
宮崎市福祉サービスへのご意見等一覧（平成28年度）

受付№ 申出人 種類 内容

1
利用者の保護者

（家族）
説明不足・情報提供に関
すること

短時間保育のお子さんで、お迎えの時間が遅れたので延長料
金が発生した。保護者に延長料金の説明をしたが料金は頂け
なかった。その後また同じことが起こったため、料金を請求する
と立腹され「短時間保育はおかしい」といわれた。

2
利用者の保護者

（家族）
施設の設備に関すること

 雨の為園庭が水溜りだらけで、靴がぬれ歩きにくいい。

3
利用者の保護者

（家族）
職員の応対に関すること

送迎の際の応対に不安がある。連絡帳の活用も不十分であ
る。保育園での子どもの様子を知らせてほしい。

4
利用者の保護者

（家族）
被害・損害に関すること

 0歳児が0歳児のほほをかみつき、お詫びをすると、相手の親
御さんは知っているのか？と言われる。

5
利用者の保護者

（家族）
職員の応対に関すること

お迎えに行った時に、保育士さんから、保育所で泣いてばかり
いるような事を言われ、家で甘えさせすぎではないかと言われ
た。また、毎日プールの用意をして行っているがまったく水着が
濡れていない。プールはどうなっているのか。

6
利用者の保護者

（家族）
職員の応対に関すること

子供が動物の名前を知らなかったことで、保育士から「おうちで
も絵本とかで教えるといいですね。」と言われたことが、恥ずか
しかったし皮肉に聞こえ、嫌な思いをした。

7
利用者の保護者

（家族）
職員の応対に関すること

職員の応対に不満がある。職員が厳しいので親子でストレスに
なっている。

8
利用者の保護者

（家族）
職員の応対に関すること

子供ににブーツをはかせて登所させたら、先生から他の靴を
持っているか尋ねられ、失礼だと感じた。

9 利用者
サービスの質や量に関す
ること

職員が次々に辞めてしまい、サービス管理責任者も不在。事業
所運営は大丈夫か。

10 利用者 職員の応対に関すること

利用者同士のトラブルに関与してくれない。生活保護者やホー
ムレスを馬鹿にするような発言や、上から目線の発言がある。

11 利用者 職員の応対に関すること

事業所の社長から威圧的な発言や嫌がらせを受けている。精
神的な被害を受けたので慰謝料をｊ払うよう市から指導してほし
い。

12
利用者の保護者

（家族）
説明不足・情報提供に関
すること

利用事業所の休止に伴う次の事業所の選定の際に、休止事業
所から一部事業所の利用を制限される発言があった。制限は
可能なのか。

13 利用者 被害・損害に関すること

数年前に利用をやめた事業所から勧誘電話があった。昔の個
人情報を利用しての勧誘はおかしいのではないか。

14
利用者の保護者

（家族）
説明不足・情報提供に関
すること

市提供の指定事業所一覧にある事業所に利用申込を行った
ら、現在は行っていないと言われた。なぜ一覧表に掲載してい
るのか。

15 利用者
サービスの質や量に関す
ること

利用しているガイドヘルパーの勤務時間について、正しい内容
で請求されているのか疑問がある。

16 利用者
説明不足・情報提供に関
すること

就労体験を受け入れてくれた事業所から、スタッフ不足のため
受入れできないと断られた。体験として受け入れているのだか
らおかしい。

17 利用者 職員の応対に関すること

事業所のオーナーの言動が威圧的。嘘つき呼ばわりされたり、
「健常者と比較して劣っている」の発言あり。事業所は変える予
定。

18
利用者の保護者

（家族）
職員の応対に関すること

子どもの利用計画の内容に納得できない場面が多いが、それ
を「母親が発達障害でコミュニケーションが取れないからだ」の
