
 

令和元年 9 月 22 日 

地域密着型サービス 
                        

令和元年度 第３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  

所在地 常陸大宮市野中町 3050-1 

担当者名・連絡先 来夢の杜大宮 施設長   杉谷 操 TEL 0295-53-6549 

従業者 従業者総数 1８ 人（内訳：常勤 10人 非常勤 ８人）（令和元年 9 月１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 ９ 月 １８ 日 （令和元年度 第３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  欠席 

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 欠席 

地域消防 常陸大宮消防本部予防課 課長補佐 〇 

地域警察 常陸大宮警察署刑事生活安全課 警部補 欠席 

地域社協    

施設職員 来夢の杜太田 施設長 〇 

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 

議題 ◯活動状況の報告・その他報告事項 

◯会議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 1７人 （令和元年 9 月１日現在）平均介護度 2.76 稼働率 93.52％ 

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３：2人 要介護４：3人 要介護５：2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） 

・前回運営推進会議後からの事業所報告（7/1～8/31）を行った。 
7月 1日  セブンイレブン移動販売     
7月 3日  ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 
7月 7日  七夕まつり 
7月 8日  入居者様誕生会 
7月 11日  内部研修：講師 理事長  
         （テーマ：身体拘束適正化の指針に基づく研修） 
7月 12日  内部研修：講師 理事長  
         （テーマ：身体拘束適正化の指針に基づく研修） 
7月 12日  施設長研修：講師 理事長 
         （テーマ：「月次予算実績の分析と対応」「認知症の人

の権利擁護を踏まえた介護事故における
リスクマネジメント」） 

 
7月 13日  内部研修：講師 理事長  
         （テーマ：身体拘束適正化の指針に基づく研修） 



 

7月 15日  セブンイレブン移動販売 
7月 17日  令和元年度 第 2回運営推進会議・身体拘束適正化委員会 
7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） 
7月 21日  入居者様誕生会 
7月 23日  内部研修（テーマ：記録について） 
7月 27日  訪問歯科往診（エンゼル歯科） 
7月 28日  入居者様誕生会 
7月 29日  セブンイレブン移動販売 
8月 12日  セブンイレブン移動販売 
8月 12日  ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 

8月 20日  入居者様誕生会 

8月 22日    ユニット会議・ケアカンファレンス（さざんかユニット） 

8月 23日  来夢の杜太田夕涼み会への参加 

8月 24日  訪問歯科往診（エンゼル歯科） 

8月 26日  夏祭り 

       セブンイレブン移動販売 

       内部研修（テーマ：移乗介助） 

・セブンイレブン移動販売を地域の方々にも活用していただけないか伝 

えた。 

・7月 11日、12日、13日の 3回に分けて理事長講師で内部研修（身 

体拘束適正化の指針に基づく研修）を行ったことを報告した。 

身体拘束は行ってはいけない対応だが、この身体拘束適正化委員会の 

目的は、身体拘束を行う場合においてもしっかりと手順を踏んで適正に 

対応できるよう、また、身体拘束を回避できる対応策を委員内で話し合え 

る場となっている。私たちが渦中にいることで気づけなかったことを外部 

からみることによって気づけることや代替案が出ると思われるので、何か 

お気づきの点があったらいつでも声をかけていただけるようお願いした。 

事故の状況 

 

事故 1件についての報告を行った。 

（離設） 

経緯 

令和 1年 X月 Y日 

午後より落ち着かない様子が確認されていたが、15：32事業所内不在 

であることに気づき捜索を開始した。近所住民の方が姿を確認して 

いた為、進路をたどり 8分後に発見した。 

原因・再発防止策 

本人が玄関にいる事をユニット職員に伝えきれていなかった。本人が 

午後から何度も玄関に行っていた事を把握していたが、「なぜ玄関に 

行っているのか」「何処か行きたいところがあるのか。」等傾聴して 

いなかった。ご本人からも「ある所に行こうと思って」と行先を確認 

することはできなかった。今後、本人が玄関先に行った際には職員同士 

の声掛け合い見守りを行う。また、靴、サンダルを出した際には見守り 

一緒に外に出ることによって、思いに寄り添ったケアが必要だと考える。 

ヒヤリハット報告 （ 7月 1日 ～ 8月 31日 ）全 4件 
ヒヤリハットⅠ   2件 
（内訳：報告漏れ 1件、付き添いなしでの移動 1件）  
ヒヤリハットⅡ   2件 
（内訳：落薬 1件、ベッドからのずり落ち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 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  令和元年 9月１8日 ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ① ワンポイント研修を昼礼で 7月下旬から行なっている事を報告する。 

テーマを「認知症の人の思いの理解」として概ね 7 分程度で実施し、

なお、研修を通して職員に変化が確認された。（内容は以下の通り） 

・ 外に出ようとしていた入居者様に、以前は「行かないで」や「暑い 

から出ない方がいいよ」等の声掛けが聞かれていたが、現在は見守 

りと付き添いにて対応するようになっている。 

・ 内玄関の 3枚戸を閉めて、人感チャイムが鳴って対応していたが、 

現在は開放しており、時折閉まっている時は職員の方から「開けな 

いんですか」と確認されるようになってきた。 

・ 入居者様が以前より穏やかになっていると職員間で対応への評価 

の声が出ている。 

② 敬老会を 9月 15日に行った。ご家族は 18名の参加があった。 

ご家族の存在は入居者様にとってかけがえのない存在で、私たちに 

とっても、そのつながりを大切にしていくのも役割の一つである。 

施設によっても、頻繁に面会に来られる家族を「こんなに来れるん 

だったら家でみれるよね」や殆ど面会にこられない家族を「薄情だ」

と職員が一方的な自己評価をすることがある。大切なことは今ある 

距離感があってこそ双方が笑顔になれることではないでしょうか。 

私たちはこのような機会を活用し、同じ時間を過ごせるように、 

今後も取り組んでいきたい。 

添付資料 ・運営推進委員名簿 

・運営推進会議資料（R1.8月経営会議提出） 

・運営推進会議資料（R1.9月経営会議提出） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.29） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.30） 

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 情報提供について 

●A氏 

 施設全体でよい方向に向かっていこうと思っている事は素晴らしい事。 

 経営者が変わった事が知らない人が多かった。以前のイメージが強く 

残っていたが以前より良い方向に向かっていると地域の方からも話を 

聞いている。 

 

●B氏 

 本当に良くなっていると思います。今まではなにをやっているのかわ 

からない状態だったが、今は何をしているのかわかるようになって 

いますね。 

 

② 事業所への質問について 

・来夢の杜大宮からのご提案 

 現在、セブンイレブンの移動販売が来ているが、地域の方々にも利用 

 いただきたい。なじみの関係性が構築できると安否確認にもつながっ 

 ていくと考えております。 

●A氏 

セブンイレブン移動販売の予定が分かれば野中町内の回覧板「野中だ 

より」に載せ地域の方の利用もできる事を書きます。この辺りはコン 

ビニ等のお店がないので、散歩がてら来る人があると思います。 

（施設）９月 23日（月）13時から 13時 30分の間で来ている事を伝 

える。10月の予定についてはセブンイレブンに確認後、電話に 



 

て返答するとご返答した。セブンイレブンに 9月 19日確認し 

区長様へ日程をお伝えする。 

後日セブンイレブンに確認した内容 

10月の日程確認を行った。10月 7日（月）、21日（月）１３時～ 

13時 30分の時間で来ること。台風や天候によって日程変更がある 

と話がある。 

 

 

以上で会議を終了する 

 

 


