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アドバンスコース



本日のスケジュール
12:30〜 はじめに

12:40〜13:50
第1講座

株式会社つるかめ 代表取締役社長 伊藤 順哉 氏

休憩

14:10〜14:50
第2講座

株式会社エルダーテイメント・ジャパン
執行役員・マネージャー 寺井 剛敏 氏

14:50〜15:20
第3講座

株式会社スターコンサルティンググループ 代表取締役 糠谷和弘

休憩

15:30〜 情報交換会

〜17:30 本日のまとめ・ご案内

【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！



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



第1講座

株式会社つるかめ
代表取締役社長 伊藤 順哉 氏

＜プロフィール＞
山形県 出身。卒業後、地元の特別養護老人ホームに介護職員として勤務。措置時代の介護を目の当たりにし、自分の
目指す福祉業界の在り方を模索し続ける。

介護保険がスタートし、29歳で起業。それまでの経験と自分自身が追い求める「できなかったことが”できる”ように
なる」をコンセプトに、自立支援に特化したデイサービス事業を開始。開設１年後には利用者の増加に伴い、隣接し
てデイサービスを開設。その後も地域のニーズに合わせてデイサービス、ショートステイ、小規模多機能、グループ
ホーム、特別養護老人ホームを開設。

現在、10事業所を展開している。開業から17年で介護保険からの卒業者（介護認定から自立認定）も数多く、その実
績で厚生労働副大臣や県内外の事業者からの視察は後を絶たない。そして介護に異業種を掛けた「介護×〇〇」のコ
ラボ事業を飲食、観光、旅行、工業、IT等の産業と掛け合わせながら「これまでに無い社会資源」をつくるために
日々奔走している。



第２講座

株式会社エルダーテイメント・ジャパン
執行役員・マネージャー

寺井 剛敏 氏



株式会社エルダーテイメント・ジャパン

執行役員 寺井 剛敏

部活のような会社をつくる

株式会社 エルダーテイメント・ジャパン
とはどんな会社か？

介護経営オンラインカレッジ アドバンスコース
令和３年５月１４日(金)



