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養護老人ホーム明星園 食事満足度調査 
 

目的 

入居者にご満足いただけるように、日々工夫を重ね、サービスの向上に努めてい

るが、ともすると自己満足になっている点や努力・工夫の足りない面も多々あろうかと

思われる。そこでサービスの質の向上を目指し、入居者が当施設に対しどのようにお

感じになっていらっしゃるか、その全体的な傾向や個別的な事由を聞きとり、当施設

のサービスの改善・向上に向けてアンケート調査を実施する。 また、アンケート調査

の結果については明星園サービス向上委員会において分析し、改善の方策について

検討する。 

 

調査方法 

記入・聞き取り方式。今後の対応の必要性もあるため記名をしていただく。 

 

対象者 

養護老人ホーム明星園入居者 50名(1名入院→無回答で集計) 

 

調査結果 

 調査結果については、個別に特に希望の無い方のデータについては、統計的に処

理し個人を特定されないものとする。統計結果についてはホームページ・各フロアー

へ掲示を行なうこととし、教育目的で使用する場合もある。 

 

調査期間 

 平成２７年１０月５日（月）～１０月２３日（金） 

 

入居者満足度調査項目 

＊食事の質について               ＊食事の選択について 

〇 献立の内容に満足していますか      ○ 好きな料理はなんですか 

〇 食事の味付けはいかがですか       ○ 嫌いな料理はなんですか 

〇 おかずの量はたりていますか        ○ 冬に食べたくなる料理は何ですか 

〇 食べやすい食事形態に配慮され      ○ どのようなおやつがすきですか 

ていますか                    ○ 鍋の日で食べたい鍋料理はなんで 

〇 食事（食品）は安心して食べられ        すか 

ていますか                    ○ 牛乳はどちらがよいですか 

〇 盛り付け・色合いはいかがですか      ○ ごはんと麦の選択はどちらを選択さ 

れますか 
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入居者満足度調査      

食事の質について 

献立の内容に満足していますか？ 

良い/37名 普通/8名 悪い/1名 無回答/3名 

食事の味付けはいかがですか？ 

良い/36名 普通/10名 悪い/0名 無回答 3名 

おかずの量はいかがですか？ 

良い/３４名 普通/9名 悪い/2名 無回答/4名 

食べやすい食事形態に配慮されていますか？ 

良い/３９名 普通/7名 悪い/0名 無回答/3名 

食事（食品）は安心して食べられていますか？ 

良い/39名 普通/7名 悪い/0名 無回答 3名 

盛り付け、色合いはいかがですか？ 

良い/37名 普通/8名 悪い 1名 無回答/3名 

 

入居者からのご意見 

○いつも美味しいです 

○興味が無い 

○エビフライが硬かった 

○献立は和食を主にして欲しい 

○新鮮な食事が要求されます 

○味付けが薄いので適当にポン酢をかけています。私は辛口です 

○食品は良いと思う 

○カレーのルーが多い。めざしが食べたい。おかずの量が多い。ごはんは多く食べたい 
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○鮭がおいしくない 

○家にいる時、肉は週 2回程しか食べていなかった 

○満足です 

○卵焼きが食べたい 

○好き嫌いないので普通に食べてます 

○辛いときは水で薄めて食べている 

○特に魚料理が出る前に臭いの検査をして下さい。臭いときときがある 

○食事の内容はいいが、自分の歯が悪い 

○今は米がまずい。米が古くなったのか？ 

○千切りキャベツが欲しい。切干だいこん・ごぼう・レンコンの金平が何回も食べたい 

○良いよ 

 

