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１ 基 本 方 針

職名

関金ラジュームデイサービスセンター
太田康文
（介護予防・日常生活支援総合事業）通所介護
平成20年12月 1日
倉吉市関金町関金宿２５９－１
2名
3名
11名
25人

実績利用者数 21.1 /日 達成率

施設長兼管理者兼生活相談員

生活相談員兼介護職員
介護職員
看護師
夜間専門員
事務員
調理員

人数
備
考
１名
２名
７名
１名 サンジュエリーより看護師応援
２名
１名
３名

84.4 ％

計
１７名
事 業 実 績
事 業 計 画
要介護状態の心身の特性を踏まえて、そのご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、さらに
ご利用者様の社会的孤立感の解消および心身機能の維持、ならびにご家族様の身体的、精神的負担の軽減を軽減を図るために、必要な日常生活上の
びその他の必要な援助を行います。

２ 運 営 方 針

「思いやり」と「感謝（おかげさま）の心」を持って、ご利用者様、ご家族様及び、私たち職員が幸せを感じることができる施設つくりを目指します。
（１）通所介護計画に基づくサービスの提供 （２） 生活相談 （３） 食事サービス （４） 入浴サービス （５）送迎サービス （６） 機能訓練 （７）健康管理
（８）満足度調査・嗜好調査・食事アンケート （９） 営業活動

３ 主な事業内容
（１）施設整備事業

（１）施設整備計画
な し

（１）施設整備実績
浴室洗い場手摺設置 他

（２）事業活動

（２）事業活動
・関金ライングル地域交流祭り
・コスモスプロジェクト
・グループワーク・レクリエーション・元気体操・脳トレ体操
・薬膳料理の活用 ・関金温泉活用
・嗜好調査・満足度調査

４ 安全管理・衛生
管理

・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・備品の安全点検、管理を行う。
・ヒヤリハットの実践と改善による事故防止に努める。

（２）事業活動
・ライングル祭りは新型コロナウイルス感染予防のため中止とした。
・関金インターケアハウスと共同して、ご利用者様と一緒に草取りや種取りを行った。
また採取した種は、関金保育園、関金小学校、鴨川中学校へ配布した。
・集団での健康体操、レクリエーションを実施することで、残存機能の維持に努めた。
またラジューム温泉を活用した歩行浴の実施にて、介護予防に努めた。
・毎月2回テーマに添ったメニューを作成し提供した。
・嗜好調査、満足度調査を行い、集計し提示した。
・新型コロナウイルス感染予防のため、毎月の外食行事を中止とした代わりに
ドライブなど短時間で外出できる機会を設け、ご利用者様のニーズに対応した。
・新型コロナウイルス感染予防対策として、感染予防の研修を行い、職員会のなかで
定期的に話し合いを行い、予防に努めた。
・新型コロナウイルスの対応について都度状況に応じた対応ができるよう共有し、
ご利用者、ご家族様に説明、声掛けを行い予防に努めた。
・健康診断や予防接種を実施し健康管理を励行し感染予防に努めた。
・ヒヤリハットの書式を変更し、原因、対策を考えやすい工夫を行った。また、サービス

５４５千円

向上委員会にて対策等検討し、職員会で共有し意識付けと事故防止に繋げることができた。

５ 防災・火災、救助 ・消火設備の定期点検を励行する。
体制
・防火防災の避難訓練を年2回実施する。
・避難場所、避難経路を把握する。
・非常災害対応マニュアルにそって研修を行う。

・防火用設備（自動通報装置・水道連結型スプリンクラー含）の点検を年2回実施した。
（5/21・11/16）
・年2回の避難訓練、通報訓練を実施した、1回目は日勤帯での火災を想定（10/21）
2回目は夜間の火災を想定し、夜勤者の通報、避難の訓練を行った（3/16）
・施設内研修の非常災害研修をマニュアルに沿って行い災害意識の徹底や
避難場所、避難経路、職員緊急連絡網の確認を行った。

６ 職員の資質の向 ・外部研修に参加する
上と研修
・法人内研修に参加する
・施設内OJC,職場研修の実地する
・職員の資格取得のための取組を行う

・新型コロナウイルス感染予防のため、外部研修への参加はできなかった。
・法人内研修として、中堅職員研修参加。
・施設内研修として、毎月職員会時にマニュアルに沿った研修を行った。

７ 各種団体との連 ・地域の保育園、小学校、児童館、中学校、法人内保育園との交流
・地域の行事等に積極的に参加
携と地域交流
・かもがわ包括と連携を行い予防教室に参加し地域貢献を行う
・地域資源を活用し活性化に協力しながら交流を進める

・地域行事への参加やボランティアを向かい入れてのお楽しみ会など
新型コロナウイルス感染予防のため、実施できなかった。
・コスモスの種蒔、摘み取りを関金3施設合同で行った。
・金谷地区のどんど祭りに参加
・広報誌、3部/年発行 4月、7月、2月
・お知らせ、毎月発行

