
第 2回 みやざわ苑運営推進会議議事録 

 

日 時  平成 27年 8月 20日 （木） 13：30～14：40 

場 所  地域密着型複合施設みやざわ苑 2階 地域交流ホール 

出席者  特別養護老人ホームご利用者代表     

     グループホームご利用者代表 

     小規模多機能型居宅介護ご利用者代表   

     特別養護老人ホームご家族代表      

     グループホームご家族代表        

     小規模多機能型居宅介護ご家族代表    

     知見者代表（栃尾福祉会理事長）     

     地域住民代表（栃尾宮沢区民生児童委員）   

     地域住民代表（栃尾宮沢区長）        

     長岡市介護保険課            

     長岡市栃尾支所市民生活課        

     地域包括支援センターとちお       

     法人代表（いずみ苑園長）        

     法人代表（いずみ苑事務長）       

     特別養護老人ホーム管理者（進行）        

     グループホーム管理者          

     小規模多機能型居宅介護管理者      

 

開 会 

（特別養護老人ホーム管理者） 

 本日進行を務めます地域密着型複合施設みやざわ苑施設長兼特別養護老人ホーム管理者

です。事前に郵送しました資料の他、本日配布しました資料がありますのでご確認くださ

い。時間は 1 時間の予定です。なお、皆さん個々のネームプレートがありませんので、席

次表を付けてあります。よろしくお願いします。 

 

１．法人代表あいさつ 

（法人代表いずみ苑園長） 

こんにちは。第 1 回運営推進会議の際はまだ就任していませんでしたので、本日初め

てあいさつさせていただきます。6 月 19 日からいずみ苑園長を務めております。よろし

くお願いします。 

運営推進会議の中身については、皆さんと一緒に勉強させていただきたいと思います。

小規模多機能居宅介護が定員 25 名に対して、まだ 10 名。職員も一生懸命頑張っていま



すが、まだまだなので、利用者増に向けて皆さんからも、ご意見等よろしくお願いしま

す。本日はありがとうございます。 

 

２．自己紹介 

（特別養護老人ホーム管理者） 

第 1 回運営推進会議でも自己紹介をしていただきましたが、先回おられなかったかた

もいますので、順番にお名前だけでもお願いします。 

 

３．経過報告及び今後の活動予定 

（特別養護老人ホーム管理者） 

別紙：地域密着型複合施設みやざわ苑の状況参照 

特別養護老人ホーム  定員 29名 在籍 29名 平均要介護度 3.9 待機者 70名位 

グループホーム    定員 18名 在籍 18名 平均要介護度 2.1 

小規模多機能居宅介護 定員 25名 登録者 10名 平均要介護度 2.0（要支援を除く） 

別紙：行事等経過参照 

第 1回運営推進会議が 6月 17日にあり、そこまでは前回説明をさせていただきました

ので、その後について概要を説明させていただきます。 

6月 21日 家族協力会総会 

7月 2日～ 移動販売開始。Ｙショップ様来苑されこの場所で行っています。食品や 

雑誌等リクエストにも応じてくれます。その後隔週木曜日  

 7月 3日  消防設備点検 

 7月 14日 燕市吉田地区民生児童委員様来苑 

 7月 16日 長岡市議会文教福祉委員会・建設委員会合同視察 

 7月 27日・28日 職員階層別研修 

 8月 17日・18日 職員研修「身体拘束・高齢者虐待」 

今後の予定としては、8月 25日・26日に、消火器訓練及び消防設備・防災体制説明会。

8月 23日には、ご家族を招待してのミニ納涼祭ととちお祭の花火見学。9月 19日は敬老

会。10月には夜間避難訓練を計画しています。 

 

（グループホーム管理者） 

グループホームの待機者は 10名ほどいますが、他施設も併せて検討している人もいま

す。また、本日 1名他施設に移られましたのでマイナス 1名です。 

活動では、春に植えた野菜（胡瓜・茄子・ズッキーニ・トマト等）を収穫して、食事

の際に提供しています。まだ収穫できていませんが、今後はかぼちゃやさつま芋もあり

ます。 

今年は猛暑で外に出る機会が少なかったですが、これからは涼しくなって来るので紅



葉狩り等外出レクを検討しています。 

 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

数字は先ほど施設長が説明したとおりです。県外に移られて契約解除になった人が 1

名います。契約済の人 1 名、今後契約予定の人もいます。申し込みも来てはいるが、通

い・泊まり・ヘルパーの中で制限があり、ニーズと態勢が合致するよう進めていきたい。 

グループホームの説明でもありましたが、外での活動が難しく、事業所内でホットケ

ーキ作りをしたり、畑でジャガイモ掘り、道の駅でソフトクリームを食べたり、比礼の

田んぼアートや栃堀の釣り場を車中から眺めたりしました。今後は外に出る活動を増や

していきたい。 

 

