
 

 

令和 ４年 ９月 ３０ 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 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 稲垣 香澄 TEL ０１４２-８３-７７１１ 

従業者 従業者総数 １３ 人（内訳：常勤１２人 非常勤１人）（令和４年９月１６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 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 欠 席 

入居者 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    ― 出 席 

入居者の家族 グループホームぬく杜の郷・しおさい    ― 出 席 

地域住民の代表者 豊浦町浜町自治会 自治会長 出 席 

地域民生委員 民生委員協議会 副会長 出 席 

地域協力者 近隣協力者 有識者 出 席 

市町村職員 豊浦町総合保健福祉施設やまびこ 事務長 出 席 

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 出 席 

地域社協 豊浦町社会福祉協議会 事務長 欠 席 

地域消防 西胆振行政事務組合伊達消防署豊浦支署 庶務・警防主幹 出 席 

地域駐在所 札幌方面伊達警察署豊浦駐在所 警部補 出 席 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 施設長兼計画作成担当 出 席 

施設職員 グループホームぬく杜の郷・しおさい 常勤ケアワーカー 出 席 

    

議題  

◯事業所報告資料・ユニット報告・身体拘束適正化・虐待防止委員会報告 

◯施設広報誌 

◯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 ４年 ９月 １６日現在） 平均介護度２．５６ 

 直近月稼働率 １００％ 

要支援１：－ 要支援２：0人 要介護１：５人 要介護２：５人 

要介護３：３人 要介護４：３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 

 
７月２０日 運営推進会議 
７月２１日 管理者会議・防災委員会 
７月２２日 エレベーター救出訓練【ジャパンエレベーター】 
７月２３日 せせらぎユニット職員会議 
７月２５日 法人研修担当【管理者】 
７月２７日 法人行動規範委員会【施設長・管理者】 
７月２８日 ひだまりユニット職員会議 
８月１・２日技能実習責任者・指導者講習【施設長】 
８月 ２日 せせらぎユニット誕生会 
８月 ３日 法人高齢者虐待防止・身体拘束廃止研修【管理者】 
８月 ５日 リスクマネジメント研修 
８月 ７日 七夕まつり 
８月 ９日 理事長施設長経営会議 
８月１１日 感染対策委員会 
８月１２日 PEAP研修【CW1名】 
８月１７日 技能実習指導者講習【管理者】 
８月１９日 自然災害自主訓練 
８月２３日 理事長施設長所長経営会議 身体拘束適正化委員会  

防災委員会 
８月２５日 労働衛生委員会（ストレスチェック実施） 
８月２６日 ひだまりユニット会議 
８月２７日 北海道認知症ケア研究会 Zoom【施設長・ケアワーカー1名】 
８月２９日 行動規範委員会・せせらぎユニット会議 
９月 １日 開設記念日１５周年 
９月 ２日 リスクマネジメント委員会 
９月 ８日 理事長・施設長経営会議 感染症委員会・内部監査 
９月 ９日 「身寄りのない方」オンラインセミナー【管理者】 
９月１０日 十五夜・豊浦神社祭・花火見学 
９月１３日 法人監事監査（福祉館）【施設長・管理者】 
９月１６日 衛生委員会  夜間想定総合避難訓練 
 
 

事故の状況 ０件 

ヒヤリハット報告 （７／２０～８／３１）全３件 

ヒヤリハットⅠ    0件 （内訳：         ）  

ヒヤリハットⅡ    ３件 （内訳：転倒１件・変色２件）  

苦情ヒヤリハット    ０件 （内訳：          ） 

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 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 令和４年７月４日） 

