
苦情公表：2021地域福祉部門

NO 対象部署 申立者 受付日 件　名 苦情内容 対応内容

1 しらいとケアサポートセンター
サービス事業

者
4月20日

FAX誤送信について サービス事業所より、「ご利用者の介護保険被保険者証がし

らいとから4/19に送信されてきた。」と電話があった。

送信間違いであったことを申立者に謝罪し、シュレッダーにて破棄し

ていただくようにご依頼しました。また、正しい送信先にも謝罪し、再

送信いたしました。FAX会社に原因確認をしましたが、はっきりとし

て原因がわかりませんでした。送信先の番号を手入力した際に誤っ

て申立者の短縮番号を選択してしまった可能性があります。FAX

送信の手順を再確認し、FAX番号を短縮設定をいたしました。ま

た、今後、誤操作があった場合に操作方法を追うことができる設定

といたしました。

2
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
本人 4月21日

買い物代行の購入数とレシートの数量間違いに

ついて

ご本人より、「買い物を代行してもらったが、購入数とレシート

の数量が違い、レシートの数量が一つ多くついていた。お店に

は連絡するがどうすればいい？」と電話があった。

ご利用者にその場で謝罪し、すぐにお宅に伺い、レシートを預かって

お店に行きました。返金分の受け取りをし、ご利用者に現金とレ

シートをお返しいたしました。２軒目の買い物が控えていたため、レ

ジにて支払い終了後、品物の購入数量とレシートの数量確認を

怠ってしまったことが原因です。今後は、購入数とレシートの数量を

店内にて確認し、買い物が多い時も落ち着いて行動し、確認の時

間を作るように努めます。

3 しらいとケアサポートセンター その他 4月30日

認定調査の同席について 行政より、「ご利用者の認定調査にケアマネが立会されてい

る。3/31付の通知でアセスメントを兼ねた認定調査の立会

は控えていただくようにお願いいているため、再度周知をお願

いしたい。」と電話があった。

申立者に謝罪し、再度周知することをお伝えしました。会議にて申

立者から届いている内容に付いて口頭で周知し、会議録として事

業所内で回覧しましたが、当会の人事異動の職員により会議の周

知について十分な理解ができていなかったこと、また、管理者につい

ても同席する理由を確認しなかったことが原因です。申立者からの

通知をケアサポ会議にて書面を掲示し、再周知をいたしました。

4
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション（障がい）
本人 5月7日

違う商品が購入されていることについて 買い物代行から戻り、ご本人に購入した品を見せ、確認して

いただいたところ、青じそドレッシングを見て、ご本人より、「ポン

酢を頼んだつもりだったけど。」との話があった。

ご利用者に違う商品を購入したことを謝罪し、購入した店舗に交

換できるか連絡する旨をお伝えさせていただきました。ご利用者よ

り、「このままでよい。」というお言葉をいただいたため、再度謝罪させ

ていただきました。買い物リストを作成する際に「青じそポン酢」と記

入しましたが、ご利用者のお話から、ドレッシングのことだと思い込ん

だことが原因です。買い物リスト作成の際は、正確に内容を確認

し、商品の指定がない場合は、ご利用者の使用されている物を確

認する、または出発前にインターネットで調べて確認するようにいた

します。

取扱注意
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5 宮脇ヘルパーステーション 配偶者 5月14日

