
●ミュート（マイクOFF）にしてお待ちください
●講義中はビデオはON（顔出し）でお願いします
●現在、音楽を再生中です。音声が聞こえない方は設定をご確認ください
●現場の生の情報をお見せしますので、録音・録画はご遠慮ください
●筆記用具をご用意ください（メモを取れると便利です）

●講義開始前に、お名前の変更をお願いいたします

１）画面下部の「参加者」アイコンをクリック

２）右側に参加者一覧が表示されます

３）ご自分のお名前の「詳細」をクリック

４）「名前の変更」にて、参加者様のフルネームへ変更をお願いします
※変更したお名前は、こちらのZOOMミーティングを閉じた後もとに戻ります。

参加者の皆さまへお願い



時間 内容

13:00〜13:10
【はじめに】

スターコンサルティンググループ
伊谷 俊宜・近藤麻耶

13:10〜14:00 【事例発表】

14:00〜14:10 【休憩】

14:10〜14:50

【第一講座】
「 介護業界のリーダー（管理職）として実践すべきこと」

スターコンサルティンググループ
伊谷 俊宜

14:50〜15:00 【休憩】

15:00〜15:40

【第二講座】
「 “人が集まる”介護施設をつくる！」

スターコンサルティンググループ
近藤 麻耶

15:40〜17:00 【決意表明・まとめ】

スケジュール



１．素直・プラス発想・勉強好き

２．長所を見つける

３．Give & be Given

４．目標に日付を入れる

５．できない理由を探さない

６．価値観の違いを楽しむ

７．７２時間ルール

８．夢を持つ！

介護サービスオンラインカレッジ 「８つの約束」
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株式会社スターコンサルティンググループ
経営コンサルタント 伊谷 俊宜

