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は じ め に 

 

日頃から、利用者の苦情や要望等を適切に受け止め、質の高い福祉サービスの提供にご尽

力されている皆様をはじめ、委員会の活動を支援いただいている関係各位に心から感謝を申

し上げます。 

さて、委員会では「苦情解決小委員会」と「運営監視小委員会」を設置し、福祉サービス

に関する利用者等からの苦情の適切な解決を図るとともに、日常生活自立支援事業の適正な

運営の確保に努めているところです。 

昨年度、苦情解決事業においては、事業所における接遇や利用者ニーズへの対応能力等の

向上を図るため「苦情を考えるセミナー」を開催し、県内 3 つの事業所から実際の対応事例

と日頃の利用者や家族との向き合い方等についてお話いただきました。 

その他、実際の事例をもとに対応のプロセスを検討する「応用研修」、事業所巡回訪問を実

施しました。 

他機関連携については、岩手県国民健康保険団体連合会や岩手県高齢者総合支援センター

との情報交換会を開催し、相談内容や対応方法について共有することで、苦情解決の仕組み

の機能強化に取組んだところです。 

また、運営監視事業においては、日常生活自立支援事業実施状況の確認のため小委員会で

の定期報告及び各基幹社協に対する現地調査を実施し、利用者のニーズに対応した適正な事

業運営が図られるよう、助言等を行いました。 

昨年度、委員会に寄せられた苦情、相談の総数は 119 件となりました。特徴として職員の

接遇に対する苦情や、事業者の説明不足による苦情が多く寄せられています。また、平成 29

年度に引き続き、同一申出人からの同一事業所に対する苦情、相談も見受けられます。 

そのような中で、事業者は利用者等からの苦情、要望を真摯に受け止める体制づくり、職

員の資質向上やスキルアップ等に積極的に取り組む必要があります。 

委員会としても、引き続き実践に役立つ研修等を開催し、苦情解決の仕組みの整備及び定

着に向けて、社会福祉事業者の取組を支援してまいります。 

本書は、平成 30 年度の委員会の活動等をまとめたものです。福祉サービス事業所をはじめ

とする関係機関の皆様に、円満な苦情解決に向けた取組の参考としてご活用いただければ幸

いです。 

 

平成 31 年 4 月 

 

                   岩手県福祉サービス運営適正化委員会 

     委 員 長  宮 城 好 郎        



 

 

 

目   次 

 

 

第 1部 

平成 30年度 岩手県福祉サービス運営適正化委員会事業報告書 

 

1 福祉サービス運営適正化委員会事業実施状況・・・・・・・・・・・   1～10 

  2 主な苦情事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11～21 

  3 適正化委員会委員及び選考委員会委員名簿・・・・・・・・・・・・ 22～23 

 

 

第 2部 

平成 30年度 福祉サービスの苦情を考えるセミナー報告書 

 

  1 主催者あいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24 

     岩手県福祉サービス運営適正化委員会 委員長  宮城 好郎  

  2 講義・事例発表・情報交換要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・  25～33 

 3 開催要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34～35 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部 

平成 30 年度 

福祉サービス運営適正化委員会事業 

報 告 書 



1 

 

平成 30年度  岩手県福祉サービス運営適正化委員会事業実施状況 

 

福祉サービス利用者等からの苦情の適切な解決と日常生活自立支援事業の適正な運営確保の

ため、苦情解決事務を取り扱う合議体（苦情解決小委員会）及び運営監視事務を取り扱う合議

体（運営監視小委員会）を設置し、目的に沿った活動を積極的に展開した。  

「苦情解決小委員会」においては、苦情を考えるセミナー（1回／195名）及び苦情解決情報

交換会（全 12回／453名）、福祉サービス事業者に対する巡回訪問（40事業所）、更には、福祉

サービス事業所の職員研修等への講師派遣（9回／218名）など、事業者が円滑かつ適切に苦情

を解決できるよう体制づくりの支援に努めたほか、ホームページ等を通じて制度の周知・啓発

を図った。 

「運営監視小委員会」においては、日常生活自立支援事業の実施主体である岩手県社会福祉

協議会地域福祉企画部生活支援相談室及び 5 基幹社協から、小委員会の開催の都度、個別の相

談及び契約、利用者援助の状況等を含め事業全般について報告を求め、他の 7 基幹社協につい

ては現地調査を実施し、必要に応じて社会福祉法第 84条により助言を行うなど、事業の適正な

運営の確保に努めた。 

 

1 運営適正化委員会委員選考委員会の開催状況 

［開催回数：1回］ 

(1) 選考委員会の開催 

開 催 日：11月 1日（木） 

    議   事：委員長の選出［北向委員を委員長に選任］ 

副委員長の指名について［北向委員長から山下委員を指名］ 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会委員の選考について 

 

(2) 選考委員会委員の委嘱（任期満了による改選） 

    任   期：平成 30年 10月 13日から令和 2年 10月 12日まで 

 

2 運営適正化委員会（全体会議）の開催状況 

［開催回数：2回］ 

(1) 第 1回福祉サービス運営適正化委員会 

開 催 日：4月 24日（火） 

    議  事：平成 29年度事業報告について 

平成 30年度事業計画（案）について 

平成 30年度収支予算について 

 

(2) 第 2回福祉サービス運営適正化委員会 

開 催 日：12月 4日（火） 

    議   事：委員長の選任について［宮城委員を委員長に選任］ 

         副委員長の指名について［宮城委員長から菊池委員を指名］ 

         運営監視小委員会及び苦情解決小委員会委員の指名について 

         ［宮城委員長から各委員に対し小委員会の所属を指名］ 
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2 苦情解決合議体の運営状況 

(1) 苦情解決小委員会[開催回数 7回] 

開催日時 議 事 

第 1回 
4月 24日(火) 

14時～16時 

・29年度 2月～3月の苦情相談案件について 

・巡回訪問の実施、情報交換会の開催予定について 

第 2回 
5月 22日（火） 

14時～16時 

・4月の苦情相談案件について 

・巡回訪問、情報交換会の報告、苦情を考えるセミナーの説明 

第 3回 
7月 24日（火） 

14時～16時 

・5月～6月の苦情相談案件について 

・巡回訪問、情報交換会、苦情を考えるセミナーの報告 

第 4回 
9月 25日（火） 

14時～16時 

・7月～8月の苦情相談案件について 

・巡回訪問及び情報交換会の報告 

第 5回 
12月4日（火） 

14時30分～16時 

・9月～10月の苦情相談案件について 

・巡回訪問及び情報交換会の報告 

第 6回 
1月 29日（火） 

14時～16時 

・11月～12月の苦情相談案件について 

・巡回訪問及び情報交換会の報告 

第 7回 
2月 26日（火） 

13時～14時 

・1月の苦情相談案件について 

・事業所内研修及び情報交換会の報告 

 

(2) 苦情受付・対応の状況 

合計 119件（苦情 51件／一般 68件） 

① 月別、受付方法別件数 

 受  付  方  法 

来  所 電  話 書面（FAX、メール、郵便等） 計 

苦 情 一 般 苦 情 一 般 苦 情 一 般 苦 情 一 般 

４月 0 0 4 7 4 0 8 7 

５月 0 0 3 3 0 0 3 3 

６月 0 2 5 2 0 0 5 4 

７月 1 0 5 4 0 0 6 4 

８月 1 1 3 6 1 0 5 7 

９月 1 0 1 7 1 0 3 7 

１０月 0 1 3 5 0 0 3 6 

１１月 0 0 1 7 0 0 1 7 

１２月 1 1 1 5 2 0 4 6 

１月 0 0 2 3 1 0 3 3 

２月 0 0 5 5 0 1 5 6 

３月 0 3 5 5 0 0 5 8 

合 計 4 8 38 59  9  1 51 68 
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② サービス種別               ③ 苦情内容の内訳 

区 分     
年度累計 

苦情相談 一般相談 

高齢者 8 14 

障害者 37 48 

児 童 3 3 

その他 3 3 

計 51 68 

 

④ 苦情解決状況         

 

 

(3) 研修実施・参加状況 

区 分 研修・会議名 回数 
参加者又は

出席者 

主催・協力研修等 

苦情を考えるセミナー 1回 195名 

福祉サービス苦情解決情報交換会（基礎研修） 10回 356名 

福祉サービス苦情解決情報交換会（応用研修） 2回 97名 

事業所が主催する研修会への講師派遣 9回 218名 

国保連との情報交換会 1回 8名 

全国社会福祉協議会・ 

他県運営適正化委員会 

主催研修等 

北海道・東北ブロック運営適正化委員会事務局連絡会議 1回 1名 

運営適正化委員会事業研究協議会 1回 1名 

運営適正化委員会相談員研修会 1回 1名 

合計 26回 878名 

 

 

 

区 分 年度累計 

① 助言・申し入れ 48 

② 話し合いの推奨 1 

③ 紹介伝達 1 

④ その他 1 

計 51 

区 分 年度累計 

① 職員の接遇 37 

② サービスの質や量 6 

③ 説明・情報提供 5 

④利用料 1 

⑤被害・損害 2 

⑥権利侵害 0 

⑦その他 0 

計 51 

 

