
  ケアマネジャー
  介護支援専門員に関するアンケート調査結果報告書

実施対象者：あさひ園居宅介護支援事業所利用者
（平成30年2月現在）

実施期間：平成30年1月10日～平成30年2月28日

回収率：72.67％　　133回収/183配布
回答者 利用者本人 23名
（複数回答あり） 同居家族 68名

別居家族 26名
その他 1名

有効回答率：100％

感想や意見に関しては原文のまま掲載しています。

あ（安心） できる生活

さ（最善） のケアプラン

ひ（必要） な時に必要なサービス

え(笑顔） を忘れず笑顔のある生活

ん（信頼） されるケアマネジャー



◆問１ 　あなたの担当ケアマネジャーは、月に１回以上訪問していますか?
　サービス利用のある利用者に対し、ケアマ

はい 132 ネジャーは月に1回以上訪問することが義務
いいえ 0 付けられており、当事業所のケアマネジャー
無回答 1 は確実に実行しています。

　ケアマネジャーは必ず月１回以上訪問し
ておりますが、必要な時はいつでも訪問
して対応致しますので遠慮なくご連絡下さ
い。

◆問２
大変良い 61 　電話の応対については、93%の人が「大変
良い 57 良い」「良い」と回答して頂き、昨年よりさらに
普通 12 アップしました。これからも気持ちの良い対応
少し悪い 0
悪い 0
無回答 3

 当事業所の専用直通電話
（３４－２２７２）

◆問３ 現在の生活場所はどこですか？

在宅 103
入居中 24  回答して頂いた利用者の77％の人が
その他 4 在宅で生活しておられることがわかりま
無回答 2 した。年々有料老人ホーム等の入居者

が増えてきています。

「在宅」と答えた方、有料老人ホームや老健等の入所を希望したことがありますか？

はい 20 　在宅で生活しながら施設入所を希望された
いいえ 77 方は約２割、残りの約8割の方々は在宅生活を
無回答 6 希望しておられることがわかりました。

あなたの担当ケアマネジャーが不在のときの電話の対応は、いかがですか？

を心がけます。
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「はい」と答えた方、そのときの紹介や手続きなどの対応はどうでしたか？

大変良い 8 　入所希望に対しては、その都度空き状況を確認し
良い 11 見学をしたうえで、家族や本人の意向により決定
普通 1 しています。
少し悪い 0
悪い 0
無回答 0 今後も、ニーズに応えられるよう情報収集に

努めます。

◆問4 ケアマネジャーは、あなたの病気や身体の状態、困った事や望んでいることなどを
十分に聞いてくれていますか？

　91％の方が「十分聞く」と回答されました。昨年
十分聞く 121 よりもアップしました。
まあまあ 7
普通 3
あまり聞かない 0
ほとんど聞かない 0 いつのときも丁寧にわかりやすくを念頭に
無回答 2 今後も対応してまいります。

◆問5

　サービスの変更意向は半数以上の方が希望
はい 72
いいえ 58
無回答 3

　本人のニーズに合ったサービスを受けてい
ただくために、サービスの種類、事業所の選
択、サービス内容の検討は重要です。気に
なることがあればいつでもご相談ください。

「はい」と答えた方、その時の対応はどうでしたか？
　ケアマネジャーの対応については、97%の方に

大変良い 52 良い評価をいただき、昨年よりもさらにアップしま
良い 18 した。
普通 2
少し悪い 0
悪い 0 　今後もニーズに応えられるようご利用の皆
無回答 0 様が安心した生活を継続できるように、心の

こもった対応で支援していきたいと思います。

　サービス内容の追加・変更、サービス事業所の変更等について希望したことがありますか？

され、昨年とほぼ同じでした。
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◆問6　現在の計画の内容について満足していますか？　現在の計画の内容について満足していますか？

大変満足 64
満足 55  今後も利用者様・ご家族様と十分話し合いな
普通 12 がら、満足して頂けるサービス計画ができる
少し不満 0 ように支援していきます。
不満 0
無回答 2

