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時間 内容

13:00〜13:30
【はじめに】
【振り返りワーク】
※介護サービスオンラインカレッジ課題抽出シートを使用しますので事前の作成をお願い致します。

13:30〜14:30
【第一講座】「 リーダーとしてのあり方～スタッフマネジメント～」

スターコンサルティンググループ
伊谷 俊宜

14:30〜14:40 【休憩】

14:40〜15:40
【第二講座】「 徹底解説！業務効率化の具体的手法」

スターコンサルティンググループ
近藤 麻耶

15:40〜15:50 【休憩】

15:50〜17:00

【事例発表・本日のまとめ・宿題発表】

☐本日の講演内容について、どのように実践していくか、各テーブルの仲間と共に

ディスカッションしていただきます。

☐本日の講座のまとめと、次回までの宿題を発表いたします。

☐宿題の内容は次回、各チームでシェアをいたします。

スケジュール
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振り返りワーク

介護サービスオンラインカレッジ 課題抽出シート
※当日ワークをしますので、講義前の作成をお願い致します。

☆ 経営の安定・成長、社員の処遇改善を重視する（長期的な視野で意思決定する）経営者と、目の前の利用者、入居者の
満足を優先する（短期的なメリットを重視する）現場社員とは、考えがぶつかる場合もあります。その間に立って（ど
ちらにも偏らず）一体化を図り、円滑な運営をしていくのが、役職者の役割です。

☆ 例えば、法改正に対応したり、稼働率を上げることは、経営的、長期的な視野に立てば、必要なことは言うまでもあり
ませんが、法制度に合わせてサービス・プログラムを変えたり、稼働率を上げることは、目の前の利用者にストレスを
与えるかもしれません。短期的に見ると、満足は得られないかもしれません。

☆ そうした場合に、役職者であるあなたは、どのように行動しますか？

経営者と現場で意見が一致しない点（考えにギャップがあること）は？

ギャップがある理由は？

経営者の考えを浸透させるために、あなたができること（工夫していること）は？

現場の状況を経営者に伝えるために、あなたができることは？

これから、あなたが施設に帰ったとき、最初に起こす行動は？
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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！

