
運 営 推 進 会 議 資 料 

                                 平 成 ２ ９ 年 ２ 月 ７ 日 

                                      デイサービスセンターアカシヤ 

平成２９年３月の運勢推進会議におけるデイサービスセンターアカシヤからの報告事項は以下の通りです。 

 

平成２８年４月 ～ 平成２８年９月分の報告 

活 動 内 容 

ご利用者に関する活動内容 職員に関する活動内容 その他 

外出行事・季節行事等のイベント・機

能訓練やレク活動利用開始・廃止等や

医療受診等 

スタッフミーティング・防災訓

練・施設内研修・施設外研修など 

地域での交流・講演会・ボラン

ティア受け入れ・施設補修・設

備導入など 

[利用状況] 

○登録者   ２２名／定員１０名 

 （男性１０名、女性１２名） 

要支援１： ０名 要介護３：２名 

要支援２： ３名 要介護４：１名 

要介護１：１１名 要介護５：１名 

要介護２： ４名 

※９月末時点 

 

○利用者数 

平均（上段）／延べ（下段）利用数 

 

４月 ７月 

 ７．２／日 

１８５名 

 ６．４／日 

１７２名 

５月 ８月 

 ６．４／日 

１６７名 

 ６．２／日 

１６８名 

６月 ９月 

 ７．０／日 

１８３名 

 ７．２／日 

１８７名 

 

[外出・レク活動] 

○午前・午後：個別レク／毎日 

       集団レク／毎日 

○昼食前：誤嚥予防体操／毎日 

○午後：機能訓練／毎日 

[ミーティング等] 

・アカシヤ会議：毎月１回開催 

デイサービススタッフのみ

で実施。４／１６、５／６、

６／３、７／８、８／８、９

／９ 

・全体会議：３ヶ月に１回開催 

 併設の小山市ふれあい健康

センタースタッフとデイサ

ービススタッフと合同で実

施。８／８ 

・フード会議：毎月 1回開催 

 株式会社エイヨウショクと

デイサービススタッフで実

施。４／６、５／１１、６／

１５、７／６、８／１８、９

／１４ 

 

[防災関係] 

防災訓練：８／８ 

[職員研修等] 

○内部研修 

・新規採用職員研修会：６／ 

１４ 

・教育訓練「緊急時対応研修」： 

８／８ 

 

[地域での交流] 

・地域交流会輪投げ： 

４／２０、２９ 

６／１４、２９ 

８／５、１７ 

・地域交流会玉入れ： 

５／２５ 

・よさこいボランティア： 

５／２７ 

・オカリナボランティア： 

４／２７ 

・フラダンスボランティア：

７／２０ 

・民謡ボランティア： 

７／２９  

 

 

 



○行事等 

・お花見外出：４／２２、２６ 

・菖蒲湯：５／５ 

・うどん打ち：６／１８ 

・ミニ縁日：９／３ 

・敬老会：９／１１、１７ 

 

 

[職員動向] 

・管理者１名 

（常勤：相談員兼務） 

・生活相談員１名 

（常勤：介護従事兼務） 

・介護従事者３名 

（常勤３名、非常勤１名） 

・看護職員１名 

（非常勤：機能訓練指導員兼

務） 

※常勤 1名 5／１から法人内人

事異動にて加わる。 

 

 

御 利 用 者 の 状 態 

疾病・ケガなどの状況 施設内での決まり事 是正内容 

１、事故 合計１件 

種別：自損事故１件 

①７／７（木）１６：３０頃利用者

様送迎出発時に送迎車の車体横を

施設の柱に接触させてしまう。 

 

１、事故 

 

①事故や異変の際はすぐ管理

者に報告することになってい

る。運転していた職員が車を

停止して利用者様にケガ等が

ないことを確認し、車両が走

行に支障がないことも確認

し、管理者に報告した。 

１、事故 

 

①車両の駐車方法やハンドル

操作の誤りによる接触であり、

安全運転に対する注意喚起を

行った。 

 

備 

考 

平成 28年度の状況（4月～8月） 

・苦情 0件（平成 27年度、合計 0件） 

・事故 1件（自損事故１件） 

（平成 27年度、合計 0件） 

・ヒヤリハット 1件（物損） 

（平成 27年度、合計 0件） 

 

 

 

 

 

 



運 営 推 進 会 議 資 料 

                                 平 成 ２ ９ 年 ３ 月 ２ 日 

                                      デイサービスセンターアカシヤ 

平成２９年３月の運勢推進会議におけるデイサービスセンターアカシヤからの報告事項は以下の通りです。 

 

