
  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31年2月現在）

実施期間：平成31年1月10日～平成31年2月28日

回収率：74.05％　　132回収/185配布137回収 ／185配布
回答者 利用者本人 25名
（複数回答あり）同居家族 79名

別居家族 34名
その他 3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
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◆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 137 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 0 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 75 　電話の応対については、87%の人が「大変
良い 44 良い」「良い」と回答して頂きました。
普通 12 これからも気持ちの良い対応を心がけます。
少し悪い 0
悪い 0
無回答 6

 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 100
入居中 34  回答して頂いた利用者の73％の人が
その他 3 在宅で生活しておられることがわかりま
無回答 0 した。昨年よりもさらに有料老人ホーム等

の入居者が増えています。

「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 15 　在宅で生活しながら施設入所を希望された
いいえ 85 方は15％、残りの85％の方々は在宅生活
無回答 0 を希望しておられる(希望したことがある)こと

がわかります。

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？

大変

良い 

55％ 

良い 

32% 

普通 

9% 

無回

答 

4% 

在宅 

73% 

入居

中 

25％ 

その

他 

2% 

はい 

100% 

はい 

15% 

いい

え 

85% 
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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 9 　入所希望に対しては、その都度空き状況を確
良い 4 認しできるだけ見学していただいたうえで、家族
普通 2 や本人の意向により決定しています。
少し悪い 0 　施設によって生活支援のサービス内容に差が
悪い 0 ありますので、事前によく説明を受けられること
無回答 0 をお勧めしています。

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、高い評価
十分聞く 125 を受けました。
まあまあ 6
普通 5
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 1 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 77
いいえ 58
無回答 2

　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 59 良い評価をいただき、昨年と同じでした。
良い 15
普通 1
少し悪い 1
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 1 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？
　93％の方が「満足」「大変満足」と回答されま
した。

大変満足 66
満足 62  今後も利用者様・ご家族様と十分話し合いな
普通 8 がら、より満足度の高いサービス計画ができ
少し不満 0 るように支援していきます。
不満 0
無回答 1

＜ご意見＞

・別にありません。　　　　　　・特になし（ない）。(５名） ・ない（なし）。（３名）

・特にありません。 ・現在は特にありません。

・十分支援してもらっています。

・現状のままで結構です。

・ショートスティ。

・私がいない時のとまりを希望します。

・施設に入ってて家に日中帰りたい（少しの時間）と思った時とかに利用出来る介護タクシーとかのサー

　ビス利用。

・義母のリハビリ的な充実。

・状況に応じた相談にのっていただき感謝しています。

・ＴＶゲーム等を取り入れていただきたい。

・自分でできなくなった時は、ヘルパーさんにもう少し協力してもらいたいと思っている。

・その都度必要な支援の提案をして頂くので特にありません。

・災害がありそうな台風の季節に預かってもらえるならと思います。私一人なら町内の決まった場所で

　いいと考えます。

◆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＞

・ありがとう ・特にありません ・特になし ・なし ・ありません

・満足です(2名） ・良く聞いてもらって良かった ・別になし

・家族の希望を上手く伝えていただき、ありがたく思っています。

・こちらの要望にそった内容であり、一番に優先して考えてくださるのが利用者である私の母の事です。

　会議を終えた後もそれぞれに母の様子を気づかってくださるのが伝わってきます。

・話をちゃんと聞いていただいています。

・別にありませんと書きましたが、私がいない時１泊～２泊の泊りを要望します。

・非常にていねいにこちらの意見を聞いてくれる。

・特になし。ありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。

・よく話を聴いてくださっていると思う。

・書類の提出や説明などもわかりやすく話していただいています。

・十分に話し合いをしていただいていますので、特に問題ありません。

・綿密な目標をたててあり、こちらでも目標を達成できるよう頑張りたいと思います。

・利用者本人主体のいい話し合いが出来ていると思います。

・話しやすい雰囲気でよかったです。
・本人によりそってお話や言葉掛けをしてもらうので安心しています。

大変満

足 

48% 
満足 
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普通 

6% 
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1% 
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・あたたかい心づかいに感謝しております。これからもよろしくお願い致します。

