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令和 １年１１月１１日 

平成３０～令和１年度 苦情受付内容及びその対応経過・結果について 

（期間：平成３０年１０月～令和１年９月） 

出席者：苦情解決責任者 栗木繁 、苦情解決第三者委員 大内勝廣、小原貞夫 

苦情受付担当者 介護部長 齋藤千賀子、課長生活相談員 菅野哲史 

居宅介護支援事業所所長 渡辺愛子、デイサービスセンター所長 大槻真由美 

 

区分 苦情・要望・希望など 処理と結果・課題等 第三者委員からの意見 

特養 

入居 

①H30/10/12 

10/11クラブ活動不参加について話あり。 

家族より「昨日も言ったけど利用者の生きがい

活動についてどう考えているのか。他の利用者

に声をかけて、うちのだけ声がかからないこと

もそうだし、福祉施設としてそういったことを

やっていくことが本来の姿ではないのか。面会

に来て、部屋の花を入れ替えたり、散歩をした

りと家族として出来るだけ本人の精神が落ち着

くように協力してやっているのに今回のクラブ

活動にしても行かなくてもいいのかとか、会場

にいないとか気が付かないのか。そういったこ

とを職員がやっていないんじゃ困る。他の利用

者からも行事がないとか、施設で買って欲しい

って言ってた備品だって全然使ってないんじゃ

ないのか。職員がいないのも十分、分かってい

① 

お詫びをして、今後、注意改善することを伝え

る。ユニット職員には既に介護部長からも今後

注意をするように指導していることを説明す

る。施設長へ報告をする。施設長よりユニット

職員がもっと責任を持って対応をするよう話あ

り。施設長へ実情として事務職員ヘルプ対応を

しており、参加者リストも渡していることを説

明。各担当者にて連携を図ることも必要である

ことを報告する。施設長へ施設備品のことも気

にされているため、直接お詫びをしてもらう方

がよいことを提案する。対応、施設長へ引き継

ぐ。 

入居者に対するクラブ活動参加有無に関する内

容であるため、出来る限り参加を促していく必

要があった。また希望者のリストもあったこと

① 

いろいろ取り組みや連携方法については良かっ

たのではないか。参加者や施設在籍者数を考慮

すると全員への声かけ促しは大変だとおもうの

で、リストを上手く活用すればスムーズにいく

のではないか。また行事計画などを掲示する、

その日の体調や本人の気分もあると思うので、

そういった場合もあることの理解を得られれば

良いのではないか。日常的なコミュニケーショ

ンを図っていくことが望ましい。 
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るんだよ。ただ、やるべきことはやるべきなん

じゃないか。誰がそういう段取りや指示をして

いるんだ。そう言ったところを考えて欲しいっ

て言ってんだ」とのこと。 

 

②H30/12/10 

ご家族より連絡あり。 

原発賠償の兼ね合いで契約書類の届け出を行っ

たところ、以前に家族控えとしてもらっていた

重要事項説明書について入居当時の担当者の記

載不備があり、承認されなかったとのこと。家

族の要望としては正式な書類をコピーで良いの

で送付して欲しいとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

③H31/ 1/15 

家族より個人購入をした靴の件について話あ

り。 

Ⅰ．通常の靴から比べて福祉用具で購入した靴

から誘導担当者、ユニット担当者ともに声を掛

け合い該当入居者の参加有無を確認することが

不足していたことが課題と思われる。 

 

 

② 

お詫びして、改めて正式に記載した書類を準備

することを説明して了解を得る。制度、契約に

関わる課題であったため苦情処理とする。 

施設長へ上記、報告を行う。当時の担当者につ

いて施設には在籍はしているが異動を行ってい

るため、現担当者の名前で記載をするよう指示

あり。記載のうえ、事務員へ郵送依頼をする。

本来、契約書類については必ず家族、施設職員

にて不備等がないか確認のうえで取り交わしを

行うことがなされていなかった。契約当時、担

当していた職員の責務が果たせていなかったこ

とも含めて、今後、契約書類等については担当

者が責任をもって対処する。 

 

③ 

Ⅰ．福祉用具での購入品に関しては全般通常販

売されている靴、衣類等より高値になっている

ことを説明する。また今回は本人の浮腫みの状

 

 

 

 

 

