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養護老人ホーム明星園 食事満足度調査 

 

【目的】 

 入居者様の嗜好や要望、現在の食事満足度を知り、献立作成や調理工程、食事提

供方法へフィードバックを行い、食事の満足度を向上させることを目的に行う。 

 

【調査項目】 

アンケート（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                             

(入院中の 5名及び回答困難者については無回答で集計) 

 

【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 28年 5月 1日（日）～5月 15日（日） 

 

【食事満足度調査項目】 

●ごはんについて 

 ・ごはん、お粥の炊き方はいかがですか    ・ごはん、お粥の量はいかがですか 

●おかずについて 

 ・おかずのかたさはいかがですか        ・おかずの量はいかがですか 

 ・おかずの味付けはいかがですか        ・汁物の味付けはいかがですか 

 ・夏場の週 1回のそうめんの日は実施したほうがよいですか 

●週 3回（火・木・土）のおやつについて 

 ・内容はいかがですか               ・量はいかがですか 

●食事全般について 

 ・献立内容はいかがですか            ・彩りや盛り付けはいかがですか 

 ・食事の温度はいかがですか           ・毎日の食事に満足されていますか 

●献立の中で美味しかったもの、苦手だったものは何ですか 

●その他、食事に関してご意見やご要望、食べてみたい料理がございましたらお書

き下さい。 
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【対象者の食事形態】               

  ・普通食  17名  ・中間食  24名  ・楽々食  4名  ・入院中  5名 

   

【対象者の主食形態】 

  ・ごはん  29名  ・混ぜ粥  8名  ・粥  7名  ・ゼリー  1名 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果  

●ごはんについて     

ごはん、お粥の炊き方はいかがですか？ 

やわらかい／1名  やややわらかい／0名  丁度良い／35名  

ややかたい／1名  かたい／0名  無回答／13名 

ごはん、お粥の量はいかがですか？ 

多い／4名  やや多い／2名  丁度良い／26名  

やや少ない／7名  少ない／1名  無回答／10名 

 

＜栄養課より＞ 

 ごはん、お粥の炊き方については好みがあるかと思いますがほとんどの方が

丁度良いと答えられています。 

 量については体調等で変動があるかと思いますが、配膳時に加減はできま

すのでご遠慮なくお知らせ下さい。 
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●おかずについて 

おかずのかたさはいかがですか？ 

やわらかい／0名  やややわらかい／0名  丁度良い／38名 

ややかたい／2名  かたい／1名  無回答／9名 

おかずの量はいかがですか？ 

多い／3名  やや多い／4名  丁度良い／33名 

やや少ない／2名  少ない／0名  無回答／8名 

おかずの味付けはいかがですか？ 

濃い／0名  やや濃い／0名  丁度良い／35名 

ややうすい／6名  うすい／0名  無回答／9名 

汁物の味付けはいかがですか？ 

濃い／0名  やや濃い／2名  丁度良い／35名 

ややうすい／4名  うすい 0名  無回答／9名 

夏場の週 1回のそうめんの日は実施したほうがよいですか？ 

はい／38名  いいえ／1名  無回答／11名 

 

 

＜栄養課より＞ 

 おかずのかたさについてはやわらかい食材を使用したり調理方法を工夫して

おりますが、歯の状態により食べにくいといわれる方もいらっしゃいました。切

り方等で引き続き対応していきます。 

おかずの量、味付け、汁の味付けについては個人差や好みがある為、残食

を毎食計量し、内容、量、味付けについて検討して次回の献立に反映させるよ

うにしております。 

現在残食率４％前後で推移しておりほとんど食べていただいているといっても

良い状態ではないかと考えられます。 

 夏場の週一回のそうめんの日について１名以外は実施したほうがよいとの事

なので実施いたしますが、１名の方についてはご本人とご相談の上、代替等で

対応いたします。 
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●週 3回（火・木・土）のおやつについて 

内容はいかがですか？ 

良い／29名  悪い／0名  どちらともいえない／9名  

無回答／12名 

 

量はいかがですか? 

