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養護老人ホーム明星園 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 

〇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) 

〇ご家族へのアンケートも実施(47通送付→20通返信) 

 

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５月１８日（月）～６月５日（金） 

 

入居者満足度調査項目 

＊今回は、全ての項目を自由記入形式としております。 

〇 職員の質について【身だしなみ・挨拶・言葉使い・職員の対応等】 

〇 サービス、プログラムについて【行事・クラブ活動・入浴等】 

〇 環境について【共有部分の清掃・施設の設備等】 

〇 掲示物等について【掲示物・配布物・各種通信の時期や内容、回数等】 

〇 対人関係について【他入居者との生活等】 

〇 全体の印象について【安心して生活できる施設か等】 

〇 施設に対するご希望、あるいは苦情について気が付かれたことをお書きください。 
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入居者満足度調査      

職員の質について【身だしなみ・挨拶・言葉使い・職員の対応等】 

入居者からのご意見 

○職員の方々皆さん良くしてくださってとても助かっています。 

○良いです。みんなやさしいです。 

○良い。 

○大丈夫です。 

○とても良いです。 

○身だしなみがいい。言葉遣いに激しい人がいる。 

○入居者で時間を守らなかったり、態度の悪い人がいますが、職員さんは注意したらい

けないのでしょうか？ 

○やさしい態度は立派だと思います。 

○手話対応が不可能だな。 

○OKだ。 

○やさしいよ。新しい服を上げてください。 

○なし。 

○無回答。 

○大丈夫です。 

○まあ、いいです。 

○皆さん優しいです。 

○分からん。 

○普通。 

○職員の態度に疑問を感じる人もいます。 

○自分は体がふらつくのに、掃除やいろいろするのでいやな思いをしている。 

○挨拶をしてくれる。夜、黙って居室に入ってくる人がいるのでいってください。 

〇親切にしていただいてありがとうございます。 

〇毎日ありがとう。 

〇介護職、事務職の方とてもいいと思っています。 

〇何にもありません。 

〇相手が好き嫌いがあるように、嫌われることが多いのかと思い反省することもありま

す。 

〇職員さんには良くしてもらっていますので、ありがたい。 

〇まだ慣れないのでよくわかりません。 

〇職員さんが忙しそうで声をかけづらい時があります。 

〇皆さん良いです。 

〇良い事ばっかり。 

〇私は言うこと無い。 
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〇きつい言葉がある。 

〇親切丁寧にしてもらっています。 

〇職員の中に、言葉使いや接する態度が厳しい人がいて悲しくなる時がある。 

 

明星園からの回答 

●業務の中での声掛けにゆとりがないことで冷たい表現になってしまうことがあり、不

愉快な思いをさせてしまったのかもしれません。介護が必要な方も増えてきており、す

ぐに対応できないこともあります。今行っている対応が終わってからすぐに伺うことを

しっかりと伝えて、し訳ありませんが待っていただけるよう了解をとっていきます。ま

た、職員の対応や言葉使いで不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。職員一人ひ

とり、より良い対応を心掛けていきます。 

●皆さんからの「ありがとう」の言葉や笑顔で職員も大変助けられています。 

●夜間は、1時間に 1回、巡回をさせていただきます。お休みになっている方もいらっ

しゃるため、訪室する際には、起こしてしまわないようお声掛けしておりません。目が

覚めて驚かれてしまわないよう“静かに”とは心がけています。 

●耳の聞こえない方も 3名ほどいらっしゃいますので、手話も少しずつ勉強していきま

す。 

●掃除につきましては、お手伝いしますのでお声かけください。 

●明星園では基本理念として『介護の本質はやさしさ』、基本目標として『私たちは尊

厳の気持ちを忘れず自立心を持ち心配りのできる人を目指します』と掲げています。基

本理念、基本目標を意識しながら支援しくことを心掛けます。 

 

サービス、プログラムについて【行事・クラブ活動・入浴等】 

入居者からのご意見 

○私は今行事や手伝いがあまり出来ないので申し訳ないと思っています。 

○入浴は、今、週 2回にしています。 

○良い。 

○入浴は良い。 

○カラオケをもっと増やして欲しい。 

○充分です。 

○いいんじゃない。 

○特になし。 

○入浴の時、お湯の出しっぱなしの人がいます。夏だからやめましょう。 

○良いと思います。 

○毎週お菓子販売が来て欲しい。 

○分からん。 
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○今のところ何も無いけど、お風呂は毎日入りたい。 