＜ご意見＞

・別になし。(4名）　　　　　　・特になし。(7名）

・今の状態を維持したい。

・特別ありません。 ・ありません。 　　　　・何もありません。

・十分です。

・本人の意向を中心に考えているので、現在はそれで良いのかなと思っています。

・相談すると親身になり対応してもらい感謝しています。

・今のままで十分です。 ・今のままでよい。

・暖かい日の車椅子での散歩、運動、大きな荷物の整理の手伝い、会話など

・介護の仕方等のお勉強会があると良いです。

　　　　→　家族介護者教室や介護技術教室等が年に数回開催されています。「居宅だより」や

　　　　　チラシ等で案内していますので是非ご参加ください。

・今はとても助かっております。でも、老人ホームにいる姉の体調の都合で面会を必要とする時家に一人

でおけない場合、数時間でも預かってもらえるととても助かります。

・他の利用者がどのような支援を受けておられるのかわからないので支援の種類を教えてもらいたい。

・現在の支援内容に不満はありませんが、他にどのような支援内容があるのか分かりませんので色々実施

して見て欲しい。

・グループホームの入所を考えている。

・現在、月～土曜日までお世話頂いておりますが、日曜日もどこかにいきたがります。仕事が休みの時は

良いのですが、仕事の時は困ります。日も支援していただきたい時がございます。

・デイサービスの時、買い物がしたい。

　　　　→　日曜日もサービス提供しているデイサービスや、自立支援や外出支援での買物がで

　　　　　きるデイサービス事業所もありますので、要望や意向など担当のケアマネジャーにお話

　　　　　しください。

・デイサービスに行って熱が出たり具合が悪くなった時等、事業所で病院に連れて行かれないでしょうか？

　　　　→　急変等で前後の様子を医療側に情報提供しなくてはいけない状況等以外は、デイ

　　　　　サービス事業所の職員が受診に付き添うことは、原則としてできません。利用中に具合

　　　　　が悪くなった場合は、家族に連絡されますので、ご理解・ご協力をお願いします。
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◆問7 認定の更新時や状態変化時のサービス担当者会議を開催していますが、会議に参加しての
感想や要望をお聞かせください。

