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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２８年５月 1日（日）～５月１５日（日） 

 

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 入浴環境や回数について【週 3がいい・週に 2回がいい・どちらでもない】 

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 

○良いです。（15名） 

○毎日困っています。ギブスであれもこれもできないことばかり、汚い、汚いと言われ

たり大きな顔して食べに来て、と言われてお手伝いの人を頼みたいけどそれもダメだ

と言われて今まで私は、何をしてきたのでしょう？ 

○皆、育ち盛りだから悪くてもよう言わん。 

○いいですよ、ありがたい。 

○皆、親切です。 

○大丈夫です。（2名） 

○服装良し、言葉使い良し、挨拶良し、職員の対応まぁまぁ良し（ 

○言葉使いも良く、よく勉強されていていいですね。 

○良いと思います。時々甘すぎるくらいです。 

〇居室に黙って入る職員がいます 

○身だしなみは良い。もちっと優しい方がいい 

○言葉使いが気に入らないときがある。 

○上々です。 

○良い人もいれば、悪い人もいる。言葉使いが厳しい人がいる。 

○職員は、優しい。 

○悪くない。 

○寮母さんたちには、大変良くして頂いています。 

〇皆、綺麗で優しい。 

〇最高です。 

〇対応は良好だと思います。 

〇良好。 

〇言いよったらきりがない。 

〇なんもない。 

〇良いです。優しい。 

〇点数で言えば 80点ぐらい。 

〇良いですわ～皆良くしてくれる。 

〇あんまり分からん。 

〇前に比べると良くなった。 

〇無回答・回答不可。（2名） 
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明星園からの回答 

●言葉使いについては、職員同士でも声を掛け合い気をつけていきたいと思います。 

●訪室時には、ノック・お声掛けをして入るようにしていますが、声が小さく聞こえに

くい時もあるようです。気付いて貰ってから入室するよう心がけていきます。 

●皆さんの声に耳を傾けていきます。遠慮せずに何でも言って下さい。 

●あたたかいお言葉ありがとうございます。職員の励みになる事と思います。今後とも

よろしくお願い致します。 

●入居者様の事を思うあまり、言葉に熱が入ってしまう事があるようです。気に障る 

 事がありましたら職員までお知らせ下さい。職員を対象とした研修や会議で充分に話

をしていきたいと思います。 

●有料ヘルパー利用については、買物の外出時等は利用出来ますが、部屋の片づけや掃

除等は利用できません。職員が対応しますので遠慮なくお知らせ下さい。 

施設長より 

言葉使いについては、毎回言われていますので、職員全員で気をつけているところで

すが、まだまだ足りないところがあるようです。前よりは良くなったと言う言葉を聞き

まして少しは改善出来ているのかなと思うところですが、まだまだのようです。今後も

十分に言葉を選びながら取り組んでいきたいと思います。 

 他の項目については、概ね評価していただいている様子がうかがえましたが、更に好

感の持てる対応を心がけていきます。 

 

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 

○良いです。（9名） 

○入浴は、病院でギブスをとった時に足を洗って下さるのでその日に入れていただいて

います。 

○入浴の場合は、大きな浴槽に入れるようにして欲しい。 

○今のところ、自分の体がいうこと利かないから参加したくない。 

○分からない。 

○特に言うことはないです。 

○学習塾を 1週間に 1回にして欲しい。 

○浴槽に入れないけど足浴をしているのでＯＫです。 

○カラオケを 1月に 2回して欲しい。クラブ活動はゲームを交えたのがいい 

○楽しく笑えるような雰囲気のものがいいです 

○クラブは参加しないので、入浴はいいです。 
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○不満はないです。ありがとうございます。 

