
 

令和 ４ 年 ９ 月 ２２ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和４年度 第 ３ 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 １９人（内訳：常勤 10人 非常勤９人）（令和４年９月２１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 ９ 月 ２１ 日 （令和 ４ 年度 第 ３ 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 欠席 

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 出席 

地域民生委員 上河合町 民生委員 出席 

市町村職員 常陸太田市高齢福祉課 主幹 欠席 

地域社協 常陸太田市社会福祉協議会  欠席 

地域社協 常陸太田市地域包括支援センター  欠席 

地域消防 常陸太田市消防本部 予防課  欠席 

地域駐在所 常陸太田警察署 刑事生活安全課 巡査部長 出席 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 施設長 出席 

施設職員 グループホーム来夢の杜太田 計画作成担当者 欠席 

    

議題 ○来夢の杜太田の現在の運営状況について 

○新型コロナウイルス感染症クラスター発生について 

○法人監事監査の結果報告 

利用状況 利用者総数１８人 （令和４年５月１８日現在）平均介護度 2.89 稼働率 100％ 

要支援１：０人 要支援２：0人 要介護１：４人 要介護２：３人 

要介護３：４人 要介護４：２人 要介護５：４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） 
   
7月 20日  ドライブ外出③ 
7月 20日  所長会議 
7月 20日  道の駅外出③ 
7月 20日  高卒求人あいさつ 
7月 21日  高卒求人あいさつ 
7月 23日  あじさいユニット会議 
7月 25日  新型コロナワクチン追加接種 
7月 25日  入居者誕生会 
7月 27日  すずらんユニット外食 
7月 26日  すずらんユニット会議 
7月 28日  あじさいユニットドライブ外出 
7月 31日  季節を感じるメニュー（茄子の煮浸し） 
8月 21日  すずらん入居者誕生会 
8月 23日  すずらんユニット会議 
8月 23日  所長会議 



 

8月 26日  あじさいユニット会議 
9月 1日  出張理美容 
9月 8日  経営会議 
9月 9日  オンラインセミナー（ZOOM） 
9月 10日  あじさい入居者誕生会 
9月 14日  監事監査 
9月 20日  敬老会 
9月 21日  運営推進会議・身体拘束適正化委員会 
9月 21日  内部研修 
9月 22日  所長会議 
9月 24日  外部評価 
9月 24日  すずらん入居者誕生会 
9月 25日  あじさい入居者誕生会 
9月 26日  消防設備点検 
9月 26日  浄化槽法定検査 
9月 27日  すずらんユニット会議 
9月 28日  あじさい新規入居者受入 
9月 29日  あじさいユニット会議 

事故の状況 ０件 

ヒヤリハット報告 （７／２０～９／２０） 

ヒヤリハットⅠ ２３件  

ヒヤリハットⅡ １件（内訳：転倒 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 ２件（入居相談・空き状況の問い合わせ多数） 

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７月２０日） 

 

感染症等の発生状況 有：無 

8月 1日 新型コロナウイルス感染確認（入居者１名・職員１名） 

8月 2日 入居者 PCR検査実施（全員陰性） 

8月 3日 職員 PCR検査実施（職員 2名感染確認） 

8月 4日 入居者 1名感染確認 

8月 5日 職員 2名感染確認 

8月 4日 北海道より応援職員 2名到着 

8月 6日 北海道より応援職員１名到着 

8月 8日 職員１名感染確認 

8月 8日 入居者・職員 PCR検査（全員陰性確認） 

8月 9日 職員施設内抗原検査において陽性（その後 PCR検査で陰性確認） 

8月 12日 入居者・職員 PCR検査実施（全員陰性確認） 

8月 17日 入居者・職員 PCR検査実施（全員陰性確認） 

8月 17日 終息 

感染者の状況 

入居者 2名・職員６名 

その他の報告事項  

添付資料 運営推進会議資料（20220720～20220920） 

来夢の杜太田通信（VOL.65～66） 

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 

○施設の面会について 

○防犯カメラの設置について 

○FUKURAのスダケイコさんの取組みについて 



 

