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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 
法人本部×各部門コラボで、行動できる次世代リーダーを育てよう！ 

「人財養成塾アフターフォロー」 

実践内容 

あけぼの会は、最近６年程で通所介護２カ所、特養、企業主導型保育園等の事業が増え、スタ

ッフ数も 100名から 150名と 1.5倍に。スタッフ数が 1.5倍となり、一番の課題は、組織の規模に

対して役職者が足りないこと。当法人副理事長、法人統括本部長の小原が、「あり方」を大事に

できる次世代リーダーを育成する為に、「人財養成塾」を月１回、１年をかけて、毎年開講。セミ

ナー＋グループ形式で、「あり方」を大事にできる人間力、マネジメント力、マーケティング力を学

んでいる。内容は充実しているが、行動できるスタッフと行動できないスタッフに分かれてしまうこ

とが課題だった。 
①「人財養成塾」を受けて、内容を理解して行動できるようになる為には、小原副理事長のセミ

ナーに加え、行動できるようにアフターフォローが必要だと自分自身が気づく。(課題に気付く) 

②アフターフォローを自分の部門のスタッフに行いたいと強く思う。(課題を解決したいオモイ) 
③課題解決方法として、参加メンバーが学んだこと、行動することを部門の上長に伝える。伝え

られた上長は行動できたことを褒める。必要時はアドバイスを行う。(課題解決の方法) 

④グループ LINE を活用。参加メンバーは人財養成塾メンバー３名と部門上長４名、自分と副理

事長の合計９名。毎週水曜日開催。(具体的な解決手段) 
⑤メンバーと行う目的を共有し、毎週水曜日に自分発信でライン開始。（目的を共有した上で、
実施） 
⑥メンバーが行動できていない時は、行動できるように個別にアドバイス。（評価、改善） 
⑦副理事長にもグループに入ってもらうことで、人財養成塾のメンバーの成長している様子がリ

アルタイムで伝わる（法人へ報告） 

成果 

・マネジメントのテーマで、スタッフと向き合って、良い所を褒めたり、タッチの回数が少ないスタッ

フに話しかけるという事に関して、人財養成塾メンバー３名の中でも行動したスタッフ、行動して

ないスタッフに分かれていた。グループ LINE で報告する機会を作ることで、行動したスタッフが

行動内容を報告することで、行動していないスタッフも TTP して行動できるようになってきた。 
・人財養成塾メンバーが頑張って行動していることを報告。報告した内容を部門上長が褒めた

り、アドバイスをすることで、人財養成塾メンバーのモチベーションアップ。頑張っている姿を見て

部門上長もスタッフを育てていきたいというオモイが出てきた。在宅事業部全体で人財育成へ向

かって取り組めるようになってきた。 
・最初は自分主導でグループ LINEを開催していたが、最近では人財養成塾メンバーが水曜

日になると自ら報告をしてくれるようになり、部門上長も積極的にアドバイスをしてくれるよう

になっている。LINE メンバーが主導で開催できるようになってきた。 
・人財養成塾メンバーが一つ一つ行動し、部門上長や副理事長に認めてもらうことで、自信を持

って行動できるようになっている。結果、参加メンバーが行動したことで、部署の雰囲気が良くな

り、働きやすい職場作りに繋がっている。また、法人へのロイヤリティーアップにも繋がっている。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

<成功への気づき> 
・人財養成塾は、副理事長のセミナー＋グループワークに加え、各部門上長のアフターフォロー

が必要だと気付けた事が一番大きい。 
・人財養成塾メンバーと部門上長が一つのテーマに向かっていくことが、組織一体化にもつなが

っていくし、人財養成塾メンバー間、部門上長間でも、いい意味で競争し、成長に繋がっている。

<改善への気づき> 
・自分一人で行おうとしたら継続できないので、自分の今の役割を部門上長にどんどん継承して

いきたい。 

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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『人財養成塾グループＬＩＮＥ』

①趣旨説明 ②参加メンバーから報告

③部門上長からコメント ④部長が最後にしめる
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『一人のスタッフの成長のプロセス』
①なか歩踏み出せず… ②頑張って一歩を踏み出す！

③行動したことで自信がついた！④自分が代われば相手も変わる！
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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 リハビリ成果をよりよく伝えるために～３セッションモニター会～ 

