
 

平成 28年度サービス満足度調査 

(アンケート)デイサービスオリーブたかの台 

調査期間：平成 28 年 11 月 25 日から 12 月 10 日

対象者：デイサービスオリーブご利用者 と        

ご利用者のご家族様 

目 的 ：現状のサービス内容を把握し、改善すべ

きことや、更なる満足度を上げるための調

査。 

アンケート回収率：67％(45通配布、30通回収) 

全利用者、ご家族様にご協力頂いたアンケート

調査をまとめて満足度によるグラフと要望や意見

を取り上げました。 

以下、結果をお伝えします。 

1. 満足度 

デイサービスの1日の流れ  趣味・イベントは満足ですか？ 

 

 

 

 

 

個別機能訓練は役に立ってますか？   送迎の満足度は？ 

 

 

 

 

 

食事の満足度は？    職員の態度・気配りは満足ですか？ 

 

 

 

 

 

 

入浴の満足度は？      ｵﾘｰﾌﾞ通信は見てますか？ 

 

 

 

 

 

相談・説明は分かりやすいですか？  総合評価 

 

 

 

 

 

 

2その他項目を含む意見 

＜ポジティブな意見＞ 

・イベント（落語、民謡、マジック）など楽しいものがあ

って嬉しいです。 

・習字は筆を持つ機会になって嬉しいです。 

・ボランティアさんに感謝です。相手に事欠かないので嬉

しいです。 

・白梅学園の学生さんに優しく遊ばせて貰うことが楽しみ

です。 

・家でも時々首を回したり、足首を上げたり下げたり、腕

を上げたりと思い出してやっています。 

・送迎時に体調のことやデイサービスの様子などを報告頂

いて安心します 

・職員の、笑顔で自然体での送迎に感謝しています。 

・気の向いたままに過ごしていますので満足しています 

・食事は美味しいと、つい言葉が出てしまいます。 

・入浴は、優しく心配りが出来ていて、髪や背中を洗って

貰い助かっています。 

・職員には丁寧に対応してもらっています。特に朝、車か

ら降りる時や送って貰う時、感謝しております。 

・毎月、ケアマネさんが来て下さって、良く話を聞いて下

さいます。 

・オリーブ通信、毎月楽しみに読ませて貰っています。自
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分の行く曜日の処は良く見てカレンダーに書道、折り紙、

ひまわり会、落語などと書いております。 

・私より、家族の者が良く読んでいます。 

・デイサービス利用 本人が嫌がるのではと思っていました

が、毎回楽しく過ごせられるようでホッとしております。 

・心より感謝申し上げます。本人は至極満足しており、家

族としても安心しております。 

＜ネガティブ意見＞ 

・帰宅時本人が良いというと、ドアまで送りが無く一人で

帰宅している時があり、少々心配なところがあります。 

・日によって送迎の順番が異なる。他のデイサービスでは

同じルートを通る。(本人の話で不満を感じている) 

・送迎時間が少し遅い(遅くなった)と思います。遅れの無

いようにお願いしたいのですが。 

・運転中にガムをかむのは如何なものでしょうか。 

・じっと待っているのが辛かった、音楽を流すとか、気分

を和らげる工夫は出来ないものでしょうか。 

・食事 やや冷めてる時があるので熱いのが望ましい。 

・自分は、少し味が薄い。・ 

・刻み過ぎて箸にかからない。 

・特定の人が御替りしているのは？ 

・入浴 もう少し時間が長ければいいなと思います。 

・入浴時間帯を早めにお願い出来れば幸いです。 

・リフトを使用するのは良いが、もう一考あるのでは？ 

・オリーブ通信 早く発行して下さい。 

・趣味活動など、本人がやるように導いてほしい。 

・マシントレーニング、下肢が弱っているので、少し力を

入れて頂けると有り難い。 

・少しの時間でも散歩に連れて行って頂きたい。 

その他にもご意見や要望など沢山の貴重なコメントを頂

きました。これらの意見を参考にし、今後もより良いサー

ビスが提供できるよう職員スタッフ一同研鑽を積んでまい

ります。アンケート調査にご協力頂き本当に有難うござい

ました。厚く御礼申し上げます。      施設長 

 

