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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→２１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１０月５日（月）～１０月２３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 

〇良い。良くしてもらっている。良いと思います。いいです。(１２) 

〇相変わらず良いです。入居者より職員の方が話しやすい。 

〇無回答。(２) 

〇特にない。みんなしっかりしている。 

〇もっと困ってないですか等先に声をかけてほしい。 

〇親切にしていただいています。 

〇身だしなみや言葉使いはいい。一部の人によっては、質や対応が落ちるところがある。 

〇お風呂の時に背中はこすってほしいです。他はするので。 

〇前もって説明をお願いします(変更等、汁つぎ)。 

〇挨拶をしてくれる。対応が良くなった。 

〇今のままでいいと思っています。 

〇身だしなみはちゃんとしている。言葉使いにカチンとくる時がある。私は認知症じゃ 

ない。それだけしゃべれば 100まで生きると言われた。 

〇時々腹が立つときがある。 

〇不満はなく良いです。 

〇良くしてくれます。身体が思うように動けないので、トイレに行きたい時に言いにく 

い時がある。 

〇優しい態度は立派だと思います。 

〇何も言うこと無い。 

〇ない。ありません。(２) 

〇多忙だとは思いますが、一瞬冷たいかなと思うときはあります。 

〇悪い。 

〇何にもない。 

〇普通でしょう。 

〇職員は皆いい人悪い人は誰もおらん。 

〇職員さんはみんないい人。 

〇挨拶して下さい。 

〇ない。皆やさしい。 

〇皆様、紳士淑女です。 

〇上等です。私のことを嫌いな人もいると思う。私がわかるからいろいろ言うと思う。 

〇食料は肉が多くて、もっと食べたい。 

〇大丈夫です。(２) 

〇気配りあり。優しい言葉あり。ない方も。 

〇普通。その時の対応で腹が立つときもあるし良いと思う時がある。返事がない時もあ 
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るし、嬉しい時もある。 

〇職員さんが優しすぎてわがままな人が目立ちます。少し厳しくても良いのでは？対応 

はとても良いです。 

〇一人ひとり対応が違う。年配の人、男性はやさしい。挨拶も一人ひとり違う。 

〇何にも言うことはありません。 

 

明星園からの回答 

●職員の対応では、良いとの意見を多数の方より頂いていますが、時々よくない時があ 

るとの意見も頂いています。全体的に良いとのお言葉が頂ける様にしていきたいと思 

います。 

●挨拶、言葉使いについても良いとの意見を多数の方よりただきましたが、返事がない 

時もある、悪い時があるとの意見もあります。挨拶、言葉使いには大切な事ですので、 

不快な思いにさせないよう気を付けていきます。 

●『忙しそう。』との声があります。話しかけやすい、頼みやすい対応を心掛けます。 

●家庭らしさを目指していますが、50名での生活です。他の方に迷惑をかけてしまう 

ことや衛生面、危険があることについては、職員からお話をさせていただくことがあ 

りますので、ご了承下さい。 

施設長より 

 言葉使いについては、より優しい言葉使いをしていきます。統一したケア、統一した

対応が出来るようにしていきます。 

 

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 

○クラブはあまり行かないけどいいと思う。 

〇まあまあいいです。（２） 

〇いいです。みんな喜ぶと思う。 

〇何歳になっても勉強はやりたい。世界情勢が知りたい。 

〇無回答。(３) 

〇良い。満足している。(６) 

〇ありません。 

〇お風呂はとっても良いです。 

〇特になし。(２) 

〇行事やクラブは今のままでよい。入浴は気を使ってくれるのでありがたい。 

〇クラブ等は興味がない。入浴は週 2回で良いと思う。 

〇楽しい。入浴で激しく言う職員さんがいる。 

〇今のままでいいと思います。感謝しております。 
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〇お風呂はいい。行事がない。絵や習字は嫌い。もっと楽しい、笑うことがしたい。 