実践内容 

＜背景ときっかけ＞ 

・平成３０年度介護保険法のキーワード「アウトカム」。「アウトカム」を出していくには、利用者の課題を明確に

できるアセスメントや生活の中で活きる実践リハビリが必要。 

・R2.9.1 より、「歩行と言葉のリハビリ空間なごみ横手」として、当法人のリハビリ特化型通所介護２号店を 

新エリアで OPEN。 

・新エリアで、「歩行」と「言葉」に特化したリハビリを展開したが、PT・OTが配置されている通所介護サービス

は初めてだった。 

・現在、理学療法士・作業療法士が１名ずつ在籍している中で、自分たちの取り組みや成果をケアマネジャー

の皆さんに「興味」を持ってもらうには「接点」を増やしていかなければいけない。 

・コロナ禍の現在、密になることを避けながら短時間で要点をしっかり伝えられるように、順序だてを行い、

オープン後 3 か月連続でモニター会を開催することを決めた。 

＜取り組み＞ 

➀新エリアでのリハビリコンセプトを伝える 

自分たちのリハビリコンセプトを知ってもらうために、コンセプトの説明にしっかり時間をかけた。 

私たちが目指すリハビリはどういうもので、どのような効果を目指しているのかを図を用いて説明した。 

②興味をもってもらう～興育～ 

 半日のリハビリ特化型デイは新エリアに沢山あり激戦区と呼ばれるほどあった。その中で他事業所との 

違いをケアマネジャーへ明確化する必要があった。リハビリの専門職がいるってどのようなリハビリ 

なんだろう？リハビリはどういう段階を登って夢の実現を目指すのだろう？夢の実現のために 

事業所とケアマネジャーで協力したいことはなんだろう？など初進出で疑問がある中で 

ケアマネジャーに興味を持ってもらう必要があった。 

③全体を分解する、小分けに伝える 

 伝えたいことを一気に伝えるのではなく、大きく三分割して伝えることを意識した。スタッフ間でなにを 

伝えたいのか話し合いを重ね、「リハビリ評価とアウトプット」「夢実現会議」「リハビリ成果の発表会」の 

三部構成で一時間の内容で一か月ごとにケアマネジャーに伝えた。 

④実際に、ケアマネジャーに声をかけ、行動してみる 

 三回ともモニター会に参加してくださった皆勤賞ケアマネジャーと一緒に、在宅評価や生活動作の 

確認のため在宅へ訪問することができた。 

成果 

・三部構成にしたことで「来月はなにやるの？」とケアマネジャーの皆さんが興味を持ってくれた。事業所に会

いに行った時も「またやるの？！」と言われることもあったが、それは開催していることを理解してくれてい

るということなのでプラスに受け止め、なごみの取り組みが広まっていると考える。 

・第 1 弾～3 弾まで全部皆勤賞で出席してくれたケアマネジャーの方もいた。そのケアマネジャーの方とぜひ

最終目標にしていた夢実現会議をしたいと思っていたところ、ケアマネジャーの方から「ぜひ一緒に在宅評

価に行ってほしい」と声をかけていただき、利用者様の夢の実現に向かって一緒に歩きだすことができた。私

たちの事業所に興味を持ってくれて、スタッフを好きになってくれた結果だと感じた。実践内容にある通り、コ

ロナ禍で、最善の注意を払いながらの現状ではあるが、電話やメール、チラシ作成、配布など、自分たちの取

り組みを知ってもらうためはもちろん、スタッフを知って好きになってもらう関係性作りが大切であったと学ん

だ。 

・ケアマネジャーと直接話す機会がなかなか無かった若手のセラピストが実際に発表し、直接伝え、話す機会

を設けたりすることで全スタッフがケアマネジャーと関わりを持ち、何かあれば相談したり・されたりの関係を

作ることが出来た。事業所のコンセプトや自分たちが目指すリハビリについて知ってもらいたくて開催する予

定だったが、新しいエリアにきて「人の繋がり」を強く感じたモニター会だった。 

・一時間の日程で二日ほど日にちの設定をすることで、ケアマネジャーが密にならないように分けながら参加

していただくことができた。一時間なので、時間を作って参加してくださる方がおりスタッフと交流すること

ができた。 

・ケアマネジャー間で噂が広まり、「『なごみのモニター会面白いからいってみて！』『この間行ってきてみた

よ』などと聞いて参加してみました。」というケアマネジャーも数名おり、１回目～３回目まで様々なケアマネジ

ャーと交流することができた。 

・3 か月のモニター会での参加ケアマネジャー総数は３９名となり、多くのケアマネジャーの方に知っていただ
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く機会を設けることが出来た。 

・モニター会実施後、ご利用者様の相談件数は３９名、うち実際の利用者様は２１名となった。多くのご相談を頂

き、現在開設４か月半で、９０コマ中８２コマ埋まってきている。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

