
10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

法人名 安曇野市社会福祉協議会 部署・役職 デイサービスセンター穂高 主任 氏名 滝沢俊也 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

事前にレジメを作成し会議を進めている 会議が時間は 1 時間以内に終わらせている 

  

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

  

  

  

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人 

安曇野市社会福祉協議会 
部署・役職 

デイサービスセンター豊科・主任 
氏名 

牧石 喜美 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

時間、検討内容を決めておくこと。 時間内におわるようになった。 

場所、机の位置等検討し、話しやすい環境を作る 意見が出やすくなった。 

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

その日に配られるレジメ 2、3 日前にレジメを配る 

  

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

法人名 安曇野市社会福祉協議会 部署・役職 主事・リーダー 氏名 藤岡 忠之 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

開始前に終了目標時間を伝える 終了時間を意識することによって、時間内に終わらせようとする意識が働

く 

会議の内容が明確になっている 内容に一貫性があり、余分な話にならない 

会議に必要な資料の準備がきちんとできている 口頭でいうよりも見た方が早いものもたくさんある 

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

終了予定時刻をオーバーしてしまう 時計を置いてみる 

内容が明確になっていない 会議をする内容まで絞り込んでおく 

必要書類などの準備が不十分 必要な準備を行い会議を行う 

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 医療法人栄寿会 部署・役職 老健）名月苑 エリアマネージャー 氏名 井上耕平 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

報告だけのものは、事前に配布・確認しておく 当日は補足だけ行い、対策の協議・検討に注力できる 

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

具体的なアクションプランが会議内で策定できない 年間計画のもと、案出し内容は事前にまとめておく 

発言者が限られており、意見が偏る 全員発言のルールをつくる または 進行役が振る 

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 医療法人燦生会 部署・役職 認知症専門棟 主任 氏名 清水 陽平 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

  

  

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

論点がずれ、結論にたどり着かない 論点と結論を明確にし、それをファシリテーターがコントロールする 

結論を出す前に、できない理由を探しだす どうすればできるようになるのかという観点で議論を進めていく 

  

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 医療法人燦生会フルリールむかわ 部署・役職 通所リハビリ 主任 氏名 深沢 周 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

必要最低限の時間配分で実施している（委員長クラスが主体） 会議が時間内に終わるようになった 

数は少ないが、オンライン会議を実施している 移動時間の縛りがなく、開始・終了がスムーズになった 

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

各々が議題と関係のない話をする傾向がある 委員長や司会が会議の仕切りをする 

委員長や司会の役割が明確になっていない 委員会の発足時にそれぞれの役割や会議の意味合いを明確にする 

決まった人しか発言しない・できない Google アンケートなどを活用できるデバイスを活用する 

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

法人

名 

医療法人栄寿会 

名月苑 

部署・

役職 

エリア課長 
氏名 

明石 功 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

会議前に議題が周知されている 会議ではすぐに意見交換ができた 

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

会議の目的、目標があいまい 会議が始める数日前には議題や目的が周知されている 

  

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人 永寿荘 部署・役職 ユニットリーダー 氏名 森田 悠斗 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

一部の会議にて報告予定の内容を事前に社内チャット内で共有している 報告時間が短縮でき、設定時間内で会議が終了するようになった 

簡易的なカンファレンス等は WEB 会議形式で行っている 物理的に集まる必要がなくなり、時短と業務負担の軽減に繋がった 

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

会議の目的から外れた検討・報告をされることがある（時間超過） 何のための会議なのか明言化する 

参加予定者が出勤しておらず、話が進められない 会議予定日を事前共有し、必ず出勤して頂くようにシフト作成をする 

  

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 株式会社エイチ・エス・エー 部署・役職 自立支援・管理者 氏名 木髙 暢芳 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

お茶とお菓子の準備、ボトムアップ方式の導入 かしこまった感、トップダウンにならないよう環境の変化で空気を和ま

せ、積極的な参加、発言(情報提供)とやらされるのではなく、やろうとす

る気持ちに繋がっている可能性あり。 

管理者が物事をその場で決めないようにしている どうしたらできるのか？皆で部署のやり方を考えれる姿勢作り 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、60 分くらい超過してしまう その場で話し合う内容か精査し次回に繰り越すか、事前に意見を聞いてお

く 

話がそれて内容が変って行ってしまう 内容を絞る、またはその内容に付随する情報、返答の下準備の徹底 

会議の内容や決定事項が現場に反映されない 何度も何度もフォローする 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

法人名 株式会社つるかめ 部署・役職 小規模多機能  主任 氏名 大場 千夏 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