発言で片付けられる。

19 利用者 職員の応対に関すること

某家族会の事務局長をしている相談支援員の言動が自己中心
的で、何が起こっても自分（苦情申出人）のせいにする。

20 職員 権利侵害に関すること

職員が事業所を辞めて別事業所を立ち上げ、利用者が予告な
く次々に辞めていっていることに、相談支援員が関わっている。
事前に相談すべきではないか。

21
利用者の保護者

（家族）
権利侵害に関すること

事業所から、利用料の支払い遅れや約束不履行を理由に利用
解除を言い渡された。可能なのか。

22
その他（

）
サービスの質や量に関す
ること

事業所の車両が交通ルール（速度、左折時確認、一時停止等）
を無視した運転をしていたため、事業所に苦情を伝えたら、謝
罪もなかった。福祉車両として不適切ではないか。

23 利用者
サービスの質や量に関す
ること

終業時間前に帰宅する際に、送迎してもらえなかった。

24 利用者 職員の応対に関すること

サービス管理責任者の言動が激しい。虐待ではないか。

25 利用者 職員の応対に関すること

入浴支援時に転倒した際、「太っているから」「重いから」支援し
にくいという発言があった。指導してほしい。

26 利用者 権利侵害に関すること

体調不良により就労事業所を休職しているが、正規職員は休
職3ヶ月を超えないと退職にならないはずなのに退職手続をさ
せられた。仕事に復帰できるよう事業所に言ってほしい。

27 職員
説明不足・情報提供に関
すること

グループホームを開設したばかりだが、事業者が近隣住民へ
の説明などを行っているかどうかが疑問である。

28 利用者 職員の応対に関すること

多く働く自分とあまり働いていない利用者が同じ給料というのに
納得できず、「仕事をして」と言ったら事業所から自分が怒られ
た。差別しないでほしい。

対応の結果

何回も繰り返し説明をするが、聞き入れてもらえず、不信感を持ったということで、残念ながら退所され
た。

　園庭の水はけがわるく、少しでも歩きやすいように水溜りにすのこを置いていたが、雨続きで水溜り
の範囲が広くすのこが不足していた部分があった。

所長・主任・担任で夕方母親から話を聞く。母親の不安な気持ちを汲み取り、送迎の際今まで以上に
丁寧な応対をするように全職員に伝える。

　相手の保護者にも伝達済み。職員が目を離さないよう気をつけるとともに、かみつき行為は言葉がで
るまでの年齢で多いことを前もって保護者に伝えておくようにする。

お迎えに見えた母親と面談。‘甘えさせ’は悪いことではなく、十分スキンシップを図り受け入れてあげ
て欲しいと伝える。プールに関してはその日の体調や天気・気温で判断していることを伝え実施しない
日もほとんど毎日温水シャワーをしていることを伝え納得してもらえた。保護者への連絡については、
連絡帳も活用しながら改善していく事を伝える。

　保護者の話をじっくり聞くことと、保護者への言葉かけには十分気をつけて対応するよう伝える。

親の話を十分に傾聴し担任に伝えておくことを話す。担任には親への対応を改善するよう、指導する。

靴底の平らなブーツは滑りやすく危ないので、他の靴を持っているか尋ねたのだが、尋ね方で嫌な思
いをさせたことに謝罪した。相互で、気持ちよく応対できるよう職員の言葉かけについても話し合いをし
た。その後は保護者とも変わりなく話しができている。

資格要件に合致したサービス管理責任者を早急に配置し、ハローワークを通じて従業者を雇用するよ
う指導した。

事業所サービス管理責任者に苦情内容を伝え、事情を聴取。利用者間のトラブルに思い当たるものは
ないとのことだが、利用者処遇について支援内容の確認を行い、必要に応じて改善を図るよう指導。

