
 

令和２年 11 月 18 日 

地域密着型サービス 
                        

令和２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 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 1６人（内訳：常勤 10人 非常勤 ６人）（令和 2年 10 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２年 11 月 １8 日 （令和２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 さざんかユニット  欠席 

入居者 たんぽぽユニット  欠席 

入居者の家族 ご家族代表  〇 

入居者の家族 ご家族代表  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 主事 〇 

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 1８人 （令和２年 11 月 1日現在）平均介護度 3.17 稼働率 100％ 

要支援１：0人 要支援２：0人 要介護 1：1人 要介護２：5人 

要介護３：５人 要介護４：４人 要介護５：3人 介護認定未確定：0 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（9/14～11/18）を行った。 
9月 17日  ユニット会議・カンファレンス（さざんかユニット）     
9月 21日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：岐阜県） 
9月 23日  敬老会 
9月 24日  内部研修（テーマ：認知症の中核症状と BPSDについて） 
9月 25日  内部研修（テーマ：認知症の中核症状と BPSDについて） 
9月 28日    運営推進会議・身体拘束適正化検討委員会 
9月 29日  入居者様お誕生会 

        内部研修（テーマ：身体拘束適正化について） 
9月 30日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：富山県） 

10月 1日  内部研修（テーマ：身体拘束適正化について） 
10月 3日  内部研修（テーマ：身体拘束適正化について） 
10月 5日  内部研修（テーマ：身体拘束適正化について） 
10月 6日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：石川県） 



 

        内部研修（テーマ：高齢者虐待防止と身体拘束適正化に
ついて） 

10月 7日  内部研修（テーマ：身体拘束適正化について） 
10月 11日  入居者様お誕生会 
10月 12日  介護福祉士実務者研修（～13日） 
10月 13日  入居者様お誕生会 
10月 16日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：福井県） 

インフルエンザワクチン接種（看取り介護対象入居者 3名） 
ユニット会議・ケアカンファレンス（さざんかユニット） 

10月 18日  11区内市道クリーン作戦 
10月 19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 22日  インフルエンザワクチン接種（往診） 
10月 28日  内部研修（テーマ：疾患別介護について） 
10月 29日  内部研修（テーマ：疾患別介護について） 
10月 30日  外部評価 
        お楽しみ献立（郷土料理巡り：三重県） 
10月 31日  ハロウィン 
11月 4日  介護福祉士実務者研修（～5日） 
11月 6日  お楽しみ献立（郷土料理巡り：奈良県） 
11月 7日  個別買い物外出 

・お楽しみ献立、郷土料理巡りは 4月から始まり現在、京都府の郷土 

料理まで進んでいることを伝えた。 

事故の状況 

 

事故 0件である事を報告した。 

 

ヒヤリハット報告 （令和 2年 9月 14日 ～11月 8日 ）全 19件 
ヒヤリハットⅠ  15件 
 
ヒヤリハットⅡ   4件 
（内訳：入居者同士のトラブル 1件、深爪 1件、薬袋紛失 1件、 
玄関施錠失念 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 2年 9月 28日 ） 

 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ・新型コロナウイルスの感染が拡大傾向となっているが、来夢の杜大宮 

での面会は以前と同様の方法で継続している、北海道の法人内事業所 

は面会制限を再開しているところもある。常陸大宮市内のグループホー 

ムでは今現在面会制限を再開している事業所は無い状況です。 

最近、お亡くなりになる高齢者の中でご家族に会えないことが 

原因の一つと考えられる例が多くなっていると話を伺っている。 

それは会えないことで気力を無くし、活動性や食欲低下につながって 

いくのではと推測される。私たち来夢の杜大宮においてもその生きる 

気力を失うことの無いように支援提供していく。面会もその一つの 

手段であると考えているので、新型コロナウイルス感染症の情勢を 



 

考慮して面会継続の可否を考えていく。 

 

添付資料 ・運営推進会議次第 

・運営推進委員名簿 

・運営推進会議資料（R2.10月経営会議提出） 

・運営推進会議資料（R2.11月経営会議提出） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.43） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.44） 

