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平成 2８年 6 月 23 日 

広島市長 様 

 
                   法 人 名  (有)サカコーポレーション    

                   代表者名      坂 聡一郎       

以下のとおり報告します。 

運営推進会議の開催状況について（報告） 

事業所名 グループホーム ガーデンの家 

所在地  広島市安佐南区緑井七丁目 5-11 

担当者名・連絡先 三宅 喜秀 TEL 082-962-6541 

従業者 従業者総数 19人（内訳：常勤 15人、非常勤 4人）（H2８年 6月 1 日現在） 

 うち夜勤の従業者 2人 1日当たり事業所全体の勤務従業者数 8人 

運営推進会議の開催日  H2８年 6月 4日 （平成 28年度 第 2回） 

運営推進会議の出席者 所属（団体等）名 職名 氏名 

 利用者 ガーデンの家 なんてんユニット ― 本田 ミツ子 

小規模多機能センター緑井 ―  

利用者の家族 小規模多機能センター緑井・ガーデンの家 ― 村尾 奈穂美 

地域住民の代表者 松原福祉会  会長 今井 桂三 

八敷福祉会 会長 関本 正隆 

佐東北民生委員 会長 富永 厚生 

― ―  

地域包括支援センターの職員 城山北・城南 
地域包括 

支援センター ― 月森 慎吾 

知見を有する者等 ― ―  

事業所 小規模多機能センター緑井 

グループホーム ガーデンの家 

管理者 三宅 喜秀 

緑井ガーデンハウス 地域連携委員 迫田 清文 

小規模多機能センター緑井 地域連携委員 竹村 和哉 

ガーデンの家 なんてんユニット 地域連携委員 大橋 由衣 

― ―  

― ―  

利用状況 利用者総数 18人 （H2８年 6 月 4日現在） 

要支援１： － 要支援２：0人 要介護１：5人 要介護２：7人 

要介護３：4人 要介護４：2人 要介護５：0人    ― 

交流・行事等の実施状況 

①利用者の家族との交流内容 

②地域との交流内容 

③その他の事業  など 

（直近約 2か月又は前回報告以降） 

①平成 27年度のガーデンの家の外部評価の結果報告。 

 3/22に広島県シルバーサービス振興会より、訪問調査。 

 取りまとめが、終了し、現在WAMNETと施設HPにて公表を行って 

いる。資料配布。 
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次のステップに向けて期待したい内容として、 

「運営推進会議には、家族の参加が少ない状況である。ホームとしては 

 今後、家族会を設立し、そこで話し合われた内容を会議に提出し、意 

 見交換したいと考えている。家族が運営推進会議に関心を持ち、より 

 多くの家族が参加することを期待します」と記載された。 

→今後、運営懇談会で運営推進会議や家族会の説明を行い、家族様を含 

めた行事の開催で意見交換を行っていくことを伝える。 

 

②現在の利用状況・生活状況について 

＜現在の利用状況＞ 

現在は、満床。 

4月に、療養型への転居された方が 1名。 

急変され搬送先の病院でなくなられた方が 1名。 

5月に小多機利用者の方 1名、骨折され入院されていた方が 1名入居。 

入院者は、5月 1名約 2週間(肺炎)、6月 3日間(骨折) 

→引き続き、疾病・転倒予防に努めていきます。 

 

＜生活の状況＞ 

前回より 2ヶ月間の生活の様子を、写真を交え、パワーポイントを使用し 

で説明を行う。 

→季節感が感じられるように取り組んでいます。 

 

③運営懇談会・開所 1周年について 

 ＜平成 28年度第 1回運営懇談会＞ 

 7/10(日) 七夕祭と同時開催 

 昼食にそうめん流しを行い、皆で一緒に調理・食事を行い意見交換し、 

 親睦を深める。 

 

 ＜開所 1周年＞ 

 7月 1日で、開所 1周年を迎える。 

 ・7/24か 31に 1周年の夏祭りのような地域交流行事を計画中。 

 ・開所後の取り組みを、1周年記念誌として発行を検討中。 

  →運営推進会議の参加者にもコメントをお願いします。 

 

④消防訓練について 

 6/15夜間想定にて消防訓練実施予定。 
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 →夜間は、職員 3名体制の為、地域の方の理解と協力が必要なため 

  今後、避難訓練の参加等をお願いします。 

 