ヘルパーが来ないことについて ご家族より、「お願いしているヘルパーが来ない。」と電話が

あった。

訪問予定より20分遅れで訪問し、ご家族に謝罪しました。同日の

夕方訪問時に他職員よりご家族に謝罪し、改めて後日、サービス

提供責任者より謝罪しました。直前の訪問の間に時間があったた

め、休憩のために仮眠をとり、寝過ごしたことが原因です。今後は、

訪問30分前には、訪問する態勢を整え、やむを得ず、休憩をとる

場合は、スマートフォン等のアラーム機能を使用する等して、訪問

時間に遅れないように注意をいたします。

6
富士宮市北部地域包括支援

センター

介護支援専

門員等
5月6日

前月分の国保連請求がされていないことについて 介護予防ケアマネジメントの委託をしている居宅介護支援事

業所より、「Aデイサービスセンターから『3月分の請求がされて

いない』と連絡があった。確認してください。」と電話があった。

担当のケアマネジャーに間違っていた内容を説明し、謝罪しました。

関係する事業所にも返戻となり、3月分の請求ができなかったことを

謝罪しました。当該ご利用者は、3月から委託居宅支援事業所が

変更となっていました。システムに登録変更をしましたが、該当事業

所の事業所番号が変更となっていたことに気が付かず、旧事業所

番号を登録したことが原因です。今後は、システムに事業所番号を

登録する際に変更が発生した事業所は、「新」「旧」と事業所名の

筆頭に明記し、現在使用されている者か分かりやすくし、登録時に

は2人体制で確認して行います。

7
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
本人 5月19日

ヘルパーが来ないことについて ご本人より、「今日は8:30～ヘルパーが来ることになっている

けどまだ来ない。ゴミ出しを頼んであるんだけど、ゴミ出しの回

収時間も終わるしどうしよう。」と電話があった。

担当ヘルパーに確認連絡を行い、ご本人に折り返しご連絡し謝罪

しました。また、サービス提供責任者が代わりに訪問させていただき

ました。担当ヘルパーは、サービス提供責任者の私用携帯電話へ

「都合により当日の午前中は休む」旨をメールにて連絡し、その連

絡で翌日の訪問の交代まで対応してくれるだろうと思い込んだこと

が原因です。今後は、勤務交代や訪問に関わる連絡事項は、当

日と翌日分については、メールではなく、まずは電話にて連絡し、急

な勤務変更が必要な際には、当日の朝に事業所へ連絡し、自ら

所属長へ報告するようにいたします。
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8 さやの家ケアサポートセンター 配偶者 5月21日

電話対応が悪いことについて ご家族より、「1度目に電話した際、『担当者が訪問で不在

のため、電話があったことを伝える』と言われた。折り返しがな

いため再度電話すると、別の職員に『本日は休み』と言われ

た。どうなっているのか。対応が悪く驚いた。」と電話があった。

ご家族に謝罪し、契約前であったため、施設への不信感がある中

で話を進めてもよろしいか、また、別の居宅介護支援事業所に変

更できることをお伝えし、ご意向を確認いたしました。事務所職員の

スケジュールをスケジュールボードに記載しておりますが、周辺に物が

置いてあり、見えづらい状況であったため別の職員と見間違えて返

答したことが原因です。今後は、スケジュールボードの周辺の物は

撤去し、事務所のどこからでも見えるようにいたします。また、マグ

ネットシートを活用し、色別でも予定が判断できるようにいたしま

す。

9
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション（障がい）
本人 5月26日

牛乳の購入漏れについて ご利用者より、「訪問したヘルパーが事務所に着く頃だと思う

けど、買い物してくれた中に牛乳が入っていないので買ってほし

い。」と電話があった。

再度、訪問させていただき、購入を忘れたことを謝罪いたしました。

買い物前に、ご利用者からいただいた買い物リストをご利用者と一

緒に確認してから代行いたしましたが、記入欄から牛乳が外れてい

たため、目に入らず、すべて購入したと勘違いして買い物を終了し

たことが原因です。今後は、代行前の買い物リストの確認に時間を

かけるようにいたします。また、買い物先ではリストを確認する際に

品物名にレ点や○をつけることを徹底し、購入品が多く確認しづら

い場合は、赤ペンで印をつけるなど工夫いたします。

10 地域包括支援センターしんぱら
介護支援専

門員等
6月18日

電話受付時に受付者の名前を名乗らないことに

ついて

介護支援専門員より、「電話に出た職員が名前を名乗らな

いので困る。以前も名前を名乗るように言ってあったが、改善

されていない。」と電話があった。

その場で改善することを伝え、謝罪いたしました。以前、法人内で

「電話受付の際、個人の名前を名乗ると悪用される可能性がある

ため、名前は名乗らない」という話があり、その後は、「包括支援セ

ンターしんぱらです。」と対応しておりました。今回、法人内で明確

なルール化はされていないことを確認しましたので、今後は、責任の

所在を明らかにする意味でも「地域包括支援センターしんぱら○○

です。」と名前を名乗ることを徹底いたします。
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11 龍山ケアサポートセンター かかりつけ医 6月29日

