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【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） 
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○ ○

○

○

○ ○

○
○

○

○

○

○

○

○ ○

○
○

○ ○

○ ○

○

○

○

○

○

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 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

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

4. ほとんどいない 4. ほとんどいない

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
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 2. 利用者の２/３くらいが

3. 利用者の１/３くらいが 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
3. 利用者の１/３くらいが 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

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

4. ほとんどいない 4. 全くいない

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

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

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 3. たまに
4. ほとんどない 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

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

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）

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. ほとんどできていない

(別　紙）
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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

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 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

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
　　↓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

ユニット名（ たてしな ）

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
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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（ あさま ）

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
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評価結果市町村受理日平成 26年 10月  6日 平成 26年 11月 26日

所在地

事業所名

評価機関名

自己評価作成日

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

2091700027

法人名 佐久浅間農業協同組合

【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

作成日   平成 26年 11月  5日

訪問調査日 平成 26年 10月 15日

開所より１０年目、当事業所へ譲渡後５年目となり、入居者の皆様は年齢を重ねられました。それでも
お元気で過ごされ、生命力の力強さに職員は圧倒させられ、逆に力を頂くという様です。車椅子や歩行
器を使用していても出来るだけ皆で外出したり、イベントをしたり職員の多彩なアイデアで皆さんの笑顔
や思い出が増えたり、楽しいなあ、気持ちいいなあと思えるような時間、ホームの一員として生活できる
喜びを日々感じて頂けるよう、職員一同頑張っています。地域の皆様やボランティアの皆様のご理解と
ご協力の基に納涼祭は５回目となりました。益々地域の方々に関わって頂けるようになり、訪れる方が
多くなっています。昨年度よりショートステイを開設しました。改善点は多々ありますが、スムーズにご
利用して頂けるようにしていきたいと思います。

【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）】

色づいた柿がたわわに実り、真っ赤なリンゴが見られる集落の中に当ホームがあり、雄大な浅間山をバックにして
いる。利用者は浅間山を見ると気持が落ち着くという。ＪＡの女性グループが定期的に来訪しており、夏の「納涼祭」
では数々の食べ物を提供し祭りを盛り上げている。最近では柿を収穫し、その後お茶を利用者と飲み、ふれあう機
会を設けている。保育園児や中学生の体験学習、短大生の実習、多種多様なボランテイアなどの来訪があり、災害
時にもホームが地域の避難場所として利用されることになっており地域のシンボル的な存在でもある。健康管理面
でも協力医、訪問看護師、ホーム管理者（看護師）との間で24時間、365日の連携体制が整えられており利用者にき
め細かな支援が行われている。新たに利用者の身体の傷や変形、痛むところなどのシートを作成し、年1回の血液
検査から栄養状態を知ったり、半年に1度口腔保健センターで全員の歯科検診を受け適切な受診に繋げている。ま
た、利用開始時に自宅の間取りや家具の配置図を提供していただき、居室も可能な限り自宅風にと配慮したり、年
度末には家族アンケートを実施するなど利用者がのびのび生活できるように家族とともに取り組んでいる。

基本情報リンク先

長野県佐久市新子田８９２-２所在地


