
 

令和元年 6 月 1 日 

地域密着型サービス 
                        

令和元年度 第 1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 社会福祉法人幸清会  グループホーム来夢の杜大宮 

所在地 常陸大宮市野中町 3050-1 

担当者名・連絡先  施設長  杉谷 操 TEL 0295-53-6549 

従業者 従業者総数 17 人（内訳：常勤 10人 非常勤 7人）（R1 年 5月 3 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 令和元年 5 月 22 日 （令和元年度 第 1回） 

運営推進会議の構成員 所 属（団体等）名 職  名 出 欠 

 入居者    

入居者     

入居者の家族  ご家族会代表  〇 

地域住民の代表者 野中地区 区長  〇 

地域民生委員 野中地区 民生委員  〇 

地域代表 南部地域包括支援センター  〇 

市町村職員 常陸大宮市長寿福祉課 課長補佐 〇 

地域消防  常陸大宮消防署予防課 課長補佐 〇 

地域警察  常陸大宮警察署生活安全課 警部補 〇 

地域社協     

施設職員  来夢の杜大宮 施設長 〇 

施設職員  来夢の杜大宮 管理者 〇 

施設職員  来夢の杜大宮 管理者 〇 

議題 ◯活動状況の報告・その他報告事項 

◯会議の出席者からの事業所の活動状況の評価 

◯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 （令和元年 5月 3 日現在）平均介護度 2.77 稼働率 99.44％ 

要支援１：0人 要支援２：0人 要介護１：0人 要介護２：10人 

要介護３：3人 要介護４：4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 

（直近約 2か月又は前回報告以降） 

３月１０日 ユニット会議・ケアカンファレンス（さざんかユニット） 

３月１３日 ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 

３月２０日 平成３０年度 第６回運営推進会議・身体拘束適正化委員会 

３月２１日 実務者研修スクーリング（２３日まで） 

３月２４日 カラオケ大会 

３月２５日 消防設備点検 

３月３０日 うなぎパーティー 

３月３１日 入居者様お誕生会 

４月 １日 開設祝い 

４月 ４日 訪問理美容（JB1） 

４月 ５日 お花見（辰ノ口親水公園） 

４月 ８日 管理者会議 



 

４月１０日 ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 

４月１８日 ユニット会議・ケアカンファレンス（さざんかユニット） 

４月２３日 セブンイレブン移動販売 

４月２４日 入居者様お誕生会 

４月２５日 内部研修【テーマ：グループホームに求められること】 

４月２７日 訪問歯科往診 

５月 １日 新規入居希望者（ご家族）施設見学 

５月１３日 実務者研修教員講習会（参加者：1名 １５日まで） 

５月１６日 ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 

５月２１日 セブンイレブン移動販売 

５月２２日 令和元年度 第１回運営推進会議・身体拘束適正化委員会 

５月２８日 実務者研修教員講習会（参加者：1名 ２９日まで） 

  

・令和元年度運営推進会議の日程と選任の委員のご紹介と自己紹介を 

行った。 

・グループホーム運営推進会議の設置についての説明を行う。 

・平成３０年度の事業報告及び内容の結果について施設長より報告した。 

・今年度の事業計画（運営方針等）について説明を行った。 

・今年度第１回事業所報告（３月８日～５月１０日）を施設長より 

報告行った（上記実施状況報告） 

・３月２１日付けでの人事異動の報告を行った。 

 施設長兼ケアワーカー１名 来夢の杜太田へ異動 

 ケアワーカー３名     来夢の杜太田へ異動 

 施設長          幸豊ハイツより異動 

 管理者兼ケアワーカー１名 来夢の杜太田より異動 

 ケアワーカー１名     来夢の杜太田より異動 

・グループホーム来夢の杜大宮の新たに作成した理念について説明を 

行った。 

・４月２３日からセブンイレブンの移動販売を開始となったことの 

報告を行った。なお、ご近所の方も利用頂けることから、このような 

活動を通して地域の方と入居者様の交流につなげられるよう取り組ん 

でいくことを伝えた。 

事故の状況 

 

事故 1件（腰椎圧迫骨折） 

４月Ｘ日より痛みの訴えが聞かれていたが、以前多発性圧迫骨折の 

診断を受け、その後も腰痛を訴える事が度々あり湿布薬を貼付し軽減 

していた。そのため経過観察していたが、Ｙ日になっても痛みが軽減 

されなかったことから整形受診しレントゲン撮影の結果、腰椎圧迫骨 

折との診断を受けた。今回転倒や転落の事実はないが、骨粗鬆症を伴 

い円背姿勢の為、日常生活の中で自然に圧迫骨折が発症することは今 

後もあり得るとの説明があった。 

ヒヤリハット報告 （ ３月８日 ～ ５月１０日 ）全 ６ 件 

ヒヤリハットⅠ   4 件 

（内訳：バランスを崩した２件 落薬 1 件 その他１件）  

ヒヤリハットⅡ   2 件 

（内訳：離設１件 椅子ごと転落１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 無 

相談 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  令和元年３月２０日 ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項  

添付資料 ・事業報告書（事業所の概要・事業計画実施結果等） 

・運営推進会議の設置についての説明文 

・平成 31年度事業計画 

・グループホーム来夢の杜大宮運営推進会議資料 

（20190308～20190410） 

・グループホーム来夢の杜大宮運営推進会議資料 

（20190411～20190510） 

・グループホーム来夢の杜大宮理念 

・来夢の杜大宮通信（VOL.25） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.26） 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事業所への質問について 

●Ａ氏 

グループホームや特養など空きがなく待機者が多数いる状況である 

との事。来夢の杜大宮では 22日時点で 2人部屋の 1床に空があると 

の事だが、相部屋の入居が決まらないのであれば、今いる入居者の中 

で相部屋に移れる利用者はいないのか。 

（施設） 

現在、相部屋に入居中のご利用者は、認知症の症状により、独語や大 

きな声を出されることもあるので、利用可能な入居者様は限られる。 

（Ｂ氏） 

サ高住の場合は県外からも入居可能な為、やはりあまり空きはないが、 

特養やグループホームよりは比較的空きがあるので、身体状況に応じて、 

適切な施設を選んで頂くと良いのではないか。 

●Ａ氏 

 地域に開けて行く方法について実際どのような活動がありますか。 

（施設） 

 地域のお祭りやクリーン大作戦等に積極的に参加する。 

ご利用者が作成した塗り絵や編み物、習字などの作品を町内会の展示 

場所に展示してもらい、ご利用者が地域の一員として活動できる場所 

を増やしていく。 

今年度からの消防訓練については近隣の方にも参加を呼びかけて行き 

たいと考えている。 

地域の回覧版を活用し施設の活動等もお知らせしていく。 

●Ａ氏 

子供を連れて出勤出来る職場はお子様のいらっしゃる職員にとって 

は、働きやすい環境だと思われるが、入居者様で子供が苦手な方は 

いないのか。 

（施設） 

喜んでくれる入居者様が多いが、中には子供が苦手な方もいらっしゃ 

ることも考えられるので、不快な思いをしないよう配慮していく。 

② 事業所評価について 

●Ｃ氏 

幸清会になってから、職員の言葉遣いや対応が良くなった。 

以上で会議を終了する。 

 