介護サービス経営カレッジ 「８つの約束」



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】リーダーとして必要なこと

☆ 経営者と現場スタッフとのバランスを保つ

☆ 運営トップとして、身につける必要のある知識・技術

☆ 経営者の代弁者として必要なこと

【２】スタッフマネジメント

☆ 「志」を持つ！

☆ スタッフへの気遣い

☆ 具体的な業務方法

【３】リーダー（管理職）のあり方

☆ 管理職としての行動

☆ 部下コミュニケーション

☆ リーダーとしての業務方法



１）経営者と運営者のバランス感

２）運営トップとしての知識・技術

３）ミニ経営者としての知識・技術

４）リーダーとしての「あり方」（姿勢や意識）

１．リーダーに求められるもの



１．リーダーに求められるもの

経営者の役割

⇒社会・地域への貢献「こんな未来をつくりたい！」

⇒「理念」の実現

⇒会社の安定・成長・永続化

⇒変化への柔軟な対応（朝令暮改もある！）

⇒雇用の創出

⇒社員の待遇改善

経営・・・会社の「未来」をつくる

現場の役割
⇒介護のプロを目指す

⇒お客様の満足をつくる

⇒お客様の悩みを解決する

⇒保険制度を順守して業務をおこなう

運営・・・会社の「いま」をつくる

管理職＝経営者&運営者

理想的な「運営」のために上司を動かす

理想的な「経営」のために部下に理解させる

１）経営者と運営者のバランス感



１．リーダーに求められるもの

１）経営者と運営者のバランス感

経営者との接し方

☆会社の未来（志）を共有するために、とにかく「聞く」

☆受け身にならず、先手で伝える

☆報連相をまめにおこない、「経営者が知らない」状況を作らない

部下（現場）との接し方

☆会社の未来（志）を繰り返し熱く「伝える」

☆現場の羅針盤となる（方針を体現する）

☆現場の悩みを共有・共感し、具体的な指示をおこなう

どちらかに偏り過ぎてはいけません！！



２）運営トップとしての知識・技術

１．リーダーに求められるもの

① 介護保険制度の動向・最新情報

② 業界最新情報

③ 他社や異業種の先進事例

④ 介護技術・知識の習得

こういった知識・技術を身につける必要があります！



２）運営トップとしての知識・技術



２）運営トップとしての知識・技術



終末期ケアニーズの拡大
病院の在院日数を
減らす！
そして介護施設での
看取り対応を強化！

２）運営トップとしての知識・技術



終末期ケアニーズの拡大

２）運営トップとしての知識・技術

サ高住入居者の
約6割が要介護2以上！
サ高住は元気な方の
住まいではない！



介護給付費分科会（平成30年1月26日開催）資料２）運営トップとしての知識・技術

アドバンスケアプランニングの推進



未来投資会議（平成30年10月22日開催）資料２）運営トップとしての知識・技術

介護予防へのインセンティブ



２）運営トップとしての知識・技術

介護予防へのインセンティブ



２）運営トップとしての知識・技術

介護予防へのインセンティブ

未来投資会議（平成28年11月10日開催）配布資料



２）運営トップとしての知識・技術

健康寿命の延伸
社会保障費抑制の為に
健康寿命を延ばしたい！

未来投資会議（平成30年10月22日開催）資料



２）運営トップとしての知識・技術

１．リーダーに求められるもの

② 業界最新情報

☆ 介護事業の倒産件数は過去最悪

☆ 介護事業大淘汰時代の幕開け

☆ 働き方改革関連法、2019年4月より施行

業界紙（日経ヘルスケア、高齢者住宅新聞・シルバー新報など）で、
最新の情報を入手しましょう！！



１．リーダーに求められるもの

介護事業大淘汰時代の幕開け



１．リーダーに求められるもの

介護事業者の統廃合は加速！
『大規模化』が求められる！

介護事業大淘汰時代の幕開け



１．リーダーに求められるもの

働き方改革関連法2019年施行！



③ 他社や異業種の先進事例

☆ ＩＣＴリハで健康寿命を延ばす（ＭＷＳ日高）

☆ ＳＯＭＰＯケアメッセージが提供する「在宅老人ホーム」

☆ 介護施設検索サービス「ココシニア」

枠に捉われず、まずは興味を持つことが大事です！
気になる施設は、是非見学してみましょう！

２）運営トップとしての知識・技術



３）ミニ経営者（運営トップ）としての知識・技術

① スタッフマネジメント
☆リーダー自身の具体的な目標設定をおこない、
日々研鑽（不断の努力）が不可欠

② 数値管理
☆数字で語るクセをつける

③ 集客（マーケティング・サービス開発）

④ 会議のテクニックを身につける

１．リーダーに求められるもの



POINT１

リーダー自身の明確な目標設定を行う

☆何故介護業界に身を置いているのか

☆日本の介護をよくするためにどのようなことをしたいのか

☆法人のリーダーとして何をすべきか

☆1年後・3年後どのようなリーダー（存在）になっていたいか

☆そのために、具体的にどのような取り組み（努力）をおこなうか

皆さんの「志」・「向上心」がスタッフを育てるのです！

３）運営トップとしての知識・技術

①スタッフマネジメント



POINT１

①日本の介護を更によくするためにどのようなことをしたいですか？
また、どのような存在でありたいですか？（長期目標）

