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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人あけぼの会 お名前 倉田 康弘 

 

 
   

事例タイトル あり方を大事に！ 新人企画「リアル人生ゲーム IN なごみ」 

実践内容 

あけぼの会の一番の自慢はスタッフ。「人財創生」をテーマに、新人教育に力を入れている。 

１ヶ月の新人研修で、あり方を中心に学びの機会があるが、その中の１つに「新人企画」という研

修がある。あり方を大事にして、実際に行動する研修内容をご紹介します。 

 

目的：①新人スタッフに、利用者さんに喜んでもらえることを一生懸命考えてもらう！ 

②新人スタッフの素人発想を、先輩スタッフの玄人実行で、利用者さんに喜んでもらう！ 

③新人スタッフに、イベントを通じて、「オモイはカタチ」になることを体感してもらう！ 

内容：机上のボードゲームではなく、施設内で身体を動かしながらリアル人生ゲーム！ 

大きなサイコロを振り、マスに書いてあるリハビリ等をクリアし、ゲーム内通貨をゲット！ 

最終結果で、ゲーム内通貨をたくさん稼いだ方が優勝！ 

優勝賞金はリハビリ 100回分の施設内通貨をゲット！ 

方法：①内定者イベントの１コーナーで、「利用者さんに喜んでもらえるイベント」を新卒スタッフ 

     が全力で考え、企画を立案！（利用者さんに喜んでもらえる面白い企画大募集！） 

②１カ月の新人研修の１コマ「新人企画」で、新卒スタッフが考えた企画を、他の４月入社

組と共有。５月開催日決定し、できる様に計画立案！（実行できる方法をアドバイス！） 

③スタッフ、利用者にわかりやすいように、リーフレットを作成！（別紙①） 

④部署の上長や先輩スタッフに、イベントの趣旨説明、協力してもらえる様協力依頼！ 

⑤前日リハーサルで、目的を再共有。とにかく利用者さんに喜んでもらうように、自分も笑

顔で楽しんでもらうことを１番に！ 

⑥当日、午前の部１４名、午後の部１６名、計３０名の利用者さんに喜んで頂けた！ 

（別紙②） 

成果 

・利用者さんから「楽しかった！」「最高だった！」「やってくれてありがとう！」という言葉を、新人 

スタッフが直接言って頂けた。新人スタッフのモチベーションが上がったことが１番良かった。 

・新人企画プロジェクトを通じて、利用者さんに喜んでもらう為に、新人スタッフが、本気で考えた 

り、一生懸命行動し、利用者さんに喜んでもらえた。何の為に行うのか、やり方よりもあり方の

部分を学ぶ機会になった。 

・新人スタッフの素人発想は素晴らしい。既存のスタッフが思いつかないような素晴らしいことを

考える。新人スタッフの素人発想を、先輩スタッフが出来る方法を考え、アドバイスをし、玄人実

行。結果、利用者さんに喜んで頂けた。 

・自分達の企画で利用者さんに喜んで頂けたという成功体験を積むことで、新人スタッフは、自 

分達のオモイはあきらめなければカタチにできることを体感することができた。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

☆成功のポイント☆ 

・新人企画プロジェクトを通じて、利用者さんに喜んでもらえる企画を考えて実行していく上で、 

 新人スタッフが、何よりもあり方を大事に、あきらめずに行動し、最後までやりきってくれた。 

・素人発想玄人発想で、今までに無いイベントを行うことができ、利用者さんに喜んで頂けた。 

☆改善への気づき☆ 

・今年の４月入社職員が１８名と例年より多かったので、人数によっては、１つの企画ではなく、 

２つの企画を考え、２つのグループで行なった方が、新人スタッフ一人一人が役割を持って、 

もっと輝けるのではないかと感じた。 

添付資料 ※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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新人企画
「リアル人生ゲームINなごみ」

