【障害者支援施設 みずき】 令和２年度通期事業報告
1. 総括
令和 2 年度は「四つの“信”～信念、信頼、自信、信用～」をテーマにしました。みずき近隣も会
場になる東京オリンピック・パラリンピック(延期)、それから法人の Fes.2020、これらに呼応すべ
く、地域の架け橋になりたいという願いに向けて一歩踏み出すことを企図していました。
しかし本年度はコロナ禍抜きでは語れません。みずきとしての対応の不十分さから、多くのご利
用者、ご家族、関係機関等、ご迷惑やご心配、ご不便をおかけしたこと、改めて深く反省し、終息
まで強い決意で感染予防に取り組んでいきます。また利用実績の低下により決算の数字も厳しいも
のになりましたが、安心を基盤に回復させていかなければなりません。
カフェについては、遅れはしたものの 9 月にオープンすることができました。コロナ禍でご利用
者と地域の方が交流する機会が持てず、また感染対応や緊急事態宣言により、度々の営業休止を余
儀なくされました。そんな中でも地域の方にご来店いただき、新しいつながりも生まれました。こ
れからその芽を、萎れてしまわぬよう大切に育てていきたいと思います。
法人の一拠点としてみずきが存在感を持って機能していくこと、みずきが組織として機能すべく
体制整備していくことなどは、成果が上がっていると捉えています。一方でご利用者一人ひとりの
ニーズに沿った支援の充実や、職員一人ひとりが納得して働ける職場づくりについては、継続して
さらに決意を新たにして、取り組んでいかなければならないと思います。
新年度は、多摩ブロック(みずき、狛江エリア)で、人財育成と組織力強化のための管理職の大幅
な異動を行ないます。私たちが提供するサービスを必要とする方々のいのちと安全を守り安心を生
み出していく、そして一人ひとりの幸せや納得、自己実現や社会参加に向かっていき、四つの“信”
を実感できるようにしていく決意です。
2. 重点目標に対する評価
（１） ニーズと支援内容が明確に結びつく具体的な個別支援計画を策定し実施します。
取り組み内容

評価

①ご利用者のリアルニーズの捉えについ

①評価をできる要素がありませんでした。次年

て、コロナ禍もあり、自己実現とか社会参

度はリアルニーズの把握と個別支援計画への反

加といったテーマに正面から取り組むこと

映について、具体的な歩みを進めることを意図

ができず、まとまった取り組みが実施でき

して、2 名のサービス管理責任者を独立した部

ませんでした。

署として置く(サービス支援室)こととしまし
た。

②権利擁護・虐待防止内部研修において、

②研修としては取り組みましたが徹底して行な

意思決定支援をテーマとして実施しました

えたとは言えず、浸透度も測れていません。表

が、コロナ禍で中断し予定の回数を実施で

明された意思の尊重や、意思決定支援が必要な

きませんでした。

方への理解の促進などに、引き続き取り組む必
要があります。
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（２）伝え合い、認め合い、確認し合うことで、職員が納得して働ける職場環境づくりを行ないま
す。
取り組み内容