②1年後・3年後、ご自分の法人（施設）をどのようにしたいですか？
そのために1年後、3年後に自分自身が達成すべきことは？（短期目標）

③今日から、具体的にどのような取り組み（努力）をおこないますか？

考えてみましょう！

３）運営トップとしての知識・技術

①スタッフマネジメント



施設の改善事例紹介

【改善前の課題】

⚫ 月１回誕生会を画一的におこない、内容が幼稚であった。

⚫ 上記誕生日以外のイベントは全く行われていなかった。

⚫ 離職率が高く、スタッフの入れ替わりが激しい状態。

⚫ 外出を含め、レクの対象者が特定の入居者に偏っていた。

⚫ 施設内に活気が全くない

⚫ 夜間はエレベーターをロックし、移動できないようにしてしまっていた

⚫ 家族の来訪が殆どない。

⚫ 地域の評判もすこぶる悪い

介護付き有料老人ホーム
定員：４７名（3階建て）

３）運営トップとしての知識・技術

①スタッフマネジメント



施設の改善事例紹介

【改善の取り組み】

⚫ 全スタッフに、入居者が障がいを負われる前に営んでおられた「普通の生活」

を実現したい！と管理者が、面談・会議の場を通じて、繰り返し熱く伝えた。

⚫ スタッフが入居者に関心を持てるよう、業務内に入居者の生活歴や趣味、好き

な食べ物などを聞く時間を設け、内容をレポートとしてまとめ共有した。

⚫ 毎月入居者のご様子を、一筆箋に手書きでしたためたものを、家族に送付した

⚫ 全スタッフに入居者の誕生日担当となってもらい、ご自身の誕生日をどう過ご

したいか入居者に聞いてもらい、その内容を家族と共有した。

⚫ 全入居者に「今したいこと」のヒアリングをおこない、結果に基づいて、年間

イベントスケジュールを作成し、担当を決め実施した。

⚫ 身体拘束・虐待の定義を徹底して教育

介護付き有料老人ホーム
定員：４７名（3階建て）

３）運営トップとしての知識・技術

①スタッフマネジメント



施設の改善事例紹介

【取り組みの結果】

⚫ 全入居者の誕生日に、全スタッフがお祝いの言葉をかけられるようになった。

また、殆どの方が誕生日に家族と外出やお部屋でお祝いされるようになった。

例：帽子を買いに百貨店へスタッフと共に行かれる方。

パチンコをご家族と共に楽しまれる方。

ご家族と共に、馴染みのレストランで外食される方。

大好きな釣りにスタッフと共に行かれる方 など。

⚫ 同じ趣味を持たれていた方のコミュニケーション仲介をした結果、詩吟、囲碁、

コーラスのクラブが立ち上がり、入居者が主体になって活動するようになった。

⚫ 毎月家族同伴の外出イベント（果物狩りや北島三郎公演外出など）が開催され、

地域住民を巻き込んだ夏祭りも開催されるようになった。

⚫ スタッフの離職率が大幅に低下し、近隣の福祉大学の学生がボランティアや見

学に来るようになった。

介護付き有料老人ホーム
定員：４７名（3階建て）

３）運営トップとしての知識・技術

①スタッフマネジメント



POINT２

スタッフに対する気配り

☆スタッフ一人一人に対し、関心を持つ

⇒例えば、全スタッフの誕生日にバースデーカードを贈る

☆スタッフに感謝の気持ちを抱くだけではなく、具体的に表現する

⇒「ありがとう」を躊躇わない

☆スタッフの行動を良く観察し、具体的に褒める

☆今スタッフがどういう状況なのか、常に把握を怠らない

☆「SOS」のサインが出る前に、手を差し伸べる

⇒何に困っているのか事前に察知し、放置しない

☆スタッフが目指すべき、直近の目標を具体的に提示する

☆自らが、スタッフの「目標」となる

３）運営トップとしての知識・技術

①スタッフマネジメント



３）運営トップとしての知識・技術

② 数値管理

☆現在の「契約者数」、「実利用者数」、「問い合わせ者数」、

「見学者数」など、運営上の数字を把握する

☆会議の場では、「数字」で語る

例：「○日の利用者数は34名で、うち12名が「手芸リハ」に参加しました

☆数字を活用する

例：「手芸リハは非常にクオリティが高いね。それが12名参加という

結果につながってるんだね！」



☆「今」に流されず、「先」を見据えて考えることが重要！

◆他社との比較

◆必要なコスト

◆将来的に継続可能なサービスか

◆会社の方針に沿っているか

◆地域のニーズを把握しているか

◆利用者増加によるスタッフ負担増を気にしすぎない（フォローはする）

⇒稼働が上がり、利益が上がれば、スタッフの給与や施設の設備投資など

施設（法人）の価値が向上することを意識し、伝えていく

◆想いをもって始めたサービスは、すぐに諦めない

⇒「今」利用者やスタッフからの評判が悪いサービスでも、地域のニーズが

あれば、いずれ花開くことを理解する（目先に捉われない）

３）運営トップとしての知識・技術

③集客（マーケティング・商品開発）



組織は９９％トップで決まる！！

運営トップとして、実践力を伴ったプロフェッショナルである必要がある

誰にも負けないくらい貪欲に勉強する必要があります！

だから・・・

リーダー（管理職）としての「あり方」



１）管理職としての行動

２）部下コミュニケーション

３）リーダー（管理職）の業務方法

☆ 常に「プラスメッセージ」を発信
☆ マイナスメッセージ（グチ・不平・不満・文句）を封印
☆「自責」で考える
☆ 不機嫌にならない
☆ 居所不明にならない
☆ 業者に対し、横柄な態度をとらない

