
苦情公表：入所部門（高齢）【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 天竜厚生会城北の家 兄弟 4月9日

受診の際に渡された保険証が間
違っている（医療保険証を渡すは
ずのものが介護保険証を渡し
た。）

本日、整形外科に薬をもらいに行くため、事務所に
寄って保険証を受け取ったが、渡された保険証が医
療保険証ではなく、介護保険証だった。渡された時
に確認しなかった自分も悪いが、前回の受診の際に
も診察券の間違えがあった。今回2回連続である。病
院に何回も足を運ばなければならないのでしっかり
してほしい。

改めて謝罪を行うとともに、病院に保険証を提出してきたこ
とを報告しました。また、是正処置として、保険証を入れる
チャック付きの袋の中身については、原則誤りがないよう今
後は全てお渡しすることとしました。ご家族からは、「分か
りました。私もついカッとなって怒鳴ってしまった。申し訳
ない。」とのお言葉をいただきました。

2 さやの家 子 4月20日

面会制限時の対応について 本日、母親へ面会に来たが、面会制限により面会す
ることができなかった。しかし、事務所の中で子ど
もが走っている様子が見られた。面会制限としてい
る中、どういうことか。また、受付対応した男性職
員が、事務所へ戻り際に笑いながら、「受付対応ま
でさせられちゃったよ。」と言っており、とても不
愉快であった。

申立者が匿名であったため、当日来所されたご家族に連絡を
いたしました。当該ご家族は、「面会制限中で自分自身は会
うことができない中、どうしてこのような状況になっている
のか。」というお気持ちであり、お話を傾聴するとともに改
めて謝罪し、施設内の状況をお伝えしたところ、「中の職員
さんのことなのでそれはわかります。」とのお言葉をいただ
きました。また、受付対応については、来所時のみではな
く、普段から丁寧な対応を心掛けるとともに、ご家族の気持
ちを考えた対応ができるよう、職員会議で周知することとし
ました。

3 百々山 子 5月1日

キーパーソンである自分の知らな
いところで、職員からご利用者本
人の情報を伝えられ、困っている

父が転倒して頭部裂傷した事故について、母に心配
をかけまいと自分（キーパーソン）としては母に伝
えずにいた。先日、母と話をした際、「お父さんが
転んで怪我をしたと近所に住む当該施設の職員から
聞いたが大丈夫か。」と話があった。自分があえて
伝えていないことを職員が伝えてしまうのは困るた
め、今後は気を付けてもらいたい。その職員には日
常的に母と親しくしてもらっており、父を心配して
伝えてくれたことも理解している。伝えようか迷っ
たが、今後も同様のことがあると母に余計な心配を
かけてしまうため伝えさせてもらった。

申立者に対して、対象職員に確認した事項について報告し、
今後同様のことが起こらないよう各種会議にて周知すること
をお伝えしました。申立者からは、「かえって申し訳なかっ
たです。今後ともよろしくお願いいたします。」とのお言葉
をいただきました。

4 しんぱらの家 子の配偶者 4月25日

郵送間違え 申立者より、「宛名が異なる郵便物が家に届いてい
るがどうすればいいか。」と連絡があった。

ご自宅へ伺い、郵送物の間違いについて謝罪いたしました。
今後は、郵送時に元データと封筒の記載内容に不備がないか
確認することを徹底いたします。

5 天竜厚生会城北の家 配偶者 5月4日

薬が足りないことへの連絡の遅れ
と受診時の診察券・お薬手帳の渡
し忘れについて

薬が足りないことを何でもっと早く言ってくれな
かったのか。今まで足りないなんてことはなかっ
た。命に関わることだからしっかりしてもらいた
い。また、前回受診の時に診察券とお薬手帳を忘れ
たことも、今まではこんなことなかった。予備の診
察券はあまり使いたくないから次回からしっかり
もってきてもらいたい。施設での様子も今までは伝
えてくれていたが今回はそれもなかった。私たちは
普段見ていないのできちんと報告してください。

受診送迎をした際に、改めて今回の件について謝罪するとと
もに、再発防止策について報告いたしました。申立者から
は、「わかりました。循環器の受診も病院に伝えて今日に前
倒しをしてもらったので大丈夫です。」とのお言葉をいただ
きました。
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6 さやの家 子 5月6日