評価

①みずき全体で「ありがとうカード」の導

①引き続き部署間・部署内での意見の不一致や

入を検討しましたが、あえて形として実施

時には相互不信なども見られましたが、左記議

する必要はないという合議になり実施は見

論する中で、日頃から「ありがとう」を意識し

送りました。

て伝えている自負のある職員は多く、一定の発

また組織としての意思決定を明確にして発

信と確認にはなったと評価します。

信し、かつ現場からの提案を活発にするこ

組織としての発信は以前より整ったと思います

とを意図して、運営会議の構成を管理職の

が、リーダー会議の有効な活用、積極的な提案

みにし、指導職層の会議として新たにリー

は、次期への課題と言えます。

ダー会議を設け、9 月から実施しました。
②9 月から超過勤務時間を個人・部署・み

②左記毎月の確認は実施できず、新年度意識し

ずき全体で集計・把握できるようになりま

て取り組むこととします。合わせて有給の年 5

した。前年度に比べ全体の超過勤務時間は

日義務的取得や、バラつきのない有給消化の取

大きく減少しました。しかし個人・部署で

得・消化率の目標達成なども、集計はできてき

バラつきがあります。さらに本年度の減少

ているのでしっかり把握できるように取り組ん

は、コロナ禍による会議・研修の縮小によ

でいきます。

る影響も考えられます。
（３）「外」（地域、社会、法人全体）の風を、みずきの空気にしていきます。
取り組み内容

評価

①カフェについては予定より 2 ヶ月遅れの

①コロナ禍の中でオープンし、地域の方とつな

9 月開店となりました。地域の方に多くご

がれる実績は（まだ小さな一歩かもしれません

来店いただき、新しいつながりが生まれ企

が）作ることができました。コロナが収束し、

画につなげることもできましたが、コロナ

ご利用者が地域に出ることができる日を信じ、

禍で数度の営業休止を余儀なくされ、また

当初の思いを枯らすことなく育てていきたいと

外部との接触を控えていただくためみずき

思います。

ご利用者の店内利用は基本行なわなかった
ので、ご利用者と地域をつなぐという目標
には取り組むことができませんでした。
②Fes.2020 の取り組みについて、プロジェ

②ご利用者参加の企画もいつくか行なわれ、楽

クトチームへの参加、企画の準備・実施、

しまれる姿もみられました。次年度以降、さら

掲示・成果物等の発信を行ないました。プ

にご利用者・職員に広く認知されすすんで参加

ロジェクトチームの参加者とそれ以外の職

してもらえるよう、取り組み・お知らせしてい

員の認知度・温度差はまだまだ大きいと思

くことが必要です。

います。
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（４）未来につなぐ展望のあるみずきにするため、経営基盤を見直します。
取り組み内容

評価

①⾧期資金計画・修繕計画等、具体的な成

①みずきも開設 20 年に近づいており、左記見通

果を挙げることはできませんでした。

しは重要です。法人財務部に向けた動きと呼応
していけるように、主体的な動きをしていきた
いと思います。

②施設入所支援／生活介護Ⅰは目標に近か

②コロナが収束するまでは感染防止が最優先で

ったですが、生活介護Ⅱ・短期入所は、目

あることを確認したうえで、利用率の回復・安

標を大きく下回り、本年度の収支を悪化さ

定に向け働きかけを行ないます。

せる要因となりました。これはコロナ禍の
影響が大きいですが、地域の利用ニーズの
把握と掘り起こしが不十分であったと思い
ます。

3. 利用状況(令和 2（2020）年 4 月 1 日～令和 3（2021）年 3 月 31 日)
【施設入所支援／生活介護Ⅰ】
営業日数

定員
365 日

一日平均

利用者数(3/31 現在)
32 名

利用率

29.9 人

31 名
目標利用率

93.5％

延べ利用者数
10,920 名
目標達成率

95％

98.4％

【短期入所】
営業日数

定員
365 日

一日平均

利用者数(3/31 現在)
2名

利用率
1.5 人

延べ利用者数

名
目標利用率

75.3％

550 名
目標達成率

100％

75.3％

【生活介護Ⅱ】
営業日数

定員
309 日

一日平均

利用者数(3/31 現在)
20 名

利用率

12.5 人

延べ利用者数

33 名
目標利用率

62.9％

3885 名
目標達成率

75％

83.8％

【東京都重症心身障害児(者)通所】(上記生活介護Ⅱのうち、左記事業対象者)
営業日数

定員

利用者数(3/31 現在)
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延べ利用者数

309 日
一日平均

10 名
利用率

4.8 人

11 名

1467 名

目標利用率

目標達成率

利用者数(3/31 現在)

延べ利用者数

47.5％

【委託型短期入所】
営業日数

定員
365 日

一日平均

3名
利用率

1.7 人

名

621 名

目標利用率

目標達成率

利用者数(3/31 現在)

延べ利用者数

56.7％

【日中一時支援】
営業日数

定員
365 日

一日平均

1名
利用率

0.4 人

名
目標利用率

161 名
目標達成率

44.1％
※平均、パーセンテージは少数第一位まで

4. 職員状況
令和 3（2021）年 3 月 31 日現在 ※Ⅰ課＝入居支援課 Ⅱ課＝通所支援課
職種

配置数

現員(常勤
換算)

