
苦情公表：その他【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 給食事業課 職員 5月22日

あかいし学園の配膳室受け入口の
左側施錠忘れ

あかいし学園の配膳室受け入り口の左側のドアが施
錠されていなかった。

連絡を受け、当該施設に伺い、現場確認を行いました。担当
職員が鍵を閉め忘れてしまったか、閉めたつもりがうまく鍵
がかかっていなかったことが原因です。当該施設長・相談員
に謝罪し、鍵の施錠方法を変更するとともに、配膳室受け入
口の扉に施錠忘れをしないよう、注意喚起のテプラを貼るこ
ととしました。

2 給食事業課 職員 6月30日

おやまの保育園で、食缶が雨に濡
れていた

おやまの保育園の食事の食缶が、雨に濡れていたの
で、配慮して欲しいとの報告があった。

連絡を受け、その場で謝罪しました。また、昼礼にて、雨天
の場合はビニールで覆いをし、食缶が濡れないようにするこ
とを職員間で周知しました。

3 総務課 地域住民 4月17日

飲食店での内定者の態度が悪い 浜松市東区有玉の飲食店で、男子学生2人が食事をし
ていた（申立者は同飲食店で男子学生2名の近くの席
に座っていた）。話の内容から天竜厚生会から内定
をもらった学生だとわかる。タバコを吸い、態度が
良くなかった。気を付けたほうが良いとご助言いた
だいた。（内定者が１人か、2人かは不明とのこと）

申立者の話を傾聴し、情報提供いただいたことについて感謝
を伝えました。当該学生は、現状内々定の段階であったた
め、今後の内々定連絡面談および当会への就職が確定した場
合の新任職員研修等で本件について周知し、当会の職員であ
るという意識を持ち、言動には注意することを伝えていくこ
ととします。

4 総務課 その他 10月23日

ホームページの掲載情報に誤り、
古い情報があるのではないか

匿名にて、「天竜厚生会のホームページを拝見した
が、情報が古かったり、電話番号が違ったりと、閲
覧者に誤解を招く記載がいくつかあったため、改善
した方が良いのではないか。」と当会ホームページ
に申立があった。

総務課のホームページ担当者から、苦情内容に関係する管轄
事業課へ修正依頼をしました。各事業課より修正案の提出を
受けた後、業者へ修正依頼をかけてまいります。申立者から
は報告不要とのことでしたので、速やかに改善を図る旨の返
信をさせていただきました。

5 総務課 職員 3月20日

同一労働同一賃金について 正規職員とパート等の非正規職員の給与賞与におけ
る格差は同一労働同一賃金の原則に大きく逸脱して
いないか。正規職員と非正規職員の仕事に大差はな
いどころか、若い正規職員に対し非正規職員が指導
することもある。また、正規職員の数が少なく、
パート等の非正規職員がいるからこそ運営が成り
立っている状況も散見される。にも拘わらず非正規
職員に対し賞与の支給がない。賠償請求される要件
は十二分に充たしていると考えられるが、法人とし
ての意見を公表されるべきである。

日頃より、当会の運営にご尽力いただき、心より感謝申し上
げます。正規職員と契約職員における賞与の有無が同一労働
同一賃金に反していないかというご意見をいただきました
が、正規職員には、役割基準に伴う責任、人事異動、夜勤業
務（保育園には無）を伴うという観点から、賞与のあり方が
定義に反し、不合理とはならないものであることを、有識者
の意見も踏まえながら整理しております。また、契約職員の
賞与を含めた賃金見直しについては、これまでも検討してき
ており、３年前にも僅かではありますが賃金アップを図り、
今後も見直す機会を検討しております。若手の正規職員に対
する指導については、状況に応じて契約職員にお願いするこ
ともあるかと思いますが、あまりに負担を強いる状況であれ
ば管理者にお伝えいただきたいこと、法人としては正規職員
に欠員が生じないよう、年間を通して最大限の努力をしてお
りますので、この点については何卒ご理解いただきたいとこ
ろです。以上となりますが、今後もご支援ご協力を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。
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6 会計課 本人 5月8日

