
苦情公表：2021入所部門（障がい）

NO 対象部署 申立者 受付日 件　名 苦情内容 対応内容

1 赤石寮（短期） 親 4月30日

ショートステイ終了時の紙パンツの確認につ

いて

通所のお迎えの際、お母様より、「連絡ノートにも記載したけ

ど、ショートの迎えに行ったときジャージが下がっていて、背中を

触ったら濡れていた。ジャージを上げたときパッドが落ち、排便

していた。パッドは、職員さんが片付けてくれたが、家に戻って

すぐシャワー浴をした。帰るときには紙パンツが汚れていないか

確認してから引き渡してくれると助かる。」との話があった。

受付者がその場で謝罪し、今後確認を確実に行う旨をお伝えしま

した。翌日の送迎の際には施設長からも謝罪を行い、「よろしくお願

いします。」とのお言葉をいただきました。当該日に対応した職員

が、ホワイトボードにあるショートステイご利用者の情報の確認を

怠ったことが原因で、帰宅時の排せつ支援ができていませんでした。

情報の確認、支援の徹底を行うよう当該職員への面談を行い、ま

た、他職員へも他ご利用者を含めて保清状況の確認の徹底等連

絡板や各会議にて周知することとしました。

2 赤石寮 兄弟 5月17日

緊急連絡先の書類の記載間違いについて ご家族より、「今回送付された緊急連絡先の書類に、他者の

連絡先が書かれていた。自分の連絡先も、他者の書面に

載ってしまっているのではないかと心配であるため、確認してほ

しい。」との話があった。

受付時に謝罪し、再発防止を徹底する旨をお伝えしました。書類

を作成する際、手打ち入力で記録システムからの転記作業を行っ

たため、記載ミスが生じました。また、作成後の確認作業も名前の

みで確認不足がありました。今後は、転記作業の方法変更と職員

間で確認作業の内容・方法を再確認し、徹底してまいります。申

立者には、後日改めて是正内容の報告と謝罪を行い、「お願いし

ます。」とのお言葉をいただきました。

3 あかいし学園（短期） 親 6月1日

利用開始時に依頼したことの徹底について ご家族より、「本人が嫌がるため、火傷しやすいことは本人が

いる前で聞かないでほしいと以前伝えたが、その後も複数回

聞かれた。依頼したことは徹底してほしい。」との話があった。

ご意見をいただいた際に謝罪し、職員への周知と理解促進、今回

のご意見から丁寧な支援へ結び付けていく旨をお伝えし、「今後も

よろしくお願いしたい。」とのお返事をいただいきました。職員に確認

したところ、実際に聞いたのは、利用開始時とその次の時でしたが、

健康状態等の確認は利用時に都度していたので、「火傷のことま

で聞かれた」と認識されてしまった可能性があります。今後は、書面

のみで確認することとし、記録システムでの周知及び職員会議での

寄り添った支援の勉強会を行うことで支援に結び付けていくこととし

ました。

4 あかいし学園 親 6月28日

薬の管理について ご家族より、「息子の退所に伴い、施設に荷物を取りに伺った

が、預かった内服薬の残数にかなりの差異があった。説明して

ほしい。」との話があった。

申立者の話を傾聴し、当該施設に事実確認の上、希望に沿って

文書で回答することをお伝えしました。確認した結果、他施設から

当施設に移行する際にすでに内服薬（朝・就寝時）の残数に差

異があったこと、他施設にて就寝薬の調整の度に、（本来は不要

である）朝食薬も処方されていたことが差異の原因であったことを

文書にて回答いたしました。

取扱注意
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5 天竜厚生会アクシア藤枝 親 6月29日

ショートステイ利用中の怪我について ご家族より、「ショートステイ利用後に自宅で入浴した際、右

上腕に痣があった。また、他施設に通所した際に左目に傷が

あると報告を受けたため、利用中にできた傷かどうか調べてほ

しい。」との話があった。

施設内で確認し、対象者は歩行が不安定な方であり、利用時の

入浴後から就寝前の時間でよろけて壁等にぶつけた可能性が高い

旨をご説明しました。また、事前に発見できなかったことや痣ができ

た件について謝罪し、ご理解いただきました。

6 浜名 親 7月10日

日中一時利用中の支援について ご家族より、「日中一時終了後に、『今日は職員が床に降ろ

すのを忘れてしまい、車椅子で過ごました。すみません。』と担

当職員から言われ、不信感を持って帰宅した。記録表ではト

イレ誘導したとあるが、トイレ誘導後も車椅子に乗せて過ごし

ていたのか教えてほしい。」との話があった。

申立者へ謝罪し、事実確認の上あらためて連絡することをお伝えし

ました。職員に確認したところ、業務に気を取られ車椅子から床に

降ろすことを怠ってしまった旨を確認し、適切な支援ではなかったこ

と、ご本人に不快な思いを抱かせたことを改めて謝罪しました。