☆ 相手のために叱っている
☆ 「答えは１つではない」ことを意識している
☆ 上司からの指示を部下に伝えるときは、「目的」を添えて説明している
☆ 自分の考えは何度も伝えている

☆ 仕事をかかえこまない
（明日、急に異動を命じられても、対応できる仕組みができている
☆ 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

リーダー（管理職）としての「あり方」



1）管理職としての行動

マイナスメッセージを封印し、プラスメッセージを発信する

マイナス プラス

なんで出来ないの？ ここは出来てるよ！

間違えちゃダメだよ！ 慎重にやろう！

このくらいで疲れているようじゃ お疲れ様頑張ったね！

風邪ひかないでね！ 身体を温めて休もう！

それはダメだよ！
いいね！

（でも）こうしたらもっと
良いかもしれない！

イエス・バット話法を活用！

リーダー（管理職）としての「あり方」



1）管理職としての行動

不機嫌にならない
業者に対し、横柄な態度をとらない

☆どんなに忙しくても不機嫌にならない

⇒スタッフも皆忙しいですよね。もし、スタッフが不機嫌に見えるならば、

ます自分の態度を振り返りましょう。「不機嫌」は誰にとってもマイ

ナスにしかなりません。

☆業者の方も潜在的な顧客

⇒全ての人に感謝する気持ちが大事です。皆さんの背中をスタッフは良く

みています。

☆「次の人」を考えて行動する

⇒電車内にごみを置きっぱなしにする、トイレットペーパーを補充しない、

など自分がされて不快なことはやめましょう。人間力が問われています。

リーダー（管理職）としての「あり方」



２）部下コミュニケーション

相手のために叱っている
目的を添えて説明している

☆スタッフの成長を願って叱る（指導する）

⇒リーダーがスタッフの顔色を伺うようになってしまっては組織として

成り立ちません。感情的ではなく、理性的に叱ることが大事です。

☆意味のわからない「作業」ほど苦痛なものはない

⇒リーダーは目的を理解していても、それがスタッフに伝わっていなけれ

ば、それはスタッフの自尊心を大きく傷つける可能性があります。必ず

目的を添えて、説明するクセをつけましょう。

☆自分の考えをしっかり伝える

⇒「伝わった」ことが「伝えた」ことです。１回言って伝わらなければ、

伝え方を工夫し、２回、３回と相手に考えを伝えましょう。

リーダー（管理職）としての「あり方」



３）リーダーとしての業務方法

仕事を抱え込まない
定時で帰る日を作る

☆自分しかできない仕事を作らない

⇒リーダーは「任せる」ことも仕事です。定位置管理など徹底し、

リーダーしかできない仕事は無くしていきましょう。

☆定時で帰ることは「悪」ではない

⇒組織においては、だらだらと長時間仕事をしてしまう方が「悪」です。

日ごろからスタッフ・利用者を観察し、先手で対応することで、イレ

ギュラーな業務を減らすことが重要です。

⇒リーダーが帰らないから、他スタッフも帰りづらい・・・。こんな状況

は避けたいですよね。上記のような対応以外に、１日のスケジュール

管理をしっかりおこない、８時間のうち○時間はこの業務に充て、○時

間はこちらの業務にといった形で整理をする必要があります。そのうえ

で、万が一のイレギュラーにも対応できる時間として○時間と整理する

ことがポイントです。

リーダー（管理職）としての「あり方」



1）管理職としての行動

管理職としての行動

常に「プラスメッセージ」を発信している
「いいね！」「やってみよう！」「できる！」など明るい
言葉、プラス言葉を使いましょう

マイナスメッセージ（グチ・不平・不満・
文句）を封印している

マイナスのメッセージは、自分を不幸にします。つい言っ
てしまったら、その後小声でプラス言葉を発しましょう！
また、陰口はどんなに正当な理由があっても「いじめ」
です。封印しましょう！

