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作成日   平成 27年 10月 21日

訪問調査日 平成 27年 10月  1日

　これまでも地域の皆さんとのさまざまな交流は、グループホームを理解してもらうための貴重な機会と位置
付け、積極的に取り組んできた。特に地元諸区との交流は、文化祭に利用者の作品を展示してもらったり、
市民祭りには諸区からの要請により職員が大人神輿の担ぎ手として参加したり、子ども神輿が区内を練り歩
く際は利用者が道路に出て声援を送り、毎年夏になると子ども神輿が来ることを楽しみにしてきた。昨年よ
り、毎月、定期的に公民館で開かれる「ふれあい会食会」や「諸区健康達人くらぶ」に利用者が交替で参加
し、レクリエーションや軽体操などを区内のお年寄りといっしょに楽しんでいる。又、小中学生との交流では、
小学生がグループホームに来て、利用者といっしょに七夕飾りを作る交流や、運動会や音楽会、中学校の文
化祭に招待していただき参加している。新たに今年度から、小学生児童の通学路で「下校時の児童見守り活
動」を始めた。屋外での活動のため天候に左右されやすいが、利用者が下校途中の児童に声をかけることで
お互いに親しみが湧き、一層交流の輪が広がるものと思われる。尚、法人の広報紙「栁泉会だより」を定期的
に発行し、地元の皆さんに隣組回覧している。

【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）】

高速道の小諸インターを降りてしばらくするとワイナリーがあり、ホームへ行く道の両側にはワイン用のブドウ
畑が広がっている。ホームは少し高台にあり、空と山、田畑、家並みが織りなす絵のような信州の風景が眼
前に繰り広げられている。平成14年5月に母体となる医療法人により立ち上げられ、地域の中でもグループ
ホームとしての認識が深まり利用者も周辺の人々に受け入れられている。市が行っている「高齢者見守り事
業所」として参画しており玄関にその掲示がされている。また、今年から地域貢献の一環として小学生の下校
時の見守りも利用者と職員で始めており、夏の暑さとその後の雨降りで中断をしていたが「そろそろ気候も良
くなってきたので再開したい」と話されていた。利用者が地元区の主催する達人クラブへ参加することで地域
の人々との交流も出来ており、地域の方々にもグループホームを身近に感じていただいている。ホームだけ
にとどまらず住民や子どもたち向けに認知症についての勉強会も行い、お互いに助け合うことができる環境
づくりを目指している。利用者の穏やかな表情とホームの和やかな雰囲気から利用者を敬う気持ちを大切に
した職員のケアが徹底していることを感じた。
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63

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（ 1階 ）

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

長野市松岡1丁目35番5号

コスモプランニング有限会社
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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

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

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

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

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

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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