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小規模多機能型居宅介護

平成 29

16 人 （男性

登録人数

平均介護度
1.94
要支援 2…2 名
要介護 3…2 名

1名

女性

要介護 1…4 名
要介護 5…1 名

12

年

月

15 名）

要介護 2…7 名

87.19 歳

平均年齢

利用統計
平成 29 年
通いサービス

223 回

訪問サービス

148 回

泊まりサービス

7回

平均利用回数/週

5.2/W

認知症対応型共同生活介護
入所者数

９名

平均介護度

2.00

要介護 1…3 名
要介護 4…1 名

平均年齢

12 月

（男性

平成

1名

要介護 2…4 名

29

年

女性

12 月

8 名）

要介護 3…1 名

87.67 歳
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《城山庵 文化祭 11/25 》
今年の城山庵文化祭は開設して 10 年という節目の年で、テーマは「祝 10 周年」でした。オープニ
ングは、吉武八所宮のお神楽クラブの方が舞を披露され会に華を添えていただきました。他にも祝
いにちなんだゲームやお食事を用意し、10 年永年勤続の職員や運営推進委員として開設当初より
城山庵を支えてくださった平田委員、戸丸委員もご紹介することができました。沢山の方々の協力
に支えられて城山庵の今があるのだと改めて実感した日でした。

《ＧＨ忘年会 12/18》
今年の忘年会は文化祭と日も近かったの
ですが、ご家族の参加も多く、鍋を囲み、
ゲームやスライドショーをして１年を振
り返りました。またこの 10 年間の様子を
スライドで紹介しました。
《城山庵のお正月 1/1～1/3 》
今年も年末から玄関に花を生けたり、大晦日はおせ
ち料理を利用者とお重に詰めてお正月の準備をしま
した。元旦はおとそやおせち料理をいただき、2 日
は初風呂を午前中におこない午後からは初売りに出
かけられた方もいらっしゃいます。また、自宅に戻
って家族と一緒に過ごされた方もおられました。

《新年会

1/16 》

年初めは毎年恒例になりました、千代の
会の皆さんをお招きして筝の演奏を聴きま
した。曲目は新春にちなんで「六段」や春
にちなんだ歌を弾いて下さいました。また、
風船羽根つきやすごろくなど子供の頃遊ん
だ懐かしい遊びに興じました。

《これからの予定》
2/2
密着ネット発表会
2/10 赤間保育園来訪
2/10 節分 「ジョイフルの会」
2/14 地域講演「認知症のお話」
ひかりヶ丘公民館
その他 梅の花見

《初詣

1/18～ 》

松の内が過ぎ、少しゆっくりしてから小規模と
GH 利用者は初詣に出かけています。今年は摩
利支神社やハ所宮にお参りをした後外食をして
いただいています。
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議事録
平成 30 年 1 月 23 日
出席者

平成 29 年度

第 5 回運営推進会議

自：13 時 30 分

開催日 平成 30 年 1 月 23 日（火）

安部委員 長濱委員（介護保険課）

至：15 時 10 分

場所

後藤委員（小規模利用者家族）

議題 ①

城山庵 ＧＨフロアー

平田委員 石松委員 戸丸委員

井村委員（ＧＨ利用者家族）

はじめに

城山庵：田中部長（代表者）

②

「城山庵」の実績・行事報告

③

小規模外部評価「地域かかわりシート

④

その他

幸田（小規模計画作成担当者）

⑤

おわりに

添田（ＧＨ計画作成担当者）

小方（管理者）

書記：添田
① はじめのことば

（平田委員）あけましておめでとうございます。何かと行き届かない所もあ
りますが、今年も宜しくお願いします。私事ですが、今年米寿
を迎えました。一般に米寿はお祝いしてもらいますが、健康で
あればそれに感謝し、他の人に対して何かするのが良いとも言
われており、色々考えています。
＊長濱委員は副田委員の代理出席

②「城山庵」の
実績・行事報告

＊小方より資料に添って説明
小規模の通いサービスは 12/31 まで利用があり、１月は 3 日から利用され
ました。訪問サービスはお休みは一日もありませんでした。GH について
は、キーパーソンが福岡にお住まいの甥ごさんで、甥ごさんの近くの施設
に移したいと希望され、1 人退居になり、2/1 に新しい利用者が入居しま
す。
今年の城山庵文化祭は、10 年という節目の年で文化祭のテーマは「祝 10
周年」でした。そこで、お祝いにちなんだ催しや食事を出しました。運営
推進委員として、10 年間城山庵を支えて下さった平田、戸丸両委員を皆
さんに紹介できました。忘年会は家族の参加も多く、アットホームな会で
した。お正月は利用者の年齢が若返り、自宅に帰省された方も多く、初詣
に出かけたのはお一人でした。1/18 から初詣に行っていますが、段差がな
い神社は少なく、摩利支神社に出かけています。

