
苦情公表：通所部門（高齢）【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 さやの家デイサービスセンター 配偶者 4月23日

前回デイ利用時に肌着等の交換が
されていないようだが、入浴をし
ていないのではないか

申立者より、「先日、20日にデイを利用したが、肌
着等が用意した時の状態で綺麗に畳まれており、交
換されていない感じがする。入浴もしていないので
はないか。確認してほしい。」と話があった。

申立者に連絡し、入浴は確実にしているが、肌着類の交換が
できていたか確認できなかったことを説明し、謝罪いたしま
した。申立者からは、「入浴できているならいいですよ。あ
まり気にしないでください。」とのお言葉をいただきまし
た。再度謝罪し、今後は確実な衣類交換ができるように注意
していく旨をお伝えしました。

2 登呂の家デイサービスセンター その他 4月20日

送迎車について 申立者より、「先日、施設長から駐車場の前に送迎
車を待機させないルールにする旨のメールをもらっ
たが、駐車場に入れようとした時、奥の所に送迎車
がいた。運転手は直ぐに入口の送迎車がどくからと
言っていた。回答をメールで送ってほしい。」と話
があった。

メール回答にて、ご利用者のサービス提供上必要であること
を説明し、ご理解をいただきました。また、職員向けに駐車
場利用の注意事項を明文化し、配布いたしました。

3 宮脇デイサービスセンター 子 5月10日

他のご利用者の肌着を着て帰宅し
てしまった。

朝の送迎時、ご家族より、「昨日、他の人の肌着を
着て帰ってきたようですが。」と話があり、肌着の
返却があった。

朝の送迎時に謝罪いたしました。その際に、昨日着ていた衣
類で、他に足りないものはないか確認を行いましたが、肌着
以外はありませんでした。今後は、当該ご利用者の入浴の時
間を30分程早めさせていただき、職員も余裕をもって見守り
ができるようにしました。また、着脱席は間違いがないよう
に一人席となるように配慮をいたしました。

4 しらいとデイサービスセンター 子 5月15日

食事代の誤請求 ご家族より、「4月分の請求書を確認した所、20回分
食事が請求されているのですが。」と話があった。

実費自動算定で一括入力後、食事を摂っていない方の実績を
削除していましたが、今回その作業を失念してしまい、その
まま請求業務を進めてしまいました。誤請求してしまった旨
を報告し、謝罪いたしました。申立者からは、「わかりまし
た。大丈夫です。」とのお言葉をいただきました。今後は、
提供表に“食事代なし”と付箋を貼り、実績を削除後に付箋
を外して対応いたします。また、請求書作成後、再度利用料
金の確認を行うこととします。

5 登呂の家デイサービスセンター 配偶者 5月22日

送迎時に門扉をしっかり閉めてほ
しい。

夕方の送迎時、申立者より、「朝迎えに来てくれた
時に門扉を閉め忘れてたみたいで、犬が外に出て
行ってしまって1時間ほど探した。近所の人が見つけ
てくれたからよかったけど、門扉の閉め忘れに気を
つけてほしい。」と話があった。

朝の送迎を、職員と実習生の2名で対応しており、玄関から門
扉外にセットした施設車いすまでの歩行移動、移乗介助を職
員が付き添い、実習生が門扉を閉めておりました。門扉を
しっかり閉めたかどうか、門扉を閉めた後にハンドルを回し
てロックをしたかどうかまでの確認を行っておりませんでし
た。今後、送迎時には門扉を閉めることを再度職員に周知し
ていきます。実習生や新人職員には、送迎時の注意事項を口
頭で説明するとともに、職員(実習生の場合)や経験のある職
員(新人職員の場合)が最終確認を行っていきます。申立者へ
連絡し、門扉を閉め忘れがあったことを謝罪し、今後注意し
ていくことをお伝えしました。ご家族からは、「こういうこ
ともあるよね。わざわざ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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6 宮脇デイサービスセンター 子 6月14日

父が他の利用者に対して怒ってい
る

申立者より、「父が他の利用者に対して、『ズボン
を取った。職員もいたのにズボンをはかれてしまっ
た。3回目だ。』と言って怒っているが、何があった
のか状況を知りたい。」と話があった。

