
日本一をつくる！
会員制勉強会＆交流会！

コロナショックに我々は
どう立ち向かうか？



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



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



2020前後は“時流”の変わり目

➢新型コロナウイルス蔓延（第二波？）

➢世界恐慌のはじまり

➢東京オリンピックピンチ（過去の中止は戦争だけ）

➢香港国家安全法制定

➢アメリカ反人種差別運動勃発

➢戦争？（中印、北朝鮮、米中？）



これから起こる「暮らし」・「価値観」の変化

都市集中経済の崩壊
東京に住む価値がなくなる

３密を避け感染予防が当たり前の状態
混雑が「悪」となる

所得の減退と消費構造の変化
必要最低限の消費と生活

IT化、AI化が急加速
ITなしでは生活できない

一気に
変わる！

オンラインが
基本！



これから「生活のために」大事なことは

勉強し、情報に強くなる！
情報に惑わされず大局に立つ！気持ちを強く持つ！

お金のリテラシーを高める（現金を持つ） 暮らし方を変える！（実家に住むなど）

これから怖いこと
不安になることが
たくさん起きる



トロッコ問題

１人を救うか
５人救うか？



一番困る質問

「なぜ、休業or縮小しないんですか？」

介護難民化 介護離職

廃用による
ADLダウン 認知症重度化 休業中売上ゼロ 給料見直し

リストラ 廃業・倒産

感染リスクをゼロ化するのと引き換えに・・・



答え（正解）のない時代

脱線する？



✓ 可能なかぎりの感染予防（機器なども導入）

✓ リスクの低い運営への移行

✓ リスクのバランス感（偏らない）

✓ メリットとデメリットの説明（自己判断）

✓ 問題意識のルール化と柔軟な変更

✓ 業態転換（目的を見据えてやり方を変える）

Withコロナの発想法

いまは、できなかったことを
思い切ってやる時期



強力なトップダウン

ボトムアップ＆トップダウン

合議制

ボトムアップ

非常時
加速時

土台づくり
一人ひとりが
考える文化

成熟期
システム完成

高ロイヤリティ
理念浸透

ハイレベル人材

時間がかかる
変化に弱い

非常時ほど無難な道を選択しがち

非常時の組織戦略



現場への影響は？？

悪いこと

☓ 感染リスク（利用者、職員）
☓ サービス提供困難
☓ 利用控えによる売上減
☓ スタッフ減（子育てママ等）

６、７月の
資金繰りが
特に厳しい



介護業界におけるコロナウイルスの影響

影響
中

新規入居者が減った
ショートを新規利用中止



介護業界におけるコロナウイルスの影響

影響
大

影響
中

新規利用中止

新規入居が減った



介護業界におけるコロナウイルスの影響

影響

大
影響
大

利用控え 利用控え
ヘルパー確保難



メリットは？

悪いこと

良いこと

☓ 感染リスク（利用者、職員）
☓ サービス提供困難
☓ 利用控えによる売上減
☓ スタッフ減（子育てママ等）

◯ スタッフ増（失職者）
◯ オンライン化促進（生産性UP）
◯ 要介護者（重度者）増
◯ “本物”事業者のチャンス！
◯ 融資を受けやすい！
◯ 業態転換のチャンス！

