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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                             

(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 10月 2日（日）～10月 16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 

 ・魚・肉・野菜の大きさ(切り方)はいかがですか 

●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  20名  ・中間食  23名  ・楽々食  4名  ・ゼリー食  3名 

   

【対象者の主食形態】 

  ・ごはん  32名  ・混ぜ粥  7名  ・粥  9名  ・ゼリー  2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／ 0名     やややわらかい／ 1名    丁度良い／ 40名  

ややかたい／ 4名     かたい／ 1名          無回答／  4名 

ごはん、お粥の量はいかがですか？ 

多い／ 2名          やや多い／ 2名        丁度良い／  36名  

少ない／ 5名         少ない／ 0名          無回答／  5名 

 

＜栄養課より＞ 

 ごはん・お粥の固さについては好みがあると思いますが、ほとんどの方が丁度良い

と答えられています。こまめに確認しながら提供していきます。 

 量についての加減は出来ますが、食事量の制限がある方、嚥下等の関係で配慮が

必要な方に関しましてはご希望に添えない場合がありますのでご了承下さい。  

 

 

 

 

 



- 3 - 

●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／ 1名     丁度良い／ 38名 

ややかたい／ 0名     かたい／ 3名           無回答／ 8名 

おかずの量はいかがですか？ 

多い／ 3名         やや多い／ 3名       丁度良い／  37名 

やや少ない／ 1名     少ない／ 1名         無回答／ 5名 

おかずの味付けはいかがですか？ 

濃い／ 2名           やや濃い／ 0名        丁度良い／ 35名 

ややうすい／ 5名        うすい／ 2名         無回答／ 6名 

汁物の味付けはいかがですか？ 

濃い／ 1名           やや濃い／ 1名        丁度良い／ 40名 

ややうすい／ 1名       うすい／ 1名            無回答／ 6名 

魚・肉・野菜の大きさ(切り方)はいかがですか？ 

大きい／ 0 名          やや大きい／ 2名      丁度良い／ 37 名 

やや小さい／ 5名        小さい／ 1 名          無回答／  5名 

 

 

＜栄養課より＞ 

 おかずのかたさについては入居者様の年齢等を考慮してやわらかい食材を使用し

たり、材料の切り方、調理方法を検討、工夫しながら提供しております。 

 量、味付け、汁ものの味付けについては人それぞれ好みがありますし体調等によっ

ても変化があると思います。食事の提供時に皆様のご意見をお伺いしたり残食を毎

食計量し、献立の内容、量、味付けを検討して次回の献立に反映させるようにしてお

ります。 

 魚・肉・野菜の大きさ（切り方）については食材に応じて普通食の方のものに関して

も食べ易くカットして提供しております。切り方が大きい場合はその場にて調理用はさ

みでカットする事も可能ですので職員にお声かけ下さい。 
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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／ 37 名           悪い／ 0 名      どちらともいえない／6 名      

無回答／  7名 

量はいかがですか? 

多い／ 1名          やや多い／ 0名        丁度良い／  38名  

やや少ない／ 1名      少ない／  2名         無回答／   8名 

 

＜栄養課より＞ 

 内容に関しては腸活の一環としてバナナ、ヨーグルト、きなこ等の食物繊維を多く含

む食品や発酵食品を使用したものを主に提供しております。 

 火・木・日の週３回ではありますが皆さんとても楽しみにされていますので季節の果

物や和菓子、洋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／.  38名         悪い／ 2名        どちらともいえない／ 5名  

無回答／  5名 

彩りや盛り付けはいかがですか？ 

良い／  40名          悪い／ 1名        どちらともいえない／ 3名 

無回答／  6名 

食事の温度はいかがですか？ 

熱い／ 2名           やや熱い／ 0名      丁度良い／  37名 

やや冷たい／ 3名       冷たい／ 0名       無回答／  8名 

毎日の食事に満足されていますか？ 

はい／ 41名           いいえ／ 3名          無回答／ 6名 
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＜栄養課より＞ 

明星園では年に２回、入居者代表の方に参加していただき新メニューの試食会を

行っています。そこで出たご意見をもとに献立に取り入れたりしながら飽きのこない献

立作りに努めております。また皆様の年齢や体重、嚥下状態にあった食事を提供す

るように介護課、看護師と連携し検討を行っております。時には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、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＞ 

・全部おいしい 

・唐揚げ、とんかつなど肉料理 

・うどん 

・そば 

・かしわとか魚の南蛮漬け 

・野菜の天ぷら、かき揚げ 

・カレーライス 

・みそ汁がとてもおいしいです 

・豆ご飯 

・唐揚げ 

・刺身 

・エビフライ 

・雑炊 

・肉じゃが 

・チキン南蛮 

・ハヤシライス 

・ごぼうのサラダ 

・そうめん 

・何でもおいしい 

・お寿司 

・焼きそば 

・おでん 

・ふじっこ蒸し 

・魚のお好み焼風 

・ぶっかけそうめん 
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・ここで初めて味わっておいしかったです。 

