
 

令和４年５月２５日 

地域密着型サービス 
                        

令和４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  

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 1５人（内訳：常勤 8人 非常勤 7人）（令和 4 年 5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４年 ５ 月 ２５ 日 （令和４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 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  欠席 

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  出席 

地域民生委員 野中地区 民生委員  出席 

地域代表 南部地域包括支援センター  出席 

市町村職員 常陸大宮市長寿福祉課 主事 欠席 

地域消防 常陸大宮消防本部予防課 課長補佐 出席 

地域警察 常陸大宮警察署刑事生活安全課 警部補 出席 

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 出席 

施設職員 来夢の杜大宮 管理者 出席 

議題 ◯活動状況の報告・その他報告事項 

◯消防フローチャートについて 

◯高齢者虐待防止フローチャートについて 

◯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４年５月 1 日現在）平均介護度 3.17 稼働率 99.82％ 

要支援１：0人 要支援２：0人 要介護 1：0人 要介護２：4人 

要介護３：９人 要介護４：3人 要介護５：２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） 

・令和 4年 3月 22日からの事業所報告（3/22～5/20）を行った。 
3月 22日  内部研修 
       （テーマ：「身体拘束ゼロへの取り組み」からの学び） 
3月 23日  内部研修 
       （テーマ：「身体拘束ゼロへの取り組み」からの学び） 
3月 31日  入居者様御誕生日 
4月 6日  お楽しみ献立 
4月 7日  訪問理美容（JB1） 
4月 12日  お花見外出 
4月 13日  入居者様御誕生日 

ユニット会議・カンファレンス（たんぽぽユニット） 



 

4月 20日  ハーバリウム作り 
4月 21日  ユニット会議・カンファレンス（さざんかユニット） 
4月 24日  利用者様御誕生日 

内部研修（テーマ：認知症の立場に立って感じてみよう） 
4月 25日  内部研修（テーマ：認知症の立場に立って感じてみよう） 
4月 26日  お楽しみ献立 
5月 5日  端午の節句 
5月 8日  母の日 
5月 11日  ユニット会議・カンファレンス（たんぽぽユニット） 
5月 15日  入居者様御誕生日 

  

人事報告として、3月 31日常勤ケアワーカー1名退職と夜勤専従の 

ケアワーカーが現在入院加療中であることを報告する。 

事故の状況 

 

事故 1件であったことを報告する。 
令和 4年 4月 
腰痛が持続していたため整形外科受診、レントゲン検査の結果、第 1腰 
椎圧迫骨折の診断を受ける。 
転倒は確認されていないことから、ベッドに座った際の衝撃やベッド上 
での体幹の捻りが加わっての骨折と考えられることを伝えた。 

ヒヤリハット報告 （令和 4年 3月 22日 ～5月 20日 ）全 32件 
ヒヤリハットⅠ  29件 
 
ヒヤリハットⅡ   3件 
（内訳：椅子よりずり落ち 1件、床で長座位 1件、床で右側臥位 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 4年 3月 16日 ） 

茨城県の新型コロナウイルス感染者数が減少せず、まん延防止重点措置 

が 3月 21日までと延長となった為、会議は中止とし別添資料配布を 

行った。 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ➀消防フローチャート作成し火災発生時の流れを説明した。地域の方の 

応援要請、役割を伝えた。また、備蓄品リストにて賞味期限確認し 

ていること。水害時の訓練でリビングに待機しての炊き出し訓練と 

震災時の避難訓練も合わせて行っていることを伝えた。 

施設には、災害時訓練も求められているため同日に行っていることを 

伝えた。 

②前年度は総合保健センターで会議を開催していましたが、その会場に 

 子育て世代包括支援センターが入ることになったため、今年度より 

 おおみやコミュニティセンターで開催することとなったことを 

 伝えた。 

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（R４.４月経営会議提出） 

・運営推進会議資料（R４.５月経営会議提出） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.61） 

・来夢の杜大宮通信（VOL.62） 

・消防フローチャート 

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 

内部研修について 

 

・A氏 

 帰宅願望のある方が、そんなに変わることがあるんですか。 

・施設長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい。最初は施設より出て行ってしまうことが多く、警察に捜索依頼 