電話にて、着衣時の状況、デイフロアでの状況を説明し、謝
罪いたしました。また、今後の対応として、入浴後の座席の
位置の検討、見守り・声掛けの強化を行っていくことを伝え
ました。ご家族からは、「何を怒っているのかよくわからな
かったから、状況が知りたかった。」とのお言葉をいただき
ました。

7 登呂の家デイサービスセンター 本人 6月19日

デイの迎えが来ないことについて 申立者より、「今日はまだ迎えが来ないけど、水曜
日だから行く日だよね。」と連絡があった。

その場で謝罪し、ご自宅到着時に再度謝罪いたしました。今
後は、1便目と2便目の送迎車両を同じ車両にすることと、運
転手と職員の2人1組で送迎に行くこととし、送迎忘れがない
ようにいたします。帰りの送迎車両見送り時に、再度謝罪を
行った際には、「またお願いします。」とのお言葉をいただ
きました。

8 やまびこデイサービスセンター 子 6月14日

入浴日になっているが、なぜ入浴
していないのか。紙パンツが交換
されていない。

申立者より、「連絡ノートでは入浴していないこと
になっているが、どうしてなのか。持って行った新
しい紙パンツが、そのまま鞄の中に入っているが替
えていないのか。」と話があった。

申立者に謝罪し、今後このようなことがないよう是正する旨
をお伝えしました。今後は、入浴のみならず、サービス提供
内容に変更があった場合は、デイ日誌等の情報の変更を行う
ことを徹底いたします。また、トイレ誘導時は、紙パンツが
汚れていなくても交換することを職員全体に周知いたしまし
た。ご家族からは、「そうだったんですね、わかりまし
た。」とのお言葉をいただきました。

9 しらいとデイサービスセンター 子の配偶者 8月23日

職員の認識不足による靴の履き間
違え及び下着の上げ忘れ

申立者より、「本人の靴が本人のものではなかっ
た。本日のデイサービス利用時にはズボン下を履い
ていたが、履いていなかったため、デイサービスに
ないか。」と話があった。

靴は、職員のミスで他ご利用者の靴と履き間違いをしており
ました。ズボン下は、排泄終了時のあげ忘れによるものでし
た。ご家族にはその場で謝罪し、すぐに靴の交換と、ズボン
下を上げなおす対応を行いました。ご家族からは、「大丈夫
です。これからもお願いします。」とのお言葉をいただきま
した。今後は、靴の管理を名札を付け、わかりやすいように
します。ズボン下については、排泄状況確認表に、「ズボン
下の有無」の項目を付けて、毎利用時に確認するようにいた
します。

10 宮脇デイサービスセンター 子の配偶者 9月4日

持って行った着替えが交換されて
いないが、入浴はしたのか

申立者より、「本人が、昨日はデイではずっと寝て
いた。お風呂も入っていないと言っている。持って
行った着替えも交換されていない。だけど記録ノー
トには入浴もしたし、活動にも参加したと書かれて
いる。実際はどうなのか、入浴したなら何で衣類は
かわっていないのか。」と話があった。

その場で謝罪いたしました。デイでは、一日中起床され、周
りの席の方と活動に参加されたこと、また、入浴もされまし
たが、着替えについては職員が更衣を失念していたことをお
伝えしました。更衣忘れは、職員間で情報共有がされていな
いことによる、周知不足が原因と考えられます。今後は、入
浴時に衣類の確認、更衣を職員にて行わせていただくことを
お伝えしました。ご家族からは、「よろしくお願いしま
す。」とのお言葉をいただきました。

11 やまびこデイサービスセンター 子 8月30日

母が帰りの時、車いすから無理や
りずり落とされたといっている

申立者より、「母が帰りに、車いすから無理やりず
り落とされたといっているが本当か。本人の訴えで
は、車いすから玄関の上り框に移乗した時そういっ
たことがあったという。勘違いかもしれないので確
認してほしい。」と話があった。

