
苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

1 天竜厚生会介護福祉機器センター掛川 本人 4月19日

車の煽り運転について 12時10分頃に飛龍大橋の辺りから車間を詰められた
状態で運転を続けられた。正直怖かった。森町まで
ずっと煽られた。

今回の苦情内容に関して、該当職員に事実確認を行いまし
た。煽った意識はなかったとのことでしたが、申立者に不快
な思いをさせたことを伝え、今以上に車間距離をしっかり取
るように指導いたしました。また、申立者には当日メールに
て謝罪を行いました。

2 宮脇ケアサポートセンター サービス事業者 4月18日

ケアマネジャーが訪問予定だが来
ない。どうしたのか。

本日、ショートステイ2日目だが、ケアマネの面会が
なくご利用者が不安になっている。前任者の時は2日
目に面会に来るルールになっていた。ご本人が待っ
ているので、今回はショートステイ職員で対応す
る。

担当ケアマネが休みのため、出勤日に連絡することをお伝え
しました。後日、ご本人との面会の際に謝罪し、「2日目に
来てくれると思っていたので不安に思った。これからは連絡
をしっかりお願いします。」とのお言葉をいただきました。
ショートステイ相談員にも謝罪し、「お互いに連絡を取って
いきましょう。」とのお返事をいただきました。今後は、で
きる限りご本人の指定日に面会することとし、予定日に面会
できない場合は、面会できないことがわかった時点で、ご本
人、ショートステイ相談員へ電話と文書で連絡することを徹
底いたします。

3 天竜厚生会訪問看護ステーション 介護支援専門員等 4月25日

重度心身障碍者医療費助成金が切
れている

「ご利用者の重度心身障碍者医療費助成金の有効期
限を確認してほしい。」との連絡を受け、手持ち資
料で確認すると、H30年12月で終了していた。有効期
限が切れていることを伝えたところ、「1月分からの
重度心身障碍者医療費助成金を出すことができない
ため、ご本人、ご家族に説明して個人請求分をいた
だいてください。」と話があった。

有効期限を確認しないで提出したことをお詫びし、診療報酬
の取り下げと個人請求の不足分をいただくように手続きする
旨を伝えました。対象ご利用者についても、上記の旨を連絡
し、訪問の際に再度説明を行い、謝罪いたしました。再請求
についても了解をいただきました。今年4月より、ご利用者
ごと訪問時のカルテに現在使用中の医療保険等の書類を記入
した紙を貼り、1か月以内に確認することを開始しておりま
すので、継続してまいります。

4 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 5月2日

前に来たヘルパーが畳の目に沿わ
ないで掃除機を掛けるので困る

訪問時、掃除機をかけようとすると、「テレビの近
くのコードの所は触らないで。前に来たヘルパーが
頑固にここら掃除機を掛けるもんだから、コードが
おかしくなってテレビの映りが悪くなった。あの人
近くでついてないと畳の目に沿って掃除機を掛けて
くれないから困る。」と話があった。

ご本人にその場で謝罪いたしました。前回訪問したヘルパー
に注意することをお伝えするも、「いいよ、そんなことあな
たから言わなくても。今度あの人が来たときに私が言うか
ら。あの人にも良いところはあるしね。気に病んじゃいけな
いからさ。」とのお言葉をいただきました。掃除機の掛け方
や扱いを丁寧に行うこと、掃除以外の所作についても相手に
与える印象を意識することを周知いたしました。

5 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 介護支援専門員等 5月16日

今日訪問したヘルパーの発言に驚
いた

同行していた他事業所のケアマネより、「今日同行
したヘルパー（当会職員）の冗談に驚いた。冗談が
通じないご利用者であり、ご本人の勘違いもある
が、このところ色々な他事業所への苦情もあるから
気になって。」と話があった。

申立者にその場で謝罪いたしました。また、当該職員には言
葉遣いについて十分配慮するよう注意し、言葉遣いや振る舞
いについて、再度職員教育の面で会議や勉強会で周知するこ
ととしました。

6 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 5月10日

訪問キャンセルしたのにヘルパー
が来た

ヘルパーが訪問すると、「体調が悪くて、訪問キャ
ンセルの電話をしたけど聞いてないのか。」と話が
あった。

その場で謝罪し、次回訪問の確認をしました。次回の訪問時
にもご本人に謝罪し、電話を取った者の不手際であったこと
をお伝えしました。キャンセルや日程変更の連絡をいただい
た際には、訪問予定であった職員に確実に連絡し、あわせて
連絡ノートに記入することを徹底いたします。
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7 掛川市東部地域包括支援センター その他 5月14日

制度を理解してから申請をしてほ
しい

包括の職員から、区分変更申請をしたいため認定調
査日の調整をしてほしいと依頼があり、調整した。
しかし、その後ご家族から、「病院から意見書を調
査日までに記入できないため、認定調査を延期して
ほしい。」と市役所に電話があった。長寿推進課と
しては、介護保険要介護認定申請書が未提出な状況
でご家族から問い合わせがあり、困惑した。今後も
代行申請をしてもらう中で、制度の理解をしたうえ
で申請の手続きを踏んでほしい。

その場で謝罪いたしました。申請を行った職員が、今年異動
してきた職員であることを申立者は理解されており、「これ
からも地域包括支援センターの職員として、介護保険の代行
申請の業務に携わることが多くなると考えられるため、今一
度介護保険制度を理解したうえで対応してほしい。」とのお
言葉をいただきました。職員の教育も含め、今一度業務につ
いて包括内で勉強し、是正していくことを伝え、了承をいた
だきました。

8 掛川市東部地域包括支援センター サービス事業者 5月22日

請求を取り下げてほしい ご家族より、「3月、4月分の請求書と領収書が届い
た。すでに歩行車は返却してあると思うが。」と機
器センター掛川に連絡があった。3月、4月分の請求
を取り下げてほしい。

ご利用者、ご家族、掛川市役所長寿推進課、機器センター掛
川に謝罪いたしました。掛川市では、基本的に地域包括支援
センターからご利用者への利用票は配布せず、提供票のみ
サービス事業所に配布しております。地域包括支援センター
が、毎月ご家族に確認していない状況が、3月、4月と連月の
過誤請求となってしまいました。福祉機器センター掛川の3
月、4月分の介護給付費明細書の取り下げが国保連から決定
次第、給付管理票の修正を行う旨をお伝えし、了承をいただ
きました。今後、ご家族からサービス中止等の依頼があった
場合は、速やかに提供票を修正し、差し替えを交付いたしま
す。また、モニタリング訪問時に福祉用具等見逃しやすい
サービスについては、1つ1つ現物確認を行い、確実に提供さ
れているか確認することといたします。

9 地域福祉課 本人 5月24日

煽り運転を受けて不快な気持ちと
なった

研修センターで地域福祉課と打ち合わせ後、柿の木
坂薬局方面へ走行していた際、後方から車が車間距
離をつめて走行してきた。一度路肩に停車し追い抜
きを促したが、追い抜くことはなかった。このよう
な職員がいるのはいかがなものか。

