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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(入院なし) 

〇ご家族へのアンケートも実施(46通送付→  22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 10月 2日（日）～10月１6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(夏・冬)について【夏・冬、週 3回がいい・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。（25名） 

○まあまあ良い。(3名) 

○大変良いです。(5名) 

○優しいです。 

○普通。(2名) 

○分からん。(3名) 

○職員の方のマナーは大変良いと思います。 

○黙って入るより明るい挨拶いいですね。 

○言い方がきつい時がある。 

○介護士としての教育がいつもあり有難いです。 

○親切な対応に接し有難く思っております。 

○優しくない人がいる。笑顔がない人がいる。 

○良い人もいれば悪い人もいる。言い方がカチンとくる人がいる。 

○頼みごとをした時に嫌な顔をする人がいる。 

○とても良いです。皆さん、いろいろと教えて下さってありがたいです。 

○無回答(2名) 

 

明星園からの回答 

●おおむね良いとのたくさんのご意見ありがとうございました。言葉使いや態度に関し

ては、前回の満足度調査でも同様の意見が上がっていました。今後も研修・会議等で話

をしていきながら改善できるように努めていきたいと思います。 

●数名の方より不満の声が聴かれております。対応については、やさしい笑顔、やさし

い態度、やさしい言葉使いを実践できるよう心掛けていきたいと思います。 

 

施設長より 

言葉、言葉使いは、人を相手にする仕事では大変重要なことです。言葉を使うことは、

相手と理解しあえる、コミュニケーションの基本であります。その言葉使いも日頃から

気を付けていきましょうと、声を掛けあっているところですが、ご指摘もありしっかり

受け止めて対応したいと思います。言葉使いや態度、対応は、それぞれが意識して行わ

なければ改善はなかなか出来ないものです。相手に対して不快感を与えないように、充

分に気を付けて取り組んでいきます。その他の事に関しては、概ね良しとの事。これか

らも職員一同更に、質の向上に努めていきたいと思います。 
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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。（24名） 

〇まあまあ良いです。(4名) 

○大変良いです。 

○分からん。(3名) 

○水曜日の入浴がせわしい。 

○今のままでいいと思います。(2名) 

○学習塾をせめて１週間に１回して欲しい。 

○入浴、良くして下さる。 

○普通。 

○踊りが好き。 

○まあまあ、好きなものに参加します。 

○クラブ活動が少なく感じる。 

○クラブは出ないけど、入浴は良いです。 

○職員の介助が良い人もいるし、頼むのに遠慮してしまう人もいる。 

○静かに暮らしたい。 

○いいです。遊びに行きたい。 

○頭が痛くて参加できない時に気を使う。 

○お風呂は週に２回で良い。 

○行事、クラブはまだ参加して事がないのでこれから参加します。お風呂もとても良い

です。 

○無回答(2名) 

明星園からの回答 

●行事・クラブについては、９月より個別に希望を聞いて園内外の活動を始めました。

例えば、青島へのドライブとランチ、西都原へのお花見とランチ、イオンでの買い物

とランチなど楽しまれました。 

●プリントの配布等、個別に対応のできるものについては、可能な範囲で行っていきた

いと思います。 

●入浴と行事の回数については、皆様からのご意見を参考に来年度に向けて検討してい

きたいと思います。 

●活動の時間を充実させるために、皆様のやりたい事への取り組みのお手伝いができた

らと思っております。やりたい事がありましたら職員にお知らせ下さい。 

 

施設長より 

入居者の方々も高齢になり、介護が必要な方が増えてきました。その為に行事やクラ 

ブ活動を少し制限させて頂いております。その分少しずつ、職員数も増やしながら皆様 
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の日々の支援の充実を図っているところです。徐々にですが、小グループでの活動を増 