・おれんじ通信（南部地域包括支援センター小林様より） 

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 

包括支援センターで作成している「おれんじ通信」が出来ましたので 

皆様に配布いたしました。今回、YouTubeで見られる認知症予防の 

枠が新しく入ったため見て頂き活用して頂けたらと思います。ちょっと 

難しいですが、コグニサイズもアップしておるので是非活用してくだ 

さい。今回の編集後記は私が担当しています。今年は新型コロナウイル 

ス感染症に振り回されましたが、そんな年だからこそ、何か楽しいこと 

を見つけ過ごしていくことが大切だと思います。 

→（施設） 

私もコグニサイズをやってみたことがあるのですが、結構難しいです 

よね。でも、笑いもあり楽しい運動なので、来夢の杜でも取り入れ入居 

者様と行いたいと思います。 

→（A氏） 

 是非 YouTubeも参考にし行ってみて下さい。 

→（施設） 

 グループホームでの生活も新型コロナウイルス感染対策で外出機会が 

 制限された一年となっているので、運動を通してのリフレッシュ等を 

 楽しみにつなげていきたいですね。 

→A氏 

 新型コロナウイルス感染予防のため参加人数は制限させていただいて 

おりますが、認知症予防カフェも開催しております。 

 

② 運営推進会議運営内容について 

●施設より 

事業所内での活動報告内容にも限りがある状況ですが、他の事業所では 

運営推進会議でどのようなことを行っていますか。 

→（B氏） 

運営推進会議を継続して行っているのは来夢の杜さんしかありません。 

他の事業所さんは中止している状況です。 

→（A氏） 

 私も現在参加している運営推進会議は来夢の杜さんだけですね。 

→（施設） 

そうなんですね。私たち来夢の杜大宮でも以前と同様に事業所内での運 

営推進会議開催であれば、3蜜の「密集」「密接」の状況なので中止に 

していたと思います。こうやって福祉センターの会場をお借りして、す 

べての密を回避できたことによって開催につながっております。 

 

③ 新型コロナウイルス感染症対策について 

●施設より 

新型コロナウイルス感染が発生した際、法人内の協力体制は構築できて 

いますが、介護事業所内でクラスターが発生した場合、職員が自宅に帰 

ることが出来なくなることが想定されます。また、他事業所への応援が 

必要となった時においても同様の状況になることが考えられます。常陸 

大宮市内でそのよう状況になったときに協力してくれる旅館やホテル 



 

はありますか。 

→（B氏） 

今現在、市の方で話はありません。そのような場合は、まず市に連絡・ 

相談して下さい。新型コロナウイルス感染に関しては、ひたちなか保健 

所の判断になります。 

 

