
平成30年度　「福島市との懇談会」アンケート

職種

1 居宅介護支援事業所 会員 良かった

丁寧な説明でよかった。

認定調査の流れをもう少し知

りたかった。（忙しい中やっ

ているというか、どういう風

に忙しいのか？）

良かった

行政の苦労がわかった。残

業、月初集中など、認定調査

で気になっていることを言え

た。

研修会・ケアカフェ 未記入

2 居宅介護支援事業所 会員 良かった 未記入 良かった 未記入 ケアカフェ 未記入

3 居宅介護支援事業所 会員
まあまあ良

かった
未記入

まあまあ

良かった
未記入 未記入 未記入

4 居宅介護支援事業所 会員 良かった 未記入 良かった 未記入 研修会 未記入

5 居宅介護支援事業所 会員
まあまあ良

かった
未記入 良かった

行政の方は、少し怖いイメー

ジでしたが、皆さん良い人ば

かりで安心しました。

研修会・オレンジフェスタ・

懇親会
未記入

6 居宅介護支援事業所 会員 良かった
各部署からの報告等が分かり

やすかった。
良かった

各グループでざっくばらんに

話ができて良かったです。
研修会・ケアカフェ・懇親会

今回のような機会がもっとあ

るといいと思います。

7 居宅介護支援事業所 会員
まあまあ良

かった
未記入 良かった

行政側の大変さを知れて良

かった。また参加したい。
研修会・懇親会 未記入

8 居宅介護支援事業所 会員
まあまあ良

かった
未記入 良かった 未記入 研修会

お疲れ様です。お互いに頑張

りましょう。

9 居宅介護支援事業所 会員 良かった 未記入 良かった
顔を合わせることは大事だと

思いました。

研修会・ケアカフェ・懇親

会・オレンジフェスタ
未記入

Ｑ３「行政とケアマネのWin-Winの関

係とは」の感想

出席者…45名（内、市役所7名）　、アンケート回答率：66.7％           H30.11.16(金)開催

Ｑ２「ともに作っていく地域包括ケア

システム」の感想

Q４あなたが参加したいケ

アマネ協議会のイベント
Q５福島市への質問

Ｑ１プロフィール



10 居宅介護支援事業所 会員 良かった 未記入
まあまあ

良かった

話し合うまえに話題提供が欲

しかったです。行政の方への

質問攻めになってしまった。

研修会 未記入

11 居宅介護支援事業所 会員 良かった 未記入 良かった
市の方が優しい方で良かった

です。
研修会 未記入

12 居宅介護支援事業所 会員
まあまあ良

かった
未記入 未記入 未記入 未記入 未記入

13 居宅介護支援事業所 会員 良かった 未記入 良かった

やはりコミュニケーションっ

て大事だなーと思います。な

ごやかな雰囲気でお話しでき

て良かったです。

研修会・ケアカフェ・懇親会 未記入

14 居宅介護支援事業所 会員 良かった
課長の思いが伝わってきてよ

い話だった。
良かった

加算のことや、負担割合のこ

となどお互いに疑問が解消で

きた。

未記入 未記入

15 居宅介護支援事業所 非会員 良かった 未記入 良かった 未記入 研修会・ケアカフェ 未記入

16 居宅介護支援事業所 非会員 良かった

今日が初めての参加でした

が、大変勉強になりました。

特に市の方たちのお話も聞け

て、今後の業務に生かしてい

きたいと思っています。ま

た、他事業所のケアマネさん

たちの意見もとても参考にな

りました。

良かった 未記入 研修会 未記入

17 居宅介護支援事業所 非会員 未記入 未記入 良かった

お互いがお互いの業務内容が

見えないと効率化は図れない

のではないかと感じた。

研修会・懇親会 未記入



18 居宅介護支援事業所 非会員
まあまあ良

かった
未記入 良かった 未記入 研修会

いつもお世話になっておりま

す。今後も高齢者のため共に

よろしくお願いいたします。

19 居宅介護支援事業所 非会員 良かった 未記入 良かった 未記入
研修会・ケアカフェ・オレン

ジフェスタ
未記入

20 居宅介護支援事業所 非会員 良かった 未記入 良かった 未記入 研修会・オレンジフェスタ 未記入

21 居宅介護支援事業所 非会員
まあまあ良

かった
未記入 良かった 未記入 ケアカフェ 未記入

22 居宅介護支援事業所 非会員 未記入 未記入 良かった
まだ、ケアマネカフェになれ

ていないので、緊張しました
研修会・ケアカフェ 未記入

23 居宅介護支援事業所 未記入
まあまあ良

かった
未記入

まあまあ

良かった

いろんな意見を聞けて参考に

なりました。
未記入 未記入

24 居宅介護支援事業所 未記入 良かった

包括の方の参加が少なくて

がっかりした。時間を日中に

してほしい。

良かった
生の声が聞けて、参考になっ

た。
研修会

要望

認定の結果は教えてほしい。

月初めに、居宅ごとにＦａｘ

を送って10日ごろ、審査会日

程を返信してもらうのはどう

か？介護保険証なくす方も多

く、担会日程も組みたい！

25 居宅介護支援事業所 未記入 未記入 未記入 良かった

市職員さんの経験等、生の声

を聴くことができてとてもよ

かったです。上からの文書で

はなく、わかりやすい表現も

大切と思います。

研修会・リレーフォーライフ 未記入



26 地域包括支援センター 会員 良かった 未記入 良かった

市の方の現状もお聞きできて

よかったです。また、他のＣ

Ｍの方の日々のお話聞けて良

かったです。

研修会・ケアカフェ・懇親会 未記入

27 地域包括支援センター 会員 良かった 未記入 良かった 未記入 研修会
話し合い、相談し合う関係づ

くりもっと必要

28 地域包括支援センター 未記入
まあまあ良

かった
未記入 良かった 未記入 ケアカフェ 未記入

29 行政職 未記入 良かった
ケアマネの方のご意見を直接

聞けました。
良かった

建設的な話し合いができまし

た。
ケアカフェ・懇親会 未記入

30 その他 会員 良かった

・市の現状など詳しく聞けて

良かった。

・質問への答えを誠実に答え

てくださりありがとうござい

ます。

良かった
改めて介護保険業務効率化を

考えるきっかけになった。

研修会・ケアカフェ・リレー

フォーライフ・懇親会・オレ

ンジフェスタ

お互い協力しながら、進めて

いきたいと思います。



良かった

60%
まあまあ良かった

30%

未記入

10%

「ともに作っていく地域包括ケ

アシステム」

の感想について

良かった

87%

まあまあ良かった

10%

未記入

3%

「行政とケアマネのWIN-WINの関係

とは」

の感想について


