
●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

13:10〜14:20
【第一講座】「現状分析のポイントをおさえて賢く稼働率アップ！」

スターコンサルティンググループ
近藤 麻耶

14:20〜14:30 【休憩】

14:30〜15:40
【第二講座】「稼働率アップの具体的手法」 スターコンサルティンググループ

伊谷 俊宜

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



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」



第一講座

現状分析のポイントをおさえて
賢く稼働率アップ！

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 近藤 麻耶
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ス活動費用はほぼ同水準であり、収益面での差

が顕著であることがうかがえる。 

 

（図表 6）平成 29年度 通常規模型の経営状況

（黒字・赤字別平均） 

区 分 
黒字 

n=1,980 

赤字 

n=1,070 

定員数 人 31.7 29.5 

年間営業日数 日 312.8 306.2 

利用率 ％ 71.8 64.1 

利用者 1人 1日当たりサー

ビス活動収益 
円 9,321 8,931 

1施設当たり従事者数 人 12.4 11.8 

従事者 1人当たり人件費 人 3,300 3,445 

サービス活動収益 千円 66,515 51,959 

サービス活動費用 千円 57,323 57,800 

サービス活動増減差額 千円 9,193 △ 5,841 

人件費率 ％ 61.3 78.2 

経費率 ％ 21.4 27.6 

減価償却費率 ％ 3.3 5.3 

サービス活動増減差額比率 ％ 13.8 △ 11.2 

 

大規模型（Ⅰ）および大規模型（Ⅱ）では、図

表 4 の赤字割合の低さが示すとおり、多くの施

設でサービス活動増減差額を確保し黒字となっ

ている。そのなかでも赤字となった施設では、

利用率の低さ（黒字施設より約 8ポイント低い。）

をはじめ、利用者 1人 1日当たりサービス活動

収益、年間営業日数など収益確保に影響する指

標で黒字施設と差がみられた（図表 7・8）。1施

設当たり従事者数は、定員数を考慮するとほと

んど差はないが、従事者 1 人当たり人件費は赤

字施設の方が高いことから地域性による影響も

考えられる。 

とはいえ、赤字施設の利用率はいずれも 70％

前後で地域密着型や通常規模型よりも高く、大

規模型（Ⅱ）にあっては、サービス活動増減差額

比率が△7.1％と他区分の赤字施設よりも高い

水準にあった。減価償却費率が 8.9％と高く、設

備投資後間もない、一時的に赤字となった施設

が多く含まれていることも考えられる。いずれ

にしても、大規模型の経営状況が相対的にみて

良好であるといえるだろう。 

 

（図表 7）平成 29年度 大規模型（Ⅰ）の経営

状況（黒字・赤字別平均） 

区 分 
黒字 

n=229 

赤字 

n=43 

定員数 人 42.7 44.7 

年間営業日数 日 323.4 315.9 

利用率 ％ 78.3 70.5 

利用者 1人 1日当たりサー

ビス活動収益 
円 9,522 9,163 

1施設当たり従事者数 人 17.3 17.7 

従事者 1人当たり人件費 人 3,598 4,038 

サービス活動収益 千円 102,909 91,254 

サービス活動費用 千円 86,958 100,817 

サービス活動増減差額 千円 15,951 △ 9,562 

人件費率 ％ 60.6 78.5 

経費率 ％ 20.9 25.9 

減価償却費率 ％ 2.8 6.0 

サービス活動増減差額比率 ％ 15.5 △ 10.5 

 

（図表 8）平成 29年度 大規模型（Ⅱ）の経営

状況（黒字・赤字別平均） 

区 分 
黒字 

n=121 

赤字 

n=22 

定員数 人 58.6 69.6 

年間営業日数 日 326.4 312.0 

利用率 ％ 77.5 69.6 

利用者 1人 1日当たりサー

ビス活動収益 
円 9,232 8,856 

1施設当たり従事者数 人 22.3 23.9 

従事者 1人当たり人件費 人 3,607 3,898 

サービス活動収益 千円 136,926 135,021 

サービス活動費用 千円 114,838 144,651 

サービス活動増減差額 千円 22,088 △ 9,630 

人件費率 ％ 58.8 68.9 

経費率 ％ 21.1 29.3 

減価償却費率 ％ 3.8 8.9 

サービス活動増減差額比率 ％ 16.1 △ 7.1 

 

