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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、県内二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 133 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、昨年度

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、令和 3 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。 

 

令和 4 年 5 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      
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令和 3年度  岩手県福祉サービス運営適正化委員会事業報告 

 

 

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／155名）及び苦情解決情報

交換会（全 13回／287名）、福祉サービス事業者に対する巡回訪問（40事業所）、さらには、福

祉サービス事業所の職員研修等への講師派遣（2 回／29 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 7 基幹社協から、利用希望者に対する相談、契約、

利用者援助の状況等の事業全般について定期報告を求め、また 5 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。 

  今年度は昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に留意しつつ、事業

の延期開催やオンラインによる実施も余儀なくされたが、概ね計画通りに事業を実施した。 

 

 

1 運営適正化委員会（全体会）の開催状況 

 (1) 第 1回福祉サービス運営適正化委員会  [開催回数：1回] 

    開 催 日：5月 14日（金）  

    議  事：令和 2年度事業報告について 

         令和 3年度事業計画について 

         令和 3年度収支予算について 

 

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 
5月14日(金) 

14時30分～16時 

・令和 2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 
6月25日（金） 

14時30分～16時 

・4月～5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 3回 
8月6日（金） 

14時～16時 

・6月の苦情相談案件について 

・巡回訪問及び情報交換会、苦情を考えるセミナーの報告 

第 4回 
9月24日（金） 

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 
11月26日（金） 

14時～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28日（金） 

14時～16時 

・11月～12月の苦情相談案件について 

・巡回訪問、事業所内研修、情報交換会の報告 
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第 7回 
2月24日（木） 

14時～15時 

＊オンライン開催 

・1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 

 

 

（2）苦情受付・対応の状況 

   合計 133件（苦情 39件／一般相談 94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) 合 計 

苦情 一般 苦情 一般 苦情 一般 苦情 一般 

4月 0 0 3 10 0 0 3 10 

5月 0 0 5 4 0 0 5 4 

6月 0 0 5 7 0 0 5 7 

7月 0 0 4 5 0 1 4 6 

8月 1 1 3 7 0 0 4 8 

9月 1 0 6 8 0 0 7 8 

10月 0 0 2 11 0 1 2 12 

11月 0 0 1 6 0 0 1 6 

12月 0 1 1 7 0 0 1 8 

1月 0 0 2 3 0 2 2 5 

2月 1 0 2 9 0 1 3 10 

3月 0 0 2 8 0 2 2 10 

合 計 3 2 36 85 0 7 39 94 

 

 

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 5 19 

障がい者 28 66 

児童 4 1 

その他 2 8 

合 計 39 94 

 

  

区 分 年度累計 

①  職員の接遇 20 

②  サービスの質や量 11 

③  説明・情報提供 2 

④  利用料 2 

⑤  被害・損害 2 

⑥  権利侵害 2 

⑦  その他 0 

合 計 39 
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 ④ 苦情解決状況 

区 分 年度累計 

①   助言・申し入れ 37 

②  紹介伝達 2 

③   あっせん 0 

④  知事通知 0 

⑤   その他 0 

合 計 39 

 

 

（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 

福祉サービスの苦情を考えるセミナー 1回 155名 

福祉サービス苦情解決情報交換会（基礎研修） 11回 185名 

福祉サービス苦情解決情報交換会（応用研修） 2回 102名 

事業所が主催する研修会への講師派遣 2回 29名 

全国社会福祉協議会主

催研修等 

＊動画配信及びオンライン開催 

運営適正化委員会事業研究協議会 
1回 2名 

＊動画配信 

運営適正化委員会事業相談員研修会 
1回 2名 

＊書面開催

北海道・東北ブロック運営適正化員会事務局連絡会議 
1回 2名 

国保連との情報交換会 1回 6名 

合 計 19回 483名 

 

[研修の概要等] 

① 福祉サービスの苦情を考えるセミナー 

開催日時：7月 2日（金） 13時 30分～16時 30分 

   会  場：いわて県民情報交流センター 

参 加 者：155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「困難な苦情への対応と心がまえ」 

                  岩手県福祉サービス運営適正化委員会 事務局長 右京 昌久 

事例・取組紹介  

「利用者の不満をくみ取る工夫と苦情対応」 

① 社会福祉法人愛生会 障がい者支援施設 吉浜荘 

                         サービス管理責任者 門前 誠 

② 社会福祉法人山王会 ケアハウス盛岡 

                業務係長兼生活相談員 菅野 ゆみ 
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② 福祉サービス苦情解決情報交換会（基礎研修） 

   開催回数：11回 

   参 加 者：合計 185 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 5/20(木) 宮古市総合福祉センター 宮古市・岩泉町・山田町・田野畑村 17名 

2 5/26(水) 二戸地区合同庁舎 二戸市・一戸町・軽米町・九戸村 6名 

3 6/18(金) 陸前高田市コミュニティホール 大船渡市・陸前高田市・住田町 11名 

4 7/16(金) 遠野市民センター 釜石市・遠野市・大槌町 27名 

5 8/25(水) ＊オンライン 奥州市・金ケ崎町 15名 

6 9/3(金) ＊オンライン 一関市、平泉町 19名 

7 9/30(木) ＊オンライン 花巻市・北上市・西和賀町 6名 

8 10/22(金) ＊オンライン 久慈市・洋野町・野田村・普代村 8名 

9 12/8(水) 渋民公民館 八幡平市・滝沢市・雫石町・岩手町・葛巻町 32名 

10 1/24(月) ＊オンライン 
盛岡市・矢巾町・紫波町 

24名 

11 1/31(月) ＊オンライン 20名 

合 計 185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 11月 15日（月） 13時 20分～16時 30分 

2回目 11月 29日（月）     〃 

   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 57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  高橋 正勝（2回目） 

             委員  菊地 陽子（1回目） 

             委員  高橋 弥栄子（2回目） 

             委員  佐々木 章（2回目） 

          岩手県福祉サービス運営適正化委員会 事務局（事務局長、相談員） 

        ≪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 
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④ 事業所が主催する研修会への講師派遣 

   参 加 者：29名 

   内  容：苦情とその対応 

 

  開催日 研修会名 人数 

1 11/23(祝) 特定非営利活動法人フラット寺町 職員研修 23 名 

2 3/4(金) 
＊オンライン開催 

(福)寿生会 特別養護老人ホーム寿生苑 職員研修 
 6 名 

合計 29 名 

 

 

⑤ 国保連との苦情解決情報交換会 

   開催日時：令和 3年 2月 2日（水） 13時～14時 

   方  法：オンライン開催 

   出 席 者：岩手県国民健康保険団体連合会（苦情処理代表委員、保健介護課長補佐、介護

サービス調査員）、岩手県福祉サービス運営適正化委員会（委員長、事務局長、

相談員） 

   内  容：≪情報交換・協議≫ 

「令和 3年度における苦情受付・解決状況等について」 

「今後の連携について」 

 

 

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 

   方  法：書面開催 

期  日：令和 4年 2月 3日（木） 

内  容：委員会事務局業務の現状や課題について 

 

 

⑦ 全国社会福祉協議会主催会議・研修会 

   (1) 運営適正化委員会事業研究協議会 

    方  法：動画配信及びオンライン開催 

期  日：動画配信期間 6月 28日(月)～7月 13日(火) 

                情報交換会  7月 13日(火) 

           情報交換会参加者：事務局長、相談員 

     内  容：行政説明、講義、苦情相談対応についての情報交換等 

 

   (2) 運営適正化委員会事業相談員研修会 

     方  法：動画配信 

    期  日：動画配信期間 10月 28日(木)～11月 11日(木) 

           参加者：事務局長、相談員 

     内  容：苦情相談対応に関わる講義 
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（4）事業所巡回訪問 

    実施数：40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。 

 

[事業所種別内訳] 

分 野 主な事業内容 訪問事業所数 

高齢者施設 

特別養護老人ホーム 3か所 

高齢者ディサービス 2か所 

訪問介護事業所 1か所 

小規模多機能型事業所 4か所 

グループホーム 3か所 

短期入所生活介護 3か所 

障がい者施設 

就労継続支援・就労移行支援・多機能型 10か所 

共同生活援助 1か所 

生活介護 1か所 

児童施設 
保育所・認定こども園 7か所 

放課後等ディサービス 5か所 

合 計 40か所 

 

[訪問事業所名] 