申立者にその場で謝罪いたしました。また、当該車両が法人
職員の車両であるか事実確認を行い、改めてご連絡する旨を
伝えました。その後、当会の防犯カメラの映像を確認し、法
人職員の車両情報を確認しましたが、該当者の特定には至り
ませんでした。その旨を申立者にお伝えし、当会としても貴
重なご意見として職員全体に注意喚起、啓発をさせていただ
くことをお伝えしました。「わざわざご丁寧にありがとうご
ざいます。施設で暮らされている方が、危険運転による被害
にあわれないようにと思い、お伝えしたまでです。」とのお
言葉をいただきました。

10 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 介護支援専門員等 5月28日

ショートステイの用の荷物に薬が
入っていなかった。

ケアマネより、「ヘルパーが、朝ご利用者のショー
トステイの送り出しをしているが、荷物の中にご利
用者の薬が入っていない。薬を準備するのはヘル
パーか。」と確認があった。

申立者、対象ご利用者の娘様に謝罪いたしました。娘様から
は、「私がポーチに入れるのを忘れて台所の棚に置いてし
まったから。こちらこそすみませんでした。」とのお言葉を
いただきました。今後は、ケアプランの中に、「娘様が薬を
用意し、ヘルパーが確認する。」事項を追記し、担当者に周
知いたします。

11 静岡市駿河区大里高松地域包括支援センター サービス事業者 6月3日

事業所番号相違のため支払いがな
かった。

事業所番号相違のため、3月分の介護支援事業所管理
費（委託料）の支払いがなかった。

申立者に謝罪し、事業所番号を修正、再請求する旨を説明し
了承を得ました。今年度新規の事業所であり、民間のイン
ターネットサイトで事業所連絡先に間違いがないことを確認
した際に、事業所番号も表記されていたため登録に使用しま
した。確認後に居宅介護事業所の事業所番号の変更がありま
したが、先方からの連絡がなかったため、3月分の居宅介護
支援事業所管理費（委託料）が未払いになってしまいまし
た。今後は、必要な情報は事業所に直接確認すること、契約
後に届く代理受領委任状に記載されている事業所番号にて最
終確認していくことを申立者に伝え、了承を得ました。
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12 龍山ケアサポートセンター その他 6月7日

ケアマネの対応に不快な思いをし
た。

病院からご家族に連絡したところ、ご家族がケアマ
ネの対応にかなり怒っていた。その巻き添えでこち
らもかなり怒られた。病棟の看護師、行政の生活保
護担当者からも不満があると聞いている。

ケアマネの対応により不快な思いをさせてしまったこと、管
理者として指導が足りなかった旨を謝罪いたしました。今後
は、電話の説明だけでは相手の理解が不十分であると感じた
場合、積極的に出向き相談を行い、相手がわかりやすい説
明、口調、態度で接することに努めます。申立者からは、
「病院の看護師の対応も至らない所があると思うが、北遠地
区で一緒に働くうえで、いいケアマネに育ってもらいたいた
めに報告させてもらった。今後もよろしくお願いします。」
と温かいお言葉をいただきました。ご家族にもケアサポ管理
者より謝罪いたしました。「自分も感情的になって申し訳あ
りませんでした。」とのお言葉をいただきました。

13 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 6月3日

ヘルパーの利用を中止したい。 ヘルパーより、テーブル等が片付いていないと「広
がっている。」などと言われることがあり、精神的
にも不安になり倦怠感もでた。三方原HPへ受診し、
医師からは、「ヘルパーが原因なら中止してはどう
か。」と言われたため中止したい。次男も浜松ヘル
パーを利用しているが、次男の訪問もやめたい。

ヘルパーの言動で気分を悪くされたこと、精神的不安と体調
不良にさせてしまったことを謝罪いたしました。相談員を交
えて詳しい内容を伺いたいため、自宅訪問させてほしい旨を
お伝えし、了承を得ました。後日訪問させていただき、受給
者証が11月まであるため、11月頃まで相談員に様子を見ても
らい、利用を相談していただくことを提案いたしました。ま
た、ヘルパーの利用は毎週でなくても月1、2回でも可能であ
り、ヘルパーと一緒に家事を行うこともできることをお伝え
しました。ご利用者、ご家族からは、「それでいいです。」
とのお言葉をいただきました。現在、訪問と訪問の間に時間
がとれた際は、職員同士で情報交換を行っており、今後も継
続してまいります。また、ご利用者が触れてほしくない話は
しないなど配慮することを徹底いたします。

14 地域包括支援センター北遠中央 その他 6月11日

先日の合同カンファレンスの案内
をA保健センター保健師に出してな
かったのではないか。

申立者より、「A保健師と話をしていたところ、多職
種合同カンファレンスの案内をもらった記憶がな
く、すっかり抜け落ちてしまったと言っていた。A保
健師に案内を出したか。」と話があった。

多職種合同カンファレンス開催にあたって、昨年度の名簿に
沿って案内を作成いたしました。昨年の名簿には、A保健師
の名前があったため、案内を出しているかと思われますが、
チェック表もなく2人で確認をしていないため、確実に案内
を出したか言い切れないことを謝罪とともにA保健師にお伝
えしました。先方からは、「こちらももらってないとは言い
切れないので。」とのお言葉をいただきました。今後は、参
加案内を発送する事業所一覧を作成するとともに、チェック
表を作成し、2人でダブルチェックしていくことを徹底いた
します。申立者には上記の旨をお伝えし、了解をいただきま
した。

15 龍山ケアサポートセンター 子 6月19日

担当ケアマネの言い方に怒れた。
担当を代えてほしい。

担当ケアマネが新人なのは承知している。しかし、
物の言い方が怒れる。こちらとしてもわからないこ
とばかりで、老健入所に関しても、ダメなら違う手
段の提案をしてほしかったのにあのような言い方を
されると怒れる。とにかく何を言われても怒れてし
まうため、担当を代えてほしい。

受付者（管理者）が同行訪問していたケースであり、こちら
の対応の不備、指導・ファロー不足をその場で謝罪いたしま
した。今後も管理者と2人で対応する旨を提案させていただ
きましたが、担当者は代えてほしいとの要望がございまし
た。今後は、担当者を管理者に変更することで了解いただ
き、「一生懸命やってくれたのにごめんなさい。」とのお言
葉をいただきました。ご家族の気持ちに寄り添えなかったこ
と、担当ケアマネの知識不足、新人ケアマネに対しての後方
支援の不足が原因です。今後は、先輩ケアマネの訪問に同行
し、ケアマネの姿勢や支援方法を学び、また勉強会で対人援
助技術を学ぶ機会を設け、ご家族の気持ちに寄り添った支援
を心掛けてまいります。
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16 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター その他 6月15日

病院へのファックス誤送信 当該病院より、「他病院宛てのA様のファックスが誤
送信になっているため、処分しておきます。」と連
絡があった。

受付者がその場で謝罪し、破棄をお願いしました。ファック
スを送信する際、送信先を見誤って選択してしまい、ファッ
クス番号の末尾があっているだけで確認が不十分なまま送信
していたことが原因です。今後は、当該病院の送信先を登録
し、2人でファックス番号を読み返していくことを徹底いた
します。

17 天竜厚生会介護福祉機器センター掛川 本人 5月21日

2月末に歩行器を返却したはずだ
が、4月分の請求書が来た。3月分
の請求書も来ていたがどうなって
いるのか確認してほしい。

2月末で歩行器を回収してもらったが、3月分の請求
書と4月分の請求書が届いたため確認の電話をした。

担当者より、3月、4月分の請求が届いた件について謝罪いた
しました。こちらの確認不足であること、請求書を回収し請
求を停止することをお伝えしました。今回、レンタル品を回
収した際に、品物の回収書を起票していなかったことが原因
です。今後は、回収した際とデータ入力した際にダブル
チェックしていくことを徹底いたします。また、事前に判明
している回収物については、レンタルシステムから発行する
回収書を使用して、確実に請求業務につなげてまいります。

