
介護現場がさらに輝くために

明⽇から始める介護事業の経営⾰新

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

本気で

介護事業所の
効果的なオペレーション改善と

コストダウン法

介護経営カレッジ
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我々は新型コロナウイルスと
どう戦うか！

〜コロナとともに歩む１年間〜



新型コロナウイルスは経営を圧迫している︕2月分と4月分の売り上げ減収割合の比較【サービス別②】

通所介護のみ 訪問介護のみ
事業所数 割合

0～10％未満 249 37.7%
10％以上20％未満 188 28.5%
20％以上40％未満 167 25.3%
40％以上60％未満 34 5.2%
60％以上80％未満 13 2.0%
80％以上100％未満 4 0.6%
100% 5 0.8%
無回答 0 0.0%
合計 660 100.0%

0～10％未満
37.7%／249事業所

10％以上20％未満
28.5%／188事業所

20％以上40％未満
25.3%／167事業所

40％以上60％未満
5.2%／34事業所

60％以上80％未満
2.0%／13事業所

80％以上100％未満
0.6%／4事業所 100%

0.8%／5事業所

通所介護

事業所数 割合
0～10％未満 80 54.8%
10％以上20％未満 47 32.2%
20％以上40％未満 15 10.3%
40％以上60％未満 1 0.7%
60％以上80％未満 0 0.0%
80％以上100％未満 2 1.4%
100% 1 0.7%
無回答 0 0.0%
合計 146 100.0%

0～10％未満
54.8%／80事業所

10％以上20％未満
32.2%／47事業所

20％以上40％未満
10.3%／15事業所

40％以上60％未満
0.7%／1事業所

60％以上80％未満
0.0%

80％以上100％未満
1.4%／2事業所 100%

0.7%／1事業所

訪問介護

影響

⼤ 影響
⼤

利⽤控え 利⽤控え
ヘルパー確保難
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短期的対応

⻑期的戦略

収⼊拡⼤

コスト削減

経営改善

住宅整備

ブランド化
⼤規模化
稼働率向上

⼈件費適正化

業務効率化

保険外事業参⼊
医療参⼊

夜勤専⾨者の検討

サラリーマン化対応

⼈材教育（定着）
⼈材採⽤

加算獲得

財務改善

スケールメリット追求

⼤規模多機能
混合介護対応

⽣活⽀援サービス

総合化（ワンストップ）

M&A

販管費カット

⼈員数適正化

短時間・専業パート １⼈１役

シルバー⼈材活⽤

⾼額サービス
家事サービス

宅配サービス
持ち帰り商品（通所）

重度化対応

混合ケアプラン

専⾨職採⽤

資格取得（サ提供加算）

AI・ICT化

医療対応研修

（最初は）１⼈１役

教育システム整備

借⼊⾦の適正化

未来投資の拡⼤

⼈財育成（⼀部） 勉強機会の創出

地域密着事業
⾼頻度低価格業態
会員化業態

⾒守りサービス

派遣⽐率ダウン

業務負担徹底削減

コロナ禍において企業を永続化するためには、⻑期戦略と短期対応が不可⽋

永続化

企業体質を強く︕

守り︕

攻め︕

同
時
進
⾏

介護経営オンラインカレッジ
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ダイバシティ経営⽣産性向上

チャネル強化
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企業永続化のためには、⻑期戦略と短期対応が不可⽋
介護経営オンラインカレッジ

