
 

令和 ４ 年 １１ 月 ２２ 日 

地域密着型サービス 
                        

令和４年度 第 ４ 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 １１ 月 １６ 日 （令和 ４ 年度 第 ４ 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 出 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 出 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  出 席 

地域消防 常陸太田市消防本部 予防課  出 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 出 席 

    

議題 ○避難訓練（夜間想定）見学の感想 

○令和４年度第３回運営推進会議の内容 

○防犯カメラの設置に関すること 

○外部評価の結果について 

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） 
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 
9月 29日  法人内研修（２名参加） 
9月 30日  法人内研修（３名参加） 
10月 9日  季節を感じるメニュー 
10月 10日 入居者誕生会 
10月 19日 内部研修 
10月 19日 認知症介護基礎研修（1名参加） 
10月 20日 入居者誕生会 



 

10月 22日 入居者誕生会 
10月 26日 すずらんユニット会議 
10月 26日 インフルエンザ予防接種（2名） 
10月 27日 あじさいユニット会議 
10月 31日 ハロウィン運動会 
１１月 2日  監事監査（～4日） 
11月 3日  出張理美容 
11月 10日 インフルエンザ予防接種 
11月 10日 入居者誕生会 
11月 14日 浄化槽汚泥引き抜き 
11月 16日 夜間想定避難訓練 
11月 16日 運営推進会議・身体拘束適正化委員会 
11月 16日 内部研修 
11月 22日 すずらんユニット会議 
11月 27日 あじさいユニット会議 
 

事故の状況 ２件 

ヒヤリハット報告 （９／２１～１１／１５） 

ヒヤリハットⅠ ２０件  

ヒヤリハットⅡ ７件（内訳：ずり落ち１件・転倒６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１１月１６日） 

 

感染症等の発生状況 有：無 

 

その他の報告事項  

添付資料 運営推進会議資料（20220９2１～20221115） 

来夢の杜太田通信（VOL.6７～6８） 

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 

 

 【避難訓練の見学をした感想を聞く】 

A 氏 

○火の手を確認したのち、職員が大きな声で火事であることを伝えていた 

のはとてもよかった 

○通報をしなければいけないところ、一回通り過ぎてしまう場面があっ 

たが、しっかり戻ってきて火災通報を行っていた（とても冷静に行え 

ていた） 

○避難訓練とはいえ、入居者優先で行っていたのがとてもよかった 

○通報からすべての入居者の避難までに約 11分かかった 

○夜間を想定した避難ということで２名の職員で行うのは大変だったと思  

 う 

○毛布を使った避難も的確に行っていた 

○最終の点呼の前に、すべての部屋に入居者が取り残されていないかの 

 確認を行っていたのが素晴らしい 



 