No 実施日 市町村名 事業者名 

1 4/16(金)★ 遠野市 合同会社フレッシュ・ファーム遠野 

2 4/19(月)★ 釜石市 (一社)三陸駒舎 児童ディサービスさんこま 

3 4/19(月)★ 北上市 有限会社大裕 チョコきたかみ 

4 4/28(水) 滝沢市 株式会社縁 ショートステイわ 

5 5/18(火) 奥州市 (福)憲幸会 小規模多機能ホームみんなの居場所「吉小路」 

6 5/19(水) 花巻市 (福)セントラル にじいろこども園 

7 5/24(月) 盛岡市 NPO法人フラット寺町 ファーム神明町 

8 6/2(水)★ 一関市 (一社)Peace of happiness あふたーすくーる・そらいろ 

9 6/15（火)★ 陸前高田市 ロッツ株式会社 ReBorn リボーン 

10 6/15（火)★ 大船渡市 一般社団法人みらい ポプラ 

11 6/22(火) 盛岡市 (福）盛岡ひまわり会 盛南ひまわり保育園 

12 6/28(月)★ 北上市 (株)connect グループホームおおきな木 

13 6/29(火)★ 洋野町 (福）清翠会 なかのこども園 

14 7/5（月)★ 花巻市 ㈱ひとしずく 障がい者グループホームひとしずく 
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15 7/7(水) 奥州市 (株)ヒトタ商事 グループホームあてるい 

16 7/7(水) 奥州市 (株)ケアサービスゆたか 小規模多機能ホームゆたか 

17 7/14(水)★ 久慈市 合同会社 mam's hug ぎゅっと。 

18 8/4(水) 盛岡市 笑光株式会社 笑光安庭事業所 

19 8/24(月)★ 一関市 (株)スガワラ製作所 グループホームふるさと 

20 8/31(火)★ 矢巾町 (福）新生会 あさあけの園 

21 9/27（月)★ 洋野町 (福）ひろの会 特別養護老人ホーム希望 

22 9/28（火)★ 盛岡市 (福）みやぎ会 特別養護老人ホームなのりの杜 2号館 

23 10/5（火)★ 盛岡市 株式会社ステップ盛岡 ステップしもおおた 

24 10/8(金) 紫波町 合同会社ほっぷステップ ことりファーム 

25 10/20（水) 花巻市 (株)アスリンク・ケア 茶話本舗ディサービス石鳥谷 

26 10/21（木) 奥州市 奥州市立前沢北こども園 

27 10/25（月) 滝沢市 エンポータル株式会社 就労継続支援 B 型ぽるた 

28 11/9(火) 矢巾町 NPO法人ふるさと福祉会 TeRAKOYA 

29 11/11(木)★ 盛岡市 ㈱佐助 ショートステイ好摩 

30 11/16(火)★ 宮古市 ㈱ユーキュー グループホームあすも 

31 11/18(木) 遠野市 ㈱福寿 地域密着型事業所 柔(YAWARA) 

32 11/19(金)★ 花巻市 ㈱プラスアルファ ショートステイ幸田物語 

33 11/24(水) 盛岡市 ㈲いわてにっかコミュニティ企画 めだかの生活介護事業所 

34 12/9(木)★ 花巻市 (一社)恵幸会 ヘルパーステーションくくる花巻 

35 12/13(月）★ 奥州市 (福)衣川会 特別養護老人ホーム羽衣荘 

36 12/15(水) 盛岡市 医療法人謙和会 エトワール保育園 

37 12/16(木) 盛岡市 ㈱東日本アドテック こぱんはうすさくら盛岡本宮教室 

38 1/19（水）★ 大船渡市 非営利型一般社団法人かたつむり ＠かたつむり 

39 1/20(木）★ 盛岡市 (福)宇宙心会 おおぞら村一番地こども園 

40 2/21（月)★ 盛岡市 (福)一誠会 青空こども園 

 ★印：オンライン対応 

 

（5）広報・啓発状況 

① 県社会福祉協議会広報紙「パートナー」を活用した広報（1回） 

令和 3年 9月号（5000部発行）に苦情を考えるセミナーにおける事例報告の概要を掲載

し、日常的に利用者の不満をくみ取る工夫や苦情解決の対応等を啓発した。 
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② ホームページによる情報提供 

  岩手県社会福祉協議会ホームページに適正化委員会のページを設け情報提供した。 

・ 運営適正化委員会の業務、相談受付の案内 

・ 情報交換会等の研修スケジュール、開催案内及び申込書 

・ 事業所巡回訪問及び講師派遣の案内、申込書 

・ 苦情解決の手引き、事業報告書、苦情解決セミナー報告書、アンケート調査報告書 

 

③ ポスターによる PR 

  情報交換会、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。 

 

(6) 調査研究活動 

① 令和２年度苦情を考えるセミナー報告書をホームページに掲載した。 

② 令和３年度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をホームページに

掲載した。調査対象：579 事業所、回答数：317 事業所、回答率：54.7％ 

 

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：県社協 5回、7基幹社協） 

開催日時 監視対象 審査結果及び助言事項 

第1回 
5月14日(金) 

14時30分～16時 

八幡平市社協 
・日常金銭管理の預貯金残高 50 万円を超える利用者

が 20％を下回ること 

県社協 ・概ね適正 

第2回 
6月16日(水) 

14時～16時 

久慈市社協 

・高額な預貯金残高の解消 

・日常金銭管理の預貯金残高 50 万円を超える利用者

が 20％を下回ること 

宮古市社協 

・高額な預貯金残高の解消 

・日常金銭管理の預貯金残高 50 万円を超える利用者

が 20％を下回ること 

県社協 ・概ね適正 

第3回 

＊オンライン 

9月1日(水) 

14時～16時 

大船渡市社協 ・概ね適正 

県社協 ・概ね適正 

第4回 
11月17日(水) 

14時～16時 

花巻市社協 
・日常金銭管理の預貯金残高 50 万円を超える利用者

が 20％を下回ること 

北上市社協 
・日常金銭管理の預貯金残高 50 万円を超える利用者

が 20％を下回ること 

県社協 ・概ね適正 

第5回 

＊オンライン 

2月16日(水) 

14時～16時 

滝沢市社協 ・概ね適正 

県社協 ・概ね適正 
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（2）現地調査（5基幹社協） 

実施日 調査対象 調査員 審査結果及び助言事項 

5月12日(水) 一関市社協 
菊池芳泉委員長 

事務局長 
・平泉町社協における広報活動への支援 

7月14日(水) 奥州市社協 
岩田俊介委員 

事務局長 

・預貯金通帳等管理責任者と代理者との双方

代理の解消 

・支所における預貯金通帳と印鑑の保管責任

者の分離 

・日常金銭管理の預貯金残高 50万円を超え

る利用者が 20％を下回ること 

9月28日(火) 釜石市社協 
木村隆宏委員 

事務局長 
・生活支援員の増員 

10月13日(水) 二戸市社協 
長田くみ子委員 

事務局長 
・概ね適正 

12月10日(金) 盛岡市社協 
佐藤寛子委員 

事務局長,相談員 
・高額な預貯金残高の解消 
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○令和３年度に受け付けた主な苦情 

