
6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 介護老人保健施設 名月苑 

部署・役職 エリアマネージャー 氏名 井上 耕平 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・理念経営を実践している 

＝「和顔愛語」優しい笑顔と思いやりのある言葉遣いで自分と周囲の人を幸せにする 

・在宅復帰超強化型施設＝ご自宅へ帰りたい方に帰っていただける 

・グループのスケールメリット＝県北、県央、県南どこでも利用エリアを選べる 

・医療・介護・福祉のグループ内連携＝年齢、要望ごとに適切なサービスを提供できる 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 一般 実利用者数 82人 

現在の稼働率 83.8％ 平均利用回数 2.7回 

目標稼働率 90.0％ 中止・休止人数 4人 

延べ利用者数 885人 新規利用者数 6人 

 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 100床 年間目標空床数 1095/36500床 

目標年間稼働率 97％ 先月の空床数 
113（2837/2950）

床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 

４．訪問サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

1人が 1日に訪問する件数（平均）の現状 4.9（1062/31=34.3/7人）件 

1人が 1日に訪問する件数（平均）の目標 6.1（7.6）件 

 



6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 特別養護老人ホーム 扇の森WEST 氏名 森田 悠斗 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

【特養・ショート共通】 

・ユニットケアに基づいた人員配置、施設設備となっている。 

・特養 29床、ショート 10床の小規模施設のため、お一人お一人に対して細かい部分まで理解・

対応をさせて頂ける。 

・事業所内に小規模多機能型居宅介護とショートステイ専属ユニットがあり、在宅生活（通所）

から特養入所、お看取りまで同施設で一環して対応することができる。 

【特養】 

・「アドバンス・ケア・プランニング」を導入し、特養の入所当初からご本人様・ご家族様へ最期

の迎え方についてご相談させて頂き、出来る限り満足のいく最期を迎えて頂けるようにしている。 

【ショートステイ】 

・毎入所時に、そのご利用回の過ごし方を一緒に確認させて頂いている（食事の時間、主食の種

類、入浴時の入浴剤の種類や希望のレクリエーションなど）。 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 39 床 年間目標空床数 年間 276床 まで 

目標年間稼働率 98 ％ 先月の空床数 9 床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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介護老人保健施設なごみのさと 

部署・役職 入所事業部リーダー 氏名 倉田志津 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・職員の笑顔・挨拶・接遇力 

・在宅復帰を目指すプログラム 

・リハビリスタッフによる個別ケアや、日常生活上での不安や悩みへのアドバイス 

・歩行訓練、各種マシンによるトレーニングの提供 

・教育体制が整備されている 

・介護士による自宅での生活を想定したリハビリの提供(畳、砂利、IADL など) 

・認知症専門棟で家庭的な雰囲気での生活の提供 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 100床 年間目標空床数 365床 

目標年間稼働率 99％ 先月の空床数 30床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 

 

 



6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 げんき甲斐  管理者 氏名 秋山 佐和子 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

〇理学療法士が常勤でいる 

〇少人数での機能訓練（個別含み）ゆったり出来る 

〇とにかく明るく、元気で家庭的 

 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 15，1人 

現在の稼働率 88％ 平均利用回数 11回 

目標稼働率 90％ 中止・休止人数 1人 

延べ利用者数 408人 新規利用者数 4人 

 



6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（ショートステイ担当） 氏名 尾上 信江 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

○リハビリ強化！！ 

ショートステイでも個別リハを行っております。（加算は機能訓練体制加算のみ） 

○美味しい手作りの食事！！ 

温かいものは温かい状態でご自宅と同じ状態・形態でご提供。 

○みんなが喜ぶ炭酸泉のお風呂！！ 

埼玉県内の特養で初めてお風呂に炭酸泉を導入致しました。 

○窓からの景色が最高！！ 

東側のユニットは窓から朝日が見られ、西側のユニットは富士山や秩父の山並みが見られます。 

該当するサービスを選択し、記入してください。３．入居サービス（空床利用のショートステイを

含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 100床 年間目標空床数 730床 

目標年間稼働率 98％ 先月の空床数 18床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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 小規模多機能いこいのつるかめ 管理者 氏名 大場千夏 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・ 柔軟なサービスを提供…休みや拒否などがあり通いや泊まりの利用が出来ない時は訪問に切

り替え安否確認・配食サービスを行う。 

・ 退院支援…退院後すぐに自宅に戻るのが不安な方に泊まりを利用し体調や低下した機能を整

えてから自宅に戻って頂きます。医療機関との連携（情報提供書など） 

・ 個別リハビリ・認知症予防（デュアルタスク）を毎日行っている。 

・ 配食サービス…1人暮らしの方や介護者の負担軽減 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 ２９人 