当該ご利用者より、「足が動かなくなった。」という訴えが
あったため、正面から抱え上げる形で移乗したことをお伝え
しました。その際、ご本人のペースではなかったことを謝罪
いたしました。申立者からは、「母は色々と難しい部分があ
るので、職員さんには負担をかけて申し訳ない。」とのお言
葉をいただきました。
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12 宮脇デイサービスセンター 子 9月16日

使用済みの紙パンツが鞄の中に
入っていた

帰りの送迎時、申立者より、「前回9月12日のデイの
帰宅後、鞄の中に使用済みの紙パンツが入ってい
た。」と話があった。

その場で謝罪いたしました。今後は、入浴時と帰宅前に鞄の
中身を確認し、畳まれた紙パンツも開いて使用済みの物では
ないかチェックするようにいたします。申立者にお伝えし、
「お願いします。」とのお言葉をいただきました。

13 宮脇デイサービスセンター 配偶者 9月24日

帰りの送迎時に、イスまで送って
くれないことがある

担当ケアマネより、「申立者から、『帰りの送迎時
は家の中に入り、職員と申立者の2人介助のもと、ご
利用者がイスに座るまで支援することになっている
が、玄関まで送るだけで帰ってしまう職員がいる。1
人でイスに座ってもらうまでの介助をするのは大変
なので、職員にも手伝ってほしい。』と話があっ
た。」と報告があった。

送迎の際に申立者に謝罪し、今後同様のことが起こらないよ
う、職員間で送迎手順を共有していくことをお伝えしまし
た。申立者からは、「そうですか、わかりました。」とのお
言葉をいただきました。

14 登呂の家デイサービスセンター 子の配偶者 10月8日

利用者体調不良時の対応について ご利用者の体調不良時に駆けつけたご家族より、
「こういう時は救急車を呼んでほしい。呼んでもら
えないなら自分たちで呼びます。」と話があった。

ご家族が要請した救急車で搬送された結果入院となったた
め、担当ケアマネと担当者2人で病院に伺い、対応が遅かった
ことを謝罪いたしました。その際、「登呂の家から以前、
『軽い脳梗塞かもしれない。』との話があったので、救急車
を呼んでもらいたかった。大事に至る可能性があるので。」
とのお話があり、対応の遅さを改めてご指摘いただきまし
た。今回、デイサービス利用中に一過性でしたが症状が見ら
れたため、受診やCT検査実施の提案のため、ご家族に連絡を
いたしました。その際、ご家族から救急搬送の希望がありま
したが、症状が治まっていたこともあり、施設としては、ご
家族到着時に救急搬送または主治医受診か相談するつもりで
おりました。ご家族への報告の際に、実際に支援にあたった
デイ職員ではなく、ケアマネから報告したことが、状況の詳
細が伝わらず、またご家族の思いを汲み取った行動ができな
かった原因となりました。今後は、ご利用者の体調に関する
内容は、デイ相談員が直接ご家族に報告することといたしま
す。申立者からは、「家にいる時に症状があったら、そのま
まになっていたかもしれない。登呂の家で症状が出たから、
緊急搬送して病気を把握することができた。」とのお話もい
ただきました。

15 やまびこデイサービスセンター 子 10月18日

デイサービスに行っていない 申立者より、「今日はデイに行っていないのです
が。」と連絡があった。

こちらの間違いで欠席にしてしまったことをその場で謝罪
し、経緯を説明しました。今回、ご利用者の名前を聞き間
違ってしまったこと、職員間での欠席者受付の確認が不足し
ていたことが原因です。今後は、職員同士で欠席者の欠席理
由、誰が受け付けたかを確認することをお伝えしました。申
立者からは、「わかりました。今後ともよろしくお願いしま
す。」とのお言葉をいただきました。ご自宅にも訪問し、再
度ご本人と申立者に謝罪いたしました。ご本人からも、「ま
た頼むね。」とのお言葉をいただきました。
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16 さやの家デイサービスセンター 配偶者 12月22日

請求書の封筒に他ご利用者の請求
書が同封されていた

デイサービス迎え時に、申立者より、「11月利用分
の請求書が入っていた封筒内に、他ご利用者の請求
書が入っていた。その方も困っていると思うから渡
してほしい。」と話があった。