 

2.3 地域区分別の状況 

【通所介護の経営状況には地域差がみられ、

地域区分の高い地域ではサービス活動増減

差額比率が低め】 

前節の黒字・赤字の分析においても従事者 1

人当たり人件費に差がみられ、地域性による影

響について言及したところである。また、介護

保険制度においては、地域区分により介護報酬

1 単位当たりの単価が異なるため、地域ごとの

介護報酬と人件費とのバランスにより、経営状

況に地域差があることも推測される。本節では、

独立行政法人福祉医療機構が6月28日、平成２９年度の通所介護の経営実態を分析したレポートから抜粋

適正な人件費の目安を知っておく

赤字・黒字を分ける
大きな要因の１つは人件費！

黒字経営を保つには
人件費率を適正値に保つ

のがポイント！

１．はじめに



では、人件費率を適正にするには、どうすればよいでしょうか？

定員＋ 客単価＋

コストDOWN

簡単には増やせない

売上UP

利用日＋ 稼働率＋

現場リーダーの仕事

拠点を
増やす

経営者の仕事

施設A 施設B 施設C 施設D

売上 1,000万円 1,200万円 900万円 800万円

人件費 600万円 720万円 540万円 600万円

人件費率 60％ 60％ 60％ 75％

当然、スタッフの
給料を下げるわけ
にはいかない・・・

不要な
人件費－

不要な
経費－

１．はじめに



自施設の稼働率が上がらなかったら・・・

２．介護事業所の目標設定

合言葉は「ウチ」から「ソト」へ！

「1人あたりの利用回数」を算出し、
適正な回数かチェック！

「1人あたりの利用回数」が適正回数を上回って
初めて新規獲得へ踏み切る！

外部の
利用者候補

まずは「キャンセル率」が高くないか疑ってみる！既存の
利用者



売上
支出
コスト

利益
（収支差額）＝ー

売上＝定員↗ × 稼働率↗ ×営業日↗× 平均単価↗

＝利用者数↗×利用回数（頻度↗）×平均単価↗ーキャンセル数↘

支出＝（平均給与※社保込み × 人数）＋ その他コスト↘

これらの優先度を決めるのが
「事業経営」には大事！
同時にいくつものテーマを
追いかけるべきではない！

これが大事!
（１）利益確保の基本

利用者数？

利用回数？ キャンセル
数減？

コスト
ダウン？

２．介護事業所の目標設定



この水準をクリアしていれば、目標を達成できるというプロセスの数字のこと

運営・経営のKPI（Key Performance Indicators）

利益確保の基本

観察する数字を絞り込む
のがポイント！

KPIの例
「入所面談数」「新規利用者数」「営業件数」
「客単価」「キャンセル率」「利用回数」など

今回は、KPIとしておススメの事業所計数をご紹介します！

目標（GOAL）
「稼働率○％以上」

安定的に経営するための
目標

２．介護事業所の目標設定



防げるキャンセル 防げないキャンセル

☐私用
☐サボり
☐短期の体調不良

など

☐長期の体調不良
☐逝去
☐入院
☐強い外出拒否（施設利用前から）

など

☐誤嚥性肺炎による入院
☐転倒による入院
☐不満による退居

など

☐退居（逝去、転居）
☐外泊
☐入院（医療行為が必要な状態）

など

通所系

キャンセルは、防げるものと防げないものを「仕分け」して考える

入所系

キャンセル率は、１０％以下が目安

キャンセル率は、が高かったら・・・？

２．介護事業所の目標設定



皆さんの施設であった、具体的な事例を書いてみましょうワーク

防げるキャンセル 防げないキャンセル

そのキャンセルを防ぐには、どのような取り組みができると思いますか？

２．介護事業所の目標設定



☐「キャンセル率」が高い

☐「１人あたりの利用回数」が少ない

☐「実利用者数」が少ない

稼働率が上がらない理由
適正な平均利用回数の目安

デイ利用回数のシミュレーション（※一般型の場合）

延べ利用者数÷ 実利用者数＝平均利用回数

延べ利用者数 実利用者数 平均利用回数

２２０人

２５人 ８.８回

３０人 ７.３回

２０人 １１回

６回台

８回台

１０回台

軽度

一般型

重度

適正

もう少し
増やせる

新規獲得が
必要

２．介護事業所の目標設定



このデイサービスが、一般型だったとすると
15人×3.5＝52.5人≒53人
請求人数をあと53人増やさなければなりません。

通所タイプ別掛け数

軽度 ×４.５

一般型 ×３.５

重度 ×２.５

通所施設のKPI～「新規獲得者数」の場合

あるデイサービスは、定員50名、1日あたり25名が利用しています。