＜成功のポイント＞ 

・一時間という時間設定で行ったことで、ケアマネジャーの皆さんが参加しやすかったと考えられる。 

・伝えたい内容を一気に伝えるのではなく、三回に分割したことで飽きずに話を聞いてくれ、スムーズに伝わ

った。 

・若いスタッフがケアマネジャーと交流機会がなかなかなく直接話をしたりすることがなかったが、自分が担

当している利用者様のリハビリの成果を直接伝えることで、スタッフも達成感を感じたり、ケアマネジャーも安

心して利用者様を任せてくださるような関係性が作って行けた。 

＜改善への気づき＞ 

・体験型のモニター会も行ったが、リハーサル不足のところもあり、説明がうまく伝わらないこともあった。ス

ムーズに進行できるように、今後のモニター会開催では細かい部分まで確認していくようにしたい。 

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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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 特色あるデイサービス模索中 

実践内容 

【背景】 

昨年度より「歩行に特化したデイ」として、ケアマネや利用者さんにアピールし、稼働率をあげる

取り組みをしてきたが、目に見える形で伝えることができていなかった。特に、機能訓練に対する

職員の理解・意識の低さがみられました。 

【実践内容】 

1．「歩行に特化したデイ」に対する職員の考え（どのようなイメージでいるのか）を、まず常勤職

員だけでも共有しました。 

  ミーティングなどで、個々が「歩行に特化したデイ」に対し、どのような方向性をもって取り組も

うとしているのか考えを出し合ってもらい、目指すものを共有しようとしました。 

2．デイサービスにおける機能訓練や生活リハに対する必要性を共有しました。 

機能訓練士の業務内容の理解、機能訓練の実施時間や方法を職員間で話し合い、以前と比

べて変わる点、どのような生活リハができるのか、常勤職員間で調整しながら決定しました。 

成果 

1．昨年度より特色あるデイサービス作りに取り組んでいたが、目指す形・イメージ像が共有でき

ず、見いだせてもいなかったことが分かりました。話し合いを重ねることで、目指すべき形が漠

然なりとも示せたことがよかったです。 

そのことで、直接的な「歩行に特化したデイ」の取り組みではないが、職員から生活リハへの

提案がでてくるようになり、まず入浴時の更衣動作に視点をおく取り組みができました。 

2．機能訓練を 1日通して実施する環境整備と、機能訓練士の事務時間の確保ができました。 

機能訓練の環境が整備されたことで、体力測定（握力、30ｓｅｃ ｓｔａｎｄ ｕｐ、TUG、ＭＭＳＥ、Ｈ

ＤＳ－Ｒ）の実施・評価、歩行不安定者に対して転倒リスク評価（ＦＲＩ）を実施しました。それら

を、ケアマネや家族に評価表として提示し、転倒の危険性や歩行補助具の提案をすることが

できました。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

漠然としたイメージの中から色々なことをするのではなく、常勤の理学療法士が配置されている

デイサービスならではの取り組みとして何ができるのか、1～2 つだけ考えて取り組めたことがよ

かったです。 

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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◆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 社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会 お名前 丸山亨 

    

事例タイトル 新型コロナウイルス対応マニュアルの作成～そして実際に… 

実践内容 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて 5 月に「サービス中止／出勤停止／再開基準」

を、8月に「濃厚接触者／陽性者が出た際の対応マニュアル」を作成しました。 

⚫ この 1月に濃厚接触者が発生し、上記に沿って対応を実施しました。そこでの気づきを報告

します。 

➢ 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、2020 年 2 月にサービス中止（お休みしていた

だく）基準を作成。その後3月・4月に見直しを行う。スタッフを集めて会議をすることでクラス

ターを発生させる恐れを感じたためトップダウンで作成。 

➢ 圏域での感染流行が落ち着いた 4 月末～5 月に課長・主幹係長・デイ看護師・ヘルパー管

理者・訪看管理者・ケアマネ管理者にて対策会議を実施。「サービス中止／出勤停止／再

開基準」を作成する。作成に当たっては挙げられた疑問点を保健所に照会。 

➢ 全国的な第 2 派の到来もあり、濃厚接触者・陽性者が出た際の対応マニュアルを見直す。

デイ管理者（5 名）・ヘルパー管理者（3 名）・訪看管理者（１名）・ケアマネ管理者（１名）、課

長・主幹係長にて実施。 

 ------- 

➢ 2021年 1月 5日、「デイ職員より正月に会食をした親族が体調不良で PCR検査を受けるこ

とになった」との連絡が入る。親族は医従事者であり感染している可能性が高かった。職員

は 1月 4日に出勤。この日の利用者は 38名。出勤職員は 19名。 

➢ 対応マニュアルに沿って対応。1月 5日午後～1月 8日までデイサービスを休止。 

➢ 1月 8日に職員の陰性が確認されて 9日より営業再開。 

➢ 職員が陰性であったため保健所による調査は入らなかった。 

成果 

 