事業所に事実確認。苦情申出人による一方的な被害妄想の可能性が高いため、双方の協議を仲介
し、誤解について納得された。

基本的に利用者が自由に選択できる旨を伝達。苦情申出人が事業所への連絡を望まないため、課内
で情報共有。

事業所に確認、勧誘の事実を認めたため、今後行わないこと、また当時の個人情報の利用は目的外
使用になるため利用しないよう指導。

事業所に事実確認。「行っていない」ではなく「最近は受けれていない」と説明したとのこと。苦情申出
人が説明不足について事業所からの謝罪を求めたため、事業所に伝達。

実地指導時に資料確認を行い、不適切内容があれば指導等を行っていることを伝える。事業所特定を
拒否されたため、課内で情報共有。

事業所に事実確認。苦情申出人の障がいの状態を見て判断せざるを得なかった状況を確認。申出人
に説明を尽くすよう指示。

苦情申出人の希望で、事業所には連絡せず、課内で情報共有。

苦情申出人の希望で、事業所には連絡せず、課内で情報共有。

苦情申出人の希望で、相談支援員には連絡せず、課内で情報共有、関係機関に情報伝達。

対象の相談支援員に事実確認。事業所の変更は利用者の自由であり、事前相談は不要との主張を崩
さず。事業所移行の際はできる限り円滑な方法で行うよう指導。

事業所に事実確認。利用料の滞納や無断欠席・無断遅刻があるなど、事業所運営にも支障をきたして
いるため弁護士に相談した結果とのこと。「提供拒否の禁止」と判断されないよう、説明を尽くすよう指
導。
事業所に事実確認。苦情内容を真摯に受け止め安全運転を心がけ、従業員について安全運転の指
導を行うよう指導。

事業所に事実確認。送迎は終業後にしか行っていないことは、契約時に説明済みとのことだが、理解
してもらえるよう説明を尽くすよう指導。

虐待相談のため法人理事長に事情聴取。苦情者が日常的に当該責任者を攻撃している様子。現状を
訴えるのみで、改善指導を望んでいないため、課内で情報共有。

苦情を踏まえ、職員の対応･言動について再確認し、今後の支援内容は対応を検討するよう指導。

事業所に事実確認。苦情者はパート契約だったが正規職員と勘違いしているとのこと。十分な説明を
するよう指導。

苦情申出人の希望で、事業所には連絡せず、課内で情報共有。事業内容の聞き取りの際に確認す
る。

苦情申出人の希望で、事業所には連絡せず、課内で情報共有。



宮崎市福祉サービスへのご意見等一覧（平成28年度）

受付№ 申出人 種類 内容 対応の結果

29
利用者の保護者

（家族）
職員の応対に関すること

職員が次々に変わり、昔の方は優しい対応をしてくれたが、今
は冷たい対応の職員が増えた。

30 利用者
サービスの質や量に関す
ること

事業所から提供してもらった給付費請求実績が、自分が記憶し
ているサービス利用時間より多い気がする。

31 利用者
利用者間のトラブルに関
すること

同じ利用者の中傷がストレスで退職したが、その後も間違った
情報を事業所内に広められ困惑している。適切に対応しなかっ
た施設長も含めて許せない。

32
利用者の保護者

（家族）
サービスの質や量に関す
ること

以前から利用している事業所が、一部曜日の利用はできないと
言ってきた。他事業所の利用者を新たに受け入れるためらしい
が、おかしいのではないか。

33 利用者
サービスの質や量に関す
ること

業務に必要な機器類を揃えてくれないし、支援員も技術を教え
てくれない。「利用者がいれば補助金が入る」という発言もあ
る。管理者が年数回海外旅行をしているが、会計がどうなって
いるのか疑問。

