
 

令和元年 5 月 ３０ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和元年度 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 グループホームぬく杜の郷・しおさい 

所在地 虻田郡豊浦町字豊浦町浜町１７番地３ 

担当者名・連絡先 施設長 藤井丈彰 TEL ０１４２-８３-７７１１ 

従業者 従業者総数 １５ 人（内訳：常勤１３人 非常勤２人）（令和元年５月２４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 ５ 月 ２４ 日 （令和元年度 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 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 〇 

入居者 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 〇 

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 欠席 

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 〇 

地域住民の代表者 豊浦町浜町自治会 自治会長 〇 

地域民生委員 民生委員協議会 副会長 ○ 

地域協力者 近隣協力者 有識者 欠席 

市町村職員 豊浦町総合保健福祉施設やまびこ 事務長 ○ 

市町村職員 豊浦町地域包括支援センター 認知症地域支援推進員 ○ 

地域社協 豊浦町社会福祉協議会 事務局長 欠席 

地域消防 西胆振行政事務組合伊達消防署豊浦支署 支署長 欠席 

地域駐在所 札幌方面伊達警察署豊浦駐在所 警部補 ○ 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 施設長 ○ 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 介護支援専門員 ○ 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 計画作成担当 ○ 

議題 ◯出席者の確認・委嘱状の交付 

◯活動状況の報告・その他報告事項 

◯会議の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 （令和元年５月２４日現在）平均介護度２．９ 稼働率１００％ 

要支援１： 人 要支援２：1人 要介護１：4人 要介護２：2人 

要介護３：5人 要介護４：1人 要介護５：5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） 

 

3月 27日 職員会議  
3月 28日 理事会・評議員会 地域支え合いまちづくり委員会 
3月 30日 ぬく杜カフェ 

  4月 1日 入社式 
  4月  3日 豊浦地区新規採用職員研修（4月 6日まで） 

4月  5日 豊浦小学校入学式 
4月  ８日 せせらぎユニット会議 
 



 

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 

   
 【前項続き】 

4月 13日 ぬく杜カフェ 
4月 15日 代表者会議 
4月 18日 せせらぎカンファレンス 
4月 19日 ユニットケア管理者研修 

ユニットリーダー研修運営委員会 
  4月 20日 ぬく杜カフェ 

4月 23日 天塩町グループホーム見学２名  
      ひだまりユニット会議・カンファレンス 
4月 25日 行動規範委員会  
5月  8日 せせらぎユニット会議 
5月 10日 経営会議 
5月 11日 お花見 せせらぎユニット 
5月 12日 お花見 ひだまりユニット 
5月 13日 せせらぎカンファレンス 

  5月 15日 栄養・食事・歯科モデル事業 
        ひだまりカンファレンス 

5月 18日 とようら認知症の人を支える家族の会町民セミナー 
  5月 20日 豊浦町地域支え合い体制づくり事務局会議 
  5月 21日 北海道社会福祉協議会 ユニットケア指導者勉強会 
  5月 22日 北海道社会福祉協議会ユニットリーダー研修 
  5月 23日 行動規範打合せ・施設内研修 

5月 24日 ひだまりユニット会議 

 

事故の状況 0件 

ヒヤリハット報告 （3/27～5/24）全 7件 

ヒヤリハットⅠ   0件 

（内訳：  ）  

ヒヤリハットⅡ   6件 

（内訳：転倒 1件、変色 4件、内出血 1件） 

苦情ヒヤリハット   1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 2件 （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５／２９） 

５／２９ 身体拘束・高齢者虐待防止研修実施 

感染症等の発生状況 有：無 

その他の報告事項 〇委嘱状の交付 

豊浦町総合保健福祉施設やまびこの人事異動に伴い、委嘱状を交付する 

入居者家族代表として委員を委嘱する。 

今年度より家族代表が 2名となった。 

〇平成３０年度事業報告について 

〇豊浦地区ケアケア交流講座の案内 （今年度全４回予定） 

認知症の理解について・自然災害について・特殊詐欺・防犯についての 

テーマとして年間を通して実施する。送迎が必要であれば相談いただき 

たい。 

添付資料 〇議事次第 

〇事業所報告資料 

〇せせらぎ通信・ひだまり通信（施設広報誌） 

〇豊浦地区ケアケア交流講座ポスター 



 

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 

避難訓練では、自治会長が参加されているとのことだが、住民の方の参加は 

どの程度あるのか？ 

（施設）自治会長より声をかけていただき、毎回ではないが２名ほどの参加 

をいただいている。 

（B氏）日中の訓練だと皆さん仕事をしているから参加が難しいのが 

現状。できる限り協力はしていきたいと思っている。 

（施設）津波であれば正直海浜付近の住宅の方は、ご自分の避難が優先だと 

思うので施設への応援とはならないのが現実。しかし、火災であれ 

ば応援が可能であり、少しでも地域の力をお借りできれば心強いと 

考えます。ぜひ、お力添えをお願いしたい。 

→自治会長の了承をいただき、火災通報装置自動連絡先に携帯番号 

を登録。いざというときに自治会長から住民に一斉メールを流し 

て応援要請をいただけるような仕組みとして進めていこうとい 

う話になった。 

（C氏）やはり職員だけというのは、厳しいときもあると思う。我々も 

協力できるところはしていきたいと思う。 

（B氏）できる限り協力していきたいと思います。 

（A氏）また、火災と同様に入居者が離設してしまった 

場合の捜索等に関しても同様に、地域の協力を得られると良いと 

思う。 

（D氏）ぜひ、一緒に進めていきましょう。 

●E氏   

最近、車上荒らしが起きているので住宅の前であっても十分に注意が必要。 

と情報提供をいただく。 

●C氏  

最近、高齢者の交通事故が多いから気を付けないとね。施設は職員を預か 

る身だから特に大変だよ。 

（施設）改めて注意喚起をさせていただく。 

●F氏 

今回、初めてこの会議に参加させていただいたが、地域の皆様に支えられ 

ているということが強くわかりました。家族としてもとても安心です。 

 

 

 

 

以上で会議を終了する。 

 