多い／0名  やや多い／2名  丁度良い／35名  

やや少ない／1名  少ない／2名  無回答／10名 

 

＜栄養課より＞ 

 昨年１０月から介護課と連携し、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、その一環としてバナナ、ヨーグルト、芋類、きなこ、ココ

アなど食物繊維の多い食材を使用したおやつの提供を行っております。 

 おやつというのは食事で取れない分を補う役目もありますが、皆さんとても楽

しみにされていますのでお菓子等も取り入れながら夕食に影響が出ない程度

の量で提供して行きたいと思います。 

 

 

 

 

●食事全般について 

献立内容はいかがですか？ 

良い／.34名  悪い／1名  どちらともいえない／4名  

無回答／11名 

彩りや盛り付けはいかがですか？ 

良い／35名  悪い／0名  どちらともいえない／5名 

無回答／10名 

食事の温度はいかがですか？ 

熱い／3名  やや熱い／0名  丁度良い／36名 

やや冷たい／2名  冷たい／0名  無回答／9名 
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毎日の食事に満足されていますか？ 

はい／40名  いいえ／1名  無回答／9名 

 

＜栄養課より＞ 

普通食と中間食・楽々食では食材によっては固さや飲み込みやすさを考慮して

違うものを使用したりする事がございます。また、年齢や体重、嚥下状態を介

護課、看護師と検討しご本人のご希望される食形態、量を提供できない場合も

ございます。その都度ご説明し、納得していただけるように対応させて頂きま

す。その他、彩りや盛り付け、温度等、については今回のアンケートの結果を

参考に厨房内でミーティングを重ね毎日のお食事に反映させていきたいと思い

ます。 

 

 

 

 

●献立の中で美味しかったもの、苦手だったものは何ですか？ 

＜美味しかったもの＞ 

・果物 

・野菜を炒めた物 

・全体的に美味しい、前より今のほうが美味しい。 

・酢の物 

・白和え 

・サラダ 

・おいしいから全部食べる。 

・うどん（４名） 

・ラーメン(２名) 

・とんかつ 

・刺身（４名） 

・魚の照り焼き 

・タレやソース等、みんな美味しい。 

・何でも好き 

・ひすいとろろ 

・チキン南蛮（２名） 

・ぶりのあら煮 

・つわと厚揚げの煮物 

・カレーライス（２名） 
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・魚のお好み焼風 

・サンドイッチ 

・鮭の料理 

・どれもこれもおいしい 

・麺類（３名） 

・時代が変わったので今まで食べたことのない変わった作りでおいしく食べて

ます。 

・ちゃんぽん 

・焼きソバ 

・いなり（２名） 

・巻き寿司（２名） 

・ちらし寿司（２名） 

・そうめん（２名） 

・鍋料理 

・サラダ 

・南蛮漬け 

・たくさん美味しいものがあります。 

・かしわ料理。いつもやわらかくてしっかり味がついています。 

・何を食べてもおいしい。（５名） 

・おでん 

・魚より肉、牛肉 

・レタス巻き 

 

＜苦手だったもの＞ 

・へちま 

・鯖 

・衣がかたいもの 

・ほうれん草か葉物のお浸しに味がない事があった。 

・オクラ 

・刺身 

・納豆 

・ししゃも 

・刺身以外の魚料理 

・うなぎ 

・青魚 

・ハンバーグ（２名） 

・魚のお好み焼き風 

・豆料理 

・魚類 

・あまり体に良くないからいもの 
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・牛肉すき焼き風 

・目玉焼き 

・温泉卵 

・うなぎのかば焼き 

・鮭 

・チーズの入った料理 

・マーボー豆腐 

・とろみのついた煮込み料理 

・青魚は苦手です。皮も血合いも骨もダメで残しています。ごめんなさい。 

・辛いもの 

・ない（５名） 

・魚類。骨がないと魚という感じがしない。 

・思い出せない。 

・白身以外の魚、生魚はダメです。 

 

 

 