18 宮脇ケアサポートセンター 子 7月2日

デイサービスの迎えがこない ご家族より、「今日はデイサービスに行く日になっ
ているが、迎えにこない。明日は受診でデイサービ
スは休むので、今日利用するように事前に伝えてあ
る。今から迎えに来ても遅くなるから今から送って
いく。」と話があった。

送迎で来所された申立者（息子様）に謝罪いたしました。毎
週ショートステイを利用されており、希望通りに予約できな
いことが多いため、ショートステイの予約の変更については
毎回紙に記載し確認しあっていました。今回、ショートステ
イの予約に気を取られ、デイサービスの予約変更の意識が薄
れてしまい、デイサービスに伝え忘れてしまったことが原因
です。今後は、ショートステイの予約表に次回の受診予定日
とデイサービスの振替利用予定を記載する欄をつくり、再発
防止につなげてまいります。

19 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション（障がい） 本人 7月15日

ヘルパーが水道をジャージャー
（強い勢いで）出すので電化製品
にかかりそうだった

担当ヘルパーが水道の水をジャージャー（強い勢い
で）出して、,まわりの電化製品にかかるかと思っ
た。キレそうになったけど我慢した。水を勢いよく
出さないでほしいと担当ヘルパーに注意したが、そ
の後も同じようなことがあった。

その場で謝罪いたしました。サービス責任者より、この件に
ついて注意する旨をお伝えし、担当ヘルパーの言動で気にな
る点（身振り手振りが大げさと思われてしまうこと）がある
という件についても、謝罪いたしました。担当ヘルパーに確
認したところ、台所の水道レバーの操作時、上下に動かした
際に勢いよく水が出てしまったため、申立者にその場で謝罪
しましたが、次にレバー操作をした際も、うっかり勢いが出
てしまったということでした。2回続けて水を勢いよく出し
てしまったことで、ヘルパーの動作が「荒い」と捉えられて
しまったことが原因です。今後は、水道レバーの操作は意識
して丁寧に行うこと、言葉かけ等一人ひとりにあった支援を
職員間で連携し行っていくことを心がけてまいります。

20 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター 子 7月1日

受診でキャンセルした通所の迎え
がきた

長女様より、「今月は12日、29日は病院受診でキャ
ンセルすると伝えてあったが、29日はキャンセルに
なっているようだが、本日（12日）、通所介護の送
迎がきた。」と連絡があった。

その場で謝罪いたしました。ケアマネが自宅訪問にて利用票
をお渡しした際、長女様に受診日を確認しましたが、事業所
へ提出する提供票のデータ入力時に、12日の利用キャンセル
をしないまま提供票を発行し、事業所への変更確認も怠って
しまいました。今後は、訪問前の電話にて、長女様に受診予
定を確認し、事前にデータ入力を行い書面でお渡しすること
といたします。また、提供票発行前の予定変更では、長女様
へカレンダーを配布し、確実に変更できているか確認してま
いります。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

21 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 6月29日

ヘルパーがこない。どうなってい
るのか

申立者より、「もうすぐ10時になるのにヘルパーが
こない。どうなっているのか。」と連絡があった。

ヘルパー側の都合により、訪問時間を30分遅く変更していた
こと、連絡が直前となってしまったことをお伝えし、謝罪い
たしました。申立者は、訪問時に不在であったり、予定を忘
れてしまうことが以前から見られる方であり、当日の朝に連
絡させていただこうと事業所側が判断し、事前連絡を怠った
ことが原因です。時間変更等が決まった時点でご利用者に連
絡することは、サービスの基本であることを念頭に置き、事
前連絡かつご利用者にあった方法で連絡していくことを徹底
してまいります。

22 宮脇ヘルパーステーション 配偶者 7月9日

お願いしたヘルパーがこない。 ご家族より、「お願いしたヘルパーがまだ来な
い。」と連絡があった。

ご利用者宅へ伺い、ケアマネとの連携が図れておらず、訪問
を忘れてしまったことを謝罪いたしました。ケアマネより、
6月10日付けで照会（ケアマネから事業所へサービス変更時
に届く書面）を提出したと連絡がありましたが、ヘルパー側
はそれを確認しておりませんでした。6月25日も自費サービ
スでの依頼がありましたが、口頭受付ではっきりと日を確認
しておらず、書面での依頼もされていなかったことが原因で
す。今後は、不定期な利用の際には、書面依頼とするようケ
アマネに依頼し、連携を図ってまいります。また、ヘルパー
側からも、月末にケアマネに連絡し、翌月の訪問の確認を行
うことといたします。

23 地域包括支援センター北遠中央 子 7月2日

第三者を巻き込まないでほしい 昨晩、甥から父親のことで電話があった。包括職員
の依頼で電話をかけてきた。父親のことについて
は、兄弟3人で話し合っている。訪問して様子も見て
いるので、第三者を巻き込まないでほしい。何かあ
ればキーパーソンである弟（次男）に直接連絡を
取ってほしい。

申立者に謝罪し、いただいたご意見を活かして今後の対応・
支援を行っていくことをお伝えしました。当該ご利用者（申
立者の父親）は、ご家族との思いが違うことで苛立ちが大き
くなり、不眠や食事が摂れないという訴えがありました。ま
た、事故等の心配もあったため、関係機関と相談し、担当者
はご家族に連絡する必要があると判断しました。しかし、5
月からの関わりの中で、長男様、次男様、長男の奥様と連絡
が取れず、担当者のご家族に連絡を取りたいという気持ちが
強くなってしまい、当該ご利用者の支援者である、甥御様に
連絡をしてしまいました。今後は、キーパーソンの次男様に
連絡がつかない場合は、三男様の連絡先もいただいたため、
三男様を通してキーパーソンにつなげていただくようにいた
します。

24 掛川市東部地域包括支援センター 子 7月22日

担当ケアマネジャーを交代してほ
しい

ご家族より、「先日、みんなで話し合ったにも関わ
らず、包括職員には家族の思いが理解してもらえな
かった。この先お願いしていくには不安がある。申
立者の母は他事業所を利用しており父も同じ事業所
にお願いしたい。」と話があった。

ご家族の思いを十分に理解できず、不安な思いをさせてし
まったことを謝罪いたしました。担当職員に、ご利用者のケ
アマネジメントを行う立場という認識が薄れておりました。
今後は、申立者の母親が利用されている事業所に話をし、同
じケアマネの方に就いていただくよう調整することでご理解
をいただくとともに、介護予防ケアマネジメント業務を委託
するにあたって再度地域包括支援センターと契約していただ
くことになる旨を説明し了承を得ました。また、今後は役割
を十分に認識し、誰の支援を行う立場かを念頭に入れ、相談
対応を行ってまいります。また、ご家族の思いや意向を丁寧
にくみ取るために、関わっている支援者等と連携を取りなが
ら支援をしてまいります。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

