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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 1名) 

〇ご家族へのアンケートも実施( ３８通送付→  ２６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 

 令和元年１０月６日（日）～１０月２０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】 

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 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。 

○ 入浴について、【入浴回数(夏・冬)入浴環境等】 
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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。（30名） 

○とても良いと思います。(3名) 

○いつも感謝しています。(1名) 

○色々言われる事で嫌な時がある。(1名) 

○言い方がきついと思う時がある。(1名) 

○普通です。(5名) 

○職員の対応については、立派な方など様々です。(1名) 

○職員の大変さは良く分かっています。気の合う人もいれば合わない人もいる。(1名) 

○厳しい人も中にはいる。上から目線はやめて下さい。挨拶をしない人がいる。(1名) 

○挨拶しても返ってこない人が 2～3人いる。(1名) 

○手話が出来るようにして下さい。(1名) 

○優しい言葉かけ全体的に笑顔が欲しい。介護人として考えて対応して欲しい。(1名) 

○とても親切です。(1名) 

○無回答(1名) 

○入院者(1名) 

明星園からの回答 

●たくさんの良いとのご意見ありがとうございます。数名の方では職員の挨拶や言葉づ

かいなどで不快な思いをされたことと思います。一人一人が意識して対応ができるよう

に職員間でも気をつけていきます。 

●近年、体調不良等で緊急の対応が必要な場面もあります。急いでいる時では挨拶に気

づけないことや対応がすぐにできないことがあります。そのような場面で不快な思いさ

せてしまうことがあるかもしれませんが何卒ご理解の程よろしくお願い致します。 

 

施設長より 

様々なご意見、厳しいご意見等についてもありがとうございます。 

私達の仕事は、人と接する仕事です。何かを作る訳でもなく、物を売ったり買ったりす

る訳でもありません。人と人の繋がりの中で仕事をさせて頂いているのです。その中で

大事なことは何かといえば、「思いやりとやさしさ」だと思います。日々穏やかに笑顔

で皆様のお手伝いが出来る事。それが一番ではないでしょうか。人は誰しも１００％で

はありません。出来ないこと、足りないこと、気の合う人合わない人、いろいろです。

そこをお互いに認めながら、係わっていくことが大事ではないかと思います。 

それは、この仕事の基本であり、職員一人ひとりの意識と取り組みの姿勢であると思い

ます。「やさしい笑顔 やさしい態度 やさしい言葉使い」を基本に取り組んでいきます。 
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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。（32名） 

○行事はとても楽しみです。(1名) 

○入浴時の対応で、あまり良くない人がいる。(1名) 

○市民の森に行ってみたい。(1名) 

○体調不良で参加出来ない事があり、参加できない事が気になります。(1名) 

○園外活動にまた行きたい。(2名) 

○園外活動はどんなものか知りません。(1名) 

○カラオケは月に２回程取り入れて欲しい。行楽地へ出かけて見たい。(1名) 

○入浴の日に病院受診が重なる時があり、その時はシャワー浴をしたい。(1名) 

○入浴は 10時頃がいい。洗える所は見守って洗えない所は手伝って欲しい。(1名) 

○お風呂はすごく良いです。(1名) 

○ちゃんとしてくれる。(2名) 

○出来るか分からないけど、生け花をしていたのでしたい。(1名) 

○出来るところは自分で洗うので、背中を洗うのを手伝って欲しい。(1名) 

○無回答(2名） 

○入院者(1名) 

明星園からの回答 

●たくさんの良いとの意見ありがとうございます。行事では行事予定表やミーティング

の際にお知らせをしております。次年度でも、皆様の要望に沿いながら出来るかぎり園

内外への行事、クラブ活動を計画していきたいと思っております。 

●今年度は 3階の浴室の改築があり、洗い場が２つ増設されました。3階では以前より

もスムーズに入浴できるようになったかと思います。2階入居者のみなさまでは入浴時

に何らかのお手伝いが必要な方が多くいらっしゃいます。主に職員 2 名で対応してお

り、安全に入浴していただけるように心がけております。すぐの対応ができない場合も

ありますので何卒ご理解いただきたいと思います。 

 

施設長より 

以前「それぞれでいい それぞれがいい」という取り組みで、皆さんに生活をして頂

いていました。基本それは現在も変わっていないと思っていますが、高齢化も進みクラ

ブや行事も皆さんが同じように参加する事が難しくなって来ました。その方々の様子に

合わせ、出来るだけ楽しく過ごして頂く為に、皆さんのご意見を聞きながら取り組んで

いきたいと思います。 
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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。（35名） 

○手摺り消毒は、各自バラバラなので統一して欲しい。(1名) 

○掃除については、体調が良い時は出来るだけこれからも手伝いたい。(1名) 

○きれいです。掃除は行き届いています。(6名) 

○洗面所、トイレが部屋にあるので気に入っている。(1名) 

○元気なら芝生の手入れを手伝いたい。(1名) 

○部屋はお風呂の近くにして欲しい。同席者と会話が出来ないので、食事の席を変えて

欲しい。(1名) 