現在の稼働率は50%です。

稼働率80%にするには、50名×80％＝40名/1日にする必要があります。
つまり、1日あたり、あと15人増やさなければなりません。

では、契約者数をあと15人増やせばよいのでしょうか？

利用者は、毎日通いに来るわけではありません。
実際は、15人よりもずっと多くの契約者を獲得する必要があります。

ポイント

半年間で稼働率80%にするには
53人÷6ヶ月＝8.84≒月あたり約8~9人増やさなければならない

ただし、休止・中止の分は考慮されていないので、例えば月2人マイ
ナスになると予測すると、月10人～11人程度増やす必要がある

ポイント

２．介護事業所の目標設定



入所施設の目標は「稼働率」ではなく「年間空床数」で管理する！

入所施設のKPI

「目標稼働率98%」と言われても、
イメージできない・・・

例）１００床の入所施設で目標稼働率９８％とする場合

１００床×３６５日＝３６，５００床

【1年間のベッド数合計】

【1年間で空けてもよいベッド数】

３６，５００床×２％＝７３０床

２．介護事業所の目標設定



５－３－１の法則

事業者

入居者

１００人 ５０人 １５人
キャンセル
２人以下

５割 ３割 １割以下

電話対応 資料送付 見学対応 アフターフォロー

問い合わせ 資料請求 見学・体験 契約 入居

見学に来たのが５０人以
下なら、電話対応やパン
フレットに問題がある

契約に繋がったのが
１５人以下なら、見
学対応に問題がある

キャンセルが１割以上
あれば、アフターフォ
ローに問題がある

２．介護事業所の目標設定



３．稼働率をアップさせる営業のポイント

皆さんの施設の売りを、箇条書きにしてみましょう！

発表の内容を掘り下げて質問してみ
ましょう！（たとえば？なぜ？とい
うことは？…）

皆さんの施設の売りを、短時間で効
率よく伝えましょう。

施設の売りについて話しながら、相
手の表情を観察しましょう！

ワーク

☆人間が一度に把握できる数は最大７つ
☆特に、日本人は奇数が好き
☆ということは、覚えてもらいやすい

３－５－７の法則

例）七五三・短歌・日本三
景・七福神などなど…



従来の営業方法と引き寄せ型営業の違い

型 PUSH型（押し売り型） PULL型（引き寄せ型）

営業
方法

呼ばれずに行く営業のみ 来てもらう営業

情報量 少ない
多い

（百聞は一見にしかず）

接点 低頻度×短時間 高頻度×適正時間

関係
売り手と買い手
（買い手が上）

パートナー
（同等のポジション）

引き寄せ型の営業で、お客様、ケアマネに
FANになっていただいてパートナー化する！

３．稼働率をアップさせる営業のポイント

“引き寄せ型営業”のススメ



第一講座まとめ

１．現場リーダーの仕事は
①経営者の意思決定を理解し、現場にかみ砕いて伝える
②コスト意識をもって現場運営をする
③売上を適正に保つために、稼働率を最大限上げる

２．稼働率アップは「ウチ」から「ソト」へがポイント

３．自施設に合ったKPIを絞って設定する

４．自施設の売りは、短時間で端的に伝える！

５．ターゲット別の引き寄せ型営業を積極的に取り入れる！



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 伊谷俊宜

稼働率アップの具体的手法

第二講座



適正なデイ利用回数の目安

軽度

一般型

重度

平均利用回数

６回台

８回台

１０回台

20

「問合わせ数目標」の設定



「問合わせ数目標」の設定

５－３−１の法則

問い合わせ 見学 申込み

見学率

５割以上

申し込み（契約）率

３割以上

辞退率

１割以下

契約・入居
９割以上

※ただし「オアシス」や「HOME’S」などのポータルサイト経由のものをカウントすると「見学率」は下がるため
電話や自社ホームページの問合わせのみをカウントして、目標達成率を管理する。

※「９割入居」を目標にすると「８割」でも、及第点のような気持ちになるため、「辞退率」を目標とする

医療対応型など目的性の
高い施設は５０％を目指す！

問合わせからの「見学率」、「申込み率」、「辞退率」の目標をあらかじめ決めておくことが大事。
その数字を見ながら、現状の問題点を改善し、契約への移行率を向上させていく。

５－３−１の法則



「問合わせ数目標」の設定

５－３−１の法則

「入居者増加の方程式」を利用すると、目指す入居者数までに必要な各段階での人数が、明確になります。
もし仮に「５−３−１」よりも数値が悪化すると、それだけ多くの「問合わせ数」の獲得が必要となります。

