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令和 3 年度 第 2 回 運営推進会議 議事録 

【事業所名】認知症対応型通所介護 練馬の丘キングス・ガーデン デイサービス 

【開催日時】令和 4年 3月 10日（木）10：30-11：30 

     ＊ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため書面で開催に変更 

【出席者内訳】 

 構成員へ資料を送付し、運営状況の報告と意見、要望、助言を求めた。 

【主な議題】利用者状況報告・職員状況報告、利用者の活動状況報告・事故ヒヤリ

ハットに報告・地域交流と取り組みについて・防災訓練について・感染症拡大防

止対応策の取り組みについて・今後の取り組みについて・ご意見ご要望 

【評価・要望・ご意見ご助言等】 

〇コロナ感染防止対策が徹底されているので、感染者がいないのでしょう。素晴ら

しいですね。 

〇感染防止対策をしながら、楽しい内容の運営をされているのですね。利用者の方々

がお喜びの事と存じます。 

〇感染状況が落ち着いて、保育園児との交流が可能になりましたら、是非、交流を

させていただきたいと思っています。どうぞ よろしくお願い申し上げます。 

〇サービスの継続とともに感染防止対策にご尽力いただきありがとうございます。

3密の回避、人と人との距離の確保、マスク着用、手洗いなど基本的な感染防止策の

徹底を改めてお願いいたします。 

〇新型コロナウィルスの感染症が拡大始めてから感染予防対策をしっかりされてい

るご様子が伺え、ご高齢のご利用者様に安心して通所して頂くことができました。

ご利用者様が通所中は、様々なリクリエーションを楽しまれていました。残念なが

ら、昨日、ご自宅でご逝去されましたが、急に ADL 低下の際も職員皆様が熱意ある

力強いサポートでご支援をして下さり、ギリギリまでご利用出来たことは、職員皆々

様のお力添えがあったからこそと、心より深く感謝申し上げます。今後も感染症対

策をはじめ、地域活動、災害対策等、幅広い取り組みを継続して頂き、これまで通

り、安心してご利用者様がご利用出来る環境作りを継続して頂ければと思います。

今後とも宜しくお願い致します。 

〇コロナ禍での様々な取り組みに感謝します。ご利用者の状況では認知症の方の特

性を生かされた活動が行われており、楽しく過ごせるような心遣いを感じました。 

〇実績について・・・昨年度の実績と比較でき、コロナの影響などわかりやすいで

す。感染症予防対策が十分にとられ、ご利用ご家族が安心してご利用されていると

思いました。 

〇家族対象の災害用伝言ダイヤル訓練は素晴らしい取り組みです。一方、海外の災

害事情により機能しないことも検証できてよかったと思います。 

〇防災訓練や下半期の取り組みも BCP の作成に向けて様子を伺う事ができており、
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今後も継続し、意識を高めて頂けるとありがたいです。今後も地域に根ざした施設

として飛躍を期待します。 

〇地域貢献委員会について コロナの状況が続く中、新たな手法で交流が出来るよ

う検討を望みます。 

〇筋力向上トレーニングの参加を心待ちにされている方もいる事から早く再開の目

途がつくと良いかとい思います。 

〇活動の様子は写真が多く利用者が楽しまれている様子が伝わりました。 

〇担当させていただいているご利用者様からは、デイサービスがとても楽しく、職

員の皆様はとても良くして下さると聞いています。お皿を洗ったり、拭く等のお手

伝いも積極的にしてらっしゃるようで、役割があり、周囲の方から感謝されること

に誇りをもっているように見えます。このまま利用を継続していただき、心身とも

に健康で過ごしていただきたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。 

【デイ・管理者より】 

☆お忙しい所、皆さまより沢山のご意見・ご感想を頂く事ができました。ありがと

うございます。今後のデイサービスの運営に参考とさせて頂き、地域の皆様に必要

とされるよう成長して参りたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

＊次回に開催予定    日時：令和 4年 9 月 15日（木） 10：30-11：30 

            場所：練馬の丘キングス・ガーデン 3階集会室 
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令和 3 年度 第 2 回 