○特にありません。（4名） 

○行事を多くして欲しい。散歩に一緒に行ってほしい。 

○まぁまぁ良い。 

〇別に今までどおりで良いと思います。 

〇手芸（縫い物）がしたい。折り紙もいいね。 

〇あんまり参加しないので分かりません。 

〇演劇等は良いと思います。 

〇参加することも少ないが、参加すると内容は良いと思います。 

〇お風呂に入りたくない。することがとろくなった。 

〇誕生会は毎月大変じゃわ。でもみんなでせんとね。散歩に行きたいけど 1人では行け

ないから何人かで行けるといい。 

〇リハビリ体操は、自分のことなので参加します。字を書いたりするのは苦手です。入

浴は最高です。 

〇文句なし。 

〇やっぱ良いね。 

〇体調の良い日には参加したい。 

〇踊りなど演芸が楽しい。 

〇無回答・回答不可（2名） 

明星園からの回答 

●クラブや行事は、好みや体調に応じて参加して頂ければと思います。今年度より、ク

ラブは月に２つずつとさせて頂いています。楽しみにされていた方には申し訳ありませ

んが、余暇時間を作り小グループでの活動を実施していきたいと思います。 

●余暇時間は、なるべく皆さんの要望に添えるよう計画していきたいと思います。 

●大きな浴槽については、入られる方がおひとりの場合などは個浴でお願いしていま

す。申し訳ありませんが節水・節電にご協力下さい。 

施設長より 

行事については、前年度より少し減らさせて頂きました。皆さん高齢になられ、何らか

の介護が必要になられた方々が増えてきました。その分他の方々との関わりが少なくな

ってきましたので、大きな行事を少し減らして、皆様との関わりや小グループでの 

クラブや活動を取り組んでいきたいと思います。入浴についてもゆっくり入って頂 

く為に、個々に応じた入浴の対応をさせて頂きますのでご協力ください。 
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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 

○良いです。（16名） 

○ギブスになってから腱鞘炎も 3本手術であと、4本注射のまま車椅子でだんだん手も

使いにくくなるのでヘルパーさんでも使えないかなぁと思っています。 

○大丈夫です。（2名） 

○特にありません。（2名） 

○車椅子利用者には、使いづらい所がある。（洗面台上の棚、風呂もシャワーしかして

もらえない） 

○とてもいいです。 

○食事の後、床掃除をされています。ありがとうございます。 

○月に 1回か 2回、トイレ掃除をして欲しい 

○別にない 

○何もないです（2名） 

○ちゃんとしてくれています。 

○満足している。 

〇綺麗だと思う。（3名） 

〇自分の部屋の入口は自分で清掃しています。私が来て一度もしない人がいるけど自分

の部屋ですから。 

〇いきとどいています。 

〇綺麗な方が感じで良い。 

〇良好。 

〇ちゃんとしてある。 

〇ちょっと分からん。（2名） 

〇文句なし、綺麗にしてる。 

〇できているじゃろ。 

〇環境は良い。 

〇無回答・回答不可（2名） 

明星園からの回答 

●共有部分の他に皆様のお部屋も定期的にお掃除に入れるよう調整していきます。 

●建て替えから十数年が経過しています。不具合な所が少しずつ見られているようで 

 す。気付かれた際には、職員へお知らせ下さい。出来るだけ早急に対応していきたい 

 と思います。 
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施設長より 

環境については、きれいにしてあるとの声をたくさん頂きありがとうございます。共有

部分の清掃については、日頃から清掃に取り組んでいるところですが、気が付かない部

分もあるかもしれませんのでいつでも職員に声を掛けてください。又、以前は全員での

清掃日がありましたが、今はそれもなかなか出来なくなりました。それでも、清掃や園

内の環境美化に協力していただいている方々も居られます。自分達の生活空間は自分達

で協力しながら環境美化に取り組んでいただければ、更にきれいな環境で生活していけ

るのではないかと思います。 

 

 