やしながら、更に充実した取り組みを行っていきたいと思います。入浴に関しては、ご 

本人の体力的な状態も含めて検討させて頂き、個々に合った入浴体制に取り組んでいき 

たいと思います。 

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 

○良いです。（27名） 

○大変良いです。(3名) 

○きれいにしてある。 

○大丈夫です。ありがとうございます。 

○忙しいながらも掃除は行き届いています。 

○行き届いていると思います。 

○まあいいでしょう。 

○少し暗い。 

○できていない。（自分が…) 

○分からん。(3名) 

○食後の床清掃、感謝しています。 

○常に気をつけております。 

○掃除は出来ることは自分の体のためだと思ってやっています。 

○廊下が汚い時がある。 

○掃除はきちんとして欲しい。 

○出来る方はもう少し自分の回りをきれいにして欲しい。 

○食堂をきれいにして欲しい。小さい食材をこぼして汚れるから。 

○言うことはありません。 

○無回答(2名) 

 

明星園からの回答 

●以前は出来ていたことが、少しずつ困難になってきている方もおられます。職員の手

を借りないと出来ない部分も増えているようです。今後、掃除に関しても日程を決めて

職員で対応出来るようにしていきます。 

●ここは共同生活の場になります。皆様の支えがあっての明星園です。みんなで協力し

て更にきれいで気持ちの良い環境で過ごせるようにしていきましょう。 

●館内の設備については、定期的に点検を行っています。その都度、対応致しますので

職員へお知らせ下さい。 
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施設長より 

明星園も築１４年を向かえ、修繕の必要な個所も増えてきました。それでも、清掃面で

は、年１回の全館ワックス掛けも行い、きれいさを保っているところです。殆どの方々が、

きれいにしてあるとのお言葉を頂きありがとうございます。 

食堂、廊下、デイルーム、共有部分の清掃、各居室等、定期的な清掃を行っているとこ

ろですが、これからも、自分達の生活の場所は自分達で清掃していけるよう、皆さんの協

力を頂きながら取り組んでいきたいと思います。ご協力よろしくお願い致します。 

 

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 

○良いです。（22名） 

○大変良い。 

○見やすい。(6名) 

○良く見えない。 

○小さい文字は見えにくい。(4名) 

○ちょっと高い。献立表がもっと見えるようにして欲しい。 

○読まない。 

○字が読めないので見ていない。 

○色んな物がゴチャゴチャしていてわかりにくい。 

○あんまり見ないのでわかりません。(2名) 

○分からない。(4名) 

○掲示物の字をもう少し大きくしていただきたい。 

○大事な事は見やすい所にはって下さい。 

○私はわからない事が多いので、みなさんに聞くようにしています。 

○分かりやすく掲示してあって問題ないです。 

○無回答(2名) 

 

明星園からの回答 

●出来る限り見やすいように改善していきたいと思います。 

●掲示スペースに限りがありますので、大切な事は口頭でもお知らせ致します。また、見

えにくい、分からない時には個別にお伝えしますので職員へ声をかけて下さい 

●掲示物等、読みやすいようにできるだけ大きな文字にしておりますが、今後も皆様の目

線に入るよう気をつけて掲示していきたいと思います。 

 

施設長より  

掲示物は、見易さと解りやすさを基本に、皆さんにお伝えしていきたいと思います。 

館内放送も解りやすい言葉使いとゆっくり聞き取り易い放送を心がけていきます。 

日々園内で行われる情報は、しっかりとお伝えしていけるよう取り組んでいきます。特に

重要なことは、何回にも分けてお知らせしていきます。 
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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 

○問題ないです。（16名） 

○良いです。(4名) 

○楽しいです。 

〇分からん。(3名) 

○あんまり良くない。 

○仲良くしています。 

○気にしないようにしている。 

○普通。 

○質問、対話等、手話を。 

○様々。 

○他入居者の行動探りをして欲しくない。 

○人と話さないから分からない。(2名) 