 ここに掲載した事例は、委員会審議を含む解決までの経過の記述を省略しています。また、一

部内容を改変してある場合があります。 

【高齢者分野】 

№ 
申出人 苦情の内容 

※〔 〕内は苦情の分類 

事業所又は申出人への対応 

※〔 〕内は対応の分類 受付方法 

1 

利用者 〔職員の接遇〕 

 地域包括支援センターのケアマネージ

ャーの対応に不満がある。言っているこ

とが理解できない。分かるように説明し

てほしい。 

〔事業所に申し入れ〕 

 申出人が理解できるような丁寧な説明

と対応をするよう申し入れた。 
電話 

2 

家族 〔職員の接遇〕 

 母が利用している介護老人福祉施設の

ケアマネージャーの態度や対応に不満が

ある。また入所者の様子について家族に

対する説明が不十分である。 

施設に苦情を伝えたが、具体的な回答

がない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所に申し入れたところ「申出人に

は何度も説明をして対応している。申出

人は国保連にも苦情を申し立てており、

国保連の調査結果が出る」とのことだっ

たので、国保連の対応を優先した。 

電話 

3 

利用者 〔サービスの質や量〕 

 ケアハウス（軽費老人ホーム）に入居し

ているが、階下の給湯設備の故障で音が

うるさくて困っている。1ヶ月ほど施設と

話し合っているが解決しない。 

〔事業所に申し入れ〕 

事業所では「できうる対応はしている。

工事をしても音を完全になくすことは困

難である」とのことだった。その後、部屋

を替えることとし、居室の現状復旧費用

は事業所と利用者が折半することで合意

した。 

電話 

4 

家族 〔サービスの質や量〕 

 介護老人福祉施設に入所している母

が、必要な通院医療を受けることができ

ない。母の病気や健康が心配である。国保

連から指導があったにも関わらず改善さ

れていない。 

〔専門機関への紹介・伝達〕 

すでに国保連が関わっているので、国

保連の指導助言の対応となる。 

他に損害が生じているのであれば、弁

護士へ相談するように勧めた。 

電話 

5 

家族 〔職員の接遇〕 

家族（利用者）がデイサービスから帰宅

した際に、足の指から血が出ていた。主た

る介護者である自分以外の家族に謝罪し

たのが許せない。自分に謝罪して、きちん

と説明してほしい。 

〔事業所に申し入れ〕 

事業所に話し合いの場を持つよう申し

入れた。事業所では「きちんと説明をして

いる。申出人は聞く耳を持たず電話を切

る。これ以上の謝罪や説明をするつもり

はない」とのことだった。申出人も納得し

ていない。 

電話 
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【障がい者分野】 

1 

利用者 〔サービスの質や量〕 

 相談支援事業所が（私のことについて）

基幹相談支援センターも入れて話し合う

と言っているがおかしいのではないか。

厳重に注意してほしい。 

〔事業所に申し入れ〕〔申出人に助言〕 

 事業所によれば「申出人は気持ちのコ

ントロールができず攻撃的な言動があ

る。関係機関や家族も含めて今後のこと

を検討している。」とのことであった。 

申出人には落ち着いて話し合うように

助言した。事業所にも話し合いを持つよ

う申し入れた。 

電話 

2 

利用者 〔職員の接遇〕 

 就労継続Ｂ型事業所のある職員が、あ

ちこちに自分を辞めさせると話してい

る。また、別の職員には「辞めればいいの

に」と言われ傷ついた。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「事実確認を行い適切に対

応する」とのことであった。 

電話 

3 

利用者 〔職員の接遇〕 

 グループホームの世話人が、利用者に

私的なラインやメールを送っている。そ

の世話人が事務職員と一緒に他の職員の

悪口を言っているのが不快である。以前

に同様の苦情を理事長に伝えたが取り合

ってもらえなかった。 

〔事業所に申し入れ〕 

 申出人の希望により匿名の苦情として

申し入れた。事業所では「苦情は受け止め

た。職員に改善を求め対応を徹底する」と

のことであった。申出人には事業所の対

応方針を伝えた。 

電話 

4 

利用者 〔権利侵害〕 

就労継続支援Ｂ型事業所のサービス管

理責任者が利用者に対し「使えない。役に

立たない」と暴言を言う。また、その職員

の裁量で工賃を下げられている。車椅子

の利用者がトイレに放置されたこともあ

る。 

〔事業所に申し入れ〕 

申出人の希望により匿名の苦情として

申し入れた。事業所では「匿名ではあるが

申出人には心当たりがある。話し合いを

したいと思っていた。暴言については事

実確認を行い、正すべきところがあれば

指導する」とのことであった。 

電話 

5 

利用者 〔利用料等〕 

 就労継続支援Ｂ型事業所で、残業した

分の工賃が支払われず納得できない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「数分の残業であったため

出ないと説明していた。今後は 30分単位

で工賃を支給するように工賃規程を見直

して利用者全員に説明したい。申出人と

も話をする」とのことであった。 

 

電話 
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6 

家族 〔利用料関係〕 

 娘が生活介護と日中一時支援事業所を

利用したが利用料金の領収書をもらえな

い。お金のことなのできちんとしてほし

い。そのほかにも色々あり事業所との契

約は解除した。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「後日、お渡しするつもりだ

ったが遅れていた。早急に対応する。普段

は領収書を発行している」とのことであ

った。 

電話 

7 

利用者 

匿名 

〔サービスの質や量〕 

 就労継続支援Ｂ型事業所で、作業中に

仕事を妨害する利用者がいる。その利用

者の影響で工賃が下がる心配がある。事

業所から注意してほしい。 

〔事業所に申し入れ〕 

事業所では「その利用者については最

近も注意をしたところだった。対応する」

とのことであった。 
電話 

8 

利用者 〔職員の接遇〕 

 就労継続支援Ｂ型事業所で職員の対応

に不満がある。作業の時にもう少し丁寧

に声をかけてほしい。利用者のことも呼

び捨てにすることがあり不快である。 

〔事業所に申し入れ〕 

 申出人の希望により匿名の苦情として

申し入れた。事業所では「言葉使いには気

をつける」とのことであった。その後、申

出人より「職員が優しく声をかけてくれ

て、行きやすくなった」と連絡があった。 

電話 

9 

利用者 〔サービスの質や量〕 

 就労継続支援Ａ型事業所で働いている

が、急に労働時間が減ると言われた。詳し

い説明を求めたが、納得できる説明もな

かった。代表が感情的になり机を叩き怒

鳴るなど、威圧感を感じる態度だった。収

入が減ると生活できないので自分から辞

めると話したが、辞めるように追い込ま

れた。 

〔専門機関・関係機関の紹介〕 

申出人は「すでに辞めることになって

おり、話し合いや謝罪は望まない」とのこ

とで苦情の申し入れは希望しなかった。

すでに労働局には相談済みとのこと。 

事業所を指導する権限のある県、市の

連絡先と障がい者不利益の相談窓口を情

報提供した。 

電話 

10 

利用者 

匿名 

〔職員の接遇〕 

 就労継続支援Ｂ型事業所の施設長と職

員に「辞めてしまえ」と言われたので注意

してほしい。この事業所を辞めたいと思

っているが、辞めさせてもらえない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「職員に確認したが心当た

りがなかった。申出人の年齢に該当する

利用者がいない。しかし、言葉使いが強く

なったことはあったので、職員の対応に

ついて見直していきたい」との説明であ

った。 

電話 
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11 

近隣住民 

匿名 

〔被害・損害〕 

 就労継続支援Ｂ型事業所の車のドアを

閉める音がうるさい。古い家なので振動

で家が揺れるほどだ。昨年から何度も苦

情を言っているのに改善しない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「音には気をつけていたが、

苦情電話の頻度も増えたため防音壁を設

置した。申出人からは一日に多いときは

100回着信があった。関係機関とも連携し

ながら対応している」とのことであった。 

電話 

12 

友人 〔権利侵害〕 

 グループホームに入居している友人に

宛てた手紙がグループホームの職員に開

封されて読まれた。友人から聞いた。 

プライバシーの侵害であり止めてもら

いたい。 

〔事業所に申し入れ〕 

申出人の希望により匿名で申し入れ

た。事業所では「誤って開封したことがあ

った。今後は郵便物や宅配便は開封せず

に渡すこととする。また、そのような対応

方針を掲示して利用者に周知する」との

ことであった。 

電話 

13 

利用者 〔説明・情報提供〕 

 通所している事業所から、服薬してい

る薬の情報を持ってくるようにしつこく

言われているが納得できない。障がい者

をバカにしているように感じる。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「薬の情報が必要な事は何

度も説明をしている」とのことであった

が、申出人が納得していないようなので

改めて説明するよう申し入れた。 

来所 

14 

利用者 

匿名 

〔職員の接遇〕 

 福祉サービスの利用を希望して基幹相

談支援センターに相談している。職員が

親身に相談にのってくれず「無理だ。きれ

る人はダメ」と自分の批判ばかりしてく

る。 

〔事業所に申し入れ〕 

事業所では「丁寧に対応はしているが、

本人の意図する答えがないと怒って、批

判されたと受け取ってしまうのだろう」

とのことであった。関わりの困難な利用

者だと思われるので、関係機関と連携し

て対応するよう申し入れた。 

電話 

15 

利用者 〔職員の接遇〕 

 精神障がい者である同僚が、職員から

差別的な発言をされてＰＴＳＤを発症し

事業所に通うことができなくなった。 

私も精神障がい者だが侮辱されている

と感じる。発言を撤回してほしい。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「利用者間のトラブルが原

因で通所できない利用者がいるのは事実

でだが、対策を講じて通所を再開するこ

とになっている。申出人が言っているよ

うな差別的な発言はなかった」。 

改めて法人の苦情解決責任者と話し合

い納得した。 

 

