
ご利用者・ご家族各位                        平成 29年 10月 

 

                               社会福祉法人あいの土山福祉会  

                               ケアプランセンターエーデル土山 

                               管理者    飯塚知恵子 

 

平成 29年度 ケアプランセンターエーデル土山 満足度調査 結果について 

 

平素は当事業所をご利用いただきありがとうございます。 

この度はお忙しい中、満足度調査にご協力いただきありがとうございました。 

遅くなりましたが、集計結果をご報告いたします。 

 

   調査期間   平成 29年 6月～7月 （利用開始２か月以上経過した方対象） 

   配布数     95件 

   回収      58件     回収率    60% 

 

調査結果 

 

設問 

 

Ⅰ：ケアマネージャーは言葉使いや身だしなみなどきちんと出来ていますか？ 

① 出来ている  ② まあまあ出来ている  ③ あまり出来ていない  ④ 出来ていない 

 
③  ④ とお答えになった方はどのようなところでお感じになったかお教えください 

（                                       ） 

  

出来ている

79%

まあまあ出来て

いる

21%
あまり出来ていな

い

0%

出来ていない

0%

言葉使いや身だしなみについて



Ⅱ：ケアマネージャーは話しやすい環境を作れていますか？ 

① 作れている  ② まあまあ作れている  ③ あまり作れていない  ④ 作れていない 

 
③  ④ とお答えになった方はどのようなところでお感じになったかお教えください。 

・最近、お会いできていません。電話で先月末にお話しさせていただき、ほとんど電話のみで、私から出向かな

いとお会いできません。 

 

Ⅲ：ケアマネージャーは介護保険制度などについてわかりやすく教えてくれますか？ 

① 教えてくれる ② まあまあ教えてくれる ③ あまり教えてくれない ④ 教えてくれない 

 
③  ④ とお答えになった方はどのようなところでお感じになったかお教えください。 

・勉強不足との感がある。 

・ゆっくり会話する事がないからか。 

・聞いたら教えていただけると思います。 

・介護保険制度が話題にならない。 
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か



Ⅳ：ケアマネージャーはご本人やご家族の生活状況をきちんと捉え総合的な観点からケアプランが作成されてい

ると思いますか？ 

① 作成されている ②まあまあ作成されている ③ あまり作成されていない ④作成されていない 

 
③  ④ とお答えになった方はどのようなところでお感じなったかお教えください。 

 

Ⅴ：介護保険サービスの利用にあたりケアプランにはご本人やご家族の意向が反映されていますか？ 

① 反映されている ②まあまあ反映されている ③あまり反映されていない ④反映されていない 

 
③  ④ とお答えになった方はどのようなところでお感じになったかお教えください。 

・近くでのリハビリほか 
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Ⅵ：介護保険サービスを利用するようになり、ご家族の生活に変化はありましたか？ 

① 変化があった  ②まあまあ変化があった   ③あまり変わらない  ④変わらない 

 
  上記の回答に対し、どのような点かお教えください。 

・家族の自由な時間と安心していられる事が助かります。 

・独居老人ですが安心して任せられます。 

・時間が取れるようになった。 

・デイサービスの時間は安心していられる。 

・心に少しゆとりが出来るようになりました。 

・家の中に余裕の時間が出来たように思います。 

・痴呆もあり利用していると言う現実が把握できていないのではないかと思います。週 1回の入浴は有難いで

す。 

・サービス利用している時間帯は安心して他の仕事が出来ます。 

・家の中にいるより気が晴れそう。 

・利用者、家族ともストレス軽減になっていると思います。 

・家の用事がある時は「おじいさん、どうしよう」と場所によっては連れていかれない、そのような時助かり

ました。私自身、時間に余裕が出来たように思います。（ショッピングに行く時間など） 

・自分の時間が少し持てるようになった。 

・生活の基本姿勢が介護中心であるから、少し負担が軽減されている点。 

・家族が重い物の移動など手伝ってくれます。 

・サービスを利用している間は家族は少し自分の事を振り返ったり出来ており、ゆとりが出来たと思います。 

・風呂、食事の準備がしやすくなりました。 

・少し耳が遠いので、そばへ来て話してくれます。 

・ひとり暮らしなので変化ない。 

・週 1回ですが、私の自由の時間が出来てうれしいです。 

・介護に負担のかからない様にプランを組んでくださり助かっています。 

・ほっとする時間が持てる。外出が安心して出来る。 

・デイサービスを利用してもらっている間は、家族のストレスが少しでも軽減出来るから有難いです。 

変化があった

49%

まあまあ変化が

あった

32%

あまり変わらない

17%

変わらない

2%

ｻｰﾋﾞｽ利用にあたりご家族の生活に変化はあり

ましたか



・自由な時間が作れるようになった。 

・（この設問に対して）どう記入したら良いのかわかりづらい。（Ⅶ同様） 

・お風呂の介助をして頂いているので安心していられる。 

・行った日は良く寝る。 

・介護側の気持ちが少し楽になりました。 

・毎日安心してお願い出来るので、家族は心配なく平常通り出来ます。 

・時間に余裕ができ、掃除、買い物が落ち着いて出来る 

・介護者の負担が減った。デイサービス、ショートステイの利用の間に家事をしたり心身を休められるように

なった。 

・自分の時間が出来た。 

・自分の時間がもてるようになった。 

 