FAX送信票「主治医意向確認表」「主治医相

談票」のケアマネ事業所の連絡先番号間違いに

ついて

かかりつけ医より、「6/25付けで依頼があった『主治医意向

確認表』『主治医相談票』にある電話番号が間違っていた。

佐久間町の一般家庭にかかってしまい、『何回もかかってくる

よ。』と話があった。正しい番号を確認したい。」と電話があっ

た。

その場でFAX番号を確認し、正しい番号を伝達して、謝罪いたしま

した。普段、『主治医意向確認表』『主治医相談票』のひな型デー

タを個人ファイルに保存して使用していましたが、担当職員が人事

異動となったことで、事業所連絡先を変更した際に入力ミスをして

いることに気が付きませんでした。ひな型データは、隣席職員に番号

を一緒に確認してもらい、正しい番号に変更いたしました。

12
天竜厚生会ケアサポートセン

ター

サービス事業

者
7月1日

5月分利用実績の返戻について サービス事業者より、「ご利用者の5月分介護保険請求の結

果が返戻になっているため、5月分の実績を確認して教えて

ほしい。」との電話があった。

その場で請求業務管理の５月分を確認すると、「通所介護令和

3年9月30日までの上乗せ分」が算定されていないことが分かり、

謝罪いたしました。申立者からの5月分の実績表には、「通所介護

令和3年9月30日までの上乗せ分」のサービス内容の合計回数が

0となっており、算定しないものと思い込んでしまいました。また、実

績表の実績合計欄の下に手書きのカッコ書きで正しい単位数が書

かれていましたが、その単位が何を意味しているのか確認を怠ってし

まったことが原因です。今後は、サービス事業所からの実績表の合

計単位数、ちょうじゅ（記録管理システム）の請求業務管理の利

用表実績の単位数があっているかマーカー等でチェックし、わからな

いことはすぐに確認いたします。

13 さやの家ケアサポートセンター 配偶者 7月5日

訪問忘れについて 申立者より、「今日の9時にケアマネジャーが訪問してくれると

予定を書いておいた。今日でしたよね。」との電話があった。

担当ケアマネジャーに連絡し、訪問を失念していたことが分かったた

め、申立者に謝罪し、訪問時間を変更させていただきました。先月

のモニタリング訪問時に訪問の約束をしましたが、個人管理のカレン

ダーへの記入を忘れてしまったことが原因です。今後は、モニタリング

訪問後、「次回のモニタリング訪問日」をカレンダーに必ず記入いた

します。また、毎月、次回の予定を決めているご利用者について

は、当月分の月間スケジュールを作成し、訪問漏れがないか確認

いたします。
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14
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
本人 7月22日

訪問終了後に鍵をかけてなかったことにについて 申立者より、「7月20日の通院後、家に入ろうとした際に鍵が

かかっていなかった。出かけた時とは別の出入口であるが、不

用心ではないか。鍵がかかりにくかったため、施錠しなかったの

であればその旨を伝えてほしかった。どうして鍵をかけなかった

のか。また、鍵がかかりにくい状態であったのか娘に知らせたい

ので教えてほしい。」との電話があった。

ヘルパー職員より娘様に謝罪し、現地確認を行いました。今回、

裏の戸を施錠する際に閉めたと勘違いし、施錠の確認を行わな

かったことが原因です。今後は、施錠の際には必ず確認を行うこと

を徹底いたします。

15
天竜厚生会訪問看護ステー

ション
配偶者 7月26日

訪問する職員について 申立者より、「週1回の訪問サービスを開始して2名の看護師

が交互に訪問してくれているが、1名の看護師とそりが合わな

いと感じる。看護師を固定してほしい。」との電話があった。

翌日、申立者宅を訪問し、謝罪いたしました。サービス提供中に次

の訪問があることや、申立者に足浴等の準備をお願いする等、忙

しく立ち振る舞ってしまったことが原因と考えられます。今後は、必要

な準備物等はあらかじめお伝えする等の工夫をいたします。申立者

には、訪問日の変更と看護師1名に固定することを提案し、了承

いただきました。

16
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
本人 7月24日

買い物間違いについて 申立者より、「鶏のから揚げは冷凍の方がよかった。メモに冷

凍と書かなかったからいけないんだけど。」との話があった。

その場で謝罪し、次回からは、細かく確認させていただくことをお伝

えしました。今回の訪問は3回目でしたが、過去2回は掃除支援で

あり、買物代行は初めてだったため、普段購入している物を把握し

きれていなかったことが原因です。今後は、在庫品がある場合は確

認し、冷凍の物かどうかをご利用者と確認してまいります。

17 龍山ケアサポートセンター その他 7月21日

担当ケアマネジャーを変更したいと相談を受けた

ことについて

申立者（A保健センター職員）より、「ご利用者の夫が当セ

ンターに来所し、『担当ケアマネジャーを信用できなくなったた

め、変更してほしい。今回、医療事故により下半身不随に

なってしまった。ケアマネジャーからは、介護保険は使えないと

説明をうけたが、その後使えるようになったと連絡がきた。なぜ

使えるようになったのか説明がほしかった。』と話があった。」との

連絡があった。

申立者にその場で謝罪し、所長と管理者に報告する旨をお伝えし

ました。今回、介護保険制度等に関わりがなかった相談者（ご利

用者の夫）に対して十分な説明ではなかったこと、担当ケアマネ

ジャーだけでなく、地域包括支援センター等にも協力を仰ぎ、俯瞰

的支援をしなかったことが原因です。今後は、担当者を変更し、地

域包括支援センターと協力しながら複数体制での支援を行ってま

いります。相談者には後日謝罪し、担当者の変更と今後の体制に

ついて報告し、ご理解いただきました。
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18
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
本人 8月3日

