
施設名：

人数 備　　　考

１名

0名

0名

２名

２名

５名

３名

２名

15名

３　主な事業内容

（２）事業活動

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

（１）施設整備事業

実績利用者数　　２１．３人/日

・満足度調査、嗜好調査・食事アンケート

・薬膳料理の活用

①施設内スプリンクラー設置　　　　５，０００千円

②送迎用公用車更新　　　　　　　　リース対応

（２）事業活動

達成率　　８５．１　％　２５人

施設長

管理者

看護師

②送迎公用車　　　　　　　　　　　　　　リース対応

・薬膳料理は毎月テーマを決め季節の野菜等を使ったメニューで提供できた。

・関金ライングル地域交流祭りを行い、ご家族様、地域の皆様、鴨川中学校３年

生と交流を深めることができ、たくさんの笑顔を見ることができた。

　3名

・元気、長生きいきいき体操

・関金温泉の活用

事　業　実　績

関金ラジュームデイサービスセンター

森貞　福恵

通所介護、予防通所介護、介護予防・日常生活支援総合、日中一時支援事業

平成２０年１２月　１日

鳥取県倉吉市関金町関金宿２５９－１

職名

生活相談員

・レクレーション

施設長・管理者名

調理員

夜間専門員

計

正 規 職 員 数

項　目

事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書事　業　実　績　報　告　書平成２９年度平成２９年度平成２９年度平成２９年度

２　運　営　方　針

１　基　本　方　針 　介護支援専門員の作成したサービス計画書に沿った支援を行い、ご利用者様の心身機能の維持、社会的孤立感の解消ならびにご家族様の身体的、精神的負

担の軽減に努め支援する。

ご利用者様の思いを尊重しながら介護計画に基に機能訓練(介護予防）・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ・レクレーションの提供を行う支援する。

