
 
 

「つながる丘～今までとこれからに、出会いに、希望に～」 

                               練馬の丘キングス・ガーデン 

認知症対応型通所介護事業所 練馬の丘キングス・ガーデン デイサービス 

第 4 回 運営推進会議議事録 

日程：令和元年 9 月 13 日（金） 10：30～11：20 

場所：練馬の丘キングス・ガーデン 3 階集会室 

 

1、 運営推進会議メンバー紹介     

・練馬区介護保険課給付係 安藤 様 

・練馬区立練馬保育園園長 大羽 様 

・練馬地域包括支援センター（練馬・向山地区担当）岡本 様 

・練馬の丘キングス・ガーデン施設長  栢沼  

・練馬の丘キングス・ガーデン 居宅介護支援事業所 ケアマネジャー 長尾 

・練馬の丘キングス・ガーデン デイサービスリーダー 中澤 

・練馬の丘キングス・ガーデン デイサービス管理者 太田 

ご利用ご家族様、居宅事業所 ふろしき様は都合がつかず欠席の連絡を頂いています。  

 

2、 事業報告 

〇法人の報告 （施設長より） 

社会福祉法人キングス・ガーデン東京 （練馬 KG・東中野 KG・練馬の丘 KG） 

・「寄り添い つながり 共に歩む」コア・ブランドカード作成（平成 31 年 1 月） 

・理事長  片山 信彦   令和元年 6 月就任 

 

〇利用状況 （1 日の定員 12 名） 

平成 30 年度 

 

令和元年度 

 

令和元年度 在籍者 27 名 

中止 6 名（逝去 1 名 施設入所 3 名 入院 1 名 その他 1 名） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均
登録人数 26 27 26 27 27 27

平均利用者数 8.4 8.3 8.6 9.0 9.0 8.7
利用率 70.2% 68.8% 71.7% 75.3% 75.3% 72.3%
昨年度 38.0% 53.1% 50.6% 58.0% 61.1% 54.0% 54.0% 61.2% 68.8% 66.3% 72.2% 72.1% 59%
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新規利用者 8 名（男性 2 名 女性 6 名） 

主な欠席理由はショートステイの定期的な利用や定期受診 

       入院（大腿骨頸部骨折・上腕骨骨折など）の方となっています。 

・要介護度別     要介護 1・・・19.8％    要介護 2・・・40.6％ 

 （9/10 現在）     要介護 3・・・27.7%    要介護 4・・・11.9% 

           要介護 5・・・0%      

要支援の方は開設時よりご利用されていません 

・男女別  男性 ４名  女性  23 名  

・平均利用回数 平均 2.4 回 ・・・半年前と変わらず 

 

〇職員状況 

・デイサービスリーダー 中澤  令和元年 4 月着任 

 （前任のリーダーは練馬 KG・ケアマネジャーとして移動） 

・現在の職員状況  管理者（相談員兼務）1 名 、介護職員 週 5：4 名（相談員兼務 1 名）、 

週 2：1 名、 ドライバー：3 名   

 

〇活動状況（プロジェクター）：リーダー中澤より 

・4 月～8 月までのご利用者の日々のご様子や行事の報告  

 

〇その他の報告 

・5/30 練馬区実地指導  

人員・設備・介護報酬について問題なし 

 運営・・・口頭により指導事項 

・記録に通所介護計画書の交付を行った事を記載。 

      ・ケア記録は丁寧に記載されているが、空欄の日が何カ所かあり記録する。 

      ・通所介護計画書のプログラムに入浴サービス追加を忘れずに記入する。 

      現在、改善済。適切な事業運営を図るよう努める。 

・事故・ヒヤリハット・苦情報告 

事故 7 件  ご利用者：足の爪が靴下に引っ掛かり出血、茄子の収穫時ハサミで指先を切る 

意識消失（迷走神経反射）と転倒→救急搬送、入口ドアにぶつかる 

職員：ご利用者の飾りピンの破損、送迎ファイルを誤って渡す、施錠確認忘れ 

ヒヤリハット 1 件  スポット利用の方のお迎えを忘れそうになる。 

要望 1 件  ご本人様より「スムーズな運転をして欲しい」 

     お話を承る中でご利用者が「車酔いしやすくなった」事がわかり車の乗車時間の短

縮となるような調整とドライバーにはブレーキのタイミングや再度安全運転をお

願いしご本人様より納得頂いた。 
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・研修・会議など 

 

【デイ会議】（月 1 回）・・・理念の学び、ケア会議、業務の確認、ヒヤリハット・事故の再検 

             勉強会・5/17 サービスマナーと職業倫理 

・6/21 認知症のある方の声掛けと工夫 

・7/16 認知症・センター方式でひも解く  

・9/20（予定）感染症まん延防止 

 