第一講座



講義の目的

【１】リーダーとして時流を読む

☆ 介護業界を取り巻く環境

【２】介護業界におけるリーダーとして

☆ 科学的マーケティング

☆ 介護現場での人心掌握術〜ツキの原理〜

【３】まとめ



2021年介護保険法改正の方向性

☆ 新型コロナウイルスの影響もあり小幅な改定か？

☆ プラスの報酬改定となるか？

☆ 2024年改正にむけた準備改正の側面

☆【通いの場】の整備促進と総合事業利用者の弾力化

☆ アウトカム評価の拡充

介護保険制度最新情報

プラス改定の希望に暗雲が。。。



介護保険制度最新情報

サービス種別 2018 2019 増減 サービス種別 2018 2019 増減

施設サービス 福祉用具 4.2％ 4.7％ 0.5％

特養 1.8％ 1.6％ ▲0.2％ 居宅介護支援 ▲0.1％ ▲1.6％ ▲1.5％

老健 3.6％ 2.4％ ▲1.2％ 地域密着型サービス

療養病床 4.0％ 2.8％ ▲1.2％ 定期巡回 8.7％ 6.6％ ▲2.1％

居宅サービス 夜間訪問介護 5.4％ 2.5％ ▲2.9％

訪問介護 4.5％ 2.6％ ▲1.9％ 地域密着通所 2.6％ 1.8％ ▲0.8％

訪問入浴 2.6％ 3.6％ 1.0％ 認知症通所 7.4％ 5.6％ ▲1.8％

訪問看護 4.2％ 4.4％ 0.2％ 小多機 2.8％ 3.1％ 0.3％

訪問リハ 3.2％ 2.4％ ▲0.8％ グループホーム 4.7％ 3.1％ ▲1.6％

通所介護 3.3％ 3.2％ ▲0.1％ 地域密着特定 1.5％ 1.0％ ▲0.5％

通所リハ 3.1％ 1.8％ ▲1.3％ 地域密着特養 2.0％ 1.3％ ▲0.7％

ショート 3.4％ 2.5％ ▲0.9％ 看多機 5.9% 3.3% ▲2.6％

特定施設 2.6％ 3.0％ 0.4％ 全体 3.1% 2.4％ ▲0.7％

《厚労省資料を基に作成》



介護保険制度最新情報
財政制度分科会（令和２年11月2日開催）資料より抜粋



介護保険制度最新情報
財政制度分科会（令和２年11月2日開催）資料より抜粋



介護保険制度最新情報
財政制度分科会（令和２年11月2日開催）資料より抜粋



介護業界におけるリーダーとして



導入期

成長期

成熟期
衰退期

一点突破法・・・客を絞り、地域一番のサービスを提供
する。（特化する）

包み込み法・・・全てのテーマで、完全に他社を圧倒
する

シェアアップ・・・大事なのは、平凡な施設でも、まずは
立ち上げること。次に、地域一番シェ
アを獲得する

啓蒙活動 ・・・サービスの認知度を上げ、利用価値
（メリット）を伝える

ある特定の客の悩みに、独自性の高い方法で
対応し、圧倒的な（地域一番の）成果を出す

２．介護施設のリーダーとして



誰に 何を どのように× ×

誰のための？ 一番のサービスは？ 伝え方

これらを明確にし、絞込み、磨きこむこと

自事業所にとって
「この人だったら

喜ばせることができる」
と考える

理想的な顧客とは

理想的な客が望む
「地域一番のサービス」
を提供できている？

それは、どうすれば
利用者、家族
地域に伝わる？

独自性（他にはない）
成果（自立支援など）

限られたスタッフで、最高のサービスを提供しなくてはならない介護
サービスは、絞り込むことがとても重要！

２．介護施設のリーダーとして



武器を持つ！

人気施設の法則

選ばれる施設になるために
「売り（武器）」を明確にする！



お客様の声に答えはない！

発想の転換

かもしれない・・・・



これから必要なのは、むしろプロダクトアウトの発想！

プロダクトアウト
作り手志向。「商品ありき」で、これまではＮＧとされた。しかし、これからは、

作り手がお客様の「未来像」に思いを馳せ、プログラムを開発する手法。

マーケットイン
顧客志向。「お客様の声」をもとに、プログラムを開発する方法。しかし、お客様

自身が明確にニーズやどうなりたいか（未来像）を描けていない今、これだけでは

新しい（革新的）なプログラムは生まれない！

テクニカルアウト
技術志向。例えばリハでいうと、メソッドありきで、顧客を無視して、そのプログ

ラムのベルトコンベアーに乗せていく方法。

お客様はそもそも、明確なニーズ（答え）を持っていない（引き出すのが難しい）
だから、これからの世の中を築くプログラムは、我々の想像力によって開発していくしかない！

どんなことが
したいですか？

これでいいわ！

こんなプログラム
ありますよ！

そんなことができるの！
ぜひ！

作り手が提案していくスタンス！受け手に決めさせるスタンス

２．介護施設のリーダーとして



よりわかりやすく！
あなたの施設を利用したら「自分がどうなれるのか？」、「何を
してくれるのか？」が、誰からも一目瞭然な状態にしたい。その
ためには、専門人材の登用、役職の工夫（◯◯マスター）、ロ
ゴ・キャッチコピーの浸透、レイアウト、演出の強化をしたい。

より小さく！

より深く！

万人の「満足」などありえない。顧客ニーズを大きく捉えるので
はなく、小さくとらえて、それに応えられるようにしたい。

何も「介護業界の常識」にまどわされる必要などない。一番大事
なのは、お客様である。「そこまでやるか！」と言われるまで、
とことん磨きこみたい。そして、圧倒的な成果（お客様の望む結
果）を上げたい！

