
 

令和 ３年 ７月 ２０日 

地域密着型サービス 
                        

令和３年度 第２回運営推進会議議事録 

運営推進会議の開催状況について 

 

法人名・事業所名 グループホームぬく杜の郷・しおさい 

所在地 虻田郡豊浦町字豊浦町浜町１７番地３ 

担当者名・連絡先 施設長 稲垣 香澄 TEL ０１４２-８３-７７１１ 

従業者 従業者総数 １３人（内訳：常勤１１人 非常勤２人）（令和３年７月１５日現在） 

 うち夜勤の従業者 1日当たり事業所全体の勤務従業者数  ２人 

運営推進会議の開催日 令和 ３ 年 ７ 月 １５ 日 （令和３年度 第２回） 

運営推進会議の構成員 所 属（団体等）名 職  名 氏  名 出 欠 

 入居者 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 佐藤 實 － 

入居者 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 小野 セツ子 － 

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 髙橋 久美子  

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 大内 恵美子  

地域住民の代表者 豊浦町浜町自治会 自治会長 高橋 勝美  

地域民生委員 民生委員協議会 副会長 栗山 明男  

地域協力者 近隣協力者 有識者 山田 恵 － 

市町村職員 豊浦町総合保健福祉施設やまびこ 事務長 井上 政信 － 

市町村職員 豊浦町地域包括支援センター 認知症地域支援推進員 田浦 泰博  

地域社協 豊浦町社会福祉協議会 事務長 高橋 幸一  

地域消防 西胆振行政事務組合伊達消防署豊浦支署 庶務・警防主幹 高橋 秀希  

地域駐在所 札幌方面伊達警察署豊浦駐在所 警部補 村上 好洋  

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 施設長 稲垣 香澄  

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 計画作成担当 工藤 優子  

議題 ◯事業所報告資料・施設広報誌 

◯令和元年度事業報告 

◯事業所への要望、助言等の意見聴取 

 

利用状況 利用者総数 １８人 （令和３年７月１３日現在） 平均介護度２．２４ 

 直近月稼働率 ９２．９６％ 

要支援１：－ 要支援２：0人 要介護１：６人 要介護２：５人 

要介護３：４人 要介護４：３人 要介護５：０人 － 



 

交流・行事等の実施状況 

・利用者の家族との交流内容 

・地域との交流内容 

・その他の事業 など 

 

 

 

（直近約 2 か月又は前回報告以降） 

 
５月２１日 自然災害自主訓練 

ハラスメント防止・受動喫煙防止・メンタルヘルス研修 
５月２３・２５日 高齢者虐待防止・身体拘束適正化研修（計６名出席） 
５月２６日 ひだまりユニット・職員会議 
５月２７日 せせらぎユニット・職員会議 
６月 ５日 せせらぎユニット誕生会 
６月 ７日 コロナワクチン接種打合せ（幸生園診療所 ４名来園） 
６月 ９日 ひだまりユニット誕生会 
６月１１日 理事長・施設長経営会議（Zoom会議） 
６月１４日 労働衛生委員会 腰痛予防勉強会 
６月１６日 管理者会議 
６月１７日 消防火災総合訓練（消防立会い・消防設備法令点検） 
６月２０日 父の日・果物バイキング行事 
６月２２日 理事長・施設長・所長会議 
６月２３日 管理者会議 
６月２６日 せせらぎユニット会議・感染症ＰＰＥ実践研修会 
６月２８日 ひだまりユニット会議 
６月３０日 行動規範第１委員会（稲垣）湘南・ 

第５委員会（工藤）Ｚｏｏｍ打合せ 
７月 ２日 リスクマネジメント委員会 
７月 ３日 身体拘束適正化・虐待防止委員会 
７月５・７日コロナワクチン予防接種 入居者１５名 職員１１名 
７月 ８日 理事長・施設長経営会議 
７月 ９日 リスクマネジメント喉つまり・吸引実践研修 
７月１２～１６日 入居者健康診断 豊浦国保病院 
７月１３日 管理者会議 
 

事故の状況 ０件 

ヒヤリハット報告 （５/１～７/１３）全４件 

ヒヤリハットⅠ    ０件 

（内訳：                   ）  

ヒヤリハットⅡ    ４件 

（内訳：転倒 ２件  変色 ２件 ） 

苦情ヒヤリハット    ０件 

相談・苦情の状況 （直近約 2か月又は前回報告以降） 

苦情 ０件 

相談 ０件  

身体拘束の状況 

 

有：無 

身体拘束等適正化委員会（直近の開催日 ７／５） 

直近の研修開催日 ５／２３・２５ 

感染症等の発生状況 有：無 

新型コロナウイルス感染防止の為、ご家族・ご訪問の皆様の面会制限を実施 

第１回目 令和３年７月５・７日 （入居者 １５名 職員 １１名） 

第２回目 令和３年７月２６・２８日 予定 

その他の報告事項 なし 

添付資料（送付資料）  

〇議事次第 

〇事業所報告資料 

〇施設広報誌 せせらぎ通信・ひだまり通信 

 



 

会議出席者より 

事業所の活動状況の 

評価 

事業所への要望・助言等 

 

 

