
苦情公表：入所部門（障がい）【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 浜名 親 5月19日

車椅子備え付けのテーブルネジが
見当たらないことについて

日中一時支援の利用後に車椅子につけるテーブルを
確認すると、固定するためのネジが見当たらない。
心当たりはあるか。

一度状況を確認し、ご連絡することをお伝えしました。その
後、送迎車内、施設内をくまなく確認するも見当たらないた
め、その旨を申立者に連絡し謝罪いたしました。ネジは施設
で購入させていただく旨をお伝えしましたが、「探していた
だけただけで大丈夫です。ネジについては、ホームセンター
で私たちが買いますし、テーブルはベルトでも固定できるの
で気にしないでください。」とのお言葉をいただきました。
今後は、車椅子テーブルの抜き差しをする際、どの部品が必
要か目視し、ネジの緩みがないか確認いたします。また、対
象者のケースファイルに「車椅子テーブルの固定ベルト・ネ
ジを確認」の紙を貼り、周知することといたします。

2 浜北学苑 親 5月17日

バスタオルの返却忘れ ご利用者の送りの際、母よりバスタオルが入ってい
ないとの話がある。

申立者にその場で謝罪いたしました。確認したところ、誤っ
て施設のタオルと一緒にクリーニングに出していたため、ご
自宅にお届けし、再度謝罪いたしました。ご本人または施設
のどちらのタオルを使用するか決まっていなかったため、施
設のバスタオルを使うよう統一いたしました。また、受入れ
時および帰宅の際の荷物チェックの手順を再確認し、送迎前
にも荷物チェックが済んでいるか確認することとしました。

3 赤石寮 親 6月17日

別の人の請求書が送られてきた 申立者より、「違う方の郵便物が送られてきた。ど
うしたらいいか」と電話がある。

申立者にはその場で謝罪し、職員が書類を取りに伺うことを
お伝えしました。郵送作業時、申立者宛の書類を違う宛名の
封筒に入れていることに気が付きましたが、入れ直す際に、
更に間違えて同じ苗字の他ご利用者の封筒に入れてしまって
おりました。今後は、宛名に通し番号をつけて、チェックす
る際に通し番号でも確認できるようにしました。訪問時に再
度謝罪し、書類をお預かりすると、「中身は見ていません。
いいですよ。」とのお言葉をいただきました。

4 浜北学苑 兄弟 7月23日

入浴の順番を忘れられている。 妹で短期入所を利用している本人から、「入浴の順
番を忘れられた」、「もう帰りたい」との言葉が聞
かれるが、どのような管理体制になっているのか。

対象者は1班での入浴となっておりましたが、入浴の名簿を
確認せずに入浴支援を行っており、対象者への入浴の呼びか
けを失念してしまいました。また、放送により入浴の案内を
しておりますが、対象者へ1班で入浴していただくことをお
伝えしておりませんでした。対象者に謝罪するとともに、1
班での入浴であること、放送を聞いて浴室に来ていただきた
い旨をお伝えしました。申立者にも、状況を説明し謝罪いた
しました。「わかりました。」とのお返事をいただきまし
た。今後は、入浴担当の職員が入浴支援に入る前に、ショー
トのご利用者を確認することと、ご本人への声掛けを行うこ
ととしました。
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5 赤松寮 サービス事業者 7月26日

ご利用者の薬の受け渡しについて 対象部署の送迎職員へ他施設Aのご利用者の薬を渡す
とともに、渡し忘れのないように引き継ぐようお願
いしたが、A施設より薬がないことと、ご家族へ薬を
持ってきてもらうように依頼したとの電話があっ
た。これからは、薬は手渡しとし、渡し忘れのない
ようにしてほしい。