サイコロを
自分で転がします！

出た目の数だけ
自分の顔写真付きの
ぬいぐるみで
進みます！

進んだマスの
リハビリメニューを
行うと、
ゲーム内通貨がもら
えます！

全員ゴール！

利用者さんと
スタッフ記念撮影！
みんな笑顔です！

2



１０００テーラ微で楽しみが買える！

B賞

新人スタッフ企画！ ご利用者様の元気の為に！！

人 生 ゲ ー ム
ア ルリ INなごみ

日時:令和２年５月2６日(火) 14:00～15:30
場所:なごみのさと１階廊下

内容:身体を動かしながら人生ゲーム！
マスに書いてあるリハビリ等をクリアし
ゲーム内通貨をゲット！

皆さん、楽しんで下さい！！

グループ１位には
10,000テーラ
+豪華景品！
参加賞
1,000テーラ！

3



 
介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人 あけぼの会 お名前 渡辺 円香 

 

 
   

事例タイトル アリガトウを伝えよう ～あけぼの会 TT制度～ 

実践内容 

＜背景ときっかけ＞ 

・あけぼの会の経営方針でもある「人財創生」をキーワードに、新人スタッフへ１年間トレーナー・トレーニー制

度（TT 制度）を活用し、新人教育を行っている。 

・月１回の TTミーティング、３か月に１回上長面談の他に、年 2回「トレーナートレーニーカフェ」で悩みごとを

共有して、同じ悩みを抱えているスタッフの声も聴くことが出来るような場を設けている。 

・あけぼの会で働くスタッフとして成長していけるように、職員同士で日ごろからコミュニケーションを取る

機会を設けながら、上司となかなか話が出来ない、相談できないという不安も解消できるように話の出

来る環境の提供を教育委員会が中心となって行っている。 

・1 年間トレーナー・トレーニーが一緒になって成長してきた集大成として、「新人王」も開催され、基本的な

介護技術を職種関係なく実施している。新人王に向けて、トレーナーと必要な介護技術を確認したり、質

問したりする。また、同期同士のコミュニケーションを図る機会として一緒に練習を行ったりする。 

・従来は、新人王終了後にお疲れ様会を教育委員会が企画しているが、新型コロナウイルス禍で開催でき

ず。しかし、感謝の気持ちは伝えたい、上長も頑張ったトレーナー・トレーニーを褒めたいという声が多く上

がり、ムービーでオモイを伝える為、メッセージカードを作成し、各トレーナー・トレーニーへ配布した。 

＜取り組み＞ 

①教育委員会でお疲れ様会の代替企画はないか考える 

・お弁当を購入して、各トレーナー・トレーニーへ配布？落ち着いてから開催？等いろいろな意見が出て 

迷ったが、感謝の気持ちを伝える為には『人の声』『自分の言葉』で伝えることが必要だという意見あり。 

・頑張った皆さんを認めるには、トレーナー・トレーニー同士だけでなく、上長や統括本部長からも認めて 

もらい 1年間の頑張りや成長を褒めたいと思い、企画。 

②全部署連携で上長が動いた 

・1年間頑張ったスタッフを思いっきり褒められるように上長へ企画の協力依頼を行う。 

教育委員会→上長へ、上長→各スタッフへ動画の撮影依頼をした。 

・統括本部長へも依頼し、頑張ったスタッフへメッセージをもらう。 

③メッセージカードの作成と配布（別紙①） 

・（トレーナーへ）統括本部長、部長、係長・リーダー、トレーニー 

  ・（トレーニーへ）統括本部長、部長、係長・リーダー、トレーナーよりメッセージをもらう。 

  ・計 20 名の動画を作成する。1人 5分程度の動画を作成し、QR コードを作成。名刺サイズの用紙に 

   QRコードとメッセージを印字し、トレーナーからトレーニーへ、トレーナーからトレーニーへ直接渡す。 

成果 

・メッセージを作成するにあたって、改めてトレーナーのありがたみを感じたり、1年間一緒に頑張ってきたトレ 

ーニーへ感謝する機会になる企画だった。お互いへの感謝はもちろんだが、励ましや応援の声も多く聞か

れた。トレーナー・トレーニーは、お互いのメッセージだけだと思っていたため、統括本部長や上長からのメッ

セージがあると思わなかったので、とても嬉しかったと感想が聞かれた。 

・今回は新型コロナウイルス禍で、例年行っているお疲れ様会（食事会）は開催できなかったが、感謝の気持ち

を伝えたいという熱い思いをカタチにする良い機会となった。お互いに認め合ったり、上長が自分のことを