② 

対策案の通りに実施していくことが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 

対応方法については問題がなかったと思いま

す。個性に合わせた対応をすることが望ましい

と思います。 
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が高価なため、どうしてそうなのか。 

Ⅱ．本人がちゃんと確認をしたうえで購入をし

たのか。本人に聞いても覚えていない、分から

ないって言うし、どうなっているのか。 

Ⅲ．納品から請求まで 2 か月程度かかっている

が、なぜそうなったのか。 

上記、確認される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

態に合わせて靴のベルトを長い物で調整をした

ため、部品購入費もかかってしまったことを伝

える。事前に概ねの概算はお伝えしていたが、

改めて部品類についての説明が不足していたこ

とをお詫びする。 

Ⅱ．採寸を行い、何種類かの靴を業者に持参し

てもらい、本人にも試しに履いて頂き購入を進

めたことを説明する。またそういった事実があ

っても本人の状態として記憶として残りにくい

ことを伝える。 

Ⅲ．業者の集金等の兼ね合いで実際に利用者へ

の請求になる場合には月遅れ請求となることが

あることを説明する。 

家族、上記説明にて納得される。家族としては

金銭的にも裕福とは言えないため、必要品であ

るのは分かっていたが続けての購入になること

と市販されている靴との金額の差に驚いて、不

信感をもってしまったとのこと。実際に福祉用

具のカタログをご覧頂くか提案をするも、そこ

まではしなくても良いとのこと。 

不快な思いをさせてしまったことについてお詫

びをする。今後については見積もりや届いた現

物を各職種職員などから家族の面会時に確認し

てもらうように対応をすることで了解を得る。
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④R 1/ 8/17 

家族より半袖を着せたまま鼻水が出ていた。風

邪をひいたらどうしてくれるんだと訴えがあ

る。寒い時は長そでを着せてほしい。洋服はた

くさんあるのだからとご立腹。家族にはご本人

にはカーディガンを着るか伺いをたてたが大丈

夫と言われそのままにしていたことを説明し

て、お詫びする。 

 

 

 

⑤R 1/ 8/19 

家族より請求書の記載について話あり。事前に

ハーフ食対応で補助食品使用することに同意は

して、相談員より内容等も説明を受けたが、請

求書が届いた際に「補助食品代」のみの記載で

分かりにくかったと申し出あり。金額も高いの

個人購入品について、施設としては一般的な説

明、対応がなされていたが家族への説明の方法

や再説明や案内の方法が不足していた可能性が

あることが課題。今後は定期的に不明な点がな

いか確認をしながら対応をしていく。 

 

 

④ 

室内温度、体感温度を配慮しこれから衣類の調

節に気をつけることを説明して、了解を得る。

夏場の時期ではあり、施設内空調管理も行って

いたが体感温度等の個人差があること、本人の

訴えと家族の想いと両面に配慮が必要であっ

た。今回ケースに関しては比較的、面会にお越

し頂いているご家族であるため、直接、家族へ

も確認をしたうえで対応をしていくようにす

る。 

 

⑤ 

説明不足があったことをお詫びして、意見が反

映できるよう対応することで了解を得る。 

事務担当職員へ申し送りをして、今後でハーフ

食対象者については記載内容の変更対応を依頼

する。利用請求書に関する記載事項については、

 

 

 

 

 

 

 

④ 

施設として配慮はされていたと思われるので、

今後も今まで通りの対応で問題ないと思われ

る。季節的なことを考慮しながら今後も同様の

対応継続して欲しい。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

左記の対応で問題ありません。 
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でどのような物なのか(商品名・個数など)記載

があると良かったですとのご意見頂く。 

 

家族や身元引受人が見て、分かりやすい記載を

することが不足していた。施設内では周知の内

容でも家族を含めた外部の方が書面等を見た際

に分かりやすい物を作成することに努める必要

がある。 

 

短期

入所 

①H31/ 2/17  

本人より昨日の夕食時の対応について申し出あ

り。本人より「いつもお願いをしているんだけ

ど、事務員によって対応が違うんだよ。時間は

だいたい決まってんのに今回の人は言ったのに

遅くって。ちゃんとやってって言っておいて」

とのこと。 

 

 

②H31/ 4/ 9 

ショートステイ利用時に施設入居のことを伺お

うとして時間を取ってもらうのも申し訳ないの

で利用の電話確認の際に事前に可能であればシ

ョートステイの送迎を特養受付担当者での対応

をお願いしたいと伝えていたが意図が伝わって

いなかったようです。今日、申込書はもらった

ので大丈夫ですと申し出あり。 

 