冬の鍋物に かかせない野菜「白菜」 

寒い冬に美味しい鍋物、かかせない野菜「白菜」

美味しいですね。白菜には栄養があるのか ご存知

ですか？白菜は 95%が水分でできていますが、残り

５%にビタミンＣ、カルシウム、マグネシウム(カル

シウムの吸収を助ける),体内の余分な塩分を排出

するカリウムなどのミネラル類が含まれています。

また、白菜には必須ミネラル「モリブデン」が含ま

れています。モリブデンは、体内の代謝や有害物質

を分解する酵素の成分として身体に必要なミネラ

ルになり、造血作用があることから「血のミネラル」

と言われています。白菜には４つの効能があります。   

それぞれみていきましょう。・高血圧予防 白菜

に含まれるカリウムが体内の余分な塩分を排出し

て、血圧を正常化してくれます。カリウムは煮たり

すると水に溶け出すため、食べるときはスープと一

緒に飲んでください。・便秘 マグネシウムは便を

柔らかくし排便を促進させ便秘にも効果が期待で

きます。・がん予防 白菜に含まれる「モリブデン」

には発がん性物質（亜硝酸アミン）の吸収と蓄積を

防ぐ働きがあります。・シミ・ソバカス予防 ビタ

ミンＣはメラニン色素の発生を抑えてくれるため、

ｼﾐ・ｿﾊﾞｶｽを防いでくれます。白菜を食べると便秘

も解消して、ｼﾐ・ｿﾊﾞｶｽも防げて肌がツルツルにな

りそうです！中国医学でも、白菜は精進料理で大根

や豆腐と並び「養生三宝」と呼ばれて重宝され、４

つの効能があるとされています。1.熱のぼせを取る 

2.咳止め 3.胃腸の働きを促進 4.解毒作用 特

に、風邪を引いたあとの咳止めには効果を発揮しま

す。やはり、冬に食べる理由がちゃんとあるんです

ね。  

白菜の最も注目すべきはカロリーの低さです！

甘みが強いのに、白菜のカロリーは 100gあたり 14

ｷﾛｶﾛﾘｰと非常に低ｶﾛﾘｰです！これならいくら食べ

ても大丈夫なのでダイエットでも強い味方になり

そうですね。やはり白菜鍋料理は栄養も取れて低カ

ロリー、素晴らしい料理です。たくさん食べて便秘

も解消して、腸内フローラを正常に保ちますので健

康維持、ダイエットにも繋がります！  

美味しい白菜をゲットできる見分け方。白菜は、丸玉、

半分、普通は４分の１カットではないでしょうか？ そこで

カットされていても美味しい白菜を選ぶ３つのコツを紹介

します。１.持ったときに、ズッシリとした重みがある、中

身が詰まっている証拠。３つくらい持ってみて比べましょ

う。２.一番外側の葉が濃い緑色をしていてツヤとハリがあ

る。白菜は外側の葉からしなびます。まず外側の葉がしっ

かりしているかをチェックして、柔らかくなっていたり、

葉が黄色くなりかけているものは古いです。３.白菜の白

い部分を軽く押したとき、固いか、中身がしっかり

詰まっているかのチェックになります。売り物の場

合は優しく取り扱いましょう！美味しい白菜を選

んで、新鮮な状態でいただきましょう。 

気になる保存方法ですが、白菜丸ごとならば新聞

紙にくるんで冷暗所に立てて保存します。丸ごとな 



らば２週間以上もちます！ただしカットしてある

野菜はすぐに白い部分に黒いプツプツが出てきて

しまうので、ラップにくるんで冷蔵庫で立てて保存

し、３日以内に食べ切りましょう。  

まとめ ここで最後にわかりやすく箇条書きで

まとめてみましょう。○95 %が水分で、あとはビタ

ミンＣやカルシウム、マグネシウム、カリウムが含

まれる。○高血圧予防、便秘解消、シミソバカスの

予防の効能がある。 ○100 gあたり１４キロカロ

リーと低カロリーでダイエットにぴったり。○ズッ

シリと重く、外側の葉がしっかりした固いものを選

ぶ。○カットするともちが悪いのでラップでくるん

で冷蔵庫に立てて保存し、３日を目安に食べきる。

今からまだまだ寒い日が続きます白菜にお世話に

なりそうです。             完 

こまくさの会・ 
オリーブボランティア事業 

  “こまくさの会”今月は下記の通りです。 

◎ サロン(コミュニティ・カフェ)毎月第2金曜日、今月

は１０日（金）１３時～１５時 30分 

参加自由、参加費無料、高齢者の集まり・お話 

の場です。 

◎ 家族会・毎月第 4 金曜日、今月は２４日（金） １３

時～15時 30分 

参加自由、参加費無料、現在介護されておられる

方々の集まりです。介護の悩みなど、自由にお話

出来る場所。 

◎ カラオケの日・毎月第４日曜日、今月は２6日（日）

13時 30分～１５時 30分、会費 100円、場所・デイ

サービスオリーブたかの台、サロン・家族会参加者、

ご利用者及びご家族、ボランティアの皆様 

この他 ◎ ちょっとしたお手伝い◎ 災害地への支

援、健康増進のためのハイキング等の支援、◎ボ

ランティア募集 

  以上が、“こまくさの会”の事業です。 “こまくさの

会”では、事業を行う経費を確保するため、年間 1 口

3,000 円以上の寄付者を募っています。宜しくご支援

の程お願い申し上げます。  

 尚、寄付者には税額控除証明書付き領収書を発行

します。 

事務局   デイサービスオリーブたかの台内 

電話 ０４２－３４４－７８０１  

担当スタッフ 櫻田・山岸・丸岡柳澤・齋藤・上羽 

  