7 厚生寮 親 7月20日

入浴サービスの迎えが来ない件について ご家族より、「入浴サービスの送迎が来ないと事業所から連

絡があった。今日は利用日ではないのか？」との話があった。

送迎について失念していたことを謝罪しました。ご家族が事業所の

近くにいるとのことで、お迎えに行っていただけることとなりましたが、

送迎していただいた際に、送迎忘れについてあらためて謝罪しまし

た。ご家族より、「わかりました。今後ともよろしくお願いします。」との

返答をいただきました。後日、ご本人を迎えに来たご家族に対して

施設長からも謝罪し、「大丈夫です。」との返答をいただきました。

8 厚生寮 地域住民 7月28日

公用車の車間距離について 地域住民より、「当施設の車の運転の仕方に危険を感じた。

謝罪に来てほしい。」との話があった。

申立者に謝罪しました。ドライブレコーダーの映像を職員の安全教

育に活用するとともに、法人職員へ安全運転の重要性を伝えてま

いります。

9 浜北学苑 その他 9月22日

送付されてきた郵便物に他ご利用者の郵

便物が混入していた件について

申立者より、「先日受け取った施設からの郵便物の中に、他

者の郵便物が入っていた。返送するため対応をお願いしま

す。」とのメモと誤送した郵便物が当施設に届いた。

他ご利用者宛の郵便物を誤配送したことについて謝罪しました。

今後は、職員2名体制で確認してから封入作業を行い、再発防

止に努める旨を伝え、ご理解いただきました。
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10 赤石寮 親 12月5日

他利用者の服を着ていた件について ご家族より、「ショートステイ利用後の迎えに行った際、他利

用者の上着を着用していた。本人の上着はどこか調べてほし

い。」との話があった。

入所受付した際に他ご利用者の上着と一緒に保管し、荷物チェッ

クの未記入がありました。今後は、他ご利用者の荷物と衣類が混

在しないように1人1ケースにて保管します。また、未記入が発生し

ないように職員間で記入したかどうかの引継ぎを行い、再発防止に

努めます。

11 赤石寮 兄弟 12月11日

外出時の荷物が用意されていない件につい

て

外出のため迎えに来られたご家族より、「いつも外出の際に

持っていく荷物が用意されていない。外出時には紙パンツを履

かせてほしい。ハンカチを持たせてほしい。」との依頼があった。

外出対応した職員に引継ぎが行われていませんでした。今後は引

継ぎの確認を徹底し、依頼があった①外出時の荷物、②紙パンツ

の着用、③ハンカチを荷物に入れるように徹底し、再発防止に努め

ます。

12 天竜厚生会アクシア藤枝 その他 12月20日

無理やり言わせようとする件について 申立者より、「人見知りが激しく、中々新規の職員さんに、

困っていることややってほしいことを言えないのに無理矢理言わ

せようとして来る職員さんがいて、どうしたらよいかわからない。」

と苦情申立フォームより連絡があった。

申立内容から、ご利用者の気持ちの確認や汲み取りに配慮が足り

なかった部分や支援を担当した職員の言動が、ご利用者に対して

苦手なことをさせた可能性があります。施設での過ごし方や困った

時の対応について、個々の対応を心掛けていましたが、配慮が足り

ない部分もあったため、新たに「話し合いシート」を作成しました。今

後は、ご利用者自身が気持ちを出しづらい場合への配慮として活

用していき、あがった意見を施設会議で職員に周知し、ご利用者

の自立度だけでなく、性格、気になるポイント、嫌なこと、ご本人が

将来どんな姿になっていたいかな等にも着目し、対応を検討してい

きます。

13 さやの家・短期 親 1月20日

請求間違いについて ご家族より、「請求書を確認していると、令和3年12月の請

求書に記載されている食費が前月より高かった。理由を教え

てほしい。」との話があった。

受給者証と請求書を確認すると、令和3年12月分の食費が減免

適用されていない金額で記載されていました。食費に関する情報が

反映されていなかったため、今後は各項目の確認をダブルチェックで

行い、再発防止に努めます。

14 赤石寮 親 2月3日

通所日が休みになったことについて 申立者に確認したいことがあり連絡すると、会話の中で、「もと

もと通所日であった日が休みになった理由を教えて欲しい」と

問い合わせがあった。

誤って他ご利用者の連絡ノートを確認し、休みと判断しました。連

絡ノートに記載する前に再度ご本人のものか確認を行い、重要な

連絡事項は必ずコピーをとり、後に再度確認を行えるように綴って

おくことで再発防止に努めます。
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15 天竜厚生会アクシア藤枝 親 2月12日

