
苦情公表：地域福祉部門【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

1 相談支援事業所天竜厚生会アクシア藤枝 本人 4月3日

相談職員の異動について挨拶がな
かった

ご本人より、「今までの相談職員
に電話をしたら違う人が出た。そ
の人が『前の相談員は異動になっ
た。』と言っていたが、なぜ言っ
てくれなかったのか。私の障害特
性上、環境の変化に弱いため、今
後の異動については早めに言って
いただきたい。」と連絡があっ
た。

いただいた電話にて、異動の挨拶がなかったことを謝罪し、今後は相
談員の異動がある際は早めにお伝えすることで了承をいただきまし
た。3月30日の居宅訪問の際、ご本人から、「福祉サービスの利用にあ
たって、引き続き当該施設でお願いしたい。」とのお話がありまし
た。その際、職員の異動についてお伝えすることもできましたが、当
初の予定時間を超えており、次の訪問予定もあったため焦ってしまっ
たこと、また委託相談から計画相談に切り替わるタイミングであった
ことから、改めての報告はしなくてよいと判断してしまいました。そ
の後のメールにて、ご本人から、「いつもお忙しい中、丁寧に対応し
ていただいているのにパニックになってしまい申し訳ありませんでし
た。」とのお言葉をいただきました。

2 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20日

訪問している職員の交代について 申立者より、「毎週木曜日に訪問
看護師が来てくれているが、ご利
用者に対して、病気に関する話を
ズバズバする。話の内容は正しい
とは思うが、本人として辛いとこ
ろもあるため、担当者2名のうち1
名を変更してほしい。」と話が
あった。

いただいた電話にて、申立者には謝罪を行うとともに、当該職員の訪
問中止をお伝えしました。また、職員に関する苦情であったため、所
属長、主任看護師、当該職員とご利用者の訪問についての振り返りを
行いました。その中で、訪問時間内でのケアの焦りや、ご利用者の表
情や反応の観察不足である等、ご利用者への配慮に欠けていたこと
を、職員本人が反省いたしました。今後は、治療に関する話をする際
は、ご利用者の意見を傾聴し、ご利用者の状況を考慮した言葉かけを
してまいります。また、担当者については、これまで担当していた看
護師1名で対応していきます。

3 さやの家ケアサポートセンター かかりつけ医 5月13日

居宅療養管理指導の勉強不足 当該ご利用者の主治医より、「ご
利用者が依頼している薬局の薬剤
師より、居宅療養管理指導の指示
書がほしい、今日中にほしいと電
話連絡があった。自分はいつから
開始とも聞いていなかったため、
怒れた。居宅療養管理指導につい
てケアマネジャーも薬剤師も勉強
するべきだ。」と連絡があった。

いただいた電話にて、勉強不足であったこと、支援の相談過程におい
て説明と確認が不足していたことを謝罪いたしました。介護保険サー
ビスの中で医療系サービスを利用する際は、主治医に意見を伺うこと
になっており、「居宅療養管理指導」と「訪問看護」の利用開始と利
用継続に関して、主治医に意見を伺いました。しかし、「居宅療養管
理指導」という言葉を記載せず相談していたため、主治医としては、
医療保険制度の「在宅患者訪問薬剤管理指導」として受け止めていま
した。また、当該ご利用者は高齢世帯であり、別居の息子様が通院介
助を行っていましたが、その息子様が闘病中であり、定期的な通院が
できず、月１回の通院となっていました。ケアマネジャーとしては、
当該ご利用者を通院困難者として認識していましたが、主治医に、日
頃の報告以外の当該ご利用者の通院状況や薬についての報告を怠って
いたため、主治医は通院困難者として認識していませんでした。今後
は、新しいサービスを導入するにあたっては、週1回の定例会議にて、
サービスの勉強や確認等を行い、ケアマネジャー同士で意見を出し
あっていきます。また、主治医に相談する際は、内容を整理し明確に
伝えることを確認しました。
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4 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8日

ヘルパーの支援について、ご利用
者家族から意見（不満）があった

申立者より、「ご本人の訪問をし
ているのは、いつも同じヘルパー
ですか？長男様から、『あのヘル
パーの経験はどのぐらいですか？
移乗が危なっかしく感じる。どう
して入院させないのと言われた。
家族で頑張って介護しているの
に。』と話があった。」と連絡が
あった。

いただいた電話にて、ご家族に不安を与えてしまったことをお詫びい
たしました。申立者には、当該ご利用者宅には、3月までサービス提供
責任者が訪問していましたが、4月以降は決まったヘルパーが訪問して
いる旨をお伝えいたしました。また、担当ヘルパーに引き継ぐにあた
り、サービス提供責任者と同行訪問を2回行っていましたが、ご利用者
の状態が同行訪問の前後で変化し、ヘルパー自身の不安や自信の無さ
がご家族に伝わったと考えられます。今後は、サービス提供責任者3名
が交代で支援し、ご家族のお話や、意向を聞きながら支援してまいり
ます。また、ご利用者の状態に変化が出た場合は、ケアマネジャーに
報告し、各サービス事業所への周知、支援の検討を行ってまいりま
す。申立者には、今後の対応について上記の旨をお伝えしました。
「すぐに対応してくださり、ありがとうございました。今後もよろし
くお願いします。」とのお言葉をいただきました。

5 さやの家ケアサポートセンター 配偶者 5月19日

約束していた時間になっても、ケ
アマネジャーが来ない

ご家族より、「訪問の時間になっ
ても来ない。自分が勘違いしてい
るのか確認したい。」と電話が
あった。

担当ケアマネジャーのカレンダーを確認し、本日訪問予定であること
を伝え、謝罪しました。また、担当ケアマネジャーが他ご利用者宅を
訪問中であるため、連絡が取れ次第、連絡する旨をお伝えしました。
毎月実施しているモニタリング訪問は、午後に訪問することが多いの
ですが、5月分はご家族からの意向で午前10時に訪問約束し、担当ケア
マネジャーもカレンダーに記載していました。今回は、当日の確認不
足もあり、午後に予定していたご利用者を10時訪問と思い込み、当該
ご利用者の訪問を忘れてしまいました。今後は、訪問時間がいつもと
違う場合は、下線や色を使い、自身のカレンダーやスケジュール管理
しているものに記載してまいります。また、毎朝、1日のスケジュール
を確認するため、付箋でスケジュールを書き出し、パソコン等に貼る
よう事業所で統一していきます。申立者には、担当ケアマネジャーが
再度電話にて謝罪し、午後に訪問させていただくことでご了承いただ
きました。

6 さやの家ケアサポートセンター 本人 5月25日

利用票の作成間違い デイサービス送迎時に、ご利用者
から、「以前回数変更の依頼をし
たが、サービス利用票のデイサー
ビス利用回数が違っていた。担当
ケアマネジャーに伝えてほし
い。」と話があった。