※ その他の主な内容 

申出人からの連絡が途絶えたもの 
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［研修の概要等］ 

① 苦情を考えるセミナー 

    開催日時：6月 18日（月） 13時 00分～16時 30分 

    会  場：いわて県民情報交流センター アイーナ（盛岡市） 

 参 加 者：195名（苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等） 

   内    容：講義「苦情解決の基本的考え方と対応のポイントについて」 

                  岩手県福祉サービス運営適正化委員会 委員長 宮城 好郎 

                       （岩手県立大学 社会福祉学部教授） 

事例・取組紹介  

「苦情を申し出やすく、受け止めやすい雰囲気づくりの工夫」 

≪高齢者分野≫  

社会福祉法人麗沢会 特別養護老人ホームたきざわの家 

                    施設長 黒沢 多鶴子 

                    介護主任 天川 貴広 

≪障がい者分野≫  

社会福祉法人東和仁寿会 多機能型事業所ワークまほろば 

            東和仁寿会苦情解決責任者 伊藤 芳江 

              （特別養護老人ホーム東和荘 施設長） 

≪児童分野≫   

社会福祉法人撫子会 幼保連携型認定こども園 ふじなでしここども園 

                    園長 福田 美江 

                    主幹保育教諭 佐々木 みつえ 

② 福祉サービス苦情解決情報交換会（基礎研修） 

  開催回数：10回 

  参 加 者：合計 356名 

内  容 ：事務局説明（苦情解決制度等）、グループごとの情報交換 

対  象 ：事業所の苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等 

  開催日 会場 対象市町村 人数 

1 5/17(木) 久慈地区合同庁舎 久慈地域（久慈市・洋野町・野田村・普代村） 19名 

2 5/25(金) 岩手県生涯学習推進センター 花北地域（花巻市・北上市・西和賀町） 31名 

3 6/22(金) 青葉ビル 釜石地域（遠野市・釜石市・大槌町） 28名 

4 7/10(火) 八幡平市西根地区市民センター 八幡平地域（八幡平市・岩手町・葛巻町） 29名 

5 7/25(水) シートピアなあど 宮古地域（宮古市・岩泉町・山田町・田野畑村）  32名 

6 10/9(火) 大船渡市三陸公民館 大船渡地域（大船渡市・陸前高田市・住田町） 20名 

7 10/25(木) 奥州市水沢地区センター 奥州地域(奥州市・金ケ崎町) 45名 

8 11/8(木) 一関地区合同庁舎 一関地域（一関市、平泉町） 34名 

9 11/20(火) 二戸市シビックセンター 二戸地域（二戸市・一戸町・軽米町・九戸村） 22名 

10 1/22(火) いわて県民情報交流センター 盛岡地域（盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・雫石町）  96名 

合計 356名 

 

③ 福祉サービス苦情解決情報交換会（応用研修） 

    開催日時：1回目 8月 2日（木） 2回目 9月 3日（月） 13時 30分～16時 30分 
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会  場：いわて県民情報交流センター 

    参 加 者：1回目 45名 2回目 52名（事業所の苦情解決責任者、苦情受付担当者等） 

    内  容：事例検討 

助 言 者 岩手県福祉サービス運営適正化委員会 

苦情解決小委員会  委員長  宮城 好郎 

〃      副委員長  山﨑 哲雄 

      委員  高橋 正勝（1回目のみ） 

      委員  北村 和子（2回目のみ） 

      委員  小泉  進 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会 事務局 

事務局長 菅原  実 

                         相談員 千葉夏奈子 

 

         講評 

         岩手県福祉サービス運営適正化委員会 委員長 宮城 好郎 

 

④ 事業所が主催する研修会への講師派遣 

    参 加 者：218名 

    内   容：苦情解決制度等に関する説明 

  開催日 研修会名 内容 人数 

1 6/10(日)  江刺寿生会職員研修 苦情から見える福祉サービス 110名 

2 6/20(水) ケアセンターみやこ職員研修 苦情対応について 6 名 

3 6/28(木)  花巻市社協職員研修 
苦情解決の仕組み～第三者委員の

役割～ 
29 名 

4 7/12(木) 九戸村社協職員研修 苦情対応について 9 名 

5 7/23(月)  ちゃちゃまるの家職員研修 苦情解決の仕組みづくり 11 名 

6 7/20(金) 一方井保育所職員研修 苦情への対応について 8 名 

7 9/10(月)  アースメイト 2 職員研修 苦情への対応について 9 名 

8 11/28(水) 石鳥谷町保育協会職員研修 円満な苦情解決に向けて 19 名 

9 11/30(金) 手代森保育園職員研修 基本的な苦情解決の流れについて 17 名 

合計 218名 

 

⑤ 国保連との苦情解決情報交換会 

    開催日時：平成 31年 2月 14日（木）14時 00分～16時 00分 

    会  場：国保会館 

出 席 者：岩手県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理代表委員 佐々 木比呂志 

〃      保健介護課長補佐      渡辺美喜子 

〃      保健介護課介護サービス調査員 大崎みどり 

岩手県保健福祉部地域福祉課         主事            髙橋 真輝 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会   委員長      宮城 好郎 
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〃           事務局長      菅原  実

〃            相談員      千葉夏奈子 

内  容：説明「シルバー110番における相談対応の概要等について」 

       講師：公益財団法人いきいき岩手支援財団  

岩手県高齢者総合支援センター  支援相談員 田村 みゆき 

情報交換・協議「平成 30年度における苦情受付・解決状況等について」 

 

⑥ 北海道・東北ブロック運営適正化委員会事務局連絡会議 

    開 催 日：11月 13日（火）～14日（水） 

    会  場：ホテル JALシティ仙台 

    出 席 者：事務局長 

    内    容：委員会事務局業務の課題及び運営状況等に関する情報交換等 

 

⑦ 全国社会福祉協議会主催会議・研修会 

   ア 平成 30年度運営適正化委員会事業研究協議会 

     開 催 日：7月 18日（水） 

     出 席 者：事務局長 

     内    容：行政説明、講義、グループ討議 

 

イ 平成 30年度運営適正化委員会相談員研修会 

     開 催 日：10月 30日（火）～31日（水） 

     出 席 者：相談員 

     内    容：運営適正化委員会の現状と課題、苦情相談対応の実際と対応方法等 

 

(4) 巡回訪問状況 

実施数：40事業所（うち応募による実施は 7事業所） 

内 容：苦情解決事業の取組状況を確認し、助言するとともに、苦情解決体制の課題等

について意見交換を行った。 

 

[訪問事業所種別内訳］ 

分 野 主な事業内容 事業所数 

高齢者施設 

特別養護老人ホーム 3か所 

高齢者デイサービス 5か所 

訪問介護事業所 1か所 

グループホーム 3か所 

養護老人ホーム 1か所 

軽費老人ホーム 1か所 

障がい者施設 

就労継続支援・就労移行支援・多機能型 5か所 

障がい者支援施設 2か所 

共同生活介護 1か所 

児童施設 
保育所・認定こども園 16か所 

放課後等デイサービス 2か所 

合計 40か所 
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［訪問事業所名］ 

No 実施日 市町村名 事業者名 

1 

4/12(木) 

花巻市 社会福祉法人東和仁寿会 特別養護老人ホーム東和荘 

2 盛岡市 はつらつ農場株式会社 はつらつ農場 湯沢ファーム 

3 

4/18(水) 

八幡平市 社会福祉法人杉の子会 大更保育園 

4 盛岡市 流通商事株式会社 グループホームゆうゆう渋民 

5 

5/9(水) 

花巻市 JA いわて花巻 デイサービスセンター グリーンホームいしどりや 

6 紫波町 株式会社古代紫 指定就労継続支援 A型事業所 きらめき 

7 

5/11(金) 一関市 

社会福祉法人花泉さくら会 さくらいちのまち 

8 有限会社さくら グループホームさくら花泉 

9 5/30(水) 金ケ崎町 社会福祉法人共伸会 生活介護事業所 森のさと 

10 5/30(水) 北上市 社会福祉法人平和会 いいとよ保育園 

11 

6/14(木) 

盛岡市 社会福祉法人好摩福祉会 好摩保育所 

12 滝沢市 社会福祉法人松実会 ケアハウス巣子 

13 

6/20(水) 宮古市 

社会福祉法人翔友 みやこワークステーション 

14 株式会社みやこ 指定通所介護事業所 ケアセンターみやこ 

15 

7/13(金) 花巻市 

チャレンジアカデミー花北 

16 社会福祉法人花巻東雲会 グループホームだんけ胡四王 

17 7/18(水) 盛岡市 社会福祉法人恵育舎 大新保育園 

18 7/20(金) 岩手町 岩手町立一方井保育所 

19 7/23(月) 盛岡市 合同会社アースプロジェクト ちゃちゃまるの家 

20 7/27(金) 一関市 一関市立長坂保育園 

21 7/30(月) 雫石町 杏仁合資会社 デイサービスニュー鶯山荘 

22 7/31(火) 奥州市 奥州市立玉里保育所 

23 8/9(木) 八幡平市 八幡平市立寺田保育所 
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24 

8/28(火) 