３つのキーワードを意識して、成長を模索すべし！

２．介護施設のリーダーとして



目の前の利用者に
懸命につくしても

稼働率は上がらない！

自らのサービスを自慢して歩け！

稼働率アップの法則



■対象者別販促手法

営業対象と販促手段を整理し、ターゲット別プロモーション活動を行う

BtoB

BtoC

居宅介護サービス事業所

医療連携室

自治体

既存顧客

新規顧客

待機者・お問合せ者

□施設内販促（ポスター）
□ニュースレター（既存利用者配布）
□カードチラシ

□施設内販促
□ＤＭ・ニュースレター

エリアマーケティング

マスマーケティング

□フリーペーパー
□オリコミチラシ
□新聞広告
□パブリッシティ

□ポータルサイト
□ホームページ
□紹介センター

□訪問営業
□ニュースレター
□モニター会

＜イベント＞
□（個別）相談会
□内覧会
□体験

＜イベント＞
□モニター会

ターゲット別プロモーション活動
２つの
ターゲット

２．介護施設のリーダーとして



＜BtoB営業＞

□広告名刺

□ケアマネ営業先リスト

□営業マニュアル（誰もが営業できる！）

□メンテナンス営業ツール（Aランク対象）

□アプローチブック

□ケアマネ内覧会招待状

□ケアマネフォロー営業チラシ

＜BtoC販促＞

□ フリーペーパー

□ 横断幕（２回に分ける）

□ 一般内覧会チラシ

□ パンフレット

□ リーフレット

□ 見学対応マニュアル

□ 見学対応トークスクリプト

＜採用・教育＞

□ 求人チラシ

□ 教育プログラム作成

□ オープニング研修実施

＜ホームページ＞

□自社ホームページ

リーフレット A４で１枚のもの。三ﾂ折などで制作。

パンフレット A3で二ッ折がポピュラー。印刷業者に依頼して制作

アプローチブック 誰が話しても、このツールを使えば、同じようにプレゼンできることを目的とした冊子。とても重要。

優れた営業ツールは「人手のいらない営業マン」 しかし、情報量は相手に合わせて

２．介護施設のリーダーとして



ヒント 中間機関を代理店化する
（あなたの代わりにお客様に案内する人）

施設
MSW・ケアマネジャー
既存利用者・家族など 利用者

あなたが、直接、ご家族に説明できる場
合もあるが、多くは中間に「紹介者」が
入ることになる。ケアマネなどの中間機
関「代理店」と仮定し、代理店がご家族
に案内しやすいようにサポートするのが、
我々にとっての営業活動となる。

【代理店化とは】

中間機関が、利用者やご家族に、あなたと同じ
ように説明できるようになるには、どのような
サポートが必要だろうか？

中間機関メーカー

営業ツールが大事
（デザイン性＋リアリティ＋情報量）



短い時間で、端的に伝わる言葉

代理店に、顧客の疑似体験をさせる

案内
あなたの言葉は
ユーザーに
届いているか？

事業所

もうMSW・ケアマネへの「お願い営業」はやめよう！ 営業に「根性」はいらない！

ワードでつくったペラペラの
パンフレットなど

ゴミ箱に捨ててしまえ！
ポイント

２．介護施設のリーダーとして

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.chiba-kohseiren.or.jp/topics/1758.gif&imgrefurl=http://www.chiba-kohseiren.or.jp/topics/1758.html&usg=__7kzcL2WpqCPjd863zzT9pFUnH5Q=&h=135&w=140&sz=8&hl=ja&start=11&sig2=WHAdX1iJwWy2moPnznS2KA&um=1&itbs=1&tbnid=SsLlzizatBY2wM:&tbnh=90&tbnw=93&prev=/images?q=%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&um=1&hl=ja&sa=N&rlz=1T4FRSJ_jaJP311JP311&tbs=isch:1&ei=h5JDTLmkOY68vgOHn7jYDA


