
 

 

令和 ４年 ７月 ２７ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和４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１２人 非常勤１人）（令和４年７月１８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 ４ 年 ７  月 20日 （令和４年度 第２回） 

運営推進会議の構成員 所 属（団体等）名 職  名 出 欠 

 入居者 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ―  - 

入居者 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ―  - 

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 出席 

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 出席 

地域住民の代表者 豊浦町浜町自治会 自治会長 出席 

地域民生委員 民生委員協議会 副会長 － 

地域協力者 近隣協力者 有識者 － 

市町村職員 豊浦町総合保健福祉施設やまびこ 事務長 出席 

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 出席 

地域社協 豊浦町社会福祉協議会 事務長 出席 

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 － 

地域駐在所 札幌方面伊達警察署豊浦駐在所 警部補 － 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 施設長兼計画作成担当 － 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 管理者兼計画作成担当 出席 

    

議題  

◯事業所報告資料・ユニット報告・身体拘束適正化・虐待防止委員会報告 

◯施設広報誌 

◯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 ４年 ７月 １８日現在） 平均介護度２．３９ 

 直近月稼働率 １００％ 

要支援１：－ 要支援２：0人 要介護１：５人 要介護２：６人 

要介護３：３人 要介護４：３人 要介護５：１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 

５月１６日 花見ドライブ 
５月１７日 花見ドライブ 
５月１８日 運営推進会議 
５月２０日 自然災害想定自主訓練 
５月２４日 豊浦国保病院往診 理事長・施設長・所長経営会議 
５月２５日 ひだまりユニット職員会議・防災委員会 
５月２６日 豊浦ふれあいスポーツ大会打合せ（ＣＷ1名） 
５月２７日 行動規範（施設長・管理者）・管理者会議・衛生委員会 
５月２９日 研修委員会・せせらぎユニット職員会議 
６月 １日 リスクマネジメント委員会 
６月 ３日 感染症委員会「ＰＰＥ実技研修」① 
６月 ４日 衛生委員会「腰痛予防研修」 
６月 ５日 せせらぎユニット誕生会 
６月 ６日 しおさい「いち豚昼食会」 
６月 ７日 留寿都高校介護学習研修受入れ事面談Ｚｏｏｍ 
６月 ９日 ひだまりユニット誕生会 
６月１０日 法人役員会・理事長施設長経営会議（施設長） 
６月１２日 管理者会議 
６月１３日 研修委員会 

「認知症基礎研修・パーソンセンタードケアについて」 
      留寿都高校介護学習研修受入れ １名 ～７月１日まで 
６月１５日 感染症委員会「ＰＰＥ実技研修」② 
６月１９日 父の日 
６月２１日 行動規範打ち合わせ（みたらの杜・施設長） 
６月２２日 ひだまりユニット誕生会 施設内感染症研修 

（コロナ予防・ＰＰＥ実践研修） 
６月２５日 ひだまりユニット職員会議 
６月２６日 施設内リスクマネジメント研修「転倒について」 
６月２７日 火災想定総合避難訓練 
６月２８日 せせらぎユニット職員会議 
６月２９日 行動規範院会 
７月 １日 施設内労働衛生委員会 ・ 留寿都高校介護実習最終日 
７月 ３日 研修委員会 
７月 ４日 法人監事監査 
７月 ５日 法人内感染症対策研修（管理者） 
７月 ７日 理事長・施設長経営会議（成香・施設長） 
７月 ８日 入居者健康診断（国保病院） 
７月１０日 施設内感染症委員会「食中毒予防研修」 
７月１１日 入居者健康診断（国保病院） 
７月１２日 入居者健康診断（国保病院）・  
ベトナム技能実習生６名Ｚｏｏｍ面談（施設長） 
７月１５日 入居者健康診断（国保病院）・ ぬく杜カフェ保健所検査 

事故の状況 １件 
令和 4年 6月 右顎直達骨折・左関節突起骨折 
職員がトイレ誘導した際、右アゴが少し腫れているのを確認する。ご本 
人が「痛くて眠れないんだ」と話しており、下残歯のぐらつきが以前か 
らあったため、歯科系の痛みと認識し患部を冷やし対応していたが、引 
継ぎを受けた早番が右アゴに１円玉程の変色と口腔内の腫れを確認する。
洞爺湖町内口腔外科受診調整するが「コロナ発生のため休診」との事。 
急遽歯科を受診する。レントゲン検査の結果、右顎骨折との診断を受け、
同日午後から室蘭市内の日鋼口腔外科へ受診するよう指示あり。同院受 
診し、右顎直達骨折・左関節突起骨折の確定診断を受け、保存的治療と 
なり抗生剤と痛み止めの薬を処方され帰園する。 