⑤今後の課題 

 ＜計画 1＞ 

 7・8月に施設敷地を使用し、プールの開放を計画中。 

 佐東公民館や近所のキッズサークルに呼びかけ、使用していただきたい。 

 利用者と地域の繋がり作りの一環として行いたい。 

 

＜計画 2＞ 

認知症カフェやサロンの開設を検討中。 

現在あるサロンと曜日が被らないようにし、何を行うか・継続できる 

ことは何かなどしっかり検討してから実施していく。 

 

＜町内会の清掃等について＞ 

現在町内会には、入っていないので実施日に自主的に参加ということに 

なる。 

 

次回開催予定：8月 5日(金) 

苦情の状況 （直近約 2か月又は前回報告以降） 

 

事故の状況 （直近約 2か月又は前回報告以降） 

市への報告事故は、夜間の転倒骨折が 1件ありました 

その他の報告事項  

 

評価、要望・助言等 ＜プール開放について＞ 

→職員が手をとられないか？ 

A.準備・見守り・片付けは保護者にお願いし、利用者様が置き去りに 

 されないよう注意し、継続できるよう仕組みを作ります。 

→焦らずに、ゆっくりやってもらえたらと思います。 

→お年寄りには、子どもの姿を見るのはとてもいいことだと思うので、 

 ぜひ実現して欲しい。 

 

＜町内会について＞ 

→先日町内会の総会があり、祭りのとき等にテントを貸し出すことに 

 ついて意見を出し合ったが、被災したときにガーデンハウスさんに 
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 お世話になったから、普通の事業所と違って協力してもいいじゃな 

 いかと意見があがった。なので、まだまだ町内会となにができるか、 

 分からないが話し合っていきましょう 

 

＜地域包括より＞ 

 緑井・川内・八木・梅林に 8事業所地域密着があるが、それぞれの 

 関わりがなかったため、横のつながりを強めどう地域に貢献していくか 

 考えていきたい。今年度も地域包括で後方支援を行っていきます。 

 

※欄が不足する場合など必要に応じ別紙等を添付してください。 
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平成 2８年 6 月 23 日 

広島市長 様 

 
                   法 人 名  (有)サカコーポレーション    

                   代表者名      坂 聡一郎       

以下のとおり報告します。 

運営推進会議の開催状況について（報告） 

事業所名 小規模多機能センター緑井 

所在地  広島市安佐南区緑井七丁目 5-11 

担当者名・連絡先  三宅 喜秀 TEL 082-962-6541 

従業者 従業者総数 11人（内訳：常勤 9人、非常勤 4人）（H2８年 6 月１日現在） 

 うち夜勤の従業者 1人 1日当たり事業所全体の勤務従業者数 7人 

運営推進会議の開催日  H2８年 6月 4日 （平成 28年度 第 2回） 

運営推進会議の出席者 所属（団体等）名 職名 氏名 

 利用者 ガーデンの家 なんてんユニット ― 本田 ミツ子 

小規模多機能センター緑井 ―  

利用者の家族 小規模多機能センター緑井・ガーデンの家 ― 村尾 奈穂美 

地域住民の代表者 松原福祉会  会長 今井 桂三 

八敷福祉会 会長 関本 正隆 

佐東北民生委員 会長 富永 厚生 

― ―  

地域包括支援センターの職員 城山北・城南 
地域包括 

支援センター ― 城山北・城南 

知見を有する者等 ― ―  

事業所 小規模多機能センター緑井 

グループホーム ガーデンの家 

管理者 三宅 喜秀 

緑井ガーデンハウス 地域連携委員 迫田 清文 

小規模多機能センター緑井 地域連携委員 竹村 和哉 

ガーデンの家 なんてんユニット 地域連携委員 大橋 由衣 

― ―  

― ―  

利用状況 利用者総数 18人 （H2８年 6 月 4日現在） 

要支援１：3人 要支援２：２人 要介護１：6人 要介護２：2人 

要介護３：２人 要介護４：2人 要介護５：1人    ― 

交流・行事等の実施状況 

①利用者の家族との交流内容 

②地域との交流内容 

③その他の事業  など 

（直近約 2か月又は前回報告以降） 

①平成 27年度のガーデンの家の外部評価の結果報告。 

 3/22に広島県シルバーサービス振興会より、訪問調査。 

 取りまとめが、終了し、現在WAMNETと施設HPにて公表を行って 

いる。資料配布。 
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次のステップに向けて期待したい内容として、 