受付者より、訂正したサービス利用票を発行し、お渡しすることをお
伝えしました。また、担当ケアマネジャーからご家族に連絡し、謝罪
しました。4月に、ご家族からデイサービスの利用回数を「週3回から
週2回」へ調整してほしいとご希望がありました。5月にサービス利用
票を作成し、ご家族に確認・署名をいただきましたが、デイサービス
の利用を週3回のままサービス利用票を作成してしまいました。「週2
回に変更」となった段階で、算定基礎画面（週間スケジュール）での
変更をしないまま、利用票を作成してしまったことが原因です。今後
は、サービスの利用回数を変更する際は、ケアプラン同様にちょう
じゅ（記録管理システム）の算定基礎画面の変更も行い、交付する際
にはご家族と利用回数の確認を行ってまいります。

7 さやの家ケアサポートセンター 配偶者 5月15日

他利用者の利用票が間違って入っ
ていた

ご家族より、「昨日もらった利用
票の中に、別の方の利用票が混
ざっていた。」と電話があった。

その場で謝罪し、他ご利用者の利用票については、ご家族の都合上、
次週に取りに伺うことで了承いただきました。今回、申立者宅を訪問
後、他ご利用者宅へ訪問予定であったため、サービス利用票を各2部ず
つ印刷し、個人ファイルに挟みましたが、挟む際に枚数まで数えてい
ませんでした。また、交付する際に重なっていることに気づかず、確
認せず交付してしまいました。今後は、ご本人、ご家族と一緒に名前
等の確認を行い、サービスの確認を1枚1枚行っていきます。また、ご
自宅へ伺う前に、今一度当該ご利用者とサービス利用票が一致してい
るか確認いたします。訪問時に改めて謝罪し、「気を付けてください
ね。」とのお言葉をいただきました。
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8 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 子 5月31日

昨日訪問したヘルパーが、用意し
た食べ物を出さずにそのままにし
ていた。ちゃんと言ってあるのか

土曜に訪問したヘルパーが、発砲
スチロール箱に用意しておいた食
べ物をそのままにして出していな
かった。言っておいたのにちゃん
と伝えていなかったのか。また、
タオルケットがしまっておらず、
そのまま置いてあった。前から夕
方に訪問してほしいと言っている
のに変えてもらえない。

当該ご利用者は、当事業所で週5回、他事業所で週2回の訪問介護サー
ビスを利用されており、息子様からの要望については、他事業所と連
携を取り進めてきました。しかし、息子様の細かな内容については、
各ヘルパーに十分に伝わっていませんでした。また、複数のヘルパー
で訪問していたため、息子様にとっては、「ヘルパーによってやり方
が違う。」と感じられていたことも原因です。今後は、当事業所の週5
回の訪問については、サービス提供責任者のみが行っていくこととし
ました。また、息子様にとって、事業所を2つ利用していることで不満
が募り、ケアマネジャーやヘルパー等全て変えたいとの要望があった
ため、ケアマネジャーとも話し合い、小規模多機能利用へのサービス
移行を進めていくことになりました。申立のあった翌日、サービス提
供責任者より謝罪し、息子様の要望にできるだけ添うよう配慮し、支
援させていただくことをお伝えしました。なお、当該ご利用者は、6月
に多機能小規模へ入所され、サービス終了となっております。

9 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター 配偶者 6月6日

車いすが届かない ご家族より、「本日、午前中に車
いすを届けてもらうよう、担当ケ
アマネジャーに依頼してあった
が、まだ届かない。明日退院なの
に車いすがないと困ってしまう。
どうなっているのか。」と問い合
わせがあった。

ちょうじゅ（記録管理システム）を確認したところ、支援経過記録に
「車いす搬入」の記載がなかったため、レンタル事業所に連絡し、
「本日17時頃に搬入できます。」との回答があったため、申立者にお
伝えし、謝罪しました。5月末に、「車いす搬入」の依頼を受けており
ましたが、申立者との間で、明確な搬入日時等の確認をしていなかっ
たことが原因です。また、担当ケアマネジャーのスケジュールにも明
確な記載がなく、連絡を誰にいつするのか不明だったこと、申立者の
携帯番号を聞き忘れており、搬入日時等の確認の調整が完結できな
かったことも原因です。今後は、サービスの調整依頼があった場合
は、どこまで調整できたかの確認と同意の連絡を行うこととし、ケア
マネジャーのスケジュールには、誰が見てもわかるように段取りを記
載し、行ったらチェックするようにいたします。また、ご家族の状況
や緊急性に応じ、連絡方法や連絡可能時間を明確にします。後日、申
立者には、車いす搬入日時の調整について、ご心配をおかけしたこと
を改めて謝罪しました。申立者からは、「退院までに間に合ったの
で、問題なかったです。」とのお言葉をいただきました。

10 地域福祉課 本人 6月19日

就労訓練（非雇用型）利用時に振
り込まれる予定であった交通費が
振り込まれていない

当該ご利用者とご家族が研修セン
ターに来所し、「過去に当会Ａ施
設にて、就労訓練（非雇用型）を
実施した際に、交通費が支給され
ると説明を受けたが、支給されて
いない。振込でお願いしたが、口
座情報等について書いた覚えもな
いため、確認してほしい。」と話
があった。

その場で謝罪するとともに、一度事実確認し、詳細をご連絡する旨を
伝え、了承いただきました。就労訓練利用開始手続き時に、ご本人は
振込を希望されていましたが、振込依頼書をご本人に渡していません
でした。また、実情として振込となるケースが少なく、失念しやすい
状況でありました。「就労訓練事業工賃支給フロー図」が作成されて
いますが、運用上、フロー図以外の手順で支給されている事業所があ
りました。今後は、就労訓練に関わる手続き時には、「口座振替依頼
書」を持参いたします。また、フロー図を修正し、各事業所への周
知、運用を行います。当会会計課に提出する用紙には、「支給方法」
欄を設け、各部署で確認が取れるよう修正しました。後日改めて、当
該ご利用者、ご家族と面談を行い、謝罪するとともに、「口座振替依
頼書」に記入いただき、対象期間の交通費をまとめて振り込ませてい
ただくことをお伝えしました。

11 しらいとヘルパーステーション 子 6月18日

入浴後のシャワーが止まっていな
かった

ご家族より、「当該ご利用者と風
呂場を共同利用している家の人か
ら、『13:00～15:00まで入浴支援
が入る日であったが、自分が17時
頃帰宅すると、シャワーの水が出
ていた。』と電話があった。」と
連絡があった。

当日は、いつも通り入浴介助後に浴室を掃除し退室しましたが、担当
ヘルパーの耳の調子が悪く、本調子でなかったため、シャワーの止め
が甘かった可能性があります。今後は、体調不良時は、管理者に報告
し指示を仰ぐとともに、浴室掃除後に退室する際は、シャワーから水
が出ていないか確認を行うことといたします。申立者に謝罪するとと
もに、今後注意する旨をお伝えし、ご了承いただきました。
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12 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 7月2日

ヘルパーに「におう」と言われた
ことについて、ご利用者から責任
者に言ってほしいと言われた

申立者より、「当該ご利用者か
ら、『ヘルパーから「におう」と
いう言い方をされた。』という訴
えがあった。ご本人は退院したて
でナーバスになっているところは
あると言っていたが、責任者に
言ってほしいと言われた。ご本人
はそこから色々気になってしまっ
ている。言葉選びには気を付けて
いただきたい。」と報告があっ
た。

