
会議録  （グループホームうみかわ 運営推進会議） 

 

期  日 平成 28年 9月 26日（月） 時 間 午後 14時 00分～午後 15時 00分 

場  所 グループホームうみかわ 会議室 

 

 

出席者 

 (11名) 

 

利用者・家族 １名（利用者）２名（家族） 

地域代表者 ３名 

市職員 １名 

包括職員 １名 

法人役員 １名 

施設職員 ２名 

 

会議要旨 

 

議 題 

(テ―マ) 

 

①入居者様の状況について 

②前回・運営推進会議からの活動内容について 

③防犯、防災に関して 

④意見交換 

⑤その他 

 

 ① について 

介護 1の方、3名 平均介護度 約 2.44 

介護 2の方、7名       （前回平均介護度 約 2.38） 

介護 3の方、6名 

介護 4の方、1名 

介護 5の方、1名 

◇インシデント報告（7件）・転落 ５件 ・火傷 1件 ・離棟 1件 

 

② について 

（1）7月 29日 内部研修会 

（2）8月 3日 デイサービスセンターあじさいにて大正琴鑑賞  

（3） 〃 4日 西海地区三施設合同防災訓練  

（4） 〃14日 西海地区納涼盆踊り大会へ参加  

（5） 〃23日 メモリアルホームみずほにて防犯研修会へ参加 

（6） 〃24日 内部研修会 

（7） 〃26日 あったカフェ開催 

（8） 〃29日 地域密着型事業者ネットワーク会議へ参加  

（9） 〃31日 内部研修会 

（10）9月１日 地区の秋祭りに参加 

（11） 〃 2日 手持ち花火大会（玄関先） 

（12） 〃 3日 糸魚川市総合防災訓練（連絡訓練）に参加 

（13） 〃12日  誕生会  

（14） 〃13日 デイサービスセンターあじさいにて敬老会行事に参加  

(15)  〃23日 あったカフェ開催 

(16) 〃24日 市内遊戯施設駐車場にてプロレス観戦 

(17) 〃25日 敬老会 

（その他） 



 ・ドライブ ・買い物 ・スイカ割り 等 

・うみかわ便り（8月号・9月号）ご家族へ配布 

 

③④について 

1． 【防犯に関して】 

施設職員：地域と一体となった開かれた社会福祉施設等になることと、防犯に係る 

     安全確保がなされた社会福祉施設となる事の両立を図るためには、設備

はもとより、日頃からの地域や関係機関、団体との交流からの関係作り 

     が重要であるとの通達が厚生労働省よりあります。これは相模原市の障

害者施設の殺傷事件を受けてのことですが、当法人のメモリアルホーム

みずほでも、防犯についての研修会を開催しており、グループホームか

らも参加させていただいています。 

     防犯についは殆ど意識していなかったのが現状ですが、講義の内容の中

で、直ぐにできることとして、施設周辺の清掃、整備に関してもしっか

りと管理されているという印象が得られることで、防犯効果があること

や、外来者や見知らぬ方への挨拶に関しても防犯上有効であるとの話が

あり、職員に申し送って意識してもらっているところです。 

 

 出 席 者：防犯という事を考えると、特に夜中など施設周辺は真っ暗ですし、不安

に感じますね。 

 出 席 者：自治会では防犯パトロールという形で毎週 4 月～11 月まで 2～3 人体制 

で巡回を行っています。不審者という事だけではないですが、何か問題

があれば報告してもらうようになっています。これまで、不審者の報告

はないですし、西海地区では大丈夫だろうと安心している面もあります。

現状では自宅を周って個別に販売（押し売り）などの心配はしています。 

 

 出 席 者:資料の中に不審者の車のナンバーを覚えるとありますが、以前、警察の方

から、とっさのときには覚えられないですし、書くものが無くても、指

で窓でも机でもなぞるだけでも、後で検査薬等によって確認が出来ると

言われた話を思い出しました。 

 施設職員：万一そのような不審者が入ってこられてしまった場合、特に夜間などは

１～2名で入居者全員の安全を確保できるとは思えませんし、入居されて

いる方々は皆さん認知症という病気を持っているため、身を守ることも

できないでしょうから大変不安に思いますので、万一に備えて話し合っ

て行かなくてはいけない問題であると思います。 

 出 席 者：相模原市の事件があってから、駅前の交番が巡回パトロールをしていて

西海地区へも来ている様ですが、施設の方まで巡回に上がってきている

のですか？ 

 施設職員：あまり見かけませんが、事件以前に何度かは施設の前を通っているのを

見たことはあります。 

 

 出 席 者:初めのうちは同じ時間に巡回してきていることもあり、それでは防犯の 

効果がないとの地域のどなたからか指摘を受けたようです。それから 

いろいろな時間にしたらしいですけど、毎日のように来ているはずなんで

すけどね。 

 