会議前に担当のお客様の状態や検討事項、業務関係の検討事項などをパソ

コンの入力し会議前に用紙を渡し目を通してもらってから会議を行う。 

会議前に目を通しておくことで時間内で終わるようになった。 

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

意見などがあまり出ない。 日頃の報連相をしっかりとする。面談を行う。 

  

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

法人名 株式会社ホットウィル 部署・役職 リハビリセンターウィル片野 氏名 岡松将吾 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

業務後ミーティングの時間管理（15分以内に終了） 業務時間内の終業 

  

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

事業所をまたいだ遠方の対面会議 移動時間が長いため、内容によってはオンラインに切り替える 

  

  

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

法人名 株式会社芳野ケアサポート 部署・役職 デイサービスゑびす・主任 氏名 奥田 朋子 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

関係者は前日までに議事録の入力、入力されている内容は会議までに目を

通す 

会議時間の短縮 

外部の施設を使用し、終了時間を必ず守る 会議が時間内に終わる 

LINE や電子会議室の活用 意見など時間のある時にコメントを残すことができる 

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

会議がただのコメント交換で会議が前に進まない 会議の目的と議題は予め参加者に共有し、事前に考える時間をもたせ、会

議が始まったらすぐに議論ができるようにする 

決まったメンバーしか発言しない リーダーは否定的な言動は慎み、参加者全員が発言しやすい環境を作るよ



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

うな声掛けをする。 

解決したい課題などに対して、各自でその対策案を考えるために前もって

議事録への入力、もしくは用紙に記入してもらうなどした上で、会議で発

表してもらう 

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人久慈市社会福祉事業団 部署・役職  施設長 氏名 谷 地 忠 人 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

事前に議題を提出し、何について検討するかを明確にしている 意見を持ち寄ることができ、会議の時間短縮につながった 

司会者のテーブルに時計を置いている 会議の時間短縮につながった 

  

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

1 時間以内と決めているが超過する会議や委員会がある 脱線せずに議題のみについて話をする 

時間外に開催する会議が多いが、長引いても超勤を出してもらえると思い、

時間内に終わらせようとする意識が低い 

１時間（設定時間）を過ぎて延長したい場合は、その時点であとどれくら

いかかるかを伝え、許可をもらうこととする 

事前に議題を提出することにしているが、その他で出し、時間が超過する 緊急案件以外は、当日の議題提出は禁止とする 

集合時間に遅れてくる職員がいる 遅れる場合は開始時間前に申出ることとする 

時間になったら開始し、申出なく遅れた職員には理由を述べてもらう 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 医療法人 健栄会  

フルリール甲府 
部署・役職 

支援相談員 
氏名 

長澤 良太 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

議題よりそれている内容であれば司会者が修正する声掛けを実施してい

る。 

終了予定時刻では終わっていないが、会議終了時刻が 20 分短縮された。 

(まだ同じ内容の話を繰り返している部分もあり改善の余地はある。) 

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう この会議で必要な討論なのか、それている内容であれば司会者が修正する

声掛けを 9月会議より実施。 

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人 姫路弘寿会 部署・役職 デイサービス 主任相談員 氏名 松井 敦子 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

・メンバーが発言する機会をつくる。 ・傍聴者ではなく、参加する会議になった。 

・課題に対して意見を求める。 ・自身の意見を伝えることができるようになった。 

 ・共有できる場となった。 

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会医療法人 博愛会 部署・役職 りすたおびひろ西 氏名 菅原 章太 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

管理者の報告、会議の報告がメインになっており、検討項目の無い会議(会

議ではなく報告) 

書面で周知でも良いのではないか 

会議は 1 時間以内と決まっており、時間内に終了はするが、上記理由等で

あまり会議の意味を見出せなかったり、とりあえず会議をやっている感が

出ている 

会議の内容に応じて、実施・非実施の検討、書面会議への移行の検討。 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人あけぼの会 部署・役職 リーダー 氏名 倉田志津 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

議事録を作成し、目的とゴール、内容を設定している。 目的と内容、ゴールが明確になり、議事録から反れての会議が少なくなっ

た。 

内容に細かい時間設定をすることで、時間内に終わることができる様にな

った。 

時間設定があり、時間内に会議が終われるようになった。 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

だらだらと意味なく長い会議。 目的を明確にする 

目的が明確でなく、会議の場で確認される会議。 目的を明確にする 

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

法人名 社会福祉法人永寿荘 部署・役職 ケアプランセンター扇の森・管理者 氏名 岡田康志 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