当該ヘルパーは、当該ご利用者宅への訪問を長く続けており、慣れに
よる緊張感に欠けた発言をしたことで、ご利用者を傷つけてしまいま
した。当該ヘルパーには、ご利用者に対して配慮が欠けていたこと、
結果的にご利用者を傷つけたこと、今後支援する際は、相手を思い
やった言動をするように伝えました。当該ご利用者より、担当ヘル
パーの変更希望があったため、担当を変更し、対応してまいります。
申立者には、受付時に謝罪し、今後ご利用者への声掛けには十分気を
つけて支援を行うことをお伝えし、「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。

13 さやの家ケアサポートセンター サービス事業者 6月16日

計画が変更になっているのであれ
ば、サービス提供票の差し替えが
ほしい

申立者より、「当該ご利用者ご家
族から電話があり、『ショートス
テイをキャンセルしてデイケアを
利用する予定であったが、デイケ
アから迎えが来ない。迎えにきて
くれるのか。』と電話があった。
サービス提供票には、ショートス
テイ利用となっており、デイケア
利用とはなっていない。提供票の
差し替えも受け取っていないが、
自宅に迎えに行ってもいいの
か。」と連絡があった。

当該ご利用者のサービス利用については、ご家族とも相談し、毎月16
日～17日を「ショートステイ利用日」としていましたが、6月について
は、新型コロナウイルス感染予防のため、ショートステイの利用を
キャンセルしていました。通常、ショートステイの利用キャンセルの
際は、ご家族からデイケアに利用希望の連絡をしていますが、6月分の
依頼については、ケアマネジャーからしてほしいとご家族から依頼を
受けていました。当該ケアマネジャーは、ご家族から依頼を受けた後
すぐにデイケアに連絡しましたが、電話がつながらなかったため、
ショートステイには利用キャンセルを伝えたものの、その後デイケア
に連絡することを失念していました。また、サービス提供票の計画を
訂正せず、デイケアに差し替えを提出していませんでした。今後、利
用予定の変更依頼があった際は、すぐに関係事業所に連絡することと
し、万が一電話がつながらない場合も、付箋等を活用し、見える位置
に連絡事項を貼りつけ、確実に連絡を行うこととします。また、サー
ビス提供票の差し替えを速やかに提出することとします。申立者およ
び当該ご利用者ご家族に謝罪し、「大丈夫です。」とのお言葉をいた
だきました。

14 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター 子の配偶者 7月11日

ヘルパーが来なかった ご家族より、「昨日ヘルパーが来
なかった。」と連絡があった。

その場で謝罪するとともに、担当者に確認する旨を伝えました。6月末
に7月利用票配布のため、担当ケアマネジャーが申立者宅を訪問し、申
立者とヘルパー利用キャンセルの日について確認しましたが、「8月の
予定」を「調整月である7月分の予定」だと思い込み、利用票のメモに
全て7月の予定として記載しました。事業所に戻り、支援経過記録を作
成する際に、メモした内容が全て7月分ではなく8月のキャンセル日で
あると気づいたため、データ上には8月分予定で入力しましたが、利用
票のメモの修正を失念しました。結果、誤ったメモで作成した提供票
を関係事業所に送付してしまいました。今後は、サービス調整の依頼
があった場合は、変更理由を確認し、その内容も全てメモに残しま
す。また、カレンダーで月と曜日を確認し、調整作業を明確にすると
ともに、メモの内容に誤りがあった際は、速やかにメモを修正しま
す。後日、申立者および関係事業所に謝罪と説明を行いました。申立
者からは、「少しずつでもこちらで対応できたので問題なかったで
す。」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【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

15 宮脇ヘルパーステーション 子 7月10日

便座カバーの洗濯は、ヘルパーの
業務になっているのではないか

ポータブルトイレの便座カバーの
洗濯は、今までヘルパーがしてく
れていたが、洗濯してほしいとの
メモを渡された。以前と変更した
のか教えてほしい。

申立者は、当該ご利用者宅で学習塾を開いており、当該ヘルパーはお
仕事の邪魔にならないようにという気持ちから、直接報告ではなく、
「便座カバーが汚れているため、洗濯機前に置きました。よろしくお
願いします。」とのメモを置きました。結果、生徒様がそのメモを見
て、申立者に渡すこととなってしまい、申立者の気分を害してしまい
ました。また、当該ご利用者は、昨年8月に前事業所から引き継いだ方
であり、前事業者の担当者から便座カバーの洗濯はヘルパー業務であ
ることは伝えられていましたが、当該ヘルパーはその覚えがありませ
んでした。本来、介護計画書にない依頼や支援内容でわからないこと
があった場合は、サービス提供責任者に確認し、対応することとなっ
ていましたが、サービス提供責任者に確認することなく、自己判断で
対応してしまいました。今後は、申立者が在宅の際は、口頭で要件を
お伝えします。また、訪問手順書の内容を見直し、便座カバーの洗濯
を追加・周知することとし、その他わからないことがある場合は、
サービス提供責任者に確認してから対応するようにします。申立者に
事情を説明し、謝罪をいたしました。申立者からは、「ヘルパーさん
は気を遣ってくださったと思うが、今後は口頭でお願いしたい。」と
のお話がありました。

16 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 7月7日

月遅れの請求の給付費が保留にな
り、入金されていない

申立者より、「対象ご利用者の4月
分給付費を6月に月遅れで請求した
が、保留となっており、お金が
入っていない。」と連絡があっ
た。

5月頭に申立者より、「当該ご利用者の介護券が届いていない。4月の
国保連への給付管理ができない。」との連絡を受け、駿河区生活支援
課に確認のうえ、6月に4月分を月後れで国保請求することとなりまし
た。しかし、6月の国保請求時に、当該ご利用者の4月分が月遅れに
なっていることを失念しており、結果月遅れ請求ができませんでし
た。月後れ請求等、請求時に必要な情報を記録し、確認しながら請求
事務を行わなかったことが原因です。今後は、月遅れ請求等、請求時
に確認が必要なものは、発生した際に必ず記録に残し、記録を確認し
ながら請求事務を行ってまいります。また、記録する場所も、毎月請
求事務に使用しているデータ上に追加・固定し、漏れがないようにし
ていきます。申立者に謝罪し、７月の国保請求時に月遅れで請求する
ことを説明し、了承いただきました。

17 浜松市浜北・天竜障がい者相談支援センター 配偶者 8月3日

相談員の対応が悪い 申立者より、「担当相談員のこれ
までの対応が悪く、信用できな
い。担当相談員を変更してほし
い。」と話があった。

申立者へ謝罪し、担当相談員変更の検討を行う旨をお伝えしました。
就労継続支援B型の体験振り返りの場で、利用料が発生するかもしれな
いこと等を説明し、改めて話し合いを行うために、連絡をいただきた
い旨をお伝えしました。その後、申立者からの連絡を待ち、相談員か
ら連絡をする等のアプローチをしませんでした。また、この間に、申
立者やご利用者本人が他の就労サービス事業所への見学調整を行って
おり、相談員が動かなかったことで、不信感を与えてしまったことが
原因です。今後は、連絡待ちの状況であっても、連絡がない場合は相
談員からアプローチし、不確かな情報については、すぐに関係機関へ
の問い合わせを行い、正確な情報を伝えてまいります。
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苦情公表：地域福祉部門【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