① 

以後、注意をしていくようお詫びをして、了解

を得る。食事のこだわりがあり、自宅から主食

(パックご飯)を持参される方であるため、事務

職員が夕食提供時間までに間に合うように対応

をしているがご飯の温度や提供時間の誤差はど

うしても業務状況によっても変動があるため、

ご本人へも理解を図る説明をしていく。 

 

② 

電話対応者が不明であったが、上手くご家族の

意図を確認出来なかったこと、連携不足に対し

てお詫びをする。疑問や不明な点などあれば送

迎時だけでなく、気を遣わずに問い合わせ頂い

て構わないことを説明。ご家族、了解される。

電話の取次ぎや確認の際に対応した職員が家族

の意図を得ていないかったことが考えられる。 

特養・ショート兼務する役職員とショートステ

① 

提供時間から大きく逸脱していることではない

ため、施設で出来る範囲の対応をご理解頂くこ

とに努めてはどうか。 

 

 

 

 

 

② 

不備がないように上手く解決してもらえれば良

い。 
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③H31/ 4/25 

事前に当法人居宅介護支援事業所所長宛に利用

者本人の妻のサービス導入に伴う会議時に地域

包括支援センター担当者へ家族より居宅担当ケ

アマネ、ショートステイ担当相談員からの情報

提供や調整についても話が食い違っており、今

後のサービスや対応についても不安があると訴

えられていた。家族としてはショートステイの

サービスに対して思うような調整や状況把握が

出来ておらず、今後はどのようにしたら良いか

が不明確であると申し出があった経過あり。連

絡を受けた当法人居宅所長、施設課長相談員に

て事前に本人に対するサービス支援の方法を検

討。また各事業所において家族に対しての情報

提供の不足、相違があったことを確認。 

自宅にて居宅担当者会議の際に家族へお詫びを

する。家族より「当初火曜日を中心にサービス

調整をしていくとの予定であったが、徐々に変

わってしまっていたこと、利用日数の増加も依

頼をして、調整が出来るかもしれないというニ

イ相談員が同性、同姓ということも混乱を招い

ている一因として考えられるため、役職名及び

フルネームで名乗るように注意喚起をした。 

 

③ 

現在の利用状況の報告を行い、本人の状態、同

日他利用者に配慮もしながら対応をしている現

状を伝える。今後については本人の妻の介護も

考えていくタイミングとなるため、万が一に備

えての申し込み、施設見学等は本人の年齢を考

慮しても行っていくことが望ましいことを提

案。 

今後のショートステイ利用については本人が施

設に対して泊まる場所であることの認識をする

ことで将来的な施設入居等への順応性を高めな

がら、家族、本人も安心して過ごして頂くこと

を提案して了解を得る。また各情報提供につい

ては居宅担当ケアマネに遠慮なく、申し出て頂

くよう説明する。今後も情報提供をしながら対

応をしていくこととなる。 

施設にて居宅所長、施設主任ケアマネ、居宅担

当ケアマネ、ショートステイ担当相談員、施設

課長相談員にて担当者会議の内容確認。今後に

ついてはサービスの追加、変更の際には各担当

 

 

 

 

③ 

各家族で抱える問題があるため、上手くまとめ

てサービスに繋げていければ良いのではない

か。今回のケースについては最終的にまとまっ

たため、良かったのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ュアンスで伺ってはいたが、お便りや送迎担当

者からは落ち着かない様子だったと報告を受け

ており、どのような調整がなされているのかと

不安が強くなっていた。また本人の認知症状も

進んでいることも理解しているが、どのような

対応をすることが家族として望ましいのか、施

設入居等もどのタイミングで検討をしたら良い

のかも誰に聞いたらいいのか分からなかった。

両親とも耳が遠く、大声で夜中に話していたり、

両親のデイサービス等への送り出しも徐々に大

変になっていて。仕事をするなどして自分の時

間も作らないと精神的にも追い詰められてしま

いそうなこともあった。それに対しても娘とし

て出来ることをちゃんとやらないといけないと

思った」と葛藤があったことを訴えられる。 

※居宅支援事業所①の内容の経過。 

 