花巻市 社会福祉法人歳光会 特別養護老人ホームサンガ 

25 西和賀町 社会福祉法人にしわが愛児会 湯本保育園 

26 9/19(水) 遠野市 社会福祉法人遠野市保育協会 達曽部保育園 

27 

9/20(木) 久慈市 

株式会社平谷商店 老人デイサービスセンター「百万石」久慈 

28 久慈市立小袖保育園 

29 9/21(金) 滝沢市 有限会社イリク サン・ケアサービスセンター 

30 9/26(水) 盛岡市 盛岡市立手代森保育園 

31 

9/27(木) 盛岡市 

NPO法人六等星 サッコラ 

32 社会福祉法人善友隣保館 善友保育園 

33 10/4(木) 一関市 社会福祉法人柏寿会 特別養護老人ホーム福光園 

34 10/17(水) 盛岡市 社会福祉法人千晶会 障害者支援施設 太田の園 

35 10/18(木) 八幡平市 社会福祉法人東慈寺会 東慈寺保育園 

36 10/24(水) 久慈市 特定非営利活動法人ファミリーサポートおひさま 

37 10/26(金) 盛岡市 社会福祉法人小原慶福会 養護老人ホーム清和荘 

38 11/21(水) 奥州市 社会福祉法人愛護会 障がい者支援施設 静山園 

39 11/26(月) 久慈市 社会福祉法人久慈湊厚生会 久慈湊保育園 

40 11/27(火) 盛岡市 社会福祉法人太田福祉会 ふじみ保育園 

 

(5) 広報・啓発状況 

① 県社会福祉協議会広報誌「パートナー」を活用した PR（1回） 

苦情を考えるセミナーにおける講義、事例発表内容を取り上げ、現場での苦情対応につ

いて、体制整備の必要性、具体的な取組方法等の啓発を行った。 

② ホームページによる PR 

岩手県社会福祉協議会ホームページに、以下の内容を掲載した。 

・ 運営適正化委員会の業務、相談受付内容 

・ 研修及び巡回訪問の案内、申込書 

・ 苦情解決の手引き等、関連資料 

③ ポスターによる PR 

研修事業、巡回訪問等で苦情解決ポスターを配布し普及啓発を図った。 
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(6) 調査研究活動状況 

① 「平成 29年度岩手県福祉サービス運営適正化委員会事業報告書・苦情を考えるセミナー

報告書」の作成（100部） 

 

② 「福祉サービス苦情解決事業実施状況アンケート調査」の実施 

    調査対象：県内の社会福祉事業を運営している法人等 1,953 か所 

    回 収 数：1,055（回収率 54.0%） 

 

③ 「福祉サービス苦情解決事業実施状況アンケート調査報告書」の作成（150部） 

 

3 運営監視合議体の運営状況 

（1）運営監視小委員会（定期報告 5回、5社協） 

開催日 対象基幹社協 審査結果 

4月 24日(火) 一関市社協 ・概ね適切に事業が実施されている。 

6月 6日(水) 奥州市社協 

・概ね適切に事業が実施されている。 

・待機者の解消に努めること。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善に努めること。 

8月 29日(水) 釜石市社協 
・概ね適切に事業が実施されている。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善に努めること。 

12月 4日(火) 二戸市社協 
・概ね適切に事業が実施されている。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善に努めること。 

2月 13日(水) 盛岡市社協 
・概ね適切に事業が実施されている。 

・待機者の解消に努めること。 

 

（2）現地調査（年間 7社協）    

実施日 対象基幹社協 調査員 調査結果 

5月 15日(火) 八幡平市社協 
牛崎委員 

事務局長 

・概ね適切に事業が実施されている。 

・利用者への丁寧な対応を評価する。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善に努

めること。 

7月 5日(木) 久慈市社協 
畠山委員 

事務局長 

・概ね適切に事業が実施されている。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善への

取組みを評価する。今後も解消に努めるこ

と。 
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9月 5日(水) 宮古市社協 
下道委員 

事務局長 

・概ね適切に事業が実施されている。 

・現金受け渡しに第三者が立ち会うよう

調整していることを評価する。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善に努

めること。 

10月 17日(水) 大船渡市社協 
岩田委員 

事務局長 

・概ね適切に事業が実施されている。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善への

取り組みを評価する。 

1月 16日(水) 花巻市社協 

高橋副委員長 

事務局長 

専門員 

・概ね適切に事業が実施されている。 

・書類等の適切な管理を評価する。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善に努

めること。 

1月 23日（水） 滝沢市社協 

菊池委員長 

事務局長 

専門員 

・概ね適切に事業が実施されている。 

・少人数ながら、新規契約や相談の増加に

も適切に対応していることを評価する。 

・自動更新でない定期預金等、満期を確認

して対応するよう努めること。 

1月 30日（水） 北上市社協 
阿部委員 

事務局 

・概ね適切に事業が実施されている。 

・預貯金残高が多額の利用者の改善に向

けた取組を評価する。しかし未だ多い状況

のため、今後も解消に努めること。 
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平成 30 年度に受け付けた主な苦情 

番

号 

受付

方法 

種別 
苦情の内容 対応状況 

申出人 

1 ﾒｰﾙ 障がい者 〔利用料〕 

 福祉サービスの利用料を全額自己負

担させられて困っている。 

 市役所の担当課に匿名で連絡してほ

しい。 

 

市役所の担当課に連絡したところ、

「内容は承知した。しかし、全額自己

負担ということはあり得ないと思

う。」と回答があった。 

利用者 

2 ﾒｰﾙ 障がい者 〔サービスの質や量〕 

利用者用のパソコンが突然使用禁止

になり、納得がいかない。パソコンを

使わせてほしい。 

事業所に申し入れを行ったところ、

パソコンは利用者が持ち込んだ USB

によりウイルスに感染した経緯があ

るため、利用を禁止したとのこと。既

に申出人へ説明済みであったが、改め

て丁寧に説明することを促した。 

利用者 

3 ﾒｰﾙ 障がい者 〔職員の接遇〕 

事業所職員は非協力的であり、こち

らの話を聞き入れようとしない。また、

でたらめな支援計画を作成したり約束

を破ったり、脅しに近い文書を送って

きたりする。 

事業所を変更したいので、どこか紹

介してほしい。 

事業所に申し入れたところ、「行き

違いがあったことは反省しているが、

申出人も一方的で困っていた。事業所

変更について具体的な話は聞いてい

なかった。」と回答があった。 

申出人へ、まずは事業所変更につい

て話してみることを促した。 

家族 

4 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

自分の体調が悪い時の、職員や他の

利用者の対応が怖い。とても嫌な思い

をしている。 

 匿名で申し入れをしてほしい。 

 

事業所に申し入れを行ったところ、

「内容は承知した。匿名の相談なの

で、配慮しながら職員と共有したい」

と回答があった。 

利用者 

5 電話 児童 〔職員の接遇〕 

 職員が特定の利用者をえこひいきし

ている。また、職員の態度が冷たい。

もっと利用者の気持ちに寄り添ってく

れる職員を採用してほしい。 

 匿名で、法人本部に連絡してほしい。 

委員会の役割を説明し、法人本部へ

連絡した。法人本部からは「事業所へ

確認したがそのような事実は確認で

きなかった。しかし、意見があったこ

とを受け止め、今後留意して対応した

い。」と回答があった。 

利用者 
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番

号 

受付

方法 

種別 
苦情の内容 対応状況 

申出人 

6 ﾒｰﾙ 障がい者 〔職員の接遇〕 

ある支援員は、障がいがある人を差

別し、馬鹿にしている。当該支援員か

ら何年間も、言葉では言い表せないく

らい恐ろしく酷いことをされている。 

大変困っているので、匿名で所長へ

報告してほしい。(No.1 と同一申出人) 

 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「内容は承知した。相談があった旨を

受け止め、対応したい。」と回答があ

った。 

利用者 

7 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

息子が体調を崩した原因について、

事業所から回答文書をもらったが、具

体的なことが明記されておらず納得で

きない。 

改めて回答文書を提出してほしい。 

 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「理事会にて対応を検討し、改めて回

答文書を提出する。」と回答があった。 

家族 

8 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

・職員の口調がきつくて怖い。 

・他の利用者に馬鹿にされたり悪口を

言われたりする。 

・注意してほしいと職員にも頼んでい

るが改善されない。 

 (No.4と同一申出人) 

 

事業所へ申し入れを行ったところ、

適切に対応する旨回答があった。 

その後申出人より、「職員の対応が

変わってきた」との報告があった。 

利用者 

9 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

職員の対応が冷たい。何気ない言葉

で傷つくことがあるので、障がい特性

を理解して対応してほしい。 

作業中や休憩時間など、もっと職員

と話したいと思うが、職員によって私

語に対する意識が異なるためどうした

らよいかわからない。 

(No.4,8と同一申出人) 

