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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

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）

1. ほぼ全ての利用者が

68

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

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

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

1. ほぼ全ての利用者が
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

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
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

1. 大いに増えている

59
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
3. 利用者の１/３くらいが

2. 少しずつ増えている

4. ほとんどない

3. 職員の１/３くらいが
4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

3. あまり増えていない

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）

63 3. 家族の１/３くらいと

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
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

4. 全くいない

(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

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

4. ほとんどない

4. ほとんどいない
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業所の理解者や応援者が増えている
（参考項目：4）
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利用者は、一人ひとりのペースで暮らして
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（参考項目：38）
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2. 利用者の２/３くらいが
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2. 数日に１回程度ある 2. 数日に1回程度
3. たまにある
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4. ほとんどない

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

1. ほぼ毎日のように

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

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

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
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事業所名

評価機関名

自己評価作成日

コスモプランニング有限会社

グループホームみわ

作成日   平成 27年  1月  6日

訪問調査日 平成 26年　12月 11日

1  1  1  1  自己評価及自己評価及自己評価及自己評価及びびびび外部評価結果外部評価結果外部評価結果外部評価結果

2090100385

法人名 有限会社ユーネットワーク

【事業所が特に力を入れている点・アピールしたい点（事業所記入）】

事業所番号 利用者一人ひとりの尊厳を重んじ、家族のように大切な人と捉えながら常に個別ケアを意識して
います。日々の生活の中でいかにその人らしさを尊重した支援ができるのか、どのようにしたら利
用者の持っている力を発揮でき生き生きと暮らすことができるのか、その人が笑顔で楽しく過ごせ
るにはどのようにしたらいいのかを、共に生活する中から学び全職員の意識が向上して行けるよ
う努力をしています。また、家族と利用者の「掛け橋」となるように繋がりを密にし、地域との連携
をとりながら、多くの関係者との関わりの中で支援できるようにしています。

【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）】
商業地域の中に平成23年4月に開設された。4年目を迎えているが開設からの利用者が10名在籍している。
理念に掲げてある｢利用者本位」が職員に浸透し、利用者一人ひとり、独自の生活スタイルが繰り広げられて
いる。テレビでラジオ体操が放映されていると皆に声を掛けて行ったり、音楽が流れていると一緒に唄ったり
と決められた日課は殆どない。時間や決まりごとで利用者を抑制することなく、自由に職員の手助けを受けな
がらその人らしい生活が送られており、介護度や認知症度の進行が緩やかであることを感じた。夏の盆踊り
の夜間の参加に抵抗がある利用者が昼間の練習に参加したり、公民館でしめ縄作りに参加するなど、地域
行事にも積極的に参加している。また、毎年バス旅行があり利用者に希望などを聞きながら行き先を決め、
家族の協力もお願いし実施している。日頃から気づきを得るためにホーム内のヒヤリハットを多く収集し、職
員全員で検討することにより大きな事故へ繋がらないようにしている。今年も中学生男女2名の職場体験の
受け入れを行った。｢楽しかった｣、｢将来この仕事に就きたい｣との感想も聞かれたという。ホーム全体の温か
さが次代を担う若人にも伝わったのではないかと思われた。

基本情報リンク先

長野県長野市三輪２－２－３８所在地

評価結果市町村受理日平成 26年　11月 30日 平成 27年  1月 23日

所在地