施設名： 関金ラジュームデイサービスセンター
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令和2年
4月

行事計画

行事実績

花見外出(1～3日) お花見弁当(5～7日) 誕生会(14日)
・花見外出・外食ツアー・誕生会・おやつ作り・カラオケ・ビ
薬膳料理(18日、26日) お楽しみ会(19日) おやつ作り
ンゴゲーム・関金つつじ祭り・薬膳料理
(23.24日)

5月

・川辺の昼食会 ・外食ツアー ・春季運動会 ・誕生会 ・ 春季大運動会(6.7日) 誕生会(8日) おやつ作り(10.11日)
おやつつくり ・黄色いコスモス種植・関金児童センター交 川辺の昼食会(12日) お楽しみ会(15日)
流・カラオケ、ビンゴゲーム・西倉吉保育園交流・薬膳料理 リクエストメニュー(16～20日)

6月

・牡丹鑑賞外出 ・蒜山外出 ・おやつ作り ・外食ツアー 昼食会(4日.12日.17日) ドライブ外出(5.6日) 蒜山外出
・誕生会 ・カラオケ、ビンゴゲーム ・お楽しみ会・関金保 (9.10日)
薬膳料理(13日.21日) おやつ作り(14.15日) 誕生会(23日)
育園交流・薬膳料理

7月

薬膳料理(2日.22日) 誕生会(5日) そうめん流し(6.7日)
・外食ツアー ・おやつ作り ・誕生会 ・カラオケ、ビンゴ
レクリエーション大会(10日) お弁当の日(13.19日)
ゲーム・お楽しみ会・西倉吉保育園交流・薬膳料理
おやつ作り(14.15日) シーサイドドライブ(23日～25日)

8月

・夏祭り ・外食ツアー・シーサイドドライブ ・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
薬膳料理(4.20日) おやつ作り(7.9日) 五輪供養(8日)
倉吉保育園交流・鴨川中学校運動会見学・関金ライング
手巻き寿司(11日.19日) 誕生会(13日) お楽しみ会(17日)
ル祭り・誕生会 ・カラオケ、ビンゴゲーム ・お楽しみ会・
敬老祝賀会(22日)
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・関金小学校生活発表会見学・関
金3施設地域交流祭り

11月

リクエストメニュー(4.5日) 誕生会(9日) 薬膳料理(10日.23
関金市民文化祭 ・焼き芋大会 ・外食ツアー ・サング
日)
リーン作品展 ・おやつ作り ・誕生会 ・カラオケ、ビンゴ
手品発表会(10日) 焼き芋大会(12日.15日) 紅葉外出(13
ゲーム ・福祉の里文化祭 ・薬膳料理・鴨川中学校文化
日)
祭見学
おやつ作り(17.18日) お楽しみ会(23日)

12月

薬膳料理(2日.20日) 開設記念祝賀会(7日) おやつ作り
・開設記念日 ・外食ツアー・餅つき ・忘年会 ・クリスマス
(11.12日)
会 ・誕生会 ・作品つくり ・おやつ作り ・関金保育園交
誕生会(17日) クリスマス会(25日) 餅つき(27日)
流・カラオケ、ビンゴゲーム・薬膳料理
忘年会(29.30日)

令和3年
1月

薬膳料理(3.日.11日) 夏祭り(5日) お楽しみ会(8日)
おやつ作り(13.14日) お好み焼パーティ(18日.20日)
ドライブ外出(23.24日) 誕生会(25日)

薬膳料理(1日.24日) 食事会(5日.7日.10日)
春季大運動会(13.14日) お楽しみ会(16日) おやつ作り
(17.18日)
誕生会(22日) ハロウィン(29日)

新年祝賀会 ・とんど祭り ・おやつ作り ・初詣 ・誕生会 初詣(4～6日) 薬膳料理(8日.23日) 新年祝賀会(9日)
・カラオケ、ビンゴゲーム ・西倉吉保育園交流 ・薬膳料 新年お茶会(10日) とんど祭り(15日) おやつ作り(18.19日)
誕生会(21日)
理

2月

節分(2.3日) 薬膳料理(4日.20日) 冬季運動会(6日.8日)
・節分 ・冬季運動会 ・お楽しみ会・薬膳料理・おやつ作り おやつ作り(11.12日) バレンタイン(14日)
リクエストメニュー(15日～18日) お楽しみ会(16日)
・誕生会 ・バレンタイン ・カラオケ、ビンゴゲーム
誕生会(21日)

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・関金芸能祭
り・カラオケ、ビンゴゲーム

ひな祭りクイズ(3日) リクエストメニュー(6日.18日.21日)
薬膳料理(8日.25日) 足湯外出(9日.12日.17日)
おやつ作り(14.15日) 誕生会(20日)
花見外出(29日～30日)

