
（参考様式）

施設状況の報告について
活動報告
研修報告
事故報告
今後の予定について

(1) 利用者（入居者）の状況（利用状況・男女別・平均介護度）
令和2年10月31日現在
誉ユニット：男性３名 女性７名 （満床）
希ユニット：男性１名 女性９名 （満床）
憩ユニット：男性１名 女性８名 （満床）
平均介護度 3.7８
入居者合計 29名

(2) 施設状況の報告について
職員３２名 （常勤１７名 非常勤１５名）
施設長 １名（常勤兼務）
生活相談員 １名（常勤専従）
介護支援専門員 １名（常勤兼務）
管理栄養士 １名（常勤専従）
機能訓練指導員 １名（常勤専従）
介護職員 １６名（常勤９名 非常勤７名）
看護職員 ２名（常勤２名 産休1名）
介護アシスタント ３名（非常勤３名）
厨房職員 ６名（常勤１名 非常勤５名）

令和２年度 第１回 地域密着型特別養護老人ホーム 夢 運営推進会議記録

(1) 利用者（入居者）の状況（利用状況・男女別・平均介護度）
(2)

7名

各務原市職員 １名（健康福祉部介護保険課 施設指導係 係長 信田様）

開催日時
開催場所

令和２年 11月 15日（日） 10：00 ～ 10：30
アフロディーテ ２階 エレガントホール

事業所名（サービス種別） 地域密着型特別養護老人ホーム 夢

２名（自治会長、民生委員）

(3)

利用者 ０名

1 運営推進会議の議題

参加者

記録作成担当者 板津 弘豊

地域包括支援センター職員 １名（かかみ野 高様）
事業所職員 １名（施設長 板津 ）

利用者の家族
地域住民の代表者

2 議題に関する要旨

(4)
(5)
(6)
(8) 質疑応答



（参考様式）

(3) 活動報告

① 4/23 誉ユニット 誕生会
② 5/1  憩ユニット 食事レク （丼丸）
③ 5/7  全ユニット 食事レク （餃子作り）
④ 5/8  誉ユニット 誕生会
⑤ 5/19 全ユニット 食事レク （カップうどん、いなり寿司）
⑥ 5/26 希ユニット 食事レク （くら寿司）
⑦ 5/26 憩ユニット 食事レク （ホットモット）
⑧ 5/26 誉ユニット 誕生会
⑨ 6/1   全ユニット おやつレク （アイスクリーム）
⑩ 6/23 憩ユニット 食事レク （魚魚丸）
⑪ 6/26 誉ユニット 誕生会
⑫ 7/4   希ユニット 食事レク （丼丸）
⑬ 7/8   誉ユニット 誕生会
⑭ 7/11  全ユニット おやつレク （抹茶会）
⑮ 7/15  全ユニット 食事レク （豚丼作り）
⑯ 7/19  希ユニット 誕生会
⑰ 7/21  憩ユニット 食事レク （うな丼）
⑱ 7/30 憩ユニット1名 お墓参り
⑲ 8/3 誉ユニット 誕生会
⑳ 8/6 誉ユニット 誕生会
㉑  8/9  憩ユニット おやつレク （たい焼き、水ようかん）
㉒ 9/9  誉ユニット 誕生会
㉓ 9/20 希ユニット 誕生会
㉔ 9/22 憩ユニット 食事レク （ココ一番 カレー）
㉕ 9/25 希ユニット 食事レク （くら寿司）
㉖ 10/7 憩ユニット 誕生会
㉗ 10/13  誉ユニット1名 誕生会
㉘ 10/26 誉ユニット 食事レク （まつ寿司）
㉙ 10/31  希ユニット 食事レク （ホットモット）

(4) 研修報告
【外部研修】
① 6月18日 技能実習指導員講習 （施設長1名）
② 6月21日～7月20日 知って助かるリスクマネジメント研修（オンライン研修）
③ 7月1日 介護職が知っておきたい医学知識基礎講座 （介護職1名）
④ 8月17,18日 管理職員研修 （施設長1名）
⑤ 9月7日 災害時介護技術研修 （介護職1名）
⑥ 9月15,16日 チームリーダー研修 （ユニットリーダー1名）
⑦ 9月29日 虐待にならない スピーチロック回避研修 （介護職1名）
⑧ 10月1日 技能実習責任者講習 （施設長1名）

(5) 事故報告
（令和２年４月１日～令和2年１０月３１日まで）
① ヒヤリハット ２０件
② 事故   ２０件



（参考様式）

ご家族様：「今後、面会についてはどのようにお考えですか。」
板津：「施設としては面会を再び禁止にしたいと考えていますが、出席されましたご家族様のご意見はどうで
すか。」
出席ご家族様：面会禁止に同意される。
板津：「年内は面会禁止とし、年明けからについては感染状況を踏まえながら考えていきます。ホームページ
にて最新の情報を掲載していきますので、ご確認していただくよう宜しくお願い致します。」
自治会長：「町内の方が施設に申し込みを希望された場合、自治会としては何かすることがありますか。」
板津：「入居の相談、申し込みについては、直接施設に来ていただいて大丈夫です。また、ケアマネージャー
が付いている場合は、ケアマネージャーを介して申込み頂けると良いと思います。

・12月21日 クリスマス会
・1月未定 お抹茶会
・2月未定 節分会
・3月未定 ひな祭り会
・3月14日  運営推進会議

(6) 今後の予定について

(8) 質疑応答