④R 1/ 5/13  

5/3 入所送迎時に家族より車椅子対応の利用者

であるにも関わらず、通常の乗用車で送迎に来

たが、どうなっているのかと訴えあったと施設

主任ケアマネより申し送りあり。 

 

のみで連携ではなく担当者会議等の開催をして

状況報告をしながら対応をすることで家族の意

向や状況等の相違がないよう対応をしていくこ

とを確認。各事業所担当者レベルでの連携不足

やそれぞれに家族へ提案や説明をしている経過

があり、混乱を招いてしまったことが課題とな

ったため、各担当から事業所役職者へも相談や

情報共有を速やかに行うこととし、事業所全体

の総意としてご家族へ情報提供することとし

た。また対応窓口を明確化することによって、

ご家族が抱えている不安が緩和できるよう対応

することとした。 

 

 

 

 

④ 

カルテ情報には車椅子であることの記載があっ

たが、送迎担当者に上手く申し送りや情報が伝

わっておらず、誤った車両で迎えに行ってしま

ったとのこと。施設主任ケアマネにてお詫びを

した。 

今後、初回の利用者の送迎の際には相談部、リ

ーダーにて送迎方法の確認をして申し送りをす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

うまく職員間でコミュニケーション、申し送り

をしてもらえれば解決できることだと思いま

す。 
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ることとする。各送迎担当者にてカルテの確認

をすることが決まりであったが、必要情報の収

集が上手く出来ていなかった。 

書面だけでなく、口頭でも確認をする。 

 

通所 

介護 

H31/4/17 

利用時間前に居宅担当ケアマネより利用者本人

の夫が参加している他事業所デイサービスで結

核の診断をされた利用者が出た。検査などはこ

れからだが保健所から普通に生活をしても構わ

ないし、本人の夫も他事業所デイサービス利用

をされているため、信夫の里での受け入れは大

丈夫かとの連絡あり。所長公休の為、相談員が

対応。その際、本人の夫が他事業所デイサービ

スを変わらず参加しても大丈夫だと言われ参加

していると聞き大丈夫だろうと判断し OK の返

事をする。それにより利用者本人は 4/17・19の

2 回デイサービス参加。4/20 本人の夫が参加し

ているデイサービスより情報提供の FAX を所長

が受け取り検査はまだ受けていない事が判明。

当法人ショートステイも利用されている為、施

設課長に問い合わせをするとショートステイは

検査結果が出るまで受け入れは出来ないと判断

したとの事。デイサービスも申し訳ないが統一

 

２０日保健所より連絡が入り２２日正午に来所 

（係長 松田氏・主任保健師 三友氏）され 

施設長・課長・所長と結核の説明を受け、その

上で改めて当施設側として、本人の夫の検査を

終え大丈夫だとはっきり判明したら即、本人の

デイサービス利用再開する意向を伝え、保健所

との話し合いの結果を居宅担当ケアマネに報告

行う。担当ケアマネより本人様もご家族も施設

入居者や職員の人数などを考えると仕方が無い

事だと話されているとの事。 

結果 5/21 に検査実施し 5/24 に陰性の結果通知

あり。5/27より利用再開となる。 

課題として 

①本人の夫が利用しているデイサービスからの

情報書をデイサービス職員が確認する事が遅か

った（ショートステイにはすでに FAX が届いて

いた） 

②所長と相談員の感染症に対しての対応の仕方

 

保健所への確認をしてから利用有無の判断をす

るべきだったと思われる。特に課題の③が重要

なため、安易な判断をしないこと。個別対応が

困難な場合があるため、法人としての対応を検

討する必要があった。今後で感染症関連での利

用時の返答をする際の取り組みをして欲しい。 
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し参加を見合わせる判断をしたと家族に連絡を

いれる。ご家族から保健所からも大丈夫だと言

われ普通に生活をしても良いといわれているの

にどうしてなのかと問われた為、当法人のショ

ートステイと統一した対応をとらせて欲しいと

説明をし、本人の夫の検査結果がわかるまでは

休んで頂き、安全な結果が出た際には直ぐに参

加再開して頂きますと了承をお願いする。すで

に 2 回参加をしているし、保健所も普通に生活

をしても構わないとの事なのに何故こんな事に

なるのかとご家族様、納得されていない様子で

電話を切られる。居宅担当ケアマネへ経過連絡

すると施設側の判断なので仕方が無い、直接訪

問しお話をしてきますとの事。 

が十分でなかった事 

③感染症などの連絡があった際は、慎重に考え

家族に即答せず時間が掛かっても看護師や所長

（不在な時は課長・部長など）に相談し受け入

れの有無を簡単に判断しない事 

④感染症に対しての受け入れの仕方を法人とし

て統一していなかった事、そのことで家族様が

当事業所に対して不信感を持ってしまった。 

⑤当事業所は建物の構造上仕切りが無いためデ

イサービスだけの判断は難しく感染症に関して

は特に他事業所との連絡・連携を図り統一した

感染症の蔓延を防ぐ方法をとらなくてはならな

い事。 

 