しっかり見てくれている、個別に褒めるということも、スタッフ教育の中でかなり必要なことであると感じた。 

・今回の動画を見たことで、スタッフ一人一人のモチベーションアップ。トレーニーはこれから独り立ちをしな 

がら次の後輩へ伝えていけるように、トレーナーは、トレーニーの成長をこれからも応援しながら自分もさら 

に頑張ろう、ステップアップしたいとモチベーションの向上に繋がっていた。 

・今回の企画で、上長から認めてほしい。『個』として見てくれていたことに感動して嬉しかったという声が聞 

かれた。褒めてその人を認めるということに取り組んで今後もスタッフのモチベーションをあげられるように 

していきたい。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

＜成功のポイント＞ 

・スタッフからの『感謝の気持ちを伝えたい』という声をカタチに出来た。 

・スタッフを大切にして感謝を伝えるという『あり方』を大切にできたのがよかった。新しいやり方を見つけら 

れてスタッフも喜んでくれた。 

＜改善への気づき＞ 

・トレーナーとトレーニーで何か練習したり、学んでいくことはあるが、企画の立案等もしてみたいと意見が 

上がったので、二人で作り上げるなどの企画も今後考えていけたらと思う。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

添付資料 ※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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実際の
メッセージ
カード

トレーナーと
トレーニーの
2ショット☆

QRコードをメッセージカードにして
個々に配布をしました♪

１年間一緒に頑張った
大切なスタッフ♪

違う部署に異動してもお互いに
応援しています♪
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF 形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 安曇野市社会福祉協議会 お名前 臼井達彦 

 

 
   

事例タイトル 有給休暇取得率向上のための取組み 

実践内容 

背景 

・勤務年数や所定労働日数に応じて有給休暇が付与されているが、有給取得率が 10％にも満

たない状況だった。 

・有給を取得したくても、職員が不足している中で積極的に有給を取得する環境ではなかった。 

取組み 

①働き方改革の法改正内容を全職員に周知し、有給休暇取得への意識改革を図った 

②取得しやすい環境整備として、職員の補充を図った 

③取得状況を定期的に確認し、取得が行えていない職員に対し働きかけ、それでも取得が進ま

ない職員には、勤務表で有給日を設定した 

成果 

①有給は取得しなければいけないものといった意識がうまれた 

②有給取得率の向上につながった 

③採用の際も有給取得が積極的に行えるアピールにもなった 

④有給を取得することで、不足する職員を確保するのが難しかったため、派遣職員により対応し

たことで、人件費が増加してしまったことが反省 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

①他の職員が大変になってしまうのに、有給を取得するのは迷惑行為。といった考えを、有給休

暇は権利であって迷惑行為ではないと、職員に理解してもらえたこと 

②経営的には人件費が増加することになったが、派遣職員を受け入れることで有給休暇による

職員不足を補えた 

③有給取得とあわせ、週 29 時間以上働けるパート職員の枠をひろげ、今以上に働ける職員の

確保を図った 

添付資料 
※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 安曇野市社会福祉協議会 お名前 丸山亨 

    

事例タイトル 介護職員処遇改善加算Ⅰの取得と 36時間未満パートの導入 

実践内容 

➢ 平成 30年度まではⅢであった介護職員処遇改善加算を令和元年度よりⅠに変更した。 

➢ パートの介護員は時給 30円、契約社員の介護員には月給 15,000円を固定的に支給 

➢ 期末手当としてパート介護員に週所定労働時間×6000円、契約社員介護員に100000円を

支給した。 

 