25 天竜厚生会ケアサポートセンター サービス事業者 8月8日

訪問診療日の確認忘れ 厚生会訪問看護より、「『訪問看護は来週だと思っ
ていた。』と他家族がいっている。」と連絡が入っ
た。

連絡後、ご利用者宅へ伺い、利用票の差し替えと訪問診療日
の確認を忘れてしまっていたことをご家族、申立者に謝罪い
たしました。7月の自宅訪問時、訪問看護の利用が月1回と
なっていましたが、健康観察のため月2回の変更となりまし
た。訪問診療が第一、第三週の火曜日となっていたため、訪
問看護のご利用を第二、第四週の木曜日にご利用していただ
くよう調整いたしました。8月になり、訪問診療が第二週の
火曜日に変更になったことを把握しておらず、同じ週で訪問
看護として提供票を交付してしまい、訪問診療の日にちの確
認を怠ってしまったことが原因です。ご家族からは、「誰に
でもうっかり忘れることはあるから大丈夫よ。」とのお言葉
をいただきました。今後は、介護保険外のサービスを利用さ
れている場合は、その利用日についてご家族にしっかりと確
認してまいります。また、訪問看護と連携を図り、当日のご
利用者についての確認を徹底してまいります。

26 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 8月8日

ヘルパーの発言が気に障った。 申立者より、「この前ヘルパーから、『トイレマッ
トが汚れているから交換してください。』と言われ
たことが気に障った。私は毎回トイレマットを交換
して洗濯している。これからはヘルパーが来る前に
マットは外して洗濯します。」と話があった。

担当ヘルパーより、その場で謝罪いたしました。今回の原因
としまして、マットに汚れがついていたことを先にご本人に
確認しておらず、ヘルパーが発言してしまいました。今後
は、マット等が汚れている際は、ご本人に確認し判断してい
ただくこととします。申立者からは、「長いこと来てもらっ
ているから、直接言ったほうがいいと思って。そのほうがお
互いにいいでしょう。」とのお言葉をいただきました。

27 天竜厚生会ケアサポートセンター サービス事業者 8月1日

サービス変更の忘れ 他法人の事業所（デイ）より、「本日、ショートの
予定になっていたので迎えに行かなかったところ、
当該ご利用者の奥様から、ショートは変更したので
デイの利用日ではないか。」と問い合わせがあった
と連絡があった。

担当ケアマネが不在だったため、他のケアマネより申立者に
謝罪いたしました。当該ご利用者のキーパーソンである長女
様に電話するも不在であったため、お孫様に事情を説明し伝
達していただきました。後日、担当ケアマネが出勤したとこ
ろで改めて訪問させていただき、再度謝罪いたしました。奥
様より、「デイを休んで郵便局に一緒に行って用事を済ませ
たからよかった。」とのお言葉をいただきました。今回、
ショート利用の日程が事業所の都合で変更になりましたが、
8/1の利用をショートからデイに入れ替えることを失念して
しまい、ショートの予定のみ確認し、利用票をご家族に、提
供票を事業所に送ってしまいました。今後は、サービス変更
時にはすぐに利用票、提供票の差し替えを行い、職員2名で
ダブルチェックしてまいります。

28 さやの家ケアサポートセンター 子 8月19日

ショートの迎えが来ない ご家族より、「先日、ショートの迎えが来ないので
施設に電話をしたら『家族送迎』になっていると言
われた。ケアマネからの利用票には施設送迎になっ
ていたし、相談員にも事前に『施設送迎』できると
確かに言われた。次回はこのような事はないように
してほしい。」と話があった。

すぐに予約表を確認し、「家族送迎」に変更となっていたこ
とに気づき、ご迷惑をお掛けしたことを謝罪いたしました。
今後はこのようなことがないよう、予約表だけでなく連絡を
取り合い確認する旨を、ご家族、ショート相談員にお伝えし
ました。今回、ショートからの「家族送迎」の変更依頼を見
落としてしまいました。普段は「施設送迎」ですが、今回施
設側の都合で「家族送迎」に変更していましたが、利用表の
差し替えを忘れてしまい、ケアマネも「施設送迎」であると
思い込んでしまったことが原因です。今後は、「家族送迎」
と「施設送迎」をペンで色分けし、変更依頼があった場合は
事業所と連絡を取り、確実に内容を把握してまいります。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

29 静岡市駿河区大里高松地域包括支援センター サービス事業者 8月21日

ご利用者のサービス利用料の入金
が確認されていない

当該ご利用者が利用されている訪問看護事業所よ
り、ケアマネへ連絡があり、ケアマネから対象部署
に、「5月、6月分の利用票の入金が確認できていな
い。確認してほしい。」と連絡があった。

すぐに5月、6月分の実績内容を確認し、事業所番号が違うた
め未請求だったことをケアマネ、訪問看護事業所へ連絡し、
謝罪いたしました。また、来月に再請求させていただくこと
を説明し、了承をいただきました。今回の請求は、新規の利
用のケースであり、登録時や実績入力時に事業所名や請求単
位の確認を行っていましたが、事業所名を誤って入力してし
まったことで、新しい事業所の登録ができていませんでし
た。また、請求時に契約書に記載されている事業所番号の確
認をしなかったことが原因です。今後は、事業所番号、事業
所名を職員2名で確認し、確実に行っていくよう徹底してま
いります。

30 天竜厚生会ケアサポートセンター 職員 8月29日

担当ケアマネが相談しても対応し
てもらえない

申立者より、「従妹が当該ご利用者の娘と友人であ
り、『担当のケアマネが、自分の思いを理解して動
いてくれない。』という相談があった。管理者から
娘さんに電話を入れて娘さんがどうしたいのか確認
してもらいたい。」と話があった。

ご利用者の氏名と娘様の連絡先を申立者が確認し、管理者よ
り娘様に連絡することをお伝えしました。翌日、管理者より
娘様に連絡し、緊急時の対応に不安を感じていること、担当
を変更したいことの確認を行いました。午後に新たなケアマ
ネが訪問し、娘様の訴えを聞き、デイサービスの追加利用を
提案し、介護者に何かあった際は電話をいただければ娘様と
相談しながら迅速に対応することを説明しました。元の担当
者には、ご家族の思いに寄り添ったコミュニケーション（不
安を解消するための解決方法）などを提案できなかったこと
を管理者と確認し、どう対応すべきであったかを管理者よ
り、助言いたしました。

31 貴布祢訪問入浴センター 本人 9月9日

着衣時に、最後の確認をしてほし
い

申立者より、「先日の訪問の際、ラバーシーツが丸
まっていて痛かった。オムツ内のパットの端も丸
まっていて、痛くなって、訪問看護の方が来てくれ
た時に直してもらった。最後の確認をしなかったん
だね。怒っているわけじゃないから、これから気を
付けてほしい。」と話があった。

申立者（目が見えない）のお話をしっかりと受け止めたうえ
で、痛い思いをさせてしまったことを丁寧に謝罪いたしまし
た。今後は充分気を付けて行いますとお伝えし、笑顔で頷か
れました。当日対応した職員は、対象者のご自宅に伺うのは
3週間ぶりだったため、出発前に介助手順を確認いたしまし
た。着衣時はいつものように声掛けし、着衣の様子を確認し
ながら行いました。しかし、着衣後の最終確認を声掛けで
行った際、「大丈夫。」とお答えになったため、目視を怠っ
てしまいました。今後は、連絡板に「着衣の最終確認は、看
護師と介護員2名で行い、体全体を見てオムツやパット、
シーツ類が伸びているか、しわがないかの確認を行う。」と
記入し、朝のミーティング時に連絡板に記載されている注意
事項をみんなで確認してまいります。