○合わない人がいるけど仕方ないわね。 

○考えないようにしています。口の悪い人がいます。 

○嫌な事はありますけど我慢します。 

○そんな事は言っていられない。仲良くしないと。 

○誰が何を言おうと慣れました。 

○私は人のことは言われん。 

○共同生活を楽しく過ごしたい。 

○色々ある。部屋に入って欲しくない。 

○食堂で隣の方から指をさされてバカにされる。 

○色々あるがしょうがない。 

○朝早くからのおしゃべりは困ります。 

○時々、ぶつかってしまう事があります。 

○他入居者と話してご飯を食べるのが楽しみ。話を合わせている。 

○何かにつけていじめ、何が原因なのか思い当たる事は分からない。不愉快な思いで過ご

していますが、折角現在の所に入所したのにと思い考える事があります。 

○無回答。(2名) 

明星園からの回答 

●50 名の方が生活されています。気の合う人、合わない人がおられると思います。職員も

出来る限りの配慮は致しますが、相手を変える事は出来ません。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。 

●共有の場所、早朝などは他の入居者への配慮をお願いします。 

●たくさんの方が生活されています。対人関係については、お互いに思いやりや優しい気

持ちで接して頂きたいと思います。 

●入居者間での不満・苦情については、直接伝えるとトラブルになる事があります。気

になる事は職員にご相談下さい。 
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施設長より 

 人は十人十色と言いますが、顔形が違うように考え方も、生き方もそれぞれ異なって

います。そんな方々が一つ屋根の下に住んでいらっしゃれば、時には意見の食い違いや

トラブルも起こるのではないでしょうか。日本には「お互い様」と言う言葉があります

が、まさしく集団生活は、この「お互い様」ではないでしょうか。良い人間関係を作る

為には「挨拶 笑顔 言葉使い」が大事です。まずは朝の挨拶から初めて見ましょう。

気持ちの良い一日が始まると思います。 

 

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 

〇安心して生活できます。（33名） 

○安心です。一番です。 

○分からない。 

○各部屋清潔。 

○ここはいい所。 

○明星園でお世話になっているので安心です。 

○百パーセント安心できる。 

○穏やかさが欲しい。 

○入居者の方は挨拶しない方が多い。１日は挨拶から始まるのだと思います。 

○明星園に入居して良かったと感謝しています。 

○安心して生活できるが、一人で外出できないのが不満である。 

○まあまあやね。 

○そういう事はあまり気にしていないからね。 

○部屋に鍵がかけられるから安心。 

○行く所がないからずっとここに居たい。 

○有難いと思います。 

○無回答。(2名) 

明星園からの回答 

●たくさんの方に「安心して生活できます」とのご意見を頂きました。こらからも皆様

にとって、安心で居心地の良い明星園になるよう心掛けていきたいと思います。 

●外出・外泊については、制限はしておりませんが、支援の必要がある方については、 

 おひとりでの外出は難しい場合があります。ご家族やガイドヘルパーを利用しての外 

 出をお願いしております。 
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施設長より 

 

明星園は、安心して生活の出来る場所と答えて頂き、私達も大変うれしく思っており

ます。その安心を支える為に、２４時間３６５日、様々な職種の職員が皆さんの生活を

支えております。日々の生活支援、健康、食事、相談事等、安全で安心した生活をして

頂くよう毎日取り組んでいるところです。 

いつでも職員は、皆さんに寄り添いながら、「明星園で良かった」と言っていただけ

るようにご支援をさせて頂きたいと思います。 

 

入浴環境や回数(夏・冬)について【夏・冬、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。（7名） 

○夏・冬 3回が良いです。(16名) 

○夏・冬 2回が良いです。(11名) 

○どちらでも良いです。(13名) 

○今のままで良いです。夏は時々シャワーしたい時があります。 

○無回答。(2名) 

 