請求金額と振込金額の不一致につ
いて

子育てセンターきぶねへの重油代請求額と振込され
た金額が一致しないため確認して欲しい。

誤って支払してしまったことをお詫びし、返金のご了承をい
ただきました。

7 会計課 本人 5月19日

請求金額と振込金額の不一致につ
いて

子育てセンターとものもりへの食材代請求額と振込
された金額が一致しないため確認して欲しい。

誤って支払してしまったことをお詫びし、返金のご了承をい
ただきました。

8 会計課 本人 5月14日

未入金の請求について 登呂の家で賃貸借契約をしている駐車場代につい
て、4月分の支払がされていないため確認して欲し
い。

支払処理が遅延していたためお詫びし、5月分と合わせて支払
をすることでご了承をいただきました。

9 会計課 本人 6月1日

請求金額と振込金額の不一致につ
いて

Ａ株式会社の4月分請求額に対して、法人から振込さ
れた金額が多かったため内訳を確認して欲しい。

確認の結果、すずかけっこ保育園への請求額を誤って振込し
ていたため、お詫びし返金のご了承をいただきました。

10 会計課 本人 6月29日

請求金額と振込金額の不一致につ
いて

Ｂ株式会社の5月分請求額に対して、法人から振込さ
れた金額が不足しているため内訳を確認して欲し
い。

確認の結果、子育てセンターきぶねへの請求を誤って別の取
引先へ振込していたため、お詫びし直ちに支払することでご
了承をいただきました。

11 会計課 本人 7月8日

未入金の請求について グループホーム公用車修繕の請求について、支払が
されていないと思われるため確認して欲しい。

支払が漏れていたことを謝罪し、7月10日に振込することをお
伝えしました。

12 会計課 サービス事業者 7月30日

未入金の請求について 子育てセンターこまつの6月分コピー代が支払われて
いないと思われるので確認して欲しい。

詳細の確認を行った結果、支払先を誤っており、対象業者へ
振込ができていませんでした。謝罪するとともに、早急に支
払することをお伝えしご了承をいただきました。

13 会計課 サービス事業者 8月6日

未入金の請求について 2019年度に翠松苑へ投光器6台を販売しているが、4
台分の支払しか確認できていないため、処理を確認
して欲しい。

詳細確認の結果、支払処理が漏れていたため、請求書の再発
行を依頼し、届き次第不足分をお支払いすることをお伝え
し、ご了承をいただきました。

14 会計課 本人 9月3日

重複の入金について 7/30と8/28に同額の振込があった。子育てセンター
さやのもり幼稚園部への請求分だと思われるが、納
品は一度のみのため、確認をお願いしたい。

電話にて重複して振込してしまったことをお詫びし、返金依
頼をいたしました。現金での返金をご希望されたため、9/4に
現金で返金をいただきました。

15 会計課 その他 9月15日

未入金の請求について 7月に納品した物品の支払が確認できないため、確認
して欲しい。

未支払であったことをお詫びし、至急支払することをお伝え
してご了承をいただきました。

2



苦情公表：その他【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

16 会計課 本人 11月2日

互助会退会慰労金の振込先相違に
ついて

11/2にしらいとの富士宮農協口座へ振込された互助
会退会慰労金について、しらいと職員分ではないと
思われるため確認して欲しい。

他施設職員の互助会退会慰労金を、誤ってしらいとへ振込口
座へ振込してしまった旨をお伝えし、お詫びいたしました。
併せて返金の依頼をいたしました。

17 会計課 サービス事業者 11月27日

請求金額と振込金額の不一致につ
いて

C株式会社の10月分請求額に対して、法人から振込さ
れた金額が多かったため内訳を確認して欲しい。

確認の結果、浜北学苑への請求額を誤って振込していたた
め、お詫びし返金のご了承をいただきました。

18 会計課 その他 12月28日

預り金データ送信の誤謬引落しに
ついて

預り金管理を解除したはずのご利用者預金口座か
ら、12/25に780円の引落しがあったため詳細を教え
てほしい。

11/13の外注食分780円を誤って引落ししていたため、詳細を
お伝えしお詫びいたしました。

19 会計課 サービス事業者 1月12日

ご利用者医療費の支払金額誤りに
ついて

10月に実施したご利用者へのインフルエンザ予防接
種について、請求した金額と振込された金額が一致
しないため確認してほしい。

ご利用者の1名分を重複して振込していたためお詫びし、返金
の了承をいただきました。

20 法人全体（設備情報管理課） 地域住民 10月5日

職員の運転マナーについて 申立者より、「柿の木坂薬局から天竜厚生会までの
道中において、職員の通勤車両（出勤時・退勤時と
もに）が道路の真ん中をスピードを出して走行して
いるため、対向車としてはとても危険であり、やめ
てほしい。実際に、事故も起きているため、全職員
に周知し改善してほしい。」と法人本部に電話が
あった。

その場で謝罪し、過去にも同様のご意見をいただいていたた
め、改めて注意喚起をしていく旨をお伝えしました。後日、
設備情報管理課長より、管理職会議参加者へ【交通マナーの
教育徹底について安全運転に関する注意喚起】を周知し、全
体に注意喚起を行いました。

21 法人全体（監査指導課） 地域住民 1月27日

天竜厚生会に通じる道路で、車道
の中央を走る車が多い

天竜厚生会に通じる道路において、車道の中央を走
る車が多いため、気をつけてほしい。

その場で謝罪し、改めて職員に交通マナーの遵守と安全運転
の徹底を周知することをお伝えし、了承いただきました。後
日、当会の交通安全委員会事務局（設備情報管理課）より、
管理職会議参加者、全部署へ【車両運行マナー遵守の徹底に
関する注意喚起】を周知し、全体に注意喚起を行いました。

22 監査指導課 職員 3月15日

FAXが送信できなかったため、確認
して対応してもらいたい

3/13（土）、3/14（日）にアンケートの回答をFAXで
送ったが送信エラーで送れなかった。休日にFAXを送
ることもあるため、原因を確認し、対応してもらい
たい。

FAX送信エラーの原因が、FAX（複合機）の電源を退勤時に
切っていたためと説明し、謝罪しました。FAXを使用する頻度
が少なく、これまで送信エラーによるトラブルもなかったこ
とから、電源を切ることでFAXが届かなくなるという考えに至
りませんでした。別でアンケートの回答を依頼しているもの
もあるため、3月末まで複合機の電源は常時入れておくことと
し、今後は、FAXの利用が少ないことから、アンケート等の提
出方法をメールまたは直接提出に限定することとしました。
その旨を申立者に説明し、「そちらが困らないかたちでやっ
てくれればいい。」と了承いただきました。
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