岩沼市デイサービスセンターさとのもり地域密着型サービス
運営推進委員委嘱状交付式及び第１回地域運営推進会議次第
日 時：平成 28 年 11 月 29 日（火）
午後 4 時 00 分～5 時 00 分
場 所：デイサービスセンターさとのもり

Ⅰ

委嘱状交付式
１．開

会

２．委嘱状の交付
３．閉

Ⅱ

会

地域運営推進会議次第
１．開

会

２．会長のあいさつ
３．委員の紹介
４．運営推進会議趣旨説明
５．委員長・副委員長の選出
６．委員長・副委員長のあいさつ
７．議 事
（1）概要について
（2）平成 28 年度上半期の実績報告
（3）平成 28 年度活動状況報告
８．その他
９．閉

会

第１回 運営推進会議録
1. 開催日時

平成 28 年 11 月 29 日（火）

16：00～17：00

2. 開催場所

デイサービスセンターさとのもり

3. 事業所名

社会福祉法人岩沼市社会福祉協議会 岩沼市デイサービスセンターさとのもり

4.サービス種類 認知症対応型通所介護
5.出席状況

出席委員 8 名
委員 宍戸次
委員 片岡明美
委員 八島浩一郎

委員 菅野真由美

委員 明石良一

委員 森武雄

委員

伊藤智子

委員 小菅寿美

出席社協事務局職員２名
会長 三浦一朗

事務局長 佐藤裕和

出席事務局職員 3 名（デイサービスセンターさとのもり）
生活相談員 武田松男 岡崎祥子 遠藤和香奈
(1)開会のあいさつ

三浦一朗会長

皆様には大変お忙しい中、本日の会議にご出席いただきまして誠にありがとうございます。只今、
デイサービスセンターさとのもり運営推進委員としてご委嘱いたしました。大変なご理解をいただ
き委員をお引き受けいただきまして誠にありがとうございます。感謝申し上げます。運営推進会議
につきましては、介護保険制度の改正に伴いまして地域密着型サービスを提供しております事業所
に設置が義務づけられております。デイサービスセンターさとのもりにつきましても、地域の代表
の方、施設をご利用いただいている方、そしてそのご家族、関係機関の方々から事業の評価、ある
いは事業運営についてご意見、ご要望等をお聞きしながら、地域に開かれた事業運営とサービスの
質の向上を図ることを目的としております。運営推進会議におきましては、さとのもりの事業活動
状況報告を説明申し上げ、そしてその評価をいただくこと、更には運営に必要なご意見、ご要望等
を伺う機会を設けるということでございます。ご利用者とそのご家族にご満足いただけるように、
安全・安心でより質の高いサービスを提供していきたいと考えています。今回は第１回の運営推進
会議でございます。委員の皆様には施設の運営状況をご説明し、そして施設もご案内申し上げ、忌
憚のないご意見を頂戴しながら、地域に開かれた、より質の高いサービスに努めていきたいと思い
ます。今後とも委員の皆様のご理解とご協力を賜りますようにお願い申し上げ、挨拶に代えさせて
いただきます。どうぞよろしくお願い致します。
(2)委員の紹介 （名簿により紹介）
(3)委員員長・副委員長の選出
（司会）議事に入る前に、委員長と副委員長を選出する必要がございます。委員長、副委員長は委
員の互選によることとなっております。どのような方法で決めたら良いか皆様にお伺いします。
（委員）事務局一任でいいのではないでしょうか。