今回は、施設間協働として、対象部署だけでなく他施設Aの
ご利用者も一緒に送迎しておりました。ご利用者をA施設に
送迎した際に、薬がトートバッグのポケットに入っている旨
を、送迎職員からA施設の看護師に報告しておりましたが、
バッグのポケットが複数あったため薬が見つからず、申立者
の事業所およびご家族へ連絡を入れ、ご家族に対応していた
だく結果となりました。また、一連の対応について、休日で
A施設の事務所が不在だったということもあり、A施設の看護
師から、対象部署の相談員に連絡が入りましたが、他施設ご
利用者に関する内容であったため判断に迷い、「事務所不在
であっても、自施設の相談員に電話で相談する」という提案
ができませんでした。今後は、薬や貴重品については手渡し
で預かり、手渡しで確実に受け渡しをすることといたしま
す。また、送迎後等に何かトラブルがあった場合は、事務所
不在日であっても、原則自施設の施設長や相談員に対応を相
談することとしました。申立者へ上記を報告し、了解をいた
だきました。

6 厚生寮 兄弟 8月7日

ご家族からの連絡の情報共有の不
徹底について

短期入所利用時の連絡ノートに書いた内容を読んで
くれていないようである。

ご利用いただく当日朝に職員の勤務変更があったことと、職
員が少ないことで焦りが生じ、担当職員に気持ちの余裕がな
かったことが原因でありました。職種間会議や朝の申し送り
等により、確認漏れがないよう再周知することとしました。
申立者へ謝罪するとともに、是正内容を伝え、「人手不足で
職員の皆さんがお忙しいのは承知していますので、いいです
よ。」とのお言葉をいただきました。

7 浜北学苑 親 9月21日

前回利用時に忘れたパジャマが返
却されていない

前回の利用時に忘れたパジャマが、今回も返却され
ていないようであるため、確認してほしい。

前回ご利用時に返却を失念したパジャマを、今回のご利用時
に返却することとなっており、受入担当職員にも渡していま
したが、チェック表への記入が漏れ、所在不明となってしま
いました。申立者に謝罪するとともに、同等の物を弁償いた
しました。忘れ物については、原則ご家族に直接お渡しする
ことで所在不明となることを予防いたします。

8 天竜厚生会アクシア藤枝 親 10月6日

他ご利用者の受給者証が入ってい
た

ショートステイの利用終了後、自宅で荷物を整理し
ていると、他ご利用者の受給者証が入っていた。

当日は入退所の人数が多く、入浴準備や状態確認等も同時並
行で行っており、荷物の管理を気持ちに余裕がない中で行っ
ていました。今後については、入退所の数に加え、連泊する
人数も考慮し、業務を詰め込みすぎないように調整を図るこ
とと、退所準備に余裕が持てるよう業務を調整することとし
ました。申立者へ謝罪するとともに上記の是正内容を伝え、
ご了承いただきました。

9 赤松寮 親 11月2日

外泊時に着用していた衣類の乱れ
等について

外泊時のご利用者の服装について、生理でないのに
生理用パンツを履いていることや前後が逆での着用
等、着方がめちゃくちゃであった。

連絡ノートで引継ぎを行わなかったことや、ご利用者に着替
えを任せていたこと、チェック体制が整っていなかったこと
が原因です。申立者へ謝罪するとともに、是正処置として、
正しい支援について改めて周知することや、余裕をもって着
替え支援を行うこと、衣類の乱れがないかダブルチェックす
ることをお伝えしました。
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10 厚生寮 その他 12月17日

本人の状態変化に関する報告を随
時確実にしてほしい

ご家族より、「10月初旬より、本人が歩行困難な状
態になり静養しているにも関わらず、施設から連絡
がない。本人も家族に連絡がいっていないことに不
満を感じている。」との話があった。

その場で謝罪するとともに現状の報告をいたしました。ご本
人の体調が安定されず、改善と悪化を繰り返す状態であった
こと、ご家族が行事参加のため来寮された際に、ご本人と話
をされていると判断し、報告が滞っていたことが原因です。
今後は、状況に変化があった際は、随時ご家族にお伝えする
ことといたします。