平成２９年２月行事予定 

デイサービスオリーブたかの台 

ご利用者様受け入れ空き状況 

通所体験出来ます。お電話下さい。 

見学・体験は自由です。送迎(無料）いたします。

昼食(有償）もあります 

書道、絵手紙、カラオケ、パソコン、健康麻雀、

囲碁、将棋、各種イベント準備しています。又、他

のデイサービスにないリハビリ・機能訓練用マシン

５台（７種類の運動）を設置しています。 

１日をどのように過ごされるか実際に体験しご満

足いただけるものと確信しています。 

2月 1日 (水） 午前 絵手紙 

2月 1日 (水） 午後 大人の塗り絵 

2月 3日 (金） 午前 書道 

2月 4日 (土） 午前 書道 

2月 4日 (土） 午後 朗読 

2月 6日 (月） 午前 中国式体操 

2月 7日 (火） 午前 書道 

2月 8日 (水） 午前 書道 

2月 8日 (水） 午後 紅あき一座 

2月 10日 (金） 午後 紙芝居、歌（すずめの会） 

2月 10日 (金） 午後 こまくさの会（サロン） 

2月 15日 (水） 午後 フルート演奏“ユーフル” 

2月 15日 (水） 夕 オリーブ定例会議・研修 

2月 16日 (木） 午後 シンガー（山口さん） 

2月 17日 (金） 午後 落語 吉原朝馬師匠 

2月 18日 (土） 午前 書道 

2月 18日 (土） 午後 歌遊び「野の花」 

2月 20日 (月） 午後 陶芸 

2月 22日 (水） 午前 書道 

2月 24日 (金） 午前 書道 

2月 24日 (金） 昼 誕生会 

2月 24日 (金） 午後 こまくさの会(家族会） 

2月 26日 (日） 午後 こまくさの会・カラオケ 

2月 27日 (月） 午後 ヨーガ体操 

2月 28日 (火） 午前 折り紙(三重野さん） 

 月 火 水 木 金 土 

要介護 ４名 ３名 ３名 ４名 ２名 ３名 

要支援 ２名 ２名 ２名 ３名 １名 １名 



 

月 火 水 木 金 土

1日 ２日 ３日 ４日

ホキのホワイトソースかけ トマトカレーハンバーグ ホッケの塩焼 豚肉とごぼうの甘辛煮

ヤングコーンと鶏肉のソテー がんもと冬瓜の炊き合わせ カニカマとキャベツの ｷｬﾍﾞﾂﾎﾞｰﾙとﾎﾟﾃﾄのｺﾝｿﾒ煮

白菜信田煮 菜の花のごま和え 　　ハニーマスタードかけ ビーフンのカレー炒め

きんぴら もやしとコーンの 揚げさつま芋のレモン煮 ケチャップビーンズ

豆腐とわかめのみそ汁 フレンチドレッシングサラダ 竹の子油味噌 椎茸のかき玉汁

ご飯・フルーツ 豆腐とわかめのみそ汁 椎茸のかき玉汁 ご飯・フルーツ

※南瓜プリン ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ ※コーヒーゼリー

※汁粉 ※汁粉

５４１Ｋｃａｌ ５４４Ｋｃａｌ ５１９Ｋｃａｌ ５３２Ｋｃａｌ

６日 ７日 ８日 ９日 １０日 １１日建国記念の日

牛肉野菜炒め 肉団子の酢豚風 天ぷら（白身魚・しんじょ・ｶﾆｶﾏ） 豆腐すり身揚げの 鶏じゃが カレイのネギおろしあんかけ

野菜天と野菜の炊き合わせ カニ豆腐 ごぼうとピーマンのみそ炒め 　　　　　きのこあんかけ 目玉風オムレツ 冬瓜と茄子の

冬瓜と高野豆腐のあんかけ 菜の花とえのきの和え物 蒸し鶏とｷｬﾍﾞﾂの梅風味サラダ 彩り野菜と高野豆腐の煮物 竹輪と胡瓜のﾏｽﾀｰﾄﾞ和え 　大豆そぼろあんかけ

きゅうりと大根の酢の物 切干大根と胡瓜の三杯酢 つきこんの信田煮 かんぴょうの煮物 かぼちゃサラダ ほうれん草の生姜和え

春雨の味噌炒め 大根と揚げのみそ汁 わかめのみそ汁 イカのマリネ かぶと揚げのみそ汁 トマトポテトサラダ

おすまし ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ 大根と揚げのみそ汁 ご飯・フルーツ かぶと揚げのみそ汁