 施設職員：事件を受けて防犯のロールプレイを行ったのが、県内でメモリアルホー

ムみずほが最初で、その動きが県内に広がり、少しずつこういった防犯

対策を考えていく機会になっているようです。 

      直ぐにできることとして警察の巡回ではないかとの意向から、メモリア

ルホームみずほの方から警察に依頼を行った経緯もあり、巡回が増えた

のかな…とも思っています。 

 

２．【防災に関して】 

 施設職員：岩手県のグループホームで台風による水害で 9 名の方が亡くなる痛まし

い被害が起きています。温暖化の影響から台風の被害も過去よりも増し

ている現状で、想定外の被害が多く見られています。防災の研修や、消

防職員からは最悪の想定をイメージして訓練や事前準備をしておくこと

が大切だとの話を受けており、現在、施設でも防災関係のマニュアルの

見直しを行っているところです。一施設内だけで対応できるものではな

いため、地域の皆さんや、関係機関のご意見を踏まえて検討したいと思

っています。 

 

 施設職員：避難情報に関しては「避難準備情報」「避難勧告」「避難指示」と段階

がありますが、施設に入居されているお年寄りなどは避難に時間がかか

るため、「避難準備情報」の段階で、自主避難対応が求められます。 

      当グループホームでは避難場所として、施設内の安全な場所、隣のデイ

サービスセンター、市の指定の避難場所（公民館、学校等）、状況に合

わせて判断して避難する事になっています。 

 

 出 席 者：西海では地区ごとに避難場所が設定されています。今回の市の総合防災

訓練の際も地区ごとに一時避難をしてもらっています。  

 

 施設職員：前回の運営推進会議内でも説明いたしましたが、当グループホームでも 

      ３日分の非常食等は準備していますが、その後の救援物資については 

      指定されている避難所に行かないと支給してもらえないのでしょうか？ 

 

 出 席 者：有事の際には基本的にはそうだと思います。状況にもよると思いますが。 

 

 出 席 者:被害が糸魚川全域だとした場合、救援物資の配達に支障が出ることを心配

しています。今回の総合防災訓練では断水という設定もあり、地区で事

前に用意していたペットボトルの水を配布しました。自主防災組織はあ

るのですが、役員の人数が手薄で配布が間に合わなくなる事が考えられ

ます。 

 施設職員：被害が糸魚川市全域であれば、火災とは違い外部からの協力を得ること

は難しく、職員だけでの対応に不安を感じています。 

 出 席 者：確かに夜間に避難準備情報がでれば職員だけでどのように避難するか、 

      難しい問題ですね。 

 

 施設職員：夜間であれば夜勤職員だけでの対応はかなり困難だと思われます。 

 

 出 席 者：今回の総合防災訓練に通信網が遮断されたとの想定もありました。 



      地区では何カ所か非常通信電話があるのですが、この施設にはそういっ

た非常の通信手段はあるのですか？ 

 

 施設職員：無いです。今回の市の総合防災訓練ではメールは生きているとの想定 

      のため、メールでの連絡訓練を実施しています。 

      また、職員間では一斉送信メールのシステムを使用して連絡可能ですが、 

      ご家族のメールアドレスは皆さんから知らされている訳ではないので、

安否確認などの情報共有に支障が出てくると思われます。 

      もし、ご家族の了解を得られれば今後、全員分のご家族のアドレスを把

握させていただければとも考えています。 

 

 出 席 者：家族の方からショートメール等で連絡する事は可能ですよね。 

 

 施設職員：グループホーム用の携帯があるので、番号が分かれば可能だと思います。 

 

 出 席 者:私は普段からグループホームさんとの連絡にメールを活用していますが、 

     わりと便利ですよ。急ぎでない要件に関しては、お互いに気を使わずに 

     連絡できますし。 

 出 席 者:皆さん普段、何もないと思っているだろうから、お断りする方もいるかも

しれませんが、今の話を聞いて状況次第で必要性を感じられれば、同意

してくれるのではないでしょうか？ 

 施設職員：検討してお伝えさせていただきたいと思います。 

 

 出 席 者：この場で何か起きそうだという場合に、どこに避難するかということで

すが、より安全な所に避難するのが普通だと思います。 

      その時に、こちらのグループホームは法人のグループホームなので、職

員の手の多い日中の内に、安全だと思われる事業所へあらかじめ避難を

するといった考え方も必要ではないでしょうか。有事の際にはより確実

な方法の検討も必要に感じます。避難準備情報が出てからの避難は危険

を要する場合もあるかもしれませんし、夜間であれば手薄になってしま

います。さいわい現在は事前に色々な情報が得られやすい時代でもあり

ますので、そのような対応も一考かなと思います。 

 

 施設職員：確かにそうだと思います。市からも事前に色々な情報を電話やメールで 

      知らせてくれていますし、今後は事業所間の協力体制を踏まえた防災訓

練の検討も必要に感じました。 

  