【入居者数増加の方程式から導きだされる人数】

【表の見方】

仮に、この移行率を実現したとして、30名の施設を満床にするには・・・

問い合わせ２２０名、見学者：１１０名、契約者：３３名（辞退者３名）が必要となる



②胃瘻の方は受けられますか？

③認知症の方は受けられますか？

④生活保護の方は受けられますか？

⑤呼んだらすぐにトイレに連れていってくれますか？

⑥リハビリはしてくれますか？

⑦一人だと寂しがるから、絶えず誰かついていてくれますか？

⑧好き嫌いが多いので、本人が食べたいものを出してくれますか？

１．マーケティングは「内」から「外」へ

皆さんは、どのように答えますか？

➀施設最大の特徴（強み）は何ですか？

⑨絶対に転ばないようにしてもらえますか？



伝える対象の優先順位

社員
顧客

（利用者）
家族

ケアマネ
MSW

地域

まずは、自法人・施設内社員にブランドを伝える必要がある

内 外

１．マーケティングは「内」から「外」へ１．マーケティングは「内」から「外」へ



■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．顧客をFANにする！



信者客

友人客

知人客
（顕在顧客）

他人（潜在顧客）

もともと、お客様は皆さんの施設を
認知していない。その潜在顧客に
対して、情報を提供し「知人客（顕
在顧客化）」にするところから始まる。

２．顧客をFANにする！



情報提供により“知人客”化

フロントエンドサービスにより“友人客”化

バックエンドサービスにより“信者客”化

お客様に階段を１段１段上らせる技術がマーケティング

ケアマネ・・・モニター会
利用者・・・・送迎付体験プラン

２．顧客をFANにする！



１）ケアマネ（ＭＳＷ）知人化のための準備

ケアマネ（ＭＳＷ）リスト

目的
外部のケアマネ、ソーシャルワーカーは、私たちの
“販売代理店”！ファンにするためにしっかりと名前
を特定し、個人対応する

手法

①介護サービス情報公表システムなどで、居宅

名簿を作成

②サービス担当者会議、ケアマネ連絡協議会など

に出席し、名刺交換してケアマネ名を特定

③ランクづけ

④ランクごとの営業方法を決定

⑤営業プロセスを管理

効果 効率的営業ができる

ＰＯＩＮＴ
□ 個人名でリストを作成する

□ ランクは、その都度更新する

①居宅ごとの営業リストではなく、ケアマネ・Ｍ
ＳＷの名前ごとにリストを作ることがポイント

②ランクの付け方は

③リストに個人の印象を入れることも効果的

実施月
実施事項 訪問 ＦＡＸ報告書 新聞 訪問 ＦＡＸ報告書 新聞
担当 青木 島村 岡崎 青木 島村 岡崎

1
0
0
0

山形直子
石川洋子
富山武
長野敏子

ランク ケアマネ名
紹介実績

訪問 手渡し 郵送

８月

2 福島ケアプランセンター

Ａ

Ａ

千葉居宅介護事業所1

7月

× ＦＡＸ 郵送

紹介実績

実施月
実施事項 訪問 ＦＡＸ報告書 新聞 訪問 ＦＡＸ報告書 新聞
担当 青木 島村 岡崎 青木 島村 岡崎

1
0
0
0

山形直子
石川洋子
富山武
長野敏子

ランク ケアマネ名
紹介実績

訪問 手渡し 郵送

８月

2 福島ケアプランセンター

Ａ

Ａ

千葉居宅介護事業所1

7月

× ＦＡＸ 郵送