感染症等の発生状況 有：無 

・第 4回目コロナワクチン８／２３～９／１２（入居者１６名・職員 11名） 

・１０／１～ アクリル板面会再開（完全予約制）制限一部解除 

その他の報告事項  
運営推進会議を活用した外部評価について 

添付資料（送付資料） 〇議事次第 

〇事業所報告資料 

〇施設広報誌 せせらぎ通信・ひだまり通信 

○身体拘束適正化・虐待防止委員会報告 

〇自己評価・外部評価表 



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 

〇施設長 

 →報告資料に基づき事業所の活動状況報告を行っています、 

 →会議・研修・行事等については、資料の記載の通りとなっております。 

 →８／１６ 線状降水帯の長雨の影響で、貫気別川の水位が上昇し、豊浦 

町本町全域に浸水警報が発令され、高齢者自主避難指示の防災無線があ 

りました。河口付近は目視でも上昇しているのが分かり速やかに本部へ 

連絡し、法人内と連携を図り「ほのぼの２」へ避難しました。幸いにも、 

当日の夕方１６時には「解除」となり、全員無事に事業所に戻ってきて 

います。 

 

●A氏 

 →大変でしたね。「高齢者自主避難」の防災無線があった時は、結構雨が 

降っていて大変でしたでしょ。大岸のほうも結構浸水があったと聞いて 

います。 

 

〇施設長 

 →はい、前日から長雨があり、当日も気象庁の HP を確認していました。 

  既にレットゾーンとなっていましたが、町全体で避難が必要かどうかの 

  全体像が把握できず判断に迷っていました。８時２０分に警報が出され 

  １０時のアナウンスだったので、今となっては町の防災無線がもっと 

  早く出してほしかったと思っています。 

 

●A氏 

 →それは施設長の判断で早めに避難しても良いのではないでしょうか。 

 

〇施設長 

 →判断基準としては、やはり災害危機管理をしている役場の防災無線を頼 

りにしています。私自身も専門家ではなく、町全体の防災カメラを見て 

いる状況ではないので、前日から翌日の状況が予測できるのであれば、 

早めに「高齢者自主避難」の防災無線を出してほしいです。 

 →また今回の避難を振り返り気づいた点は、長雨による浸水の影響が大き 

かった最中の移動でした。法人内としては、大岸や高台方面・洞爺湖町 

の施設へ避難することが可能ですが、初期の段階で一端「やまびこ」に 

身を寄せることが出来ればと思います。町が開設した避難所は「一般避 

難所」であり、福祉避難所ではありませ んと問い合わせ時、返答があ 

りました。今後、そのようにお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

 

●A氏 

 →町内の事業所の依頼であれば、もちろん否定はできません。但し、やま 

びこが福祉避難所といて指定されていますが、ハード面で本当に適切か 

どうか、広さなど十分に確保されているか等考えると十分ではないと思 

います。又土日祝日や１７：００以降は施錠しているので夜間は使用で 

きないという問題がありますね。 

 

○施設長 

 →「高齢者自主避難」の発令が、施錠されている時に出された場合は、町 

の危機管理対策と連携をとりたいと思います。現時点で、今後「やまび 

こ」が福祉避難所として使用できることを確認出来れば安心です。 

 

●B氏 

 →当日の避難にかかった時間はどのくらいですか。こちらにある自動車だ 

けで避難したのですか。それとも町のバスか何かで避難したのですか。 



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 

〇施設長 

 →１０時に「高齢者自主避難」の放送があり、１２時頃には全員大岸の 

ほのぼの２へ避難終了しました。法人内の各事業所から応援が来て避難 

をしました。 

→次に各ユニットの活動状況です。広報誌をご覧ください。季節に合わせ 

た行事、七夕や海の日に近隣の清掃活動を行っています。また窓越し面 

会も定着し、多くのご家族が面会に来られています。 

 

●C氏 

 →しばらく皆さんにお会いできていませんが、こうしてみると皆さんとて 

も元気そうで明るく楽しそうですね。この中に知人もいますが本当に変 

わらずに過ごしているのが分かります。 

 

●D氏 

 →本当に穏やかに過ごしているのが分かって、安心しています。母も楽し 

く暮らしているのが分かります。コロナで面会が中々出来なかったで 

すが、窓越しで顔をみれるのが本当に良いと思います。 

 

○施設長 

 →長らくご家族との面会が出来ず本当にご心配だったと思います。１０月 

１日からは、こちらの交流スペースでアクリル板の面会の再開を予定し 

ています。 

 →続きまして、身体拘束適正化・虐待防止対策についてです。 

 

