については、マニュアルの作成（作り込みすぎ

ない内容で）を行い、他スタッフにも理解できるよう取り組んでいきたい。 

また、業務の協働・委任を行う際は、シートを用いて丁寧に進めるよう 

にしていきたい。まだ未実施であるが、依頼したい業務があるので、シート

を活用していき、不具合等生じたら改善していこうと思う。 

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 

 資料① ＞業務内容の選択と集中 

 資料② ＞業務計画進行シート 
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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 
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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 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！ 

管理職へのスキル UP 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞あり方チェックを行った際に、「基本的には発信する時は、プラスメッセ

ージとなっているが、発信する機会が少ない。コミュニケーションを多く

行う職員と、そうでない職員との差がある」という指摘があった。自身が出

来ていると思っていても他者から出来ていないと言われれば、出来てはい

ない事と一緒だと気付かされた。 

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。 

＞・職員との接し方に対して差が出ないようにする 

 ・信頼される上司になる 

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！ 

実施内容 

1） コミュニケーション機会を増やす 

① 全職員に１人１人名前を呼んで挨拶を行なう 

② １日に１回は職員と話す機会を設ける 

③ デスクに座っている事が多いので、1 時間に 1 回はホール内を回

り、状況によっては現場業務を行う。 

④ 終礼時に意識してプラスメッセージを発信 

⑤ 定期的に面談を行なう（３ヶ月に１回） 

 

2） 職員の頑張りを評価する 

① 指導を行なう際は、褒める事を意識して（プラスメッセージを発

信）指導を行なう。 

② 指導した事に対して改善が見られた時は褒めて頑張りを評価す

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！ 

成果 

① 実践してみて日が経っていないが、職員とコミュニケーションを行なう

機会が増えた事で関係性がよくなった。 

1） 全体的に、上司には声をかけづらいイメージがあるようだが、上

司から声を掛ける事で、声を掛けづらいイメージが薄れてきた

のか、少しずつだが職員の方から話しかけられる機会が増えて

きたように感じる。 

2） 一部の職員は上司がプラスのメッセージを発信し評価する事

で、自分が認められていると感じ、職員のやる気や責任感がＵＰ

したように感じる。 

3） 職員から相談されたりする機会が以前に比べて増えてきた。 

取り組み期間が短いが、少しずつだが変化がみられているので、今後も継

続して行い、長期期間行なうことで職員や自分自身にどのような変化があ

るのか考察していきたい。 

 

反省 

日によっては１日１回のコミュニケーションが出来ない日があった。自分

自身が外出したり施設にいない場合があったりするので、早い時間から意

識して行い達成出来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 
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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！ 

 しつこい位に、相手に伝える必要性 

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 

 ・答えは一つでないことを意識している 

 ・何でも自責で考えることができる 

 ・業者に対し、横柄な態度をとらない 

 ・定時で帰る日と、残って仕事をする日とメリハリをつけて仕事をして

いる 

 ・お客様に対し、「サービスの対象」としてではなく、「人」として接して

いる 

できていないこと 

 ・相手のために叱っている 

 ・自分の考えは何度も伝えている 

 ・常にプラスメッセージを発信している 

 ・マイナスメッセージを封印している 

 ・仕事を抱え込まない 

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。 

＞「自分の考えは何度も伝えている」ことを実践する 

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！ 

＞自身の中では、福祉専門職である自らと、介護・福祉専門職である仲間と

の中で、「専門職であればだれもが必ず備えておくべき共通基盤」があると

認識しており、共通基盤に関連する意識や行動は「当然」専門職である他者

も理解し実践してくれるものだろう・するべきだろう。の意識を強く持っ

ていた。 

 そのため、自らが考える業務方針や手順が、共通基盤に則ったものであ

ると判断した場合、「伝え方よりも学び方が重要」であると認識してしまい、

前回講義で指摘された通りの職人的教育に陥っている事を認識した。 

 前回講義以降、同職種は勿論他部署とのやり取りの際も、この作業が必

要な根拠、目的、到達点などを極力具体的に表現するとともに、言葉と話題
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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 

を切り出す角度を意識し、自身の中では「しつこい」と思う位に伝えること

とした。 

 具体的には、朝礼時発言や、各カンファレンス時などに、施設の理念、タ

ーゲット層、それによる目標到達点などをことあるごとに伝えることを心

掛けた。 

 

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！ 

＞ それにより、他部署とのコミュニケーション悪化などが懸念されたが、

伝え方やシチュエーションを工夫することで、現時点では関係性の悪化を

認識することはなく、「課長が普段こう言っているから、こういう場合はこ

う動いたら良いんですよね？」と相手側が察してくれた行動を確認するこ

とができた。 

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 社会医療法人博愛会（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！ 

電話の刃 ～無限コール編～ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞管理者あり方チェックリストから「仕事を抱え込まない」という項目がダ

ントツで出来ておらず課題である事が明白 

生活相談員と兼務であるため抱え込んでいる業務は管理業務だけでは無い。 

現在、退職者が出ており補充が出来ていないことも要因 

一日に何度も掛かってくる電話対応が業務を圧迫している 

1日 10分の電話が 20回来た場合、3時間以上（勤務時間の 40％近く！！）

電話に張り付いていることになる。 

管理者は外勤で不在の事が多いため、フロアスタッフがそれを受け、管理者

が折り返した場合、倍の時間を要することになり不効率。 

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。 

＞いつでもワンストップ受付 

～全スタッフが管理者のスケジュール決定権を持つ～ 

営業電話も華麗にスルー 

～営業電話対応マニュアルで丁寧に且つ最短切り～ 

 だらだらメモは無駄！「記録見て」がマスト 

～電話で受けた要件はメモにせず真っ直ぐ記録～ 

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管理者のスケジュールは大きなカレンダーで管理し、電話のそばに完備 