紹介実績

居宅あり･通所・入居施設系なし･紹介実績あり
→ Ａ

居宅あり･通所・入居施設系なし･紹介実績なし
居宅あり･通所・入居施設系あり･紹介実績あり
→ Ｂ

居宅あり･通所・入居施設系あり･紹介実績なし
→ Ｃ

２．顧客をFANにする！



紹介実績 紹介見込み 営業方法

Aランク ◯ ー
★実績配布営業
★毎月１日に訪問
★利用者の様子を報告

Bランク ー ◯
★定期的に訪問
★手ぶらでいかない！
★常に新たなネタ！

Cランク ー ー
★ストレスになるので行
かない！一切、無視！

■ケアマネ・ＭＳＷランク付け（常に更新）

２．顧客をFANにする！

１）ケアマネ（ＭＳＷ）知人化のための準備

実施月
実施事項 訪問 ＦＡＸ報告書 新聞 訪問 ＦＡＸ報告書 新聞
担当 青木 島村 岡崎 青木 島村 岡崎

1
0
0
0

山形直子
石川洋子
富山武
長野敏子

ランク ケアマネ名
紹介実績

訪問 手渡し 郵送

８月

2 福島ケアプランセンター

Ａ

Ａ

千葉居宅介護事業所1

7月

× ＦＡＸ 郵送

紹介実績

A

A

B
B
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ケアマネジャー

複数ある選択肢から選ばれて
初めて紹介となる！

２．顧客をFANにする！

中間機関

事業所

中間機関が、利用者やご家族に、皆さんと同じ
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？

皆さんが、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】
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

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

ヒント 中間機関を代理店化する
（皆さんの代わりにお客様に案内する人）

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！
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ＣＭ・ＭＳＷとグッと近づく似顔絵名刺

目的

名刺は立派な営業ツール。訪問しない営業を実践
するために、できるだけ会う頻度を減らしたい。
そのために、初対面から会話のきっかけとして名
刺を作成。

手法

①似顔絵を作成

（にがおえマーケット）
http://www.nigaoe-market.com/

②プロフィールと肩書きを検討

③会社を訴求する表現を検討

効果 なじみの関係になるまでの期間が短縮される

ＰＯＩＮＴ

①似顔絵がベター（写真よりもよい）

②プロフィールは個人的な情報

③出身地、出身校、趣味などは話題になりやすい

④裏面もできる限り使う

①営業として外に出るスタッフ（管理者・生活相
談員など）は、法人の定型フォームではなく、
柔らかみのあるデザインにする。

②話のきっかけとなるようなキャッチフレーズや
趣味を載せる。

③手元に残して、思い出してもらえるよう作成する

医療法人
香川県高松市

電話 ０８７－８５１－０１５５
ブログ毎日更新！ http://www.royalcare.