➢ 一方で所得制限（130 万や 103 万など）の中で働いている職員は勤務時間を抑制する必要

が出てきた（期末手当を 1月に支給したので実際には令和 2年度の契約に影響が出る） 

➢ 週の所定労働時間を 36時間未満とするパート職員の枠を設け、1施設 5人を上限として契

約した。 

➢ 当会には専任職員（パート）、一般職員（正社員・スペシャリスト枠）、総合職（正社員・ゼネ

ラリスト枠）の 3つの雇用形態があるが、36時間未満枠は専任職員の中に含め、職務基準

も専任職員と同様とした（36時間契約になっても責任は増えない）。 

成果 

➢ 地域の中で最高水準の賃金体系となった。 

➢ 各事業所とも上限の 5人が 36時間枠で契約した。 

➢ 加算Ⅰの取得により各事業所 3 名程度新規に職員を雇用する必要が見込まれていたが、

36時間未満枠の導入により各事業所 0～1名の採用で労働力は充足した。 

➢ 責任は増えないといっても、長時間勤務するのでパート職員から頼られる立場にはなる。以

前よりも自覚が芽生えているように感じる。 

➢ ≪今後の期待≫これまでは子育てがひと段落した職員が勤務時間数を増やしたくても適度

な枠がなかったので、成長した職員が他法人に移ってしまうことが多かった。この層の受け

皿となることを期待している。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

➢ 処遇改善加算Ⅰを取得し手当を支給しはじめた平成 31年 4月時点で次年度に労働力が不

足することが予測された。1 年間を通じて必要性を伝え続けてじわじわと総務を説得したこ

と。（年末手当は当初はもっと少ない見込みだったが、想定をはるかに上回る額であった。

最後はそこを突いて認めてもらった）。 

 

➢ 健康保険、厚生年金の事業主負担で 1 人当たり約 300,000 円のコストがかかる。これを回

収するための工夫が必要となる。 

➢ 5 人の定数が埋まったので今後は希望してもすぐにはなれない。上記と合わせて定数を増

やす検討が必要。 

添付資料 ※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 株式会社エルダーテイメント・ジャパン お名前 寺井 剛敏 

 

 
   

事例タイトル コロナ禍の施設運営について 

実践内容 

・ご自宅にいながらでも、施設の様子が分かるように HP上に動画を掲載しました。 

実際に来所したような一人称視点で撮影しました。 

利用者様・ご家族様向け施設紹介動画 

https://www.tida-ds.com/visitor/ 

・緊急事態宣言下での自粛中でも、フレイル防止の為、お休みの方にはご自宅で出来る 

運動チラシを郵送し、電話での体調の確認を随時行いました。(資料を添付します) 

・オゾン発生器を導入し、施設内チラシにて利用者様にアピールしました。(資料を添付します) 

・softbank 社の AIロボット掃除機を導入し、スタッフの省力化と一層の衛生整備を行いました。 

https://www.softbankrobotics.com/jp/product/whiz/ 

成果 

・緊急事態宣言下で、千葉市も多くの利用者様が自粛され、少ない時には稼働率 50％を切る状

況になってしまいました。 

しかし、上記のような取り組みを行うことにより、少なからず稼働率回復を早めるような成果が

出たのではないかと考えております。 

5月中旬から徐々に稼働率が戻り始め、6月中旬には 85％程まで回復しました。 

また、見学の申し込みも 2日に 1回程のペースで頂いており、7月までには以前のような 

90％を超える稼働率に戻るのではないかと考えております。 

 