32 天竜厚生会ヘルパーステーション 親 9月4日

訪問時間の忘れ 申立者より、「訪問時間を過ぎてもヘルパーが来な
い。今までこのようなことはなく、訪問時間から17
分過ぎているので連絡した。事故か何かあったのか
心配もあり連絡した。」と電話があった。

その場で謝罪し、当該ヘルパーに連絡する旨をお伝えしまし
た。担当ヘルパーは、訪問先の駐車場で待機していたため、
すぐに訪問させていただき謝罪いたしました。今回、当日昼
頃までは午後の予定を把握していましたが、時間が経過し、
訪問時間を30分遅く勘違いしてしまい、訪問が遅れてしまい
ました。申立者からは、「事故にでもあったかと思って主任
に連絡した。今までこんなことなかったから。待ってればよ
かったね。連絡してごめんね。」とのお言葉をいただきまし
た。今後は、当日の1日の予定を自分で確認し、訪問先、時
間をホワイトボードに記載して、再発防止に努めてまいりま
す。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

33 天竜厚生会訪問看護ステーション 本人 9月5日

今日の訪問時間が過ぎても来てい
ない。

申立者より、「今日の訪問時間は何時ですか。」と
の電話があったため、本日はいつもと同じ午後の時
間に訪問予定が入っていることを伝えると、「私は
10時30分と聞いたと思い、待っていました。」と話
があった。

その場で謝罪いたしました。他ご利用者の訪問が終了したた
め、今から訪問していいか伺い、11時に訪問させていただき
ました。今回、時間変更のためご利用者に電話し、4日から5
日の13時30分に変更していただきたい旨をお伝えしました
が、ご高齢のご利用者であり、13時30分とお伝えしたことで
聞き間違えてしまったと思われます。今後、電話での伝達の
際は、「午前・午後の何時から」とお伝えしてまいります。
また、訪問時間変更依頼日まで訪問がない場合は、当日の朝
に再度確認の電話をいたします。

34 掛川市東部地域包括支援センター 職員 9月6日

相談対応をどのようにしたか教え
てほしい

申立者より、「ご利用者が、包括に2回ほど介護保険
の申請について相談したが、門前払いをされたと
怒っている。介護保険を申請して、言語のリハビリ
を行いたいと言っているが、どのような対応をした
のか教えてほしい。」と問い合わせがあった。

その場で謝罪いたしました。申立者には、当該ご利用者に、
介護保険の申請時に必要な主治医意見書の作成の許可をいた
だくようお伝えし、その報告待ちであることを説明いたしま
した。今回、担当者が事務的な対応に終始してしまい、ご利
用者の気持ちに寄り添った対応ができず、指示的な態度を
とってしまったこと、当該ご利用者の自立度が高く、ご本人
から連絡があるだろうと過信し、その後の確認を怠ってし
まったことが原因です。担当者には、運営マニュアルを改め
て確認し、ご利用者の気持ちに寄り添った相談対応を行うよ
う、管理者より助言いたしました。後日、当該ご利用者が来
所され、再度介護保険について相談があったため、管理者か
ら先日の件について謝罪し、介護保険制度や介護予防日常生
活支援総合事業の説明、リハビリを受けるにあたって介護保
険申請が全てではないことを丁寧に説明いたしました。ま
た、リハビリを行っている事業所を一緒に見学し、ご利用者
の意向を確認いたしました。

35 天竜厚生会ヘルパーステーション 介護支援専門員等 9月13日

訪問忘れ ケアマネより、「夕方に入っているヘルパーさんか
ら、朝の薬が残っているとの連絡があったが、今朝
薬を飲みましたか。」との連絡があった。

すぐに提供票を確認し、提供票の見落としにて訪問を忘れて
いたことをお伝えし、謝罪いたしました。当該ご利用者は、
月、水にヘルパーを利用されており、先月末には、デイサー
ビスが休みの関係で、13日、14日の朝、夕に追加利用の依頼
がありました。9月の提供票には予定が入っており、勤務表
を作成する際は提供票を確認しましたが、作成者およびダブ
ルチェックした職員も見落としてしまいました。また、追加
利用の事前連絡があった際に、連絡ノートに記載しなかった
ことも原因です。今後は、追加訪問があった際には、連絡
ノートと提供票を確認して、提供票に色ペンを使い解りやす
く記しをつけるよう徹底してまいります。その日の夕方に息
子様と連絡が取れ、本日の訪問を忘れてしまったことを謝罪
いたしました。「明日は大丈夫ですか。」と確認があったた
め、「明日は入らせていただきます。」とお返事いたしまし
た。

36 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター 子 9月6日

お試し利用日の送迎時間の伝え忘
れ

ご家族より、「本日デイサービスのお試し利用予定
であり、11時半の迎えと聞いていたが、10時ぐらい
の迎えでは準備ができていなかった。お試しの件
で、時間や持ち物などについてケアマネからの連絡
を待っていたがこなかった。本日の利用について相
談したい。」との話があった。

ケアマネが古い情報を渡しており、送迎時間の確認・連絡が
不足していたことを謝罪いたしました。また、ご家族に送迎
時間の確認を行い、デイサービスと調整し、再度お試し利用
をすることで承諾をいただきました。今回、ご家族が希望さ
れた時間でのデイサービスの送迎が可能かの確認が不足して
おり、お試し当日の送迎時間の連絡を、誰がご家族にするの
か明確にしていませんでした。本来、デイサービスのお試し
利用である場合、デイサービスからご家族に連絡していただ
くことになっていますが、デイサービスからご家族に連絡が
なく、デイサービスとの連携も不足していました。そのた
め、ご家族は古いパンフレットの情報をもとに、11時半の送
迎であると思ってしまいました。今後は、ご本人、ご家族か
らの確認、依頼があった場合には、お試し利用であってもケ
アマネ業務マニュアルに沿ってサービス調整を行い、連絡対
応を確実に行ってまいります。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

37 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 9月19日

8月29日の支払い代行レシートに覚
えのないものが記載されている。

申立者より、「8月29日にコンビニで生協の支払いを
してもらったよね。レシートに浜松市ゴミ捨て券て
書いてあるんだけどこれって何のこと。」と質問が
あった。

レシートを確認し、支払う必要がないゴミ捨て券分も支払っ
てしまったことを説明し、謝罪いたしました。また、コンビ
ニでの入力間違いであると考えられるため、コンビニに確認
する旨をお伝えしました。今回、支払い代行した際に、コン
ビニ店員が間違えて打ち込んでしまい、店員に「払い込み手
数料624円です。」と言われたため、対応したヘルパーもそ
の金額であると思い込んでしまいました。また、ご本人宅に
戻り、おつりと支払い用紙、レシートをご本人にお渡ししま
したが、レシートの内容の確認を怠ってしまいました。今後
は、支払い代行の際には、レシートやお金を毎回ご利用者と
一緒に確認してまいります。当日中にレシートをコンビニ
持っていき、店員より、「ご迷惑をおかけして申し訳ありま
せんでした。」と300円を返金してもらいました。ご本人宅
に戻り、店員の間違いであったこと、確認を怠ってしまった
ことを再度謝罪いたしました。申立者からは、「いいよ、い
いよ。やっぱり店の人が間違えたんだね。嫌な思いをさせ
ちゃって悪かったね。ありがとう。」とのお言葉をいただき
ました。

