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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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不安なく過ごせている
（参考項目：30,31）
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職員は、活き活きと働けている
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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）
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2. 利用者の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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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）
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3. 利用者の１/３くらいが
4. ほとんどいない

2. 利用者の２/３くらいが

4. ほとんどできていない

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

ユニット名（ 柊棟 ）
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ユニット名（ 椿棟 ）

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

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

グループホーム川田の宿

作成日   平成 26年 12月 21日

訪問調査日 平成 26年 11月 20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

2070102781

法人名 社会福祉法人善光寺大本願福祉会

【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 　周りに農地が多く、周囲の果樹の生育などを見ながら季節を感じています。地域のボランティア
と季節の行事を楽しみながら毎日を大切に暮らしています。ご近所の方に、おすそ分けをいただ
いたり、声をかけていただいております。地域の事業所として運営をすることができています。事
業所も地域への貢献ができるようにしていきたいと考えています。入居所のみなさまにはできるだ
け役割を持って頂き、ご自分の居場所として生活してまた、もう一つの我が家となることを目指し
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）】
平成17年9月に長野市若穂地区初のグループホームとして開設され当ホームも10年目に入った。開設
以来、二人の管理者を経て今年度4月から新管理者となり従来からの地域との密接な関係も引き継が
れている。開設より他施設へ住み替えする利用者は少なく、ホームから直接入院しお亡くなりになった
り、ホームで最期を迎え退去という形になった方が多い。今も開設からの5名の利用者が暮らし、平均
年齢は88歳を超えている。医師より終末期に入られたと診断された方も馴染みの職員(開設以来の職
員も数名いる)と一緒に安心し生活を営まれている。飲酒を希望する利用者もおり医師と家族の了解が
得られ時々晩酌している。食事の量が少なくなってきた方には大好きなチョコレートを家族が職員に預
け、少し食事をした後、嬉しそうにそれを食べ元気な表情を見せていた。マニュアル通りでなく、一人ひ
とりの気持ちを大切に受け止め、臨機に対応している。新体制になり来年は更に進化した「川田の宿」
が見られそうである。

基本情報リンク先

長野県長野市若穂川田1358-1所在地

評価結果市町村受理日平成 26年 11月 17日 平成 27年  1月 13日

所在地