【外部研修】 

 5/10-6/24 介護支援専門員更新研修  1 名 

6/12 認知症の人の不安や混乱を安心に変えるケア 2 名 

7/4-7/17 東京都認知症介護実践者研修  1 名  

 

【内部研修】 

 園内研修「倫理・法令順守・組織作り・連携・ハラスメント」 

     「感染症・食中毒」「アンガーマネジメント」 

     「認知症」 

避難訓練  

  

【地域の方との交流】 

デイサービスご利用者との交流 

・外散歩で出会った地域の方との会話（石神井川沿いの花見・つつじ公園・文化センター等） 

・8/1（2 周年記念） 和太鼓のボランティア 

・夏休み学生（中学生～大学生）ボランティア 8 名の受け入れ：ご利用者からも好評だった。 

・9/9 敬老会（1 階地域交流室） 練馬保育園園児来園  歌と折り紙の披露 

ご利用者は素敵な表情で大変喜ばれていた。  

現在のイベント（プロジェクターとパンフレット配布） 

・高齢者筋力向上トレーニング事業（年 3 教室・練馬区の委託事業） 

現在 5 名の方が参加中 

・高齢者筋力向上トレーニング事業修了者対象の開放（週 2 回・16：00-16：30） 

5 名の方が利用中 

  ・きんぐす食堂（第 1 金曜日 16：30-18：30） 

     食後に子ども達と紙芝居やトランプや塗り絵などで交流を図り楽しく過ごす場としている。 

  ・ホサナショップ出張販売（第 3 金曜日 12：00-14：00） 

・パンの出張販売（第 1 水曜日 14：30-15：30） 
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 今後の予定 

  ・10/4（金）きんぐす食堂  

・10/26-27 欅まつり作品展（練馬厚生文化会館） デイサービス参加 

・11/10 サポートネットワーク第 4 回シンポジウム   

「認知症を地域で生きる」～寄り添いつながり 共に歩む～ 

講演と VR 体験 展示・相談コーナー  

 

4、要望と課題など 

【要望】 

  ・練馬保育園園長先生より 

  非常時（大地震、火事、不審者対応等）の情報の共有化、合同の避難訓練等について～ 

   

 毎月 1 回避難訓練を行っている。年間の避難訓練計画が決まっているので合同でできるもの

があれば一緒に行いたい。 

  →（施設長より）避難訓練は各階でベランダに避難し 1 階の隊長に報告するまでとなった。 

この広さなので先ずは近くのベランダに出て安全を確保するに至っている。何れは早宮の練

馬 KG が行っているように自治体と合同の避難訓練もできればと思っている。 

 

【課題】 

・職員の定着 

家族の介護で地方に帰らなければならない職員が 2 名退職。 

長く働いてもらえるようにどのようにしていけばよいか検討中。 

・環境整備（ご利用者がより主体的に活動されるように） 

ご利用者が活動するには環境を整える事が大切。安全に活動して頂けるようにまた、ご利用者

が主体的に活動できるように今後も考えて行きたい。 

・きんぐす食堂 

毎回 20 食とパンフレットには掲載しているが余裕をもって作っているので是非もっと多くの

方に参加してほしい。時間帯が早いのかもしれないが、10 月に開催分より練馬厚生文化会館

にチラシを置かせて頂くことになったので期待している。 

練馬保育園園長先生より→時間帯に関しては、6 時頃にお迎えの方もいるが、5 時頃にお迎え

に来られる方もいる。 

 

【感想など】 

・（プロジェクターによる映像で）ご利用者の様子が解り笑顔でご利用されて良いと思った。 

 手作りで工夫されている点が良いと思った。 

・職員の定着はここだけの問題ではなく、他施設でも募集しても来ないという大きな課題となっ
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ている。 

・9/9 に訪問した保育園の子ども達からも「おじいちゃん、おばあちゃんが喜んでくれた。また

行きたい」と声が上がっている。散歩の帰りに寄らせて頂いた事もあり、0 歳児から 5 歳児ま

で幅広く関わらせて頂いている。今後ともよろしくお願いします。 

・包括支援センターでは、「きんぐす食堂」は行き場のない人・こもりがちな方の訪問回数が増

えるきっかけとなっている。 

・デイサービスを利用されている方からは「行くのが楽しみ」と満足されていて、ケアマネジャ

ーからも評判が良いデイサービスとなっている。 

・認知症の方の受入れはどこでも良いという訳にはいかないのでこういうデイがあると助かる。 

・半年に一度の運営推進会議で事業報告ができる事は、この施設を知って頂ける機会となってい

る。今後ともよろしくお願いします。 

 

5、次回日程確認 

令和 2 年 3 月 13 日（金）10 時半～ 

場所：練馬の丘キングス・ガーデン 3 階集会室 

 

終了後、施設見学を行う。 