○入居者の方で、手摺り消毒など出来るのに休んでいる人が多い。(1名) 

○無回答(2名) 

○入院者(1名) 

明星園からの回答 

●3階の手すり消毒に関して、これから感染症流行時期になります。特に手すりなどの

消毒は欠かせません。また皆様が使用している共有のスペースは出来る限り入居者の皆

様方と一緒に環境の整備をしていきたいと考えております。朝のラジオ体操後の実施を

しておりますので、今日のこの機会にぜひ知っていただき、共有スペースが気持ちよく

使用できるように皆様の協力をいただきたいと思います。 

 

施設長より 

明星園も平成１４年１０月の建て替えから早１７年が経過し、除々に修繕や故障箇所

も出て来ました。それでも館内は、非常に綺麗に清掃されていて、皆さんにも快適な生

活をして頂いているのではないかと思います。日々の生活の中で、皆さんの協力も頂き

ながら、いつまでも清潔で快適な生活環境を作っていきたいと思います。 

 

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 

○良いです。（36名） 

○ぬり絵など貼って貰っていいです。(1名) 

○掲示物は見やすいです。(2名) 

○普通です。(1名) 

○どちらとも言えません。(1名) 

○少しさびしい。(1名) 

○見えないからいいです。(2名) 
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○もう少し下にあると良い。(1名) 

○無回答(4名) 

○入院者(1名) 

 

明星園からの回答 

●今年度は行事等で撮影した写真を 2 階 3 階と掲示をしております。その後、

必要な方から注文をいただき、1 枚 10 円でプリントして手元に残るようにして

います。ぜひ思い出の一枚となれば幸いです。 

●みなさまの作品を掲示しております。今年は掲示物の入れ替えが定期的にで

きなかったので次年度ではもっと多くの作品を掲示できるようにしていきたい

と思っております。 

 

施設長より  

掲示物につきましては、解かりやすく見やすい掲示を行っていきます。期限が過ぎた

ものや不要な掲示があった時は職員へお知らせください。又、館内放送を使ってのお知

らせ事などは、ゆっくりとわかりやすく、繰り返しお伝えしますので、聞き取りにくい

時にはいつでも気軽に職員へ声を掛けてください。高齢になれば難聴で聞こえない方も

おられる為、その際は直接お部屋へ出向いてお知らせ致します。 

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 

○良いです。（28名） 

○隣の部屋の大きな音が気になる時がある。(1名) 

○対人関係は難しい。(2名) 

○細かく言ったらきりがないので大丈夫です。(1名) 

○もう少し入居者に対して厳しくしても良いのではと思う。(1名) 

○時々、腹が立つことがある。(1名) 

○困ったことはない。色々な人と話をしている。(1名) 

○対人関係はもう出来ているので、入居して３年余り今更変えることは出来ないので、

自分自身が心掛けることです。人の悪口など陰口が多い。(1名) 

○個性のある人がいるので、一概には言えないので合わせている。(1名) 

○人の事は気にしません。(2名) 

○難しい人もいるけど挨拶だけはします。(1名) 

○うるさい方がいる。(1名) 

○気の合う人も気の合わない人もいる。(3名) 

○耳が遠いので余り人と接触しないのが幸いです。(1名) 

○気になるところが少しあります。(1名) 

○無回答(3名) 

○入院者(1名) 
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明星園からの回答 

●いろいろなご意見ありがとうございます。昨年も回答させてもらいましたが入居者の

皆様それぞれ思いや関わり方、考え方があります。年齢、出身地、生まれた環境、その

他いろいろと異なる方たちが一つの場所で生活をしています。「お互い様」の気持ちと

縁があってここ明星園で出合ったもの同士として、明星園での時間を楽しく過ごしてい

ただきたいと思います。 

 

施設長より 

明星園は、ひとつの屋根の下に５０名の方々が生活されているわけですが、今まで生

きてきた環境や習慣も考え方も違うわけですので、時には合わなかったりうまくいかな

かったり、それが原因でトラブルになることもあるかも知れません。しかし、大きな家

族であるという思いで生活して頂くと気持ち良く生活できるのではないでしょうか。 

お互いがうまく生活していく為には、「お互い様」の精神を忘れず、生活して頂くと良

いと思います。 

 

入浴について、【入浴回数(夏・冬)、入浴環境等】 

＊何でも自由にお書き下さい 

○週３回がいい。（32名） 

○週２回がいい。(6名） 

○どちらでも良い。(6名) 

○早番、遅番で週３回がいい。(1名) 

○週３回がいい。夏は回数を増やして欲しい。(1名) 

○無回答(3名) 

○入院者(1名) 

明星園からの回答 

●週 3回の予定で入浴は実施しております。今年度も夏季限定で入浴日以外でのシャワ

ー浴を実施させて頂きました。シャワー浴に入る方、週 2回の方など入浴予定の範囲

内であれば入浴回数を選択することは可能です。自身の体調に合わせて入浴していた

だければと思います。しかし、入浴には清潔保持の目的もある為、体調不良以外で入

浴回数が少ない場合では職員より声かけや話をさせてもらっております。 

 