練馬の丘キングス・ガーデン デイサービス 

運営推進会議 
令和 4年 3月 10日（木）10 時 30分～ 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為書面にて開催   

1.ご利用状況報告 

2.職員状況報告 

3.ご利用者の活動状況報告 

4.令和 3年度 9月～2月 事故・ヒヤリハット報告 

5.地域交流と取り組みについて 

6.感染症拡大防止対応策の取り組みについて 

7.防災訓練について 

8.今年度下半期の取り組み 

 

 

 

 

1.ご利用状況報告 

令和 3年度 

・実績 

 

・現在の利用者数  ２2名（男性 5名、女性 17名） 

 定員 １２名/日    

・利用者の平均年齢 89歳（前回+0.9歳）最年少 80歳～最年長 95歳 

・利用者の要介護度 

要介護 1・・・16.1％（+6.3%）   要介護 4・・・2.8%（-10.8%） 

要介護 2・・・30％  （-7.3%）   要介護 5・・・9.2%（+5.3％）  

 要介護 3・・・41.6%（+6.5%）     

・平均利用回数 １週間に平均 2.6回（±0 回） 

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 22 23 21 21 22 22 21 22 21 21 22 2 2

平均利用者数 8 7.7 7.4 7.0 7.4 7.9 7.2 7.2 7.4 7.3 8.3 7 .5

利用率 66.7% 63.8% 61.9% 58.0% 61.5% 65.7% 59.6% 59.9% 61.8% 61.1% 68.8% 6 2 .6 %

昨年度 45.2% 53.2% 65.7% 67.0% 64.1% 59.3% 61.1% 60.0% 58.0% 46.2% 52.1% 68.5% 5 8 .4 %
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・主な欠席の理由   

新型コロナ関連・・・ワクチン接種日又は翌日の様子観察のため   

           濃厚接触者ではないが心配されての欠席                           

その他の理由・・・ 定期的なショートステイのご利用 

発熱・腰痛・入院（誤嚥性肺炎・骨折）バイタル不安定など    

・9月からの新規ご利用者・・・2名 （事前に見学済） 

・ご利用中止  施設入所・・・2名（10月、11月） 

・コース変更  増・・・3名   減・・・1名（体力的な理由） 

・2 月の利用率が上がったのは新型コロナウィルス感染者発生によるショートステ

イの閉鎖があり出席へ変更となったため 

 

2.職員状況報告（2/28 現在） 

・職員状況 管理者（相談員兼務）:1名  

介護職員 :5名（相談員兼務 1名）＊全員が介護福祉士資格者 

機能訓練指導員：２名 

ドライバー：３名  

・研修   10月 26日 感染症 

      1月 26日  身体拘束・虐待防止・個人の尊厳 

      2月 16日  認知症ケア     

      認知症介護実践者研修修得者・・・1名 

・会議   月 1回デイ会議・・・ケア会議、情報・支援・気づきの共有 

      事故・ヒヤリハットの再発予防の振り返り 

      行事の計画と振り返り・研修など 

3.ご利用者の活動状況報告（別紙 1） 

4.令和 3 年度 9 月～2 月 28 日 事故報告・ヒヤリハット報告 

 転倒 持ち物 医療 車両 入浴 その他 ヒ ヤ リ ハ

ット 

合計 

9月 1 0 1 0 0 0 2 4 

10月 3 2 1 0 0 0 1 7 

11月 0 0 0 0 0 0 2 2 

12月 0 0 1 0 0 0 1 2 

1月 0 0 0 0 0 0 2 2 
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9 月…徐脈による意識消失された方が治療は希望されず利用継続を希望。練馬区介

護保険課にご利用継続の相談を行い、ご家族様、ケアマネジャー、主治医とご利用

時のバイタル確認や意識消失時の緊急連絡先など連携を確認しご利用頂いた。 

2月…歩行が不安定、立ち上がりがあり職員が間に合わず足がもつれ転倒され骨折。

ヒヤリハットを活かしきれず事故となってしまった。練馬区総合福祉事務所に事故

報告提出。 

 