 

Ⅶ：介護保険サービスを利用するようになり、ご本人の様子に変化はありましたか？ 

① 変化があった  ②まあまあ変化があった  ③ あまり変わらない  ④変わらない 

 
  上記の回答に対し、どのような点かお教えください。 

・元気にサービスを受け喜んでいます。 

・しっかり考えられるようになりました。 

・サービスに行く事が日常となり、規則正しい生活が送れている。 

・デイサービスを受ける事で意欲や 1週間の生活リズムに張りが出ている。 

・本人は介護保険が理解できないため 

・行く時の衣装などに気を使うようになった。 

・レクレーションの参加等、確認してもあまり覚えている事がない。私たちに伝わらなくても本人の 

内で楽しい 1日だったと思ってくれていたら嬉しいです。 

・最初はリハビリの成果が出ていましたが、入院を機に逆戻りしてしまい、最近は行きたがらない。 

・今までは行くのはあまり気が進まないようでしたが、この頃は気分の良い日は出かけていくようになった。 

・お泊り（家では温泉と言っている）に行く時は「靴、鞄、お金を用意してくれたか？」「髭はこれで 

良いか？」など自分の身なりを気にするようになった。（忘れている時も時々あるが…） 

変化があった
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まあまあ変化が

あった

33%

あまり変わらない
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変わらない

4%

ｻｰﾋﾞｽ利用に当りご本人の様子に変化はありま

したか



・自分から好き好んで行っているのではないので…。 

・自宅では一人で過ごすため、積極的にデイサービスに出かけている。特に人と話が出来る機会があるため。 

・体調が少し楽になりました。 

・生活の一部となり楽しく通っている。 

・毎回行くのを楽しみにしています。 

・やさしくしてくれます。家中で見てくれるようになりました。（ご本人） 

・まだお世話になったばかりでわからない。 

・専門的な方に教えてもらったりリハビリをしていただいたりして、だいぶ自分の事が出来るようになりました。 

・お迎えの時間までに出かける身だしなみが出来るようになった。 

・認知が進んでいるのかサービスを受けている間、気持ちを抑えている分、家にいる時に家族に感情をあらわに

する事が多いように感じる。 

・動きが軽くなった。 

・デイサービスから帰ったあとも、あまり変わらない。 

・デイサービスで友達が出来て、励みになっていると思う。 

・自分中心に話をする。お金の話を良くする（同室の人などに聞くのか？） 

・週 1回ですが行く気になっている。 

・時々行っている事を忘れています。お世話になっている時は楽しく過ごせているので、その時でもありがたい

です。 

・身体を動かす事への向上心が増した。 

・たくさんの人と話が出来、とても楽しみにするようになった。明るく笑っている。 

・生活にリズムができた。家族以外の人と関わっている時、元気な気がする。 

・出かけるという意識は出来た。（毎日行くつもりしていますが…。） 

・自立できるようになった。 

 

Ⅷ：ケアマネージャーはご本人やご家族の苦情や相談を良く聞き、満足のいく対応をしていますか？ 

① 対応出来ている ②まあまあ対応出来ている ③あまり対応出来ていない ④対応出来ていない 

 
  

対応出来ている
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まあまあ対応出来
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あまり対応出来て
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対応出来ていない

0%

苦情や相談の対応について



③  ④ とお答えになった方はどのようなところでお感じになったかお教えください。 

・今、ケアマネージャーが替わって、あまり相談もしていないので。 

・お忙しいのだとは思いますが、いつもせわしない印象を受けます。もっとゆっくりとじっくりと話を聞いても

らえると有難いです。特に電話の時、まだ話したいことがあるのに切ってしまわれそうに感じます。（交代希望

を出すか思案中です） 

・本人の気持ち、お家の状況を考えて対応してもらっています。 

 

  ③  ④ とお答えになった方、ケアマネージャーの交代を希望されていますか？ 

        ◎ は   い            ◎ い い え 

・まだわからない 

 

Ⅸ：その他   お気づきの点がありましたら自由にご記入ください。 

 