うち常勤

うち非常勤

入職者数

退職者数

(通期)

(通期)

生活支援員（Ⅰ課）

32

37.3

33

4.3

15

7

生活支援員（Ⅱ課）

18

19.5

14

5.5

0

0

看護師（Ⅰ課）

2

4.0

4

1

2

看護師（Ⅱ課）

2

3.4

1

2.4

1

1

機能訓練指導員

1

2.2

2

0.2

0

0

管理栄養士/栄養士

1

1.4

1

0.4

0

0

調理員

6.0

3

3.0

3

3

カフェ店員

1.4

1.4

6

1

事務職員

4.9

0.9

0

0

用務員

0.7

0.7

1

0

地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

1.0

1

0

1

4

サービス管理責任者

1

2.0

2

0

1

管理者（施設⾧）

1

1.0

1

0

0

医師

1

0.1

0

0

4

0.1

5. 事故報告
（１） 重大事故
日付(時間)

内容

対応・対策

6/13

A 氏に対し、居室にてポー

【対応】判明後、ご本人に対応職員より謝罪す

11:35 頃

タブルトイレ対応時にボイ

る。

スコールセット確認に不備

【対策】退室の際は必ず PHS の受診及び居室内

あり、トイレ開始 45 分後

の壁面ランプの点滅を確認する。また二人介助

に別の職員が気付く。

での対応となるため、後に退室する職員がコー
ルセット確認をすることを統一する。

6/30

夕食薬服用の際に、3 名に

【対応】看護に指示を仰ぎ、経過をみることに

18:20 頃

ついて誤って翌日の朝食薬

なる。その後 3 名とも体調変化なし。

を服用させてしまう。

【対策】保管庫から薬箱を持ち出す際にはテプ
ラの色を声に出して読み上げる。また最初に服
薬する際も同様に確認し薬包を取り出す。
職員同士のダブルチェックの基本を守り、確認
を求める側は「(いつ)の○○さんの薬です」と伝
え、薬包の印字やラインの色を見えやすく示
す。確認を求められた側は内容に間違いがない
か必ず確かめる。

2/4

B 氏の薬を誤って C 氏の胃

【対応】嘱託医に電話で報告し指示を仰ぐ。経

16:45 頃

瘻から注入してしまう。

過観察となる。その後特変なし。

(入職 4 日目の看護師によ

【対策】服薬時の声出し指差し確認を行なう。

る事故)

看護リーダーより当該職員に、本人確認方法や
病院業務との違いを踏まえ、個別性を改めて説
明した。研修のやり直し。

3/4

死亡事故

【対応】デイルームにて看護中心に心肺蘇生処置

11 時頃

送迎車でみずき到着時に容

（心臓マッサージ、AED）行ない、救急隊に引

態が急変して呼吸停止に陥

き継ぐ。ご家族に連絡し、病院にて引き継ぐ。

り救急搬送となる。搬送先 【対策】急変リスクを頭に常に入れ、送迎車内で
の病院にて、20：45 逝去さ

はこまめに様子を見る（時折マスクを外して表

れる。（通所利用者）

情の確認を行う。合わせて身体全体の状態を良
く観察するなど）。
異変に気付いたらすぐに施設へ連絡をして指示
を仰ぐ。日頃から緊急時に備え職員各々送迎緊
急時 マニュアルを確認し、頭の中でシミュレ
ーション（イメージ）しておく。
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（１） 事故ヒヤリハット
入居支援課（126 件）
大区分

中区分

怪我等

20

服薬関係

13

医療行為

11

対人関係

82

出血

1

誤薬

2

経管栄養

1

利用者同士

0

表皮剥離

1

忘れ

4

点滴関係

0 利用者と職員

1

内出血

0

落下

5 バルン関係

7

情報管理

1

打撲

14

吐き出し

1

処置関係

1

所有物管理

45

火傷

0 セットミス

1

未測定

0

機器操作

22

誤嚥

1

0

その他

2

その他

13

異食

0

その他

3

その他(所在不明含む)