近藤 洋子

リハビリは楽しみながら続けましょう！

「機能訓練指導暦５年 私にお任せください！」

チーフトレーナー

趣味：テニス

“物忘れ”緩和トレーナー

１）ケアマネ（ＭＳＷ）知人化のための準備

２．顧客をFANにする！



ケアマネ・ＭＳＷそれぞれの立場

ケアマネ
（居宅）

ＭＳＷ

➀居宅介護支援事業所は利益率が低く、ケアマネ一人あたり最低３５件の

プランを受け持つことが当たり前

②月末月初のみ忙しいと思われがちだが、利用者のアセスメントをしっかり

やろうとすればするほど、自宅訪問する必要があり、単純計算で、利用者一人

に対し、月2回訪問（滞在時間1時間）すると70時間となる

③ケアマネ間の「質」に差がありすぎるため、真面目にケアマネジメントを

しようと思うケアマネ程、人間関係に悩むケースが多い

➀医師や看護師からは早期の退院調整を迫られ、家族からは入院継続を

懇願される辛い立場にある

②特に医療依存度の高い方、生活保護の方の受入れ先が少ない為、非常に困って

いる

③今後病院（特に急性期病棟）は、少しでも在院日数を減らすことが急務に

なるので、これまで以上に、ＭＳＷへの負荷が大きくなることが予想される

２．顧客をFANにする！

そもそもケアマネ・MSW共に様々な「営業」を
受けるお立場であることに共感する必要がある！



病院営業をどのようにおこなっていますか？
 どんなことを聞かれることが多いですか？
 こちらからはどんな質問をすることが多いですか？
 返答に困った質問はありましたか？

２．顧客をFANにする！



病院：MSW訪問時に心掛けること
⚫アポイントの是非
⇒病院によってはアポが必須だったり、関係が出来ている場合の訪問はアポを取った方が良
いケースもあるが、基本は飛び込みでおこなう。ただし、必ずMSWの総数は聞いておき
全員に会えるよう営業をおこなう

⚫大きい病院だとMSWごとに担当病棟があり、紹介を頂きやすい病棟のMSWとそうではない
MSWがいるケースがある。どなたがベッドコントロールを行っているのかを確認する
⇒受け持ち病棟の性質（急性期・療養など）や診療科目（内科・整形外科など）を把握

⚫２大質問（生活保護の受け入れ、医療依存度が高い方の受け入れ）に対してどのように返答を
するかを事前に決めておく
⇒生活保護に関して受け入れが難しい場合、自前で近隣にて生活保護の受け入れが可能な施
設のリスト作成と、交流を図っておき、紹介を行う（事前に空き状況の確認もしておく）

⇒医療依存度が高い方に関しても同様に、まず自施設でどこまで出来るかを提示の上、完全
に難しいケース（ＩVH、鼻腔など）に関しては、こちらも受け入れ可能な他社、他事業
所とコミュニケーションを図っておき、紹介できる土壌を作る

⚫退院・転院先（自宅・施設など）を知る
⇒１か月あたりの退院患者数を聞き出し、自宅の割合と、サ高住や有料など施設の割合を
伺い、特に紹介が多い施設の特色を調べる。その上で、自施設で出来ること出来ないこと
を整理し、同じように出来ることであれば、先方にどのようにお伝えするか考える
（事例の提示が最も効果的）。

