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開催日時 令和 2年 10月 21日（水）10時 00分 開会 

令和 2年 10月 21日（水）11時 00分 閉会 

 開催場所 あさひふれあいプラザ「会議室」 

出 席 者 入居者代表    欠席 

      入居者家族代表  2名 

      地域住民代表   3名 自治会代表、民生児童委員、地域住民代表 

      市職員      1名 市民福祉課課長 

      施設役員     1名 施設長 

      施設職員     1名 事務職員 

欠 席 者 1名 入居者代表 1名、 

 

１、開会挨拶 

施設：本日はお集まりいただきありがとうございます。今年度第 2 回目の開催となりま

した。前回に引き続き今回も新型コロナウイルス感染予防対策として会場をここふ

れあいプラザでの開催といたしました。先程玄関にて行っていただいた検温とアル

コール消毒、マスク着用にて換気をおこなっている部屋でお互いの席を離し、3密、

ソーシャルディスタンスを守り行わせていただきたいと思います。今日は開催場所

の変更により入居者が 1 名欠席となっています。まず本日の運営推進会議の主な内

容の説明をさせていただきます。（会議内容の説明を行う）。それではよろしくお願

いいたします。 

      

２、議  題 

施設：以下のことについて報告を行う。 

① 利用状況、職員配置、活動報告、事故等の報告（7月～9月） 

 

１、令和 2年度 地域密着特養ケア目標 

  ① 24 時間シートの活用を徹底し、優先的な課題とケアの具体的な内容を明らかにす

るとともに、入居者個々の状況変化を把握しケアプランに反映させます。  

② 生活歴・価値観等を理解した上でなじみの関係・なじみの空間づくりを行い、穏や

かで心地よい環境を提供します。  

③ 認知症の基本を理解し BPSD（行動・心理症状）を「ニーズ」の表れ、サインととら

え症状の緩和に努めます。  

④ 地域での認知症ケアの拠点作りおよび認知症の人と家族、地域住民、専門職等が集

える場を検討し、地域と一体となった福祉サービスの展開を目指します。 

 

２、入居者情報（令和 2年 9月末現在） 

 ・男性 10名 女性 10名 ・・・男性の入居者が多くなりました。 

 ・旭町 9 浜田市 8 金城町 1 三隅町 1 江津市 1 
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 ・平均年齢 86.05歳 （前回 85.8歳） 

  ・平均介護度 3.75 （前回 3.75） 

・日常生活自立度 Ⅲ（日常生活に支障をきたし介護を必要とする）以上 17名 

・普通食 7名(内糖尿食１名、心臓食 2名) 中刻み食 1名 小刻み食 3名(内心臓食

1名) ミキサー食 6名（内糖尿食 1名、心臓食 1名）、胃瘻 3名 

 

３、職員状況（令和 2年 9月末現在） 

【太陽】 

 ・介護職員 8名 （常勤 3名、嘱託１名、パート 4名） 

【もみじ】 

 ・介護職員 9名 （常勤 5名、嘱託 1名、パート 3名） 

地域密着介護職員常勤換算 1.51人 

【看護】 

・兼務職員 6名 （看護師 1名、准看護師 2名、パート 3名) 

 

４、活動（7月～9月） 

・入居者個々に合わせたケアの実施。クラブ活動、余暇活動、喫茶会等楽しみの時間

づくりの実施。 

 

５、行事（7月～9月） 

   ・法話会 1回／月（3月より中止している）、喫茶会 1回／月、各クラブ 1回／月、体

重測定 1回／月 

ベッド、車椅子点検 1回／月 

・7月 30日（木）納涼祭 

・9月 24日（木）敬老会 

 

６、事故報告 （7月～9月） 合計 8件 

 ・転倒   居室前で左に傾き転倒された。 

       夜間、巡視に行くと居室で倒れておられた。 

       夜間、巡視に行くと居室前の廊下で倒れておられた。 

 ・ずり落ち 夕方、居室で車椅子からずり落ちされた。 

 ・外傷   右耳より出血された。午前中耳掃除をしていた。 

       右足第 3指の爪の周辺より出血していた。 

 ・その他  夕方、訪室すると入口の方を向きあぐらを組んで座っておられた。 

        