●その他、食事に関してご意見やご要望、食べてみたい料理がございま

したらお書きください。 

＜ご意見、ご要望＞ 

・お肉の硬いのは食べにくい。 

・いつもおいしくいただいてます。 

・竹の子、たくあんは固いのでいらない。 

・魚料理が好き。ご飯が食べられるだけでありがたいと思っています。 

・汁物は熱いほうが望ましい。 

・味がうすい時がある。（減塩食の方） 

・野菜もう少し欲しいです。 

・今まで通りでいい。 

・刺身が好きなので出す回数を増やして欲しい。そうめんが食べたい。 

・味付けをもう少し濃くして欲しい。みそ汁はちょうどよい。おいしい。 

・好きなおかずはおかわりがしたい。 

・そうめんはあまり切らないで欲しい。 

・残す事は嫌なので苦手なものでも食べます。 

・たまに肉がかたい。 

・始めてのオランダ煮が出た時はとてもおいしかったので二度目のときに期待
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していたのに、味がいまいちだったのでとても残念だった。 

・満足しています。 

・塩分控えめでとても身体によいと思います。ありがとうございます。 

・毎日美味しいよ。 

・ここで満足しているから大丈夫です。 

・野菜はもう少し大きく噛みごたえがあったほうがいい。生はいまのままでい

い。 

・自分の飯を入れる入れ物が小さいので大きな入れ物に変えてください。 

・おかずをもっと大きく切って欲しい。 

・毎日 3食の食事については今のままで充分と思っております。毎日 3食自分

が作る事を思えば何も言うことはないと思います。 

＜食べてみたい料理＞ 

・魚類 

・チキン南蛮 

・生のトマト、生のレタス 

・特にない 

・あっさりしたもの 

・鯵の干物 

・そうめんが一番良いです。汁にもそうめんを入れて欲しい。とにかく麺が好き

です。 

・お刺身が食べたい。（２名） 

・夏はそうめんが食べたい。 

・ぎょうざ、巻き寿司 

・家庭料理がいちばん良い。 

・生野菜 

・豚肉を味噌で味付けをして焼いたもの 

・1週間に 2回、麺類を食べたいです。 

・すき焼き 

・煮物 

・ステーキ 

・白菜のバターで炒めて少しのしょうゆで味付けしたもの。 

・うどん 

・みかん 

・３食色々と出して頂きますので現在の食事で充分だと思います。 
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＜栄養課より＞ 

  献立の中で肉料理や麺類、お寿司、お刺身が人気のようです。お誕生日の

希望食でもこれらのメニューの希望をされる方がほとんどです。現在ほぼ毎日

肉料理、魚料理を提供し、麺類は月に３回、お寿司の日を月に１回計画しお出

ししています。お刺身は食品衛生の関係で５月から１０月は提供出来ませんが

冬場はなるべくメニューに取り入れていきたいと思います。 

今回入居者の皆様から頂いたご意見やご要望、食べてみたい料理などを参

考に新しいメニューを取り入れるなどして毎日３食のお食事の時間が楽しい時

間であるように、「おいしかったよ！」の声がたくさん聞けるように栄養課、厨房

スタッフ一丸となり安心・安全でおいしいお食事作りに努めてまいります。 

たくさんのご意見ありがとうございました。 

 

 

 

＜施設長より＞ 

 食事は毎日 3食、365日あります。1日たりとも欠かせないものです。そして、

生活の中での一番の楽しみではないでしょうか。食べる事は、生きる源であり、

元気の源でもあります。人は口から食べることが一番の栄養になるそうです。 

その為には、皆さんが、いつも行っています口腔体操がとても重要で、しっ

かり噛んで、しっかり飲み込む。このことが、日々の取り組みの中で大事なこと

なんですね。 

今回のアンケートでは、多数の方に明星園の食事はおいしい、満足している

と言っていただいております。しかし、味付けだったり、好き嫌いであったりと嗜

好的な部分もあるかと思いますが満足されていないご意見も頂いております。

そのご意見をしっかり受け止めまして、これからも更に工夫をしながら皆さんに

満足していただける食事作りに取り組んでいきますので、今後も色々なご意見

を頂きたいと思います。 

食べると言う字は、人が良くなると書きます。おいしいバランスのとれた食事

をしっかり食べていただいて、いつまでもお元気で過ごしていただきたいと思い

ます。 

 

 