施設へ洗濯物を取りに行って渡さ
れた物の中に、先週届けた洗濯物
が入っていた

①施設へ洗濯物を取りに行った際、洗濯物の袋の中
に先週洗って届けたはずの洗濯物がそのまま入って
いた。②当該施設に入所してから骨折はするし、洗
濯物の管理もできていない。人として接してくれて
いるのか心配だ。③コロナウイルスの噂を聞いた
が、当該施設で感染症が出たというのは本当か？な
ぜ説明がないのか？④面会ができない状況であれ
ば、洗濯物を届けた際に状況報告があってしかるべ
きではないか。

その場で、洗濯物の受け渡しやご利用者の状況報告が不足し
ていたことについて謝罪しました。また、後日衣類をお持ち
いただけるとのことだったため、改めて謝罪するとともに、
是正方法として、ご家族にお渡しする洗濯かごに「脱衣後洗
濯物用」と明記し、未使用衣類が混ざらないよう管理するこ
と等をお伝えしました。申立者より、「（是正内容で）対応
してくれるのであれば、今後は間違えないように気をつけて
ほしい。」との一定のご理解をいただきました。

7 さやの家 職員 6月29日

自分から挨拶をしても職員から挨
拶が返ってこない

当該施設のＡフロアへ定期的に出入りしているが、
職員へ挨拶しても返事がないし、目も合わせてくれ
ないことが多く、だんだん自ら挨拶する気持ちが無
くなっている。仕事が忙しいのかもしれないが、こ
のような対応が出入り業者などにも行われているの
であれば、悪評が広がると思う。事を荒立てたくな
いが、このような状況はまずいのではないか。

職員の応対により、不快な思いをさせてしまったことを謝罪
し、会議の場での周知や接遇向上のための強化日を設定する
等により、接遇マナーの向上を図っていくことをお伝えしま
した。申立者より、「わかりました。より良い施設となるよ
うに期待しています。」とのお言葉をいただきました。

8 とよおか その他 7月2日

当該施設の敷地内の桜の木が、
フェンスを越えて道路に出ている
ため、道路を通行するときに邪魔
になる。何とかしてほしい

近隣業者の方より、「当該施設の敷地内北側にある
桜の木の枝が、フェンスを越えて道路に出ている。
申立者がトラックで荷物を運搬する際に、木の枝が
トラックに当たってしまい邪魔になるので対応して
ほしい。」と連絡があった。

その場で謝罪し、対応する旨をお伝えしました。苦情をいた
だいた当日に、当該施設職員にて届く範囲の枝の伐採を行い
ました。また、環境整備業務委託事業所に依頼し、近日中に
伐採を行うこととしました。申立者は匿名希望でしたので、
勤務先に連絡し、ご迷惑をおかけしたこと、是正処置につい
て報告しました。磐田市役所にも連絡し、すでに情報共有さ
れていたとのことで、ご理解をいただいております。

9 翠松苑 子の配偶者 7月31日

利用料が二重に請求され、引き落
とされている

ご家族より、「二重に引き落とされているようであ
るが、内容を確認してほしい。」と話があった。請
求書類等を確認すると、5月分利用料6,494円が二重
に請求されていることを確認した。

不手際があったことを謝罪し、二重請求分を引落とし口座に
返金すること、振り込み日について後日連絡させていただく
ことをお伝えしました。システム上で請求書を発行する際
に、「前月までの未収額を表示する」のチェックを外さずに
印刷したこと、他業務も重なったことで焦りが生じ、確認を
失念したことが原因です。本チェック欄は、システム上
チェック済で表示されているので、請求書を発行する度に
チェックを外すという作業が発生していたため、システム管
理業者に依頼し、設定を見直してもらうこととしました。ご
家族からは、「わかりました。」とのお言葉をいただきまし
た。
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10 登呂の家 その他 7月14日

ご利用者が2020年1月に死亡退所さ
れているが、エンゼルセット代が
支払われているか確認してほしい

スーパー職員より、「スーパーの入金管理をしてい
たところ、当該施設にて、2020年1月に死亡退所され
た方が、エンゼルセットを使用しており、10,700円
の請求をしていたが、入金されていないことを確認
した。当該施設としてご家族から徴収できている
か。なぜ入金されていないか教えてほしい。」と連
絡があった。

