
 

令和元年 １１ 月 23 日 

地域密着型サービス 
                        

令和元年度 第 4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 11月 20 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 11 月 20 日 （令和元年度 第 4回） 

運営推進会議の構成員 所 属（団体等）名 職  名 出 欠 

 入居者代表 さざんかユニット  〇 

入居者代表 ―  ― 

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 欠席 

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 16人 （令和元年 11 月１日現在）平均介護度 2.92 稼働率 93.73％ 

要支援１：0人 要支援２：0人 要介護 1：0人 要介護２：9人 

要介護３：2人 要介護４：2人 要介護５：2人 介護認定未確定：1 名 

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（9/1～10/31）を行った。 
9月 6日  生活保護受給者定期訪問     
9月 10日  セブンイレブン移動販売 

ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 
9月 12日  実務者研修（～１３日） 
9月 15日  敬老会 
9月 18日  第３回運営推進会議・身体拘束適正化委員会 
       お楽しみ献立 
       来夢の杜太田合同研修（テーマ：口腔ケア） 
9月 23日  入居者様誕生会 
       セブンイレブン移動販 
9月 26日  ユニット会議・ケアカンファレンス（さざんかユニット） 
       お楽しみ献立 
9月 27日  夜間想定避難訓練  
9月 28日  訪問歯科往診 
 



 

10月 7日  セブンイレブン移動販売 
10月 9日  ユニット会議・ケアカンファレンス（たんぽぽユニット） 
10月 10日  お楽しみ献立 
        入居者様誕生会 
10月 15日  法人監事監査（～17日） 
10月 19日  法人学術大会 
10月 21日  セブンイレブン移動販売 
10月 24日  お楽しみ献立 
10月 26日  訪問歯科往診 
10月 29日  ユニット会議・ケアカンファレンス・看取り後カンファ

レンス（さざんかユニット） 

 

・12月 2日、16日、令和 2年 1月 13日、27日のセブンイレブン 

移動販売に地域の方にも来て利用して欲しい事を伝えた。 

次回は、12月 2日 13時から予定していることを報告した。 

事故の状況 

 

事故 2件についての報告を行った。 
・第八及び第十二胸椎圧迫骨折 
〇月×日起床時より右脇腹の痛みがあり整形外科受診するが筋肉痛で 
はないかとの事で経過観察をしていた。その後、徐々に痛み緩和して 
いたが、×月〇日同一部位の痛み増強され再診し胸椎圧迫骨折の診断 
をうけた。 

 
・第九胸椎圧迫骨折 
〇月×日朝ベッドよりずり落ちしたと推測される状況があったが、す 
ぐに痛み消失したため経過観察行っていた。〇日より同一部位の痛み 
増強され再診し胸椎圧迫骨折の診断を受けた。市役所に一報行い、ず 
り落ちによるものか前回の骨折の悪化なのか不明であれば、市役所へ 
の書面での報告は不要であり、事業所内で適正に対応してくださいと 
指示を受け、法人内の報告のみ行った。 

 

ヒヤリハット報告 （ 9月 1日 ～ 10月 31日 ）全 4件 
ヒヤリハットⅠ   0件 
  
ヒヤリハットⅡ   3件 
（内訳：手背打身 1件、ベッドからのずり落ち１件、 

外出時の姿見失い 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 11月 20日 ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ・11月 2日に外部評価を受けた。その際、消防訓練を年 2回とされて 
いるが訓練を行う期間が 1年と空きすぎている事の話があった。 
しかし、間を１年以上開けることについての定めはなく、その根拠を 
示した法令も確認できていない。また、避難訓練開催は地域の方々と 
協同で行うことが望ましいと助言があった。 

・行事に記載してある「お楽しみ献立」とは、昼食に提供しており入居 
者様の食べたい物を聞き取り提供している。 

・2名の入居者様の看取り介護を行っていましたが 1名の入居者様が最 
後を迎えられました。 

添付資料 ・運営推進委員名簿 

・運営推進会議資料（R1.10月経営会議提出） 

・運営推進会議資料（R1.11月経営会議提出） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.31） 



 

・来夢の杜大宮通信（VOL.32） 

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 避難訓練について 

●常陸大宮消防本部 A氏 

年 2回以上の実施は必須となっていますが、避難訓練の開催日を１年 

以上開けないようにとの条文は無いかと思います。 

② 情報提供について 

●B氏より、セブンイレブン移動販売の日程を包括で出している通信に 

載せ皆さんが利用できるように協力しますと話を頂く。 

●A氏 

 女性防火クラブ 20周年式典を 12月 4日（水）13時からロゼホー 

ル大ホールにて開催されます。お時間のある方は是非お越しください。 

① 事業所との質疑応答について 

●施設より 

 現在行っている避難訓練では、ストーリーがあり、その流れに沿って 

 避難誘導をおこなっているが、実際の火災時に職員がパニックになっ 

てしまうという話を伺っている。実施の火災時はどのようなことに注意 

していくべきか。 

→（消防本部A氏） 

たしかに、今までの施設での火災時はその時の勤務者がパニックにな 

っている。そのような状態にならないためにも定期的な訓練実施で対 

応方法を覚えていくことや日ごろからの啓発が重要となってくる。 

また、消防訓練で注意して欲しいことは煙は 1秒で 2～3ｍ上に上が 

っていく。出火場所から燃え広がらないよう扉は閉めながら避難させ 

る。また、歩行が難しい方は、シーツや布団で引きずり避難させるの 

が良いと思われる。 

→（施設） 

 今月 11月 27日に今年度第 2回目の訓練を予定しているので、今お 

話のあった内容も含め避難誘導や消火訓練を行っていきます。今回の 

外部評価での助言は、大切なことだと来夢の杜で受け止めていますが、 

実際の訓練を地域の方々と協同で行うのは可能か。 

→（C氏） 

日中であれば参加できる人も限られてしまうが参加するのは可能かと 

思う。実際、高校からも案内が来て参加もしている。ただ、参加する 

のであれば、見学だけではなく、何かの役割を担っていくのが良いと 

思う。ただ見学することも大切かと思うが、実際の火災場面を想定 

すると一緒に訓練を行うことにより、実際の火災時にスムーズに行動 

がとれると思われるので、できれば参加できる訓練が望ましい。 

→（施設） 

実際の火災時を想定すると、役割を不明確にしていると地域の方々も 

戸惑ってしまうと考えられるので、次年度の訓練時にお声をかけて 

いきたいと思う。 

→（C氏） 

たしかに役割を明確にした方が参加しやすいと考える。また、利用 

している方々を私たちはわからないので、職員から教えていただき 

ながら行えるようにするのが良い。消防訓練に参加呼び掛けを行う際 

は、地域の方が何を行ったらよいのか役割をきちんと決めて欲しい。 

→（施設） 

役割についてはこの運営推進会議の場を借りて話し合いを行った 

うえで決めさせていただきます。 

 

 

以上で会議を終了する。 

 