現在の稼働率 ８０％ 平均利用回数 １４回 

目標稼働率 ９４％ 中止・休止人数 ２人 

延べ利用者数 ４４９人 新規利用者数 ０人 

 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 ９床 年間目標空床数 ２７３床 

目標年間稼働率 ８８％ 先月の空床数 ６４床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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  特養 施設長 氏名  谷 地 忠 人 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・看取り介護を実施している（地域では実施している施設が少ない）。 

・総合病院が近い（1分で行ける）。 

・指定管理施設なので、行政と連携がとりやすい。 

 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数  60 床 年間目標空床数 547 床 

目標年間稼働率 97.5 ％ 先月の空床数 29 床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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 介護老人保健施設 フルリール甲府 

部署・役職 支援相談員 氏名 長澤 良太 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・歩行特化型フロアの設定 7月より本格始動予定 

・温泉 濁り湯にてリハビリで疲れた体を癒していただく 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 90床 年間目標空床数 1800床 

目標年間稼働率 94％ 先月の空床数 17床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 

 



6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 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・入居者及び家族の思いに寄り添ったケア 

・チームとして多職種連携でケアにあたる 

・なるべく経口からの摂取を維持できるように歯科とも連携したケア 

・誤嚥性肺炎などの病気の予防のためにも、毎食後の口腔ケアの徹底 

 （歯科と連携して、個人にあったブラシ類の選定や歯磨きの方法などや困ったことなどを相談

しながら口腔ケアを行っている） 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 29床 年間目標空床数 31755床 

目標年間稼働率 97％ 先月の空床数 0床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 

 



6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 リハビリサロン フルリール  管理者 氏名 鎮目 啓太 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・リハビリ特化型デイサービス 

・頑張らないリハビリで「やってみたい」を「できる」に変える 

・在宅生活継続のための支援 

機能訓練指導員を 2名以上配置し、低負荷、高頻度での運動提供により、在宅生活継続を支援す

る。また、住宅環境整備、福祉用具レンタル等ご自宅での生活を支える。 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度・重度 実利用者数 26人 

現在の稼働率 74％ 平均利用回数 9回 

目標稼働率 80％ 中止・休止人数 2人 

延べ利用者数 233人 新規利用者数 2人 

 



6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  

施設長 

氏名 秋山 健太 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・ホテルコストが安い。 

 周辺の住宅型と比較して 2万円前後安い。 

・ケアマネの変更なしで入居可。 

 在宅でのケアマネであれば変更なしで大丈夫。 

・慣れ親しんだ通所サービスや訪問サービスが利用可。 

 通所サービスの縛りはないので好きな通所サービスが利用可。また訪問マッサージや 

 訪問歯科等の訪問サービスも利用可。 

・職員が明るい。 

 職員が明るく、実際に入居者様からも、お褒めの言葉を頂く。 

・看取り対応可能。 

 医療と連携して対応可能な方については希望があれば看取り可能。 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 30床 年間目標空床数 329床 

目標年間稼働率 97％ 先月の空床数 4床 

 



6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 燦生会 

部署・役職 げんき甲斐  管理者 氏名 秋山 佐和子 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

〇職員一同元気 

〇どこの事業所に移ったとしても、顔なじみの職員や・仲間 

〇朝食提供・夕食のお弁当など提供できる 

 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 35人 

現在の稼働率 ％ 平均利用回数 4回 

目標稼働率 70％ 中止・休止人数 1人 

延べ利用者数 380人 新規利用者数 4人 

 



6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 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・おとなの学校開校（県下初導入）いつまでたっても学びたい！できる力、楽しむ力応援します。

毎日授業を開いています。 

・旬の味覚レク（旬の味覚を楽しもう甲斐！）←このキャッチフレーズで毎月恒例になっていま

す。基本的にユニットから離れて屋上庭園や駐車場、玄関ホールでおこないます。内容は山菜天

ぷら・新じゃがバター・流しそうめん・かき氷・スイカ割り・さんま塩焼き・焼き芋・焼きリン

ゴ・餅つき・燻製・いちご狩り等です。 

・ユニットケア（個別ケア）家庭的な雰囲気でなじみの人間関係がつくれる それぞれの自立の

尊重を考え担当者制になっています 

・ソフト食の導入 食への「楽しみ」が続くように見て美しい、食べておいしを考えています。 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 39床 年間目標空床数 427床 