何でも「自責」で考えることができる

何かが起きたときに「他責」で人（上司・部下）や設備、
仕組み、環境のせいにするのではなく、まず「自分ごと」
として考えましょう！
また、命令によって人を動かそう、変えようとするのでは
なく、動いてもらうためには、自分がどうすべきかを考え
ましょう！

不機嫌にならない
不機嫌は最大の罪です。不機嫌に気持ちを伝えることは、
最も幼稚な手段です。また、不機嫌はほぼ例外なく、施設
内を空気感染してしまいます！

居所不明にならない
「○○さん、どこいった？」と探された時点で、相手の時
間を奪っていることを自覚しましょう。誰にも伝えず休暇
をとってしまうのもNGです。

業者に対し、横柄な態度をとらない
弱者、業者に無礼な人間は、人の上には立てません。電車
の中にごみを置きっぱなしたり、「次の人」を思いやれな
い人もNGです！

リーダー（管理職）としての「あり方」



２）部下コミュニケーション

部下コミュニケーション

相手のために叱っている

叱るも怒るも全ては相手のため！自分のストレスを発
散させるためではありません！
部下に嫌われることを恐れて、叱らない・怒らないこ
とは相手の成長を止めてしまいます。

「答えは１つではない」ことを意識している
どんなに自分が「正しい」と思っても、それは❝唯一の
正解❞ではありません。相手の言い分を最後まで聞きま
しょう。

上司からの指示を部下に伝えるときは、「目
的」を添えて説明している

「目的」を伝えずに、ただ任せる仕事だけを伝えるだ
けでは、「仕事（ミッション）」ではなく「作業
（デューティ＝やらされごと）」になります。
もし上司からの指示に「目的」がなければ、しっかり
確認したうえで、部下におろしましょう。「○○さん
が『やれ』っていってるから、とにかくやって」とい
うような指示は最悪です！

自分の考えは何度も伝えている
どうしてもやりたいことがある場合は、それを「目
的」や「メリット」とともに、何度も相手に理解して
もらうまで伝えましょう

リーダー（管理職）としての「あり方」



３）リーダーとしての業務方法

業務方法

仕事をかかえこまない
（明日、急に異動を命じられても、対応でき
る仕組みができている

緊急の場合をのぞけば、自分が数日休んでも仕事がま
わる体制にする。自分がいないと、ものの場所や、業
務の流れが分からないような状況にしない

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

業務を遂行することは当然ですが、しっかりスケ
ジュール管理をおこない、時に早く帰宅することも大
事です。いつも残業していると、部下の中では、それ
が当たり前になり、「依存」がうまれます。

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

お客様は、介護保険のサービス対象者でもありますが、
それ以前に、一人の人間です。杓子定規な対応ではな
く、その方へ興味を持ち接することが重要です。

リーダー（管理職）としての「あり方」



リーダー（管理職）としての習慣

＜職場での習慣＞

□朝早く出勤し、必ず全てのセクションに顔を出して挨拶をしてまわる
□朝礼を大事にし、職員に勇気を与えるメッセージを送る
□朝礼では、自分の１日の行動を発信する
□自分のデスクには、３０分以上続けて座らない
□席を立つときは、事務所のスタッフに行き先を言ってから立つ
□電話（たとえ内線電話でも）は誰よりも丁寧に対応する
□誰かに声をかける時は、かならず名前を呼ぶ
□名前を呼ぶときは、呼び捨てにしない。“さん”づけする
□大きな声で話す（ボソボソと話すと自信がないように映る）
□会話を終える時は、どんな内容でも最後に「ありがとう」とつける
□職場の仕組みを誰よりも熟知する
□仕事を自分で抱えず、周囲のスタッフに“役割”を与えている
□入職したばかりの職員がいたら（例えパートでも）、１週間毎日声を
かけ続ける

□イベントの時は、率先して着ぐるみやコスチュームを着る
□他法人を例に出すときは、具体的に話す。「他の施設はできるんだか
ら、うちもできるはず」といった話し方は絶対にさける。

＜日常的な習慣＞

□２紙以上の新聞に目を通す
□ビジネス書を、最低月に２冊以上読む
□１年に４回は、一流の講演を聞く
（職員に語りかけるときの技術を学ぶ）

□自分より上の経営者を相談相手に持つ（自分がいつまでも成長する
ためには、自分以上と思える方と付き合うべきです）

□話題の場所やお店には、誰よりも先に足を運ぶ（なぜ、話題なのかを
考え、施設の運営に生かす）

□ファッションに気を使い、自分がどう見られているかに注意を払う
□健康管理を徹底する（メタボリックはダメです。）
□同業者で成功しているところには、無理をしてでも見学に行く