会社の特長を自分が体現

年齢
資格
経験

＜ やる気
努力

株式会社エルダーテイメント・ジャパンの特長
１つあげるとするならば

失敗を許容
誰でもチャレンジ

できる



Can
できること

Will
したいこと

Must
しなければ
いけないこと

Can
できること

Must
しなければ
いけないこと

Will
したいこと

エルダーの場合
これでは
よくないよね・・



本日、話したいこと

１．旅行に行けるカラダをつくる

２．独自のマネジメントシステム

３．エルダーの現在と未来



会社概要

Eldertainment japan

桜の外観

リハビリスタジオてぃーだ真砂
千葉市美浜区真砂５２３

TEL︓043-306-2013

定員:60名 営業:⽉〜⼟曜日

介護相談センター美浜
千葉市美浜区真砂５２３

TEL︓043-306-2013

営業:⽉〜⾦曜日

リハビリスタジオてぃーだ⼩仲台
千葉市稲⽑区小仲台8-5-6

TEL︓043-305-5523

定員:45名 営業:⽉〜⾦曜日

てぃだまちキッズ新検⾒川駅前
千葉市花見川区南花園２１３ 山崎ビル２階

TEL︓043-445-8341 対象︓0〜2才

定員:19名 営業:⽉〜⼟曜日 祝日休み

リハビリスタジオてぃーだ千城台
千葉市若葉区千城台南4-5-2

TEL︓043-312-3121

定員:55名 営業:⽉〜⼟曜日

リハビリスタジオてぃーだ⼋千代⾼津
千葉県⼋千代市大和⽥新⽥60-6

TEL︓047-409-0231

定員:80名 営業:⽉〜⼟曜日

てぃだまちキッズ⼋千代⾼津
千葉県⼋千代市大和⽥新⽥60-6

TEL︓043-409-4154 対象︓0〜5才

定員:19名 営業:⽉〜⼟曜日

旅するカフェレストランてぃだまちテラス
千葉県⼋千代市大和⽥新⽥60-6

TEL︓043-409-3937

席数:34名 営業:⽉〜⼟曜日

てぃーだグループ施設
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デイサービス

ケアプランセンター

デイサービス

千葉市小規模保育事業

デイサービス

企業主導型保育事業

デイサービス

カフェレストラン

絵本3 0 0冊

絵本3 0 0冊

会社名 株式会社エルダーテイメントジャパン

創業 2008年10⽉10日 代表取締役 糠谷和弘

本社 千葉市美浜区真砂5-2-3

社員数 174名（2021.4現在）

専門職
社会福祉士、理学療法士、作業療法士、看護師

柔道整復師、介護支援専門員、介護福祉士、保育士

沿革

2008年 コンサルティング事業開始

2010年
稲⽑海岸にてデイサービス事業を開始（その後移

転）

2012年 リハビリスタジオてぃーだ小仲台開設

2014年
リハビリスタジオてぃーだてぃーだ真砂、介護相談

センター美浜開設

2016年 リハビリスタジオてぃーだてぃーだ千城台開設

2018年
てぃだまちベース⼋千代高津（デイサービス、保育、

飲食）、てぃだまちキッズ新検見川駅前開設

関連事業
コンサルティング事業、㈱アイグローブダイナー、日本ケアビジ

ネス協同組合（外国人技能実習事業）、一般社団法人日本介護旅

行サポーターズ協会（検定事業）



株式会社エルダーテイメント・ジャパンとは

旅行のイメージ

沖縄の太陽の
ように明るく！

太陽のように熱く！コンセプトは

旅行に行けるカラダをつくる！こと

利用者様が諦めていたことを取り戻し、好きなことを再び楽しんでいただきたい！
そんな想いで、介護サービスを提供しています。

Eldertainment japan



株式会社エルダーテイメント・ジャパンとは

machi

Kids

沖縄の太陽のように
とびっきり明るく！

育った街を愛せる

子供に成長してほしい！コンセプトは
絵本と太陽の保育園

太陽（てぃだ）のように明るい地域（まち）を愛する
そんな子どもであってほしいという思いを込めて、運営しています。

Eldertainment japan

てぃだまちキッズ

Tida



旅行に行けるカラダをつくる！

テーマ１



観光バス
乗り降り
訓練

和室客室の
起き上がり

訓練
揺れる電車で
立位訓練

Eldertainment japan



旅行に行けるカラダをつくる！

年に３回
旅行イベントを企画！

日帰り

1泊２日温泉

海外・遠方

ご家族もご参加いただけます。

てぃーだで実現させていること



リハビリスタジオてぃーだでは

機能訓練目標設定に

流

を導入！！

つるかめさんほど、ハイレベルにはできませんが。。。

Eldertainment japan



好きな旅行先、よく行った旅先はどこですか？

また行きたい場所は？

ぜひ、目標を持ってください！



行ったことがある旅行先、行ってみたい旅行先はどこですか？

□行った！ □行ってみたい！

①てぃーだツアー（日帰り）

□行った！ □行ってみたい！

②てぃーだツアー（旅館）

□行った！ □行ってみたい！

③てぃーだツアー（海外）

□行った！ □行ってみたい！

④いちご狩り（山武・君津）

□行った！ □行ってみたい！

⑤佐原
□行った！ □行ってみたい！

⑥成田山
□行った！ □行ってみたい！

⑦東京ディズニーリゾート

□行った！ □行ってみたい！

⑧養老渓谷

□行った！ □行ってみたい！

⑨アンデルセン公園（船橋）

□行った！ □行ってみたい！

⑩鴨川シーワールド
□行った！ □行ってみたい！

⑪鋸山ロープウェイ
□行った！ □行ってみたい！

⑫東京ドイツ村

Eldertainment japan



＜スケジュール＞
2020年10⽉28日（水）晴れ

7:50 ご自宅に伺い出発準備
朝食代わりのフルーツを用意、朝食後薬の服薬確認

8:15 タクシーを呼び、出発
8:45 稲⽑駅出発
9:25 成⽥駅乗り換え（トイレ）
10:50 銚子駅到着、銚子電鉄に乗り換え（トイレ）
11:45 犬吠崎観光ホテルにて昼食、休憩
13:00 銚子観光、（犬岩、屏風が原、犬吠埼灯台、銚子セレクト市場）