＜ご意見＞

・特にありません。（７名）

・特にありません。親切な方々ばかりです。ありがとうございます。

・今まで通りで良い。 ・今のままでいい。

・別になし。（２名） ・別にありません。

・特に要望はありません。 ・要望は特になし。 ・なし

・利用者家族、ケアマネージャー、デイサービス事業所、ケアパーク一体となって、一番良い方法を考え

ていただいて、それを提供していただけたと思っています。

・今の所、要望等はありません。

・こちらからの質問にも丁寧に対応してもらえる。

・私のため担当者会議をひらいていただき感謝しています。皆様方の支えを大事にいつまでも元気頑張り

ます。

・良く話を聞いてくれ、質問に対しても直ぐに返答してくださり安心してまかせられる気持ちになってます。

・利用を始めたばかりなので意見や要望の段階にありません。

・何しろ老老介護ですので、はっきりはわからない場合がありますけどたとえば、具体的な例で説明があれ

ばとても参考に成ります。急に救急車を頼む場合など・・・。頭の中が真っ白になるのでいろんな出来事

を教えてほしいです。

・よく話を聞いてくれてよい配慮をしてくれる。

・良くこまかい所まで行き届いて大変満足しております。

・参加した事がありません。
・利用者の要望も詳しく聞いてもらい施設との話し合いもよくしてもらっています。

・良く話を聞いてくれる。これが１番うれしいです。

・家族のことまで配慮して頂き満足しています。

・話しやすい雰囲気なので、何でも話せます。

・みんな親切でありがたいです。

・計画等、綿密に快いほどに聞かせてもらいます。有難う感謝申し上げます。

・現状通り、週に３回デイサービスに行ける事。

・サービス、説明内容に満足しています。

・事前に担当者間で情報の共有をして会議に臨んでいらっしゃるので的確にサービスの提案をしていた

だいています。利用者側からすると取捨選択もできますので助かっています。

・介護の状態など聞いてくれて大変良くしていただいています。

・分からない事が多くて丁寧にアドバイスして頂き心強い思いです。

・話を聞いていただけるのが嬉しいのかよく喋ります。

・よく話を聞いていただき、ていねいに対応していただいています。いつもお世話になります。

・家族の意見を良く聞いてくれて大変感謝しています。

・話しをうまくリードして頂きスムーズに会議が行われています。

・良くやってもらっています。

・利用者の状況に応じて提案等いただいており助かっております。

・サービス担当者のみなさんが親身になって主人のことを考えて下さることにいつも感謝しています。

・ケアマネージャーさんには、訪問時の記録や施設での様子をきちんと記録されていて目標をたてて計

画されており、わかりやすく協力していけます。また、施設の担当の方のお話をうかがい、家では見られ

ない一面に気付かされます。良い面、気を付けていかなくてはならない事が分かるのでとてもいいです。

・出席した事がない。



・皆さんが協力的に支援していただいており感謝しています。これからもよろしくお願いいたします。

・皆様に良くしていただいて感謝しております。こらからもよろしくお願い致します。

・ホームに対する要望等、マネジャーを通しホームに言ってもらってます。たすかっています。

・みなさんが集まってくださって感謝しています。

・状態変化時に本人家族の意見を取り入れてもらえて満足です。

・認定の判定が厳しすぎるように思います。

・施設の方達と話し合いよくして頂いてます。

・いつもお世話になり感謝しています。

・前もって考えてなかったりして、言う事を忘れたりしてます。

　担当者会議に参加され、ほとんどの方が好印象の感想を持っていただいており、担当者会議

の目的も果たせていると確認できました。会のスムーズな進行や日程調整について、ご家族の

ご協力にも感謝申し上げます。担当者会議は状態変化時や更新時に開催することとなっており

ますが、ご家族の要望があれば現状の情報交換やプランの確認・見直し等で随時開催いたしま

す。遠慮なく担当のケアマネジャーにお申し出ください。今後さらに工夫を重ね、より中身の濃い

有意義な会議になるよう努力いたします。　

◆問8　訪問時間等についてのご意見があればご記入ください。

＜意見＞

・こちらの変更にも気軽に応じてもらえ助かっています。

・毎月訪問の時、次回の訪問日を決めています。電話で決めるのではないので助かっています。

・必ず時間等は相談いただいてます。

・ない。（６名）　　　ありません。(3名)　　　特にナシ。(2名）　　　特にありません。(4名)