訪 問

介護 

   

居 宅

介 護

支援 

① H31/3/28 

地域包括支援センター担当者より、本人の妻の

件で連絡。新しく妻が介護認定を受けることに

なり、娘様が包括支援センターへ相談に行った。

その際、本人のショートステイの件を話されて

いたとのこと。娘様からの話では、「今後のこと

は担当のケアマネさんと相談してください」と

ショートステイの担当者に突き放された感じで

①   

苦情を受けた当日、担当ケアマネ、ショートス

テイ担当相談員へ苦情内容を報告、事実確認す

る。その後、居宅所長、施設課長相談員にて対

応協議。担当ケアマネ、施設課長相談員対応に

て H31/4/25に担当者会議開催。娘様の不安や不

明な点について話し合いを行っている。 

結果については短期入所生活介護の経過参照。 

①  

短期入所の時と同様で家族、施設間職員も含め

て上手くコミュニケーションをとって、家族、

施設にとって良い解決に導いてもらうことが必

要と思われます。 
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言われた。（娘様がそう感じた）調整中です…と

言われるばかりで、「2泊でお泊まりをお願いし

たいがなかなか調整してもらえない」などの話

が出ていた。娘様だけの話では分からない為、

状況など教えて欲しいとの内容。 

包括担当者と居宅所長で自宅訪問し、お話を再

度伺うことになる。H31/4/19に自宅訪問し、娘

様のお話を伺う。 

・本人の認知症の進行に伴い介護負担が増加。 

・ショートステイの利用が 2 泊での利用ができ

なかったのは何でなのか？ 

・先が見えない介護での不安などがあった。 

色々な不安や不明な点等があったため、伺った

内容を担当ケアマネ、ショートステイ相談員へ

報告。担当者会議の開催を依頼。 

 

※短期入所③の事例と同内容 

 

 

 

② R1/9/12 11：20 

ご家族と打ち合わせのため、住宅型有料老人ホ

ームへ訪問。居室へ訪室すると、テレビがテー

ブルの上に置いてあり、本人はベッドで端座位

ご家族への説明不足が課題であった。ご家族へ

きちんと伝っていなかったため、相談援助を行

う担当者がきちんと相手に伝わる様に言語化し

てしっかりと伝える。ご家族の介護不安などへ

の寄り添いが不足してしまった。本人だけでは

なく、家族ケアもしっかりと行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  

相談の結果、リハビリ担当者の変更とサービス

の変更を行う。苦情内容、結果についてヘルパ

ー担当者へも報告する。キーパーソンがご家族

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  

客観的にみて事業所の対応等に対しての苦情や

意見ではなかったと思われる。適切な対処を心

がけておくことで十分ではないか。 
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になりテレビを観ている。 