２．顧客をFANにする！



「サービス案内小冊子」（アプローチブック）

目的
誰でも同じ説明（プレゼン）ができる資料を

作成し、紹介を促進する

手法

①小冊子型で作成

②「キャッチコピー」「ボディコピー」「写

真」「キャプション」で充分な情報を提供

③１テーマにつき１ページ以上

④顧客視点にたち、専門用語を少なくする

⑤見学時（体験時）の説明や、CMからユーザー

への紹介時に活用

効果
誰でもページをめくりながら話せば、ポイント
を外さずに同じプレゼンができる。

ＰＯＩＮＴ

□客の声をできるだけたくさん（１００の売り

手の言葉より１の買い手の言葉）

□ハードよりも人物を訴求する

□常に新しい情報を掲載

【ページ例】

①MESSAGE（理念、思い、志を語る）
②●●の７つのこだわり （サービスの特徴を語る）
③「100歳まで歩く」リハビリテーション
④湯ったり入浴
⑤目で、舌で、カラダで美味しい食事
⑥しっかり認知症予防
⑦館内案内
⑧お客様の声
⑨スタッフ紹介
⑩料金表
⑪体験利用のご案内

２）ケアマネ（ＭＳＷ）を友人化ツール

２．顧客をFANにする！



ケアマネモニター会

【ケアマネ・ＭＳＷモニター会とは】

ケアマネをFANにする過程おいて最も重要な位置づけのイベントです。

皆さんの施設が売りにするサービスを実際に「体験」していただくことを目的としています。

【開催時間】お昼の時間（11:30〜13:00）がベスト
※忙しいケアマネでも食事は摂るので、その時間を有効に活用する

【目的】 ケアマネに自施設を知ってもらう。そしてファンになってもらう。

【時間の流れ】

主旨説明＆名刺交換

プレゼンテーション

施設内見学&体験

ランチタイム＆ヒアリング

アンケート＆終わりの挨拶

２．顧客をFANにする！

３）ケアマネ（ＭＳＷ）をFANに！



ケアマネモニター会では、ケアマネにFANになっていただくことが最大の目的です

しっかりと施設の特長が伝わるように演出が重要です！

２．顧客をFANにする！

３）ケアマネ（ＭＳＷ）をFANに！

ケアマネモニター会

内容 ポイント

特長ムービー 施設やスタッフの普段の雰囲気を感じていただくには動画が有効です。

スライド
人は視界から入ってきたものを中心に情報を得ます。写真を多く撮り、
視覚に訴え作成することが重要です。

プレゼントーク
よくある失敗として、施設の特徴を全てを説明しようとしてしまうこ
とです。人は一度に多くの情報を詰め込まれても消化できません。大
切なポイントを絞って、簡潔に伝えることが重要です。