・電話して来て下さるのでいつでも大丈夫です。

・今は私達の希望の時間にしてもらっていますので満足しています。

・こちらの時間にあわせてもらってます。

・事前に連絡があり、こちらの都合にあわせてくださりたすかってます。

・特に現段階ではありません。

・今は前もって電話して下さるので助かっております。

・別になし。 ・別にありません。 ・特別になし。

・子供に電話してもらっているので、今のままでいい。

・自分の都合の良い時間にあわせてくれてるので、こちらの方は大変たすかります。

・希望にそっているので特に問題・希望はありません。

・昼食後の本人も家族もゆっくりした時間帯（２：３０～３：００）に訪問していただいていますので、笑顔で

話せています。

・当方の希望に添った時間を設定してもらっている。

・いつも私達の都合に合わせていただいています。本当に有難く思っています。

・入浴時間、現在の３時か３時３０分くらい。

・希望の時間帯に訪問していただいています。

・できれば午後の時間が良いです。

・電話でこちらの都合を聞いてから見えるので問題ないです。

・都合に合わせて訪問していただきありがとうございます。



・訪問の時間帯を土・日曜日にしてもらえないか？（仕事上）

　　　　→　土・日曜でもできるだけ対応しますので、ケアマネジャーにお話しください。

　毎月の定期訪問は、本人及びご家族と居宅で面談することになっています。日程調整をして

訪問させていただくことがほとんどですが、緊急の対応で時間に遅れてしまう場合もありますの

で、ご理解とご協力をお願いいたします。

◆問9　あなたはあさひ園の担当ケアマネジャーの対応に満足していますか？

大変満足 88
満足 33
普通 5
少し不満 0 　殆どの方に満足して頂けていることにホッ
不満 0 としましたが、この結果に甘んじることなく気
無回答 7 を引き締めて、誠意を持った対応に努めます。

気になることがあればいつでもご連絡ください。

◆問10 訪問時、2ヶ月に1回配布している「居宅だより」」についてのご意見・ご感想をお聞かせください。

大変良い 38
良い 71 　毎回楽しみにしていただいていることが伺え
普通 10 ました。
少し悪い 0 　皆様のご意見を反映させながら、わかりやすく
悪い 0 充実した紙面作りに努力したいと思います。
無回答 14

＜意見＞

・あんまり見ない。

・誕生日にはお祝いの品をいただいてありがとうございます。アサヒ園での生活が良くわかります。

・字が大きくて見やすい。いつも楽しみにしています。

・楽しみに見ております。

・まだ、いただいていない様な気がしますが、（利用を始めたばかりですから）

・いつも、あさひ園からの「居宅だより」が一番好きです。たのしみに待っております。

・色んな情報がみれて良いと思います。

・園内のイベントや長寿者の掲載に知人の顔がみられるのが楽しみです。

・ケアマネジャーさんの集合写真がよかった。

・あさひ園の様子や行事等わかり毎回楽しみに拝読させていただいております。

・「ケアマネのひとりごと」心に響くお言葉でありがたく思います。

・オリーブの会の活動内容についてお知らせいただくとうれしいです。

・紙質が良すぎてもったいない。

・楽しく拝読しています。

・内容も良く、楽しく読ませてもらっています。
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・大変だと思う。

・２か月に１回じゃなく毎月配布して事業所の雰囲気、光景の様子だよりを配布してみてはいかがでしょう

か？

・楽しみにしています。

・カラーでみやすいです。入居者やデイの新しい人をみるのが私は好きです。職員サンの顔もみれて

良いと思っています。

・七草粥の効能など改めて知りました。

・季節ごとに例えば熱中症対策のポイントを書いてくださっているので、あらためて注意することができま

す。

・写真も多く、カラフルで見やすいです。

・毎回いい「居宅だより」が出来ています。

・他の方々の様子やためになる情報など記載されているので楽しみにしています。

・必要ない。

　「居宅だより」は2か月に1回、広報誌「あさひ」は年4回発行しています。意見の中には広報誌

への感想も含まれているように思いますが、スタッフへのご配慮やねぎらい、ありがとうございます。

楽しみに待っていただいているご本人様やご家族の声がある限り、何らかの形で情報発信してい

くことも私たちの使命と思い、より良い紙面づくりを目指し、これからも頑張ります。

◆問11 今回このアンケートにご回答いただいた方はどなたですか？

本人 23
同居家族 68
別居家族 26
その他 1
無回答 7

◆問12 御家族の方にお尋ねします。あなたは、家族介護者の会「オリーブの会」を知っていますか？

はい 52 　「オリーブの会」については、少しづつ
いいえ 61 周知の数が上昇し、広く知ってもらえるよう
無回答 20 になってきました。

　介護者の方々のストレス解消や負担軽減
のために毎月いろいろな趣向を凝らし、座談
会や勉強会を行なっています。
お気軽に参加してみてください。
　参加ご希望の方は、担当のケアマネ
ジャーまでお申出ください。