38 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター 子 5月2日

利用票に利用ない日の通所介護の
キャンセル料は発生するのか

ご家族より、「3月の配布利用票では4月30日休日と
なっていたが、当日通所介護の送迎が来た。祝日で
休日になっていると思い、利用準備もなく使用しな
かったが、キャンセル料が発生するのか。」と話が
あった。

その場でご心配をおかけしたことを謝罪いたしました。関係
事業所にもこちらの不手際を謝罪し、キャンセル料について
確認すると、「今回はキャンセル料はいいですよ。」と快く
承諾していただきました。ご家族にその旨を連絡し、「キャ
ンセル料がなかったならよかったです。これからもよろしく
お願いします。」とのお言葉をいただきました。今回、4月
に、ご家族から通所介護の利用キャンセルの連絡を受け、事
業所に連絡と提供票の差し替えを行いました。その際、提供
票には4月30日が祝日であったため、「通所介護なし」と
なっていましたが、事業所が営業日であることに気づき、
「4月30日通所介護利用」として発行しました。しかし、そ
の連絡をご利用者、ご家族にしておらず、4月の自宅訪問の
際も、利用票の差し替えを忘れてしまいました。ご利用者、
ご家族が知らないままに、事業所に追加利用の調整をする状
況となり、説明もないまま混乱を与えてしまいました。今後
は、サービス調整時は、訪問時に持っていくものに利用票の
差し替えをはさむようにし、事業所に対して、ケアマネから
の利用の変更の連絡と提供票の内容に不明な点があれば、連
絡をもらえるように依頼してまいります。

39 天竜厚生会訪問看護ステーション 職員 10月17日

FAXの誤送信 申立者より、「ご利用者の相談用紙がFAXで送信され
ていますが、間違いだと思います。」と連絡があっ
た。

その場で謝罪し、破棄していただくようお願いしました。今
回、FAXを送信する際に登録事業所名を探しながら、送信先
ではない事業所も選択してしまったと考えられます。また、
他職員と確認したものの、当事業所で必要な送信先が表示さ
れていたため、送信数等を確認せず送信してしまいました。
複合機に「全宛先数」という送信数が表示してある場所を知
らなかったことも原因です。今後は、FAXする際には、全宛
先数を指さし確認してから送信いたします。また、複合機に
送信時の注意点をわかりやすく記載し、再発防止に努めてま
いります。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

40 天竜厚生会ヘルパーステーション 子 10月15日

郵便物の過払い金発生 申立者より、天竜厚生会ケアサポートセンターに、
「昨日郵便物が届いたが、封を開けるのに、お金が
かかると書いてあるが、どうしたらいいのか。」と
連絡があった。

内容を確認し、折り返し連絡させていただくことをお伝えし
ました。事務所内で確認すると、ヘルパーが郵便物を投函し
ていたため、申立者に謝罪し、そのまま返却していただくよ
うお伝えしました。今回、8月分の請求、領収書を9月に郵送
するのを忘れてしまい、8、9月分の請求、領収書を1つの封
筒にまとめて郵送いたしました。その際、84円の切手で届く
と思いこんでしまい、重量を計らず郵送してしまいました。
今後は、各ヘルパーの机やパソコンに、「○○日までに請
求・領収書を送る」というメモを貼り、郵送忘れ防止に努め
ます。また、厚生会封筒＋A4用紙4枚で約25グラムであるこ
とを見える化するため、計量器の近くにテプラを貼るように
いたします。

41 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 10月3日

訪問しているヘルパーさんが、ガ
チャガチャしながら食器洗いを
行っていて落ち着かない、私はど
うしたらいいか

申立者より、「今、ヘルパーさんが訪問してくれて
食器洗いをしてくれているけど、ガチャガチャしな
がらやっていて落ち着かない。私はどうしていいか
分からない。大丈夫じゃない。対応が難しいかもし
れない。」との話があった。

サービス責任者が、申立者が不安になっていることを傾聴
し、その後の対応を提案しました。今回、精神障がいのある
ご本人の特性を理解して支援ができておらず、大きい音を立
てて洗い物をしたことで、ご本人を不安にさせてしまいまし
た。当該ヘルパーに詳細を確認し、サービス責任者より、ご
利用者への対応において問題であったと思われる点を伝え、
自身でも反省してもらいました。また、ご利用者の特性に合
わせた対応が必要であること、どんな時でもまずはヘルパー
が落ち着いて支援を行うことが大切であると説明しました。
訪問時間が30分過ぎた際、サービス責任者より改めてご本人
に連絡し、心身の状態の確認を行い、ヘルパーの行動で心配
をかけてしまったことと不安にさせてしまったことを謝罪い
たしました。また、次の訪問についても確認し、時間変更を
して他のヘルパーが訪問することとなりました。

42 掛川市中部地域包括支援センター サービス事業者 10月15日

請求に不備があったようなので対
応してもらいたい。

市役所の担当者より、「旧事業所番号で請求されて
いる利用者がいる。」と連絡があったため確認して
ほしい。（NO.43とは別のご利用者）

請求処理の不備を謝罪いたしました。ご利用者の特定を行
い、翌月に再請求処理を行うことで了承を得ました。今回、
サービス提供事業所は、運営会社の名称変更に伴い、9月よ
り事業所番号が変更となっていました。直営ケースの実績入
力は、入力の際に登録情報等に不備・誤りがある場合、管理
システムからエラーが出て処理できないようになっています
が、委託ケースの場合は、エラーが出ない仕様になっている
ため、間違ったまま処理してしまいました。委託ケースの入
力後、伝送を行う前に2名体制で確認を行い、大部分は修正
を行いましたが、2件の見落としがありました。今後は、従
来通り、伝送を送る前は2名体制で確認を行い、再度他の2名
体制で確認をしてまいります。また、伝送時に新規や修正、
月遅れ等を連絡するノートにも、変更内容を記載し、周知を
徹底してまいります。

43 掛川市中部地域包括支援センター サービス事業者 10月15日

請求に不備があったようなので対
応してもらいたい。

市役所の担当者より、「旧事業所番号で請求されて
いる利用者がいる。」と連絡があったため確認して
ほしい。（NO.42とは別のご利用者）

請求処理の不備を謝罪いたしました。ご利用者の特定を行
い、翌月に再請求処理を行うことで了承を得ました。今回、
サービス提供事業所は、運営会社の名称変更に伴い、9月よ
り事業所番号が変更となっていました。直営ケースの実績入
力は、入力の際に登録情報等に不備・誤りがある場合、管理
システムからエラーが出て処理できないようになっています
が、委託ケースの場合は、エラーが出ない仕様になっている
ため、間違ったまま処理してしまいました。委託ケースの入
力後、伝送を行う前に2名体制で確認を行い、大部分は修正
を行いましたが、2件の見落としがありました。今後は、従
来通り、伝送を送る前は2名体制で確認を行い、再度他の2名
体制で確認をしてまいります。また、伝送時に新規や修正、
月遅れ等を連絡するノートにも、変更内容を記載し、周知を
徹底してまいります。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