その場で謝罪し、請求書をお預かりしました。また、担当者
より、改めて電話にて謝罪しました。今回、同じ苗字で同じ
地区在住のご利用者2名の苗字と地区名だけを見て、誤って封
筒に入れてしまったと考えられます。今後は、封入作業の際
は、住所、氏名を最後まで確認することを徹底します。もう
一人のご利用者には、その後改めて請求書を送付した旨をお
伝えし、「そうですか、近所の方で顔も知っているので。よ
ろしくお願いします。」とのお言葉をいただきました。

17 さやの家デイサービスセンター 本人 12月17日

朝の挨拶中の職員のお喋りが気に
なる

ご利用者より、「朝の挨拶を職員がしており、その
話を聞こうとしていたが、横で他の職員が大きな声
でお喋りしており、話が聞き取れなかった。せっか
くいい話をしているのに残念だ。」と話があった。

その場で謝罪し、事業所内で是正処置を検討することといた
しました。朝の挨拶の時間は、入浴が始まる時間帯であり、
職員同士が遠くから大きな声でやり取りしていたか、手の空
いている職員が雑談をしていた可能性が考えられます。今後
は、朝の挨拶時は、手の空いている職員もご利用者の席の向
きを替えたり、話の内容に相槌を打つ等、挨拶がしやすい、
聞きやすい環境を作っていきます。また、職員同士の会話に
ついては、私語は慎むこと、業務上の会話については、近く
で話すようにしていくことを職員会議で周知いたしました。

18 宮脇デイサービスセンター 子の配偶者 1月8日

連絡ノートでは入浴したことに
なっているが、本人が入っていな
いと言っているので、入浴をした
のか確認したい。

申立者より、「連絡ノートでは入浴されたことに
なっているが、本人は入浴していないと言っている
し、持参の衣類が交換されていないので、入浴した
のかどうか確認したい。」と話があった。

夜間、宅直の携帯電話へ確認の電話があったため、明日担当
者から連絡することを伝えました。翌日、電話にて入浴され
たことをお伝えし、衣類交換は行っていないことを謝罪しま
した。対象ご利用者は、入浴時、衣類交換を必ず行うことと
なっており、入浴の名札にも「衣類交換有」の記載がありま
したが、衣類交換の介助の際、職員が名札の確認を行うこと
を失念しておりました。今後は、「衣類交換忘れ注意」の札
を作成し、入浴の札と一緒に衣類のかごに入れるようにし、
名札の確認を徹底してまいります。申立者からは、「いいで
すよ、確認したかったので。」とのお言葉をいただきまし
た。

19 宮脇デイサービスセンター 子 1月10日

電気ヒーターがつけっぱなしだっ
た

帰りの送迎時、ご家族より、「電気ヒーターがつ
けっぱなしでした。」と話があった。

その場で謝罪し、今後同じことがないよう注意する旨を伝え
ました。対象ご利用者宅は、朝の送迎時、家人が不在である
ことが多く、職員は対象ご利用者の移乗から鍵の開け閉め等
を行っておりました。また、冬季は、電気ヒーターを使用さ
れており、ご家族から指示はありませんでしたが、職員が毎
回消灯しておりました。今回は、ヒーターの確認を怠ってし
まったことが原因です。今後は、送迎時に確認するクリア
ケースに「ヒーターの確認」のシールを貼り、消灯を徹底し
てまいります。申立者からは、「気を付けてくださいね、大
丈夫です。」とのお言葉をいただきました。
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20 天竜厚生会浜松デイサービスセンター 子の配偶者 1月13日

本人のズボンが戻っていていない 申立者より、「本人がズボンを汚してしまったの
か、デイの貸し出し用のズボンを履いてきた。しか
し、当日の本人の履いていたズボンが返ってきてい
ないと思う。確認してもらいたい。」と話があっ
た。