➢ 「サービス中止／出勤停止／再開基準」「対応マニュアル」共に概ね問題なく運用できた。 

➢ 看護師やケアマネなどキーマンになる方の意見を取り入れて作成したので、職員の納得度

も高いものになった。スムーズな運用につながった理由であると思う。 
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成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

≪改善への気づき≫ 

➢ 対応マニュアルでは「濃厚接触者発生」でスタートしているが、「濃厚接触者になるかも」の

段階で連絡が来る場合がある。今回はマスクなし会食で明らかに濃厚接触者となるケース

なので、デイの営業を即座に停止したがグレーな場合は困ったと思う。最終的に濃厚接触

者と特定されたのは 1月 7日（2日後）であった。 

➢ 利用者に入っている他のサービス事業者への連絡は担当ケアマネ経由で行ったが、「陽性

者が出た」といった誤った伝わり方になった事業所もあり、ご利用者の生活に不便が出るケ

ースもあった。第一報を電話連絡のみで行ったのが反省点。利用者が関わっている事業所

一覧を作成し、書面による状況報告を行う必要があると感じた。 

➢ 4日に勤務していた職員からは、「濃厚接触となった職員が陰性であっても会社負担で PCR

検査を受けさせて欲しい」という声が上がった。保健所に照会をした結果検査は任意とした

が、職員によっては不満が残っている。一方、「1 回やったら安心なのか」「利用者には実施

しなくて良いか」とう課題がある。 

 

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。 

➢ 「サービス中止／出勤停止／再開基準」 

➢ 「濃厚接触者／陽性者が出た際の対応マニュアル」 
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サービス中止／出勤停止／再開基準（R3.1.8)

1

Lev 1 2 3 4

状態

● 風邪症状（本人）※
● 緊急事態宣言地域に

往来、または緊急事態
宣言地域往来者と濃
厚接触（本人・家族）

● 味覚・嗅覚異常（本人・家族）※
● 概ね37.5度以上の高熱（本人・家族）※
● 強いだるさや息苦しさ（本人・家族）※
● 軽い風邪が4日続く（本人・家族）※

● 濃厚接触者と濃厚接触（本人）

● 濃厚接触者 ● 感染者

職員 △ケース判断 ✖ ✖ ✖

通所 ✖ ✖ ✖

訪問
△利用調整後、防護１ △利用調整後、

防護２
✖

従事者 制限なし 制限なし 制限なし ✖

再開基準
風邪症状の改善／2週間
の自宅待機満了

症状の改善／解熱後24時間経過+呼吸器改
善／PCR陰性判定

保健所の判断 保健所の
判断

※感染が疑わしい状態として保健所への相談を勧める。
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p. 1 

 

デイサービスセンターで濃厚接触者が発生した場合の対応 

１ 発生から PCR検査まで 

アクション 説明 

濃厚接触者発生 保健所からの連絡で知る。この後は保健所の指導に従う。 

二次濃厚接触者の洗い出し 

・社内 BCP 委員会設置 

・DS 内対策会議設置 

・DS 隔離（往来禁止） 

・二次濃厚接触者（職員・利用者）は利用中止・勤務停止となるため、

保健所の協力を得て洗い出す1。 

・保健所に PCR 検査から結果までの日程を聞く 

・支所長に報告（隔離の程度）。以後デスクネッツで全社周知 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者が発生したこと②PCR 検査結果まで DS を一時閉鎖する

こと・およびおよその期間。さらに本日の帰宅可能時間③二次濃厚接触

者には、PCR の結果濃厚接触者となる可能性があること。また極力他人

との接触を控えるべきこと。その他のリスクおよび自宅で過ごす際の注

意点。他の利用者（3 次）は感染リスクは非常に低いが、体調不良等が

あれば保健所か社協に速やかに相談すること。 

DS 一時閉鎖（2～3 日） ・運転手を呼び戻し+社内運転手応援依頼 

・利用者を順次送迎 

・DS 内対策会議開催（①今後の対応、②二次濃厚となった職員の今後

勤務） 

施設消毒 二次濃厚接触者となった職員でアルコール等により消毒する 

PCR 検査結果判定  

 

２ PCR検査で陰性の場合 

アクション 説明 

陰性の判定 ・社内 BCP 委員会 

・保健所に事業再開について確認を取る。 

・市役所介護保険課に事業再開について承諾を得る。 

・二次濃厚接触となった職員に出勤要請 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者の PCR 検査結果が陰性であったこと②DS を再開するこ

と・およびおよその再開日③濃厚接触者は、さらに 2週間の利用中止と

なること。その他の利用者はすぐに利用可能であること④施設内消毒の

実施状況。 

DS 再開 利用者へ挨拶+状況説明 

 