④ 火災発生時の対応方法について 

●施設より 

 先日の常陸大宮消防本部から通知でNTT固定電話の IP網意向に伴う 

火災通報装置の不具合への対応についてですが、来夢の杜大宮の電話 

がその対象であるか不明であるので確認したいがどのように確認した 

ら良いでしょうか。 

→（C氏） 

 消防署への問合せも多数いただいておりますが、私どもでその確認を 

 することが出来ないです。 

① ナンバーディスプレイ、ダイヤルイン等を解約する。 

② ナンバーディスプレイ、ダイヤルイン等の加入回線と火災通報装置 

の回線を分ける。 

③ 火災通報装置を対応機種に切り替える 

と不具合は改善するようです。 

→（施設より） 

 もう一度確認します。 

実際の火災でつながらないのは大変なので早期に確認します。 

→（C氏） 

 応答確認が出来なくなるが、消防では火災を確認することができる 

 ので、応答がない場合は駆け付けます。 

→（施設） 

実際火災のあった事業所では夜間の避難は職員も混乱しスムーズな避 

難ができなかったと話を聞いております。その避難がスムーズに訓練の 

継続が重要となってきます。これからの時期は空気が乾燥し、火災が発 

生しやすくなってきます。そのため、火災を起こさないよう気持ちを一 

層引き締めて取り組んでいかなければなりません。常陸大宮市での火災 

発生状況はどうなっていますか。 

→（C氏） 

今はＩＨを使っているご家庭が多くなっている為、火を使う家庭が減る 

ことで火災は減っています。今年は、全焼 1件、他はボヤで済んでい 

るため火災は減っていますね。 

→（施設） 

第 2回運営推進会議内で、感染予防のため面会時に使用するビニール 

シートの引火について話があったので今後も火災を起こさないよう注 

意していきます。 

→D氏 

夜間火災になったら職員さんの勤務人数が少ないと聞いているので預 

けているものとして大丈夫なのでしょうか。 

→（施設） 

消防訓練について、夜間想定の訓練を 12月に行う予定でいます。年 

1回行っている検証訓練は新型コロナウイルス感染予防のため行わず 

事業所独自で行ってよいと消防署に確認し話がありました。 

→（E氏） 

来夢の杜さんの避難場所はどこになっていますか。 

→（施設） 

最初は庭か道路を挟んだ社用車を停めているスペースになります。 

その後は大宮高校になっています。また、市に確認し確認した所、 

「火災が起きた際には市に連絡ください。福祉避難場所を探します。」 

と話をいただいています。 



 

→（F氏） 

 いちごやさんもそうですよね。 

→（E氏） 

これからの時期、屋外にいるのは寒いので、外での待機は辛いと思いま 

す。夜間であれば高校は鍵が閉まっている。これから寒くなるので確実 

に避難できるところを設定したほうがいいですよ。ちなみに避難完了す 

るまでに何分程度かかりますか。 

→（施設） 

 5分前後で避難できていました。 

→（C氏） 

夜間火災になった時の訓練として時間をはかり、年 1回検証訓練を行 

っています。昨年は問題ない時間で避難できています。火災報知器を押 

してもらえれば火災通報装置と連動になっている為、消防につながるよ 

うになっています。消防は 3分としないで到着します。 

→（F氏） 

野中集会所であれば区長さんに連絡すると鍵を直ぐ開けてくれます。地 

域の人も来夢さんが火災と分かればみんな助けに行くと話していまし 

たよ。 

→（E氏） 

日中は仕事をしている人も多いですが、夜はいるので大丈夫です。 

→（F氏） 

そうですよ。私たちもすぐに向かいますよ。 

→（D氏） 

私の自宅は来夢の杜さんの近くの為、火災発生が分かれば、すぐ手伝い 

に行くことが出来ます。 

→（E氏） 

最初は高校に避難したとしても、この時期は寒いので外にずっと居るこ 

とは難しいと思います。法人内の事業所に避難するにしても、それまで 

の間の避難場所として野中集会所を使うこともできるかと思います。 

→（施設） 

 皆様ありがとうございます。皆様にご協力いただくことになるので 

あれば火災発生時連絡することになると思いますが、緊急連絡網に皆様 

を組み込んでもよろしいでしょうか。 

→（E氏） 

大丈夫ですよ。 

→（F氏） 

いいですよ。 

→（E氏） 

ただ、火災が起きた際、避難が優先されるので私達全員に連絡する 

時間は無いですよね。 

→（施設） 

 そうですよね。来夢の杜大宮に設置してある火災通報装置に皆様の 

 連絡先を登録することは可能でしょうか。 

→（C氏） 

 来夢の杜さんの装置ではできないですね 

→（D氏） 

 自宅近くに消防団があるので、火災があればすぐ気づけますよ。 

→（F氏） 

近くなのですぐに気づくと思います。その時はみんなで駆け付けますよ。 

→（施設） 

 皆様ありがとうございます。 

→（E氏） 

地域の方はみんな助けてくれますよ。見守り、救護等役割を指示して 

もらうといいですね。 

→（施設） 



 

そうですね。皆様にご協力いただけるのであれば、どの場面にご協力 

が必要で何をすれば良いのか迷うことなくスムーズに避難できるよう 

に体制をつくりたいと思います。担当も実際の避難であれば戸惑われる 

こともあるかと思いますので、例えば避難者の見守りなどを考えてい 

ます。 

→（F氏） 

見守りであれば私たちもできますよ。 

→（施設） 

地域の方々のご協力をいただけることは、より安心できる環境につなが 

ります。避難時の行動が明確になるよう一度持ち帰り話し合います。 

その結果を運営推進会議内でお伝えし、話し合ったうえで完成させるこ 

とができるようにしていきます。 

 

 

以上で会議を終了する 

 