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 

○見えます。（2名） 

○良いです。（12名） 

○目が悪いから見えにくい。 

○目が見えない。 

○特に問題ないです。（3名） 

○できれば夜勤の方の名前を掲示して頂きたい。 

○時々、文字が小さすぎて読みづらい時があります。 

○見やすい（5名） 

○光が当たってちょっと見にくい 

○充分です 。 

○今のままで良い。 

○字を知らんから分からん。 

○時間が分かるように貼ってほしい。 

○別にありません。 

〇ニュースは、早めに知りたいです。 

〇良好。 

〇その時によって分かったり、分からなかったりする。 

〇見にくいことはない。 

〇もっと利用者の事を書くと良い。 

〇てっぺんに貼ってあるのは見えないが貼る所もないし 

〇見るのが楽しみ。 

〇見える。分からない時は聞く。 

〇近くで見るので良く見える。 

○無回答・回答不可（3名） 
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明星園からの回答 

●見えにくい、分かりにくい時には職員に声をかけて下さい。 

●行事や必要な情報を掲示させて貰っています。見えにくい方へは個別に対応できるよ

うにしていきます。 

●必要であれば、コピーしてお渡ししたいと思います。 

●夜勤の職員の名前は、掲示したいと思います。 

施設長より 

 掲示物については、日々の情報がしっかりと伝わるように対応していきます。館内放

送も解りやすいように、ゆっくり伝えていきます。又、難聴の方々には直接お伝えした

り、文章にてお知らせをしていきます。漏れがないように、しっかりとした情報の伝達

に取り組んでいきます。 

 

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 

○いいと思います。（7名） 

○食堂でテレビより大きな声で長々と語り続けて他の人には黙っててお通夜みたいと

言う。 

○私は、対話するのが難しいです。 

○田舎育ちの人の方が優しい。挨拶は礼儀です。 

○人による。自分なりにストレス発散しよる。 

○最高です。耳が聞こえないから不自由をおかけします。 

○大きな声で騒ぐ人は苦手。 

○普通じゃない。特に何もない。 

○それなりにやっています。 

〇頭を左右に振って他の人の行動を見る嫌な人物が苦手。 

○それぞれの性格があるので、自分なりに譲っています。 

○対人関係は、中々難しいです。何とも言えませんが、我慢せんといけないし私は 

耳が遠いので人と話ができません。 

○私はあんまり口出ししません 

○別にないです（3名） 

○いろんな方がいるから仕方ないです。 

○個々の性格で何かと難しい。 

○意見の合わない人が多い。 
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○3階に上がったので気を遣う。 

○今は特にないけど何かあっても言われん。 

○まぁまぁ良い 

○皆さんと仲良く暮らしたいと思っているけど、色々な人の集まりなので難しいです 

ね。 

○気持ちよく歌ってるけど、近くにいる他の入居者の人に時々怒られます。 

〇皆、大好き。 

○前向きに考えて行動します。 

○良好、皆いい人。 

〇共同は苦手。自分は、自分なりにしていきます。 

〇困っていることはない。 

〇どうもない。 

〇良いです。喧嘩もないし、関わりもないし、我関せず。 

〇そこそこ。 

〇別に話もしない、職員以外には語らん。 

〇特にない。皆さん大人しい。 

〇いい人もいるが、難しい人もいる。 

〇いじわるな言い方をする人がいる。 

○無回答・回答不可（２名） 

明星園からの回答 

●50名の方が集まれば、気の合う人，合わない人がおられるかと思います。出来る限 

 りの配慮はしますが、その人を変える事はできません。適度な距離をおきながら気の 

 合う人を見つけて頂きたいと思います。 

●集団生活ですので、皆さん思いやりを持って生活して頂けたらと思います。何かある 

 時には、職員の方までお知らせ下さい。 

●「人は変えられないが、自分は変えられる」良く耳にする言葉ですが、自分が少し 

 変わる事で対人関係がいい方向に向かって行くと思います。職員も同じですが、前向

きに毎日を過ごすようにできるといいです。   

施設長より 

 人が集まれば集まるほど、様々な問題が起きるそうです。この問題を少しでも減らす

には何が大事でしょうか。それは、「他の人のうわさ話をしない事」いい話ならいくら

してもいいのです。良いことも悪いことも必ず言った人に返ってくるそうです。「こだ

ま」と同じだそうです。 

更にいい人間関係を作るには、「挨拶、笑顔、言葉使い」が大事だそうです。まずは、

朝の挨拶から始めて見ましょう。気持ちのいい一日が始まると思います。 
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全体の印象について【安心して生活できる施設か等】 

