
地域密着型サービス 運営推進会議 報告書 

 

事業所名：小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ 

サービス種類：□グループホーム ・ ■小規模多機能型居宅介護 

     □地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

     □地域密着型通所介護 ・ □認知症対応型通所介護 （該当に■） 

日  時： 平成３１年４月１９日（金曜日）１０時００分～１１時１５分 

場  所： 小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ 

出 席 者：７人 

利用者代表 ０人 知見を有する者 ２人 

利用者家族 ０人 大田市職員 ２人 

地域住民の代表 ０人   

事業所職員 

（職名：施設長・管理者・リーダー） 
３人 

１．報告事項： 

（１）利用者の状況 

①入所者、登録者、利用者の人数 

（小規模多機能居宅介護は、通い・訪問・泊りの利用者状況を加える） 

a）登録者数及び男女比 

 ２月 ３月 

登録数（月末時点） ２９名 ２７名 

男性：女性 ５：２４ ４：２３ 

b)地域 

 仁摩町 温泉津町 大森町 

２月 ２６名 ２名 １名 

３月 ２５名 ２名 １名 

 

 

 



c）要介護度 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

２月 ０ １ １３ ９ ５ １ ０ 

３月 ０ １ １２ ８ ５ １ ０ 

d）年齢構成 

 

６５歳未満 

６５歳以上 

７５歳未満 

７５歳以上 

８５歳未満 

８５歳以上 

９５歳未満 

９５歳以上 平均年齢 

２月 ０ １ ６ １９ ３ ８８．８ 

３月 ０ ０ ６ １８ ３ ８８．６ 

 

（２）サービスの提供状況 

①サービスの提供回数 

a）週当たりの平均サービス提供回数 

 ２月 ３月 

通いのべ人数/月 

（平均） 

４０５人 

（１４．４人/日） 

４４３人 

（１４．２/日） 

宿泊のべ人数/月 

（平均） 

１５４人 

（５.５人/日） 

１７７人 

（５．７人/日） 

訪問のべ回数/月 

（平均） 

２７４回 

（９．７人/日） 

２９３回 

（９．４人/日） 

のべサービス 

提供回数/月 
８３３回 ９１３回 

のべ利用日数/月 ８０２日 ８８７日 

登録者一人当たり

の平均利用回数 

一人当たり７．２７回/週 

833/802*7=7.270 

一人当たり７．２０回/週 

913/887*7=7.205 

b）過小サービスの状況 

      ３月８名が週平均４回以下で利用。各利用者の心身状況・生活状況、本 

人・家族の希望を報告し、委員より不適切指摘はありませんでした。 

 

 



（３）しつらえ・環境作り 

①過ごしやすい空間作りの取組 

2月 25 日 ひな人形飾り 

3月 1 日 書道作品掛け替え 

3月 21 日 内壁 桜飾り 

3月 25 日 内壁 鯉のぼり、かぶと飾り 

3月 27 日 宿泊室に電動介護ベッド 1台・除圧マットレス追加設置 

②感染症予防のための取組み 

 感染症の発生はありませんでした。 

  毎日の管理：換気・加湿・手すり等消毒 

  週２回の管理：次亜塩素酸ナトリウムを使用した床拭き 

 

（４）地域と職員のかかわり 

①参加行事 

3月 4 日 大田市介護サービス事業者協議会グループホーム部会

研修 

テーマ「地域連携」 

   大田市社協の町づくり、支えあい活動の紹介 

   ２事業所の地域連携紹介（大田地区・川合地区） 

２名 

3月 16 日 仁摩福祉会 20周年記念事業開催 

記念講演 西川ヘレン氏 

「大家族 - 支え愛、語り愛、励まし愛」 

３名 

3月 21 日 春の彼岸市 利用者外出同行 ４名 

②実習受入れ 

 外部からの実習受入れはありませんでした。 

③民生委員・関係機関等との連携 

 特別なものはありませんでした。 

 

（５）利用者の生活に地域とのつながりをもつ取組 

①利用者個別の地域行事参加支援 

 ありませんでした。 



②利用者全体の外出支援・地域行事参加支援 

3月 2 日 大田市老人クラブ連合会 福祉展見学 ８名 

3月 3 日 大田市老人クラブ連合会 福祉展見学 ２名 

3月 8 日 大森まちづくりセンター ひな人形展 １３名 

3月 21 日 春の彼岸市 ４名 

③通院支援 

受診送迎 ２４回 往診同席 ２回 

※緊急時を除き、小規模多機能サービスの本来業務ではありませんが、 

利用者・ご家族要望が多いため支援しています。 

③町内買い物代行 

 ７名を継続支援中です。 

④町内支払い代行 

 １２名を法人預り金管理規程に準じてお預りし、支払いを代行中です。 

 