ヘルパーの対応について 申立者より、「昨日来たヘルパーが食器乾燥機の皿を並び

変えてしまった。自分が使いやすいように並べてほしい。また、

食事を盛り付ける際に、食器を下の方から出し洗わずにその

まま盛り付けていた。」と話があった。

申立者宅へ訪問し、謝罪いたしました。今後は、ご本人に確認し

ていただき、勝手に食器の位置を変えないようにすること、食器乾

燥機にある食器以外の物を使用する際は必ず洗ってから使用する

ことをお伝えいたしました。

19
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
本人 8月7日

買い忘れについて 申立者より、「おにぎりが入ってないけど、どうしたの。」と買い

物代行から戻った際に話があった。

その場で買い忘れてしまったことを謝罪いたしました。今回、買い物

リストを申立者と確認している際に、追加でおにぎりも頼まれました

が、おにぎり1つは覚えられるだろうとリストに追加しなかったことが原

因です。今後は、追加希望があった際はその場でリストに追記し、

商品名の確認等を行ってまいります。申立者にもう一度買い物に

行く旨をお伝えしましたが、「食パンもあるから、掃除をお願いしま

す。」とのお言葉をいただきました。

20
掛川市東部地域包括支援セ

ンター
子 7月28日

電話の折り返しがないことについて 申立者より電話があったが、担当者が他の電話対応中で

あったため、折り返しする旨をお伝えした。その後申立者より、

「1時間も電話を待っているが掛かってこない。」と電話があっ

た。

申立者の話を傾聴し、謝罪いたしました。今回、電話受付者が申

立者に折り返し連絡させていただく旨をお伝えしましたが、その後、

受付者自身も電話対応に入ってしまい、担当者に伝え忘れてし

まったことが原因です。今後は、他職員宛の電話を受け取った際

は、すぐに用件をメモに残し、担当職員のデスクへ置くようにいたしま

す。
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21
掛川市東部地域包括支援セ

ンター

介護支援専

門員等
8月3日

6月分の委託マネジメント費に委託連携加算が

含まれていないことについて

申立者より、「6月分のマネジメント費が入っていない。」と電

話があった。

事実確認を行うと、委託の報告書には連携加算が「あり」となって

いましたが、委託料控除内明細書には委託料に連携加算が含ま

れていませんでした。申立者に謝罪の連絡を行い、取り下げ後に再

請求させていただくことをお伝えいたしました。今回、請求入力をダ

ブルチェックで行っていましたが、委託実績時の入力漏れ、請求時

の確認不足が原因です。今後は、請求入力についてはダブルチェッ

クを継続し、伝送前には請求担当職員で全ての委託報告書を再

度確認し、チェックを行っていきます。また、請求業務に専念できる

よう、他の業務を調整したり、他職員も協力して対応してまいりま

す。

22
天竜厚生会訪問看護ステー

ション
配偶者 9月1日

訪問忘れについて 申立者より、「本日理学療法士の方が来る予定になっている

のですが、お休みですか。」との電話があった。

その場で謝罪し、担当者から連絡する旨を伝えました。毎朝、タイ

ムスケジュール表から訪問予定をホワイトボードに記載し、担当者

から訪問予定や時間の確認を行っておりますが、タイムスケジュール

表の記載ミスが原因でした。また、訪問変更記入ノート等にも変更

の記載がありませんでした。今後は、前もって訪問変更を希望され

る方については、今まで通り訪問変更ノートに記載し、随時の訪問

変更の連絡はカンファレンスノートに記載し、日にちの変更は赤字

で記載し管理します。

23
地域包括支援センター北遠中

央
本人 9月2日

訪問忘れについて 申立者より、「本日の午前中に来てくれると昨日電話があった

が、まだ来ていない。今日は来てくれる予定ではなかったか。」

との電話があった。

その場で謝罪し、担当者が休みであるため、翌日担当者から連絡

する旨を伝えました。翌日、担当者から訪問日を間違えて伝えたこ

とを謝罪するとともに、本日訪問することで了承をいただきました。

今回、アポイントの電話をした際、日にちを勘違いしており、誤った

日にちで約束しておりました。また、アポイントの際に「明日の午前

中」という表現をしたことも原因です。今後は、アポイントを取る際

は、日にちと曜日でお伝えし、ご利用者と確認しながら予定を入れ

ることを事業所で統一していきます。
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24 障害者相談支援事業所きずな 親 8月6日