0

その他

通所支援課（62 件）
大区分

中区分

怪我等

14

服薬関係

5

医療行為

1

対人関係

36

出血

2

誤薬

0

経管栄養

1

利用者同士

0

表皮剥離

3

忘れ

2

点滴関係

0 利用者と職員

1

内出血

4

落下

1 バルン関係

0

情報管理

2

打撲

2

吐き出し

0

処置関係

0

所有物管理

28

火傷

0 セットミス

1

未測定

0

機器操作

1

誤嚥

0

1

その他

0

その他

4

異食

0

その他

3

その他(所在不明含む)

6

その他

6. 権利擁護(苦情・虐待通報等)
日付
5/28

内容

対応

解決

女性利用者 A 氏の訴え。

B 職員に事実確認を

B 職員は A 氏に謝罪をし

夜間 21：30、23：30、1：30 と

したところ、A 氏の

たが、それ以外にお互い

トイレの対応を受けた時に、B 職

訴えと B 職員の対応

に思うところを話しあっ

員から怒った態度で「（トイレの

には食い違いがある

たとのこと。受付者がそ

間隔が）近すぎる」や「体内時計

ようだが、少なくと

の場に立ち会うことはな

が狂っている」と言われ、対応に

も冷たい対応と感じ

かったが、B 職員による

冷たさを感じた。それ以外にも対

させてしまっている

と話しによると、お互い

応後にひざ掛けのかけ忘れなどパ

状況については、B

に涙しながら話しができ

ッとすぐにいなくなってしまう。

職員から A 氏へ謝罪

てスッキリできたとのこ

6

以前より日中はあまりトイレの対

をすることや、今後

と。また、翌 5/29 に A

応を受けることが無いので感じな

の対応について意識

氏からも自分の気持ちを

いが、夜間の対応について不満に

する必要があること

B 職員に伝えることがで

感じている。

を伝える。

きて良かった、解決しま
したとの話しを頂いた。

7/1

男性利用者 C 氏の訴え

受付者より D 職員に

D 職員からの事実確認の

D 職員の対応について、19:30

確認すると、概ね間違

話しを、C 氏に報告する

頃、就寝介助時以下の内容につい いはない。言いたい事

と、“わかりました”との

て強い口調で言われた。

事。A 職員と話す場を設

は言えたが言葉遣いや

介助（特に口腔ケア時）時、いつ 態度が悪かったと思い

けるかを確認すると、“お

もわがままを言って、職員を困ら 反省はしている。就寝

互いに気を付ける事がで

せる（ケアが⾧い、どんどん要求 介助後、謝罪しに行こ

きればそれでよい。特に

が増えてくる等）。特に新人に

話し合う場は必要ない”