（６）防災・災害対策 

日 付 名 称 
消防署

立会 

地域

参加 
指 摘・改 善 

5月 29日 
第１回 消防訓練 

総合 昼間想定 
あり なし 

避難所要時間 4分 40秒 

・緊張感不足の指摘 

7月 6日 
第１回 防災訓練 

土砂災害時避難 
― なし ・避難判断の難しさ 

11月 15日 

第２回 消防訓練 

総合 夜間想定 

消火器訓練 
あり なし 

避難所要時間 6分 30秒 

・設置の非常通報装置はボタ 

ンを押さなくても通報する 

が緊急走行しない調査出 

動。押すと火災出動。 

・ヘルメットが装着しにくい 

2月 21日 第２回 防災訓練 ― なし 

隣接河川氾濫想定の避難訓練 

避難の判断基準に沿って進め

管理者第一報から約３０分で

避難完了。 

2月 25日 
排煙窓 

開閉ハンドル交換 
― ― 

とりつけ部のガタつき 

 



（７）質を向上するための取組 

①研修（職場内外）の実施・参加 

11月～ 

新入職員への指導継続中。 

送迎業務、ヘルパー業務、軽度の身体介助を概ね習得 

し、現在は個別性の高い業務について練習中。 

極めて順調。 

１名 

3月 26日 権利擁護研修（事業所内ミーティング） 15名 

 

②介護事故の発生状況 

 発生日 分類 けが等の程度 受診等の有無 事故の状況 

１ 2月 10日 
しり

もち 
ケガなし 医療処置なし 

ソファーベッドで臥床

位から立ち上がろうと

してずり落ちられた。 

２ 2月 14日 
しり

もち 
ケガなし 医療処置なし 

ベッド端座位から立ち

上がろうとしてしりも

ちをつかれた。 

３ 3月 5日 打撲 皮下出血 様子観察 

入浴介助時に左前腕部

に広範囲にわたる皮下

出血を発見しました。原

因は特定できませんで

した。 

４ 3月 24日 
物品破

損 
ケガなし 医療処置なし 

利用者宅で簡易調理の準

備中、お湯を沸かすため

のやかんの取っ手に火が

当たり焦げてしまいまし

た。 

 

（８）人権・プライバシーの保護 

 ①身体拘束の有無 

  実施はありません。 

 ②虐待防止活動 

  運営推進会議の意見をもとに大田市介護相談員派遣事業を申請、4月より 

相談員訪問予定です。 

      

     介護ストレスの強くかかっている介護者について、地域包括支援センター 



と連携して負担軽減に結びつけるよう働きかけている事例を報告しまし 

た（個人情報の保護の観点から内容は割愛します）。 

③苦情相談 

ありませんでした。 

 

２．質疑応答・アドバイス 

    知見者：知り合いの介護者との話の中で介護サービスを使用する中で一番助 

かることとしてお風呂を挙げられていました。ほほえみではお風呂 

についてはどのようになっていますか。 

    管理者：毎日 9名程度の方に入浴してもらっています。ご利用になられてい 

る方の多くは自宅では入浴はされていません。重要度が高いサービ 

スです。 

    知見者：そうですか。同じ方が親子だと互いに愚痴も出ると言っておられま 

した。家族の人も楽になるサービスであって欲しいです。 

    市職員：利用状況の報告の中で、以前のようだが要介護５から要支援に改善 

した方がおられるとのことでした。どのような支援があったのでし 

ょうか。 

   リーダー：高齢ながら努力して体を動かしてこられました。現在も事業所に備 

えている器具（ペダル漕ぎ器具）を自分から使用されて「やったあ 

とは体の動きが違う」と話されています。家族の支えもあってのこ 

とと思います。 

    市職員：定員いっぱいに近い状況とのことでした。運営の上ではサービス提 

供に人的、物的な制約もあるかと思いますが、訪問などはどのよう 

にやりくりされているのでしょうか。 

    管理者：届け出ている加算の要件となりますが、訪問職員を 2名配置してい 

ます。サービス内容はそれぞれ違い、1時間必要な方もいれば 5分 

程度で事足りる方もおられます。基本的には 1 名で訪問しますが、 

中には 2名で協力、あるいは分担して作業したほうが効率よくサー 



ビスが提供できるお宅もありますので、2名で訪問することも組み 

合わせています。それでも訪問しきれない日は 3名体制で対応して 

います。遠方の方と契約し訪問することも増えていますが、そうす 

ると移動時間に時間がかかり訪問件数は減るという側面があり、サ 

ービス提供量という部分では難しさを抱えています。 

        通いは１８名定員まで認められていますが、職員配置の都合もあり 

現時点では定員変更は考えていません。 

宿泊については今年度から 1 名増やした 7 名に定員変更しました。 

    知見者：市内の小規模は利用が盛況な状況なのですか。 

    施設長：地域によってずいぶん状況が異なるようです。ほほえみでは旧市内 

の方ではデイサービスの利用希望がかなり多いようです。全国的に 

は小規模の半数が赤字という数字も出ています。ほほえみは非常に 

利用希望が多い状況です。 

    管理者：ほほえみでは定員に空きが出るとすぐに他の方の相談で枠が埋まる 

        状況が続いています。 

    知見者：本人に対して介護者の口調が強い家庭があると報告がありました。 

地域でもそこは気にしていました。地域包括支援センターと連携し 

て動いておられて良かったです。 

   リーダー：ご家族も様々な負担がおありかと思います。少しでも負担が軽減で 

きるようサービスの相談をしていきたいと思います。 

 

３ その他 

   （１）サービス評価「総括表」の説明。市提出の同意を得ました。 

   （２）平成 31年度事業計画を説明しました。 

 

次回は６月２７日（木）開催予定 