 ○実際の夜間であれば、ドアがきちんと開いておらず、外側に出ている腕 

をドアなどに勢いよくぶつけて打撲や骨折などの 2次被害が起きる場 

合がある。今日の避難訓練の際職員の方が、入居者の腕の位置なども気 

が付き声をかけている状況がみられた。とてもよかった。 

●夜間の火事だと照明がつかないことも考えられる 

 そのような場合の対策を講じているのか確認したい 

B 氏 

○施設の避難訓練を見学するのは初めてだった。 

○職員の皆さんがひとりひとりの入居者に声掛けしながら避難誘導を行 

っているのが素晴らしかった。 

○実際の避難を考えたとき、避難訓練するのはとても重要だと感じた 

○夜勤者が玄関部分で、近所役の職員に引き渡す際、その方の体の状態 

（歩けません）（耳が聞こえません）などしっかりとその方の状況を伝 

えていたのがよかったと思う。 

C 氏 

○職員の方は本当に大変だと感じました 

○季節によって避難訓練の状況は変わると思う 

 夏はもっと薄着だと思うが、冬に寒いなかでの避難は大変だと感じた 

○ただただ感謝しかありません 

D 氏 

○女性が多いとは聞いていたが、避難させているのが女性の職員ばかりで 

大変だと改めて感じた 

○玄関の段差があるのが気になった 

 段差があることで、かなり時間がかかっている印象があった 

 一部だけでも、スロープになっていた方がいいのではないかと感じた。 

E 氏 

○今日は訓練だったが、本当の火事となるとかなりパニックなるのではな 

いかと思った 

○車いすを外に出る際、かなり段差があるため大変だと感じた 

 やはり、スロープがあったほうがいいと感じた 

○隣はガソリンスタンド、向いに避難するには道路を横断しなければなら 

ない状況なので大変だと思う 

○自力で歩くことができない人がたくさんいると感じた 

○消火器の使い方の訓練もした方がいい 

F 氏 

○施設の避難訓練を初めて見学した 

○実際を想定すると、どれだけ冷静に行動できるかにかかってくるのかな 

と思う 

○避難訓練を行うことで、経験値をあげていくしかないのかなと思う 

G 氏 

○事件や火事が起きたとき、警察がまず確認するのはどこが火元かとかで 

ない 

 入居者が何人で職員が何人いるのか、外に出かけている人がいないかな 

どを確認します 

○今日の避難訓練の際、夜勤者役の職員がしっかりと避難した入居者と職 

員の人数を消防や責任者に伝えている様子が確認できた。 

 

【令和４年度第３回運営推進会議の内容について説明する】 

施設長より、前回の会議の参加が４名だったことを説明する。その理由は 

開催通知を送るのが１週間前だった。祝日と週末がかぶってしまったこと 

で、会議前日若しくは当日に配達された方もいた。 

謝罪をしつつ早めに開催通知を送ることを約束する。 

前回の会議で話し合われた内容について簡単に説明する 

常陸太田警察署より、防犯カメラの設置の検討について提案があったこと 

を報告 



 

 常陸太田警察署より、前回提案していただいた経緯を含め報告していた 

だく。そのうえで、前回会議不参加だった委員の皆様より来夢の杜太田の 

防犯カメラの設置についてご意見を聞く 

 

B 氏 

○何かあったときのことを考えると防犯カメラはあったほうがいいと思う 

C 氏 

○防犯カメラはあったほうが安心だと思う 

（居室の防犯カメラ設置については） 

あってもいいかなと思う。だた、認知症の程度も様々だと思う。自分のこ 

とを認識できる人に関しては、必要ないかもしれない。自分の母親のよう 

な場合は、あったほうが安心かなと思う 

F 氏 

○良くも悪くもない 

○肯定的な意見が多いようだが、自分としては何とも言えない 

○法人に理解があるのなら設置してもいいのではないかと思う 

○常陸太田市内ではまだ防犯カメラは主流にはなっていないと思う 

 市内のグループホームで設置しているところが１件あった気がする 

○常陸太田市としては、防犯カメラというよりは監視カメラというイメー 

 ジがどうしても強い 

○門扉を閉めることですら、自由を奪う行為として拘束に該当するのでは 

 ないかという議論があるくらいなのに、防犯カメラはどうなんだろうと 

 思う。自由を奪う行為とはならないのか 

A 氏 

○道路や住宅でも、今は防犯カメラを設置するのは当たり前の世の中 

○職員が防犯カメラの設置に対して前向きに捉えていることがすごいと 

 思った 

○居室に設置する場合には、本人や家族の許可が必要になるのだと思う 

 リビングや廊下については設置してもいいのではないかと考える 

G 氏 

○先ほども説明したが、やはり防犯カメラは設置してほしい 

○入居者がいなくなってしまったとき、玄関から出たのかどうか…右に行 

 ったのか、左に行ったのかだけでもわかると全然違う 

○入居者と職員の間で虐待があったかなかったか…正確な判断ができるの 

 はやはり映像です。 

 入居者の腕にあざがあり、家族が虐待を疑ったというケースがある。こ 

の施設にはカメラが設置されていたので、確認をしたら転倒しそうにな 

った入居者を職員が助けようとしたときについたものであったことがカ 

メラの映像からわかった。職員からの聞き取り内容・時間とカメラに映 

っている時間に整合性があることがしっかり警察としても確認が取れた。 

 

【外部評価について】 

令和４年９月 24日に外部評価があったことを説明 

（資料配布）外部評価員より、認知症対応型共同生活介護とは何か、その 

求められている役割についてもしっかり理解して運営しているとの評価を 

受けた。学ぶことがあっても、アドバイスすることはないとの話があった 

 

 

 

 

 