スーパー管轄事業部長に、支払いができていなかったことを
説明・謝罪し、入金したことを報告しました。エンゼルセッ
トの支払いについては、対応手順が以前から決められてお
り、当該ご利用者にも2020年3月時点で徴収済みでしたが、担
当職員の退職等で十分な引継ぎが行われず、その後の処理が
未完のまま、施設立替金として保留の状態になっていたこと
が原因です。会計課担当者と現状の確認および対応の見直し
を行うとともに、立替金出納帳の修正等を行い、施設立替金
と請求金額等との整合性のチェックを行いやすくしました。

11 さやの家 子 7月26日

施設職員への不安 申立者より、「施設へ入所している母親から電話
で、施設職員が浜松へ飲みに行ったことを職員間で
話していた。母親が職員に確認すると、『内緒にし
てね。』と笑いながら言われた。同職員はマスクも
しておらず、他職員に注意されていた。浜松ではク
ラスタ-も発生している。その店に行ったのかは不明
だが、PCR検査も受けたほうがいいのか。笑いながら
話すことではないと思う。」と話があった。

当該職員へ聞き取りを行い、クラスター発生の発覚前に、浜
松市内の居酒屋（※クラスター発生店ではない。）に行った
ことを確認しました。福祉施設職員として、感染を避けるた
めの不要不急の外出を控える意識が低下していたことが原因
です。今後、注意深く体調確認を行っていくよう指示し、併
せて当該職員には、私生活でもより一層注意して慎重な行動
を取るように促しました。新型コロナウイルス感染予防に関
する法人の取決事項を、改めて全職員に周知し、注意喚起を
行いました。

12 施設サービス課 その他 8月19日

職員のマスク着用を徹底してほし
い

申立者より、「高齢者施設に身内を預けているが、
施設に訪問した際、施設長がマスクをせずに施設内
を歩いていた。外部の人間には、マスク着用を徹底
しているにもかかわらず、法人内の体制はどうなっ
ているのか。高齢者施設であるため、新型コロナウ
イルスの感染リスクは高く、死につながる危険性も
ある。最低限、職員にはマスク着用を徹底してもら
うよう、関係各所に指導してもらいたい。」との話
があった。

その場で謝罪するとともに、「職員のマスク着用」につい
て、改めて周知徹底することをお伝えし、了承いただきまし
た。当該施設が不明であり、当該職員も確認できなかった
め、取り急ぎ各施設長にメールで注意喚起を図るとともに、
運営会議において、「施設職員のマスク着用の徹底」を全施
設に対して呼びかけることとしました。

13 しんぱらの家 子 8月13日

ショートステイ送迎時間になった
が、まだ来ていない

申立者より、「ショートステイ送迎時間になった
が、まだ来ていない。送迎には来てくれるのか。」
と連絡があった。

その場で、送迎が遅れてしまったことを謝罪しました。
ショートステイの送迎は、同建物内のデイサービスの送迎と
共有で外部業者に依頼しており、デイサービスの送迎終了後
にショートステイの送迎を行う決まりとなっていました。今
回、デイサービスの送迎数が多く、ショートステイの送迎開
始時間が遅れてしまったことが原因です。今後は、デイサー
ビス側と調整し、送迎時間の変更を行います。また、利用前
日に行うご利用確認の連絡の際には、送迎時間が前後するこ
とを説明いたします。ご家族からは、「送迎依頼をしたか不
安になってしまい、連絡しました。送迎してくださるなら問
題ないです。」とのお言葉をいただきました。
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14 しらいと 子 9月3日

職員の態度が悪い ご家族より、「母親が今日にも亡くなるかという日
に、1人の職員が横柄な態度であった。他のご利用者
も嫌な思いをしていると思う。」と法人本部（総務
部対応）に連絡があった。

電話口で謝罪し、対象部署に詳細確認する旨を伝えました
（同日に直接対象部署にもお話を頂いておりました）。今
回、看取りにあたっての服装について、施設内で検討した内
容をご家族にお伝えし、事前にご了承いただいておりました
が、当日対応した職員が把握しておらず、お伝えしていた内
容とは異なる対応をご家族に提案し、不信感を与えてしまい
ました。さらに、その際の職員の言動が配慮を欠き、ご家族
に不快感を与えてしまいました。ご家族には、経緯を説明す
るとともにあらためて謝罪しましたが、「施設全体で情報共
有ができていないこと」「関係部署間で共通した対応ができ
ていないこと」をご指摘いただきましたので、今後の改善に
つなげていくことをお約束させていただきました。