電話 
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16 

利用者 〔職員の接遇〕 

 就労継続支援Ｂ型事業所の管理者に不

当な扱いをされている。作業に必要なも

のを撤去されたのは嫌がらせだ。自分の

行動にいちいち干渉するのも止めてほし

い。 

〔事業所に申し入れ〕 

 申出人の希望により匿名で申し入れ

た。事業所では「申出人には心当たりがあ

る。作業で必要なものは全てこちらで準

備しており、処分したものは、申出人が拾

ってきた私物である。衛生的に問題があ

るので片付けた。行動に干渉があるとす

れば申出人が利用しているグループホー

ムだと思う」とのことであった。 

電話 

17 

利用者 〔サービスの質や量〕 

 グループホームに 1 か月半お風呂に入

っていない利用者がいて臭いがする。事

業所に指導するように言っているが改善

がみられない。 

 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所より「半年ほど前からそのよう

な話があり対応はしているところだ。臭

いがするという利用者には声をかけてい

るが、入浴させる良い方法がみつからな

い。職員や看護師、申出人とも話し合いを

する」とのことであった。 

電話 

18 

利用者 〔サービスの質や量〕 

 グループホームの契約解除通知が届

き、今月末で契約が解除される。正当な理

由がなく納得できない。契約解除を撤回

してほしい。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「申出人の攻撃的な言動が

周囲に恐怖感を与えており、契約解除に

あたると考えている」。その後、本人と関

係機関も含めて話し合い、退居を前提に 3

か月の猶予期間を設けることとなった。

申出人も納得した。 

来所 

19 

利用者 

匿名 

〔職員の接遇〕 

 就労継続支援Ａ型事業所で働いている

が、職員が他の利用者に「死ね」と言った

のを聞いた。言葉使いを改めてほしい。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「普段、作業をする中で職員

の声が強くなることはある。『死ね』と言

ったというのは考えられないが、そのよ

うに聞こえたのかもしれない。言葉使い

については気をつけるように職員間で周

知する」とのことであった。 

電話 
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20 

利用者 〔職員の接遇〕 

 送迎バスの中で他の利用者から叩かれ

ている。自分は何もしていないのに、車を

降りる時に叩いてくる。そのことを管理

者に相談しても「あの子に限ってやるわ

けがない」と話を聞いてもらえない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「送迎の際は座る場所など

を工夫し職員も気をつかって対応してい

る。また、叩いてくるという利用者は障が

いの重い方であり乱暴をする人ではな

い。叩いたのではなく、ぶつかったとか触

ったということだと思う」とのことであ

った。 

電話 

21 

家族 〔職員の接遇〕 

 弟の利用している就労継続支援Ｂ型事

業所の職員の対応に誠意がない。自分は

直接関わっていないが、弟のことで事業

所とやりとりしている妹から聞いた。 

 

〔当事者間の話し合いの推奨〕 

 このことは申出人が妹から聞いた話で

あり申出人自身は直接事業所と関わって

いないとのことであったため、直接事業

所と話をするように勧めた。そのうえで

解決しない、事業所の対応が悪い等の場

合に再度相談してほしいと伝えた。 

電話 

22 

利用者 〔サービスの質や量〕 

就労継続支援Ａ型事業所を利用してい

る。急に事業所から雇用契約の更新はし

ないと言われたが納得できない。自分は

雇用の継続を希望している。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「前回の更新の際に、契約終

了については本人に伝えており理解して

いると思っていた。本人の攻撃的な言動

が事業所の信用を傷つけ、他の利用者に

も影響を与えている。契約書に明記され

ている契約解除にあたると考えている。

一旦 3 か月の猶予期間を設け、本人と話

しをしていくこととする」とのことであ

った。 

電話 

23 

利用者 〔職員の接遇〕 

自分は同じ法人の相談支援事業所、就

労継続支援Ｂ型事業所、グループホーム

を利用している。女性の相談員には相談

できない内容があるので男性の相談員に

変更してもらいたいが聞き入れてもらえ

ない。Ｂ型事業所の利用も解約解除した

いと言っているが話が進まない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「申出人は時々、契約解除を

申し出る。当事業所以外に支援者がない

方である。他に引き受け手がいない状態

で契約解除することはできない。男性の

プライベートな相談には男性の相談員が

対応し、落ち着くのを待ちたいと思う。本

人とも話し合いをする」とのことであっ

た。 

電話 
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24 

家族 〔職員の接遇〕 

 利用者である弟が障害者就労支援Ｂ型

事業所の職員の言葉に傷ついている。謝

罪してほしい。事実関係を確認し不快な

思いをさせたことを詫びてほしい。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「職員はそのような事は言

っていないと話している。申出人とは話

し合いをする」とのことであった。 

その後、話し合いを持ち、誤解だったと

いうことで納得した。 

電話 

25 

家族 〔職員の接遇〕 

 障害者相談支援事業所の管理者が不適

切な発言をして不信感を持った。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所は「そのような発言をした覚え

はない。同席していた関係者に聞けばわ

かる。事実無根であり、申出人との話し合

いではその旨を伝える」とのことであっ

た。 

電話 

26 

家族 〔サービスの質や量〕 

 視覚障害のある弟がホームヘルパーの

家事援助サービスを受けていたが、支援

を打ち切られ困っている。 

〔事業所に申し入れ〕 

 相談支援事業所と訪問介護事業所に状

況を確認したところ、利用者はホームヘ

ルパーに対して暴言や暴力があったた

め、支援困難として契約を解除したとの

ことであった。 

来所 

27 

利用者 

匿名 

〔サービスの質や量〕 

 病院に月 2 回通院している。一人では

行けない所なので、病院に付き添っても

らいたくて市役所に相談したが断られ

た。相談支援事業所に付き添ってもらい

たい。 

〔事業所に申し入れ〕 

事業所では「申出人には心当たりがあ

る。通院に対する同行支援の要望はこれ

までにもあり、一般相談として対応して

きた。車での送迎はできないが、対応を考

えている。状況は理解している」とのこと

だった。 

電話 

28 

利用者 〔職員の接遇〕 

 宿泊型訓練、生活介護の事業所を利用

している。嗜好品(甘い飲み物)を減らさ

れてストレスを感じている。お小遣いも

上げてほしい。事業所の職員に要望を伝

えているのだが、回答がない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では「その都度説明も行ってい

るが、本人の言い分が通らないと納得し

てもらえない。申出人は糖尿病に注意が

必要で甘い飲み物はほどほどにするよう

話している」とのことであった。 

 

電話 
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【児童分野】 

1 

代理人 

匿名 

〔職員の接遇〕 

 児童館の利用手続きの件で、職員の対

応に不満がある。苦情を申し出たところ、

逆恨みされて利用しづらくなった。 

〔事業所に申し入れ〕 

 「事業所にも同様の苦情があり対応中

だ。職員の言葉づかいについては注意を

促している」とのことだった。 
電話 

2 

家族 〔職員の接遇〕 

 保育園の担任保育士が、落ちた弁当の

中身を拾って子どもに食べさせたことに

ついて苦情を申し入れた。その後の園の

対応には納得できない。 

〔事業所に申し入れ〕 

申出人の保育園の対応に対する意向を

伝えた。その後、事業所では申出人の意向

に沿い、保護者へ文書を配布し、苦情の内

容と対応について周知を行った。 

電話 

3 

家族 〔被害・損害〕 

子どもが「先生にグーパンチされた」と

話しており、おでこにたんこぶができて

いる。先生や園長はそのことを認めず納

得できない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 状況を確認したところ、「そのような事

実はなく認められない」とのことであっ

た。両者の言い分が異なり、平行線であっ

たため、今後の体制作りや子どもの状況

の共有などについて建設的な話し合いを

するように双方に助言した。 

 

電話 

4 

家族 〔説明・情報提供〕 

娘は重度の知的障がいがあり放課後デ

イサービスを利用している。同法人の運

営する新設の事業所を利用することにな

ったが、事業所間の引継ぎができていな

い。子どもの特性を理解した支援が受け

られず不信感がある。 

〔申出人に助言〕 

 「娘さんの状況について事業所と家族

がもっと話し合いをして共有する場を持

つようにしたらどうか。お互いに歩みよ

り、よく連絡をとりあってほしい」と申出

人に助言した。 

事業所への申し入れを申出人は希望せ

ず、自分で事業所と話し合いをするとの

ことだった。 

 

電話 
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【その他分野】 

1 

利用者 

匿名 

〔職員の接遇〕 

 事業所の上の方の態度が悪い。腕を組

みふんぞり返っている。窓口に人が来て

も頭も下げない。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所では事実確認を行い、改善する

とのことであった。 電話 

2 

利用者 〔職員の接遇〕 

 生活が苦しくて、社会福祉協議会に借

入の相談に行ったところ、話を聞くだけ

で断られた。初めから貸さないという態

度だった。再度借入の相談にのってほし

い。出来ないのであれば理由を説明して

ほしい。 

〔事業所に申し入れ〕 

 事業所に申し入れを行ったところ、改

めて貸付けの面談を行うこととなった。 

申出人の状況を把握した上で利用可能

な貸付の申請に至った。 

電話 

 

 

○その他の相談（一般相談）の概要 

 令和 3 年度に苦情相談として分類されなかった相談は、94 件ありました。 

 苦情相談と同様に、障がい者分野の相談の割合が多い傾向です。中でも、就労継続支援事業所

の利用者本人からの相談が増えており、同一申出人からの頻繁な相談も見られます。 

 また、苦情対応に関する事業所の職員からの相談も増加傾向です。 

 