ご飯・フルーツ ※ごま入り蒸しカステラ ※黒蜜寒天 ご飯・フルーツ ※ブルーベリーかん ご飯・フルーツ

※黒蜜寒天 ※ブルーベリーかん ※南瓜プリン

６０３Ｋｃａｌ ５００Ｋｃａｌ ５５９Ｋｃａｌ ４９４Ｋｃａｌ ５１３Ｋｃａｌ ５３２Ｋｃａｌ

１３日 １４日 １５日 １６日 １７日 １８日

メルルーサのおろしあん ひじき入りすり身揚げ 鶏肉と野菜のみそ炒め カレイの野菜あんかけ ﾁｷﾝｽﾃｰｷねりごまｿｰｽ 鮭キャベツメンチ

がんもの炊き合わせ 大豆そぼろあん 厚揚げの肉豆腐風 イカ団子とタコ団子の 海鮮さつま揚げの煮物 大根の金平風煮と

もずくとわかめの 牛肉と野菜の炒め物 ほうれん草のお浸し 炊き合わせ ｷｬﾍﾞﾂときくらげの炒め物 高野豆腐の含め煮

柚子醤油ドレ和え マカロニの彩りサラダ ひじきの炒り煮 青菜のお浸し 春菊のオイマヨ和え 青菜の辛子醤油和え

切干大根サラダ 　さつま揚げと わかめのみそ汁 刻み昆布のおかか煮 わかめと揚げのみそ汁 ｷｬﾍﾞﾂとﾂﾅのﾏﾖ和え

椎茸のかき玉汁 　　　竹の子の油みそ ご飯・フルーツ 豆腐と揚げのみそ汁 ご飯・フルーツ わかめのみそ汁

ご飯・フルーツ わかめのみそ汁 ※ブルーベリーかん ご飯・フルーツ ※黒蜜寒天 わかめご飯・フルーツ

※南瓜プリン ご飯・フルーツ ※牛乳きな粉餅 ※黒蜜寒天

※黒蜜寒天

５４５Ｋｃａｌ ５８１Ｋｃａｌ ５２５Ｋｃａｌ ４９７Ｋｃａｌ ５７１Ｋｃａｌ ５４０Ｋｃａｌ

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日誕生会 ２５日

赤魚のみぞれあんかけ 豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのあんかけ ﾎﾟｰｸｿﾃｰのﾏｽﾀｰﾄﾞｿｰｽかけ 魚肉ソーセージ風カツ シーフードの八宝菜風炒め物 ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞのﾃﾞﾐｿｰｽかけ

ポークカレー なすのミートソース あじのさんが焼の 豆腐の大豆そぼろ入り 肉団子と玉子ﾎﾞｰﾙの甘酢あん なすの南蛮漬け

ｲﾝｹﾞﾝのﾏﾖ醤油和え 青菜の錦糸和え 和風あんかけ みそあん煮 バンサンスー オクラとツナの和え物

ｶﾘﾌﾗﾜｰのゆかり和え もやしとｻﾞｰｻｲの和え物 刻み昆布のサラダ しろなと人参の煮浸し なすのお浸し もやしと胡瓜の醤油ﾄﾞﾚ和え

竹輪のおすまし 豆腐と揚げのみそ汁 ビビンバ 竹輪とｷｬﾍﾞﾂのｻﾗﾀﾞ なめこのおろし汁 じゃが芋と玉葱のみそ汁

ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ 豆腐と揚げのみそ汁 なめこのおろし汁 お赤飯・フルーツ ご飯・フルーツ

※フルーツゼリー ※ごま入り蒸しカステラ ご飯・フルーツ ゆかりご飯・フルーツ ※バナナの黒糖かん ※バナナの黒糖かん

※ぜんざい ※ぜんざい

５６８Ｋｃａｌ ５６０Ｋｃａｌ ５７５Ｋｃａｌ ５５３Ｋｃａｌ ６２２Ｋｃａｌ ５６７Ｋｃａｌ

２７日 ２８日

タラの柚子胡椒おろしかけ ホキの香草焼

おつゆ麩チャンプル ウィンナーの野菜炒め

青梗菜ときのこの和え物 ふきと油揚げの煮物

ごぼうサラダ 卯の花

炒め玉葱のみそ汁 炒め玉葱のみそ汁

ご飯・フルーツ ご飯・フルーツ

※白玉団子 ※白玉団子

５３７Ｋｃａｌ ５２６Ｋｃａｌ

　　※　お断り　　市場・天候不順等の影響で献立を変更する場合がありますが、ご了承ください。
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