与薬忘れについて 申立者より「1/29（土）～1/30（日）にショートステイを

利用させてもらったが、1/29（土）の昼食薬が残ったままで

あった。2回目の与薬忘れである。利用している本人にとって

大事な薬である為、気を付けてほしい。」と話があった。

当施設から昼食薬の袋は渡しておらず、与薬できていなかったこと

を謝罪しました。施設から昼食薬の袋を家族へ渡し、薬の内訳を

明確にすることで、薬の管理から与薬まで確実に実施します。ま

た、個人の状況表にも昼食薬がある旨注意書きし、誰が見ても昼

食を挟む利用時には昼食薬があることがわかるようにして再発防止

に努めます。

16 天竜厚生会グループホーム その他 1月31日

ご利用者に対する対応について 申立者より「利用者への怒鳴りつけ、職員への連絡不届き、

買い物代行時の不審。利用者のベットや毛布などを買い物

代行して頂いたようですが、どうみても中古品が届いているよう

です。しかし担当者の話によると新品という話で、利用者の生

活費から差し引かれている模様。新品の物はどこに行ったの

か？部屋の汚れについても相談してもすぐに改善してもらえな

い。もう少し利用者のことを考えて仕事して欲しい。」とホーム

ページよりご意見があった。

該当ホーム担当者を除いた職員にて、ご利用者への聞き取り及び

面談を実施しました。①「職員への連絡不届き」は職員間の情報

伝達不足による行き違い等が推測されます。②「買い物代行にお

ける中古品の購入」については、過去の購入履歴にベッドはありま

したが、中古品の購入履歴は確認できませんでした。③「部屋の汚

れ」については、申立者の求めるスピード感で対応できず、見通しの

説明が不十分であったこと、ご理解を得られていなかったことが考え

られます。④「利用者に対する怒鳴りつけ」について、ご利用者との

面談のなかでは、担当職員に対して辛い思いや不満等を抱いてい

る様子は確認できませんでした。ご意見にあった内容の確認はでき

ませんでしたが、そのように感じられた要因として、担当職員のご利

用者に対する言動や支援姿勢、説明の不十分さがもたらしたもの

であると考えます。後日、統括部署より担当職員及び職員に対し

て、ご利用者やご家族への丁寧な対応を心掛けること、内部コミュ

ニケーションの強化について指導し、周知徹底を図りました。

17 厚生寮 親 3月4日

処置を依頼したが処置されていなかった件

について

日中一時終了時、迎えに来たご家族より「仙骨部の褥瘡の

処置を依頼し、本人からケアワーカーにお願いしたが、処置し

てもらえなかったと聞いた。気になったので詳細を教えてほし

い。」との話があった。

ご家族からの依頼の引継ぎが漏れており処置をしていませんでし

た。今後は口頭での依頼は必ずメモや記録で残して引き継ぐように

し、処置が終了したか確認を行うことで再発防止に努めます。
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18 厚生寮 親 2月28日

以前決めた支援内容と違っていた件につい

て

申立者より「以前支援方法について話し合いをした際、買い

物は職員が付き添うという話になっていたがなぜ行かなかった

のか」との話があった。

職員間での情報共有、支援方法についての周知が不十分でし

た。今後はご本人から買い物の希望があった際は必ず職員が付き

添いを行います。また、ご本人、ご家族と事前に時間帯や日にちを

相談して決めておくことで付き添い忘れがないように努めます。

19 赤石寮 本人 3月16日

送迎車両の車間距離について 申立者より「後方を走る公用車の車間距離が近く、どこの事

業所か特定してほしい。ルームミラーを見ても車がとても大きく

映っており、運転の仕方について責任者と話がしたい。」と法

人本部に連絡があった。

当該施設長より申立者に連絡し、謝罪しました。運転者・ドライブ

レコーダーの確認より車間距離の詰めすぎはなかったと認識していま

すが、前方の運転者からするとそのように感じる場合があることから、

運転時には細心の注意を払い、運転マナー（車間距離の確保・

速度超過）を徹底するよう職員に周知しました。

20 天竜厚生会アクシア藤枝 本人 3月21日

ご利用者への対応について 申立者より「夕食前に入所ご利用者同士の関わりを注意し

ていた職員がいたが、注意の仕方が強く、耳を引っ張っている

ように見えた。注意されているご利用者がかわいそうだと思う。

注意している声が大きかったため、怖かった。」と話があった。

ご利用者Aがご利用者Bに覆いかぶさる形で食堂にて過ごしていま

した。覆いかぶさっていた行為を制止するために遠くから大声でご利

用者Aに注意し、耳を引っ張っていると勘違いするくらい服を強く

引っ張り引き離していました。

職員のご利用者支援に対する理解不足が原因です。障がいの理

解を深めるための学びの機会を設け、大声で注意するのではなく、

ご利用者の近くまで行きわかりやすい表現で伝えることで、ご利用

者に同じような思いをさせないように努めます。