1 協力が得られるかはわからない。「濃厚接触者」の定義はあいまいで、「長時間」がどの程度の時間か

すら県は回答を持っていないから、保健所の協力がなければ当日の利用者・職員はみな二次濃厚接触者

と考えるしかない。 
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p. 2 

 

 

３ PCR検査で陽性の場合 

アクション 説明 

陽性の判定 ・社内 BCP 委員会 

・保健所に今後の対応について確認を取る。 

・市役所介護保険課に電話にて連絡。 

・消毒業者に連絡し、施設消毒日程を調整（支所長とも調整） 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者のPCR検査結果が陽性であったこと②消毒作業のためDS

を一時休止すること・およびおよその消毒内容、再開予定日③保健所の

調査により濃厚接触者とされた者には、PCR 検査が実施される予定であ

ること。④濃厚接触者と同日にサービスを利用した者は、二次濃厚接触

者として、濃厚接触者の PCR 検査結果が出るまで利用中止となること。

⑤二次濃厚接触者には、PCR の結果濃厚接触者となる可能性があるこ

と。またそれまでの間極力他人との接触を控えるべきこと。その他のリ

スクおよび自宅で過ごす際の注意点。⑥その他の利用者は再開後、すぐ

に利用可能であること。⑦再開後のサービスの内容。 

施設消毒 外部業者委託 

DS 内対策会議 当該事業所常勤+DS 係長+CM係長+課長・主幹 

・出勤可能職員数の把握（全職員が濃厚接触者の場合は、2 週間閉鎖と

なる可能性がある） 

・リーダー級職員の応援要請（常勤職全員が二次濃厚接触者となり欠勤

する可能性があるため、他の社内 DSから経験者を応援） 

・再開後のサービス内容決定2 

・再開後の勤務シフト作成 

・応援職員への簡易マニュアル作成 

・各課へ応援要請とシフト提示（BCP 委員会）3 

利用再開（簡易型） ・濃厚接触者であった職員が復帰するまでの 2 週間の体制 

連絡 ・社内 BCP 委員会 

・保健所に事前協議 

・市役所介護保険課に事前協議 

・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

 

2 利用者数は 90人-30人（濃厚）＝60 人。職員は 40 人-30 人（濃厚）＝10人（専任のみ）となると予

想。濃厚接触者となった職員が PCR 検査陰性判定後、2 週間の健康観察を経て職場復帰するまでの間、

最大 2 週間を、臨時的な運営形態で回す。その方法として、次の 3点が提案される。①入浴のみ 1日 2

回転×週 3 日を実施。応援スタッフは主に運転手や迎え入れなどの業務に就く。②軽度者のみ一般浴で

見守りにより入浴してもらう。③明科デイの日曜日で受け入れる。 

3 応援見込数：他 DS4／CM２／介護２／地域２／総務１＝11人 
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p. 3 

 

①利用再開すること、②消毒の実施状況。③保健所および市の見解、④

再開後のサービス内容 

利用再開（通常） 利用者へ挨拶+状況説明 

訪問介護または訪問看護で濃厚接触者が発生した場合の対応 

１ 発生から PCR検査まで 

アクション 説明 

濃厚接触者発生 保健所からの連絡で知る。この後は保健所の指導に従う。 

二次濃厚接触者の洗い出し 

・社内 BCP 委員会設置 

・事業所内対策会議設置 

・可能な限り直行直帰に切

替 

・二次濃厚接触者（職員・利用者）を保健所の協力を得て洗い出す4。 

・二次濃厚接触者となった職員は帰宅（保健所から注意事項説明）。 

・CM を通じて二次職員が当日訪問予定の利用者にキャンセル連絡 

・保健所に PCR 検査から結果までの日程を聞く 

・支所長に報告 

・デスクネッツで全社周知 

事業所内対策会議開催 当該事業所常勤+HP係長+CM係長+支所長+課長・主幹（北部 ST） 

・PCR 検査結果までの間（2～3日）のサービス縮減・延期プラン決定 

・直行直帰体制整備（総合職以外は極力直行直帰。係長・主任は極力サ

ービス提供から外れ、調整業務に専念） 

・係長・主任が二次濃厚接触者の場合は、他 HP事業所から応援要請 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者が発生したこと。②PCR 検査結果まで感染リスクのある