ヒヤリハット報告 （５／１６～７／１９）全７件 

ヒヤリハットⅠ    0件 （内訳：         ）  

ヒヤリハットⅡ    ７件 （内訳：転倒１件・変色６件）  

苦情ヒヤリハット    ０件 

（内訳：          ） 

相談・苦情の状況 （直近約 2か月又は前回報告以降） 

苦情 無 

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 令和４年４月４日） 

感染症等の発生状況 有：無 

６／１～ アクリル板越し面会を完全予約制で対応しています。 
オンライン面会も継続しています。（完全予約制） 

その他の報告事項  
運営推進会議を活用した評価について 

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 

○身体拘束適正化・虐待防止委員会報告 

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 

〇管理者 

 →報告資料に基づき事業所の活動状況報告を行っています、 

 →会議・研修・行事等について、6月に感染症対策委員を中心に感染症対 

策研修、PPE研修会を行っています。 

●やまびこ 

 →全国的に感染者も増加傾向ですね。4回目のコロナワクチン接種は 

予定していますか？ 

〇管理者 

 →はい、7月 28日以降で調整しています。 

●ご家族代表 

 →道外の車のナンバーも増えて来ていますよね。私も仕事上気を付け 

ています。 

〇管理者 

 →職員、入居者様の健康管理をしっかりと行い、今まで通り感染予防 

対策を行って行きたいと思います。 

〇管理者 

 →配布資料の広報誌について報告します。 

豊浦町のお祭りが中止となり、地元のほたてやいちご等の食材を 

使用し昼食会を開催しました。少しでも豊浦町に貢献するため 

地産地消の活動を継続していきたいと思います。 

●社協 

 →良い事ですね。広報誌の写真も皆さんいい笑顔ですね。 

〇管理者  

 →はい。皆さんに喜んで頂けて職員も嬉しい気持ちになりました。 

〇管理者 

 →続きまして、虐待防止研修について報告致します。 

  資料の配布と回覧配布がありますので、回覧資料を確認されましたら 

  ご署名下さい。 

  ＊別紙資料参照 

●浜町自治会長 

 →研修会に参加し、職員の皆さんは勉強をしているのですね。 

〇管理者 

 →はい。事業所内研修の他、来月には法人で開催する虐待防止・ 

身体拘束廃止研修にも参加する予定です。 

●浜町自治会長 

 →頑張って下さいね。 

〇管理者 

 →ありがとうございます。 

  今後も、具体的な研修会を行って行きたいと思います。 

〇管理者 

→令和３年度介護保険制度改正に伴い、「地域密着型認知症対応型 



共同生活介護（認知症グループホーム）は、運営基準において、 

自らその提供するサービスの質の評価を行うとともに、定期的に、 

外部実施機関もしくは運営推進会議における評価のいずれかを受けて、 

それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならい」という 

ことが義務付けられております。 

本年度より運営推進会議におきまして自己評価項目をもとに話し合い 

の場を設け実施していきたいと思いますが皆さんご協力頂けますか？ 

 自己評価のまとめと活用ツールがあるのですが、皆さんに郵送で送り 

確認して頂き、次回の運営推進会議に持参する形が良いですか？ 

●包括 

 →そうですね。事前に頂いた方が良いです。 

●やまびこ 

 →郵送で頂き、一読します。次回の会議に資料を持参したいです。 

●ご家族代表 

 →事前に頂けるのであれば宜しくお願いします。 

●浜町自治会長 

 →そうですね。先に頂いた方が確認できるので良いと思います。 

〇管理者 

 →分かりました。郵送させて頂きますのでご協力宜しくお願いします。 

→それでは、委員の皆様から情報やご意見を伺いたいのでお願いします。 

●やまびこ 

 →海浜公園でのキャンプが 1日 40組限定で始まりますね。 

  少しにぎやかになると思います。 

  礼文華も 7月 24日からキャンプ場がオープンすると聞きました。 

〇管理者 

 →花火の音や騒音などが心配ですね。入居者様が混乱しないよう支援 

  していきたいと思います。 

●豊浦駐在所  

 →警察の方からは大きな事故等はありません。 

●ご家族代表  

 →いつもお世話になってばかりで。家族としてはとても助かっています。 

●ご家族代表  

 →私の母もわがままばかり言っていますが、いつも対応して下さり 

  感謝しています。 

〇管理者 

 →これからも入居者様が安心、安全に暮らせるよう職員一同 

  支援していきますのでよろしくお願いします。 

 →それでは、本日の会議を終了いたします。 

  ありがとうございました。 

 

次回開催  グループホームぬく杜の郷・しおさい ぬく杜カフェ 

令和 ４年 ９月 ２１日 （水） １５：００～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