・個人的には「居宅だより」を作るのに必要な時間・手間・経費を考えると「居宅だより」は廃止してもよいと

思う。
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＜介護する上で困っていること＞
・仕事との両立

・今のところ元気でいるので安心しています。

・何度教えても、パンツ、ズボンの下げ方が不充分です。

・最近、足腰の痛みを訴えます。病院には毎週行っているのですが、なかなか改善しません。

・デイサービスに行かない月・水・金・日の過ごし方。１日テレビをみている。座ったり、ソファーに横にな

ったり、少し運動、散歩、おでかけしようと言ってもなかなかその気にならないので・・・。

・自分達夫婦で当たっていますが、自分達も体力に気を使いはじめ腰痛がひどくなっているので今後に

ついて考えています。

・夜のトイレに関して：今は歩いて行く事が出来ていますが、足腰が弱ってきて心配になった時、寝室に

ポータブルトイレを置く事を考えているが、清潔好きなので水が使えて手が洗え、汚物も流れてくれる様な

ものがないか、知りたいと思っています。

・ご本人が言っても聞かない。

・老令につき体力的介護が無理です。

・トイレ以外はすべて声かけしなければ自主的に動く事がなく食事・着替えの準備等万が一私が具合が

悪くなった場合、母自身どの様に行動する又出来るのか少々不安に思っています。今の所困っている

事は特にありません。

・夜中ぐっすり休まれない事。

・最近なく事が多くなり、一人暮らしを嫌がります。家に引き取るか老人ホームに入居するかを考えていま

す。

・火の始末

・家でおふろに入れないので、着替えの方よろしくお願いします。

・デイサービスやショートステイを今より利用したい。

・認知が進んで行ってるのか夜おもらしがふえてきたので困っています。「ちえの和」のスタッフがいろいろ

アドバイスをしてくれますので助かっています。

・今の所は困っている事は有りませんが、私が年に３回ほど自宅に戻るのでその間の事がちょっと心配

しています。その都度相談にのっていただきますが・・（ショートステイ含めて）

・現在、ショートステイとデイサービスを利用しながら介護しているが、今後の自分自身の状況（子や孫に

対しての）が、それを許さない状態になりつつあるので、遅くても年内にはいろんな意味での決断をしてい

かなければならないと思っています。

・意思の疎通ができないことがある。

・食事とトイレ　この事で悩むことが多いです。協力してくれる人がいないので。

・ありません。 ・今は別にありません。（２） ・今のところありません。

・特にナシ。 ・ナシ。（３）

・性格的なものなので、なかなかスムーズにいかないことがある。

・自分勝手で人の注意を聞かない。

・必要とする介護を受けているので現在の所ありません。

・今のところ困っているところはありません。何かあれば、ケアマネジャーさんや訪問介護にきて下さる方々

が、相談にのって下さり、提案くださったりして助けていただいて感謝しております。

・今の所大丈夫です。

・トイレ介助

・従来通りで結構です。

・特にないけれど、同じ事を何回も言ったり聞いたりする事でイライラするので、ストレス解消に苦労してま

す。



・本人が良く動く（移動）するので後をついて行かなければならないので大変です。特に尻もちを着いた後

が、相談にのって下さり、提案くださったりして助けていただいて感謝しております。元に戻すのが私の

腰に来て大変です。

・おしえて下さい。たとえば（おむつ）(尿取りパット）など購入する時、当時の患者にはどれが必要である

かに少しなやみます。売店でたずねて買いますがその使用方法とか？今どの品が必要かを勉強したい

です。

・デイサービスがない日は在宅が本人一人なので家内で転倒したりして動けない状態へ電話もかけられ

なかったりして大丈夫だろうかと心配です。

・夏期になれば週２回入浴したい。

・本人が満足していますので、特にありません。

・洗たく物にティッシュペーパーを混入させている事があり、衣類にペーパーがついているのでこまって

いる。

・他に介護できる人が近くにいないので、急な泊りでの外出などができないのが困っている。

