
苦情公表：2021就労支援部門

NO 対象部署 申立者 受付日 件　名 苦情内容 対応内容

1 天竜福祉工場 その他 4月21日

納品されたオムツ回収袋にピンが混入して

いた件について

集配ドライバーがA施設へ集配をした際、職員の方より、「オ

ムツ回収袋にピンが入っており、そのピンで職員が怪我をし

た。」との話があり、現物を受け取った。

福祉工場職員（営業担当）が集配ドライバーから現物を受け取

り確認した後、A施設へ出向き謝罪いたしました。オムツ回収袋は

縫製された布の内側に安全ピンの留め具が入っていたため、オムツ

回収袋の購入業者に事実確認を行いました。製造工程での安全

ピン使用はなく、検針機を使用している（ハンディタイプ）が検査を

すり抜けた、意図せず混入した可能性もあるとのことだったため、安

全ピンが混入しない作業環境の徹底と検針機検査の実施方法に

ついて是正を依頼しました。また、福祉工場内でのたたみ作業の

際、目視チェックで発見することができなかったため、作業時は目視

検査に加え手指検査も行うこととしました。なお、金属探知機を用

いた検査体制を今後検討していくこととしました。原因と是正につい

ては、申立者にお伝えいたしました。

2 天竜ワークキャンパス 兄弟 7月3日

郵便物（あかまつ）の封がされていなかっ

た件について

入所施設ご利用者のご家族より、「先日届いた厚生会からの

封筒が封をされておらず、機関誌あかまつの冊子が入ってい

た。他にも書類を入れていないか。個人情報が流出していな

いか。糊付けもされていないような状態であった。」との電話が

あった。

あかまつ以外の封入物の有無が不明であり、法人日直者から、あ

かまつの送付発注部署に確認しました。あかまつ以外の封入物は

ないとの確認が取れたため、申立者に報告し、謝罪いたしました。

あかまつの封入作業はワークキャンパスで実施しております。作業は

工程を分けて行っていますが、糊の強度や糊付けの薄さが原因で

しっかり張り付いていなかったか、糊付けの工程を通らず箱入れされ

てしまった可能性が考えられます。是正策として、スティック糊はその

都度使い切り、新しい物を使用することにしました。また、今回いた

だいたご意見は、あかまつ封入作業の担当ご利用者・職員にも周

知し、糊付けに対する意識を高めるようにしました。今後の封入作

業時にも、是正策を説明してから作業に入るようにしていきます。

後日、申立者のご家族が入所されている施設のソーシャルワーカー

より申立者へ連絡し、再度謝罪と是正策をお伝えしました。

取扱注意
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3 みのり その他 7月7日

草刈り作業でサツマイモの苗を切られてし

まった件について

草刈り作業を行った小学校の教頭先生より、「前日の草刈り

作業にて、生徒が植えたサツマイモの苗を切られてしまった。

弁償してほしい。」との電話があった。

現地に出向き、状況を確認して謝罪いたしました。また、苗を購入

し、植え付けを行いました。作業に入る前には、先方の担当者に状

況を確認してから作業を開始することになっており、今回も同様に

確認をしておりましたが不十分でした。事前の段階で作業の可否

の範囲を確認し、図面にチェックのうえ作業職員に周知を図ること

にしました。

4 天竜福祉工場 職員 8月3日

洗濯物に他施設の衣類が混入していた件

について

施設の職員（法人内）より、「今回納品された2階分の衣

類の中に、他施設の物が混入している。一度、カゴごと返却

したいため、回収に来てもらいたい。」との問い合わせがあった。