今後の新たな取

り組み 

・コロナも一時、落ち着きをみせているものの、まだまだ予断を許しません。 

 今後はいかに利用者様やご家族様に安心して、且つ「より利用するだけの価値のある施設」に 

 していかなければ生き残っていけないと考えております。 

 以前も、AI(python)や IoT導入について書かせて頂きましたが、それら機器を活用し 

省力化させ、その省力化させた余力をより利用者様に向けて結果の出るリハビリを行ったり 

リハビリだけではない「来る楽しみ」(※)を提供し、感染予防を徹底させていきます。 

※今、話に上がっているのが、浅草の人力車会社の方から「人力車から見た浅草」の映像を 

無償で貸して頂き、それを楽しんで貰うなどが出ています。 

添付資料 
※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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https://www.tida-ds.com/visitor/
https://www.softbankrobotics.com/jp/product/whiz/


 
介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 
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 介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF 形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 小浜会 お名前 森下徹也 

 

 
   

事例タイトル デイサービスの利用者増を目指して 

実践内容 

１． 利用者と一緒にクッキング 

令和元年 8 月 お好み焼きクッキング 

令和 2 年 2 月 ゴマ団子作りクッキング 

出来上がった食べ物は、当日利用されている皆さんで食べる。 

２． 利用者と一緒に制作（できたものは、お土産として持ち帰る） 

近々では、3 月ひな祭り政策、5 月鯉のぼり政策、7 月七夕制作 

持ち帰って頂くことで、利用者の家族にも、デイサービスでの活動を知ってもらう。 

成果 

１． 家で料理をされることも少なくなったので、喜ばれていた。 

エプロンやバンダナを着用していただいたが、それも喜ばれた。 

 

２． 季節に合った持ち帰りの製作品を喜ばれている。 

もう少し、増やしていけないかと考えている。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

１． スタッフ 2 人に、利用者５～６人ぐらいが、料理の手順を進めやすい。 

人数が多くなると、種類にもよると思うが、難しい面が出ると思う。 

 

２． 完成度の高い作品は、難易度が高く、それを自力でできる方は、利用者の１～2 割程度に 

なる。スタッフの手伝いの必要な方がほとんどである。 

添付資料 
※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF 形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人 江寿会 アゼリー江戸川 お名前 竪山 隼一郎 

 

 
   

事例タイトル 業務効率化（ペーパーレス化への取り組み） 

実践内容 

勤怠書類の削減を実施。 

これまで勤怠管理ソフトを入れていたが打刻のみ使用で、勤務変更等には活用されていなかっ

た。書類の管理、提出の追っかけ、提出からのダブル・トリプルチェックなど勤怠に関わる業務が

かなりのウェイトを占めていた。 

４月：スタッフのスマホから、勤務に関する各種申請をできるように登録。 

高齢スタッフ・外国人スタッフへのフォローアップのためのマニュアル作成 

５月：イレギュラー・問題点の抽出。特養常勤スタッフのプレ申請の実施 

６月：特養常勤スタッフ電子申請開始。特養パート職員の ID 登録実施 

７月：特養パート職員電子申請開始。他部署正職員電子申請開始 

成果 

・提出書類の削減 

４月時点 ２８２枚  ５月 ２３９枚  ６月 ２０５枚  

電子申請で対応出来ない書類の洗い出し 

 

・勤怠管理者の業務軽減。押印、転記等の業務が減った。 

 

・ペーパーレス化の第一歩 

紙での対応が多く、転記しなければならないものが多く残っている。 

 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

・皆が持っているスマホから申請をする事で、抵抗感を減らした。 

・外国人スタッフにも抵抗感なく扱える。 

・正職員から実施する事で、パート職員に教える体制が出来た。 

・イレギュラー対応（スマホを持っていない等）もプレで実施した結果、事前に準備して実施する

事ができた。 

 

・枚数の減少がある程度集計出来たら今後、スタッフに開示をし、達成感を共有他の業務でのペ

ーパーレスにつなげる。 

添付資料 
※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF 形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人 江寿会 お名前 野崎 敦史 

 

 
   