うとも思ったが、自身

は、強い口調で接していて、怖が の気持ちに余裕がな

その旨を A 職員に報告す

らせている（新人つぶしだ）。C

る。A 職員も後程本人に

く、謝罪には行けなか

氏のせいで退職していった職員が ったとのこと。

謝罪するとのこと。（解

何人もいる。

決）

ベッド臥床後、C 氏の枕元に立っ
て、頭の上から言われた。
10/17

男性利用者 E 氏の訴え

F 職員に事実確認。

F 職員に確認した内容を

13 時ごろコールに出た F 職員か

両者の認識に多少の食

E 氏に伝えると、主張の

ら、コール越しに「なに？」と用 い違いはあるが、改め

違いに苦笑いを浮かべる

件を問われたが、言葉がつまり声 て E 氏の言語障害に

も了解される。1 ヶ月程

が出せなかった。その後、怒った 配慮すること、言葉遣

度 F 職員の対応について

ような様子で F 職員が居室に来て いもそうだが口調にも

経過をみることを確認。

改めて「なに？」と用件を聞かれ 気をつけること、利用

また、あだ名呼びの件に

慌てて返事をしようとしたが再び 者であり目上の方とい

ついて触れると、「もう

声が出ず。「そんな怒らなくて良 う意識を持つことなど

呼ばないように気をつけ

いじゃないか」と伝えると、引き を伝えると共に、これ

ます」とのこと。F 職員

続き怒った様子で「謝れば良いん らを継続し信頼関係を

とは今後もうまくやって

ですね」と返された。もっと優し 築いてほしいことを伝

いきたいと思っていると

く対応してほしい。

える。

のこと。

一方で F 職員からは

E 氏へ伝えた内容やあだ

E 氏から、変わらず

名の件についての返答に

新職がいる前でも

ついて F 職員へ伝える。

「○○」と呼ばれた

後日 E 氏にその後の F

くないあだ名で呼ば
7

れることがあるの

職員の対応について確認

で、そこは改めてほ

すると、「言葉遣いは良

しいとの話しあり。

くなった」とのこと。ま
た F 職員に確認すると
「○○」とは呼ばれなく
なったとのこと。解決。

12/8

女性利用者 G 氏の訴え

H 職員からは本人が

H 職員については、本人

ご飯にふりかけ代わりにかけてい

かつお節を使用して

と一緒に当時の状況を振

る鰹節について、配膳の際に H

いることも把握して

り返るが、G 氏の記憶は

職員、I 職員から「猫みたいにニ

いなかったため、G

かなり曖昧な状況。H 職

ャアニャア鳴いて」と言われた

氏に対してそのよう

員からは改めて、絶対に

と、少々涙目で訴えあり、馬鹿に

な事を言うはずがな

言っていない、今後も絶

され、悔しいとのこと。

いとの回答。

対に言わないとの話しが

いつ言われたのかは明確な返答は

I 職員からは「自分は

ある。

なし。

絶対にそんなことを

I 職員については直接的

言うはずがない。特

な話し合いの場はなかっ

に G 氏については誤

たが、G 氏に I 職員が記

解を受けないように

憶しているやりとりにつ

気をつけて発言して

いて報告する。G 氏とし

いる」との回答を受

ては誰に言われたのか混

ける。

乱している様子で、確か

翌日 I 職員より話あ

に誰かに言われたとのこ

り。「昨日改めて振

とを繰り返し話してお

り返ったところ、か

り、今回の苦情について

つお節をかけたご飯

は解決としたが、納得さ

を配膳した時に、G

れていない様子であっ

氏から『猫まんまみ

た。

たいだね』と声をか
けてきたため『自分
もやりますよ』と返
事をしたことはあっ
た」との話しを受け
る。

7. 活動・運営報告
（１）月次
8

入居支援課／みずき全体
活動・イベント・行事
4月

5月

運営・研修

・軽体操 カラオケ ボッチャ 散策

・緊急事態宣言に伴い、短期入所受け入れ中

レクリエーション リラクゼーション

止、外出・面会制限(~5 月)

G スペース 映画上映会

・多摩ブロック新人合同研修会

グループリハビリ

・第三者調査委員会

・軽体操 カラオケ ボッチャ 散策

・防災訓練(夜間想定)

レクリエーション リラクゼーション

・サンライズ 36 号発行

G スペース 映画上映会
グループリハビリ グループリハビリ
フリー（個別）
・菖蒲湯
6月

7月

・体操 カラオケ ボッチャ 散策

・短期入所再開。外出・面会制限一部緩和

リラクゼーション 美容講習会

・食品衛生意識向上月間

音楽療法 ピアカウンセリング

・内部研修：「権利擁護・虐待防止(意思決

G スペース 映画上映会

定支援)」~7 月

グループリハビリ フリー（個別）

・喀痰吸引等特定の者基本研修

・軽体操 カラオケ ボッチャ 散策

・厨房拡張・談話コーナー改修等工事→食事

リラクゼーション G スペース

時間の変更～8 月

美容講習会 音楽療法 映画上映会

・第 1 回定期健康診断

グループリハビリ ピアカウンセリング

・新人フォローアップ研修

フリー（個別）

・喀痰吸引等不特定の者実地研修~9 月
・防犯意識向上月間
・第三者調査委員会

8月

・花火イベント

・内部研修：「防犯研修」「サービス等利用

・プラネタリウム鑑賞会

計画」

・軽体操 カラオケ ボッチャ

・サンライズ 37 号発行

リラクゼーション G スペース
映画上映会 美容講習会 音楽療法
グループリハビリ
9月

10 月

・軽体操 カラオケ ボッチャ 散策

・カフェ at オープン

リラクゼーション G スペース

・多摩ブロック新人合同研修会

映画上映会 美容講習会 音楽療法

・総合訓練(消防署立会)