売上 介護報酬、委託費、個⼈負担
売上原価 給⾷⾷材費

売上総利益
販管費 ※主な項⽬

社員⼈件費
パート⼈件費

社会保険料
賞与引当⾦
福利厚⽣費

派遣スタッフ費
賃借料 家賃、駐⾞場代

リース・レンタル ⾞両、システム、介護設備（ベッド等）、事務設備リース（パソコン、コピー）
業務委託費 清掃、調理、廃棄物、税理⼠、社労⼠、警備

販促費 広報、広告、パンフレット代
通信費 電話、スマホ、携帯、インターネット

採⽤広告費 オリコミ、WEB、会社案内
⽔道光熱費 ガス、電気、⽔道

燃料費 ガソリン
損害保険料 施設賠償、⾞両

修繕費
介護・医薬⽤品費 オムツ、マスク

消耗品費 コピー⽤紙、トイレットペーパー、ディスポ⼿袋、ティッシュペーパー
旅費交通費

営業利益

科⽬の設定⽅法は
法⼈によって
異なります。

5

7
割

売上は充分︖
部分的に

チルドは使えない︖

最近、⾒直しした︖

定着率アップがカギ︕

業者を変えては︖

介護⽤品は
⼤きいですね

コストでもありますが
投資でもあります︕

交渉してみては︖

介護事業者は
使わなすぎ︕

法⼈契約の⽅が⾼い場合も・・

ここは皆さん
よくやっている︕

まずは、⼤きなところから
⾒直さなくてはいけません︕



⽇常あるこんなことも、実は⼤きなコストかも
終わったら
教えてね︕

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

投資額÷（時給☓１⽇でかける時間☓⼈数）
＝回収期間（⽇）

ある施設の事例あるデイサービスの事例

フロアに記録⽤のパソコンが１台しかなく、スタッフは順番に記録していました。
しかし、送迎開始時間に記録が終わらず、送迎から戻ってから記録することにな
り、残業が⽇常化していました。作業は１回あたり1５分で、平均２名が残業して
いました。

100,000円÷（時給1000円☓0.25時間☓２⼈）＝200⽇

おしぼりをつくる時間

それよりも・・・

意外に盲点

これも
⼈件費カット︕



⼈件費適正化 ⼈数を減らす

短時間・専業パート

シルバー⼈材活⽤

システム導⼊

⼈件費を抑制する⽅法
介護経営オンラインカレッジ

ダイバシティ経営

Copyright (C) 2016 STAR CONSULTING GROUP All Rights Reserved.7

平均給与を減らす

オペレーション⾒直し

シフト⾒直し

サービス量適正化

⽣産性向上

業務効率化

外国⼈材活⽤

安く使うという
発想はダメ︕

でも、結果論として
平均給与は下がる︕

学⽣バイト／インターン

夜勤専従

給与制度⾒直し

単純化

短縮化

設備投資

教育

業務委託

１⼈が⼀⼈前に
仕事ができる

盲点

プログラム⾒直し

役割⾒直し

0対多

1対多

1対1

1⼈多役

1⼈1役
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減薬・認知症改善
業務効率化では
ないが・・・

キャリアパス制度

処遇改善加算活⽤

採⽤業務

リハ・看護



介護経営オンラインカレッジ
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⼈件費ダウンを効果的に実施する⽅法

施設⻑・役職者の意識改⾰

□ 「職⼈頼り」から脱却する
□ 無資格・未経験の⼈材を活⽤する
□ 外国⼈・シニアを活⽤する
□ サポーター職を強化する
□ 「気配り」に期待しない
□ 「過剰」に敏感になる
□ 「思いやり」「親切」を⼿放しで歓迎しない
□ コストカットの「スケジュール」「⼿順」の具体化
□ コストカットのメリットを明確にして伝達

シニアスタッフというと・・・
上から⽬線
知ったかぶり
横柄で⾔うこときかない



☆ 「⼊浴業務（いつ、何⼈で、何分で）」「記録」をまずは⾒直す
☆ 基本は「⼀⼈多役」
☆ 強化箇所、ダイバシティ⼈材には「⼀⼈⼀役（専⾨）」
☆ まずは「０対多プログラム」で、サポート対象利⽤者を減らす
☆ 「１対多プログラム」の原則は「１⼈あたり担当⾯積は狭く」、「担当利⽤者
数は多く︕」

☆ 「１対１（個別対応）」の時間を「仕組み化」する
☆ これらを実現するために、スタッフでなく、客を動かす（⾃発的に動く）発想
を持つ︕（もちろん、安全を意識して）

