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令和 3年 3月 31日 

 

りあん児童通所事業部 

管 理 者 重本 幸子 

 

令和 2年度 りあん児童通所事業部 

活動報告書 
 

1.児童通所事業部運営 

（1）事業所管理者会議状況 

開催日時 回次 場所 内容 

令和 2年 4月 4日 

11：00～12：30 

第 1回管理者会議 法人本部会議室 ・各事業所からの事業報告 

・新型コロナウィルス感染症に係る

連絡事項及び予防徹底の周知 

令和 2年 6月 10日 

11：00～12：30 

第 2回管理者会議 法人本部会議室 ・各事業所からの事業報告 

・委員会の構成検討 

令和 2年 9月 23日 

11：00～13：00 

第 3回管理者会議 法人本部会議室 ・各事業所からの事業報告 

・委員会報告・要望検討 

令和 2年 10月 28日 

11：00～13：00 

第 4回管理者会議 法人本部会議室 ・各事業所からの事業報告 

・委員会報告・年末年始の件他 

令和 2年 12月 16日 第 5回管理者会議 中止 

（書面にて情報共有） 

・各事業所からの事業報告 

・委員会報告・団体保険について 

令和 3年 2月 10日 第 6回管理者会議 中止 

（書面にて情報共有） 

・各事業所からの事業報告 

・人事異動他 

（2）委員会実施状況 

開催日 回次 場所 内容 

令和 2年 7月 1日 広報委員会 りあん嘉麻教室 ・新嘉麻教室の宣伝写真撮影 

令和 2年 7月 1日 研修委員会 りあん目尾教室 ・今年度の研修について 

・研修の内容について 

令和 2年 7月 10日 サービス検討委員会 りあん西徳前教室 ・個別支援計画書について 

・モニタリングについて 

令和 2年 7月 13日 研修委員会 りあん粕屋教室 ・「はじめての PECS」の研修参加について 

・研修の内容について 

令和 2年 7月 17日 感染症予防委員会 りあん西徳前教室 ・感染症マニュアルについて 

・りあんからのお願いについて 

・登園許可書、投薬依頼書について 

令和 2年 7月 27日 安全委員会 りあん西徳前教室 ・各事業所からの報告 
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・送迎時の注意点 

・車両管理について 

・危機管理マニュアルについて 

令和 2年 8月 5日 研修委員会 法人本部会議室 ・研修内容の確認、日程について 

令和 2年 8月 31日 虐待防止委員会 りあん西徳前教室 ・身体拘束について 

・虐待について 

令和 2年 9月 8日 業務改善委員会 りあん西徳前教室 ・業務改善内容 

・各事業所からの意見 

令和 2年 9月 12日 研修委員会 りあん目尾教室 ・研修内容(動画)、担当について 

令和 2年 9月 25日 苦情解決委員会 りあん西徳前教室 ・苦情解決に関する規定について 

・意見、要望、苦情受付書について 

令和 2年 11月 5日 感染症予防委員会 りあん西徳前教室 ・感染症マニュアルについて 

(インフルエンザ) 

・各事業所での対応、報告 

・嘔吐物の処理について 

令和 2年 11月 9日 広報委員会 りあん西徳前教室 ・年賀状作成について 

令和 2年 12月 7日 広報委員会 りあん嘉麻教室 ・年賀状撮影 

※コロナウィルス感染症拡大防止に伴い、1 月以降の委員会は中止とする。 

 

 

 

（3)全体行事 

月日 行事内容 内容 

9月 19日 避難訓練 
地震を想定してテーブルの下に避難し、落ち着いたら玄関前の

駐車場に集まる。確認後全員で片峯公園に避難する。 

※コロナウィルス感染症拡大防止に伴い、2 月に予定していた避難訓練は中止とする。 

 

 

 

（4）臨時対応 

関係する地域に災害警報や注意報が発令された時は、状況に応じて家庭に連絡し、臨時休館としました。                                                                                        

月 日 対応方法 理由 

令和 2年 4月 15日～5月 6日 在宅支援又は保護者送迎 

緊急事態宣言が発令され、コ

ロナウイルス感染拡大防止の

為 

令和 2年 7月 6日 
放課後児童：早目の送迎また

は保護者迎え。 
大雨で緊急警報が出ている為 
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令和 2年 7月 7日 

未就学児童：保護者送迎 

放課後児童：休校の児童は早

朝より受け入れ。帰りは早目

の送迎、または保護者迎え。 

前日からの大雨で警報が続い

ている為 

令和 2年 7月 10日 

未就学児童：保護者送迎 

放課後児童：休校の児童は早

朝より受入れ。保護者送迎。 

大雨との予報で、再び災害の

可能性がある為 

令和 2年 9月 7日 休館 
台風 10号が接近し、大雨・暴

風等の予報が出ている為 

令和 2年 12月 24日 午後より休館 

放課後デイサービスの職員が

濃厚接触者となり、PCR検査を

受ける事になった為(陰性) 

令和 2年 12月 25日 

令和 2年 12月 26日 
休館 

コロナウイルス感染症拡大防

止の為 

令和 3年 1月 7日 保護者送迎での受入れ 大雪注意報が出ている為 

令和 3年 1月 8日 保護者送迎での受入れ 積雪の為 

令和 3年 1月 9日 

未就学児童 

休館(利用児童がいない為) 

放課後児童 

保護者送迎での受入れ 

積雪の為 

令和 3年 1月 11日 朝のみ保護者送迎 積雪の為 

令和 3年 1月 20日 
放課後児童 

通常利用又は在宅支援 

支援学校でコロナ感染者が確

認され、放課後児童で濃厚接

触者が 3名確認された為 

(陰性) 

令和 3年 1月 25日～1月 27日 未就学児童：休館 
放課後児童 1名がコロナ感染

陽性と判明した為 

令和 3年 1月 25日～2月 4日 放課後児童：休館 

放課後児童 1名がコロナ感染

陽性と判明し、放課後職員が

濃厚接触者と確認された為 

令和 3年 1月 25日～2月 7日 休館 
放課後職員 2名がコロナ感染

陽性と判明した為 

令和 3年 2月 7日～3月 7日 

未就学児童：通常営業 

放課後児童 

在宅支援又は保護者又はりあ

ん送迎 

緊急事態宣言が延長となった

為 

 

 