11 厚生寮 親 12月23日

職員が話している言葉が自分に向
けられていると感じて悲しかった

ご家族より、「本人を連れて外出中、帰寮予定時間
に間に合わないことを施設に伝えた。帰寮すると、
職員から「ありえないよねー」という声が聞こえた
ため、声をかけるとばつが悪そうな顔をしていた。
自分たちに向けられた言葉ではないのかもしれない
が、悲しくなってしまった。」との話があった。

その場で謝罪し、状況確認後に改めて連絡する旨を伝えまし
た。また、事実確認後の電話にて、再度謝罪と説明を行いま
した。申立者とは関係のない、職員同士の会話（雑談）を聞
かれ、ばつが悪い顔をしてしまったことが原因です。何気な
い会話でも、相手のことを指した会話でなくても、それをご
家族等が耳にすれば気分を害される可能性があることを、会
議等を通して職員へ注意喚起いたします。

12 赤松寮 親 1月4日

外泊時、本人のではない療育手帳
が入っていた。管理は適切にでき
ているのか。

外泊からの帰寮時に、ご家族より、「別の人の療育
手帳が入っていた。しっかり管理してほしい。」と
の言葉をいただいた。

外泊準備の際、複数のご利用者の分をまとめて行ったこと
で、確認が疎かになり、間違いが生じたと考えられます。今
後は、外泊者の多い時期には事前にスケジュールを立て、計
画的に準備を行うこととします。また、ダブルチェック体制
ができていなかったことも原因であるため、療育手帳を保管
場所から出す職員と確認する職員の2名体制でチェックして
いくこととしました。ご家族には謝罪とともに是正処置につ
いて報告し、了解をいただきました。

13 天竜厚生会アクシア藤枝 親 1月2日

送られてきた年賀状にメモが貼っ
てあった。

来所されたご家族より、「施設から届いた年賀状に
他ご利用者と思われる名前の書かれたメモが貼って
あったので、お返しします。」との話があった。

その場で謝罪し、メモをお預かりしました。年賀状の作成を
期限を設けて進めていましたが、勤務状況等の影響から遅れ
が生じ、送付担当者のチェックが疎かになり、貼っていたメ
モに気づかず郵送してしまいました。今後は、作成者と確認
者が余裕をもてるようなスケジュールで年賀状を作成・送付
していくこととします。
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14 厚生寮 配偶者 2月11日

SWが変わりトラブルが続いている
ため改善してほしい。

SWが変わってからトラブルが続いているため改めて
ほしい。①医療費の二重請求、②マッサージ院との
連絡調整の遅滞、③無償と聞いていた車イスの修繕
が突然有償になったこと、④身元引受人ではない義
母へ先に連絡すること、⑤こまめな連絡がなくなっ
たこと、⑥ご利用者や家族の立場をわかって動ける
ようになってほしい。

1点目の医療費の二重請求については、診療所のミスであっ
たため、当該診療所職員より謝罪しました。2点目のマッ
サージ院との同意書のやり取りが滞っていたことについて
は、郵送物がマッサージ師へ届いていなかったことが原因で
あったため、今後は直接お渡しすることとしました。3点目
の車イスの修繕が無料と聞いていたものの有料に変更になっ
た件については、行政への申請と並行して修理を進めていた
ことが原因であったため、申請が受理された後に修理を依頼
することとしました。4点目の身元引受人ではない義母が施
設からの連絡を先に受けていることについては、身元引受人
である申立者の携帯電話に連絡することとしました。5点目
のこまめな連絡がないことについては、連絡すべきことの認
識違いが生じないよう、ご家族を交えてケース会議を開くこ
ととしました。6点目のご利用者やご家族の立場をわかって
動ける職員になってほしいことについては、職員の教育訓練
を継続していくこととしました。以上を申立者へ伝え、謝罪
しました。申立者からは、「自分も福祉の仕事をしており、
介護現場の立場と障がい者の家族の立場と両方わかっている
つもりである。今後ともよろしくお願いしたい。」とのお言
葉をいただきました。