（特別養護老人ホーム管理者） 

こちらから経過報告をさせていただきましたが、皆さんからご質問、ご意見等ござい

ませんでしょうか。 

 

（法人代表いずみ苑園長） 

グループホームの報告で、本日 1 名退居されたとあったが、補充について早めに進め

るようお願いします。 

 

（グループホーム管理者） 

現在、調整中です。 

 

（特別養護老人ホームご家族代表） 

いずみ苑では、ワンちゃん訪問があったが、ここはそんなことはできないのだろうか。 

 

（特別養護老人ホーム管理者） 

高齢者施設に訪問してくれる団体に申し込み済ですが、まだ実現に至っていません。 

 

（特別養護老人ホームご家族代表） 

  自宅で犬を飼っていたので、母がその犬に会いたいと言うがどうだろうか。 

 

（特別養護老人ホーム管理者） 

検討後、お返事させていただきます。 

 

（地域包括支援センター） 

  小規模多機能の報告で、1名契約とありましたが、他に申し込みされているかたは何人



位いらっしゃいますか。 

 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

  4名いられますが、通い 15名・泊まり 9名の上限の中で、通いをヘルパーに変更等は

可能ですが、連日通い希望者や連日泊まり希望者があり、その辺の調整が厳しい状況で

す。 

 

（地域包括支援センター） 

  申し込みはあるが、態勢が整わないと難しいということでしょうか。 

 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

  送迎エリアや通い・泊まり・ヘルパーの利用状況次第になると思われます。 

 

（知見者代表） 

そういったことは開始の時点で分かっていたこと。問題点があれば洗い出しをして、

改善に向けて最優先で考える必要があるのではないですか。行政も把握していることだ

と思いますので、相談する等お願いします。 

 

（法人代表いずみ苑園長） 

  この数字では、施設としても、地域の人にとっても困りますので、法人としても、目

標を掲げて、職員体制も考えて対応していきたい。一層前向きに定員達成に向け頑張っ

ていきたいと思います。 

 

４．小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要について 

（特別養護老人ホーム管理者） 

  先回の会議の際、今日の会議では、小規模多機能型居宅介護事業の「サービス評価」

がメインの内容になるとお話しましたが、私どももどのように進めて行ったら良いか分

からない部分があります。管理者から説明してもらい、やり方について、研究しながら

進めていきたいので、よろしくお願いします。 

 

＊ 資料 1：小規模多機能型居宅介護事業「サービス評価」の概要、資料 2：小規模多

機能型居宅介護サービス評価実施ガイドと様式に沿って、管理者説明。 

 

（地域住民代表（栃尾宮沢区民生児童委員）） 

  私たちは、3 の外部評価からするのですか。 

（小規模多機能型居宅介護：管理者） 



  その通りです。会議の前に送付させてもらうので、「シート 1」について、個人記入を

お願いします。それを会議に持参していただき、検討、評価を行います。 

 

（地域住民代表（栃尾宮沢区民生児童委員）） 

  職員の皆さんは、通常の仕事の他にこういうこともしなければならなくて大変ではな

いですか。仕事が増えてご苦労様です。 

 

（特別養護老人ホーム管理者） 

  委員の皆さんにも負担がいきますが、よろしくお願いします。 

 

（知見者代表） 

  資料 2：小規模多機能型居宅介護サービス評価実施ガイドと様式の、Ｐ67 のＡ～Ｆの

評価項目全てを評価することになりますか。これは年 1回で良いのですか。 

 

（小規模多機能型居宅介護：管理者） 

  Ｅ・Ｆを委員のかたにお願いします。記入場所はＰ51～です。今回が初めてですので、

「前回… 」の項目は「なし」で、今回の評価のみになります。年 1回で良いです。 

 

（法人代表いずみ苑園長） 

  もう一度、具体的に委員の皆さんからやってもらう評価について説明してください。 

 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

  Ｐ51～Ｐ53だけで良いです。Ｐ54に記入例がありますので、こちらも参考にしてお願

いします。 

  先回の研修会では、模擬的にＰ51 のＢを行いました。運営推進会議では、「はい」「い

いえ」の根拠を伺うことになりますが、簡潔にしていかないと時間がかかり過ぎて終わ

らないので、やり方に戸惑っています。 

 

（知見者代表） 

  何故、専門の評価機関ではなく、運営推進会議で行うようになったのですか。 

 

（長岡市介護保険課） 

  評価事業者の場合、年に 1 回だけ来て評価する訳ですが、果たしてそれで良いのかと

いうこと。また、外部評価にかける際、事業所は評価事業者にお金を払いますので、お

客様に対して厳しい評価ができるのか。という点から、地域のかたが集まる運営推進会

議で行ったらどうか。ということになりました。 



 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

  初年度で、うまくいっていないことが多いので、厳しい評価をお願いします。同じこ

とを行っていても、年数が違うと評価もまた違ってくると思います。是非感じたことを

お願いします。 

 