確認後すぐに申立者の旦那様に連絡し、該当するズボンが
あったこと、明朝の送迎で持参するため、確認いただきたい
旨を伝えました。また、施設職員が貸出用と思い込み、内タ
グに誤って「白羽の家」と記入してしまったことを謝罪し、
弁償させていただく旨を伝えました。明朝、送迎職員がズボ
ンを自宅にお持ちし確認したところ、ご本人のものと判明し
ました。改めて謝罪し、再発防止の徹底を伝えました。対象
ご利用者のズボンが汚れてしまったため、デイで洗濯をしま
したが、そのことが他職員に共有されていなかったことが原
因です。今後は、洗濯対応した職員は申し送りを徹底するこ
と、誰のものか不明な衣類等があった場合は、一部の職員で
判断せず、対象ご利用者と関わる全職員に確認することと致
します。ご家族からは、「わかりました、大丈夫ですよ。弁
償は必要ないです。」とのお言葉をいただきました。

21 登呂の家デイサービスセンター 配偶者 2月21日

送迎車両到着前の電話連絡がない
ことについて

申立者より、「本人が帰ってこないけど、送ってく
れていますか。」と連絡があった。

状況を確認しご連絡する旨を伝え、送迎を行った職員に確認
しました。結果、ご自宅マンション下まで対象ご利用者をお
送りし、施設へ戻ってきておりました。対象ご利用者は、当
該デイからの帰宅後、お1人でスーパーにお酒を買いに行かれ
ることが日課となっておりました。しかし、ご本人の戻りが
遅いことが続き、申立者と相談の上、ご自宅到着5分前に電話
連絡し、申立者がマンション前で出迎えをすることとなって
おりました。今回、送迎を行った職員の認識不足にて、事前
連絡をしなかったことが原因です。申立者には、ご本人を送
迎後マンション前に1人にしてしまったことを謝罪し、今後は
事前連絡を徹底することをお伝えしました。電話の途中で、
ご本人がご自宅に戻ってこられ、申立者からも「今帰ってき
ました。お願いします。」とのお言葉をいただきました。

22 登呂の家デイサービスセンター 地域住民 3月23日

送迎車両の停車方法について 申立者より、「登呂の家の送迎車が杏林堂近くのT字
路を入った道路の中央通りに停車しており、通行の
妨げになっている。先日もあったが、今日だけかと
思って我慢した。同じことが続いたので電話した。
朝の忙しい時間でもあるので気を付けてもらいた
い。」と話があった。

その場で謝罪いたしました。今後は、送迎ルートを組む際、
運転手付きの車両または職員のみの場合は、小型の車両で調
整できるようにいたします。また、大型の車両での送迎とな
る場合は、可能な範囲で幅寄せをして停車することといたし
ます。

23 天竜厚生会浜松デイサービスセンター 子 3月30日

母が履いている靴が本人のもので
はない

送迎にて本人を自宅に送り届けた際、出迎えていた
だいた息子様より、「履いている靴が本人のもので
はない」との申立てを頂く。

本人の靴を持って、ご自宅に伺い、他利用者様の靴と入れ替
わっていたことの経緯をご説明し、謝罪致しました。また、
同様のことが内容是正していく旨をお伝えしました。息子様
からは「大丈夫だよ」とのお言葉を頂いた。
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24 登呂の家デイサービスセンター 子 3月31日

デイサービスに持参する荷物の返
却方法について

長男より「昨日からデイサービスに持っていく荷物
を我が家（長男宅）のポストに入れてもらうように
お願いしてある。昨日はお願いした通りに対応して
いくれたと思うが、今日も入れていただけました
か？」との問い合わせがある。荷物が本人の手に渡
ると紛失することが多く、長男宅のごみ箱に入れて
いたが3/30からは長男宅ポストに入れて欲しいと依
頼有。3/30は長男宅ポストに荷物が入っていたが、
3/31長男帰宅時は本人が荷物をもっていて、荷物に
結びつけられた鍵（本人宅）の所在が不明だったた
め問い合わせの連絡が入った。4/3利用時、連絡ノー
トに家族からコメント欄に「鍵は玄関にありまし
た」と記載有。

荷物の返却方法について周知不足があったことを謝罪致しま
した。今後周知方法を工夫し複数職員が統一した行動ができ
るように努めていくことを伝え了承を得る。
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