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１．施設長挨拶、状況報告

議題

２．出席者紹介

３．入居者様より

４．行事について

５．入居状況

６．入所申込み状況

７．出席者より

１． 施設長挨拶
・本日は、ご多忙中にも関わらずお集まり頂きありがとうございます。
朝晩冷え込む季節となりました。9/17 から冷房から暖房へ切り替えを行い、羽毛掛け布団の
準備も行っています。利用者様、職員共々体調管理に留意していきます。
・10 月から消費税 10％増税に伴い、介護報酬の改定、介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定、
又課税世帯対象に食事代と居室代の料金の値上げがあります。今回の介護職員等特定処遇改善
加算について、いろいろ分配方法がありますが、当園では職員全員（一部除き）に割り振りする
形をとりました。お知らせ・同意書について、準備が整い次第、順次発送させて頂く予定です。
ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
・9/15 おおのニュータウン秋祭りがありました。天気の関係で入居者の参加は控えさせて頂きま
したが、職員２名お手伝いとして参加しています。最後まで関わらせて頂くことで地域に対する
思いや考え方が変わり、よい経験をしたという言葉が聞かれていました。今後も地域貢献に
努めてまいります。
・9/16 敬老祝賀会を開催しております。47 名のご家族様にご参加いただき、感謝と敬愛の心で
お祝いさせて頂きました。これからも職員一同、節目の行事を大事にしていきたいと思います。
・9/30 矢田和幸園の機能訓練指導員を招いて「持ち上げない介護」について腰痛予防の研修会を
行いました。今回は実技をメインにスライディングシートの活用方法について学び、さっそく
ユニットで購入し準備しているところです。引き続き、取り組んでいきたいと思います。

２． 出席者紹介 ※上記参照

３．入居者 様より
施設長：「入居して１ヵ月になりますが、ここでの生活はどうですか？」
入居者：「皆さん大変よくしてくれております。素晴らしい。一番幸せだと思っています」
施設長：「ありがとうございます。ご飯はどうですか？」
入居者：「ついたものは全部食べるようにしてますが、身体のことを考えて少し控えております」
施設長：「携帯を所持され、普段から娘さんともご連絡を取り合っております。手先も器用で、
施設で使う腰ひもなどを縫ってもらったり、洗濯物を畳んで頂いております」
入居者：「若い時はなんでもやりました。今は何にもできなくなって」
施設長：「そんなことはありません。スタッフからも助かりますという声が聞こえています」
入居者：「最近はお経を暗記しようと試みているが、歳いったせいかなかなか覚えられなくて」
施設長：「いつも目標をもって前向きに過ごされている姿は素晴らしいと思います」
「夜も眠れていますか？」
入居者：「以前はストマの不具合もあり心配でしたが、今は安心して眠れています」
施設長：「ほんとによかったです。これからも宜しくお願いします」
４．行事について

※写真スライドショーにて報告。

○8 月・9 月の行事報告 ※スライドショー参照
・8/1 陽だまりの会、8/14 にじの会 8/26 アロマセラピー
・9/12 陽だまりの会 9/19 にじの会 9/12 和幸保育園
・9/15 大野ニュータウン秋祭り

9/16 敬老祝賀会

慰問

9/26 アロマセラピー

○10 月の行事予定
・10/10 陽だまりの会、10/16 にじの会
・10/5 法人大運動会
・10/12 オンブズマン合同会議
・10/16 オンブズマン来園
５． 入所状況
○長期入所
＜8 月＞
看取り介護対象者の女性の方が 10 日（要介護 4）と 28 日（要介護 5）に永眠。
8/5 に新都市 HP から 1 名（要介護 4）、8/19、入居待ち SS から 1 名（要介護 5）入居になり、
8 月は入居 2 名・退居 2 名、入院日数 2 日。
平均年齢 87.8 歳（男性 96 歳

女性 87.5 歳）

平均介護度 4.0 稼働率 98.3%。8 月 31 日付で在籍 28 名。（男性 1 名 女性 27 名）
＜9 月＞
9/9、要介護 5 の女性、GH 三内丸山より入居。在籍 29 名（男性 1 名 女性 28 名）
入退院なし。
看取り介護対象者 1 名（91 歳

女性）このまま推移すると稼働率 99.1％見込み。

○短期入所
＜8 月＞
1 日平均利用者数 8.0 人

利用実人員 11 名（男性 2 名、女性 9 名）

→8/5～主介護者の入院に伴い、緊急 SS 利用の方 1 名。8/18 入居待機の方が施設入居の為 SS 終了。
＜9 月＞
1 日平均利用者数 9.1 人
→新規２名

利用実人員 14 名（男性 1 名、女性 13 名）

9/4～老健退所後、入居待機で 1 名。9/13～新都市 HP 退院後、希望の有料老人ホーム

の空きが出るまで利用の方 1 名。
6．入所申し込み状況
・新規入居申込者
・申込待機者

7 月：3 名

8 月：4 名

9 月：8 名

計 15

名

125 名

7．出席者様より
○町会長より
・秋祭りのお手伝いありがとうございました。今回は日中から販売も始めたので、忙しかったと
思います。最後の片付けまでお疲れまでした。
参加者としては、未就学時～6 年生が 195 名、全体では 700～800 名という規模になっております。
こういう形で町会の行事に参加して頂きありがたく思います。9/17 の敬老祝賀会は町会合同で
フレアージュスイートで開催し、113 名の参加を頂きました。
次は雪像フェスタに向けて準備をしていきたいと思います。
○おおの地域包括センターより
・認知症のサポーターの方たちが地域の見守りをするということで、実際に活動してくれる方を
募り、“つながり隊”という名前で、定例会をしています。その中では学習をしたり、活動内容
について意見交換を行ったりしています。２回目の定例会には 15 名の方が集まりました。
認知症になっても安心して暮らせるまちをというコンセプトで、今後もみんなで支えあえる街
づくりの為に活動していきたいと思います。
・利用者様の「幸せに暮らしている」という言葉が聞けてとても嬉しく思いました。
○オンブズマンより
・入居者の方の中に、犬の写真をたくさん貼っている方がいました。触ってみたいですか？と伺うと
触ってみたいと話されていました。施設内で動物と触れ合う機会は作れないでしょうか？
→アニマルセラピーについては以前から検討していますが、やはり事故に対するリスクがある以上、
踏み込めないところがあります。現在、リラクゼーション効果というところでは、
アロマセラピーを行っているところです。飼っていた犬などであれば、ご家族と一緒に玄関で
面会して頂いています。
○入居者様ご家族様より
・アニマルセラピーまではいかなくても、最近ユニット内に緑がすごく増えた感じがしました。
観葉植物やお花、また、間接照明も設置され、すごく癒しになっているなと感じます。リラクゼ
ーションの意味では同じだと思うので続けていってほしいと思います。

・敬老会では各テーブルに秋にふさわしいすすきなどの植物やお花が飾られ、斬新な企画ですごく
よかった印象を持ちました。ありがとうございました。
→おもてなしと敬愛の心をもって企画させて頂きました。
観葉植物や照明は、皆様がほっと落ち着いて暮らして頂けるような空間づくりをコンセプトに
取りんでいるところでした。気が付いて頂きうれしく思います。職員の励みにさせて頂きます。

次回運営推進会議

令和 1 年

11 月 26 日（ 火 ）

