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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

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）

1. ほぼ全ての利用者が

68

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

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. 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

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

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

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

3. たまに
4. ほとんどない 4. ほとんどない

4. ほとんどできていない

4. ほとんどいない 4. 全くいない

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

3. 家族の１/３くらいと

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

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

(別　紙）
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た柔軟な支援により、安心して暮らせてい
る
（参考項目：28）
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2. 利用者の２/３くらいが
3. 利用者の１/３くらいが
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コスモプランニング有限会社

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～55で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

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（ さくら ）

Ⅴ．サービスの成果に関する項目（アウトカム項目）　　※項目№1～55で日頃の取り組みを自己点検したうえで、成果について自己評価します

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

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（ こ ）

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

所在地

事業所名

評価機関名

自己評価作成日

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/20/index.php?action_kouhyou_detail_022_kani=true&JigyosyoCd=2090100385-00&ServiceCd=320&Type=search

評価結果市町村受理日令和元年 11月 18日 令和 2年  1月 14日

グループホームみわ

長野市松岡1丁目35番5号

1  自己評価及び外部評価結果

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

作成日   令和元年 12月 24日

訪問調査日 令和元年 11月 26日

利用者一人ひとりの尊厳を重んじ、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、
共に生活しケアを行う中から学びとることを全職員が意識し、個々へのケアの質をさらに向上して
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）】

長野市三輪、長野中央警察署近くの、周りには数多くの商業施設が点在する便利な生活圏が広がる場所に
開設から9年目の当ホームがある。ホールに伺うと柔らかな表情で笑顔を浮かべ「こんにちは、ご苦労様」と
気持ち良く迎えていただき、利用者と職員の一体感に親しみを覚え、和やかに日々を送っていることが窺え
る。最も大事にしていることは利用者の自尊心を大事にし、日常生活の中で「台所仕事、食事の下準備、盛
り付け、配膳」「洗濯物の干し・たたみ」「掃除」等、お手伝い出来ることはやっていただき行動の制約はせず
に楽しく自由に過ごしていただくことに取り組んでいる。また、利用者と共に職員が「笑顔」でいることが重要
と捉え、利用者と共に楽しい一日を過ごすよう心掛けている。特に、食事の時間は利用者と共に職員が食卓
を囲み、世間話や昔の話をし、利用者同士が盛り上げることで楽しい時間を過ごしている。合わせて風船バ
レーや10時のテレビ体操、ストレッチ等で体を動かし機能低下を防ぐと共に、地域のゴミ出しにも職員と一緒
に出掛け、外の空気にもふれるようにしている。伺って感じることはこの秋、管理者も変わり、「利用者本位、
本意」の理念の下、利用者、職員、一体となり明るく、楽しく、元気の良い、ホームであることが感じられた。

基本情報リンク先
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