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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（＊ご家族へのアンケートも実施）

【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）

【今回の調査結果】
　対象人員50名　→　回答数50名（1名入院中及び回答困難者は無回答で集計）

【入居者満足度調査項目】

●食事の質について

　献立の内容に満足していますか

　食事の味付けはいかがですか

　おかずの量はいかがですか

　食べやすい食事形態に配慮されていますか

　食事（食品）は安心して食べられていますか

　盛り付け、色合いはいかがですか

●配膳方法について

　現在の配膳方法に問題はありませんか

●食事の選択について

　好きな料理はなんですか

　嫌いな料理はなんですか

　夏に食べたくなる料理はなんですか

　パンの日（昼食のセレクト食）はたのしみですか

　夏場週１回のそうめんは実施したほうがよいですか

　牛乳は冷・温・どちらがよいですか

　魚は骨付き骨なしどちらがよいですか

●栄養・衛生教室について

　内容は理解しやすいですか



良い ％ 普通 ％ 悪い ％
わからない
無回答

％

献立の内容には満足していますか 39 78% 6 12% 2 4% 3 6%

食事の味付けはいかがですか 39 78% 7 14% 1 2% 3 6%

おかずの量はいかがですか 36 72% 7 14% 1 2% 6 12%

食べやすい食事形態に配慮されていますか 40 80% 6 12% 1 2% 3 6%

食事(食品)は安心して食べられていますか 42 84% 4 8% 1 2% 3 6%

盛り付け、色合いはいかがですか 43 86% 5 10% 0 0% 2 4%

食事の質について
6月集計 6月集計 6月集計 6月集計
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食事の質について 
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回答

　食事の質についてのアンケートについてですが、それぞれの項目良いと普通の％を合計すると約９０％の回答を頂きました。全体

的に見ると満足してくださっているように思いますが、悪いと答えられた方もいらっしゃいます。個別にお伺いしたところ、焼き魚が臭

う時があったり、味噌汁の味が薄いなどの意見をいただきました。味噌汁については辛いとおっしゃる方もいらっしゃいます。味噌汁

にかぎらず、全ての料理において、全体的に好まれる味付けになるように栄養課で味見をしてから提供しております。特にこれから

の季節汗をかくと体内の塩分が失われ体が塩分を欲しがり、味付けが薄く感じることがあるかもしれません。また、今までの在宅生

活で味付けの薄い・濃いと嗜好の違いがあると思いますが、皆様に満足して頂けるように今後も努力していこうと思います。献立の

内容については先日食事委員会で試食して頂いた夏メニューを導入してマンネリしないように工夫をこらしていこうと考えております。

・汁が少ない。

・きんぴら、千切り大根の油炒め、レンコンの油炒めが食べたい。

・今以上のことを言うのはわがままです。

・食欲が心配。

・片栗で解いて混ぜたようなものが苦手です。出来れば、主菜と副菜の皿を分けて盛り付けて欲しいです。

・薄味が良い、青魚が食べたい。

・御飯の量に対しておかずの量が多いときがある。

・量も質も良い。

・食事については言うことなし。

・量とかも丁度よく美味しいです。

・今は私の体の調子が悪いけど申し訳ないくらい気をつけてくださいます。ありがたいです。頭が下がります。

・漬物など小さく切りすぎているときもあるけどしかたないね。

ご意見

・刺し身が食べたい。

・たまに辛いおかずがある。

・たまに味付けが甘いときがある。

・中華より和食をもっと出して下さい。

・自分は義歯が痛くて思うように食べ物を食べられない。



・麺　7名

・煮しめ　3名

・カレー　2名

・和食　2名

・肉料理　2名

・刺し身　2名

・そうめん　23名

・冷やし中華　4名

・冷奴　2名

・焼きそば　2名

・すいか　2名

・青魚　2名　　　　　　　　　 ・一口さんま(朝食)

・うなぎ　2名　　　　　　　　 ・餃子

・カレー　2名　　　　　　　　 ・目玉焼き

・肉じゃが　　　　　　　　　　 ・牛、豚

・骨付き魚　　　　　　　　　　・納豆

・温泉卵　　　　　　　　　　　・キウイ

・がんも                        　    ・中華

・魚                             　    ・パイン缶

・麺                                　 ・刺身

・卵焼き　　　　　　　　　　　　　 ・すき焼き

・厚揚げ                           　・ビーフン

・マーボー豆腐(トロミのある料理)