職員（二次濃厚接触者）は休業させること。③二次濃厚接触者である職

員からサービスを受けた利用者（三次）は、感染リスクは非常に低いが、

体調不良等があれば速やかに保健所か社協に相談すること。また三次に

あたる者は別途個別に通知すること。 

・CM にはこれに加え次の点を通知 

①二次濃厚接触者として勤務できなくなる職員がいること。②サービス

縮減の必要があり利用調整を依頼することがありえること、③当日二次

濃厚接触者職員の訪問予定利用者のキャンセル 

・三次濃厚接触者以下の専任職には上記に加え次の点を通知 

①三次濃厚接触以下であるため、感染リスクは非常に低いが、体調不良

等があれば速やかに保健所か社協に相談すること。②当会のルールでは

欠勤の必要はなく、通常通りサービス提供可能であり、また介護サービ

ス継続のため勤務継続が要請されていること。 

 

4 濃厚接触者が発症している場合は、その 2日前から訪問している職員。無症状の場合は、感染者と接

触した日以後に訪問した職員を対象として、二次濃厚接触者を判定する。多くの場合は、マスクを着用

しているから、体液や痰に直接触れたか、長時間接触したかが判断ポイントとなる（「長時間」の判断

は保健所に委ねるしかない）。 

17



p. 4 

 

CM による利用調整 ・PCR 検査結果までの間（2～3日）のサービス縮減・延期実施 

施設消毒 ・二次濃厚接触以外の職員 

PCR 検査結果判定  

 

２ PCR検査で陰性の場合 

アクション 説明 

陰性の判定 ・社内 BCP 委員会 

・保健所にサービス提供の注意点等を確認。 

・市役所介護保険課に陰性結果の報告。 

・二次濃厚接触となった職員に出勤要請 

・陰性判定となった利用者に対する利用調整（2 週間分）+サービス提

供体制決定（誰が訪問するか・時間帯）+北部 ST利用準備 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者の PCR 検査結果が陰性であったこと②濃厚接触者である

利用者は、2 週間の利用調整。その他の利用者はすぐに利用可能である

こと。④施設内消毒の実施状況。 

通常営業  

 

３ PCR検査で陽性の場合 

アクション 説明 

陽性の判定 ・社内 BCP 委員会 

・保健所による濃厚接触者の確定 

・市役所介護保険課に電話にて連絡。 

・消毒業者に連絡し、施設消毒日程を調整（支所長とも調整） 

事業所内対策会議開催 当該事業所常勤+HP係長+CM係長+支所長+課長・主幹（北部 ST） 

・社内 HP+CM による応援可能職員数把握5 

・他社 HP へ委譲可能利用者数把握 

・2週間の臨時縮減サービス内容決定 

・直行直帰体制整備（総合職以外は極力直行直帰。総合職はサービス提

供から外れ、調整業務に専念） 

・係長・主任が二次濃厚接触者の場合は、他 HP事業所から応援要請 

・消毒範囲、消毒方法の決定 

連絡 ・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①濃厚接触者の PCR 検査結果が陽性であったこと。②濃厚接触者とな

った職員は PCR 検査を実施する予定であり、検査後も感染拡大防止の

ため 2 週間程度休業すること。③事業所は消毒作業を実施すること。③

 

5 法人内であっても他 HPからの応援は、事前に同行訪問なしには困難。そこで、自社が担当 CM の場

合は、CM が同行訪問を行うことで、現場の人手を割くことなく応援ができるようにする。 
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p. 5 

 

保健所の調査により濃厚接触者とされた職員には、PCR 検査が実施さ

れる予定であること。④濃厚接触者である職員からサービス提供を受け

た利用者は、二次濃厚接触者として、濃厚接触者の PCR 検査結果が出

るまで原則として利用中止となること。またその対象者には個別に連絡

すること。⑤二次濃厚接触者は、濃厚接触者の PCR 検査結果によって

は濃厚接触者となる可能性があること。またそれまでの間極力他人との

接触を控えるべきこと。その他のリスクおよび自宅で過ごす際の注意

点。⑥その他の利用者は再開後、すぐに利用可能であること。⑦再開後

のサービスの内容。 

施設消毒 外部業者委託（職員が濃厚接触者となる場合のみ） 

PCR 検査結果判定 濃厚接触者（職員）に対する PCR検査 

・陰性の場合はさらに 2週間出勤停止 

・陽性の場合は、入院等 

利用再開（簡易型） ・濃厚接触者（陰性）であった職員が復帰するまでの 2 週間 

連絡 ・社内 BCP 委員会 

・保健所に事前協議 

・市役所介護保険課に事前協議 

・次の点を、全利用者、担当 CM、市介護保険課に連絡（電話+手紙） 

①通常利用を開始すること、②消毒の実施状況。③保健所および市の見

解 

利用再開（通常）  

 

 