 

 

＜苦情相談、一般相談の分類について＞ 

苦情相談：社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業において提供されるすべての福祉サービスに関

する利用者、利用者の家族、代理人等が苦情の解決を求める相談。社会福祉事業以外の事業

所についても必要と認めた場合は対応する。 

一般相談：傾聴のみで終わったもの。利用者、家族、代理人以外からの相談。事業者からの相談。他

の利用者に関する相談。適切な窓口が他にある場合の相談(他機関紹介)。事業者が不明の

相談。福祉サービス以外の内容に関する相談や問い合わせなど。 
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岩手県福祉サービス運営適正化委員会・合議体別委員名簿 

委員長 宮城好郎   副委員長 菊池芳泉 

（任期：令和 2年年 11月 24日～令和 4年 11月 23日） 

 ◎：小委員会委員長  ○：小委員会副委員長 

所属分野・所属団体等 

合 議 体 

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 （副会長） 

岩手県介護福祉士会 （理事） 

 

 

◎宮城 好郎 

菊地 陽子 

 

 

 

 

長田くみ子 

 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） 

  

佐藤 寛子 

(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事務局） 

岩手弁護士会 （民事介入暴力対策委員会事務局長）  

岩手県司法書士会 （理事） 

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） 

 

 

高橋 弥栄子 

佐々木 章 

 

滝川佐波子 

 

 

伊藤 美紗 

委員数 14名   6名      8名 
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岩手県福祉サービス運営適正化委員会 委員選考委員会名簿 

 

（任期：令和 2 年 10 月 13 日～令和 4 年 10 月 12 日）  

氏  名  所属団体（職名）  所属分野  備考  

 

北向  細子  

 

一般社団法人  

岩手県社会福祉士会（副会長）  
公益代表  委員長  

 

佐々木  夏子  

     

 

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  

 

一般社団法人  

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  

 

 

田原  浩志  

   

特定非営利活動法人  

岩手県精神保健福祉連合会（監事）  

福祉サービス  

の利用者代表  

 

 

辰柳  敬一  

 

社会福祉法人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  

 

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会  

社会福祉法人経営者協議会（副会長）  

社会福祉事業  

の経営者代表  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２部 

令和3年度 

苦情を考えるセミナー報告書 

（令和3年7月2日開催） 
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ごあいさつ 

 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会 

   副委員長 高 橋 正 勝 

 

本日は、ご多用のところ県内各所から苦情を考えるセミナーにご参加いただき、誠にあり

がとうございます。 

新型コロナウイルス感染の拡大により、様々な分野で大きな影響を受けました。福祉分野

におきましても例外ではございません。 

利用者とご家族との面会制限、行事の縮小や中止、外出の自粛などの感染防止策の長期化

により、利用者も職員もストレスの溜まる状況が１年以上続いてきました。 

通所サービス、訪問サービスでは、感染の疑いがある方との接触によって、サービス提供

を休止せざるを得ない状況もあったと思います。 

入所施設では、集団感染防止のため、職員やそのご家族も感染防止に神経をすり減らして

きたものと思います。 

このような厳しい状況にあっても、オンラインでの面会の工夫、換気や消毒の徹底など、

感染防止とサービス提供の継続を両立してこられた福祉サービス事業者の皆様に深く敬意

を表するものです。 

さて、福祉サービス運営適正化委員会に寄せられた令和２年度の苦情件数は、相談なども

含めて 109 件でありましたが、一昨年に比較して増減はほとんどありませんでした。その

内、苦情は 42件で、障がい者福祉サービスが 20件 48％、次いで高齢者福祉サービスが 9

件 21％、児童福祉サービスが 7件 17％、その他社会福祉協議会等が 6件 14%でした。 

苦情の内容では、「職員の接遇」が 22 件 52％、サービスの質と量が 10 件 24％などとな

っておりますが、「被害・損害」「権利侵害」などの苦情も併せて 7件と、決して少なくあり

ませんでした。 

さて、本日のセミナーでございますが、「事例・取組み紹介」のテーマを「利用者の不満

を汲み取る工夫と苦情対応」としました。苦情は降ってわいたように発生するのではなく、

利用者の小さな不満がいくつも重なって表に出てくるという特徴があります。したがって、

苦情を前向きに解決するためには、不満という思いを汲み取っていく日頃の取組が大切に

なると思います。本日は二つの取組事例をお聞きすると共に、運営適正化委員会の宮城好郎

委員長の講義と併せて、苦情解決の大事なポイントをお持ち帰りただければと思っており

ます。 

それでは、本日ここにお集まりの皆さまと多くの情報やアイディアを共有しながら有意

義な時間を過ごして参りたいと思いますのでよろしくお願いします。 
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「苦情」とは、一般的に不公平な扱い、迷

惑や被害を受けたことに対して、 不満や不

愉快な気持ちを抱くことです。そして、その

不満を他者に訴えることが苦情行動です。

つまり苦情とは不満の表明です。苦々しい

感情の表明です。 

 「クレーム」とは、具体的な対応を求める

要求です。袋の破けた商品を交換してほし

いとか、返品するので代金を返してほしい

とか、謝罪をしてほしい、態度を改めてほし

いなどの具体的な対応を求める行動です。 

○苦情とクレームを仕分ける 

苦情には不満な感情と具体的なクレー

ム・要求という二つの要素がセットになっ

ている場合が多いのです。 

 また、不満な気持ちが表明されても具体

的なクレーム、要求がない苦情もあります。

逆に商品交換のクレームに応じてさえもら

えれば不満な感情は抱かないという場合も

あります。苦情に対応するときは、感情を害

しているのか、被害の回復などの何らかの

要求があるのかどうかを十分に聞き取りし

なければなりません。 

心情を害した苦情に対してお詫びをせず

に品物やお金を渡しても解決しません。気

持ちが納得しないからです。正当な商品交

換のクレームに対して、交換に応じないで

お詫びをするだけでは解決しません。つま

り「苦情」と「クレーム」を仕分けして理解

し、それぞれの要素ごとに対応することが

重要です。 

ただし、福祉サービスは具体的な品物で

はありませんので、交換ができません。時間

を逆戻りしてやり直すこともできません。

ですから、福祉サービスへのクレームは、

「態度を改めてほしい」、「きちんと説明し

てほしい」、「改善してほしい」など、今後の

取組の改善を求める内容が多くなります。 

○要望、意見、悩みの相談も 

 また、苦情に似たものがいくつかありま

す。 

ものごとの実現を求める「要望」や考え方

を主張する「意見」、自分自身の「悩み」、そ

の悩みを解消したいための「相談」など、不

満というほどではないけれど何らかの解決

や実現を願う気持ちが表明される場面は多

いと思います。これらは、日常のサービス提

供を通じた対話や相談支援、利用者の要望

を聞く場面が持たれていれば大きな苦情に

なることはありません。 

 それでは何故、不満な感情を抱くように

なるのでしょうか。 

サービス提供の不手際やミスが起こった

場合には不満な気持ちを抱きます。また、そ

のようなミスが起こっていなくても「忙し

そうで声をかけにくい」「悩みを受け止めて

もらえなかった」「話しかけたのに無視され

た」などの出来事が蓄積することによって

苦情に発展することもあります。 

 ○弱い立場の利用者に配慮する仕組み 

 さて、福祉サービス事業者の苦情解決が

制度化されたのは、2,000 年（平成 12 年）

の社会福祉法の改正からです。介護などの

福祉サービスを必要とする方々が多くなり、

介護保険制度が導入され、要介護状態にな

講義：円満な苦情解決の取組・・・・困難な苦情への心構え・・・・ 

（注）講師の岩手県福祉サービス運営適正化委員会の宮城好郎委員長（岩手県立大学教授）の急な体調不

良に伴い、右京昌久事務局長が講義を代行しました。 
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れば契約によって福祉サービスを利用でき