○稲垣施設長 

 前回は、会議直前にコロナ感染者急増に伴い『緊急事態宣言』が発令され 

たために、書面会議での開催となりました。皆様からのご意見等を頂きまし 

てありがとうございます。本日は、感染対策を施し会議を開催致します。 

 配布資料に沿って事業報告を致します。＊別紙参照 

この間『ＳＯＳネットワーク』に関する実践研修と『喉つまり吸引ノズル』 

実践研修、『災害に伴う避難自主訓練』を行っております。 

 

●豊浦浜町自治会長 高橋様 

 書面会議の時に、意見を書きましたが、色々と大変なこともあると思います。 

『所在不明』と書かれていたので、どのような経緯かと思いました。 

その後の対応も、きちんとされていると思います。 

 

○稲垣施設長 

 『ＳＯＳネットワーク』へ登録をしている方です。又既に駐在所にも報告 

をしています。現在徐々に『離園』のリスクが少なくなってきている状況です。 

 

●豊浦駐在所 村上氏 

 報告を受けて内容を確認しています。 

 

●豊浦社協 高橋氏 

 災害自主訓練の避難場所として、展望台の記載があるけれど、休館日は 

入口のゲートが閉鎖されていますよ。けれど写真を見る限り、避難場所とし 

て指定されているので、今後町でも検討する必要があるんじゃないかな。 

 

●豊浦民生委員 栗山氏 

 町に確認する必要があると思いますね。 

 

●豊浦駐在所 村上氏 

 情報提供ですが、胆振東部地震の時、停電になると踏切が下がったままに 

なり、そのことを知らない町民の方が長蛇の列になりました。災害の際は、 

踏切の無いルートを予め設定すると良いと思います。 

 

○稲垣施設長  

 貴重な情報ありがとうございます。河川側と道の駅側のルートが、踏切が無

いので、今後自主訓練の際にルートを再確認致します。 

 

●消防 高橋氏 

 『吸引ノズル』の実践研修について、今回工夫を凝らしてナイロン袋で 

行ったようですが、必要であれば心肺蘇生時に使用する人形を消防から貸出 

することが出来ますので、いつでもご連絡下さい。 

 今年度は、コロナ感染により救命講習の実施が中止となっております。 

しかし１時間程度のＡＥＤ講習でしたら相談を受け付けます。心肺蘇生時は、

コロナ感染予防の為、くれぐれも人工呼吸を行わないようにして下さい。 

  

○稲垣施設長 

 情報ありがとうございます。是非参考にさせて頂きたいと思います。 

その他、委員の皆様から何か情報提供はございませんか。 

 

●豊浦社協 高橋氏 

 今皆さんのお話を色々聞かせて頂いて自分自身も非常に勉強になり、情報 

共有することが出来ました。 

 コロナ感染予防について、あまり自宅にこもるのは、身体機能の低下を 

招くと言われていますが、密ではない屋外への散歩等実施していますか。 



 

会議出席者より 

事業所の活動状況の 

評価 

事業所への要望・助言等 

 

 

○稲垣施設長 

 買い物やイベント（果物狩りやソフトクリーム・花見等）の外出はしてい 

ませんが、敷地内の植木や花等を見に行くような支援は少しずつ行ってい 

ます。ただ入居者の方の中には、「コロナなので外に出るのは怖いです」と 

いう方もいますので、無理強いはしていません。２回目の予防接種を終了し 

た後には、少しずつ支援の範囲を広げたいと思います。 

 

●包括支援 田浦氏 

 町の施設でもコロナ予防接種を実施しました。１回目でも職員の副反応が 

あり、翌日や翌々日まで勤務を休む職員がいましたので、ワクチン接種に伴 

うシフト調整が必要だと思います。 

 

○稲垣施設長 

 １回目のワクチン接種後、１名の職員が熱発しました。その他の入居者や 

職員の副反応はみられませんでした。２回目のワクチン接種当日及び翌日の 

業務の軽減や入浴の見送り・食事準備の軽減等の工夫を行っております。 

 

●ご家族代表 大内氏 

 いつもいつもお世話になってばかりでいます。職員さん達の対応を聞いて 

いるだけで、有難い思いで本当に何も言うことはありません。 

 

●ご家族代表 高橋氏 

 自分は医療機関に勤めていますが、ドクターストップがかかりワクチン接 

種は出来ません。予防対策をしっかり行って勤務し日常生活を過ごしてい 

ます。職場でもワクチン接種後、副作用があり休む職員がいましたので、副 

反応には気を付けた方が良いと思います。 

 それと、私の知人に各地域に回り高齢者等のフレイル予防に関わりたいと 

いう理学療法士の方がいますので、コロナの状況が落着いたら紹介したいと 

思います。入居者の方の気分転換にも繋がると思います。 

 

○稲垣施設長  

 ありがとうございます。是非ご紹介下さい。楽しみにしています。 

それでは、引続き感染対策に努めて参りますので、皆様今後ともご協力下さ 

いますよう宜しくお願い致します。 

 

○工藤管理者 

 私から特にありません。引続き感染予防に努めていきたいと思いますので、

宜しくお願い致します。 

 

○稲垣施設長 

 次回の会議は、９月１６日１５：００～予定しております。 

皆様のご出席、ご協力の程宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で会議を終了する。 

 