15 しんぱらの家 その他 8月20日

ご利用者の呼び方が不適切ではな
いか

匿名にて、「ご利用者のことを、ちゃん付けや呼び
捨てしている職員がいる。」と当会ホームページに
申立があった。

対象部署において事実確認を行い、職員が愛称で呼んでいる
ご利用者がいることを確認しました。なお、その方について
は、ご家族の要望により愛称で呼んでいたのですが、あらた
めて施設内で話し合い、ご利用者みなさんを「さん付け」で
お呼びすることを確認し合いました。匿名での申し立てで
あったため、いただいた連絡先にその旨返信させていただき
ました。

16 しらいと その他 9月27日

職員の資質が低い 匿名にて、「特定の職員の態度・対応について何と
かしてもらいたい。」、「担当となる職員がフロア
の状況を把握してくれない。」、「施設長が事務所
にいることが多く、フロアでの出来事を把握しよう
としてくれない。」と法人本部に連絡があった。

話を伺い、対象部署に伝達する旨を伝えました。対象部署に
おいては、事実確認するとともに施設長と関連する職員とで
話し合いを行い、各々が申立内容について改善していくこと
としました。申立者への報告については、連絡先不明であっ
たため、今後の改善状況を見ていただくこととしました。

17 天竜厚生会城北の家 子 10月4日

ご本人の意図をもう少し丁寧にく
み取って、コミュニケーションを
とってほしい

ご家族より、「母から『食事を出してもらっていな
い。』『お腹が減って死にそう。』『何も口にして
いない。』『食事はすぐに破棄されてしまった。』
という内容の電話があった。どこまで信じていいか
わからないが、確認してほしい。」と連絡があっ
た。

ご連絡を受けて確認したところ、ご利用者のご意向を丁寧に
聴きとれていなかった点がありました。ご家族には、ご利用
者に不安や不満を抱かせてしまったことをお詫びするととも
に、あらためてご利用者の近況（状態変化）や支援の状況を
確認し合う場を設けさせていただき、施設での対応について
ご理解をいただきました。

18 さやの家 その他 10月16日

業者支払いの遅れについて 業者より、「7月3日に実施た水道検査料入金がない
ようなので、一度確認してもらいたい。」と電話が
あった。

検査結果報告書と請求書を一緒に綴り込んでおり、請求書が
提出漏れであったことを確認し、速やかに支払いの処理をさ
せていただきました。書類が送られた時点での確認が十分で
なかったため、今後は確認と支払いを確実に行うこととし、
ご了解いただきました。
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19 さいわい 他家族 11月2日

外出時間等について 当日外出許可を得て外出したが、帰寮時間に間に合
うことができず、施設から注意を受けた。家族の介
護もなかなか上手く出来ないため、次回の外出時に
は時間の延長等、考慮していただけるとありがた
い。（回答は要らないとの希望）

新型コロナウイルス感染対策として、面会人数や外出時間等
の制限を設けさせていただいており、事前に詳しくご案内さ
せていただいておりました。周辺の感染状況を踏まえ、施設
での感染防止の観点から、外出等の制限について変更は難し
いため、引き続きの協力をお願いしました。

20 さやの家（短期入所） 本人 10月29日

職員の対応について 職員の言葉使いや支援方法が不適切に感じた。今後
同じようなことが起こると他の人が可哀想なので当
該職員に注意してほしい。

ご指摘いただいた内容について、職員に確認するとともに、
不適切な点については改めるよう注意しました。また、施設
としても改善していくことをお伝えし、ご了解いただきまし
た。

21 とよおか その他 11月10日

敬老会の花代の入金がない 敬老会の花代の入金がないがどうなっているか。 ご連絡をいただき確認すると、請求書を納品書ファイルに
綴ってありました。あらためてお詫びするとともに、請求書
の内容を確認し、速やかに支払いをさせていただきました。

22 しらいと 地域住民 11月16日

通勤時間帯の職員自家用車の騒音
が不快

自宅前を職員が自家用車で通過する際、速い速度で
通過するため車の騒音がする。職員の運転の速度に
は気をつけて欲しい。

道路幅が狭いこともあり、以前から職員には注意を呼び掛け
ていましたが、あらためて「速度20㎞での走行」を周知しま
した。地域住民のお宅にはお詫びにうかがい、今後の対応を
確認しご了解いただきました。