〇良いけどカラオケが好き。 

〇入浴はまあまあです。他は興味なし。 

〇満足です。 

〇良いと思います。(２) 

〇お風呂も満足しています。 

〇知らない。 

〇別にない。ありがたいです。(２) 

〇もう少し丁寧に手伝ってほしい。入浴。 

〇参加したいけど、頭が痛いから。 

〇いうこと無い。 

〇お風呂もいいばっかり。今がいい。 

〇やっぱり風呂が好き。 

〇足が悪いからできないことを手伝ってほしい。 

〇できれば毎日入浴したい。 

〇充分満足しています。 

〇問題ないと思う。良くしてくれる。 

〇大丈夫です。 

〇手とともに体力もなくなり洗濯場まで椅子に乗せてもらって。 

〇いいと思うとそう思わない時がある。(入浴)洗ってもらったり嬉しいです。 

〇お風呂で身体を洗うとき石鹸泡が飛び散りますので隣の人のことを少し気遣ってほ 

しいと思います。 

〇入浴は、1週間に 2回ぐらいでよい。 

〇まだ行事についてはわからない。入浴については、洗ってあげると言われるけど。 

〇行事は良いと思う。 

 

明星園からの回答 

●50名の方が一緒に生活されていますので、クラブ等の好みもそれぞれあると思いま 

す。参加は自由ですので、選んでご参加下さい。しかし、体力作り等により体操や散 

歩等をお勧めすることはあります。 

●ご要望があれば今後のクラブ活動に取り入れていきたいと考えております。 

●入浴は週 2回で良いと言われる方が 3階には多くいるようです。月、水、金曜日の週 

3回入浴を実施していますが『入浴すると疲れる。』と話される方もいらっしゃいま 

すので、体調と相談しながら調整して頂ければよいかと思います。 

施設長より 

 多くの方が楽しめる行事やクラブ活動を行っていきます。入浴も好き、嫌い等もあり

ますので、回数や入浴の方法等について検討していきます。 

環境について【共有部分の清掃・施設の設備等】 
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入居者からのご意見 

○いいごつある。掃除は職員がしてる。 

〇いいと思います。掃除もできている。洗濯場は洗濯物が入れっぱなし、置きっぱなし 

の入居者がいる。 

〇いつもよくしてある。 

〇デイルームで夜遅くまで話している人がいる。生ものを買ってきて食べ残しを流しに 

捨てて匂いがすごい時があるので、各人で処理してほしい。居室までにおいが漂って 

くる。 

〇無回答。(５) 

〇良い。(７) 

〇ありません。 

〇大丈夫です。 

〇きれいです。 

〇車いすでお風呂に入れるものが欲しい。 

〇特にない。(４) 

〇別にありません。 

〇たまに汚れている。掃除に参加できないのが申し訳なく思う。 

〇まあまあです。 

〇清掃はその都度個人で心がけましょう。 

〇できてるわ。 

〇知らない。 

〇できていると思います。(２) 

〇大丈夫です。 

〇今は言うこと無し。 

〇とってもいいところです。 

〇こんなもんでしょう。 

〇良くできた設備、清掃等気を付けてもらっています。防音装置の設計が悪かったよう 

ですね。 

〇清掃されています。 

〇悪いところはないです。 

〇掃除が行き届いていない。 

〇大丈夫です。(２) 

〇物はかってに捨てないで下さい。小物、はけ、櫛。 

〇特に困ることはない。設備については何もない。 

〇体操のあとの消毒(手すり等)出来る人も部屋でおしゃべりしています。皆で協力しま 

しょう。 

〇隣の音が気になることがある。 

〇きれいだと思う。 

〇何にも不足なし。 
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明星園からの回答 

●話し声や食品の取り扱い、物音等につきましては、集団での生活ですので、周囲の方 

への配慮をお互いにお願い致します。職員からも個別にお話しさせていただきます 

(特に食品、生ものの管理について)。 

●廊下の長いすの下などに埃がたまりやすく、時々汚れていると思い掃除します。職員 

で行き届かない部分を入居者の方が自主的に掃除して下さることもあり助かってい 

ます。今後も皆様のご協力を頂きながら共有部分の環境整備に努めて参ります。 

●館内設備については、毎月点検を行っています。気になることは、その都度対応いた 

しますので、職員へお声かけください。 

施設長より 

 共有部分の清掃については、毎日行っています。行き届いていない箇所等ありました

ら、職員へお声かけください。施設内は点検を行っていますが、気が付かれた箇所があ

れば、すぐに対応します。修理等が必要な場合は、状況を確認しながら対応していきま

す。 

 