グループリハビリ 朗読会

・内部研修：「スーパービジョン」

ピアカウンセリング

・喀痰吸引等特定の者基本研修

・ハロウィンイベント

・喀痰吸引等不特定の者基本研修~12 月

・体操 カラオケ ボッチャ 散策

・喀痰吸引等フォローアップ研修
9

リラクゼーション G スペース

・インフルエンザ予防接種

映画上映会 美容講習会 音楽療法

・第三者調査委員会

グループリハビリ 朗読会
ピアカウンセリング
11 月

・軽体操 カラオケ ボッチャ 散策

・非常時連絡訓練（Yahoo 安否確認メール）

リラクゼーション G スペース

~1 月

映画上映会 美容講習会 音楽療法

・感染予防意識向上月間

グループリハビリ ピアカウンセリング
12 月

・クリスマスイベント ・餅つき大会

・東京都実地検査(監査)

・年末年始映画鑑賞会

・内部研修「ガウンテクニック」~1 月

・軽体操 カラオケ ボッチャ
リラクゼーション G スペース
映画上映会 美容講習会 音楽療法
グループリハビリ ピアカウンセリング
・ゆず湯
1月

・新年会・正月遊び

・緊急事態宣言に伴い、面会制限・カフェ営

・軽体操 カラオケ ボッチャ

業休止(~3 月)

リラクゼーション G スペース

・新人フォローアップ研修

映画上映会 美容講習会 音楽療法

・喀痰吸引等不特定の者実地研修~3 月

グループリハビリ ピアカウンセリング

・サンライズ 38 号発行
・第 2 回定期健康診断
・PCR 検査実施(通所支援課職員を除く)
・第三者調査委員会

2月

・みずき祭り代替イベント

・内部研修：「ケアプラン・記録の書き方」

・軽体操 カラオケ ボッチャ

「障害・疾病の理解」「ホイストの使い方」

リラクゼーション G スペース

・防災意識向上月間

映画上映会 美容講習会 音楽療法
グループリハビリ ピアカウンセリング
3月

・お花見

・防災訓練(夜間想定)

・軽体操 カラオケ ボッチャ

・ストレスチェック

リラクゼーション G スペース

・腰痛予防体操開始

映画上映会 美容講習会 音楽療法

・PCR 検査実施(全職員)

グループリハビリ ピアカウンセリング

・サンライズ 39 号発行

通所支援課
活動・イベント・行事

運営・研修
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4月

・射的・魚釣り・玉入れ・壁面飾りづく

緊急事態宣言により縮小営業（一人週 2 回ま

り

での通所）とする。

・懇談会・ｲｰｽﾀｰｴｯｸﾞﾊﾝﾄ・頭を使うレク

委託型短期入所 4/13 以降キャンセル。

・カーリング・地域活動・生け花・ボッ

外部講師による日中活動中止。

チャ・ボードゲーム・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ集めｹﾞｰﾑ・

外部研修中止。

近隣散策・母の日創作・スヌーズレン
5月

・すごろく・坊主めくり・輪投げ・脳ト

4 月同様の対応としたが営業についてはやや

レ・カーリング・大相撲・懇談会・魚釣

緩和（一人週 3 回までの通所）

り・カードゲーム・射的・箱の中身
は？・生け花・シーツの中身は？・玉入
れ・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ集めｹﾞｰﾑ・ボーリング・ボッ
チャ・逆さ傘の玉入れ・お菓子作り・か
るた・スヌーズレン
6月