地域社会と関わり連携を取りながら、社会参加と交流を深め温かなサービスの提供に努める。

各機関と連携を密にし、安全に安心して施設での活動や生活が送れるように支援する。

事 業 所 名

介護支援専門員

・ラジューム温泉を活用し歩行浴を行っていただいたり、いきいき百歳体操、笑い

ヨガ、脳トレ体操を取り組み残存機能の維持、活動性の向上に努めた。また、小

グループでの介護予防体操に取り組み、上下肢の動きと可動域、ＴＵＧタイム測

定、１０Ｍ歩行タイム測定を月１回行い躓き予防や転倒予防の改善に繋げること

ができた。

介護員

実 施 事 業

事　業　計　画

パ ー ト 職 員 数

（１）施設整備計画

・グループワークでは塗り絵、貼り絵、手芸等興味のあることを提供しながら、ま

た、ご利用者様同士が協力しながら大きな作品づくりに取り組めるよう支援し、心

身機能の低下予防と他者交流に繋がる支援が出来た。

所 在 地

開 設 年 月 日

①施設内スプリンクラー設置　　　　２，３４８千円

（２）事業活動

・関金３施設合同七夕交流会（ラ・イン・グル）

臨 時 職 員 数

定 員

（１）施設整備実績

③火災感知器連動型通報装置　　　　１８５千円

関金ラジュームデイサービスセンター

１０名

　２名



・衛生管理・衛生教育を行い感染症予防の周知徹底を図る。

・設備・備品等の安全点検、管理を行う。

・ヒヤリハットなどの実践と改善による事故防止に努める。

・予防接種、健康診断を実施し、健康管理を励行し感染予防に努めた。

・鳥取県若手介護従事者対象研修会・職員の意欲向上研修

法人内研修

・老人福祉施設職員研修会、食中毒研修、中堅職員研修、苦情解決研修会、高

齢者虐待研修、感染症予防対策研修、

・地域の文化祭や行事等に積極的に参加し地域住民との交流を積極的に図る。

・地域資源を活用し、地元温泉の活性化に協力しながら交流を進める。

・毎月職員会時にマニュアル沿った研修を行った（処遇改善・感染予防、事故発

生予防、送迎介護基礎技術・認知症ケア・身体拘束・緊急時対応・非常災害・プラ

イバシー保護・倫理要綱）

　発達障害者・家族への支援・笑いヨガ講習会・てんかんの理解と発作時の対

応、認知症研修、介護専門職研修（ポジショニング）

・広報誌の発行　　６月、１０月、１月

・御幸行列・神輿（職員参加）

・非常災害研修をマニュアルに沿って行い防災意識の徹底や避難場所、避難経

路の確認を行った。

・防火用設備等の点検を年２回実地（５／２６　・１２/１４）した

・火災自動通報装置設置（消防署検査済み　１２/１５）

・避難場所、避難経路を把握する。

・非常災害のマニュアルに沿って研修を行う。

・関金文化祭（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸでの作品展示）

・外部研修

・消火設備の定期点検を励行する。

・防火、防災の避難訓練を年２回実地する。

・地域の保育園やボランティア団体との交流の場を設け交流を図る。

・ご利用者様へも予防接種の声掛け、うがい、手洗い、消毒の励行を行い健康状

態の観察を行いながら感染予防に努めた。

・気づきの実践、見える化の取り組みを行い、毎月気づきの集計を行い、サービ

ス向上委員会にて対策等検討し、職員会にて共有し意識付けと事故防止に繋げ

ることができた。

・設備、備品の安全点検を毎月実施した。

・年２回避難、通報訓練(地震想定　５／１６）(夜間火災想定３/１９）実地。

・外部研修、発表会への参加する。

事務研修、職員ＯＪＴ

・デイサービス施設長等の各会議、事例研究発表会・施設長会議

・ボランティア…関金保育園・鴨川中学校・光佳流・寿一座・関金児童館

職員研修実施

・法人内部研修への参加する。

・関金芸能祭り

・設備、備品の安全点検を毎月実施し対応した。

・高齢者部会にて、各部会が年１回程度職員が参加し業務に生かした。

・年２回の感染症対策研修を行い対応について研修を行った。

・職員資格取得のための取り組む。

・施設内ＯＪＣ・職場研修の実地する。

地域交流

　　　　　　　　　　喜々の会、えにしの会、関金民謡同好会・桃源歌謡クラブ

・湯中運動サミットに参加

・金谷地区とんど祭り参加

・関金ライングル地域交流祭り【ご家族様・地域の方、鴨川中学校３年生）

・地域活動・リスクマネジメント・看護師・デイサービス主任・調理員

と研修

・特定施設水道連結型スプリンクラー設置（消防署検査済み　３/２６）

７各種団体との典型

４　　安全管理

　　　衛生管理

５　防災・火災

６職員の資質の向上

救助体制



施設名：

実施月 行事計画

平成29年

4月

・花見外出・外食ツアー・誕生会・おやつ作

り・カラオケ・ビンゴゲーム・野菜つくり・関

金つつじ祭り・お楽しみ会・薬膳料理

5月

・川辺の昼食会　・外食ツアー　・春季運動

会　・誕生会　・おやつつくり　・カラオケ、ビ

ンゴゲーム・西倉吉保育園交流薬膳料理/

6月

・あやめ池外出　・蒜山外出　・おやつ作り

・外食ツアー　・誕生会　・カラオケ、ビンゴ

ゲーム　・関金児童館交流会・薬膳料理

7月

・シーサイドドライブ　・外食ツアー　・おや

つ作り　・誕生会　・カラオケ、ビンゴゲー

ム・お楽しみ会・西倉吉保育園交流・薬膳

料理・かき氷週間

8月

・夏祭り　・外食ツアー　・お楽しみ会　・お

やつ作り　・誕生会　・カラオケ、ビンゴゲー

ム　・保育園交流会・薬膳料理

9月

・敬老祝賀会　・御幸行列　・外食ツアー・

おやつ作り　・西倉吉保育園交流・鴨川中

学校運動会見学・関金ライングル祭り・誕