□業者に対しては横柄な態度をとらない
□帰る際には、必ず全セクションに顔を出して「お先に」と挨拶する。
（人知れず帰らない）
□１日１回は必ずメールを開く
□職員から相談されたことには即答する。即答できなければ、いつまで
に回答をするかを必ず答える

□職員から聞かれたことは、メモをとれるように手帳を持ち歩く
□各ユニットやDSのイベント、催し、業務を忘れぬよう、全ての情報を
１冊の手帳で一元管理する

□全職員の誕生日を手帳に書き、その日に「おめでとう」を伝える
□出張の際には、土産を忘れない。
□若手職員、女性職員と意図的に交流する場を設定する
□週に２回以上は、利用者と一緒に食事をする
□現場の飲み会を、若いスタッフに企画させ、そこに参加する
（最低１万円以上はポケットマネーからお金を出す。役職手当とはその
ためのもの）

□数値目標を明確にしている
□しつけ・マナーのできない職員はその場で注意している。

＜女性中心の職場ならではの習慣＞

□３ヶ月に１度、１対１で話す機会をつくる
□聞く８割、話す２割を心がける
□「できない」と言われたら「どこまでできるか」を聞く
□マイナスの感情を吐露されても、絶対に否定しない。最後まで聞く
□不機嫌で、職員を威圧しない
□「○○さんから聞いているよ。頑張っているようだね。」という
ように、他者のコメントをうまく利用してほめる。
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第一講座まとめ

☑ 「変わる」意識を強く持つ！

☑ アンテナを高く張り、情報収集をする！

☑ リーダー自身の「目標」を設定する

☑ スタッフに関心を持つ！

☑ 数字で語るクセを身につける！

☑ 「先」を見据えて行動する！

☑ リーダーとしてのあり方を意識する！



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



お風呂の演出を
控えめにする？

このままスタッフに
がんばってもらう？

人員を増やす？

選択肢１

選択肢２

選択肢３

人手不足で疲弊する現場・・・どうすればいい？

スタッフのモチベーション低下
更なる離職につながるリスク

ブランド力が弱まる
利用者満足度の低下、稼働率低下

売上が変わらなければ、経営を圧
迫するリスク

コスト削減と業務効率化



日常あるこんなことも、実は大きなコスト（人件費）かも

パソコンの待ち時間
や起動時間

デジカメの待ち時間 体温計の待ち時間 おしぼりをつくる時間

生産性の低い会議

業務の中の“ムダな時間”を最大限カットする＝業務の効率化 が
人件費の削減につながる！

スタッフを探し回る時間 物品を探す時間部署間の移動時間

コスト削減と業務効率化



ムダな時間だと感じること 考えられる改善策

皆さんが普段の業務の中で感じる「ムダ（削減できそう）な時間」は何ですか？また、
どのような改善策が考えられますか？

ワーク

コスト削減と業務効率化



の効率

の非効率 利用者様と直接関わる部分

利用者様に直接かかわらない業務
（バックヤード）

記録

掃除

情報共有

など

レクリエーション

利用者様との交流

飲み物の種類

など

「引き算」が
必要！

「足し算」が
必要！

裏

表

業務効率化の合言葉



☐何のために離れるか？（目的を伝える）

☐どれくらいの時間で戻るか？

☐不在中の仕事は、誰に引き継いでいるか？

1番最初にできる対策、かつ差がつくことは「声掛け」

人探しの回避

？
持ち場を
離れる時

一緒に仕事
をする時

「私は●●をするので、●●をお願いしてよいですか？」
※自分の仕事状況も一緒に伝える

居所不明
&作業不明は厳禁！

モノ探しの回避

置き場所の
見直し

定物定置

整理整頓

本当に、今の置き場所がベスト？一歩でも短くする！

何をどこに収納するのか、スタッフ全員が把握している？

収納・保存方法をルール化して、無駄な時間をカットする。

業務効率化のチェックポイント



「最もムダ（非効率）を感じる時間（場面）」を特定することが重要！

Aさん Bさん Cさん Dさん

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

･･･

送迎&受入れ

浴室&フロア

昼食&休憩

記録の方法

「できる人」のやり方を
ルール化（マニュアル化）
するのもあり！

担当者
作業時間
作業場所を見直せない？

時間帯のムラ（ムダ）を探してみる

1日を通して
時間を要して
いること

情報共有方法を見直してみる

☐朝礼、夕礼は短時間で確実に、情報共有できているか
□ホワイトボード、申し送りノート、議事録は見やすい？（レイアウト・短縮ワードなどの工夫）
□情報共有ツールの確認方法はルール化されている？

