
 

令和 ３ 年 ３ 月 ２８ 日 

地域密着型サービス 

令和２年度 第 ６ 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８人 非常勤１０人）（令和３年３月１７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 ３ 年 ３ 月 １７ 日 （令和２年度 第 ６ 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 ○ 

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 ○ 

地域民生委員 上河合町 民生委員 ○ 

市町村職員 常陸太田市高齢福祉課 主幹 ○ 

地域社協 常陸太田市社会福祉協議会  ○ 

地域社協 常陸太田市地域包括支援センター  ○ 

地域消防 常陸太田市消防本部 消防課 係長 ○ 

地域駐在所 常陸太田警察署 刑事生活安全課 警部補 ○ 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 施設長 ○ 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 計画作成担当者 ○ 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 ケアワーカー ○ 

議題 ◯避難訓練振り返り 

◯活動状況の報告 

◯次年度の事業計画について 

利用状況 利用者総数１８人 （令和３年３月１７日現在）平均介護度 2.34 稼働率 98.93％ 

要支援１：０人 要支援２：0人 要介護１：４人 要介護２：８人 

要介護３：４人 要介護４：０人 要介護５：２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４か月又は前回報告以降） 

11月 15日 あじさいユニット会議 

11月 16日 入居者誕生会 

11月 18日 運営推進会議・身体拘束適正化委員会 

12月 23日 すずらんユニット会議 

12月 24日 訪問理美容 

12月 25日 クリスマス会 

12月 28日 セブンイレブン 

12月 30日 入居者誕生会 

1月 3日  書初め 

1月 3日  羽子板作り 

1月 7日  認定調査（２名） 

1月 11日  セブンイレブン 

1月 15日  認定調査（1名） 

1月 16日  入居者誕生会 

1月 17日  あじさいユニット会議 



 

1月 27日  すずらんユニット会議 

2月 2日  節分祭 

2月 8日  セブンイレブン 

2月 10日  理事長・施設長会議（ZOOM） 

2月 12日  市内歯科医院あいさつ 

2月 14日  町内側溝掃除 

2月 14日  バレンタインお菓子作り 

2月 17日  入居者誕生会 

2月 18日  経営会議（ZOOM） 

2月 21日  あじさいユニット会議 

2月 23日  入居者誕生会 

2月 24日  すずらんユニット会議 

2月 27日  訪問歯科診療（初回訪問） 

3月 1日  開設 4周年記念 

3月 1日  新型コロナワクチン接種に関する事業所向け説明会（湯田） 

3月 4日  訪問理美容 

3月 4日  実務者研修（～5日） 

3月 8日  セブンイレブン 

3月 8日  電気設備点検（停電） 

3月 9日  面接（ZOOMにより次長参加） 

3月 16日  消防設備点検 

3月 17日  身体拘束適正化委員会 

3月 17日  運営推進会議 

3月 17日  内部研修（次年度の事業計画について） 

3月 18日  経営会議（ZOOM） 

3月 21日  あじさいユニット会議 

3月 21日  身体拘束・高齢者虐待勉強会① 

3月 24日  すずらんユニット会議 

3月 24日  身体拘束・高齢者虐待勉強会② 

3月 26日  入居者誕生会 

 

事故の状況 

 

３件 

令和 2年 X月 Y日 無断外出 

閉まっていた門扉を乗り越え一人で出かけてしまった。警察にも通報し 

捜索し始めた直後、友人の車に乗って帰ってきた。友人宅が施設の近く 

にあることを把握しており、久しぶりに会いに行こうとしたとのこと 

だった。一人での外出ができないことを約束した。 

令和 2年 X月 Y日 飲ませ忘れ （行政報告なし） 

遅番の職員がこの時間に行うはずの服薬介助をし忘れた。同時刻、もう 

一人就寝薬を飲む方がいるが、本人訴えあるため服薬をしたが、その時 

間記録の印刷がうまくいかず、時間に帰れなくなると困ると気持ちを焦 

らせてしまい、服薬を忘れてしまったことが原因と考えられた。 

令和 3年 X月 Y日 離施設  

警察からの連絡で離施設を知る。天気が良かったため午前中から居室の 

窓を網戸にして換気を行っていた。昼食後の口腔ケア後に居室におられ 

たが、換気のために開いていた窓からウッドデッキを歩きそのまま外に 

出てしまったと考えられる。 

 