・カードゲーム・落とし穴に注意・ボー

外部講師による日中活動再開。

ドゲーム・父の日創作・ボッチャ・懇談

トイレ改修工事終了。

会・魚釣り・カーリング・輪投げ・生け
花・プラ板創作・プレゼント集めｹﾞｰﾑ
・逆さ傘の玉入れ・頭を使うレク・

通常営業再開。
委託型短期入所、日中一時事業再開。

スヌーズレン・陶芸・音楽療法・ピアカ
ン・美容講習会
7月

・落とし穴に注意・カードゲーム・ボー

厨房拡張工事により食事提供を一時的に外部

リング・七夕飾り・懇談会・ボッチャ・

の宅配を利用。（7/1～8/16 まで）

射的・カーリング・生け花・大相撲・紙

Ⅰ課職員新型コロナ感染により 7/20～8/1 ま

漉き・スヌーズレン・陶芸・音楽療法・

で営業休止。短期入所、日中一時も同様。

ピアカン・美容講習会
8月

・射的・輪投げ・玉入れ・カードゲー

新型コロナ対策で消毒の徹底とフェイスシー

ム・ボッチャ・落とし穴に注意・ひょう

ルドの購入や送迎車にビニールシートをつけ

げん探検隊・魚釣り・懇談会・すごろ

た。

く・カーリング・生け花・ダーツ・プレ

けやきの森学園実習生 1 名受け入れ。

ゼント集めｹﾞｰﾑ・夏フェス・ﾎﾞｰﾘﾝｸ・ス
ヌーズレン・陶芸・音楽療法・ﾋﾟｱカン・
美容講習会
9月

・射的・輪投げ・頭を使うレク・カード

喀痰吸引 1 号研修 1 名

ゲーム・ボッチャ・すごろく・生け花・

けやきの森学園実習生 2 名受け入れ。

魚釣り・ボーリング・大相撲・ひょうげ
ん探検隊・カーリング・玉入れ・落とし
11

穴に注意・お菓子作り・プレゼント集め
ｹﾞｰﾑ・箱の中身は・プラ板創作・スヌー
ズレン・陶芸・音楽療法・ピアカン・美
容講習会
10 月

カードゲーム・輪投げ・射的・落とし穴

喀痰吸引 1 号研修 1 名

に注意・すごろく・カーリング・生け
花・玉入れ・ボードゲーム・落穂拾い・
頭を使うレク・懇談会・ボーリング・ひ
ょうげん探検隊・ダーツ・ボッチャ・魚
釣り・プレゼント集めｹﾞｰﾑ・ハロウィ
ン・スヌーズレン・陶芸・音楽療法・ピ
アカン・美容講習会
11 月