るようになりました。 

利用者はサービス事業者を選んで契約で

きるようになりましたが、事業者に比較し

て利用者は立場が弱いので、それを補う仕

組みとして苦情解決制度ができました。 

社会福祉法第 65 条では苦情への対応

（窓口の設置）などを都道府県が社会福祉

施設基準で定めることになりました。同法

82条では「社会福祉事業の経営者は、常に

その提供する福祉サービスについて、利用

者等からの苦情の適切な解決に努めなけれ

ばならない。」とされました。 

事業者の段階で解決できない苦情に対応

するため、都道府県社会福祉協議会に福祉

サービス運営適正化委員会が設置されるこ

とになりました。 

 運営適正化委員会は、苦情の解決のため

に利用者と事業者の双方に対する事情調査

やあっせんを行うことができます。利用者

と事業者の中間に立って、苦情解決に向け

た申し入れや話し合いの推奨、助言をしま

す。ただし、どちらが悪いとか、白黒をつけ

るとか、事業者を指導するといった役割で

はありません。 

 ○苦情が出ない理由とは 

 県内の事業者における苦情解決の状況を

平成 30 年度のアンケート調査結果をもと

に紹介します。有効回答数は 1,055 件でし

た。一年間に苦情がなかった事業所は 57％、

１～３件が 33％、4 件以上が 10％でした。 

 苦情が出ない理由はいくつか考えられま

す。一つには「意見や要望の段階での対応が

なされている」からです。二つ目には「苦情

を訴える時間や手間が無駄だと感じている

から」です。言っても解決してもらえないと

いう諦めの気持ちも含んでいます。三つ目

は「嫌な利用者（クレーマー）だと思われた

くないから」です。匿名の苦情が出る背景で

もあります。四つ目は「そもそもどこに、だ

れに苦情を言えばよいのか知らされていな

い」などが考えられます。 

利用者にとって事業者への遠慮があるの

で苦情は出しにくいものです。事業者に苦

情を言いにくい場合は、ご家族や友人、地域

の知人などに不満を漏らし、知らないうち

に口コミやＳＮＳで拡散していることもあ

り得ます。また、苦情を訴えずにサービスの

利用を止めてしまった場合も苦情にはなり

ません。苦情を受け止める仕組みが利用者

に周知されていない場合も苦情が出にくく

なります。 

一方、アンケート調査や利用者との集会、

相談の機会を設けることによって要望を吸

い上げ、細やかな対応を行うことによって

苦情に至らないこともあります。これは積

極的な苦情解決、予防的苦情解決が行われ

た結果、サービスの質の向上を伴って苦情

が出なかったということです。これが目指

すべき状態といえます。 

○具体的な苦情の内容 

 苦情の内容は「職員の対応に関すること

（接遇）」が最も多く、次いで「サービスの

質と量」です。そのほか、「施設の設備、環

境」「説明や情報提供」「被害、損害」「利用

料」「金銭管理」「権利侵害」などです。また、

利用者以外の近隣住民からの苦情も少なか

らずありました。「送迎車のスピード超過」

「ヘルパー車の駐車位置」などです。 

 令和 2 年度に運営適正化委員会が受け付

けた苦情相談は 109 件でしたが、利用者と

事業者の一方又は双方に歩み寄りが見られ

ないケースもありました。障害者サービス

分野では利用者本人からの相談が大半を占

めるようになっています。一方、利用者やそ

のご家族からの要求が過大で対応が難しい
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とする事業者からの相談もありました。 

 ○苦情の二面性 

 サービスの質には二面性があります。主

観的な側面と客観的な側面です。主観的な

質の側面とは利用者の経験から見た質のこ

とで、個人差、バラツキがあるのが特徴で

す。通常、満足度として評価されるもので

す。 

客観的な質の側面は、事業者が提供する

建物や設備、それを運用する仕組み、職員配

置、サービスの実施方法などで技術的な要

素も含めて客観的な評価が可能な質のこと

です。具体的には法人の理念や基本方針、中

長期経営計画があり、計画に基づいた職員

育成が行われ、またサービスの実施方法が

標準化され、利用者一人ひとりの個別支援

計画に基づいてサービスが提供されている

状態です。 

 しかし、利用者は福祉サービスの仕組み

や支援に関する専門知識に詳しくありませ

ん。したがって、客観的な質の側面を利用者

が評価するのは難しいことになります。そ

うなると利用者にとっての質とは、サービ

スを利用した実感と満足度ということにな

ります。 

 一方、事業者にとっては、質の向上を図る

には客観的な質の側面を改善、強化する方

法となりますが、この努力はなかなか利用

者には伝わりにくい専門的な問題になりま

す。 

 ですから、福祉サービスの苦情を考える

前提として、この質の二面性があることを

踏まえておく必要があります。 

○苦情・クレームの原因 

苦情やクレームが生まれる原因は、サー

ビスに対する期待と利用したときの実感の

差異から生じます。 

① （満足）：期待＝実感 

② （喜び）：期待＜実感 

③ （感動）：期待＜＜実感 

④ （不満）：期待＞実感 

⑤ （失望）：期待＞＞実感 

 

 サービスを利用する前の期待と利用した

後の実感が一致したときには満足を感じら

れるでしょう。期待を上回る実感が得られ

ると嬉しくて喜びます。それ以上だと、喜び

があふれて感動します。 

 逆に期待以下だった場合、これは不満で

す。この不満が幾度と重なると苦情につな

がります。期待が大きく裏切られた場合は

失望です。明らかな苦情となりますが、利用

者が事業者を見限って利用を止めるケース

かもしれません。 

 利用者は、五感を通じてサービスを受け

取っています。目に見えるもの、耳に聞こえ

るもの、肌で感じるもの、その他もろもろ感

覚でサービスを感じ取っています。このよ

うな五感を通じた心地良さが利用者にとっ

ての質や満足を左右する要素です。したが

って、これらの要素は個人ごとに異なる好

き嫌い、良し悪しの主観によって生じると

いうことになります。 

 苦情は利用者と事業者の価値観の相違と

もいえます。主観は多様です。時間の感覚、

金銭の感覚、生活のリズム、言葉遣い、どれ

をとっても利用者の価値観、主観はまちま

ちです。したがって、事業者が同じレベルの

サービスをすべての利用者に提供したとし

ても期待の水準が利用者ごとに異なるので、

その実感もまちまちとなるのです。 

 ○説明不足による苦情 

 「情報提供の不足、説明不足」を理由とす

る苦情があります。「やってもらえると思っ

ていたが、違っていてがっかりした」「言葉
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では説明があったが、資料には大まかなこ