（特別養護老人ホームご家族代表、グループホームご家族代表） 

小規模を利用していないので、小規模のことが良く分からないのですが…？ 

 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

  「分からない」ということも意見の一つになります。細かいところは分からないと思

いますが、同じ建物の中にありますので、雰囲気を感じていただき評価をお願いします。 

 

（特別養護老人ホームご家族代表） 

  小規模は、デイサービスとショートステイのミックスと聞いたが？母はここに入居す

る前、デイとショートを利用して来た。突き詰めると中身は違うと思うが、簡単に言え

ば、そんな感じで良いのか。 

 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

  そんな感じでお願いします。 

 

（地域住民代表（栃尾宮沢区長）） 

  我々が基準とするところは、事業所のものを基にして良いのか。中で見ているのでは

ないので、雰囲気で判断して良いのか。 

 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

  その通りです。事業所の集計したものを基にしてもらって良いです。 

 

（地域包括支援センター） 

  運営推進会議はこの場所で行っていますので、委員皆で小規模のフロア見学の機会を

設けたらいかがでしょうか。 

 

（小規模多機能型居宅介護管理者） 

  実際に小規模を見てもらうのは良いかと思います。サービス評価については、次回の

会議でもまた説明の時間を持ちたいと思いますので、よろしくお願いします。 

（特別養護老人ホーム管理者） 



  運営推進会議の時間の中で、小規模の見学を設けたらどうかという意見がありました

が、いかがでしょうか。次回の運営推進会議の時にどうでしょうか。 

 

（委員の皆さん） 

  皆さん、賛成される。 

 

（知見者代表） 

  いずれにしても相当の体力と能力が必要。できるだけスタッフの負担にならないよう

に工夫をしてやってもらいたい。通常の介護がおろそかにならないよう十分注意しても

らいたい。 

 

５．その他 

（特別養護老人ホーム管理者） 

その他について、こちらからは特別ありませんが、皆さんから運営推進会議の議題・

日程等についてありませんでしょうか。次回は小規模見学を併せた日程にさせていただ

きたい。次回約 2 か月後になりますが、通常のサイクルでいくと、10 月 22 日（第 4 木

曜日）13時 30分からになりますが、皆さんご都合はいかがでしょうか。 

 

（委員の皆さん） 

  皆さん、了解される。 

 

（特別養護老人ホーム管理者） 

  ここは 3 事業合同開催とさせてもらっていますが、小規模単体で行っているところも

あります。小規模の比重が多くなると思いますが、特養・グループホームの経過報告は

毎回させてもらいます。分かりにくい部分があると思いますが、同じ建物の中でやって

いますので、よろしくお願いします。 

 

（法人代表いずみ苑園長） 

  委嘱状は、3事業まとめてのものなので、その形で動くことになると思います。 

 

（知見者代表） 

  不都合があれば変更して良いと思う。施設が一番やりやすい方法を考えてもらいたい。 

 

（法人代表いずみ苑園長） 

  ご家族から見てここの印象はいかがか。せっかくの機会なので感じたことをお聞かせ

いただきたい。 



 

（特別養護老人ホームご家族代表） 

  ここは自宅と同じ地域なので何かと有難い。職員の対応も良いし、母も慣れて来て、

みやざわ苑のことを褒めています。自分も入居したい位です。 

 

（グループホームご家族代表） 

  グループホームは認知症の人の介護なので、職員は非常に大変なのではないかと思い

ます。いつ来ても職員が少ないように感じるが、人数は足りているのかと思う。 

 

（小規模多機能型居宅介護ご家族代表） 

  妹がお世話になっています。説明を聞いて大変な状況は分かりますが、リハビリがで

きると良いと思います。 

 

（知見者代表） 

  リハビリの話が出ましたが、生活機能を維持する上ではとても重要と思うが、外部か

らリハビリ職員を呼んで行うことはできないのだろうか。利用者の身体機能が低下する

とスタッフが大変になるので、保険適用できれば良いと思うが…。 

 

（特別養護老人ホーム管理者） 

  嘱託なら可能かも知れませんが、特養はリハビリ職員を配置しなければならないとな

っているため無理です。特養は医学的に専門なやり方ではなく、生活の中でのリハビリ

を行っています。 

 

（グループホーム：管理者） 

  グループホームは、ご家族が自費で行いたいということになればできると思います。 

 

（特別養護老人ホーム管理者） 

  長時間に渡り大変ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。 

 

● 第３回運営推進会議開催日について 

平成２７年１０月２２日（木）１３：３０～ 