６、７月が
特に厳しい

嬉しくは
ないが・・





あれを
払って

融資を受けたら「会社の延命」をしちゃだめだ！
未来に向けて「投資」をしよう！

融資が
おりたら
これを
払って

□リフォーム（リスク減・顧客創造）

□消毒・除菌機器
□コロナ特例の確立（訪問・電話）
□業態転換（重度者対応）
例）デイ→小多機等

□スクラップ＆ビルド
例）小規模→大規模等

□M&A
□こうなったら
コンサルを受ける！例えば・・

借りたお金を活かすも殺すもあなた次第！

あれに投資して
これに投資して
こう回収して・・



これからは「本物」だけが生き残る

高品質（悩みを本当に解決できる） 代替不可

利他（相手のことを本気で考えてくれる）
共存（ともに栄える
うまくいったら分ける）

一人勝ち時代
は終わる

With
コロナ

家族介護

介護
予防



これから大事となる価値観With
コロナ

安心してすやすや寝るたわいもない会話を楽しむ
人間関係は狭く深く

自然を愛でて外気浴する 食事をゆっくり楽しむ



縮小（スペース、定員、時間、コスト）

変更（顧客、ビジネスモデル、空間、費用、サービス提供方法）

強化（感染対策、品質、IT・オンライン、コミュニケーション

楽しさ、心の余裕）

これからやるべき４つのこと

共有（他事業所・他社と共同でできることは？）

これを例えば
デイサービス・入所施設でやるとすると・・・

With
コロナ



デイサービスでは・・・
縮
小

客数・スペース ☆１人あたり4〜6㎡（大規模が有利）

時間 ☆時間短縮（５時間中心・２回転検討）

変
更

顧客 ☆重度者に移行

レイアウト ☆スクール形式？

サービス提供 ☆電話・訪問対応強化（パッケージ化）

強
化

感染対策 ☆機器導入、バリア設置

コミュニケーション ☆徹底して強化！（孤独感の解消）

機能訓練 ☆外出歩行訓練

オンライン
☆オンライン見学
☆オンライン交流サポート（家族）

食事 ☆免疫力強化食

豊かさ ☆食事を楽しむ

楽しさ ☆「目的」のある「楽しみ」を追求！

マスクをはずす食事時間の
感染リスクが最も大

だから特別な取り組みが重要



通所 訪問 電話

✕ ✕

通所・訪問対応・電話対応の組み合わせ

通所 訪問 電話

通常時 ３回 ０回

緊急時A（利用者2/3） ２回 1回

緊急時B（利用者1/3） 1回 2回

緊急時C（クローズ） 0回 3回



訪問・電話対応の目安
人時生産性 2,900〜3,300円

人日生産性（8h） 23,200〜26,400円

２〜３時間（要介護１） 2,530円

１日あたり 9〜10人

訪問１回 25〜30分

移動１回 20分（合計45〜50分）

電話１回 15分

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

訪問 訪問 訪問 訪問 訪問 訪問
電
話

電
話

電
話

電
話休憩

オンライン?

アイスブレイク ２分
バイタルチェック ３分
運動（座位・ベッド上？）１０分
フィードバック ５分
記録（外部） ５分

アイスブレイク ２分
質問（５テーマ） ５分
フィードバック ３分
記録 ５分

訪問 電話



訪問・電話対応の目安

通所対象者 訪問・電話対象者
対応スタッフ数

1対10の場合（MIN）

通常時 30人 0人 0人

緊急時A（利用者2/3） 20人 10人 1人

緊急時B（利用者1/3） 10人 20人 2人

緊急時C（クローズ） 0人 30人 3人

30人定員の場合で考えてみよう！

メモ



入所施設では・・・
縮小 イベント・レク ☆ 小グループ化

変
更

顧客 ☆ ショートは「ミドル」化

レイアウト ☆ 新規入所ゾーン → 継続的入所ゾーン

強
化

感染対策
☆ 機器導入、ゾーンごとのバリア設置
☆ 感染時の対策（自治体・他事業者との連携）

教育 ☆ 無資格・未経験者の早期育成

コミュニケーション ☆ 徹底して強化！（孤独感の解消）

自立支援 ☆ 外出歩行

オンライン

☆ オンライン機器
☆ オンライン見学（WEB上）
☆ オンライン交流サポート（家族）
☆ オンライン会議

食事 ☆ 免疫力強化食

睡眠 ☆ 安心して寝る

豊かさ ☆ 食事を楽しむ

楽しさ ☆ コロナ禍の「楽しみ」を追求！



ショートステイの運営方法が鍵！

制限区域を設定（入所者と交差しない）

まずはショートから感染対策投資

食器・ツールも分ける（使い捨て）

ショートステイは「見込み客化」の

ための重要な機能。空床利用による

ベッドの弾力化もできるため、収益

源ともなる。



営業・販促のオンライン化オンライン化

動画コンテンツの充実＆HP徹底強化 QRコードの訴求＆タブレットによる営業

相手に合わせた対応 ダイレクトプロモーション

DM

メール

ポスティング

オリコミ



法人内オンライン会議の実施

法人内会議 多職種会議・カンファレンス

ユニット間・フロア間会議 教育研修

オンライン化



機械化 設置が「当たり前」になる機器

顔認証＆体温検知（株式会社データスコープ） オンラインコミュニケーション＆ナースコール

睡眠見守りセンサー（まもるーの）

入所

在宅

入所

在宅

入所

通所



アメリカの失業者数
実際は

２０％近い

６週間で
3300万人が
失業保険申請



仕事の「椅子取りゲーム」が始まる

今の仕事を失職し（椅子を立ち）同時に限られた仕事の椅子を奪い合うゲーム

イベント・エンタメ

旅行・観光

飲食・居酒屋

映画館・劇場

交通・航空

自動車メーカー

建築・不動産（新築）

フィットネス

厳しくなる業種

プロスポーツ

多くの人が廃業、破産
失業にみまわれる

アパレル



これから生き残れる職業は

エッセンシャルワーク
医療、介護、保育、救急、警察・消防
葬祭、スーパー、清掃、電気工、農家

漁師、コールセンター等

オンライン化にかかわる仕事

リフォーム、郊外の不動産

通販・物流



専業主婦 大学生

有資格者（異業種勤務） 失業からの転職（営業、タクシー、飲食）

保育園 介護
障害施設

我々の業種に
これから応募が
増えるはず！

増えるための
準備を
しよう！



組織戦略

環境 人材

人事・運営 財務・戦略

□Wi-fi
□オンライン会議システム
□モニター
□業務管理システム（ホウレンソウ・許可）
□情報セキュリティ（個人情報が簡単に漏洩）
□個室（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）

□「金のなる木」をつくる（ストック型）
□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（内製化から脱却）
□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



本日の振り返り

★新型コロナウイルスの影響は長期化しそうだ！

★これから破産、失業など、怖いことがたくさん起こる！

★サバイバルスイッチをオンにして、生き残ろう！

★これから「暮らし」「価値観」が変わる！

★「投資」して未来をつくろう！

★これからやるべきことは「縮小」「変更」「強化」「共

有」だ！

★通所は「訪問」「電話」、ショートは「新規受入」方法

を工夫しよう！

★我々は「エッセンシャルワーカー」だ！



MEMO