・親子丼 

・鶏肉 

・煮物 

・全部おいしい。煮付けが特においしい。 

・とても美味しいです。 

 

＜苦手だったもの＞ 

・特に無い 

・青魚 

・そばの白和え 

・麻婆豆腐またはとろみのついた小きざみの料理 

・八宝菜＜野菜が煮えすぎていたから＞ 

・牛肉 

・そうめん 

・巻き寿司 

・ひじきと豆もあまり好きじゃない 

・肉 

・鶏の唐揚げは少し苦手だが 1～2個は食べれる 

・レモンの皮 

・オクラの料理 

※アンケートに回答があったもので現在個人的に提供していないものは掲

載しておりません。 

 

●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＞ 

・一週間に一度は麺類が食べたい。 

・おかずは全て悪いし粗末だと思っています。 

・麻婆豆腐みたいにとろみのついた料理の時は他のものにかえて頂けないで

しょうか？ 

・みそ汁は熱いほうが良い。 

・焼きそばのときにもっと野菜を入れて欲しい。 

・いつもおいしく頂いています。 

・野菜をもっと食べたい。 

・牛乳は下痢をする。 

・野菜とごはんを多くして欲しい。肉と魚はあまりいらない。 
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・全体的に味が濃い。大根に味がしみすぎ。 

・甘いおやつがたべたい。 

・そうめんはぶっかけがよい。 

・お酒がでるとなおいい。 

・満足しています。 

・親が豆腐屋やったから豆腐は毎日食べよった。 

・いつもおいしいです。ありがとうございます。 

・たまに量が多いのがちょっとうんざりします。 

・感謝しています。 

・いつもおいしい。今からは鍋やおでんが楽しみ。 

・満足しています。 

・色々なものが食べられてうれしいです。 

＜食べてみたい料理＞ 

・刺身 

・にぎり寿司 

・うどん、そば、どんぶりもの 

・骨付きの焼き魚 

・ステーキ 

・えびの唐揚げ 

・茶椀蒸しの中にうどん入ったもの 

・人参の天ぷら 

・玉ねぎの天ぷら 

・昔ながらの切り干し大根の炒め煮 

・牛丼、肉料理ならなんでもいい 

・麺類が好き 

・麦ごはん 

・カレーライス 

・シチュー 

・ぶりのあら煮 

・朝鮮漬け 

・ぜんざい 

・肉料理 

・うなぎ 

・焼き魚＜ぶり、たい＞ 

・鍋 

・混ぜご飯 

・ハンバーガー 

・宮崎牛 

・にぎり寿司 

・田舎料理 
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＜栄養課より＞ 

  献立の中では肉料理や麺類、お刺身やお寿司が人気で、お誕生日の希望

食でもこれらのメニューを希望される方が多いです。ほぼ毎日肉料理、魚料理

どちらとも提供し、麺類は月に 3回、パンをとりいれたメニューを月 1回、お寿司

を月 1 回計画しお出ししています。また、食品衛生上夏場は提供していなかっ

たお刺身も 11 月から 4 月の間はお出ししますし 12 月から 3 月の冬場は鍋の

日も計画しております。 

明星園をはじめ老人福祉施設等における食事は入居者様（利用者様）の生

きがいと、健康増進を図るために提供されるものであり、それぞれの入居者様

（利用者様）に応じて必要とする栄養量を提供し、食事の質の向上と入居者

（利用者）サービスをめざして行われるべきものであり、要介護・要支援状態の

予防や重度化の予防に努めていくことを目的としております。 

今回入居者の皆様から頂いたご意見やご要望等を参考に介護課、看護師と

も連携をとりながら栄養課、厨房スタッフ一丸となり安心・安全でおいしくバラン

スのとれた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、日々の生活の中で何よりも楽しみの一つではないでしょうか。それ

は、だれしも同じで、毎日３食３６５日一日も欠かすことの出来ないものです。

食事は、人が健康で元気に生きて行く為の源です。 

 今回の調査でも、皆様から様々なご意見を頂きました。多くの方々に明星園

の食事はおいしい、満足していると感じて頂いており、大変うれしく思っており

ます。しかし、中にはご不満なご意見も頂いており、食事がそれぞれの口に合

うようにして行く為には大変難しいところがあるのも事実です。好き嫌いであっ

たり、味の濃い薄いであったり、硬かったり軟かったりと様々です。出来る事、

出来ない事を考慮しながら、又、嚥下の問題や体調、身体状態、それぞれに合

わせた食事形態への取り組みも、更に進めていければと思っております。 

又、味付けや食べやすさももちろんですが、見た目のおいしさや季節感の解

る食事の提供も、更に考えて取り組んでいきます。 

 今後も、色々なご意見を頂きながら、栄養士を中心に、調理員、職員等皆で

更に工夫を重ね、皆さんが喜んでいただける食事を提供していきたいと思いま

す。 

おいしいバランスの摂れた食事を食べて、いつまでもお元気に過ごして頂き

たいと思います。 

 


