
愛の家グループホーム伊那山寺

【事業所概要（事業所記入）】

※事業所の基本情報は、公表センターページで閲覧してください。（↓このURLをクリック） 

【評価機関概要（評価機関記入）】
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作成日   平成 27年  2月 10日

訪問調査日 平成 27年  1月 23日

丘陵地に面している当ホームは、南アルプスや中央アルプスを一望でき、パノラマのような風景
に心が和みます。そのゆったりとした環境の中で、さわやかな風を感じながら、散歩や家庭菜園
を自由な時間帯に楽しんでいます。また、お一人ひとりに向き合い、要望を伺い、なじみの美容院
や商店へ出かけたり、散歩やコーラスを楽しんだりとご自身の思いや意向に沿った1日の生活を
組み立てています。また、すぐに相談に乗ってくれる協力医院や総合病院が近距離にあることも
安心して生活が出来る要素の１つとなっています。　地域や季節の行事も大切にし、地域に根差
したホームへと実践しています。利用者様が「ほっとする」「暖かい」環境や雰囲気作りを心がけ、
笑顔で満足して過ごせるサービスの提供を心がけています。

【外部評価で確認した事業所の優れている点、工夫点（評価機関記入）】
東に赤石山脈（南アルプス）西に木曽山脈（中央アルプス）を望む眺望豊かな高台に平屋造りの明るい色調
の当ホームがある。開設から3年目を迎え、ホーム独自のビジョンである「地域に愛され地域に必要とされる
ホーム」、「自分の家にいるような気楽で気ままな生活が出来るホーム」を実現すべく、エリアマネージャーや
管理者、職員が一丸となり取り組んでいる。法人理念の共有化とともにその実践についても努力を惜しまず、
日々のケアに勤しんでいる。訪問日当日も介護度の高い利用者が普通食を完食されており、それぞれに自
宅から持込まれた食器が色とりどりで楽しい食卓になっていた。また、「油味噌」などの郷土料理を利用者の
方が作り美味しくいただくこともあり、ホーム近くの足湯に出かけ帰路にアイスクリームなどを食べる外出行事
も利用者の至福の時間となっている。伊那谷の豊かな自然や人々に囲まれた利用者の方々の表情やしぐさ
からも生き生きとそれぞれの生活を営まれていることが見て取れ、ホーム内には明るい笑顔があふれてい
た。
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愛の家グループホーム伊那山寺

長野市松岡1丁目35番5号
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職員は、家族が困っていること、不安なこと、
求めていることをよく聴いており、信頼関係
ができている
（参考項目：9,10,19）4. ほとんど掴んでいない

ユニット名（ 山ぼうし ）

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当するものに○印

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
　　↓該当する項目に○印

4. ほとんどできていない

コスモプランニング有限会社

ⅤⅤⅤⅤ．．．．サービスサービスサービスサービスのののの成果成果成果成果にににに関関関関するするするする項目項目項目項目（（（（アウトカムアウトカムアウトカムアウトカム項目項目項目項目）　　）　　）　　）　　※※※※項目項目項目項目№№№№1111～～～～55555555でででで日頃日頃日頃日頃のののの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを自己点検自己点検自己点検自己点検したうえでしたうえでしたうえでしたうえで、、、、成果成果成果成果についてについてについてについて自己評価自己評価自己評価自己評価しますしますしますします

項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
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項　　目
　　　　　　　　取　り　組　み　の　成　果
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所在地

1. ほぼ全ての家族と
2. 利用者の２/３くらいの 2. 家族の２/３くらいと

4. ほとんど掴んでいない

56
職員は、利用者の思いや願い、暮らし方
の意向を掴んでいる
（参考項目：23,24,25）

1. ほぼ全ての利用者の

通いの場やグループホームに馴染みの人や
地域の人々が訪ねて来ている
（参考項目：2,20）

3. 利用者の１/３くらいの 3. 家族の１/３くらいと

4. ほとんどない

57
利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす
場面がある
（参考項目：18,38）

1. 毎日ある

64

4. ほとんどない

1. ほぼ毎日のように
2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度
3. たまにある

58
利用者は、一人ひとりのペースで暮らして
いる
（参考項目：38）

1. ほぼ全ての利用者が

65
3. 利用者の１/３くらいが

2. 少しずつ増えている

3. たまに

利用者は、職員が支援することで生き生き
した表情や姿がみられている
（参考項目：36,37）

1. ほぼ全ての利用者が

66

4. ほとんどいない
3. 利用者の１/３くらいが
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが

3. あまり増えていない
4. ほとんどいない 4. 全くいない

運営推進会議を通して、地域住民や地元の
関係者とのつながりが拡がったり深まり、事
業所の理解者や応援者が増えている
（参考項目：4）

1. 大いに増えている
2. 利用者の２/３くらいが

3. 職員の１/３くらいが

2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 利用者の１/３くらいが

職員から見て、利用者はサービスにおおむ
ね満足していると思う

4. ほとんどいない

4. ほとんどいない

職員は、活き活きと働けている
（参考項目：11,12）

1. ほぼ全ての利用者が

1. ほぼ全ての職員が

60
利用者は、戸外の行きたいところへ出か
けている
（参考項目：49）

1. ほぼ全ての利用者が

67

4. ほとんどいない

2. 利用者の２/３くらいが

職員から見て、利用者の家族等はサービス
におおむね満足していると思う

1. ほぼ全ての家族等が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 家族等の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが 3. 家族等の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどできていない

1. ほぼ全ての利用者が

68

(別　紙）

62

利用者は、その時々の状況や要望に応じ
た柔軟な支援により、安心して暮らせてい
る
（参考項目：28）

1. ほぼ全ての利用者が
2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない

61
利用者は、健康管理や医療面、安全面で
不安なく過ごせている
（参考項目：30,31）
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