質疑・応答

（井村委員）GH、小規模共に平均介護度が下がっていますが、介護度で報
酬が決まるので、運営に影響が出ないか心配しています。
（小方） GH の報酬は介護度で大きく変わりません。小規模の方が登録
が 16 名で増えていません。
（井村委員）市役所に協力してもらい宣伝してもらったらどうですか？
（小方） 小規模ネットでも宣伝方法が難しいと言っています。市役所で
も、認定結果と一緒に小規模の案内を送ってもらっています。
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（平田委員）市の広報に載せられないのですか？
（長濱委員）一事業所だけを広報で宣伝はできませんが、介護保険の制度案
内で周知していくことは可能です。
（石松委員）小規模多機能を利用するには、どうやって申し込めばいいので
すか？
（小方） 城山庵に、直接申し込みに来て下さい。
（石松委員）具体的に小規模を増やすには具体的にどうすれば良いか、考え
たほうがいいですね。
（井村委員）利用者個人が施設に直接申し込む事はまずなく、ケアマネを通
してくる事が一般的だと思います。そこから紹介がないのは。
小規模多機能がどういうものか、理解できていないのでしょ
う。
（石松委員）小規模のサービスがわかるパンフレットはないですか？民生委
員がパンフレットを持ってまわってもいいですね。
＊宗像市の小規模事業所共同で作成した小規模多機能のパンフレ
ットを委員の方に見ていただく
（安部委員）利用につながるルートを考えて具体的な計画を立てていくべき
ではないでしょうか。
（石松委員）民生委員も認知症の方に勧めるのは難しいですが、情報は知ら
ないと必要な時に情報提供できません。吉武の民生委員は 550
件の家をまわるので、小規模のパンフレットを配る事はでき
ます。まずは、民生委員が小規模の事を知っておく事が大切で
す。その前に研修のため、民生委員に小規模多機能について教
えて下さい。
（田中部長）7～8 年前、民生委員さんが城山庵に見学に来られましたね。
私どもも小規模の説明を出張講座で行っていますが、参加者が
まだ元気な方々ばかりなので、利用には結びつかないですね。
（安部委員）赤間の民生委員も小規模の研修を企画してもらえるよう、民生
委員に提案してみます。
（小方）

ありがとうございます。ぜひ、お願いします。

（長濱委員）訪問介護、ショートステイ、デイサービス等組み合わせれば、
通常の居宅サービスでも小規模と同じようなサービスを受け
る事は可能です。小規模は、通所の時間の融通が利いたり、顔
なじみのスタッフで対応できるなど、色々と柔軟に対応できる
メリットがあります。また、家からなかなか出ない人に対して、
訪問から利用してまず事業所との関係性を作り、それから通所
に繋げたという事例もあると聞いています。利用料は定額なの
で、利用者負担としてどうなのか考える人もいます。
（石松委員）いい制度なのに、なぜ、利用が少ないのですか？
（小方） 相談を受けたケアマネージャーの小規模に対しての理解が影響
するのでしょう。
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（井村委員）いずれもケアマネージャーは、どこかに所属しているという事
がネックなのでしょう。
（安部委員）もう少し小規模のメリットを強調した表現でパンフレットを作
っても良いのではないですか？
（石松委員）民生委員が要介護度を聞ける関係になるまでは時間がかかりま
すが、できる所からやりたいのと思います。2 月の民生委員の
会議で小規模の研修会を提案したいと思うので、宜しくお願い
します。
③小規模外部評価

幸田より『地域かかわりシート②』に沿って、意見交換を行った。詳細につ
いては、城山庵小規模外部評価の掲載を後日行う予定である。

④その他

（平田委員）
「塩加減と健康」について、資料を配布
塩分制限のことがよく言われますが、塩分も体には必要なもの
で、ある程度は摂取する必要があるという記事がありましたの
で、参考にして下さい。
（田中部長）文化祭では、平田委員、戸丸委員に 10 年役員をして頂き表彰の
ご挨拶でお褒めいただき、心に響きました。職員もここで働い
ていて良かったと喜んでいました。

⑤おわりに

次回の推進会議 3/13（火）13：30～
城山庵にて

6