○なし 

○入浴は週 3 回入れるから最高です。クラブ活動には園芸活動があるので参加できな

い。体操等は参加してて楽しいです。 

○特にない。満足です。 

○無回答。 

○分からん。 

○いいです。お菓子販売が増えたら嬉しい。 

○自分がいったことをしてもらえずいやになる。 

○クラブ、行事楽しいです。 

〇誕生日はありがたいです。入浴はありがたいです。絵をかくのが楽しみです(鮫島)。 

〇少しは見聞きしたけど目配り気配り等驚きます。 

〇歴史面の勉強もしたいです。地理面も。 

〇何にもありません。 

〇申し訳ないくらいよくして下さいます。 

〇私は何も言うことありません。感謝しています。 

〇まあ良い。 

〇入浴は良くして頂いています。 

〇行事やクラブは強制じゃないからいいです。 

〇満足している。 

〇ない。充分。 

〇したいけど、体力がないからしたくない。 

〇丁寧にしてもらって助かります。 

〇行事が少なくなったような気がする。天気の良い時は散歩につきあってほしい。 

〇入浴が不満。 

 

明星園からの回答 

●行事を前年度よりも少なくしましたが、その分少しづつですがクラブ活動やレクの内

容に力を入れていることが出来ているように思います。喜ばれている入居者もいらっし

ゃるので、今後も活動の充実につなげていきたいと考えています。 

●入浴についても楽しみにされている方も多いので、入浴の方法等について今後も検討

をしていきたいと思います。 

●天気や気候を見ながら散歩を行いたいと思っています。 

●行事やクラブ活動は強制ではありません。ご希望されるものにご参加ください。他に

やってみたいことなどありましたら、クラブ内容に取り込めるよう検討しますので教え

てください。 

●4月からは、ライトガーデンに参加して頂いています。コーヒー、紅茶、ジュース等

の飲み物とケーキ、プリン等を食べながら入居者同士や職員とがゆっくりと過ごす時間
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が出来、皆さん喜ばれています。 

 

環境について【共有部分の清掃・施設の設備等】 

入居者からのご意見 

○共有部分の清掃などとても良くして下さって助かっています。 

○良い。 

○無回答。 

○きれい。 

○大丈夫です。 

○掃除は出来ている。 

○普通。 

○特になし。 

○清掃は常に心がけています。 

○毎週お部屋の掃除に来て欲しい。 

○知らん。 

○今のところいいですね。 

○なし。 

○満足。 

○便利良い。不自由はない。 

○分からん。 

○自分でしている。 

○車椅子でも入れるお風呂が欲しい。 

〇感謝、感謝しております。 

〇共有部分に使用時間を守らず早朝からいつもいる人がいます。 

〇風呂場のトイレの清掃をして使えるようにしてほしい。 

〇何でもよくして下さいます。 

〇ありません。 

〇きれいです。 

〇きれいにしてあります。 

〇掃除は行き届いている。 

〇できています。掃除。 

〇掃除は行き届いているとは言えない。 

〇きれいにしてもらって助かります。 

〇3階の廊下は 2階に比べて埃がたまっていて汚い気がする。窓が汚いと思う。 

 

明星園からの回答 
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●共有スペースについては、入居者の皆さんのご協力も頂きながら、清掃に努めている

所です。しかし、行き届かないところもありますので、今後も皆さんが気持ちよく生活

していただける様清掃に努めていきたいと考えています。 

●各居室内やトイレは順番で清掃しています。週に１回は現状では難しいです。 

●共有スペースでの過ごし方については、ありがとうの会のお願い事等にも記入してあ

ります。早朝や夜遅く、また、大きな音や声につきましては、一人ひとり気を付けてい

ただける様ご協力をよろしくお願いいたします。 

●窓についても行き届かない状況で申し訳ございません。今の現状では、年に１回降圧

洗浄機を使用しての洗浄しかできませんので、ご了承ください。 

 

掲示物等について【掲示物・配布物・各種通信の時期や内容、回数等】 

入居者からのご意見 

○判らないことは職員さんに聞きにいきます。入居者に聞かないことにしています。 

○みやすい。 

○無回答。 

○まあまあ。 

○掲示物が見にくい。大きい字で書いてほしい。 

○見にくいことはない。 

○目が悪いからみえない。 

○必要。良い。写真が小さい。 

○特になし。 

○掲示板やプリント配布はありがたいと思います。 

○よく出来ています。 

○知らん。 

○見やすい。 

○良いです。 

○なし。 

○良いです。よく読んでいます。 

○良い。 

○問題ないです。掲示物も沢山あって良い。 

○大丈夫です。 

○掲示物が見にくい。文字は大きいほうが良い。 

〇たまに読みます。 

〇口は耳が遠くなったので、見る方が私にはいいです。 

〇今の状態でいいと思います。 

〇掲示物は見やすくて良い。 

〇何でもきちんと掲示されています。 

〇ありません。 
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〇まあまあ良い。 

〇私から言うことはありません。 

〇見やすい。読んでみています。 

〇読むのがめんどくさい。見にくい。 

〇行き届いています。 

〇行事予定表や掲示物は良く見て活用しています。とても役に立っている。 

〇自分の作品を掲示してほしい。 

 