目標年間稼働率 97％ 先月の空床数 68床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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 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 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・積極的な外出 

・おとなの学校 

・季節ごとのイベント 

・園芸 

・医療処置に対応 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 66人 

現在の稼働率 77.1％ 平均利用回数 11.8回 

目標稼働率 90％ 中止・休止人数 3人 

延べ利用者数 735人 新規利用者数 5人 

 



6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 介護老人保健施設 フルリールむかわ 

部署・役職 通所リハビリテーション 主任 氏名 深沢周 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・在宅での課題解決、機能改善に重点をおいた個別リハビリの提供 

・介護士、リハビリアシスタントによる充分な運動機会の確保 

・介護福祉士取得者多数在籍 

・充実したマシントレーニング機器 

・最先端のリハビリ機器 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 90人 

現在の稼働率 68％ 平均利用回数 6.4回 

目標稼働率 90％ 中止・休止人数 35人 

延べ利用者数  572人 新規利用者数 9人 

 



6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 デイサービスセンター三郷 

部署・役職 主任 生活相談員 氏名 荻野 幸子 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

1． お風呂が、一般浴・リフト浴・座浴・臥浴と 4つあり、どんな方でも入浴できます。 

2． タオル・バスタオルは、デイの物を使いますので、荷物が少なくて、すみます。 

洗濯したタオル・バスタオルは、利用者さんが、お仕事の一つとして、イキイキとたたん

でくれてます 

3． デイサービスに隣接して、福祉センター・ヘルパーステーションが、あり、地域福祉の拠

点となっております。 

4． 貼り絵や塗り絵、簡単な工作で、完成した作品で、年間カレンダーを作っており、地域に

も配布させていただいており、好評です。長年、貼り絵を行っており、利用者様も抵抗な

く、取り組まれております。 

5． 歯科衛生士がおります。 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 96人 

現在の稼働率 59．0％ 平均利用回数 7．4回 

目標稼働率 75．0％ 中止・休止人数 7人（2ヶ月） 

延べ利用者数 708人 新規利用者数 7人（2ヶ月） 

 



6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 介護老人保健施設名月苑 

部署・役職 エリア課長 氏名 明石 功 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

① リハビリの回数がほかの施設より多く、時間も長い。そのため利用者様の回復が早く在宅復帰

率が毎月 70％を維持している 

② 利用者様が体調を崩してもすぐに連携できる病院があるため、家族、利用者様から安心してい

ただくことができる 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 100 年間目標空床数 5 

目標年間稼働率 95 先月の空床数 3 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

① 職種の多さ ⇒ 多角度からの関わりができる 

② レッドコードを使用したニーズに応じた運動 

③ ＰＴによる個別(要介護者のみ)での運動 ⇒ ニーズ、状態に応じた対応ができる 

④ 法人としての事業所の多様さ  

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 799人 

現在の稼働率 95.1％ 平均利用回数 1.2回 

目標稼働率 88％ 中止・休止人数 8人 

延べ利用者数 971人 新規利用者数 3人 

 



6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 介護老人保健施設フルリールむかわ 

部署・役職 認知症専門棟 主任 氏名 清水 陽平 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・リハビリ専門職の充実した配置(PT・OT・STの 3職種配置) 

・ロボティクスリハ機器を用いたリハの提供 

・リハアシスタントによる個別リハ以外の運動の提供(運動量の確保) 

・スマートリハの実践(A Iによる歩行分析など) 

・地域で唯一の認知症専門棟を有している 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 ９０床 年間目標空床数 1643床 

目標年間稼働率 ９５％ 先月の空床数 394床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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 歩行と言葉のリハビリ空間なごみ 

部署・役職 通所介護      管理者・リーダー 氏名 藤田 奈保 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・歩行と言葉に特化している 

・理学療法士、言語聴覚士、介護福祉士、保健師、看護師、精神保健福祉士等多職種が連携しリハ

ビリを提供している 

・個別・集団等多彩なリハビリメニュー（マシン・レッドコード・コグニバイク・コグニラダー・

悩み目標に合わせた小集団リハ・個別リハ等） 

・スタッフが元気 

・年 1人位卒業生が出せている 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・重度 実利用者数 104人 

現在の稼働率 75.5％ 平均利用回数 5.3回 

目標稼働率 78.0％ 中止・休止人数 4人 

延べ利用者数 540人 新規利用者数 2人 

 



6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 リハビリステーション おあしす弐号館センター長   氏名 村上やよい 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・個別のリハビリプログラムを提供している。 