その場で謝罪し、すぐさま回収に伺いました。洗濯物のカゴの中に

は、他施設ご利用者の下着や靴下が数枚混入していました。洗

濯に関わる工程内で混入したと思われます。仕分けや洗濯、乾

燥、たたみ時の確認不足が原因として挙げられるため、それぞれの

工程で確認や作業の見直しを行うこととしました。

5 天竜福祉工場 その他 8月6日

納品書の数量間違いについて 取引先施設の職員（外部）より、「7/1と7/8のエプロンと回

収袋の数量が納品書に入っていないが、請求されているのは

なぜか。」との問い合わせがあった。

製品は納品されていましたが、納品書の記載が漏れていたため訂

正した納品書を発行し、謝罪いたしました。納品書は納品の前日

午前中に入力とプリントアウトを行っていますが、ご指摘いただいた

施設では、午後に数量が確定し入力を行うため、再度納品書を

発行して差し替える必要がありました。しかし、納品書の再発行と

差し替えを失念したため、間違った納品書が届いてしまいました。

今後、差し替えが必要となる納品書は別で管理し、漏れなく差し

替えができるようにします。また、納品書のプリントアウト前に数量の

入力を済ませ、再発行と差し替えの作業をなくします。担当者はパ

ソコンにテプラを貼り、注意喚起を行うこととしました。
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6 天竜福祉工場 その他 8月26日

納品書の数量間違いについて 取引先施設の職員（外部）より、「7/29納品分のバスタオ

ルの数量が違うため、確認してもらいたい。」との問い合わせが

あった。

製品は納品されていましたが、数量の計算を間違えていたため、訂

正した納品書を発行し謝罪いたしました。納品書は、次回納入表

に記載されている数を手計算して入力していますが、二度計算した

にもかかわらず計算を間違えてしまいました。一人で手計算と入力

をしていたため、ダブルチェックを実施し、入力することにしました。

7 天竜福祉工場 その他 8月28日

納品場所間違いについて 取引先施設の職員（外部）より、「外来分の枕カバー30枚

が見当たらないので、納品されているか確認したい。」との問い

合わせがあった。

謝罪し、配送担当への確認と原因究明を行い、是正策を立てて

いく旨を伝えました。ご指摘いただいた施設では、病棟と外来の計

２か所の納品場所があり、今回は外来分の枕カバーを病棟に届け

てしまいました。外来分はイレギュラーでシーツ類の発注があります

が、その点について前任の配送担当者からの引継ぎが不足してい

たことが原因です。今後、配送担当者による納品場所や納品物の

確認の徹底、納品物積み込み時の再チェックを行うようにしました。

後日、納品した際にも改めて謝罪いたしました。

8 天竜福祉工場 職員 9月14日

下拭きタオルの納品数不足について 施設の職員（法人内）より、「9/14納品時、追加した下拭

きタオル200枚が未納となっているため、9/16の定期納品分

と合わせて400枚で納品してほしい」との問い合わせがあった。

直ちに謝罪し、9/16の定期納品分に追加することを伝えました。

今回、納品前日に数量変更の連絡を受けたため、速やかに荷造り

を行う出荷担当職員へ伝達する必要がありましたが、クリーニングシ

ステムの入力だけ行い、伝達を失念しました。数量変更を受けた

際にはクリーニングシステムの数量変更を行い、間に他の業務を挟

まず、変更内容をすぐに関係部署へ依頼することにしました。
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9 天竜福祉工場 その他 9月13日

