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お悩みの声

業務の“見える化”で効率アップ！
福祉と介護研究会35代表　梅沢 佳裕

① 業務を見える化し、隙間時間を有効活用
② 時短作成法で通所介護計画や記録などの作成を効率化

日々雑務に追われ、
効率的に業務が進みません
Q

A

兼務の業務もこなさなければならず、なかなか相談員として
の業務に専念できません。

解決ポイント

　生活相談員（以下、相談員）は、介護職や看護
師など他職種と、デイでの立ち位置が大きく異な
る専門職であることをまず確認しておきます。他
職種がスペシャリストであるのに対して、相談員
はジェネラリストとしての役割を発揮できるよ
う、業務を組み立てることが求められてきます。
特に2015年度改正で明示された地域ケア会議への
出席、必要に応じた利用者宅を訪問しての相談援
助業務など、コミュニティソーシャルワーカーと
しての機能も相談員は有していますので、効率よ
く業務を進めるための時間配分の工夫は、役割を
発揮するためのいわば必須の取り組みといえるで

しょう。
　相談員が行う業務は、施設内だけにとどまら
ず、サービス担当者会議やケアマネジャーを訪問
するなど、外出を伴う仕事もたくさんあります。
業務を組み立てる際にスペシャリストである他職
種は、デイの一日の日課に沿った中で直接援助業
務などを行いますが、相談員は直接援助業務のほ
かにも、管理的業務や事務的業務、地域との関係
づくりなどの間接援助業務も行っています。です
から業務の組み立て方は、他職種と異なって当然
です。

① 業務を見える化し、隙間時間を有効活用

　相談員業務の成果は可視化された「業務日課
表」などでしっかりと管理し、常に見えるところ
に置いて確認を行います。業務には「時間で優先
する業務」「内容で優先する業務」の二種類があ
るため、他者との約束や訪問・会議などの時間が
決まっている用件については、間に合うような順

相談員業務の見える化と隙間時間でタイムマネジメント（時間活用力）

番でスムーズに進められるよう「業務スケジュー
ル」を組み立てます。次に時間は決まっていない
が今日中に終えておくべき業務や、他に優先して
実施する必要がある用件など、内容で優先すべき
業務を組み立てます。例えば利用者対応や突然の
来客、コンプライアンスに関する計画書などの書

効率的に業務が進みません

生活相談員の悩みを解決
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骨盤運動①
効果 骨盤の動きの向上 効果 骨盤の動きの向上

タオルを持った腕を、胸の前で床と水平に伸ばし、その
姿勢を保ったまま骨盤を左右に動かします。

座位で行う

改善体操

1 骨盤運動②２

「座位で行うADL・IADL改善体操」の動画
をお役立ちツールCD２月号に収録
※DVDプレイヤーでは再生できません。 定価600円（＋税）

動画で学べます！

定価1,000円（＋税）お役立ちツール動画DVD

動画をDVDで販売！テレビでも見られます別売

ＮＰＯ法人日本介護福祉教育研修機構

理学療法士  野田 和美 介護福祉士  川原 つくし

前後交互に３回 左右交互に３回

タオルを腰に沿わせて、骨盤を前後に動かします。

おへそを
引っ込める
イメージで

おへそを
突き出す
イメージで

体をひねる

腕を水平に

体幹の運動
効果 体幹の動きの向上 効果 肩関節の動きの向上

タオルを体の後ろに回し、上に持ち上げます。

3 肩関節の運動4左右交互に３回

体を左右にひねり、手のひらを上に向けるように、タオル
を斜め後ろに伸ばします。

手のひらを
上に向ける

第11回 トイレ動作の維持・向上
タオル１枚を使って行います

３回
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介護老人保健施設 サンガーデン府中通所リハビリテーション

シルバー職員を導入　マニュアルを作成し、業務を明確に

施設の概要
定員：120名
平均要介護度：2.5
１日平均利用者数：93.4名（平成29年10月実績）
営業日：月～土曜日（祝日営業）
サービス提供時間：３時間以上４時間未満

サービス提供時間：６時間以上８時間未満（9：30～16：30）

スタッフ確保の取り組み第11回

通 所 リ ハ 通所リハビリテーション（以下、通所リハ）には心身機
能の訓練だけでなく、活動・参加につながるリハビリを
期間を設定して提供することが求められ、それによる
加算なども設けられています。加算算定にあたって工
夫した点や、運営上のメリット・デメリットなどをお伝
えしていきます。