【参考】濃厚接触者の定義（二次濃厚接触者の判定にも用いる） 

感染者が症状を呈する 2日前から 

項目 説明 

同居している 業務上の感染については対象とならない。 

長時間の接触がある 防護措置をしていても感染するには、どの程度かかる

のか。たとえば送迎車両で 30 分にわたって三密な状態

にあることは、長時間にあたるのか。「長時間」の定義

を長野県は明確にしないので、保健所の判断を待つし

かない。 

防護措置なしに介護 マスク等の措置をしている職員は、これには該当しな

いはず。 

体液、痰などに直接触れた可能性がある これは職員の記憶を待つほかないが、通常はない。 

1ｍ以内で感染予防なく 15 分以上接触 マスク等の措置をしている職員は、これには該当しな

いはず。 
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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 

 

法人名 社会福祉法人久慈市社会福祉事業団 名前 谷地 忠人（やち ただと） 

 

事例タイトル 「グループウェアの導入」 

実践内容 

〈背景〉 

法人を設立して 15年が経過するが、ほぼ全ての事業が指定管理制度

での事業実施であり、事業所も 5 か所に分かれている。事業所間の連

携については E メールや電話を使用していたが、効率が悪く連携不足

を感じることがあった。また、紙での回覧では時間を要し、スムーズな

周知ができていなかった。 

〈取組み〉 

①事業所間の連携不足を解消するためグループウェアを導入した。 

②スタッフ個々の予定の把握ができていなかったが、個人のスケジュ

ールを登録するようにした。 

③本部からの通知や伝言をグループウェアに一本化した。 

成果 

①事業所間の連携が図りやすくなり、事務的な連携不足が減少した。 

②他のスタッフのスケジュールが分かるようになり、伝言もスムーズ

に行え、無駄が少なくなった。 

③議事録や文書の整理・保管・共有ができるようになり、書類を探す時

間の削減やパソコンからの閲覧ができるようになった。 

④回覧等は確認の有無がわかるようになり、全員がスムーズに確認で

きるシステムが整備された。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

①経費をかけずに既存のものを使用していたが、費用をかけてもスム

ーズに連携できるものに切り替えたことが良かった。 

②市役所で同様のグループウェアを導入しており、それを参考に導入

によるメリットを明確にしたことで有効なツールだということがわ

かった。 

③導入後も文書管理等の機能を活用し、事業所ごとにデータを整理で

きるようになり、活用の範囲を拡大している。 

添付資料 なし 
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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 江寿会 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 

ペーパーレス化をフロア業務にも取り入れていく 

・転記されている業務の洗い出しの実施⇒減らせる業務の洗い出し 

・ソフトでの対応状況の確認⇒どうすれば出来るのかの予測 

・プレの実施⇒とりあえずやってみる 

・対応できない項目の洗い出し⇒必要性の確認 ほかの機能でカバーできないかの確認 

・紙からの脱却 

 

成果 

・日々印刷していた、水分、食事の記録表からの脱却 

・ほかの業務でそれをどれだけ生かせるかの検討 

・介護記録、日誌等も無くせるのではないかとフロアから期間の設定の話がでるようになる 

 

・ほかの業務についても、必要かどうか？ 

オペレーション変更のきっかけとなっている 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

・期日を決めることや目標を設定することで、今まで漫然と行っていた業務が 

必要か？どうか？という着眼点に移すことが出来た。 

・現場主任クラスの意識改革。減らしていい部分とそうでない部分に気づくきっかけとなった。 

（これまでは減らしてはならないものについて、削ってしまいそうになる場面も見られた） 

 

・改善が必要な点 

電子化が進むにつれて、対応できるスタッフ。できないスタッフの区別がはっきりとしてきた。 

どうやれば出来るのか再考する必要がある 

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 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 ＬＩＮＥ ＷＯＲＫＳを利用した社内情報共有 

実践内容 

 

導入の背景 

情報の共有を紙ベースですることが多く、タイムラグが生じていた。 

会社内で多くのスタッフが集まる会議がコロナの影響でできなくなった。 

 

実践内容 

2020年 4月ごろから一部のスタッフ間でお試し利用を開始 

2020年 7月から全社員 90名（スマホを持っていない、短時間勤務等の理由で一部のスタッフは

除外）を対象に運用を開始 

成果 

 

・紙ベースでの配布物がかなり減った。 

（勤務表、委員会議事録、インシデント報告書、周知事項、お知らせなど） 

・既読者一覧・未読者一覧があるので、伝えたい人に伝わっているか確認できる。 

・ラインワークス内でグループが作れたり、一対一のトークもできるので便利。 

・資料や画像、動画で入居者様・利用者様の情報共有ができている。 

・感染予防の取り組みのお願いや周辺でのコロナ感染者発生状況等もすぐに発信でき情報共

有が早い。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

 