７、ヒヤリハット報告 （7月～9月） 合計 6件 

   ・肘、膝などに内出血。 

   ・ベッドの上にベッド灯の蛍光灯が置いてあった。自分ではずされた様子。 
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   ・入居者の方が座っている所を他の入居者が通ると手をたたかれる。 

   ・丸椅子に座り椅子を持ったまま移動しようとされる。 

   ・車椅子移動中、フットレスより足を下ろされる。 

  

  ８、外出支援 （7月～9月） 

・感染症対策の為外出できず（新型コロナ）、ただし病院受診は行っている。 

 

② 令和 2年 7月からの入居者、ご家族の声等の報告（7月～9月）  

・父も入所してから 9 か月となりましたが、今年のコロナウイルスの為、面会もでき

ない状態です。父は意識がしっかりしているため自分の要望は多くあると思います。

しかし昔からしゃべることが嫌いなのか不得意なのかよく解りませんが人に伝えな

い、ということが常にあります。面会ができるようになれば喜びます。 

 

・とてもよくしてもらっているので、このままよろしくお願いします。 

 

・特に希望はありませんが、のんびり穏やかに過ごしてくれればと思っています。 

 

・先日は納涼祭のＤＶＤを送っていただきありがとうございます。面会が難しい中、

母の姿を見ることができ、安心しました。職員の皆様には本当に良くして頂き感謝

申し上げます。 

 

・兄は私たち家族の一員であります。大変お世話になっている事ありがたく厚くお礼

申し上げます。世界中がコロナウイルスに見舞われ大変な状況です。こんな現状の

中色々と工夫され利用者と家族の関係にも配慮いただきありがとうございます。先

日はオンライン面会もさせていただきホットしております。又、更には納涼祭のＤ

ＶＤを送っていただき、これまで見ることのできなかった兄の姿を見ることが出来

とても感動致しました。楽しそうに手をたたきアトラクションに参加、おいしそう

にデザートをいただく姿に幸せそうに見えました。これまで一人での生活で笑顔等

少なかった人生でした。残りの人生多くでも楽しみが増えていくといいな～と妹と

して思っています。何かとお手間のかかることもあるかと思いますが、これからも

どうぞよろしくお願いします。 

以上 

 

③ 意見交換 

 施設：なにかご意見、ご質問等があればお伺いいたします。 

    現在も引き続き利用者様との直接面会は制限しています。納涼祭、敬老会もご家

族や外部からの参加は無しにして利用者様と職員のみで行いました。ご家族様には

敬老会や納涼祭の様子を利用者様別にまとめた DVD を作製して送付したところ大変
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喜んでいただきました。家族様は面会できないということで利用者様の状態がわか

