
 

令和 ２ 年 １ 月 ２１ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和元年度 第 ５ 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２年１月１５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 １ 月 １５ 日 （令和元年度 第 ５ 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 欠席 

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 主幹 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 欠席 

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 

◯模擬捜索訓練の実施について 

◯入居者の避難について 

利用状況 利用者総数１７人 （令和２年 1月１５日現在）平均介護度 2.20 稼働率 97.04％ 

要支援１：０人 要支援２：0人 要介護１：５人 要介護２：６人 

要介護３：５人 要介護４：１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） 

11月 7日 実務者研修 1日目（～8日） 

11月 8日 実務者研修 2日目 

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 20日 実務者研修 1日目（～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（感染症対策） 

11月 21日 茶話会（グループホーム連絡協議会主催：高齢者虐待） 

 

 11月 21日 実務者研修 2日目 



 

 11月 22日 実務者研修 3日目 

 11月 23日 かかし祭り外出 

 11月 27日 ユニット会議・ケアカンファレンス（すずらん） 

 11月 29日 インフルエンザ予防接種 

 12月 1日 ユニット会議・ケアカンファレンス（あじさい） 

 12月 8日 お楽しランチ（天ぷら） 

 12月 9日 内部研修（リスクマネジメント） 

 12月 10日 消防訓練（総合訓練） 

 12月 15日 運営推進会議・身体拘束適正化委員会 

 12月 23日 買物外出（クリスマス・正月準備） 

12月 24日 クリスマス会 

12月 25日 ユニット会議・ケアカンファレンス（すずらん） 

12月 26日 出張理美容 

12月 31日 坂東太郎年越しそば 

1月 1日  初詣外出 

1月 1日  おせち料理 

1月 2日  新春書初め大会 

1月 5日  ユニット会議・ケアカンファレンス（あじさい） 

1月 15日 運営推進会議・身体拘束適正化委員会 

1月 15日 内部研修 

1月 19日 お楽しみランチ（パン食） 

1月 19日 鳥追い祭り（上河合地区） 

1月 20日 セブンイレブン移動販売 

1月 22日 ユニット会議・ケアカンファレンス（すずらん） 

1月 27日 買物外出 

 

事故の状況 

 

１件 

〇月×日 入居者を居室に誘導しようと車いすを動かしたところ、床と壁 

の間に薬が落ちているのを発見した。 

 

 

ヒヤリハット報告 （１１／７～１／１５）全 ９ 件 

ヒヤリハットⅠ ３件  

ヒヤリハットⅡ ６件 

（内訳：離施設４件・空袋紛失 1件・落薬２件・転倒２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 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 本日 1／１５ ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ◯今年度計画されている捜索模擬訓練について説明を行う。 

 次回運営推進会議の時に、模擬捜索訓練を運営推進委員の皆さまに見学 

していただき、第三者の率直な意見をいただきたいと考えていることを 

伝える。 

 

◯前回の運営推進会議で、台風１９号のような避難をしなければならない 

状況になった際、全員を限られた職員で避難するのではなく、ご家族に 

協力してもらえるか確認をしたらどうかという意見を受けて、ご家族に 

対して意向調査を行ったことを報告。 

 次回の運営推進会議で、結果を報告することを伝える。 



 

◯法人のご家族アンケートの結果も現在集計しているところなので、その 

結果についても次回報告することを伝える。 

 

◯前回の運営推進会議で、火災の時は職員より地域住民の方がよりはやく 

駆けつけられ手伝いをしてあげたいが、介護の知識がないからどうすれ 

ばいいかわからないとの意見がでたため、介助の必要度がわかる図面を 

作成したことを報告し、説明を行う。 

 青→自立歩行可能 

 黄→補助具を使用して歩行可能（シルバーカーなど） 

 赤→自立歩行不可（車いす使用） 

 誰にでもできることなら、手伝えると思うとの意見がでる。 

 

◯平面図に対する意見 

 ・消火器の場所を追加 

 ・非常口の場所を追加 

 ・道路との位置関係を明確に 

 ・車の乗り入れが可能なのか 

 ・災害時の責任者が誰なのか 

 

◯この図面の活用法はどんな感じなのか 

 →まめに更新を行い、火災が発生し地域の方の応援が来た時にどこに介 

助が必要な入居者がいるのかを指示できるように、すぐに出せる場所 

に置いておきたいと考えている。 

 →また、玄関先に張ることも検討している 

 

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.3３） 

来夢の杜太田通信（VOL.3４） 

自然災害時の対応に関わる意向調査 

避難時介助必要度資料 

 

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 

 

●A氏より 

台風１９号をうえ、地元でも地域住民あてアンケートを行った。 

800軒を対象とした結果 70％の回答率だった。 

地域として、１番の問題は避難弱者をどうするかということ。 

来夢の杜太田の入居者も対象となる避難弱者が一般の避難所に避難がで 

きるわけはなく、地域としては、避難弱者を１か所に集めて、そこに医師 

が１人配置できれば、まとめて面倒をみることができるのではないかと考 

えている。会長が現在まとめているところである。 

 

 

以上で会議を終了する。 

 

 