施設長より 

昨年と今年と３階浴槽の改修を行いました。皆さんが出来るだけ、気持ち良く入浴し

て頂くようにしたところです。入浴の回数や順番についても皆さんが平等に入浴できる

ように、話し合いながら進めていきたいと思います。 
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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 

〇安心して生活できます。（40名） 

○幸せを感じています。(1名) 

○安心しています。とても感謝しています。(1名) 

○色々、気を使って貰っています。(1名) 

○全体の印象については、決して安心して生活できることはありません。(1名) 

○病院に行くのが辛いので不安です。(1名) 

○無回答(4名) 

○入院者(1名) 

明星園からの回答 

●安心して生活できるとの多数のご意見ありがとうございます。その他、そうでない意

見に関しても職員一同で検討していき、出来る限りみなさまが安心した生活を送ること

が出来るように努めていきたいと思います。 

 

施設長より 

安心して生活出来ます。というお言葉を多数いただきました。何が安心なのかと考え

ますと、昔で言う「衣 食 住」という部分ではまさに現在の明星園は、１００％とは

言いませんが、そこに十分に近づいているのではないでしょうか。集団生活なので多少

の不自由さはあるかも知れませんが、一般社会の生活と変わらず、それ以上に安心感の

ある生活が出来ているのではないかと考えます。皆さんが安心して生活が出来るように

職員一同取り組んでいきたいと思います。 

施設に対する希望、あるいは苦情について気が付かれた事をお書き下さい。 

○特にない。(42名) 

○洗濯が安心して出来るよう決め事を教えて欲しい。(1名) 

○あまり人のことを言わないように職員より注意して欲しい。(1名) 

○高齢者であっても決して屈辱的な言葉は慎むべきです。これからの短い人生を安心し

て過ごしたい。人間関係など相談した場合は忠実な気持ちで対応して下さいます様

に。(1名) 

○何でも職員に話しています。(1名) 

○心と体に傷を負い、ここを終の棲家としてやってきました。些細なことでも積み重な

ればストレスになります。後、何年生きるかわかりませんが、楽しく余生を送らせて

下さい。食事の時に大きな声で無駄話をする人がいるので、ほどほどにして欲しい。

介護予防サロンとか食堂に集まる時には椅子を出して欲しい。(1名 

○ここが良い所と言えるようになってほしい。(1名) 

○無回答（1名) 
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○入院者(1名) 

明星園からの回答 

●【対人関係】の部分でも回答させてもらいましたが入居者の皆様、それぞれに考え方

や思っていることがあると思います。皆様すべての考え方、思っていることが一致する

ことは難しいです。現在は毎月はじめに各階で全体ミーティングを行い行事予定などの

説明、その他入居者の方々からの質問も受け付けております。特に 3階では全体ミーテ

ィングとは別に、意見が出しやすくすることを目的に各グループでのミーティングも開

催しております。そこで出た意見は全体ミーティング内で職員も交えて検討し、3階の

皆様が主体となって生活に関することを決めてもらえるようにしています。今後も皆様

で検討していきたい事案がありましたら意見を出してあってもらい、選択し決めて頂き

ながら明星園での生活様式を確立していけるように支援をしていきたいと思っており

ます。 

 

施設長より 

施設に対する希望、あるいは苦情について気が付かれた事。毎年、様々なご意見を頂

き、問題があれば検討して改善を図っているところです。明星園は、２階、３階と２５

名ずつ生活されているわけですが、先に言いましたように、環境や習慣、考え方も違う

人が同じフロアーで生活すれば、多少のトラブルは出て当然だと思います。そこを調整

していくのが私達の役目ですので、皆さんがある程度納得して頂けるように改善を図っ

ていきたいと思います。お互い様という思いを皆さんが共有して頂ければ幸いです。 

ご家族からのご意見【送付３８通・回収２６通(参加１０家族) 

○いつもありがとうございます。(貝) 

○いつも皆様に大変お世話になりありがとうございます。現在のところ、要望等、特に

気付いた事はありません。これからもよろしくお願いします。(矢野) 

○いつもお世話になっております。都合が付かず申し訳ありません。11 月、12 月都合

を付けて面会に行こうと思います。よろしくお願いします。(濵砂) 

明星園からの回答 

●たくさんの感謝のお言葉ありがとうございます。ご家族の皆様にも安心して頂けるよ

うな施設を目指して参ります。 

●ご面会や行事参加等、いつもご協力頂きありがとうございます。ご家族から見られて

の職員の対応も行き届かないところがあると思います。その際は、気兼ねなくお声掛け

頂ければと思います。また、面会時でもお声掛け頂ければ近況報告など行っていきたい

と思いますのでよろしくお願い致します。 

 

施設長より 

日頃から、ご家族の皆様には、行事等も含め、ご支援ご協力を頂きありがとうござい