44 龍山ケアサポートセンター 子の配偶者 10月22日

リハビリが休みの時は、自分にも
伝えてほしい。

申立者より、「いつもの時間になっても迎えが来な
いため、デイケアへ電話で問い合わせをした。デイ
ケア職員からは祝日のため、本日は休みであると聞
いた。休みの場合、自分にも伝えてほしい。」と話
があった。

その場で謝罪するとともに、担当ケアマネから改めて連絡を
入れることをお伝えしました。これまでは、利用票を作成し
配布する前に、利用日の確認をしていましたが、今回作成し
た時点で、「10/22が祝日であること」と「短時間リハビリ
に関して、祝日休みであったこと」を見落とし、サービス利
用日としたまま利用票を作成してしまいました。また、ご本
人に配布の際も、利用日を確認しましたが、その時点で気づ
かず、デイケアにもそのまま提供票を配布してしまいまし
た。デイケア先では、発行された提供票の間違いには気付い
ていましたが、ご本人にのみ「サービスが休み」と伝えてし
まい、ケアマネやご家族への連絡がなかったため、申立者に
伝わっていませんでした。今後は、これまで同様に、配布前
の確認を徹底するとともに、祝日についてはカレンダーに分
かるように記載し、利用票作成時にカレンダーを見ながら作
成してまいります。また、サービス事業所には、間違った提
供票が配布された際は連絡いただきたい旨を伝え、利用日等
の変更時は、ご本人の他、ご家族にもお伝えしていくことと
しました。

45 宮脇ケアサポートセンター サービス事業者 11月1日

9月分の国保請求が返戻となった。 掛川市より、事業所番号相違でエラー（返戻）に
なっていると連絡があったので確認してほしい。

当該事業所から、事業所番号が変更になる書類は届いていま
したが、職員が訂正したと思い込み（訂正する職員は決まっ
ていませんでした。）、間違ったまま給付管理を行ったこと
が原因です。今後は、今回のような大きな事業所情報の変更
の場合、マスタ変更する際に、関係職員全員がいる場でちょ
うじゅ（記録管理システム）内の情報をすぐに変更・確認
し、変更した旨を日誌に記載します。サービス事業者には、
事業所番号が間違っていたため請求が出来なかったことをお
詫びし、11月に改めて請求させていただくことをお伝えいた
しました。「これからもよろしくお願いします。」とのお言
葉をいただきました。

46 天竜厚生会ヘルパーステーション 配偶者 11月4日

訪問忘れ 申立者より、「今日ヘルパー来るよね。誰が来ます
か。」と連絡があった。

その場で謝罪し、30分遅れで訪問させていただくことをお伝
えし、了承を得ました。今回、、毎朝、日誌に1日の訪問先
と時間を記入し確認していますが、前日に訪問先を確認した
際に2件であると思い込み、当日の朝も確認せず、事務処理
を行ってしまったことが原因です。本来、9月に起きた「訪
問忘れ」事故の是正処置で、「行き先と訪問時間をホワイト
ボードに記入する」としていましたが、十分に周知できてい
ませんでした。今後は、事務所に出勤時、サービス責任者と
フルパートの4名は、当日の勤務表を見ながら、個々に1日の
スケジュールをホワイトボードに記入してまいります。ま
た、朝、訪問へ直行する場合は、前日に直行部分を記入し、
事務所に戻り次第、今後の予定を記入してまいります。申立
者には、訪問時遅れたことを再度謝罪し、「良いですよ。こ
の後に予定があるので1時間でお願いします。」とのお言葉
をいただきました。
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47 天竜厚生会訪問看護ステーション 配偶者 11月26日

訪問忘れ 今日は訪問日ですが、担当者が来ないのですか。 本日、訪問日であったことを確認し、その場で謝罪いたしま
した。また、担当者と電話を替わり、訪問を忘れてしまった
ことを再度謝罪し、本日中に訪問させていただくことをお伝
えしました。今回、朝礼で1日の訪問スケジュールの確認を
口頭で行いましたが、午前中に新規の方がおり、午後の方の
注意が疎かになってしまいました。また、スケジュール管理
表の同時刻に、2名の名前が書いており、訪問中止となった1
名に意識が集中してしまい、本来伺う予定のご利用者に注意
が向かず、ご利用者スケジュール（ホワイトボード）に記入
することを忘れてしまったことも原因です。今後は、スケ
ジュール管理表の同じ時間帯に複数のご利用者名が記入され
ている場合は、当日に伺うご利用者の名前に丸をつけ、ホワ
イトボードに記入し、誰が見てもわかるようにいたします。
朝の打ち合わせでは、当日訪問するご利用者名を含め各自の
スケジュールを担当者ごとに発表し、情報を職員で共有して
まいります。当日のキャンセル等については受付者と訪問者
で確認してまいります。

48 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 12月4日

ヘルパーと合わないから訪問した
くない

申立者より、「今度の土曜日ヘルパーが来ると聞い
ているが、あの人が来るならお休みにしたい。あの
人とは性格が合わないみたいなので、あの人が来る
なら困るので休みにしたい。」と申し出があった。

申立内容を傾聴し、次回の土曜日には、他のヘルパーが訪問
できる旨をお伝えしたところ、「そうしてもらいたい。」と
のお返事がありました。当該ヘルパーの話し方や振る舞い
に、申立者が不安を感じられたことが原因です。今後は、ご
本人から当該ヘルパーに対して強い拒否の希望があるため、
ヘルパーを代えて支援をしてまいります。当該ヘルパーに
は、ご利用者との関わりにおいて、再度助言、教育の必要が
あるため、管理者とサービス責任者と話し合う機会を設け、
①ご利用者とお話する際には、ご利用者に合った声の大きさ
ではっきり話すこと、②世間話以上のこと（ヘルパーの事
情）については話さないこと、③1回で聞き取れない場合に
はメモ等を取り、メモを確認していただくよう伝えまし
た。、また、今回の事例について、事業所内で情報共有し、
ご利用者に不安を与えないような声掛けや振る舞いを各自で
意識して取り組むよう周知しました。

49 天竜厚生会ケアサポートセンター 職員 1月4日

予定表は休みになっているが、さ
いわいデイケアの迎えがこないと
待っていた。

さいわいデイケア職員より、「近所の人から、『当
該ご利用者がさいわいの迎えがこない。』と言って
待っていると電話をもらい、予定表では休みになっ
ているが、息子様に電話し、利用の確認が取れたの
で迎えに行き、利用してもらうことになった。担当
ケアマネからも息子様に連絡を入れてもらいた
い。」と話があった。

担当ケアマネが、1/4は正月休みとした予定表をさいわいデ
イケア（申立者の事業所）に配布しており、事業所では送迎
をしませんでしたが、ご利用者本人は利用できると思い、迎
えを待っていたと考えられます。もともと1/4は当該事業所
の開所日であり、ご本人、ご家族はそれを知っていたという
ことで、今回の利用についての確認不足が原因です。今後
は、祝日等については、直接事業所に開所しているかを確認
し、予定表を作成していきます。また、予定作成後、他職員
に確認してもらい配布をしていきます。後日、ご利用者の息
子様の職場に訪問し、謝罪いたしました。息子様からは、
「利用できたのでいいですよ。これからもよろしくお願いし
ます。」とのお言葉をいただきました。また、事業所にも連
絡し、誤りがあったことを謝罪いたしました。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