担当職員の対応方法について 申立者より、「担当の相談員が、本人の気持ちに寄り添った

対応ができず、本人の望む生活に対して思うように支援が進

まないことで、本人が不安と心配を抱いている。」との話があっ

た。また、「相談員の知識不足やアポイントなく訪問すること、

その相談員をフォローする体制が事業所にも見られないこと

が、事業所に対する不信感につながっているため、相談員も

しくは事業所の変更をしてほしい。」との話があった。

管理者が申立者に連絡し、相談員および事業所の対応により、ご

本人およびご家族に不安や不信感を抱かせてしまったことに対して

謝罪いたしました。今後はご本人やご家族のお気持ちに寄り添った

声掛けや対応に心掛けること、事業所として、相談員の知識習得

や技術向上を図り、新任職員のフォローに努めること、アポイントを

取る際は相手の状況を理解した上で連絡すること等を事業所内

で再度周知することをお伝えいたしました。また、事業所の変更を

調整する中で、現在の担当は変更し、新たな事業所が決まるまで

は支援が滞ることがないよう、責任を持って対応させていただくことを

併せてお伝えいたしました。

25
天竜厚生会訪問看護ステー

ション
職員 9月10日

訪問忘れについて 地域包括支援センター職員より、「サービス提供表では看護

師が9日に訪問となっていたが、訪問に来なかったとご利用者

から連絡があり、怒っている様子であった。」との連絡があっ

た。

申立者には、本事業所から当該ご利用者に謝罪と訪問日等の連

絡を行うことを伝えました。今回、月1回の訪問看護の訪問日が、

サービス提供表では第2木曜日となっており、本事業所の予定して

いた訪問日と異なっていましたが、当該ご利用者およびケアマネ

ジャーへの変更連絡を失念していました。今後は、ご利用者には訪

問看護は第2火曜日であることを伝え、ケアマネジャーにもサービス

提供表を第2火曜日で作成してもらうよう依頼しました。また、訪問

日の変更がある場合は、ご利用者、ケアマネジャーに連絡を入れる

とともに、訪問スケジュール表に赤字表記して管理していきます。

26
天竜厚生会訪問看護ステー

ション
本人 9月10日

訪問時間になっても来ないことについて 申立者より、「いつも16時に看護師の訪問が来るのに、待っ

ているが来ない。」との連絡があった。

訪問予定が16時30分となっている旨を伝え、謝罪しました。今

回、事業所側の都合により訪問時間を16時から16時30分に変

更しましたが、担当者から申立者への連絡を失念していました。以

前も訪問時間のズレがありましたが、問題なく訪問できていたため、

連絡することの意識が欠けていたことが原因です。今後は、訪問日

や訪問時間に変更がある場合は、手順を省かず準備し、連絡を

入れることを徹底していきます。
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27
障害者相談支援事業所はまき