成功のポイント 

・20 代から 70 代までのスタッフがいるが、ほとんどがスマートホンを所持しており、またＬＩＮＥの

日常的な利用者も多数いたことから導入は比較的スムーズにできた。 

・一部のスタッフで 3か月間利用方法をマスターしてから全体に導入したことで、各部署に使いこ

なせるスタッフが数名おり分からないスタッフに教えてあげることができた。 

・パソコンからもログインできるので長文を打つにも楽。 

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 
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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 テクノロジーを活用した人事労務 

実践内容 

① グループウェアの活用→ｃｙｂｏｚｕや kintoneを活用して各事業所の日頃の求人活動（見学・面接） 

                や各学校とのやりとりや就職フェアの資料を法人内で共有。求人活動 

を見える化し、法人内で協働した人事活動を推進.。 

また、昨年に法人内で共通した人事評価システムの導入。 

② クラウドの活用→労働法改正への対応に向け、給与規則を改定とこれに合わせて査定表やキャ 

 （今後の予定） リアパス要件を見直す予定。 

           法人内拠点・事業所の拡大にも備えた対応で給与ソフトのクラウド化も検討。 

③ WEBの活用→コロナ禍で入館制限を設けていた際、介護現場で使用していたタブレット更新時    

の旧機種を活用し、初期費用ゼロでＷＥＢを活用した施設見学等を実施.。 

          Ｇｏｏｇｌｅインドアビューを活用して施設見学、Ａｍｅｂａブログを活用して日頃の様 

子を紹介。 

また、会社説明資料について、従来は紙の資料をファイリングして使用していた 

ものをパワーポイントで作成し電子化。ＺＯＯＭ等を活用したＷＥＢ会社説明会を 

実施できるよう用意。 

（結果的にＷＥＢ説明会がキャンセルとなり面接と合わせて実績はゼロ） 

成果 

① 法人内でタイムリーに採用状況を共有することで、事業所の垣根を越えて法人としての求人活動

に取り組むことができた。 

今後の予定として、kintone に集積したデータを分析し、法人・事業所単位でどの求人媒体が有効

か、またはどの時期に積極的に活動すべきか、来年度の求人活動に活用する予定。 

② 給与改定に合わせて、同一労働同一賃金が達成できるよう、労働法制や社内実態に即した規則

や基準の整備を図る予定。 

③ 実感としてはリアルな施設見学を実施した方が求職者の理解度は高い。しかしながら、コロナ禍

が続くなかでの求人活動や、いかに求職者に法人・事業所の情報を伝えるかを考察すれば、「百

聞は一見に如かず」であり、今後も感染症の動向に合わせてインドアビュー、ブログやビデオ通話

機能を活用していきたい。 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

・介護現場ＰＲではＩＣＴや介護ロボットの活用と謳いながらも、採用活動場面ではＩＣＴの活用がいま

いち進んでいなかったが、今回の整備でその一歩が踏み出せたと感ｊじる。 

・コロナ禍が続くなかで、いかにソーシャルディスタンスを保ちながら、リアルな現場情報を求職者の

目に触れられるかを常に考えて取り組み、今後の求人活動における商材の多様化に繋なげていけ

ればと感じる。 

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 社会福祉法人姫路弘寿会 お名前 坂根正人 

 

 
   

事例タイトル 人事考課運用における毎月面談 

実践内容 

一次考課者による面談を年間 4回から毎月に増やした。 

目的 

半期毎に設定した個人目標について、①上司から部下への成長や指導的関わりの機会 ②部

下は日々の業務の中で目標を忘れがちになる。 ③評価結果における双方認識誤差（不満）の

修正 

成果 

部下から 

・日々の関りでは言えなかった事もじっくり聞いてもらえる時間を作ってもらってよかった。 

・自分に期待されていること、よく見てくれていることがよく分かった。 

上司から 

・部下が想像以上にいろんなことを思って考えていること 

・更に、話したい、伝えたい気持ちを強く持っていること 

・自身の考えを整理して伝えられて、誤解や行き違いの修正ができる 

・部下の目標を常に意識して関われるようになった。 

・潜在化していた問題を把握できた 

成功の 

ポイント 

 

改善への 

気づき 

ポイント 

・部下の話す内容を傾聴する時間を重視する。 

・目標に対する途中育成強化コメントを伝えて、双方の認識共有を図る。ここで、甘くならないよう

にできるだけ事実を基に伝える。 

 

気づき 

・日々の仕事での接点だけでは、意外に意思疎通が足りない事。 

・部下は思い考えを上司になかなか伝えるのは勇気いる難しい事であること 

・上司が思っている以上に、部下は 

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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