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 

○掲示物は見にくいかもしれない。配布物はいいと思う。 

〇良いです。上の方は見えないが、下 2段ぐらいなら見えます。 

〇私にはいいです。 

〇放送された時は耳が遠いので掲示してほしい。 

〇無回答。(４) 

〇良い。(６) 

〇特にありません。(２) 

〇見やすい。(２) 

〇献立表をもらうのが楽しみ。 

〇特になし。(３) 

〇掲示、配布物等で分からないことは職員に尋ねている。 

〇別にないです。(３) 

〇いいと思う。読めるし内容もわかる。(２) 

〇文字がボ～として見えない。 

〇まあまあです。 

〇あまり見えません。興味なし。 

〇ニュースはその都度、新しいものを要求されます。 

〇みらんから。(２) 

〇内容が良くわかって良いと思う。 
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〇廊下の掲示物いっぱいだから見にくい。 

〇見にくくない。(２) 

〇見やすくて良いです。 

〇かわらず見やすい。 

〇字が小さくて見にくいものがある。 

〇良くできていると思います。いつも見せてもらっています。 

〇見やすい。今で十分。 

〇問題ないです。 

〇高いところは見えにくい。 

〇見やすいから大丈夫。 

〇今の通りでよいです。 

〇あまり部屋には貼りたくないが、他はいいと思う。 

 

明星園からの回答 

●見えない時、わかりにくい時は、お知らせ下さい。口頭でお伝えし、必要があれば、 

コピーしてお渡しいたします。 

施設長より 

 見にくい方もいらっしゃいますので、工夫をしながら掲示していきます。日常の情報

については、きちんと伝わるようにしていきます。 

 

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 

○人の話がうるさく思う。 

〇良いです。(３) 

〇みんな仲良しです。 

〇個室で助かっています。他者と深いお付き合いはしたくない。 

〇無回答。(４) 

〇特にない。 

〇まあまあ良し。意地悪な人もいる。 

〇良好。 

〇今は大丈夫です。 

〇とっても親切です。 

〇気にしない。 

〇あまり深くかかわらずにそこそこに。 

〇気が合う人もいる。途中で話に入ってくる人がいる。 

〇私はあんまり話が出来ないので。 
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〇なかなかです。人も多いし、自分はあまり話し好きではないのに話しかけられる。話 

したい相手がいない。 

〇あまり話をしない。相手の言うことが聞き取りにくい。 

〇職員以外には話をしません。話す事がない。 

〇レベルの高い対人関係が要求されます。 

〇友達がいる。 

〇わからん。 

〇難しいところも多々あります。 

〇それはしょうがない。いろんな人がいるけどね。 

〇特にない。気にしないようにしています。 

〇ようやく慣れた。 

〇良いです。言うこと無い。 

〇まあ、こんなもんだと思う。 

〇今はだいぶ良い。 

〇いろんな人がおって悪い人がいる。男の人はやさしい。悪い女がおる。 

〇人は人。 

〇ない。仲が良いです。 

〇普通に挨拶しています。 

〇あまり話さない。よだきいと思う。 

〇まあまあ。(２) 