業務効率化のチェックポイント



「いい会議」とは、どのような会議でしょうか？

納得感
次の行動に
つながる

できるだけ
短時間で終わる

参加者の意見をきちん
と吸い上げている。

次の行動につながれば、
会議をやる意味があっ
たということ！

集中力やコスト面から
も、手短な方がよい。

「いい会議」の３つの条件

以上の条件をクリアするための、具体的なポイント
についてお話します！

会議の生産性UPのポイント



ただし・・・

リーダーとして
ブレない考えを
持つことは
重要です！

会議の流れの「型」をつくる

会議で議論すべき内
容と目標（解決した
いテーマ）を伝える。
最初が一番大事！

どれくらいの時間をかけて、どのように議論
をするかを伝える。
また、書記やタイムキーパーがいる場合には、
役割を伝える。

様々な質問で、会議参加
者からまんべんなく意見
を引き出し、話を活性化
する。

時間内に確実
に答えを出す

今日、何を話し合い、最終的
にどのようなことが決まって、
今後、どのようにしていくか
を整理して伝える。

主旨説明
スケ

ジュール
説明

意見を
引き出す

まとめる 答えを導く 本日の
まとめ

準
備

オープニング ボディー クロージング

会議の生産性UPのポイント



会議のポイント「準備」編

人数 人数の目安 目的 やり方

大人数 ６名以上
□研修
□報告（情報共有）
□課題の抽出

定例会議（研修）
報告会
社員総会

少人数 ３〜５人
□議論
□検討
□作り込み

委員会
プロジェクト

今日、話し合うべきこ
とをまとめる

議論の流れを「見える
化」する

きちんと座って、メモ
をとる体勢をとる

目的別の適正人数

会議の三種の神器

レジメ ホワイトボード テーブル&椅子

会議の生産性UPのポイント



会議のポイント「オープニング」編

レジメの内容を、メンバー全員の前で読み上げて、ゴールを意識させる！

今日は夏祭りについて、主に４つのテーマを話
し合いたいと思います。

１つ目は、利用者様とご家族様へのご案内方法
について、30分間で話し合います。
２つ目は、・・・

本日のゴールは、レジメの下に書いた５点です。
ご案内方法については、その手段と時期を決定
します。
ゲームとイベントについては、・・・

では、早速ですが、１つ目のテーマ「利用者様
とご家族様へのご案内方法」について話し合い
たいと思います！

①何について話し合う
のか

②どれくらいの時間を
かけて話し合うのか

③本日のゴールは何か

伝えるのはこの３点！

会議の生産性UPのポイント



会議のポイント「ボディー」編

発散と収束を意識すると、議論の方向性を見失いにくくなる！

アイ
デア

アイ
デア

アイ
デア

アイ
デア

結論

□とにかく、アイデアを出す！
□相手の意見を批判するのはNG
□質より量

□根拠のある発言・論理的思考
□代替案があれば反対意見もOK
□量より質が求められる

特に進行役は、「発散」と「収束」、今はどちらの局面に
いるべきなのかを意識する！

繰り返し
てOK！

発散 収束

会議の生産性UPのポイント



地域の人にも夏祭りを知ってもらうために、ビラ配りをするという意見が
出ました。

地域の方たちも
「ビラは受け取り
づらかった」って
皆言ってますよ。

納得できません！
暑い中ビラ配りは
したくありません。

客観的に説明できない
時点で、単なる思い込
みや好き嫌いで判断し
ている可能性がある。

会議のポイント「ボディー」編

思い込み
好き嫌い

定性的な
客観的
事実

定量化
できる客
観的事実

原理
法則

去年のビラは、
1日で10枚しか
受け取ってもらえ
ませんでしたよ！

会議の生産性UPのポイント



会議のポイント「ボディー」編

いつも遅
刻してく
るAさん

いつも自
分の意見
を出さな
いBさん

自分の意
見ばかり
話し続け
るCさん

☑できるだけ会議前に顔を合わせて釘を刺しておく
会議の1時間前→会議当日の朝→会議前日の夕方

☑遅刻した場合のペナルティーを予め告知しておく
議事録を作成してもらうなど