・老々介護で疲れるので大変助かっています。今後ともよろしくお願いします。 

・話しやすいのでケアマネを交代しないでほしい。 

・いつもお世話になりありがとうございます。これからもよろしくお願いします。 

・デイサービスでの 1日の状況が良くわからない。ハンドブックのセンターよりの欄にほとんど記入がない 

・いろいろ教えていただいて介護を楽しく、また本人にも元気を与えてもらっているので助かっています。これ

からもよろしくお願いします。 

・年々介護の情勢が変わるので、いろいろと教えていただきたいです。介護料の負担が（ショートステイの時）

上がってきています。なるべく抑えていただきたいです。 

・今回、突発的な事故で（介護者が）入院する事になった時尽力いただいたこと感謝しています。今は綱渡り的

な状況です。退院後（介護者の）、自宅での入浴介助はしばらく無理と思いながら、週 2 回程度お世話になりた

いと思っています。 

・いつもお世話になりありがとうございます。ケアマネージャーさんと月に 1度、家族、本人でお話しできるの

を楽しみにしています。 

・ケアマネの事ではありませんが、持って行った座布団を他の椅子に移して他の人を座らせたと家に帰ってぶつ

ぶつ文句を言っていました。そういう時は本人に声掛けをしてからにしてもらえると本人も納得すると思いま

すので、よろしくお願いします。 

・私にとっては納得のいく説明をしてくださいますので、大変助かっています。 

・4年前に亡くなった母からお世話になり、もう 7.8年お世話になっております。いつも穏やかな物腰で迅速な

対応感謝しております。 

・いつもお世話になりありがとうございます。 

・私は耳が聞こえにくいのでケアマネの声ははっきりと物を言ってくださるので良くわかります。気楽にお話が

出来て良い人です。 

・本人や介護者にあった情報を教えてほしい。 

・お尋ねした事やお願いした事に電話での返事がすぐにほしい。 

・一寸、物忘れが出て来たし、自分を良く見せて話をする。怒りっぽくなる事がある。（自分の意に合わない話

で） 

・来てくれるのを待っているようです。いつもありがとうございます。みんな親切です。 

・デイサービスを変更してから行きたくないと言わないので、手配をしてもらえて有難いです。大きな変化もな

く毎月同じなのでケアマネさんに会ってお話する事もなくても良いのですが、他のケアマネさんの事を聞くと



家族に会って書類も持ってきてくださるそうですが、私は家にいないので無理だと思います。勤務先が近いの

でいつも私から計画書を取りに行くのはどうかな？と思います。このアンケートも今月の予定表も息子（主介

護者以外）に渡して、私には何も連絡ありません。お世話になって申し訳ありませんが、こういうものなので

しょうか？ 

・事業所の都合でケアマネが交代し、不慣れな事も多々あると思いますが経験と努力、わからない事は上司に聞

いて頑張ってください。聞くは一時の恥、知らぬは一生の恥、と考えています。いつもありがとうございます。 

・担当ケアマネージャーさんと直接お会いできていないのであまりわからない。 

・いつもお世話になりありがとうございます。しっかり対応していただいて助かっています。これからもよろし

くお願いします。 

・介護の状況を話すと「それは大変ですね」とは仰ってくださいますが、「心底そう感じて、大変だと思ってくだ

さっていますか？」と感じる事があります。ちょっとした言葉の言い方や話す時の雰囲気だとは思いますが…。

こちらの気持ちが沈んでいたり追い詰められている時にはつらいです。受け取り方が悪いのかもしれませんが

…。先日デイサービス利用日の変更をお願いしたところ、間違って事業所へ連絡されていました。家族が留守

になる等の理由でデイサービスの利用をさせてもらっているので、間違いのないようお願いしたいです。以前

には担当者会議の時間も連絡ミスがありました。 

・デイサービスでの事は自分から何も言われませんが、ケアマネージャー様やデイサービスのスタッフ様からの

お話しで楽しく過ごされているようで喜んでおります。以前のように「行きたくない」と言われないのは皆さ

ま方のご苦労のおかげだと感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。 

・我が家はふたりお世話になっています。スタッフの方、どなたも親切に対応してくださるのでありがたく思っ

ています。 

 

 

 

                        お忙しいところ ありがとうございました。 

 

 

 

※お忙しいところ、いろいろとご記入いただきありがとうございます。 

 