りにくいこともあり映像で利用者様の姿が確認できたことが良かったのだと思われ

ます。今は看取りや終末期の方のご家族様に限り、ご来園いただき、窓越しでの面

会を行っています。9 月に浜田市内で新型コロナウイルスが発生した際には来園に

よるオンライン面会や業者、ボランティアなどの来園も中止いたしました。幸い最

初の 2 名以外には感染が広がらなかったようですので発生より 2 週間たったところ

で来園してのオンライン面会は再開いたしました。また、先日、厚生労働省より福

祉施設の面会制限の緩和について報道がありました。今後は嘱託医と相談の上、面

会の一部緩和を検討していきます。 

 家族：緩和の判断については市からは指針があるのですか、それとも施設それぞれで判

断となるのですか。 

 施設：厚労省から指針がでておりそれを受けて市からも通達がでていますが最終的には

それぞれの施設の判断となっています。当施設は指針に基づき、嘱託医と相談の上

での判断としています。やはり施設に持ち込まないことが大前提となります。 

 家族：感染者への誹謗中傷がかなりひどいようで特に田舎では特定されてしまい、そこ

に住んでいられなくなっています。 

 施設：施設職員については不要不急の外出を除き、中国 5 県内への目的を持った外出は

許可しています。ただし感染対策をしっかりと行った上で自己管理をきちんとする

よう指示しています。万が一の発熱等の際には 2週間の自宅待機としています。 

家族：自己管理は当然ですが実際には職員数も少なく、本当に休まれるときつくなると

いったことでの隠蔽や虚偽の報告がなされなければよいと心配します。 

 施設：実際に職員の残業時間が増えています。利用者様のストレスも心配です。園外へ

はまだだめですが、施設内の散歩などの移動については現在自由としています。施

設周りの散歩や中庭でおひさまのもとでの喫茶会などは行っています。 

 家族：先程、外部受診を行っていると伺いましたが胃ろうの方など定期的な受診は必要

なので仕方ありませんが、市内の病院側の対策、管理がきちんとできているか心配

なところがあります。 

 施設：近日中には利用者様と職員のインフルエンザ予防接種を行います。 

 家族：予防接種は市からの補助があるとの案内がきていましたが他県のように無料で行

ってほしいものです。ただし、ワクチンが足りなくならないか心配なところです。 

 施設：施設の利用者様と職員用のワクチンはすでに確保してあります。 

 家族：町内でも矯正施設など他県から来られている方もいるので往来、帰省など心配な

ところもあります。 

 施設：研修や会議など多くが中止となりました。最近では WEB によるリモート開催など

も増え、当法人でも県外の役員はリモートによる会議参加を希望されています。 

 家族：外国人技能実習生についてはどうですか。 

 施設：2期生を 2名程度受け入れていく予定でしたが受け入れできない状態です。 

 家族：政府がこの度、緩和して受け入れていく表明をしていましたが。 
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 施設：10 月 27 日から緩和とのことですがまだ渡航前後に待機期間があったりと難しい

ところがあるようです。 

 地域：今おられる方は 3年で帰国されるのですか。 

 施設：一応、本人の希望があれば 5 年まで延長できます。現在、地域密着型の職員の方

は夜勤も行ってくれています。ただし、体格が小柄なため、大きな男性の利用者の

移乗などは難しいようです。12 月にはにほんご N2 の試験が広島で行われることと

なっています。 

    10 月 29 日には文化祭を開催いたします。こちらも外部からのボランティア等の

受入やご家族は受け入れずに内部のみで行います。8 月に行った陶芸教室での作品

に生け花をしたり、各棟において紙芝居や DVD 鑑賞などを行う予定です。また例年

12月に行うクリスマス会にはあさひこども園の園児が来園してくれて利用者様も大

変喜ばれるのですがこちらも外部の受入は中止しています。 

 地域：文化祭は今年もやすらぎの郷と合同で行うのですか。 

 施設：今年は別々に開催いたします。とにかく施設に感染者を入れない方針です。 

    発生した際の防護服や備品等はきちんと揃えて対策は行っています。ただし当施

設では万が一コロナ感染者が発生した際には嘱託医の方針により施設では隔離等の

対応はせず、指定の病院に搬送することとしています。 

 施設：話は変わりますがあさひ園の隣のひまわり工房に浜田市が誘致された IT関係の企

業が入られて地元の方も 3名雇用されています。 

 家族：この地域は通信環境があまり良くないのではないですか。やはり世界的に見ても

日本は特に田舎へ行くほど IT化や通信整備が遅れています。 

 施設：市の方で新たに整備されるとの話を聞いています。施設での WEB 面会も増えてき

ていますが利用者の家族様も高齢な方が多く、スマートフォンやタブレット機器の

操作が難しい方もおられます。 

 地域：こういった環境の中で施設の職員さんは本当に頑張っておられると思います。 

 施設：引き続きしっかりと感染対策を行いながら今後も運営をしていきたいと思います。

本日はありがとうございました。 

 

３、次回開催予定日及び議題 

①予 定 日  感染予防の観点から次回開催日は調整の上連絡予定とする。 

②予定議題 ・令和 2年 10月からの活動報告、事故等の報告 

       ・運営に関する意見交換 

 

４、その他 

施設：会議においての議事録は個人情報を伏せた上であさひ園ホームページ上に公開さ

せて頂いていますのでご了承、ご確認ください。 

 

５、閉会挨拶 施設より閉会の挨拶を行う。                  以上 


