
介護経営カレッジ アドバンスコース
10月度定例会テキスト



本日のスケジュール
12:30 オープニングトーク

12:40 【講義】株式会社オールプロジェクト 代表取締役 津金澤 寛 氏

14:20 休憩（退出せず「画像OFF」「ミュート」にしてください

14:30 【講義】 代表取締役 糠谷和弘

15:30 事例交換会①（ブレイクアウトルーム）

16:10 休憩

16:20 事例交換会②（ブレイクアウトルーム）

17:00 まとめ

17:30 終了

【zoomの氏名を変えるには？】
下部の「参加者」をクリックし、自分の名前にカーソルを合
わせると「詳細」となります。クリックすると「名前の変
更」がありますので、そちらで修正してください！



今年の「介護経営カレッジ」は？
アドバンスコースは？

✓ オフラインで定例会を実施

✓ ブレイクアウトルームでがっつり情報交換

✓ 国内視察は神奈川県（日帰りに変更）で実施

✓ 総会はオンラインorオフライン

✓ ミニセミナーが視聴できる（８月開講）

✓ 月に１度のWEBコンサルティング

※こちらで担当者を指定します

✓ 記事ページ（会員だけが閲覧可）を開設



1. 素直・プラス発想・勉強好き

2. 時代、物事、人、そして自分の長所を見つける

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. 夢を持つ！

8. ７２時間ルール

８つの約束



【講師紹介】
つばさグループ 株式会社オールプロジェクト
http://allkaigo.com/

代表取締役 津金澤 寛 氏

一般社団法人 24時間在宅ケア研究会理事
【資格】 社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・主任介護支援専門員。

「定期巡回・随時対応サービスの質の向上に関する調査研究事業」、「訪問介護サービスに
おける 短時間の身体介護の提供状況に関する調査研究事業」「定期巡回・随時対応型訪問
介護看護等の経営モデルの調査研究事業」（以上 厚生労働省老健事業）などにて委員を務
める。

【講演・執筆】
全国各地で「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の普及促進研修、事業参入研修で多数講
演。メディカ出版「医療と介護のNEXT」その他専門誌に執筆掲載。

【経営者視点から考える】
～定期巡回・随時対応型訪問介護看護～

http://allkaigo.com/


変幻自在時流適応力相応一番主義

変幻自在
経営とは、変化に対応すること。外部環境に大きな変化が起きたときに

は、これまでの方法に固執せず、状況に合わせて会社をつくりかえる！

時流適応 時代の頭になる！時代の尻尾にならない！

力相応
自社の力（人、物、金などの経営支援、経営者の器、幹部の能力、ス

タッフの成長度）に合わせて経営する。無謀なことはしない。

一番主義
勝てる分野、テーマ、商品、人に経営資源を集中投下して一番を目指

す！

経営における合言葉は



環境 人材

人事・運営 財務・戦略

□まずは１人１メアド
□Wi-fi環境
□オンライン会議システム
□モニター（デジタルサイネージ）
□業務管理システム（ホウレンソウ・許可）
□介護機器
□情報セキュリティ（個人情報が簡単に漏れる）
□個室執務室（オンラインが複数できる）
□ハイスペックPC（動画の送受信＆５G）

□オンライン（遠方）採用
□外国人採用（早くやる！！）
□コア人材（経営スキル）
□ジョブ型採用（特に本部！）
※専門職育成の方が早い！

or育成に時間をかけない！
□ディフェンス人材（特養等）
□マーケティング人材（在宅サービス等）
□障害者雇用の促進
□性的マイノリティへの対応

□「金のなる木」をつくる（ストック型）
□保険内外サービスによるワンストップ化
□キャッシュ・フロー経営（かなり大事）
□Ｍ＆Ａ（足りないパズルをうめる）
□同族経営からの脱却（新しいものが生まれ
づらい）

□外部サービスの徹底活用（内製化はやめる）
□副業可（シナジーの高い分野）
□本部、専門職の在宅ワーク
□高インセンティブ賃金制度（昇給）
□教育制度の効率化（動画コンテンツ）
□集合研修の縮小
□手続きの簡素化・スピード化

