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作成日   平成 25年 12月  1日

訪問調査日 平成 25年 11月  8日

当グループホームでは、利用者にその人らしく生き生きとした生活を送っていただくために、今まで
の生活、人生を基に「ゆったり、一緒に楽しく、豊かに」をケアの基本として安心した暮らしを大切に、
その人らしく最後まで豊かに生きることを支援していきたいと考え、取り組んでいる。今後とも、利用
者の「終の棲家」となれるよう各方面と協働し、質の高いホームを目指し取り組んでいる。

【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）】

JR篠ノ井線の広丘駅や国道19号線から徒歩で5分の距離に法人の運営する在宅複合施設があり、そのほぼ北
側の数分の場所に2ユニットの当ホームがある。法人ではクリニックをはじめ、居宅介護支援事業所、訪問介
護、デイサービス、ショートステイ、グループホームを運営しており、トータル的な展開で地域の高齢者福祉の担
い手となっており、住民からの信頼度も高まっている。当ホームへの地元からの利用者が年々多くなってきてお
り地域密着型サービスの本来の主旨に沿う理想的な形に近づいている。今年、地区の文化祭に利用者の作品
を出品し、利用者が会場の公民館に見に出掛けたところ、公民館にいた地域の方々に温かく迎えていただき、見
学後には地域の方々の希望で一緒に写真を撮ったという。住所をホームに移動した利用者には地区の民生委
員が敬老会の記念品などを持参し訪ねている。ホームは開設から5年目を迎えており、地域の人々への地道な
働きかけが功を奏し、認知症の方やホームへの理解が深まりつつある。自宅へ帰省した際、わが家(ホーム)に
早く帰りたいという利用者もいるという。90歳代の利用者が10名と超高齢化しているが、褒めることや楽しいこと
で利用者のやる気や笑顔を引き出し、更に役割を持つことで生きがいにつなげているホームである。
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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（ 南 ）

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. ほとんど掴んでいない

4. ほとんどできていない
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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）

1. ほぼ全ての家族と

3. たまに

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）

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
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

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. 職員の１/３くらいが

2. 利用者の２/３くらいが

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

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 2. 少しずつ増えている

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

3. あまり増えていない

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
3. 利用者の１/３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）
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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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2. 利用者の２/３くらいの 2. 家族の２/３くらいと
3. 利用者の１/３くらいの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）
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1. 毎日ある
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3. たまに

4. ほとんどない 4. ほとんどない

4. ほとんどできていない
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いる
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1. ほぼ全ての利用者が
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2. 利用者の２/３くらいが

4. ほとんどいない
3. 利用者の１/３くらいが 3. あまり増えていない
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（参考項目：11,12）

1. ほぼ全ての職員が
2. 利用者の２/３くらいが 2. 職員の２/３くらいが

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
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4. 全くいない
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利用者は、健康管理や医療面、安全面で
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1. ほぼ全ての利用者が

68
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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

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