・テレビがテーブルに置いてあった件につい

て。リハビリの先生が勝手にテレビの位置を変

えてしまったとご立腹の様子で表情険しく話

す。勝手に変えるということはどういうことな

んですか。ご家族の気持ちが落ち着くまで事実

確認をする。 

・本人の状態について。3日前までは、1人で柵

につかまり立てていた。「痛みがあるから動かさ

ないで」と先生（リハビリ担当者）が言ったせ

いで、動けなくなった。昨日は車椅子に移りト

イレに行けていた。 

サービス以外は部屋に入らないで欲しい。リハ

ビリについては、週 1 回でいいです。本人の意

向ばかり聞かないで欲しい。リハビリの担当者

を変更して欲しい。ご家族に伺った内容の報告

と確認のため、リハビリ担当者へ連絡。 

・テレビを勝手に動かしたことについては、本

人より希望があり動かしていたがご家族は納得

されなかった。 

・リハビリについても、痛みがある間はリハビ

リをお休みして欲しいとご家族より希望が出て

いたが説明不足でした。 

との内容確認する。 

都合にて変更になっていたと後で報告を受け

る。 

要支援のご利用者様で状態変化も特になくサー

ビス継続となっていたため、改めて担当者会議

を開催していなかった。 

各事業所と連携は図っていたが、本人、家族の

意向に食い違いがあり上手くすり合わせができ

なかった。今後は、同様のことが起きない様に

ご家族の気持ちや対応もふまえ各事業所と更に

連携を図っていく。 
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③ R1/9/27 18：10 

事業所持ち出し携帯電話にご家族より連絡が入

る。 

本人が「仲良しのデイサービス利用者が入院し

たことを職員に聞いたと言っていました。」 

家族がどなたに聞いたのかときいたら、職員で

すと言われました。名前分かりますか？と聞い

たら、職員の〇〇〇〇さんと言って「入院した

んです」と答えたようです。 

家族としては、施設の職員はそういうことは言

わないと思っていた。施設に行った時に、〇〇

さん本人から入院の事は職員からは話さないと

聞いていたのに嘘をつかれたんですか。ショッ

クですなど訴えられる。 

居宅所長が確認して、私（ご家族）に電話する

と言ったら止めて下さい。話したくありません。

電話で直接、該当利用者とご家族でやり取りし、

明日入院先に面会にお連れすることになったと

のこと。面会に行かれたことなど、デイサービ

スで話す可能性などについても説明。話してし

まうことなどは、責任持てないことを伝える。

 

 

 

③  

名前が出ていた職員に苦情内容を報告し、事実

確認を行う。入院の件は、伝えていないとのこ

と。聞かれた時に答えず濁してしまったのが悪

かったかもしれないと話す。 

担当者への確認内容について、ご家族へ報告。 

入院した利用者の担当ケアマネへ苦情内容と当

該利用者とご家族で連絡を取り、面会にご家族

が連れて行く約束をしたことなどについて報

告。入院した利用者のご家族が知っているか不

明なためご家族へ確認を依頼。 

9/27時点で苦情受付時間も遅かったため、9/30

（月）に施設長へ苦情内容の報告と経過を報告。 

本人、ご家族の事情は十分把握し、事前説明な

ども行い対応していたが今回のような苦情が出

てしまった。 

本人、ご家族の関係性が希薄な面があることや

近隣との関係性も配慮が必要な状況もあり、入

院やデイサービスに通っていることなど（ご家

族は事業所名が入った車で自宅に来てほしくな

いと思っている）周囲には知られたくないなど

 

 

 

③  

本人や家族の間の意見、考え方の相違や思いが

すれ違うことはあるため、難しい状況ではあっ

たと思う。こちらもコミュニケーションを図っ

て解決に導くしかないのではないか。 

場合によっては送迎車両に無地のマグネットで

事業所名を覆うなどすることも検討してはどう

か。 
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入院したことを話したかどうか事実確認を行う

ことやその後結果を報告することを伝える。入

院したことを知られたくない。言ったのかどう

か知りたい。今後このようなことが起きない様

にして欲しいとの希望あり。 

の気持ちなども十分配慮する必要があった。 

本人、ご家族、取り巻く環境などにも配慮し各

事業所と連携を図っていく。対応方法など不明

な点、課題などある場合には、地域の課題とし

て事例検討会などに事例提供し対応方法などを

地域のケアマネと検討していきたい。 

苦 情 受 付 件 数 

 期間：平成３０年１０月～令和１年９月 

                                  

  特別養護老人ホーム： 5 件 

 短 期 入 所 介 護 ： 4 〃 

 通 所 介 護 ： 1 〃 

 訪 問 介 護 ： 0 〃 

 居 宅 介 護 支 援 ： 3 〃 

   合     計 ： 13件 

 

苦情解決第三者委員による総括 

 単純な連絡ミス等については 今後苦情が発生しないように改善を希望する。 

 入居者、利用者、またその家族様それぞれの個性に合わせて対応するのは大変だが、ケアする際に本日の行事案内やその参加の希望を

伺ったり、暑さ寒さに対して体感を伺ったりなど職員が細目に声掛けすることで、安心して暮らしていけるよう励んでいただきたい。結

核予防に対する当施設の態度は納得がいくものである。 

これからも家族や介護・支援担当者のなかで報告・連絡・相談をまめに行い、納得してもらえる形で解決していってもらいたい。 
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