介護事業の未来系

無資格
未経験者を
人財化

同質化
しない！



ストレスコントロール

褒める・感謝 休息・特別休暇

ガス抜き
コミュニケーション

コロハラ対策

☆ １回５人以内

☆ 施設内

☆ 複数回実施で、スタッフの50％以上が

参加可能

☆ 食事、スイーツ、ドリンク、お酒、タ

クシー代１人2000円まで会社負担

例

☆ 表彰シーンの動画を社内でシェア

☆ 褒める仕組みの強化（サンキューカー

ドなど）

心が満たされるまでやる！！

☆ 休憩場所のグレードアップ

☆ 特別休暇を与える

「感染しても
会社はあなたを守ります！」



業務負担を
減らす

過剰サービスの改善

組織改善

効率化

生活サービス

介護サービス

教育強化

導線カット

シフト改善

役割変更

短時間パート補充

機械化（自動化）
見守り

記録

重複作業の整理

情報共有の改善

「やる」「やらない」の再仕分けと徹底

新人が多いと頭数が増える

ポジションと消耗品等の設置場所の適正化

夜勤体制変更

会議のスリム化

提出書類のスリム化

大きなユニットは
小さなチームに
編成見直し

チーム編成の適正化

コミュニケーションアプリ

ホワイトボード

常勤人数を減らしてピークに短時間Pを補充

申し送り

徹底した環境づくり
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□ 「現状時間」を計測する

□ 「適正時間」を定める

□ 機器導入の「メリット」と「デメリット」を整理する

※すべてを機械化すると、かえって負担が大きくなることもある

□ 導入による金銭的価値（効果）を明確にする

□ 機器の導入目的を明確に（絞り込み）する

□ 紙信仰・手書き信仰を捨てる

□ PCの前に座っていても「遊んでいる」とは言わせない！

□ 操作する場所（具体化）、時間、人、方法を具体化

□ 導入担当者を決め 「ICTリーダー手当」を支給

□ オンラインフォローサービスを活用しよう！（弊社でも実施）

□ 教育は「集合研修」「個別研修」「個別フォロー」の３つで！

□ 「老眼」やタイピングの苦手な人には特に配慮を！

投資額÷（時給☓１日でかける時間☓人数）＝回収期間（日）

機械化のポイント
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2021法改正対策

かなり
遅れている



12

2021法改正対策

☆介護保険施設や高齢者住まいに

おける対応強化

☆アウトカム評価の推進

☆科学的介護

☆ロボット・ICTの活用
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【一般介護予防事業等の推進】

⚫ 一般介護予防事業等による介護予防の取組を推進していくことが必要。特に住民主体の通いの場の

取組について、一層推進していくことが必要。このため、通いの場の類型化等を進めるとともに、

参加促進を図るための取組を促進することが重要。

⚫ 通いの場における取組をより効果的・継続的に実施するため、専門職の効果的・効率的な関与を図

ることが必要。

⚫ 通いの場の取組を、地域支援事業の他の事業とも連携して効果的に実施することが必要。

【総合事業】

⚫ 総合事業について、高齢化の進展に対応し、地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組む観点か

ら、より効果的に推進し、地域のつながり機能を強化していくことが必要。

⚫ 現在、事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで受けていた

総合事業のサービスの対象とならなくなる点について、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを

継続することを可能とする観点から、弾力化を行うことが重要。

⚫ 住民主体の多様なサービスの展開のため、有償ボランティアに係る謝金を支出できるようにするこ

とや、人材確保のためのポイント制度等を創設するなど、総合事業の担い手を確保するための取組

を進めることが必要。

令和元年 12 月 5 日社会保障審議会介護保険部会資料より抜粋

2021法改正対策



財政制度分科会（令和元年10月9日開催）資料より抜粋 通いの場を増やすことで
介護保険給付を抑制したい！

2021法改正対策



【介護予防に資する住民主体の通いの場】

① 体操や趣味活動を行い、介護予防に資する市町村が判断する通いの場であること。

② 通いの場の運営主体は住民であること。

③ 通いの場の運営について、市町村が財政的支援（地域支援事業など）をおこなって

いるものに限らないこと。

④ 月1回以上の活動実績があること。

通いの場の定義

2021法改正対策



医療介護福祉保育等の
人材を円滑に確保

2021法改正対策



医療・介護分野におけ
るデータ利活用やオン
ライン化を加速

☆ ケアプランへのAI活用推進
☆ 介護ロボット導入支援
☆ 介護予防サービス等におけるリモート活用
☆ 文書の簡素化・標準化・ICT化
☆ 医療・介護分野のデータのデジタル化と国際標準化

人員基準緩和か？？

2021法改正対策



2021法改正対策

【生活機能連携向上 議論内容】
□訪問看護をOKに
□点数大幅アップ
□委託費を想定

【ADL維持等加算 議論内容】
□対象事業者拡大
□点数大幅アップ

ADL維持評価加算（算定率2.6%）

生活機能向上連携加算（全体の算定率3.1%）

見直しは
確実？

算定に向けた準備をしよう！



同一労働同一賃金

気になるポイント

□時間外労働４５時間以内におさまっている？

□年次有給休暇を５日取れている？

□正規と非正規の待遇差、あるよね？

退職金、ボーナスをめぐり、非正規労働者が正社員と
の待遇格差を是正するように求めた訴訟。個別のケー
スとして「不合理とまで評価することはできない」と
いう判断（原告敗訴）であったが、最高裁は「違法と
なる場合もありえる」とコメントした。