＊何でも自由にお書き下さい 

〇生まれも育ちも違う人が何十年も経って 50人と生活するのですから色々あるのがあたり

まえです。 

○良いです。（2名） 

○安心です。（22名） 

○もう最高です。ありがたいと思っています。 

○安心してます。とっても感謝です。 

○今は、職員の皆さん良くしてもらっているので安心です。 

○まぁまぁじゃ（3名） 

○慣れていかなければと思います。 

○皆さんといつまでも仲良く暮らしたいです。 

○みんな優しくて、看護婦さんがいて安心。 

○立派になったと思います。 

○安全に生活できています。 

〇分からん。 

〇ここが一番良い。 

〇住みやすい所。良い所。 

〇安心です。嫌な事もあるけど自分ひとりの考えではない。 

〇こんないい所はない。 

〇安心できます。ここがあるから助かっている。 

〇さぁ…ねぇ… 

○無回答・回答不可。（2名） 

明星園からの回答 

●新しい方や施設での生活が初めての方にとっては、慣れない部分もあるかと思います。

皆様にとって安心できる場所であるよう努力して行きたいと思います。 

●住みやすい所、いい所とこれからも言って頂けるように職員一同、努力していきます。 

●「安心です」とのお言葉をたくさん頂き恐縮しています。体調が悪い時では不安に感じ

る事もあるかと思います。私たち介護職も専門の知識を持って業務にあたっています。

職員の言葉にも少し耳を傾けて頂き、相談しながらより安心できる園生活のお手 

伝いが出来るようにしていきたいです。 

施設長より 

明星園には、様々な職種の職員がいて、日々皆さんの生活支援、健康、相談等々ご支援

をさせていただき、安全で安心して生活していただけるように取り組んでいます。毎日の

生活の中では、様々な事があるかと思います。しかし、それはどこで暮らしても同じだと

思います。今を良しとして生活していただければ更に安全で安心して生活が出来るのでは

ないでしょうか。相談できる職員がいつも傍にいますので、気軽に声を掛けてください。 
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入浴環境や回数について【週に 3回がいい・週に 2回がいい・どちらでもいい 
 

＊何でも自由にお書き下さい 

○冬は 2回で良いです。夏は 3回あったら良いです。 

○汚れ仕事や汗の多い人はあまりいないと思いますが、ここでの生活では週に 2回で十

分です。（2名） 

○週に 3回がいいです。（10名） 

○どちらでもいい。（4名） 

○3回がいい。「風呂に入んない」と言ってくれるのが嬉しい。 

○2回でいいです。（9名） 

○週に 2回くらいでちょうどいい。汗もかかないから。 

○3回でもいい。 

○どちらでもいい。夏場は 3回がいいけど、冬は 2回で良い 

○週に 2回でいいです。（電節、節水の為） 

○週に 3回、少し贅沢ですね。 

○私は、お風呂は今のままでいいと思います。 

○働いていないのでどちらでもいいです。 

○あった時に入ります。湯船に入れないから。 

〇今まで通り。（2名） 

〇入浴は疲れるので週に 2回でいいかな。 

〇どっちでもいい。夏場は 3回かな。 

〇週に 2回でいい。週に 3回は多い。 

〇別府では、1日 2回、3回入ってた。毎日とはいかんけど入りたい。 

〇今から汗をかくから 3回が良いな。 

〇分からんねぇ。 

〇入るんだったら 3回がいい。 

〇無回答・回答不可。 

明星園からの回答 

●今年度も入浴回数は３回なので、それぞれご自分で調整して頂き、３回入られてもい

いですし、入浴は疲れると言われる方やお風呂があまりお好きでない方も多くおられる

ので週に１～２回入って頂き体の清潔保持をして頂ければと思います。 

 