・リハビリ評価を見える化してフィードバックし、お客様と一緒に目標設定をしている。 

（動画、静止画等） 

・自主訓練プログラムを適時提案、指導している。（必要時に、リハビリ器具も購入代行） 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 102人 

現在の稼働率 80.8％ 平均利用回数 7.4回 

目標稼働率 83.3％ 中止・休止人数 3人 

延べ利用者数 759人 新規利用者数 3人 

 



6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 小規模多機能・サ高住 管理者 氏名 内藤 央 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・ご家族からの評価 

  ご利用者の状態の変化に対応し、適切に医療機関につなげられている。 

  ご家族にも適宜連絡をとり、信頼とご評価を頂いていると思っております。 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 20床 年間目標空床数 365床 

目標年間稼働率 95％ 先月の空床数 2床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・自立支援ケアに取り組んでいる。（特・D） 

・足を守る＝歩行を守る、フットケア知識を持った職員を育成している。（特・D） 

・ケア評価は ICTを活用しご家族含むチームメンバーで共有し見える化されている。（特・D） 

・オゾン発生装置完備している（除菌、脱臭）。（特・D） 

・暖炉やテラスなど立ち寄りたくなる空間がある。（特・D） 

・特別感を味わいたい方には一部特別ユニット（ソファベッドなど家具提供）がある。（特） 

 



6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 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・男性ヘルパーが他の事業所より多い為、体力面等他と比べて強い 

・24時間 365日訪問可能 

・責任者が 8名で在籍ヘルパーが 50名。利用者様が約 300名。経験豊富で様々な状況に対応 

・介護保険サービス、障害サービス、介護タクシー、デイ(障害、介護)、制度外(自費)サービス、

その他他部署との連携も強い為提案や相談が可能 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

 

４．訪問サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

1人が 1日に訪問する件数（平均）の現状 社員 5件 

1人が 1日に訪問する件数（平均）の目標 社員 6件(実質 5.5時間のサービス提供)件 

 



6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 ケアプランセンター扇の森 

部署・役職 居宅介護支援事業所・管理者 氏名 岡田 康志 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

※所属が居宅介護支援事業所なのでご利用者に対して説明とします。 

１．病院等の医療機関との連携実績が豊富である為に入院時や退院時の在宅復帰の際の 

  お困りごとにスムーズに対応します。 

２．特定事業所加算Ⅱを算定しており、他の事業所に比べて人員が手厚くご利用者や 

ご家族が 365日 24時間連絡や相談がとれる体制を整えています。 

 



6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 白樺ユニット リーダー 氏名 安中 裕美 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・自立支援介護の推進と看取りの充実を図っている。 

・入居者様も職員誰しもが過ごしやすく働きやすい環境構築と組織力の強化のため、環境整備の

導入と 1on1MTを月一回実施している→気づきの感性を育むことで入居者様満足度 UPへ 

・満足度向上と新たな挑戦のため、地域の方々へ向けたふれあいサロンの充実とモリモリ食堂や

オレンジカフェを開催している。 

・異世代交流（こんばの森保育園）と SNS発信が充実している。 

・福祉機器が充実しており、入居者様・介助者双方の負担軽減を図られている（リフト機器 3種

計 11台など） 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 100床 年間目標空床数 729床 

目標年間稼働率 98% 先月の空床数 69床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 



6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 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・機能訓練専門スタッフがいる 

・往復 50m の廊下があり、歩行訓練になる 

・支援の方から重度の方まで対応できる 

 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 97人 

現在の稼働率 78.9％ 平均利用回数 8.3回 

目標稼働率 80.0％ 中止・休止人数 5人 

延べ利用者数 805人 新規利用者数 2人 

 



6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 社会福祉法人江寿会 アゼリーアネックスケアハウス 

部署・役職 副主任 氏名 金久保 佑介 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

全室個室。月に 1回季節ごとのイベントがある。自立支援介護を積極的に行っている。 

月に 1回のイベント以外にもフロアの装飾を、都度、利用者様と作成している。 

系列の保育園児との交流がある。 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 96床 年間目標空床数 床 

目標年間稼働率 90％ 先月の空床数 12床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 

 



6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穂高 主任 氏名 滝沢俊也 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・お昼寝はせず、その時間も使いリハビリを行っている 

・寝たままでも入浴できる浴槽がある 

・ヘルパーや訪看が施設内に事務所があるため密に連携が取れる 

・手作りによる昼食やおやつの提供 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 106人 

現在の稼働率 84.7％ 平均利用回数 7.4回 

目標稼働率 86％ 中止・休止人数 1人 

延べ利用者数 787人 新規利用者数 3人 

 