・分かり易く説明して頂いて満足しています。

・十分満足しています。

・よく話を聴いてくださっていると思う。対応してもらっている。

・こちらの状態を良く考え希望にそうようにしていただき満足しています。

・認定の更新時、家族の気付かない所まで補足していただいて大変助かっています。

・利用するであろう全施設の方々の調整され、今後の事まで考え、まとめられスムーズに会議おこなわれ

　ています。

・忌憚のない意見交換ができております。

・家族が（身内）いない為、甥と嫁で対応してますが、2人共仕事をしている為出席ができず、その旨ケア

　マネさんへ伝え理解していただき色々ご迷惑おかけしてます。情報提供をしていただき安心してます。

・話しやすく困った事など心身に聞いていただき、改善策を考えてくださり助かります。

・しっかり把握してもらっているので安心しています。

・良くしてもらっているので特にありません。デイサービス等業者さんやケアマネジャーに良くしてもらって

　被介護者が元気になっています。

・短時間に的確に進行されていると思います。

・以前、杖のおためしをして頂き感謝しています。普段家族には言わない事でも会議の時は話すので

　本人の本言が聞けてよかったと思います。

・いつもていねいに色々な提案、父の事を教えて頂いてすごく助かります。いつもありがとうございます。

・本人の状況がよく分かり、家族の要望も伝えられるのでたいへん有益である。

・和やかな雰囲気でよいと思っています。

・書類が多すぎる。

・いつも良くしてもらっています。

・色々な話を聞いていただくので非常にいいと思います。

・遠慮なく話せるし、それぞれの立場で話をされ、とても満足しています。

・有意義な会議で有難いです。

・その時の状態など詳しく聞いて頂き、安心しています。

・今回あさひ園の担当者が出席しなかった。　　

　→関係事業所はできるだけ出席していただけるように調整しています。都合で出席できない

　　ときもありますのでご了承ください。その際には事業所からの報告をいただくようにしています。

◆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＞

・よい（２名） ・ない（２名） ・なし（７名） ・よくしてもらいます

・特になし（６名） ・今のままで良い ・今のままでいいです。

・特にありません（６名） ・特に問題ありません。

・現在の時間帯で可 ・現在で充分 ・ありません

・要望を十分に聞いていただいているので問題はありません。

・訪問時に翌月の日時を決めるので、お互いに都合がいいと思います。

・仕事に支障のない時間に対応してもらっているので助かります

・前もって電話があり、都合をきいてくれるのでこのままで良好です。

・施設入所の為、ケアマネさんから施設へ連絡していただいています。

・こちらの意見を良く聞いてもらっています。

・本人や家族の要望など可能な範囲で聴いてもらえてよいと思います。

・色々と親身になって聞いてくれるのでうれしい。

・体の状態等よく把握されており満足しています。
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・毎回こちらの時間に合わせて頂いてますので助かります。

・こちらの都合に合わせていただけるのでたすかります。

・私がなかなか時間がないので、義母達の都合に合わせて来ていただいてるので有りがたい。

・丁度良い。１ヶ月間の出来事や変化を話す。良く聞いていただいております。又、いつもお帰りの際

　「何か困られる事があれば云って下さい。」と一声あり感謝で一杯です。

・当方の時間に合わせてもらえるので助かります。

・食事の前後の時間は、話す時間がない。（朝食：７時００分　昼食：１１時３０分　夕食：４時３０分）

・必ず時間の都合を確認していただき時間を設定して下さるので助かります。

・現状　充分です。

・自分たちの時間に合わせて来てくれる。

・いつもこちらの都合に合わせてもらっています。

・電話をしての訪問なので良いです。

◆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 94
満足 36
普通 7
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 0 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 40
良い 67 　毎回楽しみにしていただいていることが伺え
普通 24 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
悪い 0 く充実した紙面作りに努力したいと思います。
無回答 6

＜意見＞

・職場の仕事量を減らすためには「居宅たより」を発行しなくてもよいと思う。

・もう少し職員の方の名前を知りたい。送迎をしてもらってもなかなか名前がわからないので居宅たよりで

　紹介してほしい。（年に１回くらいでもいいと思いますが）

・良く出来ています。ページがあってもよい。（写真も多量であってもいい）

・いつもたのしく見ます。　　　　　　　　　　　　　　　　・いつも楽しみに読んでいます。

・文字が読みにくい時がある。

・文字も大きくて読みやすいし色もカラフルできれいで見やすい。

・いつも楽しく読ませていただいております。

・朝の１０時ぐらいがいいです。

・カラー刷りで美しく、分かりやすいです。

大変

満足 

69% 

満足 

26% 

普通 

5% 

大変

良い 

29% 

良い 

49% 

普通 

18% 

無回答 

4% 
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・利用者本人が見てもわかりやすい、読みやすいようです。季節の話題も取り入れてあって良いと思い