○ケアワーカー 

 →事業所内で委員会を担当しています。回覧資料にもある通り事業所内職 

員全員が、研修を必ず受講するように年間計画に予定しています。又今 

月は、「コロナが発生した場合」の居室対応について「行動制限」がか 

かる為、それらについて施設長・管理者・看護師・委員会ケアワーカー 

で話合い取りまとめ、ご家族へ電話や書面にて説明し、同意を頂いてい 

ます。 

 

●E氏 

 →事業所での報告内容を信じます。ですが、コロナ感染対策予防のため、   

  実際に現場や入居スペースをみることが出来ないので、それらの評価を 

  出すことは矛盾すると思います。 

 

○施設長 

 →ご指摘頂きましてありがとうございます。コロナ感染者が次第に減少傾 

向でもあり、感染対策を講じながら行政関係者の方へ今後入居スペース 

をご案内したいと思いますので宜しくお願い致します。 

 

●F氏 

 →我々が見ても分からないと思うけれど、普段避難訓練等で入っている 

  時は、そういうことは何も感じないから安心して信用しているよ。 

 

●G氏 

 →私たちは、以前から中に入っているので、説明を受けると大体のことは 

  理解出来ますよ。 

 

●H氏 

 →事業所の報告で、これだけ一生懸命やっているという意気込みは十分伝 

わってきている。今までの報告でも十分わかっているので、信じていま 

すよ。 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○施設長 

 →ありがとうございます。宜しくお願い致します。続きまして、「豊浦 

町生活応援商品券」について、入居者の方が数名頂いております。 

天気が良い時は、一緒に買い物に行く予定です頂いた皆様は本当に 

喜んでおりました。ご自分で買い物が出来ない入居者の方には、ご 

家族様へお渡しております。 

 →次に、重複する内容となるのですが、先月ご案内いたしました自己 

評価・外部評価につきまして皆様から忌憚のないご意見を頂きたい 

と思いますので宜しくお願い致します。 

  ＊詳細内容、自己評価・外部評価 参照 

 

＊避難備蓄の状況について、実物を見て頂いています。 

 

●I氏 

 →いつも良いことも悪いことも不安なことも、包み隠さず報告してい 

ると思い会議に参加しています。警察からは、特に情報提供などは 

ありません。 

 

●B氏 

 →災害備蓄等について質問です。食事の備蓄３日分・水の確保量等 

  何か根拠があるのですか。 

 

○施設長 

 →厚労省から災害対策ＢＣＰのひな型があります。それらに参考例と 

  して記載がありますので、それらを参考にしています。訓練等を通 

じて足したり変更する場合があると想定しています。 

 

●B氏 

 →そのような書類の通達が福祉事業所にあることを初めて知りました。 

  ありがとうございます。 

 

●E氏 

 →身体拘束適正化の件で一つ助言があります。自分の経験から、「立上 

ると直ぐ転ぶ」人がいました。でも「身体拘束はダメだ」という社 

会風潮が強かったので、自由にしていましたが、結局はその当事者 

の方は頭部を強く打ち亡くなられました。今振り返ると、その方の 

命を守るためにも「何らかの対策」が必要だったのではなかったの 

かと思っています。「センサーマット」も一時、使用してはダメみた 

いな風潮もありましたが、やはり必要な方もいると思います。 

 

○施設長 

 →貴重なご意見ありがとうございます。転倒等が発生した場合、職員 

の精神的疲労は計り知れないものがあります。入居者の方が本当に 

ＧＨでの生活が適切なのか、その方の安全を守ることが出来るのか、

という視点を持って常に職員と話合いをしているところです。皆様 

どうぞ、ご理解頂きますように宜しくお願い申し上げます。 

 

●D氏 

 →家族としては、本当にありがたいです。そこまで看て頂いている 

  ことを良く知りました。 

 

○施設長 

 →それでは、本日の会議はこれで終了となります。次回の予定は、 

令和４年１１月１６日１５：００～です皆様宜しくお願い致します。 

 


