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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

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

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. 利用者の１/３くらいが
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

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 3. あまり増えていない
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

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

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. ほとんど掴んでいない 4. ほとんどできていない

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
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利用者と職員が、一緒にゆったりと過ごす
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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 3. たまに
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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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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）
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比較的街中にあり、近くの保育園年中さんとの交流は、季節ごとの行事として定着してきていま
す。また、地域交流室を有効活用して、地元出身のプロ歌手や落語家真打ちが公演会を催して
下さり、近隣の方たちのみならず他のグループホーム利用者もお誘いして楽しんで頂いていま
す。今年の冬は零下の寒い日が続いた為に室内で行えるものとして、口腔ケア体操や手話を利
用者とともに覚えて、行事の時に披露できるように練習している所です。また、市の提唱する介護
予防体操「いきいき100才体操」を取り入れて、毎週金曜日に全員で体操を必ず行って、機能低下
予防に努めています。今年は花や野菜を植えて皆で緑を楽しみたいと、枯れない様に日々奮闘し
ています。環境としては、太陽光を利用した給湯システムを取り入れたエコ住宅に、次亜水生成
器を設置して、感染予防・衛生管理をしています。

【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）】
日本一標高の高い駅でも有名な中央アルプス駒ケ岳ロープウエイの終点駅（千畳敷駅）がある
駒ヶ根市の中心市街地にあるホームである。長野県で唯一の看護大学も近くにあるなど、市街地
ではあるが静かな住宅地にあり、ホームの庭には木々が茂り、ウッドデッキでコーヒータイムが
ゆっくり楽しめそうな落ち着いた雰囲気が感じられる。地元出身のプロ歌手や落語家の催しがあ
り、保育園児、将棋、紙芝居、大正琴等さまざまなボランティアの来訪もある。日々のレクリエー
ションやリハビリ体操など、楽しみごとを多く取り入れ刺激のある中で過ごされていることが利用
者の話からも窺えた。開設して2年が経過したばかりと思えないぐらい地元に溶け込んでおり、協
議中であった防災協定もこの秋には結ぶ運びとなっている。今後、地域と密着し、利用者が安心
して過ごせる更に温もりのあるホームとなっていくことを期待したい。

基本情報リンク先

長野県駒ヶ根市赤穂４４９２－１所在地