大田 敬一（介護福祉士）

　平成９年に開設した当施設は、大阪南部の緑豊

かな環境の中に立地しています。入所サービスは

定床120床、在宅サービスは通所リハビリテー

ション、訪問リハビリテーション、訪問介護があ

ります。「愛の医療と福祉の実現」「地域と職員と

共に栄えるチーム」を理念とし、“Yu・ki・to・

do・ku・ゆき届いたサービス”を実践し、在宅復帰

強化型施設として、在宅への復帰と在宅生活を支

援するために全職種のスタッフが１つのチームと

して協同し、一人ひとりの状態に合わせたサービ

スを提供しています。

医師
看護師
理学療法士
作業療法士

言語聴覚士
介護職
運転手
合計

人員配置

職種 常勤 非常勤
（常勤換算） 職種 常勤 非常勤

（常勤換算）

１名
２名
４名
４名

０名
1.5名
０名
０名

１名
20名
０名
32名

０名
3.4名
3.2名
8.1名

シルバー人材センターを活用し、人材を確保 

　当施設では、ご利用者100名に対し看護・介護

スタッフが23名という配置となっています。しか

し、急な退職や産休などで減員となり、日によっ

てはスタッフが４名少ない19名で対応することも

ありました。募集をかけてもマンパワーの補充が

難しく、スタッフも疲弊するのではと不安を感じ

ていました。その対策として、同市のシルバー人

材センターの人材（以下、シルバー職員）を活用

することにしました。シルバー人材センターと

は、「高年齢者が働くことを通じて生きがいを得

るとともに、地域社会の活性化に貢献する組織」

です。シルバー人材センターに依頼後、施設見学

や勤務条件、業務内容の確認を行い、２週間で69

歳の男性と契約し、業務を開始することができま

した。

＜シルバー職員の勤務条件＞
【給料】
時給925円
※これにプラスして、配分金（シルバー職員への支払い）の８％が
※事務手数料としてシルバー人材センターへ支払われる

【労働日数】
（１）１日５時間×月20日
（２）１日5.5時間×月５～７日
※上限：月100時間まで

【勤務時間】
（１）９：30～14：30（昼休憩１時間）
（２）９：30～15：00（昼休憩１時間）

9：30～12：30または
13：00～16：30
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大集合
全国から寄せられた事業所での取り組みやレク・クラフトを中心に毎月紹介！ 

優秀賞

評

優秀賞
千葉県八街市

特別養護老人ホーム
ゆかり八街西林 様

評

茨城県行方市

デイサービスセンター ほたるの里 様

【壁画】鬼は外・福は内

段ボールで鬼の型を作り、絵の具を塗った障子紙をちぎって貼りました。中央のおかめと緑

の鬼は、丸めた新聞紙を段ボールに貼り、お面のようにふくらみを出しました。

躍動感あふれる鬼や稲妻が、迫力満点です。中央の鬼やおかめのチャーミングな表情に心が和みます。

【壁画】かたくり通り　人生の山

不要なカレンダーや雑誌などを使い、花のようなパーツをた

くさん作って貼りました。同じ色やグラデーションになるよ

う、みんなで分担してコツコツと作りました。

背景の空や裾野のグラデーションがとてもきれいで、思わ

ず見とれてしまいます。凛とした冬山の空気感が伝わって
きます。

すそ

りん
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ぬり絵の色見本 ぬり絵などの手本や参考として
ご利用ください。

印刷して使える色見本が
お役立ちツールCD2月号
に収録されています

P.194　ステンドグラス風ぬり絵（初級）「節分」 P.195　ステンドグラス風ぬり絵（中級）「クロッカス」

P.196　２月の花「ミモザ」 P.197　曼荼羅ぬり絵「ハート」
まん だ ら

せつ ぶん
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答え

まちがい探し

節分（P.181）まちがい８ヶ所
せつ ぶん

豆まき（P.186）まちがい10ヶ所

裁縫（P.184）
①まちがい７ヶ所

②危険な箇所（解答例）

おでん（P.183）
①まちがい８ヶ所

②危険な箇所（解答例）

①具材を丸ごと口に入れようとしている
  （のどに詰まる危険）
②風邪を引いている（感染の危険）
③落ちた具材を拾って食べようとしている
④ひじがコップに当たって倒れそう
※これ以外のリスクについても話し合ってみましょう

①ハサミを机の端に置いている
②ミシンの針に触ろうとしている
③メジャーを首に巻いて遊んでいる
  （首が絞まる危険）
④針を床に置いている
⑤糸巻きを踏んで転びそう
⑥針が床に落ちそう
※これ以外のリスクについても話し合ってみましょう

1 1 2

3 6

2

4

梅園散策（P.185）まちがい８ヶ所

迷路①（P.178）  
初級 中級答え： 25
スタート

ゴール

3

６点

２点

５点

３点

９点

スタート ゴール

両手を腰にあて、深呼吸
してへそを前後に３回
ゆっくりと動かしましょう

両手でイスの座面を
持ち、左右の足を片方
ずつ、10呼間上げましょう

足ぶみをしながら、
両手を10回たたき
ましょう

首を左右に１回
ずつゆっくりと
回しましょう

大きく息を吸い、
ゆっくりと息を
吐きましょう

両肩を大きく
後ろに５回、
回しましょう

雪の駅（P.182）まちがい７ヶ所

4 5
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https://dayshop.biz/products/detail/156
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