 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「今一度全職員と共有して対応して

いきたい。」と回答があった。 

利用者 

10 電話 障がい者 〔サービスの質や量〕 

作業中にパソコンのコードに足を引

っかけて転倒し、全治 3 週間の怪我を

した。たこ足コンセントが危なく、自

分だけでなく他の人も負傷する危険が

ある。もっと安全面への配慮をしてほ

しい。 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「配線等は導線となる場所には置い

ておらず、隅にテープで固定をしてい

る。しかし、今回意見があったことを

受け止め、今一度事業所全体で点検を

行いたいと思う。」と回答があった。 

利用者 
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番

号 

受付

方法 

種別 
苦情の内容 対応状況 

申出人 

11 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

職員にあまり話を聞いてもらえない

と感じている。 

できればちゃんと話を聞いてほしい

と思う。 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「利用者それぞれの思いを受け止め

ながら対応していきたい。今一度職員

全員で日頃の対応について見直す良

いきっかけとなった。」と回答があっ

た。 

利用者 

12 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

長期間休みたいと話したら、ダメだ

と言われた。私は長期間休みたい。 

このことを事業所に伝えてほしい。 

委員会の役割を説明し、まずは長期

間休むことができない理由を尋ねる

ことを促した。そのうえで納得できな

い場合は再度連絡してほしい旨を伝

えた。 

利用者 

13 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

指導員の口調がきつく、辛い思いを

している。障がい特性もあり、何気な

い言葉で傷ついてしまう。指導員なの

だからもっと配慮してほしい。 

施設長などに相談していいのかわか

らず、適正化委員会に連絡した。 

 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「内容は承知した。職員にも伝え、改

善するよう心がける。」と回答があっ

た。 

利用者 

14 電話 児童 〔職員の接遇〕 

嘔吐や集団感染時の対応は、市で決

められているものなのか。 

園長は普段から言葉遣いや態度が悪

く、職員や保護者に対しても横柄な態

度で接している。 

子どもを預ける身としては心配であ

る。 

申し入れの意向を確認したところ、

「今回は確認したかっただけなので

申し入れは希望しない。」とのことで

あった。まずは担任や主任、第三者委

員に相談してみること、それでも対応

がなされない場合は再度委員会へ連

絡いただきたい旨を助言した。 

家族 

15 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

息子が氷を貰おうとコップを持って

職員のすぐそばで待っていたが、職員

は息子を素通りして他の場所に氷を置

いて立ち去った。「みんなが持っていけ

るようにテーブルに置いた」とのこと

であったが、すぐ近くで待っている人

を素通りするというのは人としてどう

なのかと思う。 

申出人の希望により本社へ申し入

れたところ、「氷は各自で取るように

以前から伝えていたとのこと。障がい

特性もあり、無視されたと捉えてしま

った可能性がある。若干クレーマー気

質な親子なので、トラブルにならない

よう、相談員とも相談しながら対応し

ている。」と回答があった。 

家族 
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番

号 

受付

方法 

種別 
苦情の内容 対応状況 

申出人 

16 

 

電話 児童 〔職員の接遇〕 

息子が他児にからかわれて嫌がって

いるのに、職員は誰も注意しなかった。 

また、息子は他児の前で「からかう

のはやめてください」と言わされたと

のこと。これは晒し上げではないのか。 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「注意しなかったことについては反

省している。他児の前で発言させたの

は、子どもたちに仲間意識を芽生えさ

せるためであった。」と回答があった。

両親へ、改めて丁寧に経緯を説明する

ことを促した。 

家族 

17 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

職員が自分のことを差別しているよ

うに感じる。重度の利用者につきっき

りで、自分は放っておかれる。利用者

はみな平等なのに、これは差別ではな

いのか。施設長がきちんと指導しない

からだ。 

 

傾聴し、「配慮してほしいことを伝

えてみること、気になる点について施

設長へ話してみること」を助言した。 

利用者 

18 電話 障がい者 〔サービスの質や量〕 

利用者である弟は、体を痛めている

にもかかわらず、事業所で休みなく働

かされている。 

心配になり相談しても、電話口の女

性は「伝えておきます」と言うばかり

で具体的な対応をしてくれない。 

 

委員会の役割を説明し、まずは施設

長などへ直接話してみることを促し

た。対応に不満がある場合、納得でき

ない場合は、再度適正化委員会へ連絡

していただきたい旨を伝えた。 

家族 

19 電話 障がい者 〔説明・情報提供〕 

利用開始時から毎月支給されていた

工賃が、ある時から支給がなくなった。

事業所に尋ねると、「言うのを忘れてま

した」と言われた。その時口頭で説明

を受けただけで、その後特に説明はな

く、納得いかない。 

事業所に申し入れを行ったところ、

「今年度から毎月の支給ではなく、年

度末の支給に変更した。文書等での通

知はしていなかったので、変更につい

て文書で示し、申出人にも改めて謝罪

と説明を行う。」と回答があった。 

家族 

20 電話 高齢者 〔説明・情報提供〕 

母が施設内で転倒し骨折。入院した

が、1 ヶ月後に亡くなった。施設に確

認したが転倒の経緯など不明確で、自

分たちは悪くないというような態度で

あった。また、市へ事故の届け出もし

ておらず、不信感が募っている。 

事業所に申し入れたところ、「話し

合いを提案していたが、『話す気にな

ったら連絡する』と言われ連絡待ちの

状態であった。まずは申出人から、話

し合いに応じるという意思表示をし

てほしい。」と回答があった。 

事業所の意向を申出人に伝え、話し

合いを促した。 

家族 
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番

号 

受付

方法 

種別 
苦情の内容 対応状況 

申出人 

21 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

職員の言葉遣いがきつく、怖い。 

また、送迎車の運転が荒い。アクセ

ルをふかしたり、ラジオの音量を急に

上げられたりするとびっくりするので

やめてほしい。 

(No.4,8,9と同一申出人) 

事業所に申し入れを行ったところ、

「内容は承知した。全職員に伝え、改

善に努める。」と回答があった。 

その後、申出人から「送迎時、職員

が気にかけてくれるようになった」と

報告があった。 

利用者 

22 来所 障がい者 〔職員の接遇〕 

担当職員が、元担当職員との会話を

妨害してくる。元担当職員に電話をし

ても、違う人が出る。同じ事業所の職

員なのだから、話くらいさせてほしい。

担当を戻してほしい。 

(No.17と同一申出人) 

事業所に申し入れたところ、「申出

人からの過度な要求に、職員は体調を

崩してしまった。邪魔をされていると

いう気持ちはわかるが、距離を置く必

要があった。」と回答があった。 

相談の仕方について、申出人へ再度

丁寧に説明するよう促した。 

利用者 

23 ﾒｰﾙ 障がい者 〔職員の接遇〕 

ある支援員は、障がいがある人をバ

カにしている。どこの福祉施設も利用

できないように恐ろしい酷い事を考え

て行動をしている。 

(No.1,6と同一申出人) 

 

いつ、どんなことをされたのか具体

的に教えてほしい旨を返信したが、そ

の後申出人から返事はない。 

利用者 

24 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

体調が悪く早退しようとしたら、サ

ビ管に「午前中あんなに話していたの

に急に具合が悪くなるのはおかしい」

と言われた。 

良い方、話し方を改めてほしい。 

事業所へ申し入れたところ、「申出

人は普段から早退や欠席が多かった

ため、自己管理をしっかりするように

という意味での発言であった。」と回

答があった。 

伝え方には十分留意することを助

言し、接遇について全職員で振り返る

ことを促した。 

利用者 

25 来所 障がい者 〔職員の接遇〕 

・罰や、こらしめることはやめてほし

い。 

・パワハラやいたずらはやめてほしい。 

・大事なことは、言葉ではなく文書で

出してほしい。 

・色々な情報を教えてほしい。 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「罰を与えることはない。聞き取り調

査を行ったが、パワハラをしていると

いう事実はない。大事なことは文書で

伝えるようにする。必要に応じて今後

も情報提供に努める。」と回答があっ

た。 

利用者 
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番

号 

受付

方法 

種別 
苦情の内容 対応状況 

申出人 

26 電話 高齢者 〔職員の接遇〕 

ケアプランの内容が納得いかない。

また、利用料の領収書がいつも1～2ヶ

月遅れて届く。相談員は「ああ言えば

こう言う」と言って全く寄り添ってく

れない。 

事業所を調査、指導してほしい。 

委員会の役割を説明し、指導権限等

はないが、職員の接遇について申し入

れ、改善を求めることは可能であると

伝えたところ、申出人は「指導権限の

ある所に相談します」と話されたた

め、対応終了となった。 

家族 

27 電話 障がい者 〔サービスの質や量〕 

ある職員が、運転時しょっちゅうわ

き見運転をしている。急にスピードを

出したり、急ブレーキを踏んだりする

のも怖い。 

(No.24と同一申出人) 

 

事業所に申し入れを行ったところ、

「内容は承知した。十分注意して運転

していたつもりであったが、より一層

気をつけたい。」と回答があった。 

利用者 

28 ﾒｰﾙ 高齢者 〔職員の接遇〕 

ある介護士はいつも不満げに働いて

おり、とにかく感じが悪い。 

まだ怪我や事故など大事には至って

いないが、家族を預ける身としては、

不安を少しでも取り除きたいと思い相

談した。 

委員会の役割を説明し、まずは施設

長と話し合ってみることを助言した。

「言い出しにくいので相談があった

ことを事業所に伝えてほしい」と申出

人から希望があったため、事業所へ連

絡し、適切に対応していただきたい旨

を伝えた。 

家族 

29 来所 高齢者 〔サービスの質や量〕 

 利用者の通院について。初めは施設

で通院させるので同行してほしいとの

ことであったが、翌日、家族で通院さ

せるように言われ、やむを得ず通院さ

せた。今後は施設で対応してほしい。 

事業所へ申し入れたところ、「事業

所の提携病院については通院対応を

行っているが、申出人は他の病院を希

望されたため、施設では対応できない

旨を伝えた。ご家族も理解を示してい

たが、再度丁寧に説明したい。」と回

答があった。 

家族 

30 電話 障がい者 〔説明・情報提供〕 

時給が、契約時に聞いた内容と異な

っている。 

納得のいく説明をして、不足分を支

払ってほしい。 

事業所へ申し入れたところ、「確認

不足であり、申し訳ないと思ってい

る。差額分について支払い、翌月から

当初の予定通りの時給で計算する。今

後同様のことがないよう職員全員で

情報共有するよう努める。」と回答が

あった。 

利用者 
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番

号 

受付

方法 

種別 
苦情の内容 対応状況 

申出人 

31 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

宗教への勧誘を辞めてほしい。施設

長に勧誘され、断るのも失礼かと思い

とても悩んだ。 

他の人に同じ思いをしてほしくない

ので、改善してほしい。 

 