としか書かれていなかった」「Ａ職員とＢ職

員の説明が違う」「入園時に渡された資料に

書いてあると言われても、入園から 3 年も

経過している。必要なタイミングで連絡し

てほしい」。この様な例を見ると、適切な情

報資料の提供と説明、出来ることと出来な

いことの説明も必要なことが分かります。 

 ○言葉づかいや態度に対する苦情 

「コミュニケーション」も苦情の対象に

なります。 

職員の言葉づかいがその大きな原因です。

年長者である高齢の利用者に対して丁寧な

言葉づかいや敬語が使えない、言葉がきつ

いなどの苦情です。 

「挨拶を無視される」「呼びかけに対して

返答しない」「仕事中にスマートフォンをい

じっている」といった態度への苦情や差別

的な発言、暴言など、利用者の人格を尊重し

ない対応への苦情もあります。 

苦情解決のプロセスにおいて大切なこと

は、まずサービス利用における不満を受け

止めることです。不満が表明されれば苦情

ですが、何も言わずに立ち去られることが

事業者にとっては最も大きなリスクです。

意見や要望といった段階で利用者の声を受

け止めることによって不満の蓄積を防ぎた

いものです。 

○申出人以外の利用者にも同様の対応を 

苦情解決における重要なポイントは、申

出人だけに特別な対応をすることでなく、

利用者全員、どなた様にも同じ対応をする

ことをもって解決とすることです。苦情の

解決は申出人に対して行われるのが基本で

すが、解決の取組が他の利用者にも同じよ

うに適用されることが望まれます。 

申出人への苦情対応を繰り返すうちに要

求水準が高いものになり、ついには対応で

きなくなるケースも見受けられます。また、

申出人と他の利用者との対応に格差が生じ、

申出人に対する特別扱いが他の利用者の苦

情を誘発することにもなります。利用者の

心身の状況に応じた個別的な支援や合理的

配慮の提供と苦情に伴う特定の利用者に対

する特別待遇は別のものです。 

匿名の苦情も実名の苦情と同様に検討し

ます。匿名の申出人には解決の取組を掲示

板や広報紙を通じてお知らせする必要があ

ります。対応の取組を実施してもそれを利

用者にお知らせしなければ、何も取り組ん

でいないと誤解されかねません。 

一人の苦情は利用者全員の苦情ととらえ、

その解決も全員に対する解決として検討さ

れなければなりません。この取組がサービ

スの質の向上につながる好循環となります。

苦情はサービスを良くし、組織を強化する

宝物であって、避けたり嫌ったりするもの

ではなくなります。 

○苦情解決体制は必須 

苦情を円滑に解決しサービスの向上に結

び付けるには苦情解決体制を用意しておく

必要があります。 

まず苦情解決責任者を位置づけること、

多くは事業所の施設長が務めます。次に苦

情受付担当者を置くこと、そして外部の第

三者委員を置くことです。そしてこのよう

な体制があることをポスターや広報紙、ホ

ームページなどで周知を図ることが大切で

す。 

とりわけ苦情受付担当者の役割が重要で

す。担当者は利用者の苦情を受け付けて、そ

の内容や解決の意向を広く深く聞き取りし

ます。苦情の主訴を確認し、苦情の原因とな

った事実、背景、困っていることなどを記録

し、苦情解決責任者と第三者委員に報告し
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ます。 

苦情解決責任者にもたらされる情報が少

なかったり、偏りがあった場合は、責任者は

適切な判断ができません。予断を入れずに

真摯に苦情を受け止め、時間を十分にとっ

て聞き取ることが大事です。この後、受付担

当者の記録を基に申出人と責任者が話し合

うという流れになります。また、責任者と申

出人との話し合いに第三者委員が加わるこ

とで、話し合いに客観性をもたらす効果が

期待できます。 

○初期対応を的確、丁寧に 

苦情対応の失敗の多くは、「初期対応」に

あります。受付担当者以外の職員が苦情に

対して場当たり的な対応を行うことや責任

者に報告が上がらないといった初期対応の

遅れは、苦情に苦情が上塗りされる事態を

招きかねません。 

初期対応が苦情解決の仕組み通りに機能

しないことで話し合いまでに時間がかかれ

ば、一層解決を難しくする要因になります。

「現場の対応で解決すると思っていた」「責

任者に苦情が伝わるのに時間がかかった」

「話し合いに進む前に不信感が大きくなっ

ていた」。これらは苦情解決に苦労した多く

の事業者に共通する反省点です。 

解決内容については、文書で申出人と確

認することが望ましい取組です。文書に残

すことによって双方に食い違いが生じない

ようにします。また、苦情の受付件数、解決

の状況などを年に一度は事業報告書、広報

紙、ホームページで公表することが望まし

い取組です。公表することによって苦情に

対する前向きな姿勢やサービスの質の向上

の成果を説明することになり、事業者への

信頼が高まります。 

福祉サービスの利用者は、意思表示を十

分にできないなど、色々な課題を抱えてい

ます。そのため利用者に代わって支援者が

代理で苦情を申し出る場合があります。代

理人の多くは利用者のご家族です。この場

合、苦情の本人が背後に隠れていることに

注意が必要です。本人不在のまま代理人の

みのお話を伺っていると嚙み合わなくなる

ことがありますので、不満を感じているご

本人からもお話を伺う必要があるからです。

利用者の苦情は悩んだり迷ったり、たどた

どしかったり、主訴がつかめないこともあ

りますが、やはりご本人の真の声を聞き、双

方の声を総合的に判断することが大事です。 

○要求水準の高い難苦情 

さて、苦情の申出人の要求水準が高い場

合、許しがたい感情が治まらない場合、事業

者の対応に限界があるなどの解決しがたい

苦情を「難苦情」といいます。難苦情は、事

業者側の支援力が弱いことや専門性が備わ

っていないことも一因ですが、一方で申出

人の過剰な要求にも原因があることもあり

ます。 

さて、一般サービス業における悪質クレ

ームとは「要求内容、又は要求態度が社会通

念に照らして著しく不相当であるクレーム」

のことです。またカスタマーハラスメント

とは「消費者による常軌を逸したクレーム

や迷惑行為」のことです。 

厚生労働省の「介護現場におけるハラス

メント」の解説には精神的暴力として「個人

の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけ

たり、おとしめたりする行為」などと説明さ

れています。例として、「大声を発する」「怒

鳴る」「特定の職員に嫌がらせをする」「この

程度はできて当然だろうと理不尽なサービ

スを要求する」などです。この様な悪質クレ

ームやカスタマーハラスメントを伴う苦情

で、なかなか解決に至らない苦情を難苦情

と言います。福祉サービスにおいてもこの
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ような場面に遭遇する場合があります。 

○難苦情の見極めと組織的な対応 

そこで大事になるのは、正当な苦情・クレ

ームなのか、悪質な苦情・クレームなのか仕

分けることです。正当なクレームとは事業

者の過失が明らかである場合で、利用者の

保護、権利擁護の観点から速やかに対応し

なければならないものです。一方、理不尽な

要求行動、態度に対しては毅然とした対応

が求められます。 

まず、難苦情の対象となった職員に全て

を背負わせないということです。その職員

に謝罪させて、排除すれば済むというもの

ではありません。また、その職員が苦情対応

に悩んで仕事の遂行に支障が出るのは損失

です。 

ポイントは組織的に対応することです。

苦情受付担当者、苦情受付責任者、第三者委

員の役割を機能させることです。苦情を職

員個人の問題ととらえるのではなく職場全

体の課題ととらえて、苦情解決責任者と一

緒に対応を進めていくことが大事です。ま

た、サービスのやり方を変えて改善するの

も組織的な対応になります。 

○難苦情対応の心得 

難苦情への対応には、枠組みと限度の設

定が必要です。「枠組み」とは、例えば話し

合いの時間をあらかじめ設定しておく、次

の話し合いまでの間隔や方法を決めるなど

の対応です。枠組みがなければ、話し合いが

延々と続くことを止められません。「限度」

とは、「この話し合いは３回を目途に行いま

しょう」とか「人員配置の制約で入浴は週に

３回です」など、事業所としてできる限度を

説明することです。 

苦情の申出人に「苦情を申し出てきただ

き、ありがとうございます」と感謝を伝える

ことも有効とのことです。苦情を解決する

用意があることを前提とした「ありがとう

ございます」は、組織の姿勢を伝える言葉に

なります。 

正義感や正論を主張する難苦情について

は、「同調」しても「共感」はしないことで

す。正論は肯定せざるを得ないので、「お考

えを受け止めました」と同調します。しかし

共感は全面的な賛成です。「ごもっともです。

同感です。私もそう思います」と感じ入って

しまうと、肝心な苦情のとらえ方に影響が

及びます。 

申出人は共感を得ることによって「私は

間違ったことを言っていない。あなたも同

感と認めた。だから私の苦情は正しい。要求

は正当」となります。しかし、正論が通るこ

とと苦情の要求水準が妥当かどうかは、分

けて考える必要があります。 

○質問や間の取り方で工夫 

時には申出人に質問してみることも必要

です。「こういうことが実際あったのですね」

「どのような言葉を言われたのですか」と

聞いてみます。そうすると少しずつ具体的

な事実が明らかになってきます。 

聞き取りや話し合いの場で気をつけたい

言葉があります。「でも」や「しかし」です。

「でも」や「しかし」は、申出人に対して反

論するつもりはなくても、否定的な印象を

与えてしまいます。「でも」や「しかし」を

使いたくなったときは、言葉と言葉のつな

ぎに間（ま）を取るようにします。 

また、申出人の苦情が勘違いや早合点な

どと気づいた場合は、「“実は”、××なんで

す」などと対応し、申出人の早合点をあから

さまにしないようにします。「○○の件です

が、お便りの裏のページに書いてありまし

て、見えにくかったようです。“実は”他の

方からもご連絡がありました」のように、
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“実は“があると、包み隠さず教えますとい