18 しらいとケアサポートセンター サービス事業者 8月11日

サービス利用変更不明 デイケア相談員より、「いただい
た提供票には、本日ショートステ
イ利用で、当事業所は休みとなっ
ているが、当該ご利用者ご家族か
ら迎えがこないと連絡があった。
予定を確認してほしい。」と連絡
があった。

担当ケアマネジャーに確認したところ、ショートステイは中止でデイ
ケア利用日であることを確認したため、申立者に謝罪し、本日利用で
きるか確認の上、利用できるとの返答をいただきました。7/18に8月分
の提供票をデイケア事業所に配布しました。7/22にご家族からショー
トステイ中止の連絡があり、デイケア事業所に「しばらくショートス
テイの利用はありません。」とお伝えし、ご家族への利用票差替えは
しましたが、デイケア事業所への提供票差替えを失念してしまいまし
た。今後は、サービス変更があった場合は、連絡を受けた時点で対応
するとともに、利用票と提供票の差替えを一連の動きとして、漏れが
ないようにしていきます。翌日、担当者より申立者に連絡し、改めて
謝罪するとともに、8月の提供票の差替えを送信しました。申立者か
ら、「ご家族の方は問題なくサービス利用も行えました。」とのお話
をいただきました。

19 登呂の家ヘルパーステーション 本人 8月18日

掃除後、ガスコンロを元通りに戻
さなかった

申立者より、「昨日、ガスコンロ
の掃除をしてもらったが、ゴー
ゴーと音がして怖くて使えな
い。」と連絡があった。

ヘルパー管理者、サービス提供責任者が不在であったため、所属長、
特養SWが自宅訪問しました。確認すると、五徳が浮いている状態で
あったため、元に戻すと通常通り使用できました。申立者に掃除後の
不手際について謝罪しました、。担当ヘルパーは、掃除後、元に戻し
たつもりで五徳が浮いていることに気づかず、サービスを終了してし
まいました。今後は、掃除後は元通りに戻すとともに、対象物によっ
ては動作確認も行ってまいります。申立者にも報告し、了解をいただ
きました。

20 天竜厚生会ケアサポートセンター サービス事業者 8月31日

FAX誤送信 申立者より、「ご利用者の居宅
サービス計画書がFAX送信されてき
たが、こちらに該当患者様がいな
いので、間違いですか？」と電話
があった。

すぐに確認し、誤送信したことが発覚したため、申立者に謝罪すると
ともに、書類の破棄をお願いしました。FAXを送信する際、2名で送信
先、番号を確認することとなっていますが、他職員の仕事を中断させ
てまで送信確認をお願いすることに気が引けてしまい、1名で対応し、
誤った送信先へ送ってしまいました。今後は、忙しい時でもルールに
従い、2名で確認することを会議で話し合いました。

21 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター サービス事業者 9月10日

サービスの利用中止・変更時の連
絡について

デイサービス事業所職員より、
「娘様から休みの連絡がなかった
ので、お迎えに行ったが、娘様か
ら、『玄関まで動けないので、デ
イサービスはやめます。ケアマネ
ジャーに話してあるのでそのつも
りであった。』と話があった。確
認してほしい。」と話があった。

今回、ご利用者のデイサービスの利用再開に伴い、2日間の利用調整を
行いました。しかし、利用初日にご利用者の体調不良によりデイを休
んだため、娘様と話し合い、デイサービス利用ではなく訪問入浴を行
うこととなりました。本来であれば、その旨を当該デイサービス事業
所に連絡しなければいけないところを、先々のことに気がいき、連絡
を失念しました。今後は、業務の最後に当日業務の振り返りを行うと
ともに、サービスが中止・変更となった際は、必ずメモを取り、関係
事業所へ連絡することとします。申立者に謝罪し、デイサービスの利
用をキャンセルしていただきました。

22 地域包括支援センターしんぱら かかりつけ医 9月28日

FAX送信できないので、番号を確認
したい。

主治医より、「FAX送信票に記載さ
れている返送先へ送信している
が、応答なしとなる。FAX番号を確
認したい。」と連絡があった。

今回、送信票の返送先FAX番号の入力の際、名刺を見て入力しました
が、入力間違いをしていたことが原因です。今後は、FAX番号など小さ
い文字の入力の際は、文字を拡大しパソコンの近くに貼り出し、入力
ミスがないようにしてまいります。また、送信時に再度入力内容を確
認し、他職員の確認を経て送信することで、再発防止に努めてまいり
ます。申立者には間違いであったことを謝罪し、正しい番号をお伝え
しました。
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苦情公表：地域福祉部門【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

23 しらいと訪問入浴センター 地域住民 10月5日

職員の態度が悪い 申立者より、「コンビニで、Ａ事
業所と表記された車の前でかがん
で電子タバコをふかしている女性
がいた。休憩中であったとして
も、事業所名を掲げている車の近
くであのような態度はどうかと思
う。どこでどう見られているの分
からないし、ご利用者の家族も見
ている可能性もあるため、気を付
けていただきたい。」と電話が
あった。

受付者より申立者へ謝罪しました。電話終了後直ちに所属長に連絡
し、所属長より当該職員へ注意しました。今回、次の訪問までにコン
ビニで10分程度の休憩を取っていましたが、灰皿から離れた場所で
（公用車の前）でタバコを吸っていたため不快な思いをさせてしまい
ました。また、車止めに座っていたため、態度が悪いと思われてしま
いました。今後は、事業所名を掲げていることを職員が認識し、マ
ナーを問われるような行動をしないよう心掛けてまいります。

24 登呂の家ヘルパーステーション 本人 8月27日

買い物間違いについて 自宅訪問時、ご本人からズボン2枚
を手渡され、「この前買っても
らったズボンが小さいけどサイズ
合ってる？」と話があった。

ご本人に話を伺い、「ズボン2枚のうち1枚のサイズが違っており、サ
イズ違いのものはヘルパーが購入したものである。」とのことでし
た。サイズ間違いを謝罪し、代替品を購入させていただくことを伝
え、了解を得ました。後日、代替品を購入し、ご本人にお渡ししまし
た。今回、買い物代行したヘルパーに確認したところ、「店舗からご
本人に同サイズが無いことをお伝えし、1つ小さいサイズで良いとの返
事をもらった記憶がある。」とのことでしたが、事実確認が困難であ
り、こちらの認識違いも考えられるため、弁償させていただきまし
た。

25 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 10月9日

ヘルパーが1から10まで色々聞きす
ぎて、ご利用者が負担に感じてい
る

申立者より、「当該ご利用者に元
気がなかったため声を掛けると、
『訪問したヘルパーが、1から10ま
で色々とどうしますか？と聞いて
きた。お任せしたいと思っている
部分もある。』との話があった。
また、買い物リストを用意してい
ない場合は、一緒に必要な物を助
言も含めて行ってもらいたい。」
と話があった。