た
親 9月27日

担当者の対応について 申立者より、「本日9時過ぎに訪問してもらうよう伝えていた

が、職員が到着したのが9時10分過ぎであった。自分の感覚

としては、9時過ぎと言われれば9時5分頃までには到着する

のが常識であると思う。また、遅れたことに対して謝罪がなく、

不快な思いをしたため、出来れば担当を変えてほしい。」との

連絡があった。

受付者より、こちらの不手際について謝罪し、担当変更については

管理者の同意を得た上で、再度連絡する旨を伝えました。今回、

時間を調整する際に9時過ぎという曖昧な表現で約束し、担当職

員は9時10分頃を目安と考え、ご家族と時間感覚のズレが生じた

ことが原因です。また、9時7分頃にご家族から事業所宛に電話が

あり、担当者が来ない旨の連絡をいただいておりました。受付者が

担当者へすぐに連絡しましたが、訪問直前の移動中で連絡に気づ

くことができず、ご家族から連絡をいただいたという認識がないまま訪

問となりました。今後、時間を調整する際は曖昧な表現は使用せ

ず、具体的な時間まで確認します。後日、謝罪と挨拶に伺い、担

当を変更することでご了承いただきました。

28 しらいとケアサポートセンター
サービス事業

者
10月5日

FAX誤送信について 申立事業所より、「当事業所以外の利用者の情報が送られ

てきたが、どうしたらよいか。」との連絡があった。

申立者に謝罪し、書類の処分をお願いしました。また、当該ご利用

者、ご家族にも誤送信があった旨を電話にて謝罪しました。今回、

ご利用者の苗字のみの確認だったこと、他の作業の合間に確認作

業を行ったことが誤認、誤送信の原因と考えられます。今後は、提

出書類を確認する際は、表紙、前文、詳細内容の流れで確認

し、誰が誰に何の用件で報告しているのかチェックしていきます。ま

た、確認の際は、専用の時間を確保し行います。

29
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション（障がい）
本人 10月5日

蛍光灯の交換をしてくれなかったことについて 申立者より、「蛍光灯が切れたため、ヘルパーに交換を頼んだ

が、『メーカーが違うので量販店で確認してほしい。』と言われ

た。量販店に確認に行き、持参した物で問題ないと言われた

ため、再度ヘルパーに交換を依頼したが、『背が低いからでき

ない。マンション管理人に頼んでほしい。』と言われた。蛍光灯

の交換は、ヘルパーの仕事の範囲ではないのか。また、依頼

した1回目と2回目の回答のつじつまがあってない。」との連絡

があった。

受付者より謝罪し、担当ヘルパーに確認、報告することで了承をい

ただきました。翌日訪問担当者から、申立者へ謝罪しました。今

回、申立者より蛍光灯の依頼があった際、1回目と2回目の回答

のつじつまが合っていないことで、不信感を与えてしまいました。今後

は、ヘルパーの技量で対応できない場合は、2名のヘルパーで訪問

または別ヘルパーが対応するように調整します。



苦情公表：2021地域福祉部門

NO 対象部署 申立者 受付日 件　名 苦情内容 対応内容

取扱注意

30
天竜厚生会城北の家ケアサ

ポートセンター
子 10月18日

ケアマネジャーが訪問時間になっても来ないことに

ついて

申立者より、「本日10時30分にケアマネジャーが訪問してく

れる予定になっているが、ケアマネジャーが来ない。」との連絡

があった。

受付者より謝罪し、担当ケアマネジャーが体調不良で遅刻している

ため、出社次第連絡する旨を伝えました。担当者が体調不良で訪

問できない旨を、申立者へ連絡していなかったことが原因です。今

後は、ケアマネジャーが体調不良等で訪問できない場合は、他ケア

マネジャーにご利用者宅への連絡を依頼します。また、ご利用者や

ご家族と連絡がつかない場合は、メールでの連絡手段を活用しま

す。

31 障害者相談支援事業所ひがし 職員 11月17日

成年後見制度の手続きが円滑に行われていな

いことについて

申立者より、「相談員Aから、成年後見制度の導入を検討し

ているとの相談があり、必要書類等を渡して申請方法を教え

た。申請者の妹には相談員Aから説明したと聞いていたが、

後日当センターに来た際、申請者の妹も相談員Aも制度理

解ができていないようであった。また、申請書類に手を付けて

いない様子であった。足並みが揃っていないため、円滑に手

続きが進められるよう、事業所としても対応してほしい。」との

連絡があった。

受付者より謝罪し、他職員が支援に介入する旨を伝えました。成

年後見制度について、担当職員の知識不足があり、不明点をその

ままにしたため、申請者の妹に対して十分な説明ができていません

でした。また、成年後見制度の活用は急務でしたが、業務における

緊急性や優先度を適切に判断できなかったことが原因です。今後

は、事業所内のケース打ち合わせや事例検討会で手続き等の情

報共有を行い、業務の優先度に関して判断に迷った際は、上位

職に相談する体制とします。また、多機関で支援を行う際は、初回

に役割を明確にしてまいります。

32 介護福祉機器センター 職員 11月26日

福祉用具の説明不足について 申立者より、「施設ご利用者から、『昨日歩行器の点検に来

た職員から歩行器の説明を受け、歩行器が折りたためること

を初めて知った。』と話があった。」との連絡があった。

受付者より謝罪し、所長へ報告する旨を伝えました。今回、納品

の際に以前も同じ型を使用している方であったため、折りたためるこ

とを知っていると思い込み、説明を省いたことが原因です。今後は、

長期に渡り使用されている方や、以前から使用されている方にも、

取扱説明書を見ながら説明し、ご利用者には実際に触っていただ

きながら、動作確認を行ってまいります。後日所長より、当該ご利

用者に謝罪し、今後の対応について説明しました。



苦情公表：2021地域福祉部門

NO 対象部署 申立者 受付日 件　名 苦情内容 対応内容

取扱注意

33
天竜厚生会ケアサポートセン

ター

サービス事業

者
12月1日

10月分の利用実績の返礼について 申立者より、「ご利用者の10月分の介護保険請求の結果

が返戻になっているため、確認して教えてほしい。」との連絡が

あった。

10月分の請求業務管理を確認し、「通所介護口腔栄養スクリー

ニング加算Ⅰ」が算定されていないことが判明したため、謝罪しまし

た。「通所介護口腔栄養スクリーニング加算」は、半年ごとに算定さ

れる加算であり、10月が算定月であることを失念していました。今

後は、実績表の合計単位数とシステムの利用実績の単位数が

合っているか、加算の項目と単位数が合っているかマーカーでチェッ

クします。また、「通所介護口腔栄養スクリーニング加算」は、4月と

10月に算定されることが決まっているため、個人ファイルに注意を促

すメモを貼り、再発防止に努めます。

34
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
本人 11月29日

レシートと買い物してもらった数量が違うことについ

て

申立者より、「レシートと買い物してもらった数が違っている。お

店には連絡したから次回の訪問の際に、サービスカウンターに

寄ってきてほしい。」との連絡があった。

訪問時に謝罪し、お店のサービスカウンターにて返金分を受け取り

ました。今回、レジで清算する際に入力ミスがあったこと、清算後に

レシートの確認を怠ったことが原因です。今後は、ご利用者から預

かるメモとレシートを照らし合わせ、誤りがないかチェックし、再発防

止に努めます。

35 天竜厚生会訪問入浴センター 配偶者 12月1日

入浴車への給水源である洗濯機の下が水で濡

れていることについて

申立者より、「入浴サービスが終了し、移動した車いす等を元

に戻そうと洗面所に行ったら、洗濯機下の床が水で濡れてい

た。」との連絡があった。

その場で詳細を伺い、担当アテンダントと訪問し、直接謝罪しまし

た。今回、サービス提供時に洗濯機のアタッチメントを外した際、

ホース内に水が残っており、床に流れた可能性があります。今後

は、洗濯機の既存のホースを外した際は、筒先にタオルを巻いて洗

濯機の中に入れ、蛇口周辺にもタオルを巻き、ナイロンシートを蛇

口や床に敷くようにします。また、持ち物チェック表に水漏れの項目

を追加し、職員2名で確認を行い、再発防止に努めます。
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36
天竜厚生会ケアサポートセン