平成２８年１０月 ～ 平成２９年２月分の報告 

活 動 内 容 

ご利用者に関する活動内容 職員に関する活動内容 その他 

外出行事・季節行事等のイベント・

機能訓練やレク活動利用開始・廃止

等や医療受診等 

スタッフミーティング・防災訓練・

施設内研修・施設外研修など 

地域での交流・講演会・ボラン

ティア受け入れ・施設補修・設

備導入など 

[利用状況] 

○登録者  １９名／定員１０名 

（男性９名、女性１０名） 

要支援１： ０名 要介護３：０名 

要支援２： ２名 要介護４：２名 

要介護１：１１名 要介護５：０名 

要介護２： ４名  

※２月末現在 

 

○利用者数 

平均（上段）／延べ（下段）利用数 

１０月 １月 

 ７．０／日 

１８３名 

 ５．１／日 

１２７名 

１１月 ２月 

 ６．３／日 

１６６名 

 ５．０／日 

１１９名 

１２月 

 ５．７／日 

１４８名 

 

[外出・レク活動] 

○午前・午後：個別レク／毎日 

       集団レク／毎日 

○昼食前：誤嚥予防体操／毎日 

○午後：機能訓練／毎日 

○行事等 

[ミーティング等] 

・アカシヤ会議：毎月１回開催 

デイサービススタッフのみで

行う。１０／８、１１／１４、

１２／９、２／１３、３／１７

（実施予定） 

・全体会議：３ヶ月に１回開催 

 併設の小山市ふれあい健康セ

ンタースタッフとデイサービ

ススタッフとの合同会議。 

１１／１４、２／１３ 

・フード会議：毎月１回開催 

 株式会社エイヨウショクとデ

イサービススタッフとで行う。

１０／１３、１１／２３、１２

／７、１／２５、２／８、３／

１５（実施予定） 

 

[職員研修等] 

○内部研修 

・消防訓練２／１３ 

・教育訓練「組織人として」２／

１３ 

・教育訓練「食中毒について、感

染症について、心肺蘇生につい

て」３／１０、１５、１７（実

施予定） 

[地域での交流] 

・民謡ボランティア： 

１０／１９ 

・よさこいボランティア： 

１１／１１ 

・オカリナボランティア： 

２／１５ 

 

 

 

 

 

 

 



・ふれあいデイ：１０／３０ 

・クリスマス会：１２／２０，２１ 

・ゆず湯：１２／２１ 

・新年会：１／７、８ 

・手作りおやつ 

（いもだんごもち）：１０／１１， 

１２、２０、２１ 

（豆腐まんじゅう）：１１／８，９、

２４，２５ 

（簡単クレープ）：１２／６、７、 

１５、１６ 

（どら焼き）：１／１７、１８、２６、

２７ 

（コロコロパンケーキ）：２／９、 

１０、１４、２２ 

（たこやき風かまぼこ焼き）：３／

９、１０、２８、２９（実施予定） 

 

○外部研修 

・社会福祉施設中堅職員研修会：

１１／２２（常勤１名） 

・救急法等講習会：１１／２４

（常勤１名、看護職員） 

 

 [職員動向] 

・管理者１名 

（常勤：相談員兼務） 

・生活相談員１名 

（常勤：介護従事兼務） 

・介護従事者３名 

（常勤３名、非常勤１名） 

・看護職員１名 

（非常勤：機能訓練指導員兼務） 

 

 

 

御 利 用 者 の 状 態 

疾病・ケガなどの状況 施設内での決まり事 是正内容 

１、事故 合計２件 
種別：物損事故１件 
①１１／１７（木）午前 9 時３０
分頃 利用者様送迎時、方向転換
を誤り、利用者様宅近くの看板に
車両を接触させリアガラスを破損
してしまう。 
 
種別：所在不明１件 
②１１／１８（金）午前１３時３
０分頃外出行事中に利用者様所在
不明となる。昼食後に写真撮影の
ため別の場所に徒歩移動した際に
はぐれてしまった。捜索を行い１
４時 5 分頃発見する。 

１、事故 
 
①事故や異変の際はすぐ管理者
に報告することになっている。連
絡を受け、施設から職員 2 名が
事故現場に向かい必要な対応を
した。 
 
 
②場面が変わるごとの点呼や、ど
の職員がどの利用者様に付き添
うのかなどを事前に決めていな
かった。 

１、事故 
 
①前後左右の確認をしっかり
行い、安全運転を常に心がけ
るように注意喚起を行った。 
 
 
 
 
②今後は点呼時間や場所、職
員配置などの計画を綿密に立
ててから行事を実施する。 

 

備 

考 

平成２８年度の状況（９月～２月） 

・苦情 0件（平成 27年度、合計 0件） 

・事故２件（自損事故１件、所在不明 1件） 

（平成２７年度、合計 0件） 

・ヒヤリハット１件（救急搬送） 

（平成２７年度、合計 0件） 

 


	上半期
	下半期