申立者には、当該ヘルパーの関わり方、コミュニケーションの取り方
が適切でなかったかもしれないことを説明し、謝罪しました。今回、
要望等を確認する際のご本人への配慮が欠けており、落ち着いて話を
聞く、ご本人の気持ちを汲んだ言葉掛けができていませんでした。ま
た、以前は洗濯や掃除などの支援でしたが、新たに買い物代行、調理
支援が追加となり、ご本人の好みが分からず色々と確認してしまった
ことも原因です。他ヘルパーにも確認しましたが、どうするのが良い
か悩みながら支援をしており、その結果ご本人へ色々と確認してし
まっていたとのことでした。今後は、訪問ヘルパー全体で買い物や調
理について、情報共有しながら支援をしていきます。また、当該ヘル
パー自身、ご本人への支援に不安を感じていたため、買い物支援、調
理支援においては担当を変更し、当該ヘルパーのコミュニケーション
等の指導は今後も継続してまいります。

26 地域包括支援センターしんぱら 介護支援専門員等 10月8日

評価書類の提出は不要ではないか 申立者より、「先日、電話にて委
託契約終了のため評価票とチェッ
クリストの提出を依頼されたが、6
月に要介護から要支援の認定とな
り、委託で新規契約をしたところ
だが、まだ提出の必要があるの
か。区分変更はしていないし、要
介護認定にもなっていない。」と
話があった。

申立者へこちらの勘違いと確認不足であったことをお伝えし、謝罪し
ました。業務委託しているケアマネジャーへ、担当ご利用者のサービ
スが終了していると勘違いし、終了のための評価票とチェックリスト
の提出を依頼してしまいました。また、ファイル内に書類確認チェッ
クリストを入れており、付箋で「区変のため終了」と記載され、貼ら
れていたため、認定結果をシステムで確認せず依頼してしまいまし
た。ケアマネジャーからの委託利用者の報告に関しては、相談票に記
録し印刷して事務員へ渡します。ケアマネジャーに報告する際は改め
て、システムで状況確認した上で報告していくこととします。
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苦情公表：地域福祉部門【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

27 天竜厚生会ヘルパーステーション 本人 10月9日

印鑑のケースを弁償してほしい、
訪問にくるヘルパーが盗聴してい
る

申立者より、「印鑑のケースを弁
償してほしい。」と電話があっ
た。後日、改めての謝罪と新しい
ケースをお渡しにご自宅に伺った
際、「ヘルパーに物を取られた。
盗聴されている。」と話があっ
た。

申立者には、訪問の際に、サービス提供責任者も同席し改めて謝罪す
るとともに、新しい物をお渡ししました。また、「物を取られた、盗
聴されている」件については、一切そのようなことはしていないこと
を説明し、今後は、エプロン、三角巾、ボールペンのみ持参し、訪問
させていただくことで了承を得ました。今回、印鑑ケースについて
は、使用時にキャップがひび割れていることにヘルパーは気がつきま
したが、ご本人に報告せず、そのままキャップを外してしまい、破損
させてしまいました。盗聴については、ヘルパーが携帯電話で時間を
確認したことが、盗聴していると思わせてしまったと考えられます。
今後は、印鑑ケースに限らず、ひび、割れているものについては、一
度ご本人に確認してから使用することとし、申立者の訪問時には、携
帯電話を持っていないか確認していただいてからサービスを開始する
こととします。

28 天竜厚生会浜松ヘルパーステーション 本人 10月16日

違う人の請求書が封筒に入ってい
た

申立者より、「先ほど来たヘル
パーから請求書を受け取ったが、
中を見たら違う人の請求書も混
ざっていた。」と連絡があった。

その場で謝罪し、誤った請求書を取りに伺うことをお伝えし、回収さ
せていただきました。今回、請求書を封筒に入れる際に、申立者とも
う一名の方の請求書が重なっていたため、そのまま封筒に入れてし
まったこと、時間がない中での作業であり、確認不足だったことが原
因です。また、請求書をお渡しする際も、名前だけ確認し、中身を確
認せずに渡しました。今後は、請求書の封入作業は、重要書類を扱っ
ているという意識をもって行うとともに、請求書を渡す際も、必ず中
身を見てからお渡しするようにいたします。申立者からは、「わざわ
ざありがとうございます。よろしくお願いします。」とのお言葉をい
ただきました。

29 地域包括支援センターしんぱら 介護支援専門員等 10月22日

虐待ケースと捉え早急な対応を望
んだが、包括との連絡が取れない
状態にあった

ケース対応の話し合いの場で、申
立者より、「Ａ事業所の相談受付
時間は、24時間体制になっていな
いのか。」と話があった。日曜日
を除いた8：30～17：30はＡ事業所
で対応し、それ以外の時間帯は転
送電話にて対応していることを説
明すると、「今回のケースは、こ
ちらでは虐待ケースと捉え早急な
対応を望んでいた。しかし、相談
した日の夕方まで連絡がなく、対
応方法や話し合いの日程調整の連
絡がなかった。19時頃こちらから
連絡するも、呼び出し音はするが
電話に出てもらえなかった。」と
話があった。

申立者にはその場で謝罪し、17：30以降の電話転送ができていなかっ
たと考えられること、Ａ事業所側としては、今回のケースを虐待ケー
スとは捉えておらず、関係機関や本人、ご家族からの事実確認が取れ
た時点で虐待対応に切り替えていく予定であり、認識の違いもあった
ことを謝罪しました。申立者より、「今後のアプローチの方法を一緒
に考えてもらいたい。」と話があったため、包括内で相談し、再度連
絡する旨をお伝えしました。今後、電話転送については、職員のパソ
コンモニター画面に「17：30に転送」と明記し、17：30になった時点
で電話転送作業を確実に行うようにします。また、虐待が疑われる
ケースについては、包括内で話し合いの場を持ち、当日中に相談者に
対して返答することとします。
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苦情公表：地域福祉部門【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

30 天竜厚生会訪問看護ステーション その他 11月9日

特別地域加算の計算間違え 天竜区長寿保健課より、「ご利用
者の介護保険の負担割合が8月より
3割負担となっているが、特別地域
加算の計算が3割になっていないた
め修正してほしい。」と話があっ
た。

その場で謝罪し、再提出することをお伝えしました。今回、特別地域
加算の計算式用のメモに「3割負担」と記入されておらず、計算式が3
割負担の計算式になっていなかったこと、ダブルチェック時に3割負担
の計算であると思い込み、電卓を使って確認をしなかったことが原因
です。今後は、2割、3割負担の方については、特別地域加算の計算式
用のメモや訪問記録簿に「2割」「3割」と記載し、再発防止に努めま
す。また、確認の際は過信せず必ず電卓で確認を行います。差額分に
ついては、ご利用者へ返金することを申立者にお伝えしました。