納品されたラバーシーツのシワについて 取引先の職員（外部）より、「納品されたラバーシーツにシワ

が多いため、工場長同席で確認しに来てほしい」との問い合

わせがあった。

工場長と営業担当者で訪問し、シワの入ったラバーシーツを確認し

ました。シワが発生した原因（既定重量以上の量で洗い・乾燥を

行っている可能性、乾燥からたたみまでの保管の仕方による可能

性）について説明し、謝罪いたしました。シワの入っていたラバー

シーツは納品済みであったため、代替交換対応を行いました。今

後、洗濯物は決められた分量を厳守して洗い・乾燥を行うよう、洗

濯物をランドリーに押し込まず、すり切れを上限とすること、小型洗

濯機につけてある分量の矢印シールを守ることについて再周知を行

うこととしました。

10 天竜福祉工場 職員 10月1日

納品場所間違いについて 施設の職員（法人内）より、「本日2階納品分の巻き下拭

きタオル500本が450本しか納品されておらず、不足分50本

が1階に納品されていた。指定された納品場所に納品をして

いただかないと入荷の確認ができないので困る。」との問い合

わせがあった。

謝罪し、集配担当者への注意喚起を行う旨を伝えました。集配担

当の従業員に確認したところ、「コンテナを移動する際にコンテナの

中のカゴが倒れてしまい、一番上のカゴの中身を入れ直した。」との

報告がありました。その際、2階分を1階分のカゴに誤って入れた可

能性があります。出荷準備時、カゴが不安定にならないような積み

込み方（カゴの向きや高さなど）について、出荷場の職員及び従

業員と確認し周知徹底を図るとともに、納品物を積み込む際、コン

テナ内でカゴが倒れそうであれば内部集配担当者が自ら積み替え

て納品することとしました。また、納品物を倒したり混ぜてしまった場

合には、自己判断をせずに福祉工場の職員を呼ぶか、一度福祉

工場に戻って職員に確認してもらうようにしました。

11 天竜福祉工場 職員 10月25日

洗濯後の衣類が生乾きだった件について 施設の職員（法人内）より、「クリーニングから返却された衣

類について、冬物衣類が乾いておらず、生乾きであることが判

明しました。」という内容のメールを受け取った。

施設に連絡し、謝罪しました。乾燥時間が短かったことと、たたむ際

の確認不足が原因と考えられます。厚手の物が多い場合には、全

体量を減らして乾燥させ、乾燥時間を長くすること、冬物の厚手ズ

ボンのポケットは外に引っ張り出して洗い、乾燥することとしました。

また、たたむ際には厚手ズボンのポケットも確認し、乾ききっていない

衣類はカゴに入れないようにします。乾燥状態については、一人で

判断せず、職員や他従業員に確認を行います。
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12 天竜福祉工場 その他 1月4日

配送時間の遅れについて 取引先の職員（法人外）より、「定期集配時間が基本的

に午前中のため集配を待っていたが、来ないので問い合わせ

をした。17時までに集配してもらいたい」との連絡があった。

謝罪し、15時半には集配を完了しました。基本的には午前中に

集配をしている取引先ですが、急な予定変更となって午前中に集

配できず、連絡を怠っていました。集配者を決めていなかったことが

原因です。集配者は勤務表に記載し、予定変更や勤務変更をし

た場合には、別の担当者を決めておくこととします。また、毎朝納品

書ボックスを確認し、取り残した納品書等がないか確認をします。

13 天竜福祉工場 その他 1月7日

納品物に福祉クリーニングの資材が入って

いた件について

委託業者より、「取引先A（法人外）に納品された包布32

枚のうち、4枚が福祉クリーニングの包布であった」との連絡が

あった。

当該委託業者が元請であり、取引先（A）には委託業者の専用

包布（花柄）を納品しています。今回、専用包布以外に、福祉

クリーニングの包布（白色）が混ざってしまっていました。製品を作

る際、白色包布をそのまま置いていたため、後から作業していた委

託業者の専用包布（花柄）包布と一緒に梱包してしまったことが

原因です。作業時の端数はすぐにその場から移動させ、他の物と混

同しないようにします。また、枚数を数え梱包する際に同じ物である

か確認します。

14 天竜福祉工場 その他 2月4日

納品書の数量間違いについて 取引先施設の職員（法人外）より、「１月分衣類洗濯重

量について、納品書（10.58㎏）と請求書（16.38㎏）

で差異がある」との問い合わせがあった。

1/17分納品衣類として、10.58㎏と5.8㎏（追加分）を洗濯し

合計16.38㎏でしたが、追加分を含んだ納品書の差し替えを怠っ

たため、納品書と請求書の数字に差異が発生しました。納品書に

は前日午前中までの作業分までで区切り、明確化します。また、

請求書発行時には、受領書や衣類回収・加工伝票、請求明細

書の重量を突合し、納品重量と請求金額に間違いがないか確認

することとしました。

15 天竜福祉工場 その他 3月8日

納品書の数量間違いについて 取引先施設の職員（法人外）より、「2/8と2/17納品分の

エプロンと回収袋の数量が請求されているが、納品書には記

載されていない。どちらが正しいのか回答してほしい」との問い

合わせがあった。

数量変更の連絡を受け変更入力をしましたが、変更前にプリントア

ウトしてあった納品書と、数量変更後の納品書の差し替えを怠った

ため、間違いが生じました。納品書データ作成時には担当工場に

数量を確認するとともに、請求時に納品明細書と受領書の突合を

行い、納品数と請求数が合っているか確認を行います。
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16 天竜福祉工場 職員 3月9日