ボーリング・ﾎﾞｯﾁｬ・頭を使うレク・ﾎﾞｰ

喀痰吸引 1 号研修 1 名

ﾄﾞｹﾞｰﾑ・運動会・輪投げ・生け花・ひょ

通所利用者 1 名新型コロナウィルス陽性によ

うげん探検隊・魚釣り・落とし穴に注

り 11 月 21 日～28 日まで休所。その間に２

意・スヌーズレン・陶芸・音楽療法・ピ

Ｆフロア、ＥＶの業者による消毒と当事者が

アカン・美容講習会

通所した 11 月 19 日に利用したご利用者と出
勤していた通所職員全員ＰＣＲ検査実施。
⇒全員陰性。11 月 30 日より営業再開。

12 月

1月

2月

ボーリング・生け花・ボッチャ・頭を使

喀痰吸引 1 号研修 1 名

うレク・射的・輪投げ・カードゲーム・

12 月 5 日、事務職員の新型コロナ感染発覚に

懇談会・魚釣り・・落とし穴に注意・ひ

より 12 月７.8 日を営業中止とする。３市に

ょうげん探検隊・ダーツ・カーリング・

報告し短期入所（緊急一時保護）に関しても

クリスマス音楽会・ボードゲーム・クリ

中止。12/9 より営業再開。

スマスパーティー・餅つき・忘年会・

また今回の陽性者発生を受けて、みずきとし

スヌーズレン・・陶芸・音楽療法・ピア

て全職員を対象とした PCR 検査を実施。

カン

⇒12 月通所支援課全員陰性。

新年会・カードゲーム・成人式・輪投

1 月 8 日より緊急事態宣言が発令されたが通

げ・頭を使うレク・生け花・魚釣り・

所は営業を継続。今までの対応を継続しつつ

箱の中身は・みずき大相撲・ボッチャ

2 月 7 日までは以下の対応を追加した。 食事

カーリング・射的・トランプ・ボーリン

対応において、フェイスガードを使用し、ダ

グ・スヌーズレン・陶芸・音楽療法・ピ

ブル食介（全介助 全介助）は行わないよう

アカン・美容講習会

にする。

輪投げ・節分・プレゼント集めｹﾞｰﾑ・頭

3 月からの新規利用者利用契約取り交わし。

を使うレク・ボードゲーム・ダーツ・落

人事考課フォローアップ研修

とし穴に注意・生け花・バレンタインお
菓子作り・ケーキをデコリンコ・魚釣
12

り・ひょうげん探検隊・射的・カードゲ
ーム・ボッチャ・ボーリング・射的・ス
ヌーズレン・陶芸・音楽療法・ピアカ
ン・美容講習会
3月

ボードゲーム・カーリング・ひな祭り・

新規利用者（女性）利用開始。

箱の中身は？・輪投げ・ボッチャ・ダー

4 月からの新規利用者（男性）2 名利用契約

ツ・魚釣り・ホワイトデーお菓子作り・

重大事故（死亡事故発生）実施機関、東京都

懇談会・ケーキをデコリンコ・ひょうげ

に報告。

ん探検隊・玉入れ・大相撲・生け花・プ
レゼント集めゲーム・射的・ボーリン
グ・近隣散策・スヌーズレン・陶芸・音
楽療法・ピアカン・美容講習会

(２) 特記事項
①新型コロナウイルス関連
・7/18 入居支援課生活支援員 1 名陽性。保健所指導の下、濃厚接触者入居者 5 名、職員 1 名の
PCR 検査行なわれ陰性。この間通所の営業中止、入居者居室対応等。7/28 対応解除
・11/20 通所利用者 1 名陽性。11/21～28 通所の利用中止。業者による消毒実施。保健所指導の
下、濃厚接触者・接触疑い職員 14 名、利用者 14 名にＰＣＲ検査実施され全員陰性。
・12/5 管理課職員 1 名陽性。保健所連絡、濃厚接触者なし。12/7，8 通所の利用中止。
・みずきとしての感染防止対策、職員への体調管理・感染予防の呼び掛け、体調不良職員への対応
など不徹底なところの改善に取り組みました。またご利用者、ご家族、関係機関等の信頼の回復
とさらなる感染予防意識の向上を図るべく、全職員対象の PCR 検査を、12~1 月（補助金を活用
した自己検査）、3 月(東京都の施策)の 2 回実施しました(全員陰性)。
・4 月~5 月の緊急事態宣言では、短期入所の利用中止と、通所の限定的利用を行ないました。利用
再開後も、なかなか利用率が回復せず、厳しい収支につながっています。ただしコロナ禍が収束
するまでは感染予防を第一に考え、徐々に信頼を回復し、利用率の安定につなげていきたいと思
います。
②増築改修工事
・前年度 11 月から実施していた、カフェ・職員ラウンジの設置、厨房の拡張、通所トイレの増
設、雨水浸透設備の再整備、レジデンスのフェンス・植栽等整備、ごみ置き場・駐輪場などの再
設置といった一連の工事について、緊急事態宣言発令に伴い 4～5 月に一時中断したため、当初
の予定から 2 か月ほど遅れましたが、8 月で完了しました。
③カフェ開店
・アネックス棟 1 階、通りに面した角地に、当初予定から 2 か月遅れにはなりましたが、9/16
「café at」をオープンさせました。飲料・軽食を提供するカフェスペース、地域・福祉事業所の
13

作品や自主製品等の展示・販売スペース、ご利用者地域の方に広く利用していただきたい多目的
室があります。本年度については、感染予防対策を徹底し、店内利用は外部の方限定、ご利用者
はテイクアウトやデリバリーという形でのスタートになりました。多くの地域の方にご来店いた
だき、新しいつながりも生まれ、2 月には特別支援学級の作品展も開催することができました。
しかし 1 月からの 2 回目の緊急事態宣言時などは外部向けの営業を休止せざるを得ず、思ってい
たような展開のできない歯がゆいスタートとなりました。
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