明星園からの回答 

●掲示物、配布物など出来る限り早く皆さんの目に届くよう配慮しています。文字の色

や大きさも工夫はしていますが、見えにくいものもあるかもしれません。今後もわかり

やすい工夫をしていきます。 

●車いすを使用されている方などは、高さの関係もあり見えにくい掲示物があるかと思

います。お知らせいただければ、コピーしてお渡しすることが出来ますので、お知らせ

下さい。 

●掲示物は、あくまでも確認用です。基本的に掲示してある内容は、口頭にて皆さんへ

お知らせしています。 

 

対人関係について【他入居者との生活等】 

入居者からのご意見 

○生まれ育ちの違う人々の集まりですから、多少のことは折り合いをつけています。 

○普通です。あまり人と話さないから。 

○無回答。 

○特になし。 

○うるさい人がいる。 

○特に大丈夫です。 

○いろいろあります。口を出さないほうが良い。 

○皆良いよ。 

○込み入ったことは話さない。普通。 

○特になし。 

○おしゃべりは構わないけど声が大きすぎて困ります。 

○あまり人の世話を焼きすぎて、自分で出来る人まで頼りにしています。なるだけ動け

る人は自分でやりましょう。 

○人の悪口は言わせないようにしましょう。 

○聾唖者と対等は無理だろう。 

○知らん。 
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○いいです。けんかすることもあるけど散歩するほどいい仲の人もいます。 

○良いです(なれるまでがちょっと・・)。 

○なし。 

○いろいろあるが今はいえない。 

○いろいろあると思います。上手に付き合えれば良いと思います。 

○もういいです。別に。 

○特に問題なく、今のところ良い。 

○人それぞれだから。気の合う人にはニコニコして、合わない人にはむすっとしている

のが感じ悪い。 

○付き合わないので分かりません。 

〇人間だもの。色々あって当たり前です。 

○良いと思う。 

○とても良いです。仲良くしています。 

〇話をしてくれてありがたい。 

〇顔色が違うよう中々わかりませんが、どーぞお付き合いしましょう。 

〇人の行動を気にして、目を左右に動かし、嫌な思いも。 

〇このままで良いと思う。 

〇人にもそれぞれ個性があります。ムカッとする時もあります。何年過ぎても忘れられ

ないこともあります。 

〇ありません。 

〇まあまあ人それぞれです。 

〇まだ入ってすぐなので分かりません。 

〇良い人ばかり。 

〇大声を出す人や同じ話を何度もする人がいて、近くにいてのさん時がある。 

〇何ともない。 

〇あまり関心はありません。 

〇普通に付き合っていくしかない。 

 