 ②体験、契約、担当者会議など、主な問い合わせや連絡時のフローを作成 

 ③パート含むどの職員も管理者の予定を決定できることを明文化 

 ④カレンダー内に入れることができない時間帯を予め記載し、それ以外は

自由に予定を入れられるように提示 

 ⑤営業電話のパターンを提示しそれに対する返答マニュアル作成、また、

取引業者一覧を張り出しそこに名前のないものは基本的に営業と考えるよう

簡潔に指示 

 ⑥メモは最低限とし直接専用シート（体験受付シートなど）や経過記録に

記載し管理者へは「○○の記録見て」の申し送りで完結 

 ⑦「管理者お願いします」と言われる電話内容の大半は誰が受けても良い

内容なので「不在なので代わりにおうかがいしますか？」「お急ぎの内容です

か？」を定型文にする（緊急の場合は管理者へ連絡） 
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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管理者の予定を決定することが最初は負担だったようだが、慣れると皆

容赦なく決定してくれるようになった。 

②「不在なので代わりにおうかがいしますか？」「お急ぎの内容ですか？」が

定着し大半の方がスタッフへ概要を伝えてくれるようになり折り返しが必要

なものとそうでないものの差別化（優先順位の決定）が容易になった。 

③管理者からの折り返し電話が明らかに激減した 

④折り返した際に相手とのタイミングが合わず何度も掛けることが少なくな

った。 

⑤営業電話に時間をかけたり、営業なのか迷うことや管理者に繋いでしまう

ことが無くなった。 

⑥体験や契約受付がスピーディになり早期開始（稼働の早期アップ）につな

がっている 

⑦外部事業所から、「どのスタッフも対応が丁寧！」「話が早い！」とお褒め

の言葉を頂く 

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 ヒラマツ 虹の夢 津 氏名 伊藤 歩 

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！ 

１on1 で相手を知ろう！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞あり方チェックリストを行い、できていることは多かったが、 

以前から自分のコミュニケーション不足が気になっていた。 

幹部クラスの人たちとも話をし、コミュニケーション不足によるベテラン

職員の若手職員に対する意識や逆に若手職員がベテラン職員に持っている

イメージを変えたいと思った。 

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。 

＞相手の考え方や介護観を知る！ 

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！ 

＞まずは月に１回の全体会の時にベテラン、若手の１on１を作り１０～１

５分程度話をする機会をつくる。初回はベテラン職員は傾聴役にまわる。 

次の月は逆に若手職員が傾聴役になる。 

 

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！ 

＞まだ実践できていないが 1 対１のコミュニケーションをとることで相手

の考え方や介護観が理解できチーム力の向上や離職率の低下に繋げていき

たい。 
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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 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！ 

業務可視化・標準化プロジェクト 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

職員の異動や経験の浅いスタッフの増加により、業務の抜けや 

質に差が生じていた。 

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。 

各専門職業務(リハ・看護師・相談員)の業務可視化と 1 日の流れ 

の中で必要な業務の可視化・標準化を実施 

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 送迎時のルール決め 

情報量に差が出ずタイムリーに共有できるようシート作成 

② 専門職の業務見える化 

それぞれの職種の業務を可視化し必要時間を明確にすることで 

必要な業務を絞り込み生産性向上を図った 

③ 一日の流れを見直し必要な業務の標準化を実施 

朝の準備や清掃など、細かい業務にも必要時間を記し、誰でも 

同じ仕事ができるよう工夫を行った 

 

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！ 

見える化と標準化を行うことにより、新入職スタッフや経験の浅い 

スタッフにも指導を行いやすくなった。 

また、既存のスタッフでも業務の偏りや時間の偏りがあり、時間を 

記すことで業務効率化に繋がった。 

専門職の可視化と標準化については、事業所間での質の均一化を図る 

ことができるとともに、専門職間でのコミュニケーションの円滑化 

にも繋がった。 

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 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！ 

感謝は伝えないとわからない！ 

実践のきっかけ 

Point! まずは、現状を分析しましょう。 

＞経営者は、自分たちのことを全然見てくれないという職員がいるが、な

かなか直接全職員を見ることができない現状があった。 

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。 

＞現場職員の頑張りを見つけ、本人に伝えることにより、頑張っていると

誰かが見ていると思ってもらえるようになる。 

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！ 

＞・誕生日前に各事業所の責任者が、対象者の頑張っていることを経営者

に伝える。 

 ・経営者が対象者の頑張りを直筆のメセージカードを作成し、ギフトカ

タログと一緒に各事業所の責任者に渡す。 

 ・各事業所の責任者は、日頃の感謝を伝えて誕生日ギフトとメッセージ

カードを本人に渡す。 

 

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！ 

＞・各事業所の責任者が、部下の良いところを探す機会を作ることができ

ている。 

 ・職員が、頑張っていることを上司が経営者に伝えてくれているんだと

思うようになった。 

 ・誕生日のイベントだと年に１回のことになるので、今後は、３ヶ月に１

回は、面談を行い感謝の思いを伝える機会を増やし、その際に会社の

方針等を伝える機会にする。 

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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