〇今のところ困ったこともなく皆さん親切です。 

〇まあまあ。あるけど気にしないようにしている。 

〇性格が違う人がいるからことわざのようにやわらぬものに。 

〇あまり話が出来ないから、話さない。 

〇それぞれの性格が違うからいい時もあるし悪い時もある。 

〇ひそひそ話や悪口も気にしなくなると気持ちがとても楽です。早くそうすればよかっ 

たと今思っています。 

〇人のことをいろいろ言う人がいる。あまり話さないようにしている。 

〇いろんな人がいるから当たらず障らず。 

〇他の人とはあまり関わらない。 

 

明星園からの回答 

●十人十色でいろんな方がいらっしゃいます。50人いらっしゃれば、気の合う人、会 

わない人、いらっしゃると思います。適度な距離感を持って生活して頂ければと思い 

ます。出来れば、皆さんと仲良くして頂きたいと思いますが、気の合う方とお過ごし 

いただいても構いません。 

●他者に対する不満や苦情については、直接伝えてしまうとトラブルになりやすいの 

で、また、気になることは、まずは職員へご相談下さい。 
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施設長より 

それぞれ、様々な生活を過ごしてこられた皆様が、一つ屋根の下で一緒に暮らしてい

らっしゃいます。出来れば良い人間関係を築いていただき、楽しい園生活をおくってい

ただければと考えています。お困りのこと等ございましたら、いつでも職員へご相談下

さい。 

 

全体の印象について【安心して生活できる施設か等】 

入居者からのご意見 

○安心できる施設です。(５) 

〇安心して生活できる。そうでなかったら出て行っています。寮母さんたちもいい人で 

 す。 

〇とてもいいです。みんなやさしくてありがたいです。 

〇災害時の避難通路がわからないので教えてほしい。 

〇安心できる。(３) 

〇安心できる。良くして下さる。皆さんの心が一致してよい。 

〇普通です。70点ぐらいかな？100点のところはない。 

〇無回答。(２) 

〇最高です。 

〇大丈夫です。(２) 

〇安心して生活できているのでありがたい。 

〇頑張る所は頑張るけどできないこともあります。 

〇心配はあります。いつまで明星園でお世話になれるか心配はしています。よろしくお 

 願いします。 

〇心細い。不安を感じることはある。椅子がなくなった。探してもらえない。探しても 

心からの言葉がない。 

〇良い。そうです。(４) 

〇安心して生活はできていない。薬の内容がわからないので看護師に教えてほしい。 

〇良くなったと思います。 

〇不安な事はないよ。 

〇わからん。 

〇別になし。安心はできます。 

〇安心してます。(２) 

〇いいばっかり。昔とは違う。 

〇いろんな人がおるが大変。 

〇安心してるよ。 

〇楽しい。 

〇職員の皆様が気を使って何でもして下さるので安心して生活できます。 

〇安心です。ここに入れて幸せです。 
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〇できます。家よりこっちの方が良い。 

〇うん。 

〇はい。 

〇安心です。ここにいなかったら自分で出来ないと思うので。 

〇安心です。今までの私生活の中で一番幸せな日々を過ごしています。 

〇私の持っている物を欲しい人がいる。そういうことはやめてほしい。職員に１人２人 

いるので。 

〇やっと落ち着きました。 

〇泥棒がいなければいいと思う。 

 

明星園からの回答 

●『安心です。』とのご意見が多数でしたが『不安を感じる時がある。』とのご意見も少 

数ですがありました。皆さんが『安心して生活できる。』と実感して頂けるよう努め 

て参りますので、わからないことや不安な事がございましたら職員へお話し下さい。 

 職員は、24時間常駐しておりますので、ご安心下さい。 

施設長より 

 安全で安心した生活が過ごせるよう支援して参ります。時には、人は思い違いや勘違

いをするものです。高齢になれば尚更です。皆さんのお話を充分にお聞きし、対応して

いきます。 

 

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。 
 

入居者からのご意見 

〇ないです。(１８) 

〇難しいことはわかりません。 

〇3階の担当になっている職員の氏名を前もって書いていてほしい。随時職員がいるよ 

 うにして欲しい。 

〇夜勤者の夜の挨拶がいつも遅い人がいるので、月ごとに回ってくる方法を変えてほし

い。 

〇無回答。(８) 