5.地域交流と取り組みについて 

〇練馬区高齢者筋力向上トレーニング事業（練馬区委託事業） 

第 2 期（9/3～11/19）は東京都の指針が緊急事態宣言中でも開催可能に変更とな

ったが、施設として区内の感染者数増加と特養入居者の面会を行っていない事から

練馬区と相談し第 2 期も開催中止させて頂き今年度は未実施となった。高齢者にと

って必要な事業であるため来年度は入室方法・実施方法を考え行える体制を整える。 

〇令和 2 年 2 月 24 日以降は新型コロナウィルス感染拡大防止策としてご利用者の

外散歩・練馬保育園園児との交流・筋トレ開放・きんぐす食堂など自粛中。 

〇感染まん延防止期間解除と地域の感染状況や施設内の状況から地域との交流が行

えると判断された時は、必要な対策をとりながら地域貢献委員会を中心に外部との

交流活動を再開し地域に根差した施設を目指して取り組みたい。 

 

6.感染症拡大防止対応策の取り組みについて 

・デイサービスはご利用者にとって日常生活を送る中で必要なサービスとして感染

拡大予防策を取りながら滞る事なく営業を行った。 

・感染が広がる中現在までにご利用者とデイ職員にコロナ感染者は出ていない。 

【ご利用者】 

・自宅での検温を連絡帳に記入し 37℃以下（基準ライン）を確認。マスク着用の

上送迎車両に乗車頂く。送迎車両は 2カ所以上の窓を開けて走行。 

・デイ到着後は石鹸で手洗いとうがいを継続し、バイタルチェックを行う。 

・手指消毒は飲水・飲食の前に行い感染拡大予防に努めた。 

【環境】 

・フロアは 24 時間換気（ロスナイ）を作動と 30 分間（窓を閉める）と 6 分間（換

気）の間隔で換気。 

・座席は間隔を開け、パーテーションを机上に設置。マスクは記名をお願いし食事

とおやつ時は個々のマスクケースに入れる。検温はデイ到着時と午後に実施し体

調変化の早期発見に努めた。 

【職員】 

2月 1 1 0 0 0 0 1 3 
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・週 1回 PCR検査実施。 

・毎日の館内消毒とご利用者が帰られた後は使用された物や椅子・机の消毒。  

・職員はマスク着用（入浴介助中も）し、ご利用者と同様に自宅・出勤時の検温、健

康チェックを行い、体調が心配な時は随時検温を行う。 

・ユニホームは 1 階ロッカールームで着替えて手洗い・うがい・手指消毒を行い 3

階フロアに入室。 

・家族や家族の勤め先等で発熱者が出た場合は万が一の事を考え原因が解かるまで

休みたいと希望に沿うような勤務調整。 

・ワクチン接種後は副反応を考慮し 2日間余裕をもって勤務の調整。 

・職員が声をかけ合い励まし合いながら慣れる事なく感染拡大防止策を継続。 

かなり業務の量が膨らんでいる。 

 

7.防災訓練について 

・毎月防災委員会を開催 

・感染症発症の対応を含めて災害時における事業継続（BCP）計画を作成中 

 

8.今年度下半期の取り組み 

・9月 総合避難訓練 

・1 月「災害用伝言ダイヤル」を使いご家族対象の訓練を行い 21 件中 13 件のご家

族に参加頂けた。「初めて 171 を体験できて良かった」「ハッキリ聞くことができ

た」など感想を頂く中、日本でトンガの噴火による津波の影響で録音したメッセ

ージが 2度途切れ再生できない事態がおきた。 

・感染症拡大防止策に慣れることなく継続しながら、業務を行った。 

 

 

 

 

□ご利用者の活動状況報告                    別紙 1 
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9月 

十五夜 

 

 

 

 

 

共同作品の壁画です。 

ススキは紙縒り作りのお上

手なご利用者が作って下さ

いました。 

 

 

 

10月 

イベント食 

（おやつ） 

 

 