「運営推進会議には、家族の参加が少ない状況である。ホームとしては 

 今後、家族会を設立し、そこで話し合われた内容を会議に提出し、意 

 見交換したいと考えている。家族が運営推進会議に関心を持ち、より 

 多くの家族が参加することを期待します」と記載された。 

→今後、運営懇談会で運営推進会議や家族会の説明を行い、家族様を含 

めた行事の開催で意見交換を行っていくことを伝える。 

小規模多機能も同様に取り組んでいきます。 

 

②現在の利用状況・生活状況について 

＜現在の利用状況＞ 

現在は、25名中 18名(女性 17名、男性 1名) 

安佐南区：緑井・八木・川内 8名、毘沙門台方面 4名、 

     祇園方面 1名 

安佐北区：亀山方面 2名、口田方面 3名 

東区：戸坂方面 1名 

1日平均：通い 13名、訪問 2名、泊り 6名 

前回より 

利用停止 2名(ガーデンの家入居 1名、病院入院 1名) 

新規利用 1名(転倒骨折後入院先より利用開始。自宅へ向け宿泊中) 

長期宿泊者 

被害妄想による連泊 1名 

→家族間の修復や薬の調整等で対応中 

退院後の連泊 2名 

→骨折後の状態も安定してきている 

→病状の様子を見ながら体調の向上を図っている 

 

＜生活の状況＞ 

前回より 2ヶ月間の生活の様子を、写真を交え、パワーポイントを使用し 

で説明を行う。 

→季節感が感じられるように取り組んでいます。 

 

③運営懇談会・開所 1周年について 

 ＜平成 28年度第 1回運営懇談会＞ 

 6/26(日) 収穫祭と同時開催 

 畑でできた野菜を収穫し、皆で一緒に調理・食事を行い意見交換し、 
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 親睦を深める。 

 

 ＜開所 1周年＞ 

 7月 1日で、開所 1周年を迎える。 

 ・7/24か 31に 1周年の夏祭りのような地域交流行事を計画中。 

 ・開所後の取り組みを、1周年記念誌として発行を検討中。 

  →運営推進会議の参加者にもコメントをお願いします。 

 

④消防訓練について 

 6/15夜間想定にて消防訓練実施予定。 

 →夜間は、職員 3名体制の為、地域の方の理解と協力が必要なため 

  今後、避難訓練の参加等をお願いします。 

 

⑤今後の課題 

 ＜計画 1＞ 

 7・8月に施設敷地を使用し、プールの開放を計画中。 

 佐東公民館や近所のキッズサークルに呼びかけ、使用していただきたい。 

 利用者と地域の繋がり作りの一環として行いたい。 

 

＜計画 2＞ 

認知症カフェやサロンの開設を検討中。 

現在あるサロンと曜日が被らないようにし、何を行うか・継続できる 

ことは何かなどしっかり検討してから実施していく。 

 

＜町内会の清掃等について＞ 

現在町内会には、入っていないので実施日に自主的に参加ということに 

なる。 

 

次回開催予定：8月 5日(金) 

苦情の状況 （直近約 2か月又は前回報告以降） 

 

事故の状況 （直近約 2か月又は前回報告以降） 

 

その他の報告事項  
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評価、要望・助言等 ＜プール開放について＞ 

→職員が手をとられないか？ 

A.準備・見守り・片付けは保護者にお願いし、利用者様が置き去りに 

 されないよう注意し、継続できるよう仕組みを作ります。 

→焦らずに、ゆっくりやってもらえたらと思います。 

→お年寄りには、子どもの姿を見るのはとてもいいことだと思うので、 

 ぜひ実現して欲しい。 

 

＜町内会について＞ 

→先日町内会の総会があり、祭りのとき等にテントを貸し出すことに 

 ついて意見を出し合ったが、被災したときにガーデンハウスさんに 

 お世話になったから、普通の事業所と違って協力してもいいじゃな 

 いかと意見があがった。なので、まだまだ町内会となにができるか、 

 分からないが話し合っていきましょう 

 

＜地域包括より＞ 

 緑井・川内・八木・梅林に 8事業所地域密着があるが、それぞれの 

 関わりがなかったため、横のつながりを強めどう地域に貢献していくか 

 考えていきたい。今年度も地域包括で後方支援を行っていきます。 

 

※欄が不足する場合など必要に応じ別紙等を添付してください。 

 