□見学ルートは、申込率をもとに継続的に見直す

□「アポなし見学」の受入れができるよう、誰もが見学対応できるように

□「出迎え」から「見送り」までのストーリーをつくる

□「基本情報」をいただくための工夫（特に「ぶらっと見学」）

□「掲示物」に施設の強みを語らせる

□「資料請求」から「契約」までの顧客接点は２回 （急がない）

□初回見学のゴールは、次のアポをとること

□見学対応はできればペアで

□話す営業ではなく聞く営業

□配布ツールは、相手によって変える

（アプローチブック、料金シミュレーション

モデルケアプラン、空室表、体験ステイチラシ・・・）

□サンキューレターは手書きで即日

全ての集客活動のうち、もっとも効果が高いのは「見学対応」の強化

あなたが客だったら、窓のない
ガランとした相談室に通された
らどう思う？

２．介護施設のリーダーとして



成功する人の条件

自らの人間力を高める！

介護現場マネジメント



ツキの原理

①ツイている人のまねをする

②自分の中でツイているものとつき合う（自分の得意なことや好きなことを伸ばす）

③「自分はツイている！」と思う

④我欲を減らすこと

⑤ニコニコ笑って生きる

⑥人の悪口や批判をしない

⑦人をほめる

⑧与え好きになる

２．介護施設のリーダーとして

ツキは他人が運んでくれるもの！

徹底したプラス発想と熱意で

ツキを呼び込んでいきましょう！



成功する人の条件

２．介護施設のリーダーとして

成功している人 成功したい人

他人の幸せを最優先する
 他人が幸せでないと自分が幸せにはなれない

自分の幸せを最優先する
 自分が幸せにならないと他人を幸せにできない

『今』に感謝している 現状に不満を抱えている

過去の出来事や周囲の人全てが自分を育ててくれた
と感謝している

過去の出来事や周囲の人に対して不満があり、改
善・反省するべきと認識している

幸せは「与えたもの」で決まると考えている 幸せは「受け取ったもの」で決まると考えている



介護現場の人心掌握術

☆期待感を持ってスタッフと接し、その期待を言葉で表現する（ピグマリオン効果）

☆飲食を共にする（稲盛流コンパ）

☆親しみを込めて声をかける（一時の感情に振り回されない）

☆徹底的に「聞き」不満を炙りだす（話しやすい空気を作る）

☆スタッフに責任転嫁しない（自責で考える）

×「何度も話しているのに伝わらない・・・」

☆良いところを具体的に褒める（なるべく大勢の前で）

☆叱る内容がブレないよう注意する（叱るときは人がいないところで）

☆役割を持たせる

☆「子飼い（自分のファン）」のスタッフを作る（ただし依怙贔屓はしない）

２．介護施設のリーダーとして



まとめ

◆業界の動向にアンテナを張り、方向を誤らず運営！

◆介護保険の向かう方向は『介護予防』と『終末期ケア』

◆マーケティング活動は科学的に！

◆ツキは他人が運んでくれる！『利己』ではなく『利他』！

◆「夢」を持ち、スタッフはもちろん外部に発信する！



株式会社スターコンサルティンググループ
介護経営コンサルタント 近藤 麻耶

第二講座

“人が集まる”介護施設をつくる！



上期にタスクが集中
（すべて４月開始）

いくつもの目標が
同時進行

意識が分散

失敗体験

入浴委員会
週３回の頻度で

個浴にゆっくり入ってもらいたい

栄養委員会
時間がかかっても自分のペースで

完食してほしい

レク委員会 レクメニュー・外出レクを増やす

リハ委員会
個別訓練を充実させ
歩行機能を向上したい

イベント委員会
季節のイベントを家族も読んで

盛大に行いたい

排泄委員会
記録を徹底し、排泄時間と頻度を
把握して適切に介助したい

地域交流委員会
地域のイベントに積極的に参加し

たい

研修委員会
階層別、テーマ別研修を

充実させたい

あれもこれも
やれというけど
何がしたいわけ？

委員会活動の間違い



皆さんの法人（施設）で、「こだわりを持ちたいこと」と「引き算できそうなこと」な何ですか？