☆ そのために、利⽤者を「教育」することも⼤事︕

⼈件費を抑制する⽅法
介護経営オンラインカレッジ
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オペレーション⾒直し
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⼈件費ダウンを効果的に実施する⽅法
介護経営オンラインカレッジ

強化する p 歩⾏訓練
p オンライン⾯会

⾒直し（簡素化）

p バイタルチェック（腋下→⾮接触）
p おしぼり（タオル→使い捨て）
p 配茶（朝／ポット→ドリンクサーバー）
p 本部会議（集合会議→オンライン）
p 清掃（⾃社スタッフ→シニアorファミリースタッフ）

廃⽌
p MYタオル
p マンスリーレポート
p MY茶碗・MY箸・MYコップ

サービス量適正化のためには「サービスメニュー仕分け」が不可⽋
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ICT機器の導⼊の課題

□ 介護現場の事情が（当事者レベルでは）理解できていない
□ 介護保険制度の変化に追いつけない
□ 開発者の常識で設計してしまう（特にITスキル）
□ 省庁や研究機関の出すデータ、業界紙を真に受けてしまう（現場とのずれ）
□ 調査対象者の間違い
（モノ申すのは経営者や施設⻑。使うのは現場のおばちゃん︕）

□ ⼤⼿介護事業者と開発する（介護業界は９割以上は中⼩企業）
□ 他社との差別化のために、使わない機能が増えてしまう（使いこなせない）
□ ”値ごろ感“に現場ニーズとギャップ
□ アフターフォローが難しい（あってもかなり⾼コスト）
□ 開発担当者が変わってしまう（開発原点が薄れていく）
□ 企業の論理（政治）で良い製品ができない

作り⼿（ベンダー、サプライヤー）の課題
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□ ⽼眼︕︕︕（平均年齢が⾼く、⼩さい⽂字は読めません︕）
□ ITリテラシー（タイピングどころか、起動すらできない⼈も多い）
□ Wi-Fi環境（古い施設は、整備するのに多額の投資も）
□ 紙信仰（紙で持っていないと不安）
□ メアドがない（１施設で１メアドなんてことも）
□ 顧客第⼀（利⽤者から離れてPCの前にいると「遊んでいる」と思われる）
□ パソコン、タブレットを操作する時間がない（利⽤者から⽬を離すと転倒リス
クが⾼まることもあります）

□ 動作速度（機械より動いた⽅が断然早い）
□ ローカルルール（⾃治体）
□ ローカルルール（施設ごとの⼿順の違い）
□ 決定権者（理事⻑・社⻑）と使い⼿の意識、ニーズの違い
□ 導⼊時の担当者の負担（かなりきつい︕担当者に⼿当を⽀給しては︖）

介護業界の課題 経産省に提出した資料の
最初が「⽼眼」・・・

ICT機器の導⼊の課題



介護経営オンラインカレッジ
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□ 「現状時間」を計測し「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）

⼈件費ダウンを効果的に実施する⽅法



本⽇のまとめ

１．コロナでコスト削減が重要に︕

２．コストカットは「⼤きな科⽬」から

３．介護事業のコストの⼤部分は⼈件費

４．⼈件費カットは現場スタッフにメリットをもたらす場合も

５．まずは、施設⻑・リーダーの意識改⾰から

６．サービス量の適正化に取り組もう︕

７．AI化・ICT化で重要なのは、優れた機器選びではない︕



保険料⾒直しサービス
払いすぎてない︖⼤幅に削減できるかも︕

スターコンサルティング 検索

⽕災保険 ⾃動⾞保険 施設賠償保険 労災上乗せ保険

代理店

特養、ケアハウス、有料⽼⼈ホーム、デイ
サービスなどを運営する社会福祉法⼈で⽕
災保険（建物、設備）の⾒直しをおこなっ
たところ、保証内容を変えることなく
31.4%（159.5万→109.5
万）のコストダウンが実現︕

メールをお願いします︕