31 さやの家ケアサポートセンター 子 11月4日

連絡不足（依頼に対して回答がな
い）

申立者より、「本日、介護ベッド
が自宅に届くようお願いしたが、
その後連絡が無いためどうなって
いるのか教えてほしい。」と連絡
があった。

その場で謝罪し、状況確認後折り返す旨をお伝えしました。当該事業
所に確認したところ、搬入日時の連絡は受けていないとのことだった
ため、本日の搬入を依頼し対応いただきました。今回、搬入時間につ
いては、申立者の携帯電話に連絡し繋がらなかったため、留守番電話
に伝言を入れ、いつも通り伝言を聞いていただけるものと思い込んだ
こと、その後担当ケアマネジャーが訪問のため外出し、申立者と入れ
違いになったことが原因です。今後は、ご利用者と電話が繋がらず、
担当が訪問等で不在になる場合は、事務所にいる他ケアマネジャーや
事務員に状況説明し、ご利用者との連絡を確実に行ってまいります。
申立者に状況を報告し、連絡が遅れてしまったことをあらためて謝罪
し、了承をいただきました。

32 天竜厚生会ケアサポートセンター 子 11月24日

利用票の年齢が間違っているどう
してか

定期訪問時、12月の利用票を配布
した際に、「年齢が間違っている
がどうしてか。年齢が一つ上がる
ということはとても貴重なことだ
と思うが。」と話があった。

利用票の作成日が誕生日前であったため、利用票に反映されなかった
こと、パソコンでは訂正ができない部分であるため、本来であれば手
修正をする必要があったことを謝罪しました。今後は、利用票の作成
日によって利用票の年齢が異なっていることを事前にお伝えし、必要
に応じて訂正してまいります。申立者には、後日デイサービス利用時
に12月分の利用票をお渡しすることで了承を得ました。

33 天竜厚生会ケアサポートセンター 子 11月18日

サービス利用予定表の間違いがあ
りデイの送迎がきた

申立者より、「11月よりサービス
を開始し、今月の予定でデイ利用
を（火・木・土・日）の予定だっ
たが、18日（水）利用となってい
て、デイサービスが迎えにきてし
まった。利用した方がいいか。」
と連絡があった。

予定表に誤りがあったことを確認したため、その場で謝罪し、サービ
ス利用はしなくてよいことをお伝えしました。今回、新規サービス利
用に際し、デイサービス利用を「火・木・土・日」としていました
が、利用開始したところご本人より水曜日の追加利用の希望がありま
した。後日、地域活動のため水曜日の利用中止の申し出とともに、2日
分の臨時利用追加の希望があったため、追加利用に意識がいき、18日
（水）の利用キャンセルを失念してしまったことが原因です。今後
は、利用日が複数変更になった際は、情報を整理して元の利用票を作
成し直し、支援経過やメモを確認しながら利用票を作成してまいりま
す。また、作成した利用票は、ご本人、ご家族に確認いただいてか
ら、提供票をサービス事業所に送信することとします。当該サービス
事業所には、提供票に誤りがあったことを謝罪し、了承をいただきま
した。
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苦情公表：地域福祉部門【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

34 天竜厚生会ケアサポートセンター サービス事業所 12月1日

10月実績の返戻について 申立者より、「10月実績で給付管
理表が提出されていないと返戻に
なっているがどうしてか。」と問
い合わせがあった。

10月より事業所番号が変更になっていましたが、変更忘れのため、利
用している事業所全てが返戻となっていました。申立者にはその旨を
謝罪し、再請求することで了承を得ました。今後は、事業所番号に変
更があった際は事業所内で回覧し、サービス提供責任者が確認してま
いります。

35 天竜厚生会ケアサポートセンター サービス事業所 12月1日

10月実績の返戻について 申立者より、「11月実績で給付管
理表が提出されていないと返戻に
なっているがどうしてか。」と問
い合わせがあった。

11月より事業所番号が変更になっていましたが、変更忘れのため、利
用している事業所全てが返戻となっていました。申立者にはその旨を
謝罪し、再請求することで了承を得ました。今後は、事業所番号に変
更があった際は事業所内で回覧し、サービス提供責任者が確認してま
いります。

36 天竜厚生会城北の家ケアサポートセンター その他 12月2日

他の病院宛のものがFAXされてきた 申立者より、「他の病院宛のもの
がFAXされてきました。破棄してお
きます。」と連絡があった。

申立者に謝罪し、破棄していただくようお願いしました。FAX送信時、
本来送るべき事業所と間違えてしまった事業所の短縮番号が隣であ
り、番号の確認のみで名称の確認を怠ったため、間違って送信してし
まいました。今後は、名称、番号を確認したうえで送信することを徹
底してまいります。

37 天竜厚生会ヘルパーステーション 本人 10月9日

訪問時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
もヘルパーが来ない。」と公用携
帯に留守電があった。

申立者へ折り返し連絡し、謝罪するとともに、道路事情のため30分遅
れで訪問させていただくことをお伝えし、了承をいただきました。訪
問当日、台風の影響による交通規制のため、前のご利用者宅の訪問が
遅れ、申立者宅の訪問にも遅れてしまう旨、担当ヘルパーからサービ
ス提供責任者2名に留守電を入れていましたが、両者ともサービス提供
中であったため対応ができませんでした。そのため、申立者への連絡
が遅れてしまったことが原因です。今後は、サービス提供責任者が電
話に出られないこともあるため、電話が通じない時は10分後に再度連
絡することといたします。それでも通じない時は包括ケアセンターに
連絡し、ご利用者に直接連絡を入れてもらうことといたします。

38 相談支援事業所ひがし 職員 12月16日

問い合わせた内容の返答が来ない
事について

職員（他部署）より、「ご利用者
から、『居宅介護の件で計画相談
の担当者へ問い合わせをしたが、
返答がない状態であり、担当者へ
不満感がある。』と話があった。
ご利用者に連絡してほしい。」と
連絡があった。

担当者が、ご利用者の相談内容を将来的な話と捉え、直近で対応する
必要性がないと判断したこと、明確な回答日を提示していなかったこ
とが原因です。また、ご利用者の居宅介護が利用できなくなるという
不安感に対して、傾聴や配慮が十分に行われていませんでした。申立
後、すぐに行政に確認し、その回答等をご利用者にお伝えしました。
今後は、回答に時間が掛かるもの関しては、明確に回答期限を示し、
必要性の判断はご利用者の切迫性や不安感などを考慮して行います。
また、環境や心境の変化など傾聴支援を行う中で、本来の主訴を明確
に捉え対応してまいります。
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苦情公表：地域福祉部門【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

39 登呂の家ケアサポートセンター 子 11月15日

ショートステイを依頼しているが
返事が無いため、取れているのか
教えてほしい

申立者より、「ショートステイの
予約をしているが、回答が無いた
め、取れているのか確認した
い。」と話があった。

担当者から申立者へ返信が遅くなったことを謝罪しました。担当者
が、申立者からの依頼内容を誤って解釈しており、返答をしていな
かったことが原因です。また、ショートステイ担当職員とは調整を進
めておりましたが、次回訪問時にお伝えすればいいと判断し、進捗状
況の連絡もしていなかったことがご家族を不安にさせてしまいまし
た。今後は、ショートステイの予約結果は、予定が分かり次第、当日
中にメールで返信いたします。また、日程が不明瞭な場合は、予約を
する前に予約日を確認することといたします。申立者から、「今後
は、予約が取れ次第メールで返信をお願いします。」とのお言葉をい
ただきました。