タイムキーパーの役割を設けて発表や発言の時間を区切るようにした。 会議が時間内に終わるようになった 

共有したい数値や議題への意見を事前にスプレットシートで共有。 会議時間の短縮や議題から会議内容が逸れる事が少なくなった。 

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

複数ある議題の検討する優先順位が明確ではなく議論が中途半端になる。 事前にチャット等を利用して優先順位を決めておく。 

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人/永寿荘 部署・役職 生活相談員（ＳＳ担当） 氏名 尾上 信江 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

〇事前に議題を募集する 議題が決まっていれば話す内容も限られてくる。 

〇議題を出した職員があらかじめ時間配分を予測しておく 時間を押すことなく会議が終了する目安となる。 

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

●議題が決まっていない・多い・違う話をしだす。 事前に議題を決めておく。時間を予測しておく。司会者がまとめる。 

●いつも同じ人しか発言をしないため意見も同じになりやすり。 いろいろな案を出すため、出来るだけ多くの職員の意見を聞く。 

  



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人永寿荘 特別養

護老人ホーム 今羽の森 
部署・役職 

生活相談員 
氏名 

上原 沙織 

 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

議題に対して、結論が導きだせるようにある程度着地点を決めておく 議題担当者が、訴えかけるだけでなくどういった着地点を目指しているか

事前に確認をしておく 

決まった時間に開始（Google カレンダーや見聞録予定で周知） 決まった時間での終了 

実施したことを継続するのか、調整するのか、期間をきめて振り返りを実

施 

やりっぱなしにせず、振り返ることで効果的な内容のみ継続して実施がで

きる 

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

課題だけが見えてきて、解決の糸口が見つからない ある程度、着地点をイメージした課題をだす 

当日誰が報告するのかわからず、時間がかかってしまう この議題にはこの担当者、といった形で割り振りを会議前にしておく 

  

 

法人名 社会福祉法人敬昌会 部署・役職 ケアホームあんじん ホーム長 氏名 渡邉 尋美 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

開始時間に集まれず、開始できないときあり。 開始 5 分前に、インカムにて呼びかけ行うようにする。 

時間内に終わらず時間超過してしまう。 時計はあるので、タイマーも使用してみる。（議題等多いときは、予定を

立てる時点で時間を長めに予定しておく） 

決定まで必要な会議の際に、結論まで出ないときあり。 議題に対し、事前に他職員とも相談しある程度まとめ出席する。 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人貞徳会 部署・役職 開設準備室・副室長 氏名 榊原瑞恵 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

毎月主要メンバーが何度も集まらず済むよう小会議（少人数、短時間）を 

各担当者が開催し、月１の大会議で報告している。 

本部や全体への各委員会報告が月 1回 1 時間で終了する。 

本部、全体報告は持ち帰りユニット会議で報告できる。 

会議での職員拘束時間が少なくケアに集中できる。 

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人博愛会 部署・役職 介護係長 氏名 石井 由美子 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

・検討事項や報告内容を事前にレジメに入力する。検討内容については、 ・事前に検討事項を考えることができるため、意見も出しやすくなり、 

事前に検討し意見もレジメに入力する。 会議の時間の短縮にも繋がる。 

・会議の時には、時計を用意して置く。（事前に何時間の会議の設定を ・時間を意識して行うことができる。 

 する）   

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

・検討内容が多く、会議の場で検討内容を考えて決めることが多く、 ・レジメを会議前に早めに出し、検討内容の意見を各自で会議に持って 

 検討事項も多く、会議時間が長くかかる。  くる。検討事項に優先順位をつけ検討する必要性のあるものを検討。 

・レジメで事前に検討内容があっても、詳細な説明が必要なものなどが ・レジメの検討内容を詳細に記入することで意見も出しやすく、会議の 

 あると、事前に意見を考えることが難しく時間が長くなってしまう。  場でまとめやすくなり時間の短縮に繋げる。 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

・会議に要する時間設定を行っても検討が多いと長引いてしまう。 ・会議終了時間を設定し、時間になったら終了することで時間を意識す 

  ることや、検討内容の出し方や議題の集め方の工夫を行う。 

  検討に時間を要するものは、次の会議で再検討する。 

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 （株）エイチ・エス・エー 部署・役職 住宅型有料老人ホームひなた飯田岡 管理者 氏名 秋山 健太 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

  

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

余裕をもって会議の開催日を発表しているにもかかわらず参加者が少なく 

毎回参加する職員も決まっている。 

全員の都合に合わせるのは難しいので、会議の開催日をなるべく参加しや

すい日時で設定する。 

管理者会議での決定事項等を現場の職員さんにも落とす為に報告するが 

リアクションがなく、ただ話しているだけに感じる。 

報告だけではなく、内容に対してどう思うか意見を聞いてみる等 

緊張感を持ってもらう。 

意見が飛び交うが内容が議題と関係ない話になる。 会議の進行を担う職員を決めて会議の議題に沿っているか注視してもら

い会議を円滑に行う。 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 医療法人燦生会 部署・役職 事務長 氏名 近藤 広人 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

