
 

令和 元 年 １１ 月 ２０ 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 グループホーム来夢の杜太田 

所在地 茨城県常陸太田市上河合町１５２７－１ 

担当者名・連絡先 施設長  湯田 愛 TEL ０２９４－８０－６５４９ 

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 ― ―   ― 

入居者の家族 あじさいユニット ご家族 〇 

入居者の家族 すずらんユニット ご家族 〇 

地域住民の代表者 上河合町 副会長 〇 

地域民生委員 上河合町 民生委員 〇 

地域協力者 セブンイレブン上河合店 店長 欠席 

市町村職員 常陸太田市高齢福祉課 主査 〇 

地域社協 常陸太田市社会福祉福祉協議会  〇 

地域社協 常陸太田市地域包括支援センター  〇 

地域消防 常陸太田市消防本部 消防課 係長 欠席 

地域駐在所 常陸太田警察署 巡査部長 〇 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 施設長 〇 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 管理者 〇 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 ケアワーカー 〇 

議題 ◯活動状況の報告 

◯台風１９号の避難に関する報告 

◯法人監事監査の報告 

◯外部評価の報告 

◯防災改修完了報告 

◯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 11月 20 日現在）平均介護度 2.32 稼働率 97.50％ 

要支援１：０人 要支援２：0人 要介護１：５人 要介護２：５人 

要介護３：５人 要介護４：２人 要介護５：０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） 

10月 6日 ユニット会議・ケアカンファレンス（あじさい） 

10月 7日 セブンイレブン移動販売 

10月 10日 実務者研修（～11日） 

10月 15日 法人監事監査（～17日） 

10月 15日 浄化槽汚泥引抜工事 

10月 21日 買い物外出 

10月 23日 ユニット会議・ケアカンファレンス（すずらん） 

10月 25日 内部研修（普通救命講習） 

10月 26日 訪問歯科診療 



 

10月 30日 来夢の杜ハロウィン運動会 

11月 3日 ユニット会議・ケアカンファレンス（あじさい） 

11月 7日 実務者研修（～８日） 

11月 7日 訪問理美容 

11月 9日 外部評価 

11月 10日 芋煮会 

11月 13日 グループホーム連絡協議会 

11月 19日 非常災害研修 

11月 20日 実務者研修（～22日） 

11月 20日 運営推進会議・身体拘束適正化委員会 

11月 20日 内部研修 

11月 20日 ユニット会議・ケアカンファレンス（すずらん） 

11月 23日 かかし祭り外出 

11月 25日 買物外出 

11月 27日 ユニット会議・ケアカンファレンス（すずらん） 

事故の状況 

 

３件 

薬の飲ませ忘れ  

〇月×日 前日の空袋を整理していた早番職員が、空袋の中に錠剤を 

１錠発見したことで、前日の服薬漏れがあったことが分かる。前日の 

夕食後の服薬に関わった職員 2名のうち 1名は、介助の際錠数の確 

認を怠り、服薬後の袋に飲み忘れがないか確認する職員も、帰る時間 

が迫っていたため、確認をせずに押印だけをしたことで起こった。 

発生時期不明  

腰の痛みの訴えが見られ、ご家族対応で病院受診をしたところ腰椎圧 

迫骨折と診断を受け入院した。痛みの訴えがある部位が変化したり、 

自力歩行が可能であったこと。本人への聞き取りでも、話が二転三転 

することから、発生時期発生状況は不明として報告をした。 

転倒による頭部打撲 

〇月×日 トイレからリビングに戻られる際入口付近で転倒される。 

後頭部にこぶを確認したため脳外科を受診していただく。硬膜下血腫 

等は見られず様子を見ることになる。緑内障の影響により視野が狭ま 

っていることと、滑りやすい履物を履いていたこと、杖をうまく使え 

なかったことが原因と思われる。現在、本人にあった履物を購入し改 

善している。また歩行器については購入を検討しており、デモ品を現 

在使用している。 

ヒヤリハット報告 （９／１０～１１／６）全 １２ 件 
ヒヤリハットⅠ １０件  
ヒヤリハットⅡ １１件 
（内訳：転落２件、転倒６件、服薬もれ２件、打撲 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 ０件 