明星園からの回答 

●献立の満足度に関しては、良いと普通の合計が 45名という回答になっております。 

 悪いと無回答が 1名いらっしゃいました。6月の嗜好調査で、清まし汁やスープより 

みそ汁の量を増やして欲しいと意見が上がっておりましたので、７月からみそ汁の回 

数を増やして献立を作成しております。同じく、7月からお米の種類を変えて提供し 

ております。厨房ではライスロボを使用して大量のごはんを炊飯するため、当初、ご 

はんが硬かったり柔らかかったりとご迷惑をおかけしました。現在は水分の量も調節 

する事が出来、安定した硬さで提供出来るようになっていると思います。その他、味 

付け・盛り付等に関しましては、今回の意見を参考に調理ミーティングを実施し、献 

立に反映させる事で、今後も喜ばれる食事提供に努めていきたいと思います。 

 

食事の選択について【好き・嫌いな食べ物等】 

好きな料理はなんですか？ 

〇全部美味しい          ○ウインナー・煮豆・さつま芋・フライ 

○握り寿司（３）         ○チキン南蛮・天ぷら 

○ない               ○白和え・親子丼 

○カレー（２）          ○かしわ（２） 

○とんかつ             ○肉料理（２） 

○何でも好き（４）        ○青魚 

○刺身（２）           ○柔らかく食べやすいもの、うどん（２） 

○魚と野菜（２） 

○チキン南蛮・鰹のあら炊き 

○野菜 

○夏はそうめん、冬はラーメン 
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○芋と魚 

○麺 

○豚 

○カレーが週１食べたい 

○フライ・餃子 

○カレーうどん 

○和食 

○煮物 

○すき焼き・卵焼き 

 

明星園からの回答 

●魚、肉、野菜、様々な料理があがっております。5月から 10月の間、食中毒予防の 

 ため、生魚の提供を控ていたせいか、刺身や寿司の回答数が少なくなっているように 

感じます。11月から提供可能になっておりますので、出来る限り献立に反映させた 

いと思います。 

 

嫌い料理はなんですか？ 

〇ない（１６） 

○何でも食べる（３） 

○キウイ 

○がんも・麩 

○ビーフン 

○とろみのついた料理 

○カレー 

○うなぎ 

○コロッケ・脂っこいもの・肉じゃが・おでん 

○フライのどろっとしたもの 

○骨付き魚・血あいのついた魚 

○さば・青魚 

○辛いもの 

○忘れた 

○牛肉・鮭・納豆・温泉卵・目玉焼き・バター・チーズ 

○さんま 

○納豆 

○八宝菜 

○刺身 

○うなぎ・おはぎ 
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○ハンバーグ 

○牛・豚 

 

明星園からの回答 

●嫌いなものは、ご本人と相談の上 3品まで代替を行っております。食品アレルギーや 

 薬の関係で食べられないものに関しては今後もすべて対応していきたいと思います。 

現在薬の関係で、納豆とグレープフルーツを代替で提供している方は 6名・食品アレ 

ルギー対象者は 5名いらっしゃいます。（肉・魚・そば・甲殻類・山芋・海草等） 

 

冬に食べたくなる料理はなんですか？ 

〇シチュー 

○温かいもの（３） 

○ない（６） 

○美味しいみそ汁とカレー 

○ラーメン 

○分厚い大根 

○なんでもよい 

○うどん（２） 

○おでん・チャーハン・焼そば 

○鍋料理（３） 

○にんにくが沢山入っているラーメン 

○すきやき（４） 

○かけうどん・ラーメン 

○煮しめ 

○鍋・おでん（５） 

○ぜんざい 

○湯豆腐 

○カレー 

○うどん・ラーメン・おでん 

○握り寿司・ラーメン 

○粕汁・湯豆腐 

○温かい芋の入ったみそ汁 

○おでん・みそ汁がもう少し温かいとうれしい 

 

明星園からの回答 

●寒くなる季節には、身体の温まる献立が好まれますが、毎日提供するみそ汁の温度に 
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 関しても厨房で話し合い、配膳前に温度を測り提供しております。あまりに温かいと 