・体調にもよりますが、話している事を理解しにくくなってきたため、家族が言った事（助言・忠告含む）

をやってくれない。忠告・助言をしてもヘルパーさんの言われる事を信じる（家庭内の事でヘルパーさん

がご存知でない事など、家族とヘルパーさんの言う事が異なる場合)薬ののみ忘れが多くなった。その場

しのぎの発言が多々あり振り回される事もある。

・これからの病院に行く時、もう自分でつれていけないと思います。寝たきりの人を病院に連れて行くには

どう交通手段を利用すればいいのか。

　現在、介護をする上で困っておられること、これからの心配等、一生懸命に介護されておられる

がゆえの困りごとが伝わってきました。毎月の訪問時または、気が付いた時にお電話していただき

ますとケアマネジャーが対応します。

＜ケアマネジャーに対するご意見・ご要望＞

・大変気をつかってもらい頭が下がる思いがします。

・皆様の力添えで介護が成り立っているのを大変有りがたく感じます。本当に感謝です。

・ショートにお泊りの時もうすこし体操とかゲーム等させてもらえませんか。

・いつも親切に対応していただきありがとうございます。

・あさひ園に入居させたい。

・真摯に向き合っていただき心強く思っております。

・何も有りません。良い。

・〇〇さんにはとても親身になっていただきよくしてもらってます。ありがとうございます。これからもまだ

まだお世話になると思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。

・これからもよろしく、あなたがいるから安心です。

・大変お世話になっております。今後も現状維持できる様よろしくお願い致します。

・いつも親切にしていただいて心くばりにも大変感謝しております。これからも宜しくお願い致します。

・特にありません。ヘルパーさん助かります。

・今のままでいい。

・本人や家族への対応、とてもいきとどいていると思います。今後ともよろしくおねがします。

・なし。（４） ・特別にない。（２） ・別にありません。（３） ・ありません。

・よくしてくれてありがとう。

・いつもお世話になりありがとうございます。



・訪問時相談させていただき気分的に助かっています。

・〇〇ケアマネジャーさんですが、何でも相談ができてたすかっています。

・ホームでの生活で本人のやる気が続くようお手伝いできればと思います。

・１回/月、母（私へのお客様）の様に思っているのかな、楽しみにしている感じです。

・今は特に無し。

・何時も親身に色々相談にのってもらっています。

・とても良くしていただいております。大変助かっております。感謝感謝です。ありがたいです。
・現在のままで結構です。
・いつもありがとうございます。

・親切にして下さるし、ありがとうございます。

・良く訪問、電話の対応をしてもらい本人とケアマネジャー様との連絡を取り合っておられる為大分助かっ

ています。

・今ではとても気に入っております。私自身も超高齢者ですので体調の都合による介護のしかたなどご

指導下さるとたすかります。

・担当の〇〇さん、あかるく元気に接してくださってありがとうございます。

・〇〇ケアマネジャーに特に世話になっております。有難いです。

・いつも優しく接して頂き、家族にも暖かい言葉がけをして頂き感謝しています。これからもよろしくお願い

します。

・特になし。何しろ利用を始めたばかりですから。

 今回も様々なご意見・ご要望をいただき、ありがとうございました。こ
れからも皆様のお気持ちに沿えるよう全職員で努力してまいります。
また、私たちの業務について日頃よりご理解・ご協力をしていただき
つつ、対応についてもおおむね良いと評価されましたことは、居宅介
護支援事業所の各ケアマネジャーにとって大きな支えとなり、今後ま
すます精進していくための新たな決意の源となりました。これからもよ
り満足度の高い支援をめざして、８人のチームワークで職員一丸と
なって努力してまいります。今後とも、遠慮なく皆様方のご意見をお寄
せくださいますようよろしくお願いいたします。 
 

 お忙しい中、アンケートにご協力いただきました方々に心より感謝申

し上げます。 
 
                 あさひ園居宅介護支援事業所職員一同 