明星園からの回答 

●入浴回数については、週２回が良い、週３回が良いとそれぞれのご意見がありました。

ご自身の体調に合わせた入浴をお願いしたいと思います。 

●今年度も週３回の入浴を実施しておりますが、夏は３回、冬は２回が良いというご意

見も多くありましたので、来年度に向けて検討していきたいと思います。 

●入浴時に皮膚の観察や入浴後に処置(ケガなどの治療、保湿クリーム塗布など)も行っ

ておりますので、清潔保持の為にも定期的な入浴をお願い致します。 

 

 

施設長より 

 

 食事 入浴 排泄は、人間にとってなくてはならないものです。その中の入浴は、そ

れぞれ好き嫌いもあり、回数もそれぞれです。しかし、清潔を保ち健康でいるための大

事な部分です。現在入浴の介助が必要な方が多くなり、時間等の制限も加わりゆっくり

入浴することが難しくなって来ました。今回のアンケートの結果からも今後季節的な

事、時間帯の事、回数の事それぞれの体力的な事も考慮しながら検討させていただきた

いと思います。 
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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。（33名） 

○ずっとここに居たい。 

○カラオケクラブの回数が多いと嬉しいです。 

○歩行の出来ない人がいるので気を使います。 

○クラブ活動(習字・園芸など)を増やして欲しい。 

○中庭の植木を剪定して欲しい。 

○全員高齢者ですが、お互いの思いやりがないと思います。 

○週に１回くらい洗面所、トイレの掃除をして欲しい。 

○催し物が欲しい。 

○たまには散歩に連れて行って欲しい。 

○買い物に思うように行けない。 

○マイクから聞こえる声が聞きとりにくいです。 

○車いすの人でも湯船に浸かる事ができるような機械を入れて欲しい。 

○行事の事や伝達事項の掲示(通知)が遅いような気がします。 

○晩に食堂の椅子を自由に使えない。 

○無回答(2名) 

 

明星園からの回答 

●「ずっとここに居たい」と思って頂けるような施設作りに努めます。少しでも皆様の

要望に応えられるようにしていきたいと思います。 

●11 月 1 日より介護職員 1 名増員、12 月 1 日より介護職員 1 名増員予定の為、計 2 名

増員となります。散歩、買い物、掃除など個別の対応を充実していきたいと思います。 

 

施設長より 

今回の満足度調査、多くのご意見本当にありがとうございました。日頃なかなか口に

出せない事を言って頂いて、大変感謝しております。遠慮や言いにくさや言えない雰囲

気が無いように、日々皆様のご意見ご要望又苦情等をしっかり受け止めて改善に取り組

んでいきます。しかし、集団生活の場所ですので決まり事があるのも事実です。それに

添って頂きながら、出来る事は検討させて頂き出来ないことは、出来るだけ要望に近づ

けられるよう職員全員で取り組んでいきたいと思います。 
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ご家族からのご意見【送付 46通・回収 22通(参加 8名) 

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。ご家族へのアンケートでは、明星園で安心していま

すとのお言葉も頂きました。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致します。 

 

施設長より 

明星園の運営につきまして、ご家族の皆様にはいつもご支援ご協力をいただき、誠に

ありがとうございます。今回の懇談会にもお忙しい中、ご参加いただきありがとうござ

います。これからも、皆様の様々な声をお聞きしながら、サービスの改善に取り組んで

いきたいと思っております。 

今後とも、ご支援ご協力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。 

 

 

 

●懇談会参加ご家族 

１．立本 須美子様―立本 登志夫様（弟） 

２．蛯原 宗利様―蛯原 正次様（弟） 

３．勝 アキ様―勝 範夫様（長男） 

４．松浦 清子様―木下 孝子様（妹） 

５．木宮 敏様―木宮 睦起様 (弟) 

６．野田 絹子様―野田 雅弘様(長男) 

７．立元 イツ子様―立元 あけみ様(長男嫁) 

８．出水 エイ様―出水 博文様(次男) 

http://www.hyugakosei.jp/