 

 

フロアのオーブンでチョコ

とストロベリー味のデニッ

シュパンを焼きました。バタ

ーの食欲そそぐ香りから待

ち遠しく「美味しい！」と好

評。「昔は良く焼いたのよ～」

と懐かしく思い出された方

もいらっしゃいました。 

 【焼く前】 

【出来上がり】 



                               練馬の丘キングス・ガーデン 

11月 

散歩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「丈夫な骨を作るためにも

日光浴しないとね～」と屋上

へ 歩行訓練を行います。下

肢筋力維持向上と視野の拡

大、気分転換に必要な活動と

なっています。 

フロアに戻られると「気持ち

良かったよ～」と「空気が美

味しい」「飛行機が飛んでた」

と明るい表情で戻って来ら

れます。 

 

12月 

クリスマス

の準備 

 

 

ツリーの飾りつけです。 

「こっちは何もないわ」とバ

ランスを考えたり、「赤いの

ないかしら」と色彩も考えて

いらっしゃいました。 
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1月 

書初め 

 

 

 

 

茶道 

 

 

 

 

 

毎月 1回行う書道ですが 1月

は書初め 利用開始当初は

「書けるかしら～何十年ぶ

りよ」と仰っていた方が今で

はサラサラ～と書かれてい

ます。 

初釜とはいきませんが、ご利

用者に初めてお茶を立てて

いただきました。 

釜の代わりに湯沸かしポッ

トを～と職員は考えていま

したが、「お鍋が良い」と提案

下さり「さすが～」と納得し

ました。 

♫「春の海」が流れてきそうな

雰囲気でした。「茶花も 

あると良いな～」と是非次に

つなげたいと思います。 
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2月 

節分 

 

 

 

体操 

レクリエー

ション 

 

 

 

カゴいっぱいの丸めた新聞

紙を鬼の口に投げ入れます。 

勝負がかかると人は勝ちた

くなる者・・・。椅子が前へ

前と進んでました。 

ボール投げ・輪投げ・ゴルフ

ゲームなどなどレクリエー

ションは筋力・バランス感覚

が養われます。「継続は力な

り」感染症対策を取りながら

行いました。  

 

 

【年間行事】 

誕生会 

♬はっぴいバースデイ～♬ 

お生まれになった日を皆さ

んでお祝いしました。 
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敬老会 

9月 15日 

～18日 

長年にわたり社会に貢献さ

れてきたご利用者に改めて

敬愛に気持ちを込めて、長寿

をお祝いしました。 

 その日の一番のご長寿の

方に施設長と一緒にくす玉

を割って頂きました。 

 職員が奏でる三味線に合

わせてなり切って東京音頭

を踊りました。明るさと派手

さ可愛さで笑いが起きる敬

老会になりました。 

 おやつも「美味しい」と好

評でした。 

 



                               練馬の丘キングス・ガーデン 

 

 

みかん狩り 

11月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1月 

獅子舞 

 

 

初のみかん狩り、しかも久し

ぶりの外出で心配しました

が、目的があると人は凄い力

を発揮する事を実感しまし

た。「これ絶対に美味しい」と

長年の経験から色・形などで

選別され袋へ。後日、みかん

園に「美味しい。また行きま

す。最高！」「練馬にこんな美

味しいみかん園があるなん

て驚きました」等それぞれお

手紙を書かれお礼状も渡す

事ができました。 

 

「美人になりたい」「頭が良

くなりたい」「右腕をお願い

します」と無病息災を願って

らっしゃいました。 
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              様 →練馬の丘キングス・ガーデン 

                        デイサービス  太田 宛 

FAX 番号 03-6629-5413 

今回、新型コロナウィルス感染拡大防止のためご書面での開催にしました。資料送

付をもって運営状況等の報告を致します。お忙しい所恐縮ですが、ご意見・ご要望・

ご助言をお願いいたします。   

＊お手数ですが 3/20（日）までにご返信ください。 

 ①ご意見、ご感想など 

②その他                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お忙しい所 ご協力ありがとうございました。 