事業所に申し入れを行ったところ、

「内容は承知した。勧誘については強

要したわけではなかったが、今後気を

つけたい。」と回答があった。 

利用者 

32 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

最近、事業所の業務形態が変わった

らしく、管理者が日中不在にしている。

職員の対応も悪く、利用者に寄り添っ

ていないと感じる。事業所変更を考え

ているが、その前にきちんと説明して

ほしい。 

 

事業所に文書で申し入れを行い、回

答をいただいた。 

その後申出人からの連絡はなく、利

用者本人は利用継続の意思を示して

いるとのことであった。 

家族 

33 電話 その他 〔職員の接遇〕 

担当職員に、「親が管理するので通帳

を返してほしい」と伝えたところ、「信

用できない」と言われ取り合ってくれ

ない。 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「内容は承知した。今後気をつけて対

応する。」と回答があった。 

後日状況確認したところ、「今解約

すると大変なことになると伝え、本人

も納得している。」と話があった。 

利用者 

34 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

職員の配慮ない対応に不満がある。

職員がコロコロ変わり、その度に言う

ことが異なるため困る。 

(No.30と同一申出人) 

 

事業所へ文書にて申し入れを行い、

回答があったが、申出人はその回答に

納得できず、書き直しを依頼。しかし、

事業所としての対応が明確に示され

ておらず、現在も継続中。 

家族、 

利用者 

35 来所 高齢者 〔サービスの質や量〕 

インフルエンザ等の発症に対応して

施設で面会の制限を伝えられたが、説

明が不十分である。 

また、入所以来、ほとんどリハビリ

をやっている様子が無い。 

(No.29と同一申出人) 

事業所に申し入れたところ、「同様

の申出は以前からあり、何度か説明し

ているが納得いただけない。リハビリ

は職員が不在でできない状態だった

が、ポスターへの記載がそのままにな

っていた。再度丁寧に説明したい。」

と回答があった。 

家族 
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番

号 

受付

方法 

種別 
苦情の内容 対応状況 

申出人 

36 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

訪問介護職員のケアの仕方が雑だっ

たため指摘したところ、「じゃあ次から

は来なくていいですね」と言い帰って

しまった。それ以降訪問がなく、納得

いかない。 

事業所に申し入れたところ、「内容

は概ね事実である。申出人は攻撃的な

発言が多く、申出人がいる限り継続は

難しい。」と回答があった。 

訪問中止については明確な理由と

ともに文書にて通知すること、相談支

援事業所を交え今後について話し合

いを行うことを促した。 

家族 

37 ﾒｰﾙ 高齢者 〔職員の接遇〕 

ある介護士の態度が悪い。施設長に

相談し、「改善に努める」と返事があっ

たが一向に改善が見られない。そのう

え、メールの返信がこない。 

改善するか、安心して納得できるよ

うな説明が欲しい。 

（No.28と同一申出人の可能性大） 

事業所に申し入れを行ったところ、

「同内容の苦情は以前から続いてい

る。直接会って話したいと伝えている

が、仕事を理由に先延ばしにされてい

る。頻繁にメールが届くため返信が追

い付いていなかった。まずはメールに

返信する。」と回答があった。 

家族 

38 ﾒｰﾙ 障がい者 〔職員の接遇〕 

以前利用していた事業所の職員はい

つも高圧的な態度で、親の自尊心まで

も傷つけるような対応をされた。退所

した今でも悪口を言われる。他の利用

者には自分と同じような思いをしてほ

しくないので、改善してほしい。 

事業所へ申し入れたところ、「職員

の想いの強さから、つい厳しい口調に

なっていたかもしれない。また、悪口

ではないが、申出人が現在利用してい

る施設の職員と申出人の話をしたこ

とがある。全職員で共有し、今後気を

つけたい。」と回答があった。 

家族 

39 ﾒｰﾙ 障がい者 〔被害・損害〕 

5 年前、事業所の送迎の最中事故に

遭い、後遺症のため就労不可能になっ

た。しかし事業所は「怪我人はいない」

と警察に偽りの報告をしていたよう

だ。事実確認を行い、振り返りをし、

今後改善するよう助言してほしい。 

事業所へ申し入れたところ、「何年

も継続している案件で、市役所や警察

署からも問い合わせがあるが、虚偽の

報告をした事実はなく、その都度資料

を提出して説明している。運転にも十

分に留意しており、その後事故等はな

い。」と回答があった。 

利用者 

40 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

事業所では、手のかかる利用者をす

ぐに別の事業所へ移そうとする。精神

障がい者をぞんざいに扱わないでほし

い。 

こういった事例があることを適正化

委員会に知っておいてほしい。 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「意見があったことを受け止め、職員

で確認し、申出人にも説明したい。」

と回答があった。 

精神障がい者への対応については、

委員会が主催する研修会等で周知す

ることとした。 

その他 

(主治医) 
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41 電話 高齢者 〔職員の接遇〕 

 事業所のケアマネに、「認知だ」と暴

言を言われとても不快な思いをした。

利用者にも同じような対応がされてい

るのではないかと心配である。改善し

てほしい。 

 

事業所へ申し入れたところ、「認識

という意味で認知という言葉を使っ

たが、言葉足らずであり、反省してい

る。今後同様のことが無いよう、職員

一同努力する。」と回答があった。 

その他 

(関係者) 

42 電話 障がい者 〔サービスの質や量〕 

 事業所内での恋愛禁止と厳しく言わ

れていたが、管理者や職員体制が変わ

ったことで隠れて恋愛する利用者が増

え、事業所の秩序が乱れている。職員

も真面目に働いている感じがしない。

公私混同しないよう、職員からきちん

と注意してほしい。 

 事業所へ申し入れたところ、「個人

の感情を『禁止』として制限すること

には違和感を抱いていた。事業所内で

のルールやマナーについてよく検討

し、丁寧に説明することとしたい。ま

た、職員の意識改革にも努める。」と

回答があった。 

利用者 

43 電話 高齢者 〔被害・損害〕 

 知人が入所している事業所で、頻繁

に金品や高価なものを盗まれる。他利

用者は体が不自由なため、職員の仕業

だと思っているが、相談しても「その

ような職員は雇っていない」と取り合

ってもらえない。 

事業所へ申し入れを行ったところ、

「利用者は認知症であり、物盗られ妄

想が強い。色々な方に同様の連絡をし

ており、その都度説明していた。より

丁寧な説明に努めたい。また、職員間

でも共有し、今一度対応を見直すこと

とする。」と回答があった。 

その他 

(知人) 

44 電話 その他 〔職員の接遇〕 

事業所に電話を掛けたところ、第一

声で「わぁー、大変だ」と言われた。

自分の支援は大変なので、自分に向け

られた言葉だと思い傷ついた。前の人

との会話を引きずったまま電話に出る

のはいかがなものか。改めてほしい。 

 

事業所に申し入れを行ったところ、

「内容は承知した。全体で共有し、対

応改善するよう努める。」と回答があ

った。 

利用者 

45 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

 利用者の中に挨拶をちゃんとしない

人、話をきちんと聞かない人がいるの

で職員に相談したが、「気にするな」と

言われるばかりである。事業所全体の

雰囲気が暗くなっている。もっと気持

ちよく作業がしたい。職員が率先して、

明るく、元気で、思いやりのある事業

所になるよう取り組んでほしい。 

 

事業所に申し入れたところ、「見て

いる限りでは挨拶はよくできている

と感じていたが、再度基本的な挨拶や

マナーについて周知して改善に努め

たい。職員についても、意識の改善を

促していく。」と回答があった。 

利用者 
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46 電話 障がい者 〔職員の接遇〕 

現在利用している事業所が今年度いっ

ぱいで閉所することとなったが、サビ

管からの説明だけで社長からは十分な

説明がない。社長自ら説明し、誠意を

見せるべきと思う。また、新しい事業

所を紹介してもらっているが、通勤時

間等の関係で悩んでいる。 

 

事業所に申し入れを行ったところ、

「社長から説明することとする。ま

た、利用者の今後については、本人の

ニーズを再度確認しながら、丁寧に対

応していく」と回答があった。 

利用者 

47 電話 児童 〔職員の接遇〕 

報告が不十分で、子どもの日頃の様子

がわからない。連絡帳への記載もなく、

送迎時に積極的に話してくれるわけで

もない。職員はいつも疲れたような態

度で、雰囲気が暗い。子どものお手本

となる立場として、もっと笑顔で明る

く対応してほしい。 

 

事業所へ申し入れたところ、「日頃

の様子の報告はこまめに行うよう、よ

り一層心掛ける。全体で共有し、改善

に努める。」と回答があった。 

家族 

48 電話 障がい 〔職員の接遇〕 

事業所はいつも話が二転三転したり、

支援計画と実際の支援内容に相違があ

ったりするため困っている。新しく担

当になった職員も対応が冷たい。もっ

と利用者に関心を持って、温かく接し

てほしい。 

申し入れの意向について確認した

ところ、「後日面談の予定があるので、

まずは自分で伝えてみる」とのことで

あった。話し合って確認した内容は書

面に残すことを助言し、うまくいかな

かった場合は再度連絡いただくこと

とした。 

家族 

49 電話 その他 〔職員の接遇〕 

引っ越しにあたり車両の貸し出しを依

頼したが、利用対象外として断られた。

職員に問い合わせたが説明がよくわか

らず、上の人を出してほしいと話した

ところ、「役所ではないのでそれはでき

ない」と言われた。説明が分からない

だけなのに、対応してもらえない。 

 