23 さいわい 他家族 11月25日

面会時間が長いと施設長から指摘
を受けた

面会時間が長くなってしまい、施設長からきつく注
意を受けた。新型コロナウイルス感染対策も理解す
るが、家族の対応も考えて欲しい。午後にも面会し
たい旨を伝えたが、午後の面会はできないと断られ
た。なんとか面会させて欲しい。

当初お約束した時間を大幅に超過しておりましたので、様子
を見た上でお声掛けさせていただきました。また、頻繁な面
会もご遠慮いただいているところで、午後に及ぶ面会もお断
りさせていただきました。施設での感染対策の観点から、一
定のお約束は必要ですので、引き続きのご協力をお願いしま
した。

24 しんぱらの家 職員 12月1日

他事業所のご利用者のサービス提
供票の混入

他事業所のご利用者のサービス提供票が混ざってい
た。。

コロナ禍を考慮し、複数事業のサービス提供票（実績）を１
名の職員がまとめて配布した結果、ご利用者の確認が十分で
なく、間違ったものを配布してしまいました。今後は、持参
する前に複数名で確認、分類することを徹底し、お届けする
こととさせていただきました。

25 さやの家 その他 12月2日

業者支払いの遅れ 人材派遣会社より、「請求金額について、まだ入金
がないので確認してほしい。」と連絡があった。

請求メールが迷惑メールとして仕訳けられ、見落としていた
ことが分かりました。すぐに入金させていただきましたが、
再発防止のメール設定と毎月の支払チェックを徹底すること
としました。
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26 しんぱらの家 その他 12月8日

取引業者へのご利用者書類の誤送
信

取り引きとは無関係な施設利用者の書類がFAXで送ら
れてきた。

本来送るべき送信先に加え、FAXの操作パネルに登録されてい
た別の送信先にも誤って触れたことで、ご送信が発生してし
まいました。個人情報に関わることですので、送信前の複数
名での確認を徹底し、再発防止に努めることとしました。

27 翠松苑 その他 1月23日

送迎時間の連絡について 施設から迎え時間の連絡がなかったので、忘れずに
連絡してほしい。

前日に確認のご連絡をすることを失念しておりました。今後
は送迎時間の連絡を徹底するために、日毎に利用予定表を確
認するとともに連絡を行うこととし、連絡漏れを防ぐように
いたします。

28 さやの家 本人 2月2日

オムツ交換の対応について 朝のオムツ交換の途中で職員が離れたため、寒い思
いをした。

職員が手薄な時間帯に、急な対応を要する事態が発生し、そ
の場を離れることになってしまいました。さらに、他職員へ
の伝達やご利用者への配慮を欠いたことで不快な思いをさせ
てしまい、深くお詫びいたしました。今後は、急な対応にも
職員間で連携を取るとともに、日毎に想定される対応を申し
送りの段階で共有し、未然の対応ができるようにしました。

29 さやの家（短期入所） 子 2月15日

退所時の送り出しの対応について ショートステイ退所のため迎えに行ったら、自分よ
り後から来た方の退所のほうが早かった。また、退
所時のご利用者本人の髪が汚れていた。支援に不安
を感じる。

ご本人の排泄支援のため、退所時の順番が入れ替わってし
まったことをご家族に状況説明できておりませんでした。ま
た、髪が汚れていたことに関してもチェック不足であり、ご
家族には不快な思いをさせてしまいました。今後は、ご家族
への状況説明を行うこと、退所時のご利用者の身だしなみ
チェックの徹底をさせていただくことをご家族にお伝えしま
した。

30 さやの家 職員 3月31日

職員がご利用者に対し怒鳴りつけ
ていた。

他施設職員より、「当該施設の前を歩いているとき
に職員がご利用者に対し怒鳴りつけている声が聞こ
えてきた。」と連絡があった。

対象ご利用者の状況から訴えが頻回であり、さらに発生した
時間帯が人員体制の少ない時間帯であったことも加わり、支
援にあたる職員の心的余裕が不足していました。また、ユ
ニットケアで閉鎖的空間の中、他職員によるフォロー体制が
作りづらい状態でもありました。今後は、対応に困難を抱え
やすい方のケアに当たる場合は、可能な限り複数名での対応
ができるよう業務見直しを行うこととしました。また、心的
余裕がない場合や対応に困難を感じた場合には、他職員に応
援を要請したり、支援を一時中断するなどのアンガーマネジ
メントを職員研修等にて実施していくこととしました。
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