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高齢者介護事業を応援します

超高齢社会となった我が国で、特別に重要な

ものとなった高齢者の福祉を支え、様々な優れ

た特性を演出しているのは在宅介護に他なりま

せん。

当社は平成１２年に始まった介護保険制度に

より、高齢者介護の安全と快適性を支える最も

大切な業務として、在宅介護事業を焦点に活動

してきました。

訪問系介護事業を中心に、通所介護や高齢者

入居施設などの在宅介護事業を拡大しつつ、一

貫して生活困難を抱える方々の生活支援活動を

しながら成長してきました。

在宅介護業務の使命はさらに重要性を増し、

在宅医療との連携を保ちつつ、新たな発展へと

向かっています。

当社は長年培った医療と福祉の経験を通じてお

客様に貢献してまいります。

会社概要

社 名 株式会社まかせて

本社所在地 〒370-0854

群馬県高崎市下之城町９６４－１

高崎事務所 〒370-0854

群馬県高崎市下之城町５８４－７０

高崎市産業創造館２０１号

電話番号等 TEL ０２７－３８６－５４３９

FAX ０２７－３８６－５４０９

代表者 代表取締役 森岡 昭雄

資本金 ５０万円

営業項目 健康・生活・環境・福祉および

介護に関するコンサルティング

各種マーケティングリサーチ業務

講演会・研修会および

セミナー等の教育研修事業

創 立 ２００３年１０月１６日

個人事業活動

２０１５年 ５月 １日

株式会社まかせて設立

コンサルティングの骨格

人的資源

技術資源 社会貢献

・組織運営は人が全てです。

個々の職員を資源と考え、大切に育む必要があります。

・医療福祉事業は日々進歩しています。

高い経営技術・運営技術構築を支援します。

・組織は事業性や雇用確保など、

社会に必要とされる存在であるべきと考えます。

主要相談員資格等

森岡 昭雄 社会福祉学修士

介護支援専門員

臨床検査技師

医療福祉系大学非常勤講師

専門学校非常勤講師

森岡 えり子 主任介護支援専門員

看護師

臨床検査技師

認知症ケア専門士

超音波検査士

介護プロフェッショナル

キャリア段位アセッサー講習修了



コンサルティングの内容

コンサルティング事例（掲載許可済事例）

2016年 6月 桐生市（計画中）

30床 有料老人ホーム開設支援

2016年 5月 前橋市（計画中）

46床 有料老人ホーム開設支援

2016年 2月 伊勢崎市

小規模多機能型事業 運営相談

2015年 12月 長野原町

20床 有料老人ホーム開設支援

2015年 9月 前橋市

25床 有料老人ホーム開設支援

2015年 4月 前橋市

25床 有料老人ホーム開設支援

2015年 2月 沼田市

32床 有料＋在宅介護運営相談

2014年 7月 前橋市

20床 有料老人ホーム運営支援

2014年 4月 沼田市

30床 有料老人ホーム開設運営

2014年 4月 高崎市

24床 有料老人ホーム開設支援

2014年 3月 前橋市

25床 有料＋在宅介護運営相談

2014年 3月 安中市

24床 有料＋在宅介護運営相談

2013年 12月 伊勢崎市

20床 有料老人ホーム開設支援

2013年 6月 太田市

20床 有料老人ホーム開設支援

2013年 6月 前橋市

25床 有料老人ホーム開設支援

2013年 5月 甘楽町

24床 有料老人ホーム開設支援

2012年 11月 前橋市

21床 サ高住在宅介護運営相談

2012年 4月 渋川市

20床 有料老人ホーム開設支援

2012年 4月 渋川市

22床 有料老人ホーム開設運営

2011年 12月 前橋市

20床 有料老人ホーム運営相談

2011年 7月 藤岡市

16床 有料老人ホーム開設支援

2011年 6月 安中市

20床 有料老人ホーム開設支援

2011年 6月 太田市

26床 有料老人ホーム開設支援

2011年 3月 高崎市

30床 有料老人ホーム開設支援

2010年 12月 前橋市

29床 有料老人ホーム開設運営

2010年 10月 渋川市

20床 サ高住在宅介護運営相談

2010年 7月 高崎市

20床 有料老人ホーム開設運営

組織運営の重要点

介護事業は社会福祉の概念から生まれています。

利用者様のニーズに対して、どのようなサービス

を提供するかが大切です。

運営の計画が収益中心として作られたものならば

長期的な運営が困難となる可能性があります。

利用者様のニーズと組織の能力とのバランスを考

慮して体制が作られて行くとしたら、安定した組

織運営が予想されます。

運営と経営の指導

社会に頼られる組織作りを支援します。

・社会的事業の実践

・健全な運営を実践

・地域の信頼を獲得

・優良な経営の展開

組織固めと職員教育

運営と経営のバランスのとれた組織固め。

・福祉経営学の実践

・人的資源管理実践

・マネジメント研修

多機能ネットワーク

当社の持つネットワークをフル活用。

・地域情報収集分析

・顧客確保戦略構築

・事業戦略戦術構築

高品質な文書作成

完成度の高い文書作成が定評です。

・有料老人ホーム 運営文書

・在宅介護サービス運営文書

・各種福祉サービス運営文書

リスクマネージメント

起こり得る事件・事故を未然に防ぎます。

・インシデント管理支援

・リスクマネージメント研修

・各種機密管理の実践

資金調達指導

質の高い事業計画が融資の決め手です。

・事業計画作成代行

・金融機関との交渉支援



ＵＳＰを捉えた事業運営を考えます。

ＵＳＰとは Unique Selling Proposition の略で、「他にはない独自の価値を提案すること」と訳されます。

当社のコンサルティングの特徴は、「追随を許さないＵＳＰの打ち出し」をお客様と探します。

数ある介護事業所から、御社施設が選ばれますよう、「希少性」「限定性」「即効性」「実績」「価格」

「知名度」「話題性」など、他事業所と差別化できるコンセプト（競合優位性）の構築をお手伝いします。

有料老人ホームと併設の

在宅介護事業所開設での主な支援

企 画 開設地域の立地調査

土地面積・建物面積の確認

マーケティング調査

コンセプト立案

建築計画 平面図・立面図描き

設置場所調査

事業計画

収支計画

資金計画

（金融機関へ同行）

設 計 詳細設計参加

建築確認申請支援

事前協議 事前申出書作成

事前協議書作成

開発事前協議支援

開発申請作成支援

市町村調整

届 出 設置届

介護指定申請

事業開始届

人員管理 職員募集

採用面接会同行

職員研修

業務配分

情報管理 会計ソフト

介護保険ソフト

各種運営文書作成

運営支援 サービス運営管理

行政実地調査準備

事業開始後、１ヵ月が経過するまで

コンサルタント契約は継続します。



地域の皆様が多く関わってくれる事業所が完成

住宅型有料老人ホーム

木造平屋建て 延床面積 約１４６坪

火災警報器 スプリンクラー配備

月額利用料 約９９，７８０円（税込み）

通所介護事業所併設

訪問介護事業所併設

地域に根ざした入居施設・在宅介護をめざす。

２０床の住宅型有料老人ホーム

２０名のデイサービス

デイサービス横に足湯を設置。

生活保護や低所得の生活困難高齢者が入居。

開設時から常に満室の状態が続く。

平均要介護度が２程度の入居者。

ボランティアが積極的に来所する通所介護事業。

人件費率を４５％以下に保つ合理的勤務形態。
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高崎市下之城町９６４－１

TEL 027-386-5439

FAX 027-386-5409

http://makasete294.com

akio@makasete294.com