☑名指しで「○○さんはどう思いますか？」と聞く
☑意見を出さない人がほぼ全員なら、順番に意見を言っ
てもらう
☑意欲が見られなければ、書記に任命して巻き込む

☑「なるほど。Cさんは〇〇だと思うのですね」と簡単
にまとめ、「皆さんはどう思いますか？」と切り替え
る
☑止まらないようであれば、休憩を挟んで一息つく

会議の生産性UPのポイント



会議のポイント「クロージング」編

レジメと照らし合わせて、設定したゴールに到達したかをメンバーと一緒
に確認しましょう！

では、最後に本日の決定事項と、今後のアク
ションプランを確認します。
１つ目の、利用者様とご家族様へのご案内方法
について、チラシで、1か月前から告知すること
になりましたね。
２つ目の・・・

さて、今後のアクションプランの確認です。食
事については、Aさんが食事のアンケートを今月
末までに作成することになりました。
イベントについては・・・

皆さん、質問はないでしょうか？
なければ、これで本日のミーティングを終わり
にしたいと思います。お疲れ様でした！

①誰が
②何を
③いつまでにやるのか
(明確な期限を設定す
る！)

今後のアクションプラン
の確認事項はこの３点！

会議の生産性UPのポイント



ワーク

①聞いた話を簡単にまとめる
「つまり、こういうことですよね」
②１つ質問する

話し手（1名） 1~2分間で話をする

聞き手（1名） 「話し手」の話をよく聞く

タイムキーパー 話し手に残り時間を伝える

相手の話を聞いて、まとめる練習をしてみましょう！

話し手

聞き手

タイムキーパー

「聞き手」
は話が終
わったら･･･

☑相づちを打つ
☑メモを取る（備忘録だけでなく、しっかり聞いていることの意思表示）
☑時々、視線をそらす（相手を見つめすぎない！）

相手の話を聞く時の３つのポイント

会議の生産性UPのポイント



☐リーダーの仕事はコスト意識をもって現場運営をすること！

業務の効率化は、ムダな人件費（コスト）の削減につながる

☐業務効率化の合言葉「裏の効率・表の非効率」

☐業務効率化のチェックポイント

（１）人探し・モノ探し
（２）時間帯のムラ（ムダ）
（３）情報共有

☐会議のポイント
（１）よい会議の条件は「納得感」「手短に」「次の行動につながる」
（２）会議の流れの「型」をつくる
（３）「適正人数」と「三種の神器」で生産的な会議に
（４）発散と収束を使い分ける
（５）メンバーの意見に客観的根拠があるのか判断する

本日のまとめ



宿題の内容

今回は、「介護人材のマネジメント」についてお話させていただきました。
講義の中でご紹介した取り組みを、ぜひ、現場で実践していただきたいと思います。 以下、宿題の内容です。

STEP１ 「会議」について、皆さんが今できていることと、出来ていないことを確認してみてください。
STEP２ その結果、どのような具体的取り組みが必要なのか？
STEP３ 考えた内容をもとに、具体的な行動にうつし、その結果として、施設にどのような変化をもたらしたかを教え
てください。

「 STEP１」については、本日お伝えした、「会議の手法」を参考に、日頃の会議について
振り返ってみてください。

「 STEP２」では、今、できていないこと（課題）を抽出し、それを改善するためには、具体的にどのような取り組みに落
とし込めばよいのか、考えてみてください。

そして、最も重要なのは、それを実践に移すこと（ STEP３）です。
その取り組みの結果、施設の業務にどのような影響を与えたか、次回、発表していただきたいと思います。

宿題の提出方法

会員専用サイトよりアップロードをお願いします。



次回管理者養成コースは

火曜コース 11/17 13:00~17:00 11/12

金曜コース 11/20 13:00~17:00 11/15

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

次回講義５日前までに
●宿題のアップロードをお願いします

提出
期限

提出
期限

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

３