相談 ２件 （ うち入居相談２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 本日 11／20 ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ◯台風１９号の際、来夢の杜大宮に全員で避難したことを報告した。 

 防災無線の不調のため、情報が入らなかったためNHKのデータ放 

送で河川の水位を確認し、時間差を考え上流の水位が危険水位にな 

ったところで避難を開始した。理事長の指示により昼間のうちに避 

難になった時を考え駆けつける職員を確保した。来夢の杜大宮の施 

設長に協力してもらい、布団などは事前に異動させておいた。また、

翌日からの業務を考え、あえて職員は待機させず自宅に帰したこと。 

 翌日、河川の水位を確認し 15時には那珂市経由で戻ってきた。 



 

◯10月 15日～17日に行われた監事監査について報告した。 

 服薬事故が続いているため、法人に相談しながら早急に改善を図る 

よう指摘があったこと。 

 今年度、常陸太田市役所に提出した事故報告は８件。そのうち５件 

が服薬に関するものだった。また、５件中４件がすずらんユニット 

で起きている。 

◯11月 9日に行われた外部評価について報告する。 

 前回の指摘事項である、①来夢の杜太田独自理念を作ること②水害 

に特化した避難訓練を行うこと については、改善されていると評 

価されたこと。 

 今回、①介護サービスの公表において、家賃が 1,500円となって 

いるため修正するように②地域を巻き込んだ避難訓練を行うこと 

という話をされた。 

◯10月に、防災改修の補助金を活用した工事がすべて完了したこと 

を報告する。 

添付資料 運営推進会議資料（20190910～20191010） 

運営推進会議資料（20191011～20191106） 

来夢の杜太田通信（VOL.31）  

夢の杜太田通信（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 

 

●台風１９号避難について 

事業所だけで、なんとかしようとしなくてもいいのではないかという 

意見が出される。方法としては、水害など避難をしなければならない 

事態が予想される際は、昼間のうちにご家族のもとに避難をするこ 

とで、事業所の負担を軽減してもいいのではないか。 

（施設）：ご家族に意向調査を行うことを検討すると伝える。 

●来夢の杜太田の水路について 

台風 19号のとき、来夢の杜太田の近隣の田畑の水がひかずに困って 

いた。その原因は、来夢の杜太田の建設の時に敷地内に埋まっている 

土管が原因なのでないかと言う話が出ている。グループホームを建設 

されることで、田畑の水路が遮断されてしまうことを懸念した。隣の 

〇〇建設さんが任意で敷地内に水路を作ってくれたが、敷地内にも新 

たに排水路を設けているはずで、その排水路は近隣田畑の排水路とし 

ても使用してもいい約束になっていたはずだが… 

（A氏）：当時この件に携わっていた地域代表の方はすでに亡くなら 

れており、事実がうやむやになっているため、地域としても 

もう少し調べてみたいと思う。来夢の杜でも少し調べること 

となる。 

→市役所に確認 

 当時の記録は確認できず。また、私有地のためどこに排水管が埋ま 

っているかもわからず。 

→当時の設計事務所に確認。 

 排水管の図面を取り寄せる。の図面にそって確認を行う。（副区長 

・民生委員立ち合い）図面通り、工事はしっかり行われていること 

を確認。また、確認した日はちょうど雨が降っていたため、来夢の 

杜の排水管が詰まっていたり、どこかでせき止めている事実もない 

ことを確認してもらう。 

→このことから、今回の台風 19号の際に水が引かなかった原因は田 

畑から流れ出た切りわらが来夢の杜太田と〇〇建設の間にある水 

路に大量に流出し、それが水路をせき止め、また来夢の杜太田の敷 

地内の排水管にまでそれがあふれ、両方の管を詰まらせたことが原 

因であったことを両者で確認した。 

●オレンジカフェについて 

常陸太田市地域包括支援センターで開催しているオレンジカフェの 

参加者が少なく、できれば事業所とのコラボを検討している。 

→開催場所を来夢の杜太田の研修室とし、グループホームの見学を目 



 

的としたオレンジカフェを行うことを提案し、日程等について再度 

話し合うこととなる。 

 