（司会）事務局案というご意見が出ました。それでは、委員長の役割を明石（あかし）委員に、副
委員長の役割を宍戸（ししど）委員にお願いしたいと思います。委員の皆様、いかがでしょうか。
（委員）
・・・
（拍手）
（司会）委員の皆様から拍手をもってご賛同いただきましたので、委員長を明石（あかし）委員に
副委員長を宍戸（ししど）委員にお願いいたします。
（4）委員長・副委員長のあいさつ
（5）議案
概要および事業（活動）報告
（6）議事
（委員長）それでは、執行部より説明お願いします。
①概要について（別紙資料１のとおり説明）
②平成 28 年度上半期の実績報告（別紙資料１のとおり説明）
③平成 28 年度活動状況報告 （別紙資料２のとおり説明）
④施設見学
（委員長）只今の議事内容について、質疑や意見をお願いします。
（委員）平均年齢は何歳くらいか。
（執行部）現在の登録人数は一般利用の方とあわせて、100 名で全体平均は 86.4 歳です。最高年齢
は男性 100 歳、女性が 104 歳です。100 歳以上は男女あわせて 4 名、そのうち男性 1 名は地域密着
型ご利用者です。
（委員）利用は毎日できるのか。現在の 1 日最大利用人数はどのくらいか。
（執行部）介護保険の認定を受けている方が利用の対象です。要介護状態区分やご本人のご希望に
より利用できる回数が異なります。一般型ご利用の方は週１～5 回のご利用で、地域密着型は週２
～4 日で定員 10 名のうち最大 7 名の方にご利用いただいております。
（委員）認知症だと自分のいる場所が分からなくなったり、落ち着きがなくなったりすることがあ
るのか。
（執行部）認知症は脳の病気です。主な症状に記憶障害や、時間・場所、人が分からなくなる見当
識障害があります。
認知症の症状には個人差がありますが、
ご利用者の中にも、
“ここがどこなのか”
“なぜ来ているのか”分からない方や、静養後に戸惑い混乱される方もいる。なぜ来ているのか分
からない方や、居心地が悪いと感じると不安が増し、落ち着きがなくなる等の症状が出てきます。
その場合には、じっくり話を聞いたり、施設内を散歩し気分転換するなど個別に対応し不安が減る
よう支援しております。
（委員）認知症が進行し、在宅での介護負担が大きいと感じられるが施設入所はできないのか。
（執行部）介護保険のサービスには、在宅サービスと施設サービスがあります。現在、施設の申込
要件は、要介護３以上の方が特別な条件を除き可能ですが、介護の必要な方が入所できる施設は、

現在、待機者がたいへん多い状況です。申込をしたからと言ってすぐに入所できるわけではありま
せん。また、多くの方にとって住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられることが望みであり、岩沼
市でも“認知症になっても暮らし続けられる地域づくり”が進められています。当事業所は、日常
生活支援を中心に認知症の方とそのご家族の方を応援させていただいております。
（委員長）以上をもって議事の一切を終了とします。ご協力いただきありがとうございました。
（7）その他
次回開催時期

平成 29 年 3 月上旬（予定）

平成 28 年 11 月 29 日（火）

開催の様子

資料

１

認知症デイサービスとは
認知症の方が可能な限り自宅で自立した生活を送ることが出来るよう食事、
入浴の支援そして、体力維持のための訓練などを日帰りで提供。一般的なデイサ
ービスでは、大人数で行うレクリエーションや各種訓練を提供していますが、
認知症の方はなかなか馴染みにくいのが現状です。そのため、定員を１０人以下
に絞ることで、その人それぞれに合わせたきめ細やかなケアが行えます。そして、
家庭的で落ち着ける雰囲気作りをモットーとして運営しております。
閉じこもりがちになりやすい利用者の活性化、家族の介護負担軽減などを
目的とし、住み慣れた場所での生活を続ける上でも貴重な存在といえます。
運営推進会議とは
利用者やご家族、地域住民の代表者、自治体の職員の方々に対し施設で提供し
ているサービス、活動状況の報告することにより施設の透明性、健全性を高め
サービスの質の向上を図るとともに地域に根ざしたサービスを提供することを
目的とするものです。そのため、運営推進会議を開き日々の活動のチェック、
アドバイス等を定期的に受ける義務があります。
認知症密着型
定員 １０名
営業日は月～金曜日
職員配置 管理者 １名 生活相談員 １名 介護者職員 １名 看護職員 １名
(認知症実践者研修を終了した者を常時配置しています。)
利用状況
登録利用者数 １６名 (男性７名・女性９名)
利用延人数(４月１日～１０月３１日 延１４３日 ) ８５１人
１日平均利用者数 ５．９人
新規利用契約者
５月 １名 ７月 １名 ８月 １名
計 ３ 名
平成２８年１１月１日現在
地域密着型延人数