・辛いもの

・鮭

夏に食べたくなる料理はなんですか？

・カレー　2名

・カキ氷

・冷汁

・きゅうりのなます

・ラーメン

・ところてん
・冷しゃぶ

・水分の多いもの

好きな料理はなんですか？

・握り寿司　3名

・チキン南蛮

・鶏肉料理

・かきあげ

・カレーうどん

・さば、いわし

・肉じゃが　　　　　　　　　　　・なんでも好き

・果物

・フライ

・ハンバーグ

・煮豆

・やわらかいもの

嫌いな料理はなんですか？



パンの日について 良い ％ 普通 ％ 悪い ％ その他 ％

セレクト食はたのしみですか？ 33 66% 9 18% 1 2% 7 14%

ご意見

・とても楽しみ。
・毎日でもいい。
・初めて食べさせてもらっている。家では和食が多かったから。
・サンドウィッチが好き。
・サンドウィッチは食べたくない。トーストは好き。
・サンドウィッチは嫌い。
・人並みで良い。
・パンは食べていない。
・パンはあんこが入っているのが好き。

回答

　昨年から毎週金曜日朝食のパンの選択以外に昼食に月１回パンとご飯のセレクト食を導入しています。サンドウィッチであったり、

ロールパンや胚芽パンなどご飯と選択できるようになっております。ロールパンなどは厨房で焼いて出来立てを食べて頂くので、是

非パンが苦手といわれる方にも一度は食べて頂きたいのでお勧めしています。
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セレクト食はたのしみですか？ 



良い ％ 普通 ％ 悪い ％ 無回答 ％

　８０％の方が週に１回のそうめんを希望されています。夏場食欲のないときなどのど越しの良いそうめんは食べやすい事もあり、好
まれる理由かと思います。薬味をたくさんトッピングして今年もおいしいそうめんを提供しようと思います。嫌いな方については代替提
供いたします。

2% 5 10%

ご意見

・ぜひ。
・好きだから嬉しい。
・それがいいです。
・何回でも食べたい。
・そうめんよりうどん。
・そうめんはあまり好きではない。

回答

夏場の週一回のそうめんは実施したほう
がいいですか？

40 80% 4 8% 1

そうめん週１回
6月集計 6月集計 6月集計 6月集計
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そうめんの週１回の実施について 



良い ％ 普通 ％ 悪い ％ 無回答 ％

0% 27 54%内容は理解しやすいですか？ 19 38% 4 8% 0

・ありがたく感謝しています。

回答

　対面式のキッチンを活用して汁とご飯は盛り付けてその他のおかずは職員が配膳を行っております。以前は入居者にとりにきて頂
く形式で配膳を行っておりましたが、機能レベルの低下や配膳時の転倒の危険性を考慮して現在は職員による配膳を行っています。
温かいものは温かく、冷たいものは冷たく適温で提供できることを前提に今後配膳方法を検討していきたいと思います。

栄養、衛生教室について
6月集計 6月集計 6月集計 6月集計

配膳方法についてのご意見

・入居者が配ると間違いがあるので職員の指示で行ってほしい。

・御飯の注ぎ方が職員によって違う。

・多くの人の用意するのですから多少のことは言う必要ないと思います。

・朝のみそ汁がもっと多くほしいです。
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栄養、衛生教室について 



　ん。

・義歯が痛いので食べ物はよく食えない。努力して食べている。

・皆さんごはんを食べるのが早いのでゆっくり食べれない。ゆっくり食べたい。

・言うことなし。

・卵焼きが好きだからもっと出してほしい。

・晩酌がしたい。

・長く入院したこともあり、ここに入居して長くなりますが色々工夫して目先の変わったものを下さっています。それがよく分かります

 のでありがたいと思っています。

・年々、体力等個人差があり対応が難しいと思いますがよろしくお願いします。

・台車を運ぶ手伝いはしています。これしか出来ない。ありがたい、いつも美味しいです。食事で文句を言うことは一度もありませ

　毎月１回看護師と栄養士による栄養・衛生教室を開催しております。栄養士からは食事に関する行事の説明とテーマごとに食事に関
する話、看護師からは主に衛生面や感染症の話をしています。３Ｆの食堂で行っていることもあり、２Ｆ入居者の参加が少ないのが現状
で、無回答の２７名は２Ｆ入居者がほとんどでした。今後は多くの方が参加していただけるように呼びかけ等を行っていたいと思います。
また、当日の資料などは不参加の場合でも配布しておりますので遠慮なく職員へお声賭けください。

食事に対するご希望、あるいは苦情について気がつかれたこと

・食事中のおしゃべりはやめてほしい。

・食事中横を待たないで下さい。他の園でもしてました。

・満足です。

・ごはんが美味しいけど太りません。

意見

・良いとか悪いとかではなく今まで通り行って下さい。
・行かないから分からない。

回答













　
　
 
 