40 登呂の家ケアサポートセンター 職員 11月24日

担当ケアマネジャーを交代してほ
しい

ご利用者の親族から連絡があり、
「担当ケアマネジャーは話を聞い
てくれたり、すぐに訪問してくれ
るが、相談してもなかなか話が進
んでいかない。近所の方からも
色々言われてしまって困ってい
る。知り合いのケアマネジャーに
変更したい。キーパーソンの長男
も了承を得ている。包括職員から
ケアマネジャーに伝えてほし
い。」と話があった。

申立者、ご利用者に謝罪し、担当変更を希望されたため対応すること
としました。担当ケアマネジャーは、当該ご利用者に関する相談を以
前から受けており、環境等の改善を求められていました。対応を検討
し、親族等との関わりを模索しておりましたが、ご利用者本人含む、
同居家族や親族へ具体的な提案ができず時間だけが過ぎてしまい、今
回の申立に至りました。今後は、ご利用者に関する相談は、その日の
うちに対応し、解決できない場合でも、自身の行動を示していきま
す。改善が難しい場合は、方法を変え様々な手段を模索し、実行へと
移していくよう努めてまいります。

41 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 1月7日

照会表が誤って送付されている 利用していないご利用者の照会表
が郵送されてきた。

当該事業所へ訪問し、照会表を回収・謝罪しました。今回、担当者が
利用事業所を誤認したまま照会表を作成したため、封筒、照会表とも
誤った送付先で作成・郵送しました。今後は、個人ファイル（ケアプ
ランまたは利用票）で利用事業所を確認し、照会表を作成・複数人で
確認してまいります。当該ご利用者に対しても、ご自宅へ訪問し、誤
送付の経緯を説明し謝罪しました。

42 天竜厚生会介護福祉機器センター掛川 子の配偶者 2月12日

購入した物品について 申立者より、「職員が訪問した
際、作業に時間がかかってしま
い、購入した物品（シャワーチェ
ア）の支払い手続きを忘れてし
まった。後日事業所に伺って支払
うようになったが、本人が緊急入
院となり、支払いに行くことがで
きない。いつまでに支払いをすれ
ばよいのか？購入時に職員が失念
なく支払いが終わっていれば、こ
のような事態にはならなかったと
思う。今後はこのようなことがな
いようにしていただきたい。」と
連絡があった。

今回、作業に時間がかかってしまい、支払いの手続きを失念していま
した。また、申立者宅へ訪問する前に別件訪問があったため、時間に
余裕を持つことができませんでした。今後は、前後の訪問時間を計算
し、時間的に無理があるようであれば、他の職員に代わる、作業の効
率を上げるよう2人で作業する等の工夫をしてまいります。また、ご家
族に訪問後の予定の有無を確認し、時間に余裕をもってアポイントを
とるようにします。申立者には支払いについてご説明し、謝罪しまし
た。申立者からは、「こちらも急がせてしまい申し訳ありませんでし
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【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

43 天竜厚生会介護福祉機器センター掛川 子 2月15日

電話連絡が一方的である 申立者に電話をした際、「留守番
電話に一方的にモニタリングの日
と時間を伝えて失礼ではないか？
ケアマネジャーとの約束時間の15
分前に来ると言うが、こちらにも
準備がある。留守番電話にメッ
セージを残すのであれば、せめて
〇月〇日に訪問したいと思うが、
都合が悪ければ折り返しのお電話
を頂けますか？とするべきであ
る。」と話があった。

今回、ケアマネジャーの訪問に合わせて伺った方が良いと職員側で判
断し、留守番電話にメッセージを残す際に、一方的に予定を伝えてし
まいました。今後は、電話にてアポイントを取る際は、ご利用者・ご
家族の都合を伺い、留守番電話にメッセージを残す際は、「ご都合が
悪い場合はご連絡をください。」等のメッセージを加えます。折り返
しの連絡がない場合は、確認の連絡を入れるようにします。また、
ケースに応じ、ケアマネジャーと密に連携を取り、事前ご家族の状況
を確認することとします。申立者には訪問時に謝罪し、了承いただき
ました。

44 地域福祉課 サービス事業者 2月18日

送付された書類が間違っていた 申立者より、「静岡県ふじのくに
学びの心育成支援事業合宿の代替
イベントの案内（参加児童募集）
の中に入っていた参加児童アン
ケートが、全て高校生用のもので
あった。すでに300世帯以上に送付
しており、全ての世帯へ再送付す
ると当課に負担がかかるため、3月
1日の締切後に届いた児童について
は、天竜厚生会で対応してほし
い。」と連絡があった。

申立者に謝罪するとともに、該当世帯に対しては、当会から謝罪とア
ンケートの再依頼を行う旨をお伝えしました。今回、事前にメールに
て案内一式の内容については連絡していましたが、封入していただき
たい書類の説明を怠ってしまいました。また、発送準備を発送当日に
行ったため、確認を怠ってしまいました。今後は、送付内容だけでな
く、世帯ごとに何を送付するべきか確認いたします。また、参加児童
募集チラシの発送は準備量が多いため、余裕のあるスケジュールで実
施し、募集時期も1.5ヶ月前とし、各健康福祉センターにも余裕のある
スケジュールで参加児童の周知を依頼するようにいたします。

45 天竜厚生会ケアサポートセンター サービス事業者 2月19日

FAX誤送信 申立者より、「ご利用者の居宅
サービス計画書がFAXされてきた
が、事業所が違うため破棄しても
よいか。」と連絡があった。

申立者に誤送信したことを謝罪し、書類を破棄してもらうようお願い
しました。当該事業所では、毎月の提供票のFAX送信は当番制になって
おり、各ケアマネジャーがサービス事業所ごとに用意されているクリ
アファイルに資料を入れることとなっています。今回、経営母体が同
じ送るべき事業所と誤送信となった事業所の資料が混在してしていた
ことが原因でした。今後は、同じ経営母体や事業所名が似ている事業
所については、ファイルに「事業所確認」とテプラで貼り、再発防止
に努めてまいります。

46 天竜厚生会訪問看護ステーション 子の配偶者 2月22日

訪問忘れ ご利用者から、「今日来る時間に
来ていないけど、お休みです
か。」と担当ケアマネジャーに連
絡が入った。

訪問看護師に確認し、訪問日を勘違いしていたことがわかったため、
申立者に謝罪するとともに、訪問日の再調整を行いました。今回、2月
19日に次回の訪問の確認をしましたが、その時点で受診があると思い
違いをしてしまい、事業所のホワイトボードに記載していた訪問予定
も削除してしまいました。また、当日のスケジュール確認の際は、担
当分の「スケジュール表」を読みあげておりますが、今回はホワイト
ボードに記載の訪問予定を読みあげてしまい、間違いに気づくことが
できませんでした。今後は、スケジュール表を確認する際は、日付と
訪問先を確認し、朝の打ち合わせでは、訪問者は週間スケジュール表
を読み上げる手順を踏まえ、訪問の確認をいたします。
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NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

47 しらいとヘルパーステーション 本人 2月23日

電動ベッドが動かない 申立者より、「ベッドを動かそう
としたらリモコンが動かない。本
日ヘルパーさんが来て掃除をした
際に、電動ベッドの線をひっかけ
たのではないか。」と連絡があっ
た。