 施設職員：今回の防災訓練の際に、大勢の避難場所では支障のある方の受け入れに

関しての項目もありましたが、有事の際にはそういったケースも踏まえ

て、非常の食糧や物品も準備しておいた方がいいのでしょうか？ 

 

 出 席 者：そこまでは求めていないと思います。現在、施設で用意してある非常用

の物品や食糧の準備は法律で決まっているわけではなく、一般家庭でも

そうですが、自助と共助の観点から自らの命を守る考えで、一定期間の

食糧と物品の確保をしてもらいたいとのことなので、そこまでは必要な

いのではないでしょうか。有事の際には共助をどうしていくかというの



も問題になりますが、特に社会福祉法人という面で期待されることもあ

るかもしれません。 

 

 施設職員:地域への還元という面では全く考えなくてもいい課題ではないとは思い

ます。 

 

 出 席 者：施設はお年寄りが使いやすい環境であるので、有事の際にはみんなが使

いやすい環境でもあると思います。そうはいっても限度はあるので、無

理のない範囲での受け入れでいいと思います。 

      しかし、有事の際の検討でこういったことにも考えが及んで、考える機

会が得られるのはいいことだと思います。運営推進会議で有事の際の事

をみんなで話し合っていることも、将来につながると思います。 

 

 出 席 者：家に居るよりも、ここに居る方がずっと安心です。 

 

 出 席 者：お年寄りがひとりで居るのは心配な面も多くありますよね。 

 

 施設職員：地域でも何処の家庭にどんな方がいるのかの把握や、安否確認も大変で

すよね。 

 

 出 席 者：地域でもそれが一番困っている事なんですよ。山手の方は住宅も少ない

ので把握しやすいですが、平牛とか羽生地区の新興住宅地やアパートの

出入りも含めて把握が難しいですし、そういった世帯は地域の中の交流

も少ないですから、安否確認は難しいですね。 

 

 出 席 者：２年前の白馬の震災の際は、地区の防災担当の方がすべて確認するので

はなく、地区内でそれぞれ見守る人・見守られる人を決めていたようで

したね。それで、短時間で集落の安否確認が出来たみたいですね。 

 

 出 席 者：地域の方が暗い中で救急車の誘導をしていましたね。あれで死者が出な

かったんですよね。 

 

 施設職員：そういった事前準備や協力体制が大切ですよね。 

 施設職員:今後、施設の方でマニュアル整備にあたって自治会や地域の方のご意見や 

情報共有をお願いすることがあるかもしれません。その際はご協力よろし

くお願いします。 

 

３．【その他】 

 出 席 者:インシデントの離棟について、時間帯や見かけた場所は？ 

 施設職員：早朝の夜勤者が一人の時間帯です。隣のデイサービスセンターのゴミ置

き場付近に居るところを早番の職員が出勤時に見つけおり、大事にはい

たりませんでした。 

 出 席 者：前の運営推進会議内でもあったのですが、玄関のチャイムも時間によっ

ては油断になってしまいますよね。 

 

 



 施設職員：今回もその場を離れていて、チャイムに関しても早番の職員が出勤して

きた音だと思い込んでしまった面があります。 

 

 出 席 者:防犯も関係してくるのですが、チャイムについて、訪問した際にチャイム

がなっても職員がなかなか出られない状態の事があると思います。また、

事務所にも職員がいないことも多く、家族は事情を知っていますからい

いのですが、少し遠慮しながら入る面もありますし、防犯の観点からは

いとも簡単に入っていける環境ですよね。 

 施設職員：ご迷惑をおかけします。職員の体制上事務室は不在の事も多いです。 

 

 出 席 者 :小学校ではそういった面でのセキュリティーはしっかりしていて玄関で

確認をしっかりととっていますよね。グループホームではそこまでの管

理をするのは大変なんですかね？ 

  

 施設職員：チャイムが鳴れば玄関に行くようにはしていますが、職員は現場にはい

ってしまっており、窓口担当の職員を常時置く余裕はないのが現状です。 

 

 出 席 者：利用者さんのご家族は状況を理解しているので、直ぐに出て来られなく

ても支障がないのかもしれませんが、例えば、新規に利用したい方など

の訪問時には、直ぐに玄関に出てこられない環境があるのは好ましくな

いと思います。 

 

 施設職員：ご家族や地域の慣れた方が出入りする際は直接、玄関に入ってこられま

すが、初めて来られる方や慣れていない方は、玄関のチャイムを押して

くれることが殆どですので、声を掛け合ってわりと早く対応できると思

いますし、インターホンの画像データも残る形になります。 

 

 施設職員：通知文書の中の文言の中にもあったかと思いますが、地域の中で不審者

らしき人を見かけたら、なんとか施設の方にも地域の方から情報の発信

をお願いしたいです。どこに情報を集めて発信するかという問題もある

かと思いますが、地域の方との情報交換をさせていただきたいと思って

います。 

 

 施設職員：以上で閉会とさせていただきます。お忙しい中ご出席ありがとうござい

ました。 

 