 やけどをしてしまう可能性があるため、皆さんのお膳に届くまでの時間を逆算して 

70度を目安に提供しております。今回の回答にもう少し温かいとうれしいとの意見 

がありましたので、再度食事提供時のみそ汁を味見して検討したいと思います。その 

他、今月の 19日開催される食事委員会では入居者参加での冬メニューの試食会を実 

施して好評なものに関しては、献立に反映していきたいと考えています。試食メニュ 

ーは（里芋ごはん・南瓜のグラタン・カレー鍋・もやしと鮭のサラダ・塩麹サラダ・ 

塩ラーメン・醤油ラーメン）を予定しております。ありがとうの会委員の方に参加し 

て頂く予定です。また、１２月からは麺の日実演・土鍋を囲んでの鍋の日を実施予定 

です。 

 

どのようなおやつがすきですか？ 

〇今のおやつで満足（２） 

○何でも好き（６） 

○ない（２） 

○饅頭 

○いちご・トマト 

○だんご 

○果物・お菓子 

○どら焼 

○果物（３） 

○お菓子 

○ゼリー バナナとかは次の食事が入らない 

○ケーキ 

○あまり食べないのでわかりません 

○柿ピー 

○ぱん（３） 

○ポテトチップ 

○ぜんざい 

○いらない 

○甘いもの・ジュース 

○甘いものは嫌い。さつま芋 

○芋 

○今はいわれんし、文句はいわん 

○プリン・マンゴー 

○バナナ 
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明星園からの回答 

●火、木、日に提供しているおやつについてお聞きしました。和菓子・あんこを使った 

おやつは人気のようです。10月から介護課と連携して「腸活」腸を活発に動かし、 

自然排便を促す取り組みを実施しております。厨房ではその一環としてバナナ・おか 

ら・ヨーグルト・芋類など食物繊維の多い食品や腸内環境を整える食品をメインにお 

やつの提供を行うことで、皆さんの体調管理のお手伝いをさせて頂く事になりまし 

た。その関係で、聞き取りを行った甘いおやつの提供回数が減ることになってしまい 

ますが、今年から参加しているライトガーデンでぜんざいやおはぎ・ケーキ類といっ 

たデザートの提供を充実させていこうと考えております。 

 

鍋の日で食べたい鍋料理はなんですか？ 

〇なんでも（８） 

○ない（６） 

○鍋は熱いから食べにくい 

○すきやき（６） 

○薄味ではない鍋 

○肉 

○魚の新鮮な料理 

○鶏のぶつぎり肉の鍋 

○うどん（２） 

○もつ鍋 

○水炊き（４） 

○もち・ちくわ 

○魚 

○魚肉ソーセージ・水炊き 

○しし鍋・しか鍋 

 

明星園からの回答 

●鍋の日は月に 2～3回のペースで 12月～3月の期間提供いたします。鍋は野菜を沢山 

摂取できるため皆さん楽しみされているように感じます。今回の回答ですき焼きを希 

望される方が多かったので、実施したいと思います。しかし、すき焼きに欠かせない 

生卵はサルモネラ食中毒の原因となりうる為、集団調理では使用を控えさせて頂いて 

おりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

牛乳はどちらがよいですか？ 
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冷たい→11名 温かい→31名 どちらでも→1名  無回答→6名  ヤクルト→1名 

 

明星園からの回答 

●冬場に入り、温かい牛乳を希望される方が増えてきました。冷たい牛乳を希望された 

 方でも温かい牛乳に変更は可能ですので、その場合は職員にお声かけ下さい。またヤ 

 クルトは乳糖不耐症の方のみ対象となっております。ドクターの指示やカンファレン 

 スにて検討して決めさせて頂きます。 

 

ごはんと麦の選択はどちらを希望されますか？ 

ごはん→20名   麦→22名  どちらでも→1名  無回答→6名 

 