　ます。

・カラフルでみためも良く、読みたくなります。

・必ず見せてもらってます。頭の体操は（クイズ）楽しみにしています。

・毎月訪問時に持参されますので拝見させて頂きます。園の状況、特に行事など楽しそうに入居の方の

　表情が良く園内での生活が楽しんでおられるのだと思います。

・内容もわかりやすく、写真もたくさん載っているので見る方も楽しみにしています。

・オリーブの会についておしえてほしい。 →問１２をご参照ください(下記）。

　「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 25
同居家族 79
別居家族 33
その他 3
無回答 0

◆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 79 　「オリーブの会」については、少しづつ
いいえ 46 周知の数が上昇し、広く知ってもらえるよう
無回答 12 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。

＜介護する上で困っていること＞
・なし（９名） ・別になし ・今はなし ・特にない ・今の所ありません（2名）

・いつも聞いてもらっています。 ・特にありません（２名）

・今のところ困っていることはありません。 ・現状では特に有りません。

・注意事項を良く聞かない。

・こちらの言う事を聞いてくれない時が困ります。

・店からの買い物が非常に不自由な時がある。

・見やすい。

・情報（内容）豊富で誰が読んでも楽しめると思います。

本人 

18% 

同居

家族 

56% 

別居
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24% 
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答 
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・困り事がある時はケアマネジャーさんに相談しています。

・本人は在宅を望んでいるようだが、介護者として在宅介護をやりくりできるのか不安です。

・トイレをうまく使ってくれなくなってきました。介護パンツにたよりきりになってきました。ベッドやシーツを

　汚す事が多くなってきました。

・こちらの言う事の意味が分からない様です。ですから自分の都合で動きます。どの様に話しても返事だけ

　はします。トイレも汚したのさえ分からない様で困っています。

・被介護者がわがままなこと。トイレをすすめても理屈を言っていうことを聞かない　困ったものです。

・現状から進行をただ見守っているしかないのか？維持改善方法はないものかな～

・目が悪いので、時間が分かりづらいようです。外が明るいのか暗いのかもあまり分からないようなので、

　１日の時間割をきちんとしたいと思っています。

・介護するという事は、お金が必要だという事　実感しています。

・まだまだ先が見えない親の介護に介護する（と言っても会いに行くだけですが）子供世代も中高年令

　になり体力つけなんなぁ～としみじみ思ってます。

・想像を超える行動をすることがよくあるため、おどろくことが多い。

・特にありません。楽しくお互いにがんばります。よろしくお願いします。

・金銭で支払いの捻出のため、仕事を掛け持ちしているので、体がすごく辛い事があります。どうにか

　なればと思います。

・夜中のトイレの回数が多いこと。着替える音に眼がさめてしまって・・。自分のいらだちに困っています。

・希望する入所にながびくので早く進んでほしい。

・切迫した問題はありませんが「認知症」による記憶障害が徐々に増えてきていますので、今後の状況

　しだいでは入所を考慮した対応を考えないと・・・と思っています。

・午前と午後からの言動が差がありすぎて、気が重い時があります。

・私自身が短気なので母に対してイライラしてしまい、やさしい事がが少ないといつも反省しています。

・認知症にて時折暴言があり一時的に感情的になる事。病気がさせているのだからと考えを変える様に、

　すぐに出来ない事。

・返事をするのはとてもものわかりの良い様にとられるが、実は全く理解できていないので実際色々

　大変な事が多い。目を離せないので、行動が制限される事が多いので、時々ストレスと感じてしまう。

　(介護側）→たまにこちらの口調が強くなってしまうことがある。

・本人が出来る事は何でもさせていますが、時々必要以上に物事をする時があるので心配です。

・洗面、手洗い等指示しないと行わないが、、指示すると不機嫌になる。一日の大半を寝て過ごす事が

　多い。

・しだいに普通食が食べれなくなりましたが、介護食の変化の対応が全くわからずいろいろ自分なりに

　やっています。何か個人差とは別に介護食のマニュアルを知る方法はないでしょうか？

　　方法を考え、専門につなぐこともできます。

　介護をする上で困っておられることは、認知症の対応のこと、排泄の問題、経済面の心配、介

護者のストレス等、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＞
・なし（５名） ・ない(２名） ・特になし ・お世話になっています。