事例タイトル ペーパーレス化を進め、紙媒体作業からの卒業 

実践内容 

「背景」 

４月から現在の施設に異動し以前と仕事内容がかなり変化した 

・事務に係る仕事が多くなり紙媒体の物に判を押したり、確認作業にかなり時間を要する 

・物品購入など特定のスタッフに業が集中し、以前のまま作業を進めることによってペーパーレ

ス化が行えていなかった 

「取り組み」 

・現在どんな仕事を紙で実施しているかを洗い出し、紙に変わる第替え案の検討 

・自分たちのやり方で変えられるのか業者の力が必要なのかの選別 

・まずはデイサービスから始め、今後会計まで実施する 

成果 

取組み始めたところなので成果は目に見えていないのが現状です 

下記に期待する効果を記入します 

 

・正しくアプリやシステムを理解する事で、便利さを共有し紙の書類がなくなる事で業務効率を図  

 る 

・クラウド上で書類を管理する事で実際の施設のスペースの確保や書類の共有、引継ぎなど容

易にしていく 

・実際に今の業務と比べ自分の仕事が楽になっていることを実感し、その分おかの物に時間を

費やす 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

・実際に現場もペーパーレスにしていって良かった便利になったなど体感してもらうことで、新し

い変化に慣れていってもらう 

 

・実際自分たちがしている業務の中から何がペーパーレスにする事ができるか考えてもらうこと

で浸透しやすくなった 

 

・全体に向けてペーパーレス化を進めていくことを伝えた時に、課題点がスムーズに出てきたり

など普段の業務の中からの抽出がこちらの予想より大きかった 

添付資料 
※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF形式での提出にご協力をお願いいたします。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 株式会社シニアライフアシスト お名前 加藤 清行 

 

 
   

事例タイトル 『コロナに負けるな‼ロイヤルケア高松 施設内での取り組み』 

実践内容 

令和 2年 3月 17日、香川県でもコロナ感染者が確認され、翌日 3月 18日より 

入居者様の外出の自粛、ご家族の不要不急の面会の自粛をお願いした。 

必要な感染症予防対策を実施した上で、入居者様にはいつも通りの生活を継続していただける

ようにしたいと考えた。 

① 買い物に対する欲求⇒週 2回マルシェのオープン 

お菓子、飲み物、日用品、手作りマスクなどの販売。また、移動販売業者にお願いして 

野菜・果物等を出品している。特に女性は買い物欲求が強く、喜ばれている。 

② 外出の欲求⇒毎日散歩の実施 ロイヤル体操教室を毎日実施 

週に最低 2回は外出の機会をもてるよう、施設の裏にある公園まで一日三回3～5名ずつ散

歩に出かけている。免疫力の維持と気分転換を兼ねて、良い習慣になっている。 

③ 会話、食事に対する欲求⇒食事の 2部制の実施 

3蜜を避けるため、4人掛けテーブルを対角線で 2人ずつ座っていただいている。 

『高級レストランみたいでいいわね。』と言われる方も。 

④ 家族と会いたい欲求⇒オンライン面会の実施 

ＦａｃｅＴｉｍｅ、ＬＩＮＥビデオ通話、Ｚｏｏｍを使っての面会。しばらくお会いできていない家族は

涙を流して、話される方もいた。 

成果 

香川県でのシェア 60％の地元の新聞社（四国新聞）から取材の申し込みがあり、8 月の紙面で

施設での取り組みが紹介される予定。良い宣伝効果を期待している。 

入居者様、家族様からも感染症対策に対する不満や苦情も出ず、『大変な中、楽しい取り組みを

たくさん実施してくれてありがとう』『私たちのことを考えてくれたありかとう』とのお声を多数頂戴

している。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

行動の制限や手洗い、消毒、検温、換気など感染症予防のためのお願いばかりで、何かそれに

代わる楽しみをと考えていた。 

入居者様の話に、素直に耳を傾けた結果、4つの取り組みを始めることになった。 

 

大きな変革が起きるときは、今のような切迫した状況だったり、何かに追われているときだと思

う。いい意味で、今の状況を楽しみたいと思っている。 

添付資料 
※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 

それぞれの取り組みの写真を添付します。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

   

 

自粛中のロイヤルでの取り組み紹介 

1. 食事の２部体制 

 