ヒヤリハット報告 （１１／１４～３／１７）全 １３ 件 

ヒヤリハットⅠ １４件  

ヒヤリハットⅡ ４件 

（内訳：転倒１件・服薬ミス 2件・職員に対する暴力行為 1件） 

苦情ヒヤリハット  ０件 

相談・苦情の状況 （直近約４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 本日開催 ３/１７ ） 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 ※運営推進会議の進行と同時に、令和２年度の事業計画に対しての職員 

 の振り返り内容を回覧していただく。 

 

○年度切り替えに際して、職員の退職が相次いでいる。 

 現在、新たな職員の採用も進んでおり、3月 21日でとりあえず人員 

 の補填は完了し、体制が整うことになることを説明する。 

○2月末で看護師が退職したため、3月 1日より医療連携加算の算定は 

なくなることを説明。新型コロナウイルスが理由での退職は今回がは 

じめて。 

○新体制となり、運営推進会議に参加する職員本人たちから自己紹介を 

行う。 

○中止となった１月分も含めて４か月分の報告を行う。 

 （質問などはなかった。） 

○新型コロナワクチンに関しては、予定としては施設において、入居者 

 と職員の合同接種と思っているが、ワクチン自体が全員分確保できる 

 かがわからないため、調整中。根本医院からは、ワクチンが十分確保 

 できれば合同接種できるが、今はなんとも言えないとの返答が出てい 

ることを説明する。 

○面会制限に関しては、茨城県独自の緊急事態宣言があけてから問い合 

わせが来ており、玄関先での対面面会を再開しようかと思ったが、ご 

家族の中には、接触禁止などの約束を守っていただけない方がいたり、 

認知症の入居者ゆえに、ご家族のほうに近づいていくことを止められ 

ない状況がみられることから、ご家族には申し訳ないがワクチン接種 

が終わるまでは引き続き面会制限をかけることとしたことを説明する。 

 （常陸太田市内では、運営推進会議も行っていないし、面会禁止の状 

態が続けている状況との話がある。） 

○次年度の事業計画について説明する 

 （事業計画の振り返りの内容について少しふれ、職員の意見をもとに 

令和３年度の事業計画を作成していることを補足説明する） 

 体制が整ったと言っても、認知症の入居者の状況を考えると手は足り 

ていないのが現状。職員からも余裕のある人員配置を望む声が上がっ 

ているが、現状としては運営状況のことを考えるとすぐに改善できる 

わけでもなく、また応募もなかなかないのが現状であるため、今いる 

人員で業務を回すために、業務の無駄を省いていき、職員の負担を減 

らしていくという方向に舵取りをする予定でいる。職員からの意見を 

聞きながら業務改善を行っていくことにした。本日夕方開催する会議 

の時に職員にも説明する予定になっている。 

○次年度の運営推進会議の日程について説明する。 

添付資料 令和２年度運営推進委員名簿 

運営推進会議資料（20201114～20201222） 

運営推進会議資料（20201223～20210112） 

運営推進会議資料（20210113～20210218） 

運営推進会議資料（20210219～20210318） 

来夢の杜太田通信（VOL.45～48） 

令和２年度 グループホーム来夢の杜太田事業計画 

令和３年度運営推進会議日程 



 

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 

 

○１１月に行った避難訓練を、副区長と民生委員さんが見学してくだ 

さった。その時の感想をいただく。 

 （代表して副区長さんより） 

 ・グループホームの施設自体が、避難を想定して作られていないため 

段差などもあり、誘導するのが大変そうだった。 

 ・今回火事を想定しての避難であったが、実際を想定すると、敷地内 

避難では避難とはいわないのではないか。隣接施設（私有地）に事 

前に話をして、避難する際土地を使用してもいいかなど了解をとっ 

てもいいのではないかと感じた。 

○市役所より体制が変わったとのことで、変更届の提出の話がある。 

○副区長さんに、3.11 東日本大震災から 10年が経ち、原発の際の避 

難先について改めて確認したところ、上河合地区は、福島県西郷村と 

協力することになっていることを知る。常陸太田市が西郷村に避難す 

るわけではなく、その地区ごとに避難先が定められている。来夢の杜 

太田も上河合地区にあるが、施設入居者が避難できる場所が確保され 

ているかなどについては、確認できていない。そもそも、それは行政 

を巻き込んで整理をしていかなければならないと考えている。 

 

 