明星園からの回答 

●以前麦ごはんを提供した時、硬いと言われる入居者がいらっしゃったため、厨房内で 

 検討し試食を行った結果、普通のごはんに比べ、ライスロボの設定上、麦ごはんが硬 

くなってしまうことが分かりました。現在これ以上の対策がとれない為、月１～２回 

の麦ごはんの提供の日は選択にて提供し、様子をみていきたいと思います。麦ごはん 

は、血圧を下げる効果や食物繊維も豊富に含まれる為、出来るだけ多くの方に食べて 

頂けるように、今後改善していきたいと思います。 

 

現在の配膳方法に問題はありませんか？ 

〇いいばっかり 

○今のままでよい（２） 

○職員がやってくれるのでありがたい 

○困ったことはない 

○よろしくお願いします 

 

明星園からの回答 

●食事形態の多様化、代替献立の対応などに伴い、厨房内での業務が繫雑化してきて、 

 配膳車の購入を検討しております。現在は、もろぶたに仕分けしたものを職員が配膳 

し、ごはんと汁を各階で盛り付けする事でスムーズに配膳が行われているように感じ 

ます。転倒や食事形態の配膳ミス防止の為、職員による配膳を徹底して行きたいと思 

いますので、少々時間がかる時もあると思いますが、しばらくお待ち頂きますよう、 

ご協力の程よろしくお願い致します。 
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個別の栄養指導を希望されますか？ 

〇はい→13名   いいえ→26名   無回答→10名     

 

明星園からの回答 

●はいと回答していただいた 13名の方には、後日栄養士とのお話をする時間を設けさ 

せて頂きたいと思います。食事に関することなど健康診断の数値をもとに 15分程度 

で考えておりますので、日程が決まりましたらお知らせしたいと思います。 

 

食事に対するご希望、あるいは苦情について気が付いたことがあればお

書きください。 

〇とても美味しく食べています。ありがたい 

○十分 

○みそ汁の量をもう少し多くして欲しい 

○いっぱい食べた 

○なんもない。ここは一番いいです 

○最近、食が進むようになりました。皆さん言ってます 

○味付けは上手です 

○麺類を多くして欲しい 

○今の通りでよい 

○とくにない 

○自分は入れ歯が痛くて食事のとき食べ物がよく食べられずに困っています。歯医者を 

呼んでください 

○嫌いなおかずもありますが、自分なりに工夫して食べています。毎食完食です 

○ない 

○新鮮な材料で味付けはよろしくお願いします 

○酢の物は酢がききすぎている。甘酢がよい 

○良くしてもらってなにもない。ただ、歯がいかんです 

○台車を運ぶだけです 

 

明星園からの回答 

●義歯の合わない方に関しては現在治療中です。また本人と話し合い食事形態の変更を 

おこなっています。食材に関しては、刺身や肉類は当日、その他使用する野菜や冷凍 

食品は、基本前日納品を行い、検品時には温度・鮮度・賞味期限のチェックを栄養士 

が行い、質の悪い野菜などが納品された場合は返品交換を行っておりますので安心し 
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て食べていただいてよろしいかと思います。献立作成・味付け等に関しては、今後も 

日々の巡回や検食簿の意見を参考にしながら喜ばれる食事提供に努めていきたいと 

思います。ご協力ありがとうございました。 

 

施設長より 

 人間にとって食べることは、まずは生きる源であり、健康のバロメーターであります。

また、食べることは、日々の楽しみでもあり、喜びを感じながら人間関係を保つ方法の

ひとつではないかと思います。食を通して楽しい語らいを持ちながら、過ごしていくこ

とが大事な事ではないでしょうか。 

 人は皆好き嫌いがありますが、それはあって当然な事なのです。献立、味付け、量、

形態、安全、盛り付け、色合い等も人それぞれです。しかし、出来ること、出来ないこ

ともありますので、ご理解を頂きたいと思います。 

 今回のアンケートで、皆様からいただいた多くのご意見を参考にさせていただきなが

ら、出来るだけお一人おひとりの状況に対応できる、おいしい食事作りに取り組んでい

きたいと思います。 