生会　・カラオケ、ビンゴゲーム　・お楽しみ

会・五輪供養

10月

紅葉外出　・外食ツアー　・おやつ作り　・

誕生会　・ハローウィン仮装パーティー　・

秋季運動会　・カラオケ、ビンゴゲーム　・

保育園交流会

11月

関金市民文化祭　・焼き芋大会　・外食ツ

アー　・サングリーン作品展　・おやつ作り

・誕生会　・カラオケ、ビンゴゲーム　・福祉

の里文化祭　・薬膳料理

12月

・開設記念日　・餅つき　・忘年会　・クリス

マス会　・誕生会　・作品つくり　・おやつ作

り　・西倉吉保育園交流・カラオケ、ビンゴ

ゲーム

平成30年

1月

新年祝賀会　・とんど祭り　・おやつ作り　・

初詣　・誕生会　・カラオケ、ビンゴゲーム

・お楽しみ会　・薬膳料理

2月

・節分　・冬季運動会　・おやつ作り　・誕生

会　・バレンタイン　・カラオケ、ビンゴゲー

ム

3月

・ひな祭り・三園合同音楽会　・芸能祭り　・

外食ツアー　・おやつ作り　・誕生会　・西

倉吉保育園交流・カラオケ、ビンゴゲーム

関金ラジュームデイサービスセンター

季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事季節・年間行事

・１２新年祝賀会【かるた大会】・１１新年茶会【亀井、朝倉様】・１０

とんど祭り　・２２，２３おやつ作り【ぜんざい】　・４～７初詣【出雲

大社倉吉分院】　・１８誕生会　・１７，２１薬膳料理【寒い冬を元気

に過ごそう】・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

・2,3節分　・5,6冬季運動会　・７，８おやつ作り【みたらし団子】　・

２０誕生会　・14ラジュームバレンタイン・２４三園合同音楽会・１８

お楽しみ会【冬の遊びお手玉大会】　・9,１５薬膳料理【美肌メ

ニュー】　・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

・４関金芸能祭り見学　・１５～１９外食ツアー【いぬばさり食堂】

・２５，２６おやつ作り【八つ橋】　・1３誕生会　・2,3ひな祭り　・２，３

ひな祭り ・８西倉吉保育園交流11,2２薬膳料理【体調を整えま

しょう】　・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

行事実績

・11夏祭り・６～１０外食ツアー【ねばりっ娘】・17,18シーサイドドラ

イブ【ポート赤崎風の丘】・２４お楽しみ会【桃源歌謡クラブ】・１４，

１５おやつ作り【リンゴのパンケーキ】・１８，１９ドライブ外出【ゆば

ら湯っ足り広場】・２３誕生会　・９，２２薬膳料理【夏を乗り切ろ

う】・随時カラオケ、ビンゴゲーム

・１６敬老祝賀会【喜々の会】・2３第3回関金ライングル交流祭り

【鴨川中学校、光佳流、サックス演奏】　・19御幸行列、神輿　・３

～８外食ツアー【蒜山高原センター内】　・１４，１５おやつ作り【た

こ焼き】　・２６西倉吉保育園交流・20誕生会 　・19五輪供養・3,25

薬膳料理【疲労回復メニュー】・９鴨川中学校運動会見学随時 カ

ラオケ、ビンゴゲーム

・１２～１６外食ツアー【鶴乃嘴】　・２１，２２おやつ作り【スイートポ

テト】　・１７誕生会　・５，６秋季運動会　・30ハローウイン仮装

パーテイー【関金保育園】　・２１健康フェスタ【都市交流センター】

関金文化祭　・１１秋の遠足【花回廊】・6,18薬膳料理【乾燥予防メ

ニュー】　・５五輪供養・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

・５焼き芋大会　・1２～１６外食ツアー【かっぱ寿司】　・４関金文

化祭見学・２５サングリーン作品展【作品出展】　・８，９おやつ作り

【ホットケーキボール】　・2０誕生会　・１１福祉の里合同文化祭

【作品出展】　・７紅葉外出【大山寺】・24西倉吉保育園交流　・１

３，２８薬膳料理【美肌作りメニュー】　・随時 カラオケ、ビンゴゲー

ム

・11開設記念日【えにしの会、関金保育園】　・27餅つき　・29,30

忘年会　・24,25クリスマス会・14誕生会　・4～6作品作り【リース

】・1５，１６おやつ作り【アップルパイ】・１１　３種レクリエーション大

会　・３～７外食ツアー【わさびの家】3,18薬膳料理【免疫力を高め

よう】・随時 カラオケ、ビンゴゲーム

・５～７花見外出【健康増進センター】・１６～２２外食ツアー【かっ

ぱ寿司】・２，３おやつ作り【桜餅】・1１誕生会　・２３関金つつじ祭

り見学　・５，１９薬膳料理【ストレス解消メニュー】・２４お楽しみ会

【関金民謡同好会】随時 カラオケ・ビンゴゲーム

・1９川辺の昼食会　・8～14外食ツアー【わさびの家】・２，３おや

つ作り【アメリカンドック】・１５誕生会　・25西倉吉保育園交流　　・

６，７春季運動会・１７　関金児童館交流・6,25薬膳料理【疲労回

復メニュー】・ 随時カラオケ、ビンゴゲーム,

・5,6あやめ池外出　・９蒜山外出【蒜山ヒルズ~塩釜冷泉】　・２１，

２２おやつ作り【ちまき】　・1１～１６外食ツアー【お食事処　海】・１

７関金児童館交流　・２０誕生会　・２５お楽しみ会【職員によるマ

ジックショー】・6,21薬膳料理【夏バテ防止メニュー】・随時 ビンゴ

ゲーム・カラオケ

・９～１４外食ツアー【いぬばさり食堂】　・17,18シーサイドドライブ

【橋津、泊海岸線】・２１，２２おやつ作り【ラジュームポンチ】　・２３

誕生会 ・１９西倉吉保育園交流  ・6、７七夕そうめん流し・5,20薬

膳料理【だるさ改善メニュー】 　・随時 カラオケ、ビンゴゲーム