15 厚生寮 子 2月10日

男性CWからの注意（支援）が厳し
いため、虐待に発展しないよう配
慮してほしい。

申立者より、「対応が大変なことは承知している
が、母から男性CWの注意が声が大きく厳しかったと
の連絡があった。注意されたことも支援の一環とい
うことは理解しているが、人間関係もあるため、担
当を代えるか、注意がエスカレートして虐待に発展
しないよう指導に配慮していただきたい。」との話
があった。

申立者には、事実関係を確認しご連絡することを伝え、ご利
用者、当該CW等に聞き取りを行いました。結果として、ご利
用者に起因する理由があったものの、当該CWの注意の仕方や
声の大きさ、トーン等には不適切な部分があったため、施設
長と係長CWで面談し、指導しました。また、主任CWと当該CW
からご本人へ謝罪し、ご本人からも、「自分も悪かった。支
援については今まで通りでよい。」とのお言葉をいただきま
した。今後も今まで通り支援させていただくこととなりまし
た。今後も、虐待防止のため、人権意識や接遇等に関して勉
強会を行っていきます。上記を申立者へお伝えし、謝罪しま
した。申立者からは、「母からの電話ではわからないことも
多く、心配をおかけした。今後ともよろしくお願いした
い。」とのお言葉をいただきました。

16 赤松寮 親 2月29日

外泊時の下着が生理用ショーツ
だった件

申立者より、「以前注意したにもかかわらず、外泊
時の下着が生理用ショーツであった。私や本人に恨
みがあるのか。」との連絡があった。

担当職員が衣類準備した際に、生理用ショーツと普通の
ショーツが分かりづらく間違えて準備をしていたこと、当日
の出勤職員が確認を怠ったことが原因でありました。申立者
に謝罪するとともに、是正処置として今後は生理用ショーツ
と普通のショーツを分けて保管すること、当日の出勤職員が
下着等を確認しながら着替え支援を行うことをお伝えしまし
た。対象者外泊時に、管理者より再度謝罪し、「わかりまし
た。ありがとうございます。」とのお言葉をいただきまし
た。
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17 美浜 地域住民 3月24日

煽り運転をしており、危険であっ
た

美浜と書かれた車の後ろを車で走っていたが、鹿島
橋近くのトンネル付近で当該車が前の車を煽ってい
た。さらに前を走っていた車が左折した際、美浜の
車が右に膨らんだ。美浜でもケアワーカーが運転す
ることがあると思うが、看板をつけて走っていると
いう意味は分かっているか。自分は後ろからつけて
いたが、煽り運転をしており、大変危険であった。
車を運転していたドライバーにはきつく指導してい
ただきたい。また、今回は1回目であるので警察には
言わないが、次あれば警察に言う。自分が言ったこ
とをきちんとメモしておいてほしい。

申立者からの情報より、該当職員に確認したところ、トンネ
ルに入る前に道路が渋滞しており、前の車両が低速度で走行
していたのに合わせて走行しましたが、車間距離が狭かった
ことで、煽り運転と捉えられてしまったと考えられます。ま
た、渋滞で停止する前に、事故があったのかと思い、目視確
認のため車線内で右に寄せたこと、前の車両が低速度で走行
後左折した際、前の車両を避けるために右に膨らんだこと
が、危険運転と見られてしまったと考えられます。施設長よ
り当該職員に対して、運転時は心の余裕を持ち、慌てず落ち
着いて運転するよう直接指導しました。また、交通安全に対
する意識の向上を図るため、公用車内に『ドライバーの方へ
この車は「天竜厚生会美浜」の看板表示があります。マナー
を守り思いやりのある運転をして下さい』と書いた注意喚起
のステッカーを貼り、全ドライバーに対する注意喚起を行い
ました。なお、本苦情内容を、当会の「交通安全委員会」管
轄部署に報告し、法人全体で注意喚起を行うよう依頼しまし
た。申立者へ謝罪するとともに、当該ドライバーには指導さ
せていただくことをお伝えし、「今後気を付けていただきた
い。」とのお言葉をいただきました。
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