同一労働同一賃金

不合理な待遇差をなくすための規定を整備しなければならない

同一企業内において、正規雇用労働者（無期雇用フルタイム労働者）と非正規雇用労働

者（パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者）との間に、個々の待遇（基本

給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練など）ごとに、その性質、目的に照らして判断し

た場合“不合理”に当たる待遇差を設けることを禁ずる。

待遇に関する説明義務の教科

非正規雇用労働者から、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由などについて説明を求

められた場合に、応じなければならない。

【ある法人での給与規定の変更】

★ 等級制度の導入（パートを低い等級と同じクラスに設定し、時給と月給の金額を
あわせる）

★ 正職員だけに支給されていた「扶養手当」「皆勤手当」「住宅手当」「勤続手
当」「給食手当」をなくし、基本給に組み入れ

★ 賞与の係数（月数）を減らし、基本給に組み入れ（年間４ヶ月→３ヶ月）
★ 教育研修、福利厚生プログラムの対象をパートまで拡大



基本給

“不合理”に
あたる手当

月額
報酬 基本給

基本給

“不合理”に
あたる手当

月額
報酬

基本給

“不合理”に
あたる手当

職務手当
（合理的な手当）

メリット
ハローワーク等で検索にかかりや
すくなる（「基本給〇円以上」と
検索される）

デメリット
賞与の係数（月数）を減らす必要
がある

“不合理”にあたる手当
正職員のみに支給されているが、その合理的な根
拠を説明できない手当（例「皆勤手当」「住宅手
当」「勤続手当」「給食手当」など）

メリット
基本給が変わらないため、賞与の
月数を減らさなくてよい
（調整次第で下げることも可能）

デメリット
月給が減らないように、何かしら
の（合理的な）手当で調整をする
必要がある

“合理的な”手当
職務・職責や保有資格などに応じて支給する手当
（職務手当、資格手当、役職手当など）

パターン１

パターン２

見直し事例

賞与
ベース給
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コロナ禍で稼働率アップのためにできること

ケアマネにアプローチして
見学に結びつける

見学から契約につなげる

利用回数を増やしていただく

満足度を維持する
知り合いを紹介していただく

コロナ対応
見学プラン

アプローチ
ブック

成績表 提案力

☆武器を持つ
☆パンフレット（魅力的）
☆動画コンテンツ
☆記憶上書き営業（定期接点と
なる日常的コミュニケーション

コロナ禍は
ここが
狙い目！

信者客



本日の振り返り

★介護事業の未来像を意識しよう！

★「コロナ疲れ」解消にできるだけ早く対応しよう！

★とにかくいまは「業務改善」「ICT化」に全力を！

★今年の法改正は小幅か？

重度化防止、ICT化に着手しよう！

★同一労働同一賃金待ったなし！１日も早く着手！

★稼働率アップはウチからソト

★７２時間ルール

10

16

木

糠
谷



MEMO



休憩中に、事例共有に使う
ご自身のデータを

PC上で開いておいてください！



本日のスケジュール
12:30 オープニングトーク

12:40 【講義】株式会社オールプロジェクト 代表取締役 津金澤 寛 氏

14:20 休憩（退出せず「画像OFF」「ミュート」にしてください

14:30 【講義】 代表取締役 糠谷和弘

15:30 事例交換会①（ブレイクアウトルーム）

16:10 休憩

16:20 事例交換会②（ブレイクアウトルーム）

17:00 まとめ

17:30 終了

【zoomの氏名を変えるには？】
下部の「参加者」をクリックし、自分の名前にカーソルを合
わせると「詳細」となります。クリックすると「名前の変
更」がありますので、そちらで修正してください！



ブレイクアクトルームを使った事例交換

講師 ホスト

会員様

room1

room2

room3

room4

room5

講師 ホスト
☆ 順番に発表
☆ 発言者はミュート解除
☆ 40分間で５～６人
☆ １人５分程度
①発言者は「画面共有」
②自己紹介
③発表
④質疑応答

☆ 時間になったら自動で
ルームがクローズ

☆ 60秒前に告知

スタコンメンバーは
後ほど入退出します！

15:30〜16:10 事例交換①
16:10〜16:20 休憩
16:20〜17:00 事例交換②

事例交換②では
最も良かった会員様を
ルームごとに１名

選んでおいてください！