6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 照敬会 

部署・役職 通所・管理者 氏名 鶴田慎太郎 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・学びの喜びがある（おとなの学校の教科書があり、国語、算数、社会などの科目がある）） 

・五感を刺激する“教室”がある（おとなの学校には、黒板や時間割、チャイムがあり、学校の空

間を作っていることで、五感を刺激することが出来ます） 

・意欲が高まる仲間を作れる（お客様同士の「そうだよね」「私も」といった前向きな雰囲気があ

ります） 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 301人 

現在の稼働率 76％ 平均利用回数 ２回 

目標稼働率 90％ 中止・休止人数 ２人 

延べ利用者数 396人 新規利用者数 ０人 

 



6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 介護老人保健施設 フルリールむかわ 

部署・役職 事務長 氏名 近藤 広人 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・介護士及びリハビリ専門職の人材確保ができている。 

・最先端のリハビリ機器や充実したマシンとレーニング機器を所有している。 

・インカムの導入により、各部署毎で情報の共有が可能。 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 ９０人 

現在の稼働率 ６８％ 平均利用回数 6.4回 

目標稼働率 ９０％ 中止・休止人数 ３５人 

延べ利用者数 ５７２人 新規利用者数 ９人 

 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 ９０床 年間目標空床数 １６４３床 

目標年間稼働率 ９５％ 先月の空床数 ３９４床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 

 

４．訪問サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

1人が 1日に訪問する件数（平均）の現状 ６件 

1人が 1日に訪問する件数（平均）の目標 ７件 



6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 ライフサポートひめじ 

部署・役職 デイサービス・主任相談員 氏名 松井 敦子 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・作業療法士によるリハビリ(日常生活動作の獲得を考えたリハビリ実施、自宅の環境において必

要な動作の獲得) 

・作業療法士による倶楽部活動実施(趣味や特技を活かし、脳の活性化を図る 

・過剰介護はせず、自立度を高める 

・接遇(言葉遣い、接し方)が良い 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 ・ 一般 ・ 重度 実利用者数 69人 

現在の稼働率 53.77％ 平均利用回数 2.62回 

目標稼働率 61.34％ 中止・休止人数 5人 

延べ利用者数 699人 新規利用者数 5人 

 



6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 社会福祉法人敬昌会 ケアホームあんじん 

部署・役職 ホーム長 氏名 渡邉 尋美 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

指定訪問介護・居宅介護支援事業所・デイサービスセンサーと併設のサ高住。 

ご自身のペースに合わせ介護支援・生活ができる。 

かかりつけ医受診の継続。 

レク・外出支援等の実施。 

安心・安全・穏やかに過ごして頂けるよう職員研修の実施 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

３．入居サービス（空床利用のショートステイを含んだ数値を記入してください） 

ベッド数 40床 年間目標空床数 0床 

目標年間稼働率 99％ 先月の空床数 0床 

※年間目標空床数＝ベッド数×365日×（100％-目標稼働率） 

 

４．訪問サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

1人が 1日に訪問する件数（平均）の現状 7件 

1人が 1日に訪問する件数（平均）の目標 8件 

 



6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 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

・リハビリ特化型デイサービス 

・1日・半日（AM・PM）利用 

・リハビリ特化では珍しい「食事」「入浴」あり 

・理学療法士常駐 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 軽度 実利用者数 196人 

現在の稼働率 90％ 平均利用回数 回 

目標稼働率 100％（１日 60） 中止・休止人数 23人 

延べ利用者数 1416人 新規利用者数 6人 

 



6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 デイサービスセンター堀金 

部署・役職 通所介護・主事 氏名 藤岡 忠之 

 

１．共通課題 

皆さんの施設の強み（売り）は何ですか？見学者やケアマネジャーに説明するとしたら、何を伝え

ますか？箇条書きで、7つ以内に収めて記入してください。（補足説明は文章で OKです） 

１．入浴で臥位のまま入れます（一般の入浴・椅子浴可能） 

２．専門の機能訓練士がおり、機能訓練に関わります 

３．厨房があり、食事は季節のメニューも含め献立しています 

４．中庭があり、季節の花や野菜を楽しめます 

５． 

 

該当するサービスを選択し、記入してください。 

２．通所サービス（実績は直近 1か月間のものを記入してください） 

利用者層 一般  実利用者数 ２５．９人 

現在の稼働率 ７７．８％ 平均利用回数 ８．５回 

目標稼働率 ８８．７％ 中止・休止人数 ２人 

延べ利用者数 ７８５人 新規利用者数 ４人 

 

 