ター

サービス事業

者
12月1日

10月分の利用実績の返戻について 申立者より、「ご利用者の10月分の介護保険請求の結果

が返戻になっているため、10月分の実績を確認してもらいた

い。」との連絡があった。

請求明細書、給付管理票返戻一覧表を確認し、ご利用者の生

年月日に誤りがあることが判明したため、申立者へ謝罪し、11月

の請求時に再請求することで了承を得ました。今回、当該ご利用

者は10月から関わり始めた方であり、基本情報を入力する際に

誤って入力したこと、確認を怠ったことが原因です。今後は、基本

情報や記録を入力する際は、集中できる時間を確保し、見直しを

確実に行います。

37
天竜厚生会訪問看護ステー

ション
配偶者 1月11日

訪問がないことについて 申立者より、「本日の訪問はないですか。」との連絡があった。 受付者より謝罪し、12時に訪問する旨を伝えました。今回、訪問

予定を記載したホワイトボードに申立者宅への訪問の記載がなく、

スケジュール表を確認せずに休みと思い込んだことが原因です。今

後は、ホワイトボードに訪問予定を記載した際の人数確認を徹底

するとともに、スケジュール表の記載ルールを手順化し、書面で残す

ことで再発防止に努めます。

38 障害者相談支援事業所きずな 本人 1月14日

相談員の対応について 申立者より、「年末に体調が不安定なことを察することなく、

多くの情報を伝え、負担をかけてきた。また、就労移行支援

事業所の体験日前日に確認の連絡がなかった。母の相談

員も同じ担当者であるが、私と母の心のケアができていない。

相談員に不信感があるため、私の相談支援事業所を変更し

たい。」との連絡があった。

担当者より、配慮が至らなかった点について謝罪しました。また、今

後の対応について改めること、相談支援事業所の変更については

見つかり次第調整し、丁寧に引継ぎを行うことを伝えました。今

回、申立者の体調に配慮することなく、サービス調整の相談や報

告を行ったこと、就労支援施設の調整について、申立者の不安に

寄り添うことができなかったことが原因です。今後は、ご本人の体調

を鑑みながら、連絡方法や報告内容を精査します。また、新たな

サービスや体験を行う際は、事前の打合せや意向確認を丁寧に行

い、必要に応じて前日に確認します。

39
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
子 1月10日

点眼薬の差し間違いについて 申立者より、「点眼薬が違っている。」との指摘があった。 その場で謝罪しました。今回、サービス利用後に当該ご利用者の

受診が控えていることで慌ててしまい、本来左目にする点眼薬を右

目にしてしまいました。今後は、点眼薬の袋やメモに右目、左目の

記載があるため、落ち着いて確認し、実施します。
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40
掛川市中部地域包括支援セ

ンター

サービス事業

者
1月24日

確認不足について 申立者より、「提供票の中に、別の事業所宛の提供票が混

ざっていた。破棄して良いか。」との連絡があった。

受付者より謝罪し、破棄していただくようお願いしました。今回、1

事業所ずつご利用者名と事業所名を確認しながら作業を行ってい

ましたが、途中電話対応を行った間に混乱したことが原因です。今

後は、地区別に配布書類を並べ、ファイルに入れるようにします。ま

た、配布前に中身を全て確認し、再発防止に努めます。

41
天竜厚生会訪問看護ステー

ション
本人 1月24日

リハビリの時間について 申立者より、「前回来てもらった時のリハビリ時間が短い。もっ

とリハビリをしてほしい。」との話があった。

受付者より謝罪し、この件について持ち帰り、改善することを伝えま

した。今回、計画したメニューを実施しましたが、10分ほど早く終了

してしまい、申立者のリハビリに対する意向を配慮できなかったことが

原因です。今後は、リハビリメニューを見直し、コミュニケーションを図

りながら、どのようなリハビリを希望するのか確認しながら行います。

42 介護福祉機器センター 子 1月25日

忘れ物について 申立者より、「納品に来た際に個人ファイルを挟んであるバイ

ンダーを置いて帰ったが、どうすれば良いか。私は今から外出

するため留守になるが、外に置いておくので、取りに来てくれて

もよい。」との連絡があった。

受付者より謝罪し、個人情報の記載があるため、後日あらためて

引き取りに伺う旨を伝えました。今回、用具の説明や注意事項の

説明を行った際に、書類が煩雑になってしまい、個人ファイルの上に

お渡しする書類を置いてしまいました。そのため忘れ物のチェックをし

ましたが、気づくことができませんでした。今後は、事前準備の段階

で業務の流れを考えながら書類を区別します。また、個人ファイル

は必要な時以外はカバンに入れておく等、ご利用者・ご家族の目に

触れにくい所に置き、再発防止に努めます。
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43 介護福祉機器センター
介護支援専