ご本人の希望により、海に献花をしたいとのこと。ホテルで手配してもらい
薔薇を一輪購入、献花できそうな海岸に行きたい旨観光タクシーに依頼
途中、漁港など車窓からご覧いただく

14:30 銚子セレクト市場にて買い物（トイレ）
15:30 銚子駅（トイレ）
15:50 銚子駅出発
※予定していた電車より遅い電車で帰ることにしたため、娘様に連絡

17:35 千葉駅（トイレ）
17:55 新検見川駅

◯◯◯◯様 銚子旅行同行報告書
個人旅行



独自のマネジメントシステム

テーマ２



ミドル
マネジメント

現場

社長

提案 大きな方針
＆サポート

現状の把握
課題の抽出

実効性のある
ものを選別

試行錯誤しながら色々な意見を出し合っています

社長不在でも成長する理由

実行



• 年初から作成開始
• 各部署が社員中心に作成
• 全社員・パートに配布
• 「経営方針発表会」で管理者
が発表

• 新人、中途には方針書をもと
に教育指導

ボトムアップができる理由①

毎年「経営方針書」を作成

今年は
オンラインで
発表会を実施



〈経営理念〉

部活のような会社をつくる

最高のチームは世界を変える！

お互いを信頼しあう仲間と
同じ目標に向けてがんばるチームへ





ボトムアップができる理由

全社員に全部門の損益を公開！
問題意識を共有できる！



ボトムアップができる理由③

ユニークなマネジメントシステム



Eldertainment japan 株式会社エルダーテイメントジャパン

⚫ 会議や研修、社内イベントは子連れOK！

⚫ 産休・育休取得率は１００％！みんなで支え合う風⼟があります！

⚫ “キッズサポート休暇”を取得すれば、有休を使わずに保護者会やPTAなど

に参加することができます！

⚫ ”部活制度”で 定期的な運動・趣味活動をサポート。

⚫ パートスタッフには“祝日出勤手当”が支給されます！

働くママさんを応援します！

Eldertainment japan



Eldertainment japan 株式会社エルダーテイメントジャパン

●周りのスタッフが丁寧にサポート

●社内研修も充実！

●申請すれば、外部研修(有給)も

参加OK！

●資格取得補助(受験費用など)

未経験・ブランク大歓迎！丁寧にサポートします！

Eldertainment japan



プライベートも充実！有給取得実績１００％！

もらって嬉しい！ユニークな手当てがたくさん！

有休以外に、夏季休暇（４日）、年末年始休暇（４

日）も組み合わせてプライベートを充実させよう！

ほかに、バースデイ休暇（年１回）、ファミリース

マイル休暇（年１回）もとれる!

しかも、残業は⽉平均40分！ほぼゼロ！

ほぼ(寺井が一度だけ残す)

★ 同僚に感謝されると支給される「サンキュー手当
★ お客様に感動のサービスを提供したときにもらえる

「グッドジョブ手当」
★ 斬新な企画を会社に提案したときの「WOW手当」
★ など、ユニークな手当が盛りだくさん！

※創心會さんからアイデアをいただきました



チームワークは抜群！仲の良さが自慢です！

社員、パート関係なく
風通しの良い会社です



エルダーの現在と未来

テーマ３



ライフサイクルと就労機会の提供

保育・療育

就労
子育て

介護

就労支援＋α
IT強化 etc



☆ 最新設備の実験店舗
☆ 効率化・ICT化・ロボット化のモデル施設
☆ 先進的サービスのモデル施設

利用者にも
スタッフにも
会社にも

メリットがある拠点

除菌脱臭機 室内画像記録 ルンバ アセスメント インカム 記録

リハビリスタジオてぃーだ
⼋千代高津

送迎表自動化シャープ格安スマホ免荷歩行器

危険運転記録＆通知システム

室内カメラ(児童発達支援事業所)