〇エレベーター等使いすぎの人がいるのが気になる。 

〇シーツ交換とかさっさとできないので、優しく声をかけてほしい。 

〇大丈夫です。 

〇優しく言ってください。 

〇今のままでいいです。 

〇押入れの片づけがしたい。けど、一人ではできない。忙しそうで頼みにくいです。団 

体生活なので苦情ばかりは言えません。職員は研修によく言っているが、それは、私 
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達が収めているお金からも出ている。 

〇希望や要望は相談員や園長に話しています。 

〇勝手のふるまいをよろしくお願いします。 

〇トイレットペーパー、洗剤等もらう時は、お金で買える方が気持ちが楽だと思います。 

〇風呂場入口南に一つ長椅子が欲しいと思います。 

〇挨拶時、大きな声で返ってこない時がある。夜勤者(外部の方)が怖くて用事を頼めな 

い。 

〇朝の放送が耳が遠くなり聞こえにくくなりました。 

〇ない。今のところ満足。 

〇皆様と一緒に暮らしています。ご安心下さい。 

〇職員さんたちは、精一杯してくれるので、これ以上は何も言うことはないです。 

〇朝は笑顔で挨拶を。 

〇安全なところが息苦しい。 

〇暖かくなったら中庭の草花が欲しいです。 

〇特になし。満足しています。 

〇泥棒が二人いて困ります。泥棒がいないと職員は言うけど。その事だけ。 

 

明星園からの回答 

●現在、3階に職員が常駐することは難しいですが、業務を見直し、出来るだけ 3階に 

職員が配置できるようにしていきます。 

●ご希望やご要望に関しては、検討し、対応については、改めてご報告させていただき 

ます。 

施設長より 

 職員の勤務体制のお知らせについては検討していきます。職員への頼みごとについて 

は、状況によってその場ですぐに対応できないこともありますが、遠慮せずにお願い 

して下さい。 

ご家族からのご意見【送付 47通・回収 21通(参加 9名)】 

未回答(１２) 

〇部屋のトイレにふたがあるといいなと言っています。 

〇満足しています。いつもありがとうございます。 

〇いつもお世話になりありがとうございます。二人とも認知症が進行し、介護が大変だ 

ろうと思います。最近、入居者も年齢を重ねられ車いすや補助具が多くなったように 

思います。スタッフの方々に感謝の気持ちでいっぱいです。 

どうかよろしくお願いします。(２) 

〇いつもありがとうございます。ご迷惑おかけしていることと思いますが、よろしくお 

願いします。皆様の優しさに感謝です。 

〇お世話になっております。よろしくお願いいたします。 
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〇いつもありがとうございます。 

〇いつもありがとうございます。広報紙等楽しみに見ています。日頃行けない分、とて 

も園内の様子がわかりありがたいです。感謝、感謝です。職員の皆様のお身体ご自愛 

ください。 

〇お世話ばかりおかけします。 

〇いつもお世話様です。今回は失礼させていただきます。今後ともよろしくお願いいた 

します。 

 

明星園からの回答 

●感謝のお言葉をたくさんありがとうございます。入居者の皆様だけでなくご家族の皆 

様にも安心して頂けるような施設を目指して参ります。 

●トイレのふたは、備品整備で検討してまいります。 

●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。 

施設長より 

 トイレのふたについては、検討していきます。たくさんのお言葉ありがとうございま

す。今後も皆様に喜ばれる施設づくりに取り組んでいきます。何かございましたら、い

つでもお声かけ下さい。 

 明星園は、行政(宮崎市)から依頼されて入所できる措置施設です。様々な理由があり、

入所されている方ばかりです。合う人、合わない人が一緒に生活するわけですから、何 

らかのトラブルや障害が出てきます。出来ること、出来ないことは多々ありますが、施 

設の特性上、致し方ない部分もあります。そこをご理解して頂きながら、安全で安心し

たより良い生活を過ごして頂ける支援を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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/