ケアマネージャーは、1名につき、要介護 1～5の方を 30名ほど、要支援 1.2の方を 5～10名程度担当さ

せていただいています。要介護 1～5の方は基本月１回以上、ご自宅へお伺いし、来月の利用票のご提示、ご本

人の状態確認（ご本人に直接お聞きしたり介護者の方に聞き取ったりします）、そして介護者の方の困りごとな

ど聞かせていただくことになっています。その際、ゆっくりとお話を伺えていないというご指摘をいただきまし

た。今後は各ケアマネが時間の余裕を持ち訪問させていただくように心がけてまいります。また突然お伺いする

事で、ご迷惑をかけている場合は、どうぞご遠慮なく仰ってください。日程調整し訪問させて頂く事は出来ます

ので、予めお電話をいただけると有難いです。 

要支援1.2の方につきましては、2～3ヵ月に１回以上は訪問し、ご本人の状況を確認させていただいています。

随時お電話でも様子を伺うようにしています。 

またケアマネージャーに対して苦情がございましたら苦情相談窓口を設置しておりますので、いつでもお申し出

ください。またケアマネの交代は可能です。いつでもご相談ください。 

 

 



介護保険制度についてですが、多くの方がご存知の通りめまぐるしく制度が変わっています。その中で私たち

専門職も勉強不足となっている点は否めません。今まで以上に外部研修に参加したり当事業所内でも勉強会を実

施したりするなどして、利用者の方々にわかりやすく介護保険制度を説明できるようにしてまいります。少しで

も分からない事などございましたら、いつでもお問い合わせください。また介護保険制度以外の事も関係機関の

ご紹介などさせていただきます。 

 

土山地域（特に鮎河・山内地区）は甲賀市でも中心部の水口より離れている事もあり通所リハビリテーション

事業所が少なくなっています。（事業所数も少ないが、送迎区域に入らない事が理由）そのためデイサービス内で

のリハビリテーションを強化してもらうように働きかけたり訪問リハビリテーションのご提案をさせて頂いた

りしています。介護保険サービスでご希望がありましたら、ケアマネまでお知らせください。甲賀市内でサービ

スの偏りがないように声を上げていく事もケアマネの大切な業務です。ご利用者・ご家族の方のお声をぜひお聞

かせください。 

 

サービス利用を開始してからのご家族の変化としては、やはり自由な時間がもてるようになったと言っていた

だいています。それでもデイサービスやショートステイの利用中でも、具合が悪くなれば電話がかかり、台風な

どがあればサービス事業所の営業がなくなる等、気の休まる時はないのでないでしょうか。介護負担が大きくな

ってきた場合は、現状のサービス以外にも利用できるサービスをご提案できるかもしれません。まずはお電話い

ただきましたら、ご相談の時間をとらせていただきます。担当以外のケアマネでも伺う事は出来ますので、まず

はお電話をお願いします。（8 時半～17 時  0748－66-1920） 

 

ご利用者の方の変化として、あまり感じないというご意見もありますが、明るくなった、身支度の意識が出来

てきた等、良い事もあるようです。認知症で、すぐに忘れてしまわれる方も「楽しかった」という感情は覚えて

おられます。少しでも楽しい時間を過ごしていただく事で穏やかに生活できるように考えてまいります。ご本人

にあったサービスを、ご家族の意向に添ったサービスを検討します。またサービス提供事業所への苦情など直接

言い難い場合など、ケアマネが代わりに話をさせていただきます。ケアマネは各サービス提供事業所から、ご利

用者の利用状況を確認し、計画通りに運んでいるのか、プランは適正か、などご利用者全員のモニタリング（プ

ランの見直し）を毎月行なっております。 

 

お困り事やご依頼事に迅速に対応出来ていない事があり、ご迷惑をかけ大変申し訳ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご家族の方は介護や仕事でお忙しい中、お電話や来所していただいている事を忘れず、こちらも業務に

取り組んでまいります。また日付や時間の間違いはもってのほか、複数回確認し間違いをなくします。 

＜ 当事業所への連絡方法 ＞ 

 

 8 時～17 時（ケアマネ不在時も事務所にはエーデルの職員が出勤しています。内容を伝えてくださ

い。） 

 0748-66-1920 （直通） 

 緊急時 

 17時～翌 8時 （3名のうちのケアマネいずれか 1名が電話対応いたします。） 

090-6967-5560 

すぐに出られない事もありますが、折り返しお電話させていただきます。 

日中は携帯電話を持って出ている事もありますので、出来るだけ直通の固定電話にお電話していただく

方がありがたいです。 



 

ご記入いただきました内容は、忘れる事無く今後の業務に生かしてまいります。また研修や勉強会に積極的に参

加し、ケアマネの資質向上に努めてまいります。 

ご利用者・ご家族が安心して、ご自宅で過ごしていただけるように、話しやすい環境作り、信頼関係を築いてい

けるようにしていく所存です。 

今後とも、ケアプランセンターエーデル土山をよろしくお願いしたします。 

 

 

 

                               ケアプランセンターエーデル土山 

                               管理者    飯塚知恵子 

                                      0748-66-1920 