●入浴の回数についても年２回アンケートをさせて頂きますので、アンケート後に検討

していきたいと思います。 
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 施設長より 

入浴は、人が快適に生きていく為には欠かせないもので、疲れを取り、快適な睡眠や

精神的安定にもつながるものだと思います。又健康維持に重要な働きをしていると思い

ます。もちろん、その人その人の状態にもよると思いますが、２回でいい人３回でいい

人等それぞれだと思います。皆さんの意見をしっかり聞きながら、一番良い方法で取り 

組んでいきたいと思います。 

 

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 

○特にありません。（12名） 

○良いです。 

○なし。（5名） 

○言いたいことはないです。 

○悩むことは、今は無いです。 

○ないよ、ありがとう。 

○ありがとうございます。 

○食事の環境が多少悪いと思う。 

○床が濡れているのに気付いた人は、注意するのではなく拭くくらいの気持ちをもちた 

いものです。 

○私は、食べるのが遅いけど食べるのが早い人がいるから喉に詰まる。 

○ないです。良くして頂いています。 

○部屋の前に座る所が欲しい 

〇只、ありがたいです。 

〇園長さんが職員の教育をして欲しい。 

〇何もない、今の生活に満足している。 

〇身体の痒い所があるから何とかしてほしい。 

〇お風呂の時間が決まっているので、ゆっくりとお風呂に入りたい。 

〇環境は、常に人間を支配します。 

〇一人部屋だから良いけど寂しい時もある。今はこれで良い、気を使わず良い。 

〇今のところ満足、贅沢は言えばきりがない。 

〇薬は、机で飲みたい。 

〇至れり尽くせり。 

〇無回答・回答不可。（7名） 
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明星園からの回答 

●食事や入浴が早い人、ゆっくりな人、静かな方が好きな人、賑やかなのが好きな人、

様々な方がいらっしゃいます。時間や場所を変えるなど可能な部分は改善していけるよ

う努力していきたいと思います。 

●職員の対応などで気付かれた事があれば、その都度お知らせ下さい。皆さんに安心し

て生活できるよう精一杯取り組んでいきたいと思います。 

 施設長より 

いろいろなご意見ありがとうございます。皆さんから上がってくる、ご意見ご要望、又

苦情等もあわせて改善出来る事は、改善していきたいと思っております。しかし、出来

ないことも多々あるかと思いますのでそれは、御了解いただきながらその都度ご説明さ

せて頂きます。いろいろなことの言える環境作りに取り組んでいきます。 

 

ご家族からのご意見【送付 47通・回収 25通(参加 13名)】 

〇いつもお世話になっています。ありがとうございます。（3家族） 

○お世話になっております。中々面会に行けず申し訳なく思っております。今

後ともよろしくお願い致します。 

○お世話になっています。これからもよろしくお願い致します。皆様のご健康

を祈っています。 

○仕事の都合で行けそうにありません。申し訳ありません。今まで通り宜しく

お願い致します。 

○いつもお世話になり大変ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお

願い致します。(本人がわがままなので申し訳ありません) 

○いつもありがとうございます。 

○入院の際は大変お世話になり、ありがとうございました。 

○ご迷惑をおかけしていますが、皆様のおかげで元気に過ごさせて頂き、本当

に感謝しています。今後共、よろしくお願い致します。 

○おまかせしたままで大変お世話様になっております。 

○いつもお世話になります。認知症が進み迷惑かけております。これからは私

も協力しますのでお願いします。 

○いつも職員の方々には大変お世話になっており、本当にありがとうございま

す。母はいつ訪問しても部屋にこもっている所しか見ないので少しは心配な

面がありますが、声掛け等をしっかりして頂いているようなので安心してい 

ます。今後共よろしくお願い致します。 
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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と思います。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 

今回の懇談会にも多数ご参加いただきありがとうございました。又、返信のお葉書も

多数頂き感謝申し上げます。 

このような会が、毎回開催できて、ご家族の皆さんに直接いろいろな話が出来る事を、

非常にありがたく思っております。今後とも、ご協力ご支援をよろしくお願い致します。 

 

★ご家族の皆様へお知らせ★ 

ホームページ、ブログを随時更新しております。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/