事業所に申し入れ、「事実確認をし

て対応したい」と回答があった。 

後日、事業所から「職員の対応に一

部誤解を招きかねない部分があった

ため、申出人に謝罪と説明をし、納得

いただいた。」と報告があった。 

利用者 

50 電話 障がい 〔説明・情報提供〕 

利用者である母から、昨年冬頃から職

員にパワハラまがいの対応を受けてい

ると相談があった。市役所などにも相

談してきたが、適切な対応がなされて

おらず、具体的な改善策の報告もない。

第三者委員の連絡先もわからない。 

事業所に申し入れたところ、「本人

とは話し合いを行い納得いただいて

いたが、申出人にも具体的に説明す

る」と回答があった。 

後日事業所から「申出人に説明し、

納得いただいた。第三者委員について

も改めて周知を行った。」と報告があ

った。 

家族 
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51 電話 障がい 〔職員の接遇〕 

利用者である娘が、男性利用者とトラ

ブルになり眼鏡が破損した。眼鏡の新

調に要した費用を相手方に負担してほ

しいと思い事業所に相談したところ、

お互いに責任があるので費用は半々に

してはどうかと言われたが、納得でき

ない。 

事業所に申し入れたところ、「お互

いに責任があることから、半額を賠償

してはどうかと提案していた。申出人

が納得していないことは承知してい

るが、他の割合に何も根拠が無いの

で、それ以上は難しいと考えていた。

対応を再度検討する。」と回答があっ

た。 

家族 

 

※ 掲載した事例は、個人情報保護の観点から一部加工しています。 
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岩手県福祉サービス運営適正化委員会委員名簿（各所属含む） 

委員長   宮 城 好 郎   副委員長  菊 池 芳 泉 

（任期：平成 30年 11月 24日～令和 2年 11月 23日） 

所属分野・所属団体等 

    所 属 委 員 会  

苦情解決小委員会 運営監視小委員会 

１ 社会福祉に関し学識経験を有する者 

(1) 公益代表 

岩手県立大学 （社会福祉学科長） 

盛岡市民生児童委員連絡協議会 （運営委員） 

岩手県社会福祉士会 （会員） 

岩手県介護福祉士会（副会長） 

 

 

◎宮城 好郎  

菊地 陽子 

 

 

  

 

○高橋 洋子  

 佐藤 晋作 

(2) 福祉サービス利用者の支援団体代表 

岩手県手をつなぐ育成会（理事） 

  

阿部 れい子 

(3) 福祉サービスの提供者代表 

岩手県社協・高齢者福祉協議会（21世紀委員会） 

  

木村 隆宏 

２ 法律に関し学識経験を有する者 

岩手弁護士会 （高齢者障害者支援センター委員会） 

岩手弁護士会 （会員）  

岩手県司法書士会 （会員） 

岩手県銀行協会 （常務理事） 

 

  

中川 順平 

○高橋 正勝 

 

 岩田 俊介 

 

 

◎菊池 芳泉 

３ 医療に関し学識経験を有する者 

岩手県医師会 （常任理事） 

岩手県看護協会 （専務理事） 

岩手県医療ソーシャルワーカー協会 （理事） 

岩手県精神保健福祉士会 （会員） 

 

 

北村 和子 

小泉  進 

 

久保田 公宜 

 

  

下道 瑞得 

委員数 14名   6名      8名 

   ◎：小委員会委員長  ○：小委員会副委員長 
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岩手県福祉サービス運営適正化委員会委員選考委員名簿  

 

           

               （任期：平成 30 年 10 月 13 日～令和 2 年 10 月 12 日）  

氏  名  所属団体（職名）  所属分野  備考  

 

北向  細子  

 

 

岩手県社会福祉士会（副会長）  公益代表  委員長  

 

山下  由美子  

     

 

岩手県民生委員児童委員協議会（理事） 公益代表  副委員長  

 

鎌田  哲子  

 

 

岩手県手をつなぐ育成会（副会長）  
福祉サービス  

の利用者代表  

 

 

及川  芳幸  

   

 

岩手県精神保健福祉連合会（理事）  
福祉サービス  

の利用者代表  

 

 

目時  大堂  

 

岩手県社会福祉協議会・  

市町村社会福祉協議会部会（監事）  

社会福祉事業  

の経営者代表  

 

 

角掛  美子  

 

岩手県社会福祉協議会・  

社会福祉法人経営者協議会（幹事）  

社会福祉事業  

の経営者代表  

 

                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 

平成30年度 

苦情を考えるセミナー報 告 書 

（平成30年6月18日開催） 
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本日は、苦情を考えるセミナーにご参加いただきありがとうございます。 

今回は「サービスの質の向上」をテーマに、講義と、事例報告による具体的ケースを通し

て、皆様と共に苦情解決について学んでいきたいと思います。 

福祉サービス提供事業者による苦情解決制度が法的な制度として施行されてから、18 年

という年月が経過しています。この間、福祉サービスをめぐる環境は激変しており、サービ

スの量や提供主体の業種の大きな広がりと増加、そして福祉サービスの全体の広がりを見

せています。また、利用者側のニーズの多様化・複雑化ということもございます。いずれに

しても、一般サービスとは違った、「福祉サービスの苦情の解決」という視点で取り組むこ

とが必要です。そして改めて、利用者の権利擁護という部分が重要になってくるのではない

かと思います。 

本委員会では、苦情解決業務の実施状況に関するアンケート調査を 2 年に 1 回実施して

おりますが、その中で特徴的だった結果が 2点あります。 

1 点目は、苦情件数が 1 件もないという事業所が 56.9％で、回答事業所数の半数を超え

ていたということです。 

大変うれしいことですが、中には、表に出てこない潜在化した苦情というものもあります。

ここでしっかり意識付けをし、できるだけ苦情が出ないように、取り組んでいきたいと思い

ます。 

2 点目は、受け付けた苦情の中でも、職員の接遇や態度といった、「人」に関連する苦情

が上位を占めているということです。 

これは、本委員会に寄せられる苦情案件においても同様です。ただ単に、接遇やマナーと

いうカバーだけで解決するものかというと、そうではありません。職員の態度に関する苦情

等をどのように解決していくかということも、考えていく必要があると思います。 

本日のセミナーを通して、福祉サービスの質の向上につながるような有益な情報を得る

ことができれば、当委員会としても幸いです。ご参加の皆様と情報を共有しながら、有意義

な時間にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

主催者あいさつ 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会 

委員長  宮 城  好 郎 
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講義概要 

苦情解決の基本的考え方と対応のポイントについて 

 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会          

委員長 宮城 好郎          

         （岩手県立大学 社会福祉学部教授）          

 

≪苦情解決業務への取組の意義≫ 

サービスの質の評価には、当事者以外が外形的・形式的な部分により評価する客観的評価

と、当事者（サービスの受け手）の個人的見解により評価する主観的評価があります。 

福祉サービスは、一般的なサービスに比べその成果や有効性を具体的に示しにくく、経験

からも推し量ることが難しいうえ、サービスの受け手側と提供者の相性によっても評価が

変化します。 

よって、福祉サービスの質の評価は主観的評価が中心になりやすく、サービスの受け手側

が「このサービスは良くない」と感じたら、それが質の評価になります。評価基準は一人ひ

とり異なりますので、それぞれに合わせた対応が求められます。 

近年は、事業者と利用者が共に事業所の在り方を創造していく、よりよいものを目指して

いくという傾向にあります。サービスの質の向上を両者が一緒に考えていくことが求めら

れている今、事業者と利用者の信頼・信用の構築のためにも、苦情解決は重要な役割を担っ

ています。 

 

≪苦情対応のポイント≫ 

 第 1に、先入観を持たないことです。 

 ヘブの学習則によると、私たちは Aという現象と Bという現象が続けて起こる現象が何

度も繰り返されると、それは強固な結びつきを作ります。このつながりは自動的、無意識の

うちに想起されてしまうため、私たちは条件反射的に、無自覚に、先入観を持ってしまいま

す。そのため、このような研修会等において、意識的に先入観的なものを修正することが必

要です。 

 対応する苦情の中には、理不尽と感じるものもあるかと思いますが、一見理不尽な申出で

も、何か背景があるかもしれないということを少し考えてみてください。相手の言葉をその

まま受け止めるのではなく、相手の心理状態、ニーズ等、背景に何があるのかということを

意識することが大切です。 

第 2に、「迅速に」、「誠意を持って」、「正確に」対応することです。 

「迅速に」とは、不安・戸惑いを早い段階で解消することです。早期解消が難しい場合は、

「いつまでに対応する」ということをきちんと伝える必要があります。 

「誠意を持って」とは、コミュニケーションを大切にすることです。共創の前提はコミュ
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ニケーションです。また、緊張感を持って対応することもコミュニケーションの一つです。