開所日数(土・日・祝日を除く)

１日平均利用者数

４月

119

20

5.9

５月

114

19

6.0

６月

137

22

6.2

７月

117

20

5.8

８月

116

22

5.2

９月

124

20

6.2

１０月

124

20

6.2

合計

851

143

5.9

資料２
平成２８年度 地域密着型
一日の流れ
活動内容

時間
9時

行事＆レクリェーション予定表

送迎

月

主な行事

4 お花見

期

間

内

主な行事

月

4/4 ～ 4/8 クラブ活動

検温・血圧測定・健康チェック

4/11 ～ 4/15

10時

入浴

4/18 ～ 4/22

11時

機能訓練・口腔体操

4/25 ～ 4/29 ゲーム

12時

昼食・口腔ケア
休憩・静養

容

お花見・カレンダー作成(5・6月)

運動会

5/9 ～ 5/13 クラブ活動
5/16 ～ 5/20 頭の体操

間

内

容

10/3 ～ 10/7 スクリーン鑑賞
10

外出

10/10 ～10/14 クラブ活動
10/17 ～10/21
10/24 ～10/28

5/2 ～ 5/6 スクリーン鑑賞
5

期

外出・カレンダー作成（11・１２月）

10/31 ～ 11/4 クラブ活動
11

秋の芸術祭

11/7 ～11/11 さとのもり芸術祭

1時30分

機能訓練

1時50分

レクリエーション

5/23 ～ 5/27 運動会

11/21 ～11/25 ゲーム

3時

お茶の時間

5/30 ～ 6/3 回想法

11/28 ～ 12/2 カレンダー作成（１・２月）

3時30分

送迎

外出

6/6 ～ 6/10 調理・口腔の衛生指導
6/13 ～ 6/17 クラブ活動

6

6/20 ～ 6/24
6/27 ～ 7/1

7 七夕

12

クリスマス会

1 餅つき

8/15 ～ 8/19 クラブ活動

敬老週間
9

1/9 ～ 1/13 クラブ活動
1/16 ～ 1/20 へそ大根・餅つき
1/23 ～ 1/27 運動系レク

8/1 ～ 8/5 回想法
8/8 ～ 8/12 夏祭り

12/30 創作（お正月用品）

1/2 ～ 1/6 頭の体操

7/25 ～ 7/29 運動系レク
8 夏祭り

12/12 ～12/16 運動系レク
12/26

7/4 ～ 7/8 七夕飾り
7/18 ～ 7/22 調理

12/5 ～ 12/9 クラブ活動
12/19 ～12/23 クリスマス会

外出・カレンダー作成（７・８月）

7/11 ～ 7/15 クラブ活動

11/14 ～11/18 干し柿作り・回想法・栄養の話

1/30 ～ 2/3 節分・ゲーム
2 節分

2/6 ～ 2/10 クラブ活動
2/13 ～ 2/17 カレンダー作成（３・４月）

8/22 ～ 8/26 カレンダー作成(9・10月)

2/20 ～ 2/24 スクリーン鑑賞

8/29 ～ 9/2 頭の体操

2/27 ～ 3/3 桃の節句・ゲーム

9/5 ～ 9/9 クラブ活動
9/12 ～ 9/16 敬老週間

3/6 ～ 3/10 クラブ活動
3 桃の節句

9/19 ～ 9/23 運動系レク ・健康体操

9/26 ～ 9/30 ゲーム
※その日に参加されるご利用者様に合わせ、レクリエーションを提供しています。
その他の活動
※ボランティアによる慰問（１１月２９日現在 ２３団体）
※亀塚保育所・さくら幼稚園・玉浦小学校との交流。
※アニマルセラピー

3/13 ～ 3/17 調理
3/20 ～ 3/24 運動系レク
3/27 ～ 3/31 回想法