明星園からの回答 

●一人ひとり今までの生活環境や性格も違う皆さんが一緒に生活されている場所です。

一人ひとりの個性をそれぞれが認め合えるような生活や雰囲気づくりに努めていきた

いと思っています。 

●気の合う人、気の合わない人がいらっしゃると思います。無理してあわせることはあ

りませんので、少し距離を置くなどうまくお付き合いしていただけるように、職員も配

慮していきたいと思います。 

●私たち職員同士や一般の社会でもそうですが、明星園での出会いを大切にしながら、

それぞれの方の良いところを見つけて生活していけるようにしていきましょう。 

全体の印象について【安心して生活できる施設か等】 



- 9 - 

＊何でも自由にお書き下さい 

○とても安心して毎日が送れて感謝しています。 

○安心です。ありがとうございます。 

○安心できる。 

○まあまあです。 

○安心して生活できます。 

○思ったより良い。 

○良い時もあれば、嫌な時もある。 

○特になし。 

○安心して生活しています。感謝しています。 

○最近になって大変良くなったと思います。 

○職員に私が依頼するとき困ります。 

○わからない。 

○ここはいいです。 

○安心して生活できている。 

○なし。 

○一人暮らしより安心できます。 

○はい。安心できています。ありがたいです。 

○安心です。 

○無回答。 

○安心まではいかない。病院じゃないから。 

○大丈夫です。 

○体がふらつくのがひどくなると大変だと思う。 

〇最高の幸せです。 

〇良き人・優しい人・厳しい人。 

〇安心できないこともあるけど、私だけ安心できるようにしてほしいと思う。 

〇全体としてはいんじゃないか。自分がそれについていけないことが多くて。 

〇私は明星園でお世話になることが出来てうれしく思っております。 

〇できます。 

〇まだ入ってすぐなので分かりませんが、安心できそうです。 

〇色々良くして下さるので安心できます。 

〇安心できますよ。お陰様で。 

〇良いよ。 

〇良くって何といっていいかわからない。 

〇気にしたら気になるけど、気にしなければ気にならない。 

〇なんとかできています。 

〇他より良いと思う。 

〇笑顔で『安心できている。』との返答がありました。 

明星園からの回答 
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●『安心して生活できているよ。』との一言が職員も大変うれしく感じています。安心

して安全に暮らして頂き、ずっとここで生活していきたいと希望して頂ける施設となる

よう取り組んでいきたいと考えています。 

 

施設に対するご希望、あるいは苦情について気が付かれたことをお書きください。 
 

＊何でも自由にお書き下さい 

○お忙しいのは良く分かりますが、事務所が無人の時が多いような気がします。 

○魚が泳いでいるを見るのが幸せです。本当にありがたいです。 

○無回答。 

○特にないです。 

○分かりません。 

○大丈夫です。 

○職員の笑顔が一番嬉しい。 

○特になし。 

○ラジオ体操を待つ時間が長い。 

○金銭は間違えの無いよう指導してください。 

○子供が面会に来て欲しい。 

○満足です。晩酌が出来ればなおいいです。 

○なし。 

○頼みごとは、なるだけ早めに対応して欲しい。 

○体がふらつくのがひどくなると、買い物にいけなくなるのが困ります。 

〇苦情はありません。ここで満足しています。 

〇声だし、笑顔の挨拶欲しい。 

〇このままで良いと思う。 

〇施設には申し訳ないです。良くして下さいます。ただありがたいです。 

〇私は明星園でお世話になって嬉しいです。 

〇別にないです。 

〇まだ来たばっかりで、もう一時せんとわからんで、言われんです。 

〇何もありません。 

〇私は満足です。 

 

明星園からの回答 

●皆さんの要望には出来る限り迅速に対応していきたいと考えていますが、内容によっ

ては職員間での検討が必要なものもあり時間を頂くことがあります。今後も出来るだけ

迅速な対応を心掛けていきたいと考えています。 

●「職員の笑顔が一番うれしい」とのお言葉ありがとうございます。私たちの励みにな

ります。これからも笑顔の対応を心掛けます。 
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●特に土、日は３階事務所を留守にさせていただくことがあります。ご用の際は、居室

内にあるコールでお知らせ下さい。２階には職員が常駐しておりますので遠慮なくお声

かけ下さい。 

 

ご家族からのご意見【送付 47通・回収 20通(参加 10名)】 

〇ご迷惑おかけしている事と思います。いつも優しく接して頂き本当に感謝し

ております。これからも宜しくお願いします。 

〇いつもありがとうございます。 

〇いつもご苦労様です。よろしくお願いします。 

〇いつもあたたかい介助をしていただき、ありがとうございます。なかなか訪

問することはできませんが、母の話から本当に職員の方々のありがたさを実感

する次第です。職員の皆様方にお礼申し上げます。お便りありがとうございま

す。 

〇ご迷惑おかけしております。申し訳なく思っております。都合により欠席い

たします。これからも宜しくお願いいたします。 

〇先日会いに行き、一緒に墓参りが出来、食事をしながら楽しく過ごすことが

出来ました。園の方々には、とても良くして頂き、今が一番幸せと言っていま

した。これからも宜しくお願い致します。 

〇姉の近況が聞けてうれしいです。今後ともよろしくお世話くださいませ。 

〇いつもお世話になっております。 

〇いつもお世話をおかけしております。本人の口から「ここに来てよかった。」

と聞き嬉しく思っております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

明星園からの回答 

●いつもご面会や様々な形でご協力いただきありがとうございます。ご家族の方から見

られての職員の対応も行き届かないところがあるかもしれません。その際は、気兼ねな

くお声掛けいただければと思います。また、面会時でもお声掛けいただければ近況報告

など行っていきたいと思いますので宜しくお願いいたします。 

★ご家族の皆様へお知らせ★ 

平成２７年 4月 1日より ホームページをリニューアルし、ブログを始

めました。明星園で行われている行事や会議等、写真付で紹介しています

ので、宜しければご覧になって下さい。 

http://www.hyugakosei.jp/ 

社会福祉法人日向更生センター・宮崎市明星園 等で検索できます。 

http://www.hyugakosei.jp/