 をしたこともありました。一昨年はその行動の出現頻度が少なくなり、 

 昨年は一度もありませんでした。 

・A氏 

 変わるんですね。その原因は何でしたか。 

・施設長 

原因は、まずご本人の訴えから考えました。「私が居なくなっても誰も 

寂しくならない」「私は嫌われている」と訴えられていたことから、 

寂しさや孤独感からそのような行動に移っていたと考えられたので、 

一番集中的に取り組んだことは、コミュニケーションでした。 

自分が必要とされていると感じていただけるよう会話の時間を多く 

もち、一緒に作業を行い、ねぎらいの言葉を忘れずに伝えました。 

・A氏 

 そのようなことを勉強していくんですね。 

・施設長 

 はい。私たちは認知症の人の思いと向き合えるよう職員育成を目標 

 とした研修を開催しています。 

消防フローチャートから 

 ・A氏 

 この順序で行くと通報の後、緊急連絡網にて施設長、管理者に連絡と 

ありますが地域の方や近隣関係者、職員への連絡が先ではないで 

しょうか。施設長はどこから来ますか。 

・施設長 

太田です。駅の近くなので時間はかかります。 

・A氏 

 それでは、施設に到着するまで時間がかかる。また、地震発生で 

 あれば来られないことも考えられますよね。 

・施設長 

 そうですね。 

・管理者 

 私も大子町なので同様の状況になることが考えられますね。 

・A氏 

近くに住まわれている職員はいますか 

・管理者 

一番近い職員は徒歩 5分程度で到着します。 

・A氏 

それでは勤務者のみでの避難となってしまいますよね。 

・消防 

 消防は 5分程度で到着できるので、施設長が到着する前に着きますね。 

・A氏 

実際の災害時を想定すると連絡の順番は近隣の方々を最初にした方が 

良いかと思いますので、再検討したほうが良いかと思います。 

・管理者 

 一度事業所に持ち帰り再検討させていただき、次回の運営推進会議で 

 もう一度提示させていただきます。 

・消防 

 これは、訓練のフローチャートですよね。 

・管理者 

 そうですね。火災を感知すると通報装置で自動的に消防に連絡がいく 

ようになっていますので、その後の対応がこのフローチャートになり 

ます。来夢の杜大宮では火災を感知した後に勤務者が出火場所を確認 

し初期消火活動を行います。天井まで火が届いている時は速やかに 

避難誘導となります。 

・A氏 

施設長が来るのを待っていると長時間外に居ることになりますので、 



 

私たち近隣住民が避難誘導を行ったほうが良いのではないでしょうか。 

・管理者 

 そうですね。外に出た入居者様の見守りと避難誘導をお手伝いして 

 ほしいです。 

・A氏 

 協力できますよ。 

・消防 

訓練であれば、出火場所確認後、消防指令センターからの逆探知対応 

を行う必要がありますね。 

・A氏 

 近隣の方々の到着を待っていると時間がかかりますよね。その間は 

 勤務している職員のみで対応するのですか。 

・管理者 

 そうですね。夜勤であれば 2名での対応となります。1名は初期消火 

 もう 1名は全入居者様に避難の声掛けと同時に誘導することとなり 

ます。 

・A氏 

 避難はそれ程時間かけられないですよね。 

・消防 

火災の場合は熱でスプリンクラーが作動しますよね。以前、検証訓練 

で行っていますね。 

・管理者 

はい。行いました。 

・A氏 

一時避難場所に野中集会所を使っていただくのは結構ですが、避難の 

前に、１ヶ所にまとめて点呼しないとわからなくなってしまいます 

よね。負傷者などもね。 

・管理者 

そうですね。 

・A氏 

地域の方も夜飲んでしまう方もいるのでその時には向かうのは難しく 

なるので、いる人での対応になりますよね。 

・管理者 

そうですね、職員、日中は 6名、夜間は 2名勤務しています。緊急 

連絡網は施設長、管理者が先に連絡になっていますが職員は近隣職員 

から順に連絡することになっています。 

・消防 

検証訓練も夜勤者のみで初期消火含め避難誘導する訓練になっていま 

したよね。 

・管理者 

そうですね。 

 今回頂いたご意見を参考にし、もう一度体制の見直しをします。 

 

タオルの寄贈について 

・施設長 

B氏よりタオルご寄付をいただきました。来夢の杜で使用しているタ 

オルは古くなっていましたので、たいへんありがたいです。その古く 

なったタオルは雑巾を縫い使用していますので、今回いただいたタオ 

ルは早速使用させていただきます。 

・B氏 

いいえ。まだたくさんありますよ。オムツもありますので、また 

持っていきますね。 

・施設長 

 ありがとうございます。とても助かります。 

 