 

 

2.マルシェ・ド・ロイヤル 

 

 

 

 

 

 

 

３密を避けるための取り組みとし

て、入居者様にはお食事時間の 2 部

制と対面でのお食事を避ける座席配

置にご協力いただいています。 

 

また食事場所の 24 時間の換気・食

事前後での消毒をさせて頂き感染対

策に努めています。 

 

毎週、月曜日・木曜日に売店『マ

ルシェ・ド・ロイヤル』を 

オープン！ 

商品を選んで購入する楽しさを味わ

っていただいています。 

18



 
介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

３.毎日の散歩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★オンライン面会を絶賛受付中です★ 

FaceTime・ＬＩＮＥビデオ通話・Zooｍ 等 

お気軽にご相談下さい☆ 

 

自粛中の入居者様の健康維持・免

疫力向上の為に、散歩を実施してい

ます。 
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介護サービス経営カレッジ アドバンスコース 事例シート 

恐れ入りますが、PDF 形式での提出にご協力をお願いいたします+。 

◆法人・施設において、法改正対策や、中長期的な視点で取り組んで成功した事例を、それを導入する 

経緯やメリット（狙える成果）や実施のポイントなどを、具体的に記入してください。 

法人名 社会福祉法人貞徳会 お名前 樋 田 佳 之 

 

 
   

事例タイトル 特養・介護業務の効率化、分業化 

実践内容 

＜背景＞ 

特養の入所要件が要介護３以上となって以降、入所待機者の減少と入所者平均介護度の上昇（重

度化）の傾向がより鮮明となった。また、ここ 10 年近く科学的介護の取り組みを継続的に実施してい

る。こうした要因から、介護業務のToDo項目や職員の負担感は増すばかりの状況にあった。さらに、

近年の働き方改革関連法が施行された事もあり、雇用形態別の業務区分を明確化する等、介護職

員の業務内容を見える化する必要性もあった。 

＜取り組み＞ 

①ICT 機器（介護ロボット）の活用 

②布オムツから紙オムツへの変更 

③生活援助業務の分業化 

④介護職員の業務標準の見直し 

成果 

①見守り支援ロボット「眠り SCAN」を導入し、巡視・見守り業務の簡素化・効率化を図った。利用方法

を明確化し、事例発表を通じて活用方法（看取り・新規入所）を例示した。同機器は毎年の補助金制

度を活用して購入。定員１１０床に対し、同機器３２台を運用中。 

②高機能のオムツ製品を選定し、利用者の快適に留意しつつ、定時交換回数を１日７～８回から４～

５回へ交換回数を減少させ、介助の手間が削減した。 

③上記の布オムツから紙オムツへの変更に伴い、従来の洗濯業務を行っていた介助員に清掃業務

を割り当て、介護職員が行う生活援助業務の一部を介助員にアウトソーシング。ただし、清掃区分は

パブリックスペースを中心としており、現在も業務整理中。 

④介護職員の勤務形態毎の業務標準を作成中。業務の流れを視覚化し、業務内容を整理していく予

定。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

・トップダウンによるＩＣＴ機器活用や紙オムツ移行を意思決定しており、導入・変更の手続きは計画的

に進められた。 

・ＩＣＴ活用の面では職員採用時のＰＲポイントになった。 

・ＩＣＴ機器の活用や業務内容の変更には、継続的な職員教育の必要性とその難しさを感じた。 

・上記②、③により、介護職員が負担感の減少を実感する反面、業務内容の偏りを整理や隙間時間

の有効活用に対するボトムアップは今の所はみられない。 

・上記④については、業務改善のボトムアップの仕組みとして、現場職員と協働して整理を行っていく

予定。 

（介護業務について、スマート介護や生活援助業務との分業化、さらに働き方改革関連法改正にとも

なった整理を実施されている事業所がありましたら、参考事例や助言をお願いします。） 

添付資料 
※情報交換のより活性のために添付資料をお願いします。 
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