 施設長：今日は、欠席の連絡を多数受けておりこのメンバーで会議を行い 

    ます。よろしくお願いします。 

A 氏：運営推進会議のお便りは届いたのが昨日だったので、もしかした 

    ら予定が入っていると、参加は難しくなってしまうかもしれま 

せん。これからはもう少し早めに開催案内を送ったほうがいい 

かもしれませんよ。 

施設長：昨日ですか？先週にはポストに投函したのですが。 

    申し訳ありません。次回からは早めに出すようにします。 

    郵便局の集荷や配送が行われなくなったので、今まで通りは配達 

    されないのかもしれません。 

A 氏：働き方改革ですよね 

施設長：会議資料より報告します。 

   現在、契約者 17名で１部屋空いています。入院者も 1名いるため 

   稼働率が 91％と低迷していますが、9月 28日に新しい入居者が 

   入るため、満床になる予定です。医療機関からの受入になります。 

   感染症関してですが、実は 8月に新型コロナウイルス感染者が確 

   認され、クラスターになってしまいました。 

   （資料を参考にしながら、感染の経過を説明する） 

   入居者２名・職員６名が最終的に感染しました。 

   また、現在入院している方は、コロナウイルスに感染し入院してい 

る入居者です。退院して施設での生活をしておりましたが、9月 

10日に誤嚥性肺炎の診断により再入院しております。 

A 氏：大変でしたね 

施設長：（資料に沿って説明を行う） 

B 氏：今日は遅れてしまって申し訳ありませんでした 

    実は、防災無線でご存知だと思いますが、昨日から市内のお年寄 

    りが見つからず消防の手も借りて捜索をしている状況です。  

    来夢の杜さんには防犯カメラは設置していますか？ 

施設長：いいえ。設置していません。 

B 氏：設置する予定とかはありませんか？ 

施設長：実は、つい先日行われた法人の会議の時に理事長から防犯カメラ 

    の検討について話があったばかりでした。 

B 氏：常陸太田市内の高齢者施設で、虐待の通報があって事実確認を行 

    ったのですが、その施設に防犯カメラがなかったため、職員から 

聞きとりを行ったりと虐待がなかったということを証明するの 

にとても時間がかかり大変でした。施設で虐待が行われていたな 

んて信じたいのですが、警察は一方の話を聞いただけでは結論を 

を出すことはできません。つまりは、論より証拠なんです。 

虐待の通報は、家族からの場合もあれば元職員などの場合もあ 

ります。 

施設長：防犯カメラって、やはり慣れていないと抵抗はありますよね。 

    私自身もそうなのですから、職員はなおさらだと思うんです。 

    法人から防犯カメラの設置の話が出てもなかなか動くことがで 

きませんでした。防犯カメラを設置するとなると、きちんと理 

解されないと、自分たちを監視するものと誤解された場合は、 

離職をする職員もいると思ったんです。 

A 氏：確かにそうですよね 

 



 

 施設長：セブンイレブンなど、最初から防犯カメラがある場合は抵抗ない 

    のでしょうが。防犯カメラの目的は万引き防止だったりするたけ 

ですよね。 

A 氏：コンビニは、防犯が目的であることもそうですけど、店舗によっ 

    ては、レジの手元を真上からカメラでうつしている場合もあるよ 

うですよ。それって、完全にアルバイトの人たちの不正防止です 

よね。 

B 氏：警察署にも防犯カメラは設置されています。 

A 氏：警察署にもついているんですね。 

B 氏：つい先日も、警察署に入ってきた直後に倒れた女性がいてその時 

    もすぐに防犯カメラを確認しました。前後に何があったかなど、 

カメラを見ればすぐに確認して事実を把握することが可能です。 

    とにかく「論より証拠」なんですよ。行方不明の方もそうです。 

もし、自宅から行方不明になった際、家をでて左に行ったのか 

右に行ったのかだけでも分かれば捜索の範囲がある程度絞れた 

かもしれない。 

施設長：離設の入居者がいた際、門を出て右に行ったか左に行ったか、何 

    時に出て行ったかが分かれば、確かに捜索をする時助かります 

よね。 

B 氏：施設内で行われていることの証明、今回のように虐待の疑いがあ 

    った時のしていないという証拠にも使えますし、捜索にも活用で 

きます。カメラを後ろ向きに捉えるのではなく、自分たちの身を 

守ってくれるものと思ってほしいです。カメラもついている環境 

に慣れると、あるのが当たり前になるものですよ。 

施設長：今回、この防犯カメラの話が警察の方からあってよかったです。 

    職員のみんなに前向きにカメラの設置を検討してもらうきっか 

けにすることができます。ありがとうございまいた。 

C 氏：湯田さんは、スダケイコさんという方をご存知ですか？ 

施設長：いいえ知りません。 

C 氏：常陸太田市出身で、那珂市と日立市で事業所を経営している方な 

    のですが、とても頑張っている方なのでご紹介したいと思って。 

    事業所の職員もすごく楽しそうに働いていて、色んな取り組みを 

    しているみたいです。来夢の杜さんもとても頑張っているのが分 

かります。スダさんの話を聞いていて、来夢の杜さんみたいだな 

と感じましたよ。 

施設長：スダさんのことはどこで知ったんですか？ 

C 氏：民生委員の集まりに参加した時に講演会を聞いたんです 

施設長：そうなんですね。 

    今は、コロナのこともあり施設の見学や施設間の交流なども自粛 

    の雰囲気があり横の繋がりがなかなかありません。お話をきっか 

けに是非施設の見学をしたり、他施設の取り組みを聞いてみよう 

と思います。貴重な情報ありがとうござました。 

 

 