・別になし ・特にありません（３名） ・今の所なし ・現在のままで結構です。

・いつもありがとうございます（３名） ・ありがとう（２名）

・現在トイレも自分で行ってますが、寝たきりになったらとか心配はありますが、今困った事はありません。

　→食事形態や飲み込みについての相談も担当のケアマネジャーにお伝えください。一緒によい

・介護人のストレスを感じています。でも、自分でできるだけストレスを感じない様に努力しています。
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・伝えているので、特にない。 ・特にありません。いつもお世話になります。

・いつもやさしい心づかいありがとうございます。これからもよろしくお願い致します。

・ケアマネジャーさんの○○さんは大変面倒見が良い。

・お世話になります。これからも宜しくお願いします。

・日頃からとても感謝しています。

・とても親切にしてもらっています。

・いつも親身になり動いてもらっており感謝しております。本当にお世話になっております。ありがとう

　ございます。

・こちらの要望を聞いて何がいいのか、どういうふうにしたら一番いいのかよく考えてくださいますので

　とても助かっています。これからもよろしくお願いします。

・ケアマネジャーさんには、度々サービスの内容の追加、変更のお願いをして申し訳なく思って居ります。

　いつも快くスピード感をもって対応して下さいます。とても有難く感謝の気持ちでいっぱいです。これ

　からも宜しくお願い致します。

・介護する中で色々困った事など親身になって聞いてくださり助言もいただきいつも感謝しています。

・Ｏ・Ｈの娘です。〇〇さんには本当にお世話になって助かっております。精神的にまいる時があります

　が、お話を聞きますとほっといたします。ありがとうございます。あさひ園の皆様ありがとうございます。

　助かります。

・あさひ園の介護支援員、職員、皆様に感謝しております。ありがとうございます。

・大変良いケアマネジャーさんです。

・なんでもケアマネさんに任せっきりで大変申し訳なく思います。今後共よろしくお願い致します。

・いつも利用者の事を考えて話し合いながらして下さるのにやめたりして心苦しいです。でもいやな顔も

せず、他にできそうな事など考えて下さいます。本当にありがたいです。これからもよろしくお願いします。

・日頃から色々な話に耳を傾けて頂き感謝しております。
・明るく良く話をきいてくれて満足しています。〇〇さんいつまでも担当でいて下さい。
・担当は〇〇です。対応も良く本人の事、家族の事や困っている事など傾聴の姿勢で聴いてもらってい

　ますので、大変助かっております。優しいケアマネ担当の方で感謝感謝です。訪問は我家だけでなく

　他にも訪問されなければいけないのでしょうがゆっくり笑顔でお話を聞いてもらっていますので、今後も

　継続して担当が変わる事がない様宜しくお願い致します。（Ｓ様）

・特に問題がないので「今後は・・・」と思うことで期待しています。

・いつも優しく対応していただいています。穏やかな母なので、私達家族もまあのんびり介護できて感謝

・とっても良く対応して頂いてます。これからも宜しくお願いします。

・特に要望はない。（現状の対応が非常に良い）

・上手に母と話をしてもらっていますが母の方がガンコで言う事を聞いてくれません。

・いつも色々話を聞いてもらって助かっています。

・とても良い方で家族も喜んでいます。

・利用者本人も私もケアマネジャーさんに会えるのを楽しみにしております。

・困った事があればいつでも連絡下さいといつも言ってくださるので大変心強いです。

・いつも相談にのってもらって助かっております。

・介護をする家族の負担が少なくなるようにいろいろな提案をしてくださったり、心配事の相談にものって

　もらっています。助けていただき感謝しています。

・対応が早く大変助かっています。これからもよろしくお願い致します。

　しています。

・これから先もお願いします。

・ホームに対する不満等、直接言いにくい面をカバーしていただいておりたすかっています。

いつも笑顔で対応してもらい、安心してお任せすることができます。
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 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 
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