台車が片付けてなかったことについて 施設職員（法人内）より、「内部集配用に用意していたミニ

ポリトラー（台車）が片付けられていなかったため、出荷作業

を行っていた当事業所のご利用者が踏んでしまい、転びそうに

なった」との話があった。

使用後の片付けについて（①「ミニポリ置き場」と掲示してある場

所に立て掛ける、②事業所職員に手渡す）ことを内部集配に携

わる職員および従業員に再度周知を行いました。

17 天竜福祉工場 その他 3月12日

ドライバーの態度について 匿名の方より電話があり、「自分が向かいの店に用事があり、

路上駐車をしていた。それが悪いのは分かっているが、後ろか

ら来たトラックのドライバーの態度が偉そうで気分が悪かった。

クラクションを鳴らされ、手で払うような仕草をした。トラックから

降りた後に目が合ったが、睨まれたように思う。もう少し柔らか

な態度はとれないものか」との話があった。

謝罪し、ドライバーが戻り次第確認しました。申立者の車両は、交

通量もある道路で施設駐車場の入り口に止まっていました。そのま

までは駐車場に入れないため、クラクションで合図し、駐車場を指さ

して入りたい旨を伝えたとのことでした。配送業務を委託している委

託業者の専務に報告し、是正・指導をしてもらうこととしました。

18 天竜福祉工場 その他 3月17日

二重請求について 取引先施設の職員（法人外）より、「令和3年12月締め

分の公費分請求書に掛布団ウール１枚が請求されているの

はなぜか」との問い合わせがあった。

ご指摘いただいた掛布団ウールは個人請求されており、入金済み

でした。二重請求していた旨を報告し、公費入金分の金額を返金

しました。今回、急な依頼で個人扱い請求として外注工場より伝

票なしで受け取りましたが、その後、外注工場より伝票が届いた

際、別の担当者が公費請求分としてデータに反映させてしまったこ

とが原因です。外注工場からの入荷分については、請求が公費な

のか個人なのかを明確にし、出荷のなかで担当者を決めて処理を

行うこととしました。

19 天竜福祉工場 職員 3月14日

回収袋が道路に落ちていたことについて 施設職員（法人内）より、「使用済みタオル類入りの回収

袋が道路（施設の建物前駐車場付近）に落ちていた」との

連絡があった。

謝罪し、すぐに回収しました。軽トラックの荷台にネットをかけていな

かったため落ちてしまいました。軽トラックに回収袋等を乗せる場合

や荷が多い場合には、荷台にネットを被せ、回収物や製品が落ち

ないようにします。
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20 天竜福祉工場 その他 3月18日

誤納品について 取引先施設の職員（法人外）より、「3月末までラバーシー

ツの納品を止めてほしいと電話したが、納品されているのはな

ぜか」との問い合わせがあった。

取引先施設から数量変更の連絡をいただき、事務所データ入力

者がラバーシーツの納品数を変更しましたが、変更入力時のダブル

チェックを怠っており、事務所他職員2名や工場出荷係、ドライバー

と情報共有できていませんでした。そのため、事務所他職員がラ

バーシーツの出荷指示票が出ていないことに気付き、計画納品数

を入力したことにより、変更が反映されないまま誤納品に至りまし

た。数量変更があった場合には、必ずメモに残して入力後のダブル

チェックを行うとともに、出荷係とドライバーにもメモで情報を伝えるこ

ととします。

21 天竜福祉工場 その他 3月29日

請求金額の間違いについて 取引先施設の職員（法人外）より、「フェイスタオルの単価

が1枚8円のはずが、360枚だけ40円になっているのはなぜ

か」との問い合わせがあった。

取引先施設に謝罪し、請求書を再発行いたしました。納品書デー

タの入力・変更の作業中、金額欄を誤って40と打ち替えていまし

た。また、請求書確認時にも気付くことができず、請求金額間違い

が発生しました。今後、納品数欄のデータ入力・変更の作業中

は、金額欄に移動しないようエンターキーを使用せず入力し、ミスタ

イプを防ぎます。入力後、納品数とともに単価の確認も行います。

請求書確認時には、金額の異なる製品が存在しないか、確認を

徹底することとします。