50 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 1月14日

ヘルパーがまだ来ない。 ご本人より、「訪問は13時半からであるのにヘル
パーがまだ来ない。」と電話があった。

申立者には、ご自宅についた際に謝罪し、了解をいただきま
した。訪問先へ車で向かう道中、右折した際に警察から内側
に寄りすぎていると減点され、手続きに時間がかかり、訪問
時間に遅れてしまいました。当該職員には、安全運転をする
よう、所属長、サービス責任者から伝えるとともに、職員会
議等で交通ルールについて確認する場を設け、職員全体に周
知しました。今後は、訪問時間に遅れる場合は、事業所に連
絡することとし、事業所からご利用者に訪問に遅れてしまう
旨をお伝えするようにいたします。

51 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 1月25日

予定訪問時間が過ぎているのにヘ
ルパーが来ない。

ご本人より、「今日ヘルパーが来ることになってい
るんですが、まだ来ないんですけど。」と電話が
あった。

当日の訪問は、出勤者だけでは対応できなかったため、休日
の時間外出勤で対応するようにしておりました。1月の初め
にサービス責任者から当該ヘルパーに依頼しており、前日の
仕事が終了した時点では当該ヘルパーも明日の訪問（休日出
勤）を認識していましたが、当日になり、訪問を忘れてし
まったことが原因です。今後、当該ヘルパーは、休日出勤を
する場合、通常の出勤同様、自宅にて翌日の予定をカレン
ダーに記入し、メモを気が付くところに置くようにいたしま
す。事業所全体としては、休日出勤の際は、サービス責任者
または出勤した職員が訪問時間前までに、担当ヘルパーに確
認の電話をするようにいたします。

52 しらいとヘルパーステーション 本人 2月11日

訪問時間になってもヘルパーが来
ない。

申立者より、「訪問時間になってもヘルパーがこな
いが、どうなっていますか。」と連絡があった。

その場で謝罪し、確認して連絡する旨をお伝えしました。担
当ヘルパーに確認すると、訪問を失念しており、いますぐ訪
問するとのことだったため、その旨を申立者に連絡し、「お
願いします。」とお返事をいただきました。当該ご利用者
は、週2日（火・金）サービスを利用されており、担当ヘル
パーは毎週金曜日に支援に入っていました。また、今月から
は、火曜日にも支援に入ることとなっており、担当ヘルパー
も承知していましたが、失念してしまったことが原因です。
当該ヘルパーには、出勤日には予定表を確認するよう伝える
とともに、週1、2回事業所に来た際は、事業所の予定表とも
照合して予定を確認することとします。また、当該ヘルパー
のような登録ヘルパーについては、追加で訪問が増えた場
合、初回はサービス責任者より連絡をするようにいたしま
す。サービス責任者がご自宅に訪問し、再度謝罪しました。
申立者からは、「支援に入っていただけたのでよかったで
す。またよろしくお願いします。」とのお言葉をいただきま
した。

53 天竜厚生会訪問看護ステーション 子 2月13日

訪問予定時間に理学療法士が来て
いない。

申立者より、「父のところに今日15時に来るはずの
理学療法士さんがまだ来ていない。今日は休みです
か。」と連絡があった。

その場で謝罪し、事業所のホワイトボードに、「午後の研修
後、16時に訪問予定」との記載があったため、それをお伝え
し、16時の訪問について了解をいただきました。今回、当該
職員が研修と訪問時間の重複に気が付かず、ご利用者へ連絡
をしていなかったことが原因です。朝の連絡会で呼称確認す
る訪問予定表も、訪問時間は16時からと記載がありました。
今後は、研修等が入った場合は、必ずその日の訪問や予定を
確認することとします。また、事業所で保管している計画書
等にも、「訪問時間変更の連絡済」等と記載し、ご利用者へ
の伝達漏れがないようにいたします。当該職員からも訪問時
に謝罪し、「何かあったのかと心配した。」とのお言葉をい
ただきました。
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苦情公表：地域福祉部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

54 天竜厚生会ケアサポートセンター サービス事業者 3月3日

家屋評価中止の連絡がなかった 福祉機器センター職員より、「本日、依頼されてい
た入院中の方の家屋評価の同行のため、自宅訪問し
たところ、家人より、『病院の都合で中止になって
おり、病院から事前に連絡があった。』と報告が
あった。本日の家屋評価は中止だったのか。」と話
があった。

2/25、A病院から担当ケアマネに連絡があり、当該ご利用者
宅の家屋評価の実施および福祉用具業者の同行依頼があり、
担当ケアマネから、福祉機器センター、障害者相談支援事業
所に同行依頼をしました。2/28、A病院より、「感染症が発
生したため、予定していた家屋評価は中止したい。」との連
絡を受け、関係機関に中止の連絡をしました。しかし、福祉
機器センターへの連絡の際に、別件の話をしてしまい、家屋
評価中止の件を伝え忘れてしまいました。今後は、他事業所
に依頼し、変更になった際には、実施の前日に電話にて再確
認を行ってまいります。また、前日に電話連絡を忘れないた
めに、卓上カレンダーや支援記録等に記載してまいります。
申立者およびご家族に謝罪し、「大丈夫です。」とのお言葉
をいただきました。

55 天竜厚生会ヘルパーステーション 職員 3月6日

訪問忘れ 地域包括支援センター職員より、「訪問予定のヘル
パーがまだきていない。」との連絡があった。

訪問予定のヘルパーにすぐに連絡を取り、訪問させていただ
きました。今回、訪問するヘルパーが変更となり、勤務表に
は変更後のヘルパー名が記入されていましたが、ヘルパー本
人には連絡していませんでした。また、訪問前日の夕方に、
訪問確認ができているか勤務表を確認すると、マーカーが引
いてあったため、訪問確認が済んでいると思い込んでしまい
ました。今後は、訪問するヘルパーが変更になった場合は、
サービス責任者が変更後のヘルパーに連絡し、勤務表に「連
絡済」と記載します。また、他職員が、「連絡済」と記載し
てあるのを確認し、マーカーを引いて二重チェックをしてい
きます。訪問時にヘルパーから謝罪し、サービス責任者から
も謝罪いたしました。当該ご利用者からは、「大丈夫で
す。」とのお言葉をいただきました。

56 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター 子 3月27日

デイの送迎が来なかった ご家族より、「今日はデイサービスの予定だった
が、迎えがこないので嫁がデイサービスに連絡した
ら、『ケアマネから休みの連絡を受けている。』と
話があった。次の日からショートステイなので間違
いだろうと伝え、迎えにきてもらった。間違いです
よね。」と話があった。

すぐに確認し、利用予定の入力間違いをして、ご迷惑をおか
けしたことを謝罪いたしました。利用票の作成が訪問直前で
あったため、デイサービスの利用についての確認が不十分で
した。また、ショートステイ先が3か月前に予約が必要であ
り、前月分、3か月後の予約のカレンダーは印刷しました
が、次月のカレンダーを印刷し忘れてしまい、ご家族との
サービス確認は、利用票のみで行ってしまったため、十分な
確認ができていませんでした。今後は、前日までに利用票を
作成し、訪問当日に最終確認をしてまいります。また、事業
所に提供票を配布する際は、定期利用の変更（受診等による
変更）が事業所側でもわかるように手書きで記載することと
し、訪問時には次月分のカレンダーのみ持参し、他月の予定
は電話で事前に確認・報告してまいります。
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