徹底したICT化



まだまだ、紹介しきれません。
日頃の様子を随時更新中。
ぜひ、フォローをお願いします！

公式ツイッター インスタグラム
てぃだまち俱楽部

インスタグラム
エルダーテイメントジャパン

Eldertainment japan



第３講座



2021年の介護業界
サービス提供体制強化加算

新たな最上位
区分を設置

加算Ⅰロ・加算Ⅱ・加算Ⅲ
は「加算Ⅲ」として統合

下位区分は実質減算/厳格化！
●Ⅰロ︓12単位→6単位
●「勤続3年以上30%以上」で6単位
→「勤続7年以上30%以上」で6単位

人員の定着化
資格取得サポート

が不可欠！



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）

□オンライン採用方法の確立

□外国人採用（早くやる！！）

□コア人材＆マーケティング人材（経営スキル）

□複線型人事コースの確立
□プロジェクト型組織
□ディフェンス人材（特養等）

□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

今日はここ！

2021年の介護業界 はこのテーマの推進をサポートします！



紙は読まない！

２つ以上の目標
は叶わない！

情報を紙で配布して伝
達しても、読んでくれ
ません。配布して「伝
えた」と思ったら大間
違い。ただ明文化して
紙に残すのでは不十分。

ルールを決めて満足し
ていませんか？ルール
は決めても、やがて元
通り。しつこく習慣づ
けないと浸透しません。

組織運営をする際に、
目標（旗）を２つ以上
掲げるのは得策ではあ
りません。複数の場合
は、順番にしましょう。

本部、上層部と現場の
距離が離れたとき、現
場を動かそうとしても
無駄です。上層部が降
りて（近づいて）いか
なくてはいけません。

福祉施設における４つの残念な事実

ルールは
浸透しない

上がってこない

加えて・・・納得しないと動いてくれない！

例えば新任管理職は、こんな事実に直面する



施設長＆リーダーの養成は
”その人任せ“ではいけない！

施設長＆リーダーの養成

施設長＆リーダーの養成

複線型人事精度の導入

属人的ではなく
リーダーが育つ
仕組みを持つ

介護スペシャリスト
と役職者のコースを

分ける

あり方
人間力

やり方
ノウハウ



複線型人事コース

従来の単線型（職人型）人事コースの問題点

現場で仕事ぶりを認めらたスタッフが昇進する

ユニットリーダー

フロアリーダー

介護主任

□ポストが限定される（昇格者が限定）
□役割がないポストができる
（役割が明確でない役職がうまれる）

□適正がない人が指名される
□新たな施設開設の際に人事が困る

役職者としてのスキル、実績はないが、
長く勤めているという理由で、部下のい
ない役職を与える（副主任など）

現場で認められたら
役職に就く制度



複線型人事コース

導入のポイント

ユニットリーダー

フロアリーダー

介護主任

基
本
給

□キャリア面接の実施（コース選択のチャンス）
□役職に対する「役割」の明確化
□「役割」を担うスキル習得の機会創出（研修）
□「適正」「昇格基準」「評価基準（数字も）」の明確化
□降格時の処遇の検討

専門職としてキャリアを築きたければ
そのまま突き進む道もある

役
職
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階段を乗り換える
イメージ

幹部コース

専門職コース



複線型人事コース

複線型人事コースの事例とポイント

役職者コース

ユニットリーダー、フロアリーダー、施設長など、部下を持って運

営上の管理職を担う

➡成果を出したときのインセンティブはあるか？

相談員・ケアマネコース

介護支援専門員の資格などを生かして、相談員、ケアマネジャーに

職務転換をはかる

➡未経験者を育成できるか？

専門職コース
介護現場でスキルを高める（スキルによって昇給する）

➡人件費のコントロールができるか？

本部コース

現場経験を生かして、人事、採用、教育、新規事業などを担う

➡「一人職場」が多い。

求める役割、成果と給与の明確化ができる？

コースを増やせば、それだけ評価の手間がかかるため注意

ある法人では、各施設で残した営業利益の50%を、施設長、役
職者に配分する制度を導入。結果として、役職を目指すスタッ
フが増え、業績も上がっている。（降格ルールも設定）



プロジェクト型組織 重要！

既存事業の役割を担った上で、やってみたいテーマを追求！

◆会社（経営者）のビジョンを示す

◆適切なアイデアを出すスキルを身に着けさせる

※社内のリソースに頼らない！

◆アイデア創出の場をつくる

◆良い（面白い）アイデアを面白がる文化

◆プロジェクトに投資して任せる

※人件費、研究費、コストに投資する！

◆ 世の中に発信する

◆ 失敗を次につなげる

これこそが 介護✕◯◯
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