う姿勢が伝わると思います。「お便りに書い

てありますよ」と、そっけなく対応すると、

「よく読まないあなたが悪いんでしょ」と

いう受け止め方になり、釈然としない感情

が残ります。 

○電子メールのやり取りは慎重に 

苦情への対応で、申出人と電子メールで

やり取りすることには注意が必要です。決

定していることをお知らせする電子メール

は良いのですが、交渉ややり取りを電子メ

ールで行うことは避けた方が良いでしょう。

申出人に送るメールは、組織の意思の表明

になるので、その内容は同僚や上司に見て

もらってから送るといった慎重さが必要で

す。 

○記録は必ず残しましょう 

申出人との話し合いでは、記録を取るこ

とが大事です。書記を同席させて記録する

方法もあります。また、双方合意の上で録音

する方法もあります。話し合いの結果に齟

齬が生じないようにするには記録に基づく

確認が大事になります。 

さて、申出人が早々に責任者との面談を

求める場合もあると思いますが、苦情受付

担当者が詳細な内容を聞き取るのが原則と

言えます。どのタイミングで責任者が話し

合いを行うかはケースバイケースですが、

現場の状況に詳しい責任者であれば、早い

タイミングで対応し、事情の聞き取りも責

任者が行うことも可能かもしれません。 

しかし、利用者の状況について十分な情

報がないまま話し合いに臨んだ場合は、適

切な判断を下せないことにも留意が必要で

す。 
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吉浜荘は昭和 55 年に開設し、今年で 41

年目になる大船渡市の障がい者支援施設で

す。開所当初は、身体障がい者療護施設でし

た。入所定員は 60 人、短期入所 4 人です。

入所理由は重複も含めて脳性麻痺の方が 21

名、脳血管障害の方が 15人、知的障害の方

が 18人、精神障害の方が 6人などです。 

これに対して職員は 45 人で、毎日 8 人

から 10人が勤務しています。 

 苦情解決のマニュアルは作成途上であり

まして、現在は苦情受付のフローチャート

を用いています。 

 業務マニュアルは、介護、医務、設備、病

院受診などのマニュアルを一通り揃えてい

ます。利用者一人ひとりの支援についても

個別マニュアル（支援計画）を作成していま

す。 

 【大火になる前に鎮火を】 

 吉浜荘ではここ数年、苦情はありません。

しかし、利用者に不満が無いということで

はありません。あまり大袈裟にして欲しく

ないので苦情になっていないと思っていま

す。 

不満は多かれ少なかれだれにでもありま

す。それが積もり積もって表に出たのが苦

情になりますから、不満が大火になる前に

鎮火することが大切だと思っています。 

 そういうことで、吉浜荘では利用者様の

話を聞き、受け止めることを大事にしてい

ます。 

 その手法としては、一つに普段の日常会

話からの聞き取り、二つ目は毎月行う対話

集会での意見収集、三つ目は第三者委員が

年 2回、5月と 10月の対話集会に参加する

聞き取りです。 

 【小まめに足を運ぶ聞き取り】 

 日常会話からの聞き取りでは、小まめに

足を運んでいるうちに、徐々に不満を話し

てくれるようになります。もちろん支援員

や看護師からも情報が寄せられますので、

それを踏まえてさらに話しを聞きます。 

対話集会は、利用者様と職員が話し合う

場です。そこで不満が含まれている場合は

利用者に足を運んで聞き取りをします。第

三者委員からは、ご利用者の気持ちを報告

いただくことにしています。 

 【やはり不満はくすぶっていた】 

 70歳代、男性、両上下肢機能障害で支援

区分 6 の寝たきりのＨさんが話した不満の

例です。 

「他の利用者には 2～3 人で介助してい

るのに、自分には１人しか来ない」「俺にも

頼みたいことがある」というものでした。 

その時の場面は狭い室内で移動用リフト

を使用する際、壁や柱に利用者さんがぶつ

からないように職員がガードしていた様子

だったと分かりました。 

 不満が述べられたとき、その場で即答す

ることはせず、関わった職員から状況を聞

くことを約束しました。その後、確認できた

ことを 3 回に分けて事細かに説明し、Ｈさ

んのお話しも聞きました。そうしたところ、

「そうだったのか、分かった、分かった」と

ご理解をいただきました。 

 入所施設ではストレスが溜まるという事

を再認識し、反省しました。普段の会話から

不満を汲み取る傾聴の重要性を実感した事

例でした。 

事例・取組紹介①「利用者の不満をくみ取る工夫と対応」 

不満をくみ取る傾聴の重要性を実感 
社会福祉法人愛生会 障がい者支援施設 吉浜荘 

サービス管理責任者  門前 誠 氏 
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 ケアハウス盛岡は、社会福祉法人盛岡山

王会が平成 6 年 4 月に開設しました。施設

は 3 階建てで、1 階がデイサービスセンタ

ー、2 と 3 階がケアハウス居室、3 階に地域

包括支援センターがあります。 

 入所定員 30 人、職員は施設長、生活相

談員、介護員など 7 名です。入居者の平均

年齢は 85.1 歳。要介護認定者も 15 人入居

しています。生活の場として、相談援助、

食事の提供、入浴の準備、介護サービス等

の利用等を支援しています。 

【匿名の苦情を受ける】 

令和 2 年 11 月、入所者のご家族から匿

名で岩手県福祉サービス運営適正化委員会

に苦情の申し出があり、その旨の連絡があ

りました。内容は、①ある職員の利用者に

対する対応が公平性に欠けている。注意す

る人としない人の対応に差がある。②コロ

ナ禍における外出で特別な理由もない人に

許可を出している。差別がある。との苦情

でした。 

その頃の施設の状況は、新型コロナの感

染防止のため外出は原則、通院や通所介護

などに制限をしていました。 

しかし、冠婚葬祭やＡＴＭの利用をせざ

るを得ない入所者もいて、個別に認めてい

ました。 

 また、他の居室への訪問が頻繁になった

方もしました。物の遣り取りが原因で利用

者間のトラブルが起こることもありまし

た。15 年来続けてきた服薬を中断してい

る利用者がいることも分かりました。 

 この苦情の背景には、このようなコロナ

禍の行動制限の影響があるものと思われま

した。 

匿名のため申出人との話し合いが出来な

いので、「コロナ禍における生活のマニュ

アル」を作成して、感染防止対策を呼び掛

ける張紙を食堂に掲示し、入所者全員に文

書を配布しました。 

 ところが年が明けた 1 月、運営適正化委

員会に同様の苦情が寄せられました。 

やはり匿名の苦情でした。施設内で原因

を検討し、そこで気が付いたのは、苦情に

至るまでの意見や相談を受け止める体制が

ないことでした。 

【行動制限が不満に】 

新型コロナウイルスの集団感染を防止す

るための面会や外出の制限が、入所者への

行動制限となり、不満やストレスが苦情に

繋がったものと思います。 

匿名の苦情だったので、申出人との話し

合いはできませんでしたが、検討の結果、

苦情に至るまでの意見を受け止めるよう定

期的な相談日を設けることにし、入所者か

らの声を聞く体制を作りました。 

その後、苦情の内容を基にした懇談会開

き、入所者とともにコロナ禍の生活を振り

返り、考える機会とすることができまし

た。 

 

事例・取組紹介②「利用者の不満をくみ取る工夫と対応」 

コロナ禍を契機に定期相談日を設ける 

社会福祉法人盛岡山王会 ケアハウス盛岡 

   業務係長兼生活相談員  菅野 ゆみ 氏 
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令和 3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 

福祉サービスの広がりとともに、福祉サービスに関する苦情はより多様化・複雑化する傾向にあり

ます。これらの苦情に適切に対応するためには、組織的な苦情解決と利用者等の思いをくみ取る日頃

の取組が重要です。 

本セミナーは、福祉サービスの質の向上に資するため、事業所における苦情対応の取組事例等に学

び、苦情への対応力の向上を図ることを目的に開催します。 

２ 主 催  岩手県福祉サービス運営適正化委員会 

３ 日 時  令和 3年 7 月 2日（金）  13時 30分～16時 30分（受付 13 時～） 

４ 会 場  いわて県民情報交流センター（アイーナ） 804会議室 

（盛岡市盛岡駅西通 1-7-1 TEL:019-606-1717） 

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、就任予定者等） 

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  一人 1,000円  ※当日受付にてお支払ください。 

８ 内 容 

13:30～ 

13:40 

開会・挨拶 

岩手県福祉サービス運営適正化委員会  

13:40～ 

14:30 

 

事例・取組紹介 

「利用者の不満をくみ取る工夫と苦情対応」 

事業所におけるサービスの満足度の把握や苦情対応の体制づくりを通じたサービ

スの質の向上への取組について考えます。 

 

(1)社会福祉法人愛生会  障がい者支援施設 吉浜荘 

 

(2)社会福祉法人山王会  ケアハウス盛岡 

  

 

14:30～ 

 14:40 
まとめ 

14:40～ 

15:00 
（休憩） 

15:00～ 

16:30 

講義 

「困難な苦情への対応と心がまえ」 

   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） 
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９ 申込方法 

岩手県社会福祉協議会のホームページにある、福祉サービス運営適正化委員会のページに申込みフ

ォームを掲載しますので、必要事項を入力し、最後に送信ボタンを押して申込みください。 

  適正化委員会ホームページ ： http://www.iwate-shakyo.or.jp/kenmin/tekisei.html 

 

  下記フォーム、QRコードからも申込みができます。 

  ↓↓↓◆申込みフォーム              申込みフォーム QRコード 

  https://forms.gle/YiqsNx4ESBSwZuBa8 

 

※ 送信する前に、お手元に送信内容の控えをお取りいただくか、画面を保存する 

ことをお勧めします。 

 

１０ 申込締切  令和 3 年 6月 21日（月） 

 

１１ その他 

(1) 申込み受付後、10日以内に申込みの際に入力した連絡先メールアドレス宛てに、「受講決定通知

書」を送信します。メールが届かない場合、申込みが完了していない可能性がありますのでご連絡

ください。 

(2) 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。 

(3) 当日の受付では、受講決定通知書をご提示いただくか、受講者番号をお伝えください。 

(4) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、参加定員を削減する場合や、中止又は延期となる場

合があります。参加の際は、マスクの着用や手指消毒などの感染予防にご協力をお願いします。 

 

１２ 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：中野） 

   〒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 

    URL：http://www.iwate-shakyo.or.jp/kenmin/tekisei.html 
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