同じ職員、同じ利用者、同じ環境が何年も続くと、緊張感がどうしても薄れてしまいます。

「親しき中にも礼儀あり」ですので、緊張感を意識して対応いただきたいです。 

「正確に」とは、事実関係を正しく把握することです。特に日にち、時間、人数等、数字 

には気をつけましょう。事実調査の際によく確認してください。 

 そして第 3に、満足度調査の実施です。 

 サービスの質を評価する指標の一つが、満足度調査です。この対応で良かったか、という

ことを利用者や家族に評価していただき、今後の業務に繋げていただければと思います。 

 中には、直接苦情を申し出ない方もいるでしょう。苦情を言わないから問題ないというこ

とではなく、直接は言わなくても、周囲に愚痴をこぼしたり、ネットに書き込んだりするこ

とがあります。非好意的なクチコミは、好意的なクチコミよりも大きなインパクトがあるた

め、波及により新規顧客が獲得しにくい環境に変えてしまう傾向があります。こまめに意見

を聞く機会を設け、迅速に対応できるよう心がけましょう。 

さらに、従業員満足度調査の実施も重要です。サービス提供者である職員が満足していな

い状態で、良いサービスを生み出し、提供することはできません。全体の底上げを目指し、

活用していただきたいです。 

 

最後に、どれだけ提供者側が専門性を高めても、受け手側は普段関心を持っていません。

なぜなら、受け手側にとってはそれが当たり前だからです。サービスの提供者側はそこで

「報われないから」と背を向けるのではなく、評価の有無に関わらず、サービス提供者側の

責務として、専門性を高めることが求められます。今後も福祉サービスの質の向上を目指し、

積極的に苦情解決業務に取り組んでいただきたいと思います。 
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事例・取組紹介 概要 

福祉サービスの質の向上につながる取組 

～対応事例と日々の思いや工夫に学ぶ～ 

 

≪高齢者分野≫ 

社会福祉法人麗沢会 特別養護老人ホームたきざわの家 

施設長   黒沢 多鶴子 

介護主任  天川 貴広  

 

＜風通しを良くするための取組＞ 

 たきざわの家では、「風通しを良くするための取組み」として、職員間での細やかな情報

共有や、利用者家族との日頃からのコミュニケーションを心がけています。 

家族の面会時、質問されてから答えるのではなく、こちらから積極的に話しかけ、普段の

様子や細かい内容を伝えていきます。そして利用者に対しても、話しかけられるのを待つの

ではなく、先に声を掛け、日常の何気ない話から、何か困っていることはないかという部分

まで、日頃からこまめに聞き取りを行うようにしています。 

サービスの質の向上のヒントを得て、迅速に対応し形にすること、改善を繰り返すことに

よって、信頼関係の構築へとつながっていいきます。たったこれだけ、と思うかもしれませ

んが、この日常のやり取りを常に行う事が大切だと感じています。 

 

＜今後の課題 ～職員の取組～＞ 

今後の課題の 1つ目は、職員間の情報共有についてです。 

「日頃からよく面会に来られるご家族より、職員間での対応の違いを指摘された」という

事例から、職員全員が統一した対応ができるように、申し送りノートや 24時間シートによ

る情報共有の徹底、常に目につく場所への掲示を行いました。 

 全体での情報共有を徹底することで、他ユニット職員であってもご家族への情報伝達を

滞りなく行えるようにしています。 

 2つ目は、職員間での気付き、意識、レベルの差についてです。 

職員それぞれ、意識や気付きには差があるものです。その差をできるだけ小さくするため

には、常日頃から意見・情報交換を行い、コミュニケーションを取ることが重要です。全員

が同じ方向を向いてケアを行うことができるよう、取り組んでいます。 

 

「一度対策を図ったから良い」という考えではなく、継続的に繰り返しながら、また新た

な課題が表出した際には多職種で連携しながら対応すること。そして、「Plan」「Do」「Check」

「Act」を繰り返すことが、苦情につながらない為の工夫であり、より良いケアを通して信

頼を積み重ねることにつながっていくものと考えています。 
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≪障がい者分野≫ 

社会福祉法人東和仁寿会 ワークまほろば 

              苦情解決責任者  伊藤 芳江  

（特別養護老人ホーム 東和荘 施設長） 

 

＜申出人の気持ちに寄り添うこと＞ 

昨年度、以前から写真は遠慮してほしいと話があったにも関わらず、利用者の写真が新聞

に掲載されてしまったという事例がありました。 

すぐに状況確認、聞き取りを行い謝罪しましたが、申出人は納得されず、最終的に適正化

委員会に介入していただくこととなりました。 

適正化委員会からの助言もあり、取材対応マニュアルの作成と、職員に対し個人情報取扱

の研修会の実施することを申出人に説明しました。申出人とは和解することができ、現在も

利用を継続していただいています。 

この事例は、初期段階で結論を急ぎすぎたために、申出人の気持ちに寄り添うことに欠け

ていたと感じます。その結果、苦情が大きくなってしまったと思い、反省があります。「早

く何とかしよう」と焦ってはいけないということを痛感しました。 

適正化委員会の介入により、感情的にならず、内容を整理しながら対応でき、良い方向へ

進めることができました。適正化委員会に苦情の申出があることは施設としては不名誉な

ことだと思っていましたが、解決に向けて共に考えてくれるので、とても心強かったです。 

個人情報の取り扱いや、取材時の対応、利用者・家族・職員との連携、そして苦情対応に

ついて今一度見直す機会となりました。 

 

＜関係機関へ匿名で頻繁に相談をしている利用者＞ 

もう 1つの事例として、「各機関へ匿名で頻繁に相談の電話をかけている利用者」につい

てご紹介します。 

1年ほど前から、適正化委員会をはじめ、市役所、県庁、市議会議員、民生委員等に頻繁

に「不当な扱いを受けている」「職員の対応が不適切である」等の相談が続いています。 

障がい特性などから申出人は特定できているため、定期的に困りごとや相談はないかと

面談しています。ただし関係機関への相談は匿名なので、相談を受けている各機関との信頼

を損なわないよう配慮しています。 

相談の報告がある度に職員間で内容を共有し、思い当たる部分は改善するように努めて

います。しかし、相談内容が毎回ほぼ同じであり、頻度も多いため、対応する職員のモチベ

ーションの低下が心配です。現在も相談、各関係機関への連絡は続いているので、改善・解

決に努めたいです。 
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≪児童分野≫ 

社会福祉法人撫子会 なでしここども園 

園長      福田 美江   

主幹保育教諭  佐々木 みつえ 

 

＜丁寧に対応すること＞ 

 本園では、ホームページを活用した苦情解決の仕組みの周知や、苦情受付ボックスの設置

により、苦情を申し出やすい環境作りを心掛けています。例年数件の苦情申出があり、職員

一同苦情を前向きに受け止め、一歩一歩改善に向け取り組んでいます。 

 昨年度、保護者とのすれ違いから、苦情に発展してしまった事例がありました。申出人は

初め、「気になることを確認したい」だけでした。しかし、年度末の慌ただしさから対応が

後回しになり、職員間の情報共有も不足しており、統一した対応ができていませんでした。

不適切な対応が重なったことで申出人に不安感・不信感を与えてしまい、結果的に苦情へと

つながってしまいました。 

申出人の意図を明確にし、初期対応を正確に行うこと、そのためにも職員間で連携して情

報の共有を丁寧に行うことの大切さを今回の事例を通して学びました。そして今後の課題

として、苦情を頂いたら後回しにせず、『今、この問題を解決して欲しい』という気持ちに

応える確実な対応を心がけたいです。 

 

＜苦情を出しやすい環境を作るために＞ 

時代の変化により多様化する保護者と向き合っていくうえで、「心の交流」を深めていく

ことはとても重要であると感じています。園児や保護者のみならず、職員、地域住民とのつ

ながりも大事にしながら、協力を惜しまず、寄り添う姿勢を大切にしたいです。 

苦情を申し出やすい雰囲気とは、「苦情を出しても、園が必ず前向きに受け止めてくれる」

という信頼から生まれてくるものだと思います。気持ちに余裕がない時は誰でも、小さなこ

とでも心配になったり、大事なことを忘れたりするものです。丁寧に対応し、励ましていく

ことで、信頼関係が構築されていくのだと思います。 

また、一度苦情を出された方ということを意識しすぎて、時にはその方の機嫌を取るよう

な態度を取ってしまうと、互いにぎくしゃくしてしまいます。真摯に対応することで園に対

する理解が深まり、協力的になっていただけることもあると感じています。ご意見を頂いた

ことに対して、感謝の気持ちで丁寧に対応していくことを忘れずに、今後も苦情解決業務に

取り組んでいきたいです。 
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情報交換 

発表内容に関する疑問点や日頃の苦情解決業務における困りごとなど、参加者からの質

問に発表者が回答しました。その一部をご紹介します。 

 

Ｑ：匿名の苦情への対応方法を教えてほしい 

（宮城委員長） 

 基本的には、通常の苦情対応と同様で構いません。ただ、対応の内容や結果について 

申出人に直接伝えることはできないので、HPへの掲載や、広報等への記載という形で 

情報を発信していく必要があります。匿名だからとチャンネルを閉じる、対応をしない 

ということがないように取り組んでいただきたいです。 

 

 

Ｑ：苦情解決の会議をする際、施設長や管理者はどのタイミングで介入しているか 

（たきざわの家 黒沢施設長） 

  内容の大小関わらず、すぐに報告が上がってきます。早い段階で介入し、関わりを持

つようにしています。 

（ワークまほろば 伊藤施設長） 

  早い段階で関わりを持つようにしています。 

（なでしここども園 福田園長） 

  苦情解決責任者が副園長、受付担当者が主幹保育教諭となっていますが、園長も苦情

解決会議には必ず入るようにしています。 

 

 

Ｑ：苦情を受けた職員（苦情の対象となった職員）に対するその後のフォローや指導は、 

どのように行っているか 

（伊藤施設長） 

  特定の職員への直接的な苦情があった場合は、当該職員と施設長が面談を行い、問題 

点をきちんと整理できるようにしています。そこで得た内容を当事者だけで留めるの 

ではなく、職員全員で共有し、改善に努めています。 
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Ｑ：苦情に対して苦手意識を持たないための意識付けや指導はどのように行っているか 