34 利用者 職員の応対に関すること

事業所を変えたいと相談したら、「あんたみたいな女を受け入
れる事業所はない」と脅迫されるなど、管理者からの罵声や脅
迫めいたことが多数ある。

35 利用者 職員の応対に関すること

サービス管理責任者が威圧的でストレスを感じている。不明確
な指示に振り回され、精神的に不安定になった。

36 利用者
サービスの質や量に関す
ること

職業安定所の求人票と実際の業務内容が違う。試用期間の記
載もないのに3ヶ月は見習いと言われ最低賃金以下の給料だっ
た。こんな事業所があっていいのか。

37 利用者 職員の応対に関すること

事業所が、よくクレームをつける自分をやめさせようとしている
ように感じる。確認してほしい。

38 職員
サービスの質や量に関す
ること

有償運送について未登録者に対して実施し費用を請求してお
り、運行簿も鉛筆書きするよう指示がある。書き換えて過請求し
ているのではないか。

39
利用者の保護者

（家族）
サービスの質や量に関す
ること

事業所について、経営状態が悪い、不正請求をしている、必要
な人員がいないなどの悪い噂を聞く。安心したいので確認して
ほしい。

40 利用者 職員の応対に関すること

事業所で着用する名札の終業時の収納箱が、ゴミ箱の形をし
ていたため、名前を捨てる（否定している）ように感じていた。改
善を訴えたが職員が聞いてくれない。

41 利用者 職員の応対に関すること

職員が特定の利用者をずっと支援している。平等に対応すべき
ではないか。

42 利用者
説明不足・情報提供に関
すること

サービス提供記録の利用者確認印が漏れていたところに印鑑
を押すよう強要された。どうすればいいか。

43 職員 権利侵害に関すること

利用者が事業所に対する不満を話していたのに同調して不満
を口にしたら、管理者から辞めてほしいと言われ退職届を書か
された。不当な扱いではないか。

44 職員 被害・損害に関すること

昨年まで勤務していた事業所では、処遇改善加算を取っていた
が、研修費用に充てるからとの通告で全く昇給していなかった。
不正ではないのか。

事業所に事実確認。苦情申出人の精神状態悪化に伴う様々な要望について、協議を重ねながら環境
改善を図ってきたが、折り合いがつかず苦情者が利用を辞めることになったとのこと。今後とも真摯に
苦情要望に対応し、解決を図るよう指示。

事業所に確認。苦情内容の事実は確認できないが、誤解を与えることのないよう職員の言動について
確認するよう指導。

苦情者希望により匿名内容で事業所に連絡。職員の言動について確認するよう指導。

苦情者希望により事業所には連絡せず、課内で情報共有。実地指導時に支援記録を確認し、指導し
ていくことで了承。

匿名希望のため、事業所には連絡せず、課内で情報共有。実地指導時に実績の重複がないか等を確
認。

事業所のサービス管理責任者や施設長との連絡、調整、及び苦情申出人への説明を重ね、理解を得
られる。

苦情申出人の希望で、事業所には連絡せず、課内で情報共有。今後同じ相談があった場合には事業
所聞き取りを行うことで了承。

苦情申出人の希望で、事業所には連絡せず、課内で情報共有。次回の実地指導時に確認してもらえ
ばいいとのこと。

事業所に確認、噂の原因は不明だが事実ではないとのこと。不正請求については11月の実地指導時
に判明し、事業所から過誤調整計画が提出されている。匿名での通報であるため、連絡がある都度対
応していく。

管理者に連絡、苦情内容を踏まえ、適切な支援及び話し方や態度に配慮するよう指導。

事業所に事実確認。求人票に載せていないのは事実だが、業務内容は利用者の希望に基づき決定し
ており、見習い体制も取っておらず、最低賃金以上で給与を支払っているとのこと。本人希望により事
業所確認後の苦情者への連絡は行わず。

事業所に事実確認。やめさせようとはしておらず、言動にも注意を払っているとのこと。後日の苦情申
出者と事業所との話し合いで理解を得る。

匿名での申出であるため、事業所確認や対応報告は行わないが、再度連絡があれば福祉有償運送
関係の所管（運輸局）を案内する。

事業所から同意を得られなかった請求分の過誤調整（返還）の申出があったため、苦情者に説明。

事業所に事実確認。苦情者に注意をしたところ退職願が提出されたが強要はしていないとのこと。苦
情者には労働基準局と相談するよう伝達し了承。

処遇改善実績報告では昇給させていることになっているため、29年度以降の実地指導時に確認する
旨を伝え、了承。