門員等
1月25日

料金表の説明不足について 申立者より「ご利用者の自宅へ用具を納品していただいた際

に、息子様から、『今月は満額の請求がかかるとの話があっ

た。』と伺ったが、現在入院中であり、当月退院であっても半

額請求となるはずであるため、確認していただきたい。」と連絡

があった。

説明不足であったことを謝罪し、納品した職員へ確認する旨を伝え

ました。今回、金額について説明を行った際に、本来であれば書面

を作成し説明を行いますが、対応が間に合わず、口頭のみの説明

になったため、介護保険の場合と、介護保険外の場合の金額につ

いて伝わりにくかったことが原因です。今後は、用具を納品し説明す

る際は、書類作成の時間を確保し、分かりやすく説明いたします。

また、話の途中、最後に「何か不明な点はございませんか？」と相

手の理解度、納得度を確認します。

44 龍山ケアサポートセンター その他 3月17日

電話対応について 申立者より「先日市民から、やすらぎの湯の営業時間につい

て電話した際に、周囲から大きい笑い声や個人情報の内容

が聞こえてきたと話があった。保健センター職員が不在時に、

問い合わせについて対応していただいていることに感謝してい

るが、市が管理する建物であるため、電話対応には注意して

いただきたい。」と連絡があった。

不適切な対応を謝罪し、事業所職員間で共有する旨をお伝えし

ました。今回の大きな笑い声については、どのような状況であるかは

不明ですが、公共施設内で業務しているという配慮が足りませんで

した。今後は、個人情報の話や難聴のご利用者に電話をする際

は、周囲の職員に伝え、対応します。また、公共施設内で業務し

ていることの意識を再度高めます。

45
天竜厚生会浜松ヘルパース

テーション
本人 3月11日

訪問忘れについて 申立者より「20分たったがヘルパーが来ない。」と連絡があっ

た。

サービス提供責任者より謝罪し、サービス提供責任者が代わりに

訪問する旨をお伝えし、了承していただきました。今回、担当ヘル

パーが、事前に休み希望をサービス提供責任者に伝えていました

が、サービス提供責任者は１日の休みではなく、最初のご利用者

の訪問のみ休むと捉えて、最初のご利用者のみ職員の調整を行い

ました。今後は、各ヘルパーより休み希望があった場合は、勤務表

と照らし合わせて確認し、休む時間や日時について確認し、休み

希望の用紙に記載します。
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46
天竜厚生会城北の家ケアサ

ポートセンター
子 3月22日

訪問忘れについて 申立者より「本日10時45分に訪問の約束をしたがケアマネ

が来ない。当初本日の14時の予定であったが、訪問リハビリ

と時間が重なるので変更してもらった。」と連絡があった。

担当者より訪問を失念したことを謝罪しました。今回、時間変更が

あり、14時から10時45分に変更しましたが、担当者が日にちを勘

違いしたことが原因です。今後は、訪問の日にち、時間の変更が

あった場合は、復唱して確認します。また、予定を入れた日や訪問

する日の前日や当日に、予定を再度確認します。

47
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
3月31日

FAX誤送信について 申立者より「3月分の実績がFAXで送られてきたが、担当で

ない方の分が送られてきた。」と連絡があった。

受付者より謝罪し、サービス提供責任者に伝えました。今回、FAX

する前に担当事業所ごとに一時的に保管するファイルにまとめて入

れていましたが、ファイルに記載してある事業所名と利用者名を確

認していませんでした。今後は、ファイルに記載のある事業所名、利

用者名を1回1回確認します。また、FAX送信時は、送信者、確

認者で送り先の事業所名、FAX番号を声に出して送信します。

48
障害者相談支援事業所はまき

た

サービス事業

者
1月12日

職員の対応について 申立者より「相談はまきたに、他事業所も交えた支援会議を

早急にお願いしたい旨を伝えたが、まだ対応してもらえていな

い。」と連絡があった。

受付者より謝罪し、担当相談員に対し、早急に支援会議の調整

を行うよう指導しました。今回、いつまでに開催すべきか確認してお

らず、申立者の早急に対応してほしいという気持ちを汲めずに、対

応が遅れました。今後は、支援会議の依頼があった際には、依頼

者と会議の開催時期について、具体的な日時等を確実に確認し

ます。

49 スーパー 本人 5月23日

出張販売で注文し購入したりんごが痛んでいたこ

とについて

Aデイサービスセンター職員より、「ご家族から『事前に注文

し、購入したりんご10個を自宅でカットしたところ、中が茶色く

変色していた。10個中3個カットし、3つとも変色しており、他

の7つは手付かず。10個とも返品したい。』と申し出があっ

た。」との話があった。

季節外れの青果は傷みが出やすいという認識が薄く、業者の持参

する品は傷みのないものという思い込みがありました。そもそも品質

の安定しない季節ものは注文をお断りするという選択肢をもってい

なかったこと、また冷蔵で届いた品は入荷後も冷蔵を維持するとい

う決まりがなかったことから、常温で現地まで運んだことが原因でし

た。申立者には謝罪し、商品回収後返金させていただきました。
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50 福祉サービス課 本人 7月17日

花火の残骸がゴルフコースに散乱していたことにつ

いて

ゴルフ場支配人より、「コースに天竜厚生会が打ち上げたであ

ろう花火の残骸が散乱していた。」と連絡があった。

現場に伺い、直接謝罪しました。イベント自体にはご理解いただ

き、次回からは気を付けるよう約束いたしました。開催時には事前

案内を行うとともに、当日の状況（風向きや風速）によっては翌

日に清掃作業できる体制を整えることを検討することとしました。

51 福祉サービス課 本人 7月30日

新型コロナウイルス感染症が流行している中、花

火大会を実施したことについて

申立者より、「新型コロナウイルス感染症が拡大している中、

なぜ自粛という方法をとらず花火大会を実施したのか。」と文

書が届いた。

花火大会の運営管轄部署である福祉サービス課より、花火大会

実施の経緯と感染予防策を講じた上での開催であることを直接申

立者に説明し、納得いただきました。