（福田園長） 

  まず申出人の気持ちを考えることが大切だと思います。苦情の申出に対し一喜一憂

するのではなく、申出の意図は何かを考えることを第一に取り組んでいます。 

（伊藤施設長） 

  正直、苦手意識がありますし、できれば苦情が無いといいなというのが本音ではあ 

りますが…。苦情は怒りの感情が先に立つものと考えます。自分が怒りの感情を持った 

ときどうしたら鎮められるかと考えたとき、誰かに話すなどして、自分の思いを共有し

てもらうということが大切だと思います。怒りをどう対処していくか、自分の気持ちと

照らし合わせながら対応していくことが良いのではないでしょうか。 

（黒沢施設長） 

  まずは、相手の立場になって考えることを普段から意識しています。苦情は誰か 1人  

 の責任ではないので、皆で考え、皆で答えを出して、対応することを心掛けています。 

（宮城委員長） 

  苦情という言葉の響きにネガティブな意識を持っている方が多いと思われます。そ

こで、苦情を別の言葉に置き変えてみることを提案します。例えば、苦情と要望は違う

ということを踏まえて、内部では「苦情＝意見」「要望＝クレーム」と分けて対応する

ことによって、否定的な感情を生まず、前向きに取り組めるのではないでしょうか。あ

るいは、「クジョウさん」のようにネーミングを変えることで、苦情に対してユーモア、

温かみが生まれ、いくらか柔らかい印象になると思います。 

苦情によるモチベーションの低下は当然だと思います。そこで責任者等が「苦情によ

ってサービスの質がこんなに向上した」「あなたの対応でこんなに良くなった」「改善し

たら利用者さんが満足してくれた」という風に、意味があることだという気付きを与え

ることによって、苦情に対する意識が少しずつ変化するのではないでしょうか。 

 

 

Ｑ：対応しづらい保護者への対応について、どのようにしたらよいか 

（福田園長） 

まずは顔を合わせて、きちんと伝えることです。こちらが苦手意識を持っていると、

相手にも伝わってしまいます。顔を見て、丁寧に説明することで理解していただけるの

ではないでしょうか。引きずらずにすぐに伝えることが大切だと思います。 
 



32 

 

Ｑ：職員満足度調査はどのように実施したらよいか 

（宮城委員長） 

  職員満足度調査ですべてを図ろうとすると結果にばらつきが生じ、そこから見えて

くるものが少なくなってしまいます。賃金や環境など、満足度を図る要素は沢山あるの

で、質問項目を吟味することがポイントです。まずは「苦情解決・対応についての満足

度調査」と題し、苦情対応に関する内容を中心とした調査を行ってみてはいかがでしょ

うか。 

 

 

Ｑ：第三者委員とはどのような関わりを持っているか 

（たきざわの家 天川さん） 

  法人で第三者委員を配置しています。年 1回、各施設の苦情・要望・喜びの声等や対

応について報告し、意見や助言をいただいています。 

（伊藤施設長） 

  苦情の申出があった都度報告し、意見や助言をいただいています。 

（福田園長） 

  各行事への参加や、会議への出席をお願いしています。また、園周辺の状況等につい

て情報交換したり、気が付いたことがあればお知らせいただいたり、日頃から関わりを

持つようにしています。 

 

 

Ｑ：事業所と事業所以外（ケアマネ等）で話の内容が異なる利用者への対応について教

えてほしい 

 

（伊藤施設長） 

  過去に同様の事例がありました。ケアマネ等には「施設の○○さんのせいで怪我をし

てここが痛い。どうにかしてほしい」と話すのに、施設が病院の受診を勧めると「もう

治ったから大丈夫」の一点張りでした。何を検証したらいいのかもわからず、最終的に

は「本人が大丈夫と言っているから」と目をつぶってしまいましたが、今考えると適切

な対応ではなかったと思います。 
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（黒沢施設長） 

  当事者、家族、ケアマネ等で 1度話し合いを設けてはいかがかと思います。内容を 1

つ 1つ整理しながら解決に向け取り組むことが必要ではないでしょうか。 

 

 

Ｑ：食事の好みや洗濯方法などの細かな申出にどのように対応したらよいか 

（福田園長） 

  ちょっとしたことでも見過ごさず、同じことを繰り返さないように、出来る範囲で対

応するよう心がけています。 

（伊藤施設長） 

  食事の好みや、生活で気をつけてほしいことなど、利用前に細かく調査するようにし

ています。 

（黒沢施設長） 

  食事に関しては、献立の内容（熱いもの、冷たいもの等）をきちんと説明しています。

また、食事中も声掛けを行って、それぞれに合った食事提供を意識しています。食事は

利用者の皆さんが最も楽しみにしていることであり、敏感になる部分なので、特に配慮

しています。 
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平成 30年度 福祉サービスの苦情を考えるセミナー 開催要項 

 

1 趣 旨 

福祉サービスの利用者の増加により、多様で複雑な福祉ニーズへの対応が求められる今日、

福祉サービス提供事業者は利用者等からの苦情に対し、適切な解決を図ることが重要です。 

本セミナーは、福祉事業所等における接遇や利用者ニーズへの対応能力等の向上に向けて、

県内事業所の取組事例等に学び、福祉サービスの質の向上に資するために開催します。 

 

2 主 催  岩手県福祉サービス運営適正化委員会 

3 日 時  平成 30年 6月 18日（月） 13:00～16:30（受付 12:30～） 

4 会 場  アイーナ 8階 804会議室（盛岡市盛岡駅西通 1丁目 7番 1号） 

5 対 象   社会福祉事業所の苦情解決業務関係者 

（苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員、受付担当就任予定者） 

6 定 員  150名（先着順） ※定員に達し次第、締め切ります。 

7 参加費  1人 1,000円 

            当日受付にてお支払いください（お釣りが出ないように協力願います）。 

8 内容 

13:00～ 

13:10 

開会・挨拶 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会 委員長 宮城 好郎 

13:10～ 

14:10 

講義 

「苦情解決の基本的考え方と対応のポイントについて」 

   講師：岩手県福祉サービス運営適正化委員会 委員長 宮城 好郎 

                （岩手県立大学 社会福祉学部教授） 

14:10～ 

14:25 
（休憩） 

14:25～ 

15:55 

事例・取組紹介 

「苦情を申し出やすく、受け止めやすい雰囲気づくりの工夫」 

実際に各事業所で対応した事例や、日頃、適切な苦情対応のために工夫していること

等を紹介いただき、苦情の捉え方やサービスの質の向上への活かし方について考えま

す。 

 

発表者 

≪高齢分野≫ 社会福祉法人麗沢会 たきざわの家 

                   施設長  黒沢 多鶴子 

                   介護主任 天川 貴広  

≪障がい分野≫ 社会福祉法人東和仁寿会 ワークまほろば 

              特別養護老人ホーム東和荘 施設長 伊藤 芳江 

≪児童分野≫ 社会福祉法人撫子会 なでしここども園 

                   園長 福田 美江 

                   主幹保育教諭 佐々木 みつえ 

15:55～ 

16:00 
（休憩） 

16:00～ 

16:30 
情報交換 

16:30 閉会 

  ※裏面に続く 
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9 申込方法 

(1) 下記①又は②の方法により 6月 4日（月）までに電子メールでお申込み願います。 

なお、受講決定者には、後日「受講決定通知」を電子メールで送付します。 

   ①  メール本文に必要項目を記入し申し込む。 

      【記入項目】 

    ア 法人名 

    イ 事業所名 

    ウ 職名（苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員等）、氏名、経験年数 

     （受講希望者全員のご記入をお願いします） 

    エ 電話番号 

    オ 申込担当者氏名、連絡先（受講希望者と申込担当者が異なる場合） 

 ②  別紙申込書をメールに添付して申し込む。 

   申込書は岩手県福祉サービス運営適正化委員会ホームページからダウンロードしてく

ださい。 

      ホームページ URL :  http://www.iwate-shakyo.or.jp/kenmin/tekisei.html 

 

 ≪留意事項≫ 

※ ①②いずれの方法で申し込む場合もメール件名を「苦情を考えるセミナー申込み」と

してください。 

 

※ 申込みメールを受信した場合、4日以内に委員会事務局から受け付けた旨返信します。 

返信がない場合はメールを受信していない場合がありますので、ご連絡ください。 

   

※ メールアドレスを利用できない等、やむを得ない場合は FAX での申込みを受け付けま

す。別紙申込書をご活用ください。 

   

※ FAX で受け付けた場合、受信した旨の返信は行いませんので、あらかじめご了承くだ

さい（後日、受講決定通知を FAXで送信します）。 

  

 

※ 受講決定通知は、6月 13日（水）までに送付します。通知が届かない場合は、お手数

ですがご連絡ください。 

 

※ 申込者が多数の場合、同一法人からの参加人数の調整依頼や、参加を辞退いただく場

合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

※ 定員に達した場合、上記の適正化委員会ホームページでお知らせします。確認のうえ

申し込み願います。 

    

 

10 問合せ先 

  岩手県福祉サービス運営適正化委員会事務局（担当：千葉 夏奈子） 

  〒020-0831 盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手内 

   TEL   019-637-8871  FAX 019-637-9712 

E-mail  tekiseika@iwate-shakyo.or.jp 
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