  

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

会議の時間が長く、時間が大幅に超過する。 議題について会議前に周知し、議題に関わることのみ意見交換する。 

出席者が発言中に、議題からそれた発言をしている。 私事に関することであれば、議事進行者が調整する。 

発言のみで、何時迄に誰が責任者となって進展させるのか決まらない。 議事の最後に、必ず責任者、期限など重要事項を決める。 

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人幸寿会 部署・役職 さくらいふ六軒屋 管理者 氏名 内藤 央 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

時間配分を考えた議題、内容に絞っている（個別ケアも一人に絞る等） 会議が時間内に終わるようになった 

内容によって事前に資料を配布しておくと流れがスムーズ 質問時間などが短縮される 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

時間が 5～10分くらい超過してしまう 発言時間の長いスタッフへのコントロール（別に時間を割く等） 

発言者にかたよりがある。発言に対し批判的な意見が出る 発言のルールを決める。例）批判はしない等 

事前に議題、発言したいことを確認していない 検討してほしい課題を事前に聞き、皆の意見を事前に聞いておく 

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人あけぼの会 
部署・役職 

歩行と言葉のリハビリ空間なごみ 

管理者 チーフ 
氏名 

藤田奈保 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

事前に議題をメンバーに報告しておく 会議内容をメンバーが把握しているので、検討事項等もその場ではなく事

前に考えて出席し発言することができている 

運営に関する会議（部門ごと・全体会と時間を分けている） 部門ごとに会議を行うことで、自分の部門について集中し話合いや助言を

受けることができている。 

全体会でも他部門について短く報告があるので重要な点のみ聞くことが

できて時間を有効的に使うことができている。 

会議前に資料事前提出 会議前に上長～会議出席者まで資料内容を確認し、会議内では要点のみ伝

え、意見・助言が得られるので時間を有効的に使うことができている。 

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

開始時間・終了時間が超過（メンバーの中で会議をかけもつことで、前の

会議が伸び次の会議開始時間が遅くなる。） 

会議の目的と会議のゴールを明確にして、検討する内容の時間配分を事前

に設定する。 

報告だけミーティング チャットワークにて部門ごとに 1 日の報告事項を報告。 

重大事項がある際はミーティングを行う。 

  

 



10 月度課題 

Nov. 30, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 

法人名 社会福祉法人 燦生福祉会 部署・役職 施設長 氏名 加藤 かおり 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

時間通りに集まり時間通りに終了できるように会議の委員長が進行をする 会議があまり伸びずに終了するようになった 

前もって各担当者からの提案を収集しておく（共有フォルダで閲覧できる） 会議出席前に考える時間があることで話し合いが円滑になった 

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

会議の内容から逸脱し、何を検証しているかわからない 会議の意味を理解し、建設的な話し合いになるように、不満などを訴える

ことを減らす 

 



10 月度課題 

Sep. 24, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

法人名 社会福祉法人 照敬会 部署・役職 ケアハウス ゆいの家 副施設長 氏名 右田 一幸 

皆さんの施設で、生産性の高い会議は行われていますか？それとも、生産性は低いでしょうか？ 

①生産性が高いと感じている場合：生産性を高めるために工夫していることと、その工夫で得られる効果を記入してください。 

②生産性が低いと感じている場合：生産性が「低い」と感じる理由と、どうすれば改善できるのかを、自分なりに分析して簡潔に記入してください。 

（①、②片方でも、両方でも OK・いくつでも OK です） 

①生産性が高いと感じている会議 

工夫していること その工夫で得られる効果 

メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いている 会議が時間内に終わるようになった 

それぞれの担当者が、議題に上げる内容を早めに提供している。 会議資料作成者が早めに準備することができる。 

  

  

 

②生産性が低いと感じている会議 

生産性が低いと感じる理由 どうすれば改善できるか？ 

いつも時間内に終わらず、30 分くらい超過してしまう メンバーが終了時間を意識できるよう、テーブルの上に時計を置いてみる 

朝のミーティング時、全員がそろわず時間が押してしまう事がしばしば。 どの時間であれば、全員が揃ってできるか、みんなで検証することが必要 

 

上記の件にて、遅れたスタッフに繰り返しの申し送り。  

  



10 月度課題 

Sep. 24, 22 

 

 

 
介護経営カレッジ 施設長＆リーダー養成コース 

 

  

 