こだわりを持ちたいこと 引き算できそうなこと

MEMO

引き算の経営



今は他のことはさておき、この部分でお客様に

喜んでいただけるように頑張ろう！

利用者が
集まる
介護施設

スタッフが
集まる
介護施設

リーダーの役割は、優先順位をつけ、
ブレない目標を立てること

これらを実現させるには、組織のリーダーの役割が非常に重要！

リーダーとしての役割



事業計画とは、
魅力的な未来を魅せること

ここで多くの人が祝福を
受け、悲しみを払うんだ！
素晴らしいだろう！

レンガ積み 大きな壁 歴史に残る大聖堂

なんでこんなことをし
なければならないのか、
まったくついてない。

この仕事で家族を養って
るんだ。

イソップ物語『３人のレンガ職人』

同じ“作業”でも・・・



目的とは、
感情が伴う
魅力的な未来

目標とは、
目的を達成するための
論理的な道しるべ

目的と目標の違い

目標設定のポイント



半年後の結婚式で
最高にキレイな
自分を見てもらいたい！

目的
（＝感情が伴う
魅力的な未来）

目標
（＝目的を達成
するための論理的
な道しるべ）

半年後までに１０ｋｇ痩せよう！

と、いうことは・・・
３か月後に－５ｋｇ痩せたい・・・

毎朝、30分間ジョギングしよう！
毎日寝る前に腹筋を50回やろう！

行動目標
（＝目標を達成
するための具体的
な行動計画）

目標設定のポイント



ポイント１

絞り込み

□細分化して絞り込む（あれもこれもやらない！）
□「劣後順位」の発想を取り入れてみる（“捨てる”勇気）

目標設定のポイント



サービス・ケア目標

基本教育目標

集客目標（稼働率向上）

業務改善目標

□サービス改善
□ケア内容改善
□新プログラム導入

□新卒教育（１日でも早く戦力化する）
□基本技術力向上
・教育プログラム構築
・マニュアル構築
・チェックリスト作成

□稼働率アップ
・新規獲得
・利用回数増
・キャンセルダウン

□空きベッド数ダウン
・定期訪問計画立案
・ツール作成
・コミュニケーション方法、頻度の改善

□バックヤード業務量の軽減
・業務の棚卸
・システム導入
・業務時間、方法の見直し
・担当変更

□情報共有の見直し
・伝達ツール
・会議のやり方

目標を細分化して絞り込む！

目標設定のポイント



ポイント２

現状把握

□目標と現状のギャップを正しく把握する
□ギャップもできる限り数値化する

START

GOAL

５０㎏

６０㎏

ギャップ

１０ｋｇ

目標設定のポイント



ポイント３

具体化

□目標を数値化する
□担当者を決める
□頻度・期限・期間を設定する（ただし、4月開始にこだわらない！）

○人 ○回 ○％

○月○日までに
○月○日

〜○月○日まで
○円

○日に1回 ○○さんが担当 ○個
・
・
・

ｅｔｃ.

目標設定のポイント



ポイント４

共感

□どのような「想い」「理念」か（誰がどうなるためのもの？）
□スタッフと利用者の明確なメリットは？
□スタッフと利用者のメリットのバランスは偏っていないか

目標設定のポイント



ポイント５

行動目標

□具体的な行動の目標を立てる
□「はじめの一歩（明日からできる）」レベルまで落とし込む
□ただし、真の目的と行動目標（手段）を混同しない！

行動目標を立てる時のコツ
人間は２１日間同じ行動を続けると、その行動が習慣化すると
いう研究がある（※所説あり）。立派な行動目標よりも、確実
に達成できるレベルの行動目標から始めると、継続しやすい。

目標設定のポイント



次回は

介護経営カレッジ総会

2021年3月5日（金） 11:00~17:00

詳細はメールにてご案内します！

振り返り提出のお願い
●本日の振り返りを会員サイトよりアップロードしてください
●箇条書きでも、どのような形式でもOK！
●振り返りは７２時間以内にお願いします

※今回は宿題はございません

アンケート提出のお願い
●会員サイトよりアンケートのご記入をお願いします！

１

２