質疑応答のポイント
質疑応答をすると、意地悪な質問が飛んでくるときがあります。その
際には真正面から受け止めるのではなく、視点を変えてポジティブ

アンケート
アンケートでご意見をいただいたら、必ずいただいたご意見に対する
回答を広報誌などでケアマネにフィードバックしましょう。

サンキューレター 開催当日に即日発送が基本です。



ケアマネモニター会準備

２．顧客をFANにする！

３）ケアマネ（ＭＳＷ）をFANに！

日程 内容

1か月前 ☐ ケアマネモニター会の告知
・近隣ケアマネにFAXおよび訪問

2週間前 ☐ 参加確認（FAX）

1週間前 ☐ 参加確認（電話）

2日前
☐ リハーサル実施
・内覧会マニュアルを用いる

前日 最終準備

ケアマネモニター会を成功させるためには、

招待の順番も考慮する

当然Aランクのケアマネが在籍する居宅を優先！



■【利用（月次）報告書】

ケアマネが欲しい情報を提供する

｢利用報告書｣

手法

・毎月A４の紙に必要部分を記入し、報告する

・基本は手渡しだが、関係が完全に築けている場合は

郵送やファックスでOK

目的

効果

・居宅に訪問し、口頭でも報告できる内容だが、ケアマネ

が多忙な場合など、手元に保管資料として活用できる。

・ケアマネから家族に報告する際のフォロー資料となる

ＰＯＩＮＴ

・記入がスタッフの負担とならないようチェック形式を

中心とする

・モニタリング項目を盛り込んで、ケアマネへの情報伝達

とモニタリングを兼ねた書式であれば尚良い

・双方の負担とならないようA4・１枚程度とする

・一目で利用者の様子が分かるよう工夫する（写真など）

ケアマネ・利用者をFAN化する！
ここは本当にしっかり利
用者のことをみている！

By ケアマネ
３）ケアマネ（ＭＳＷ）をFANに！



見学プランチラシ

目的
介護施設に行くのではなく、楽しい場
所（旅行）に行くというイメージで来
ていただく

手法

①具体的なタイムスケジュールを載せ、
初めて介護保険を使用する人でも安心
できるようにする。

②楽しそうな写真を掲載し、当日を楽
しみにしてもらう。

効果
単純な見学（体験）チラシではなく、
旅行のチラシのようにチラシだけでワ
クワク感が得られる

ＰＯＩ
ＮＴ

①ワクワクする表現を用いる
②季節の写真やイラストを多用する

２．顧客をFANにする！

４）利用者知人化ツール



■月額試算表

月額試算表

手法

・見学者などの入居希望者と一緒に、月額の費

用を記載する

・作成後原本お渡しし、コピーをとり保管

目的

効果

・月額の概算をわかりやすく、且つ具体的に伝

える

・ケアマネから家族に報告する際のフォロー資

料となる

ＰＯＩＮＴ

・料金の根拠をしっかり伝える

・変動費で月額が調整可能であることを伝える

（過剰にはおこなわない）

・コピーを取り保管しておき、電話連絡時など

後日連絡を取る際に、辻褄が合うようにする

５）利用者友人化ツール

２．顧客をFANにする！



□ページトップが、施設の外観になってない？

□人気は人気（ヒトケ）！ とにかく笑顔の人、人、人！

□ガランとしたフロアは「寂しさ」をイメージさせる

□素材集の写真は、隣の施設も使っていると考えた方がよい

□連絡先はわかりやすいか？

□アクセスマップは、わかりやすい？

□誰のための場所か？ 対象客層がわかりやすい？

□どこが、他の施設と違うのか？

□文字が小さくない？ 専門用語は使っていない？

□「設定価格」と「情報量」は比例する！情報量は充分？

□そもそも「エリア」×「業態（デイサービスなど）」で検索できるか？

※SEO対策ができているか？

ホームページが充実していなければ、若い客、遠くの客、求職者の心は掴めない

広告のポイントもまったく同じ

２．顧客をFANにする！



☑ 稼働率向上のための優先順位を決める

☑ 自施設の電話・見学対応・申し込みのフォロー体制を整理する

☑ 「顧客」をファンにするため、一段ずつ階段を上っていただくようツールを

作りこむ

☑ 無駄を省き、効率的な「思い出してもらう訪問」をおこなう！

☑ 魂を込め、ツールを作りこむ！

☑ 綿密に準備をし、モニター会をおこなう

☑ 営業というより「地域の相談員」であることを意識する

３．まとめ



第１回の講座でお話した「ブランド化」の３つの要素～「誰に」・「何を」・「どのように」
のうち、今回は、「どのように」~稼働率アップの部分を中心にお話ししました。
今回の宿題は、稼働率アップについて、皆様に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 皆さんの施設の現状分析をする
STEP２ その結果、どのような施策が必要なのか？
STEP３ 考えた内容をもとに、具体的な行動にうつす！

「 STEP１」については、本日お話しました「５－３－１の法則」や「利用回数の目安」などを参考にしてみてください。で
きるだけ具体的な数値を算出していただきたいと思います。

「 STEP２」では、施設のスタッフさんと一緒に「どのような施策が必要なのか」を考えていただきたいと思います。

そして、最も重要なのは、それを実践に移すこと（ STEP３）です。ただ「考える」だけでは現場は変わりません。
始めは小さなことでも構いませんので、何かを実践してみましょう。

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いたします。

宿題の内容



次回管理者養成コースは

12/8 13:00~17:00 12/3 
提出
期限

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

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
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