すぐにご自宅へ訪問し、ベッドの線が抜けていたため、線を繋ぎ動作
確認を行いました。今回、ベッド周辺を掃除した際に線がひっかか
り、抜けてしまったと思われます。また、その後の動作確認を怠って
しまいました。今後は、サービス提供終了時に、ベッドの動作確認を
行ってまいります。申立者からは、「すぐに来てくれて助かった。」
とのお言葉をいただきました。

48 天竜厚生会ケアサポートセンター サービス事業者 3月2日

給付管理票返戻 申立者より、「ご利用者の1月分介
護保険請求の結果が返戻になって
いるので原因を調べてほしい。」
と連絡があった。

3月1日に請求担当者が、1月分国保請求の審査結果を静岡県国民健康保
険団体連合会より取り寄せた際に、「請求明細書・給付管理返戻一覧
表」に対象ご利用者の返戻が記載されていましたが、用紙が担当ケア
マネジャーに渡っていませんでした。また、区分支給限度額超過が起
こっているご利用者の単位調整を毎月行っていましたが、漏れてし
まっておりました。今後は、ご利用者の利用票を作成する時点で限度
額超過であることはわかるので、請求時に確認を忘れないよう、ご利
用者名を書き出し、確認作業を確実に行います。申立者には、電話を
いただいた際に謝罪し、超過単位数の調整をお願いしました。

49 登呂の家ケアサポートセンター その他 3月23日

予防プランを受け取ったが、違う
包括支援センターが担当している
方のプランが混ざっていた

申立者より、「数名の方の予防プ
ランを受け取ったが、その中に別
の包括支援センターが担当してい
る方のプランが含まれていた。そ
のため、間違って提出されたプラ
ンを受け取ってほしい。」と連絡
があった。

その場で謝罪し、すぐに取りに伺うことをお伝えしました。今回、介
護保険の更新となったため、数名分の予防プランを提出しましたが、
同じ包括支援センターが担当していると思い込み、対象外のご利用者
の予防プランも誤って提出してしまいました。今後は、提出する際は
別の職員とともにダブルチェックを行ってまいります。また、プラン
を手渡しで提出する際は、名前、包括支援センター名を読み上げ、封
筒に入れる際は、封筒に包括支援センターの担当者名を記載し、再発
防止に努めてまいります。

50 登呂の家ケアサポートセンター 配偶者 8月4日

介護タクシーの予約時間が違う 申立者より、「介護タクシーを予
約していたが、タクシーが来な
い。介護タクシーへ確認すると9時
30分になっていると言われた。」
と連絡があった。

申立者から連絡を受け、タクシー会社と時間調整し、ご自宅へ伺いま
した。訪問の際、謝罪するとともに、病院へは予定どおりに到着する
よう調整した旨をお伝えしました。今回、「タクシー会社の予約表」
には、自宅出発時間を記載するところを、到着時間を記載していたこ
とが原因でした。今後は、予約表の最下段の特記事項欄に目的地到着
時間を記載し、出発時間と到着時間を明確化いたします。また、FAXす
る際も、メモを見て時間を確認し、再発防止に努めてまいります。

51 登呂の家ケアサポートセンター サービス事業者 8月4日

請求書が漏れている 申立者より、「5月分の請求が保留
になっている。」と連絡があっ
た。

その場で謝罪し、今月に請求する旨をお伝えしました。当該ご利用者
は、新規利用者であり、暫定要介護でサービスの利用となりました。
また、要介護認定の結果が出たため、給付管理を行いましたが、”国
保請求しない”状態になっており、見落としてしまいました。今後
は、暫定給付のご利用者が記載されている実績明細と請求確認表を突
合し、請求漏れを防いでまいります。
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52 登呂の家ケアサポートセンター 職員 8月5日

別の地域包括支援センターの実績
報告書が紛れている

申立者より、「先日、対象事業所
の実績報告書を届けてくれたが、
別の地域包括支援センターの実績
報告書が2部紛れている。どうした
らよいか。」と連絡があった。

その場で謝罪し、すぐに取りに伺う旨をお伝えしました。今回、対象
事業所の実績報告書をバインダーから取り出す際に、別事業所の報告
書も取り外し渡したと思われます。今後は、実績報告書を配布する際
は、自事業所の控えを外し、必要のない書類は置いていきます。ま
た、実績等を他事業所へ手渡しする際は、その場で事業所名を確認す
るとともに、他事業所にも確認してもらうようにいたします。

53 登呂の家ケアサポートセンター 子の配偶者 8月22日

担当ケアマネジャーと連絡が取れ
ないため、担当を変更してほしい

申立者より、「担当ケアマネ
ジャーは休んでいることが多く、
連絡を取りたくても取ることが難
しい。家族への連絡も遅く、リハ
ビリの利用についても休んでいる
ことの連絡がなかった。」と連絡
があった。

いただいた電話にて日程調整し、後日サービス提供責任者と担当者で
訪問させていただく旨をお伝えしました。後日ご自宅へ伺い、謝罪す
るとともに、申立者の意向を傾聴、再アセスメントし、再調整を行う
こと、担当ケアマネジャーの変更をすることお伝えし、了承を得まし
た。今後は、依頼があった際は、依頼者へ当日中に連絡し、状況報告
をいたします。また、業者への依頼事項は、業者任せにせず、直接ご
家族に連絡し、調整結果を報告いたします。ご利用者の体調や相談内
容も考慮し、ご家族への立ち合いを依頼するとともに、緊急時に備え
るため、ご家族の了承のもと、職場の連絡先を追加することといたし
ます。

54 しらいとケアサポートセンター サービス事業者 8月12日

デイサービスセンターの利用予定
のため迎えに行ったが自宅に誰も
いなかったがどうなっているか

申立者より、「利用予定日のた
め、自宅に迎えに行ったが、誰も
いなかった。」連絡があった。

確認後に予定が変更になっていること、予定の把握ができていなかっ
たことを謝罪し、ご家族の都合上、ショートステイの利用解除が未定
であるため連絡があるまでは利用キャンセルをお願いしました。ご家
族は、ショートステイとケアマネジャーが同事業所であったため、ケ
アマネジャーへの連絡をいただいてませんでした。今後は、ご家族や
ご利用者に契約時や利用表配布の際に日程変更があった場合には、ケ
アマネジャーに連絡をいただくようにお伝えいたします。また、同事
業所内でサービス変更等、伝達事項があった場合には、共通して活用
する連絡メモを用意いたします。

55 天竜厚生会城北ケアサポートセンター サービス事業者 1月30日

迎えに行ったが本人がいない 申立者より、「迎えに行きました
が、『ショートステイに行った』
と聞きました。ショートステイに
行っていますか？」と連絡があっ
た。

確認後にショートに行っていることを申立者へお伝えしました。ま
た、事業所に対して連絡を忘れてしまったことを謝罪し、次回は再開
する旨をお伝えしました。家族から連絡を受け、ショートステイを追
加調整をし、利用表の差し替えをしましたが、申立者の提供票のみ差
し替えを怠ってしまいました。今後は、調整した他のサービスの確
認・内容をご家族に連絡し、差し替えした提供票をとっておき、落ち
がないか、赤ペンを入れてから処分するようにいたします。
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