
受付日 令和２年 5月31日 NO　1

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

受付日 令和２年 6月6日 NO　2

申出人

苦　情

処理経過

及び

結果

受付日 令和２年 6月7日 6月10日 NO　3 NO　4

申出人 利用者 利用者

苦　情

処理経過

及び

結果

令和２年度　ひのき荘　苦情・要望受付書(苦情７件・要望５件）

利用者

５月３０日に布団の位置が変わっても大丈夫との事で、ご本人より了承を頂きまた。

しかし５月３１日就寝前になり、やはり布団の位置が気になり、眠れないと言ってき

ました。話を聴き支援員が布団まで付き合うと布団に入ることができ、その日はどう

にか寝て貰いました。

翌日６月１日、同室の方と話をしながら布団の敷き場所を検討し、本人と同室の皆さ

んが納得した場所を決めることができました。

蟻の侵入経路（壁のひび割れ）と思われる部分に、とりあえず蟻よけスプレーをしま

した。

その後、応急措置として侵入経路と思われる隙間を接着剤で埋めました。以降、蟻は

見られません。

また、総務課に壁の修繕依頼を出しましたが、それ以来、現在（R.3年３月）まで蟻は

現れず、修繕する壁の特定ができていません。再度蟻の侵入が確認できた時点で、侵

入場所の特定をし修繕に繋げていきます。

7月１６日に新しく「琉球畳」設置しました。琉球畳は、通常の畳より目が細かく穴が

開きにくいことと、表面が通常の畳より汚れにくい物になっています。

利用者

部屋の畳に穴が開いていたり、汚れている為新しい物に変えて欲しい。

自室に蟻が居たので、何とかして欲しい。

同室の方２名より同じ内容で苦情

同室の方が布団からベットに変わるため、その関係で自分の布団の位置を変えてほし

いとのことで布団の位置を変えましたが、一晩寝てみるとやはり元の位置に戻して欲

しいとのことです。
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受付日 令和２年 7月12日 NO　5

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

受付日 令和２年 7月21日 NO　6

申出人

苦　情

処理経過

及び

結果

受付日 令和２年 8月1日 NO　7

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

受付日 令和２年 11月1日 NO　８

申出人

苦　情

処理経過

及び

結果

利用者

隣の方にも同じことを尋ねると、同じ返事が返ってきました。

支援員間で２人が落ち着ける場所をそれぞれ考え、２人が移動する場所の方々にも了

承を取り７月１３日より席替えを行いました。席替え後に２人に話を聴くと、両人と

も満足していました。

利用者

おやつ時に、小皿に分けられるお菓子の量が自分のだけ少ないと感じるとの事です。

利用者

７月２１日に停電がありました。その後、電気は復旧しましたが、テレビはつかなくなり何とかして欲しい。

停電でテレビが付かなくなる原因は分かりませんでしたが、７月２６日に別の電源場

所から配線をし、テレビが見られるようになりました。テレビが見られなかった５日

間は食堂の共有テレビで見てもらいました。

り、何とかして欲しい。

食堂での隣の席の方と気が合わず、席を変えて欲しい。　　

お盆に載せた小皿を職員が配っていましたが、ご本人に選んでいただく様に配り方を

変え、支援員間で統一しました。自分で選ぶため、誤解はなくなりました。

利用者

８月の寮会議にて支援員間で検討を行い、本人が安心して食事がとれる席を話し合い

ました。本人にも確認をし、8月5日より変更しました。本人は、良かったと喜んでい

ます。

食堂の席で、前の方が時々テーブルを押すことがあり、食事が安心してとれないので

席を変えて欲しい。
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受付日 令和２年 11月17日 NO　９

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

受付日 令和２年 11月17日 NO　10

申出人

苦　情

処理経過

及び

結果

受付日 令和２年 11月20日 NO　11

申出人

苦　情

処理経過

及び

結果

利用者複数名

申出人が指定の場所でタバコを吸っている時に、後ろの窓から陽が差し込み、灰皿に

反射して眩しくて不快。支援員も配慮をして欲しい。

天気・季節や時間で毎日条件が違う事を話しました。それを理解していただいた上

で、できる限りの環境を整えることを伝えました。

・日が差し込む窓に喫煙時のみ使用できる簡易的なブラインドを準備しました。

・11月20日に日よけフィルムを購入し、喫煙スペース窓に貼りました。

自衛隊の餅つき慰問がコロナウィルス感染防止のため中止になり、楽しみにしていた

お餅が食べられない。お餅は無理だとしてもそれに代わるものが欲しい、との要望が

複数の人より上がりました。

自衛隊の餅つき慰問が中止になり、寮独自で「餅つき大会」を12月に予定している事

を伝えました。その時に、餅つきに因んだ飲食ができるように計画することを話しま

した。また皆さん餅を食べることが大変危険な年齢になっていることも考慮して計画

しました。

12月18日、予定されていた餅つき慰問の日に調理室より、お汁粉が提供され、12月28

日に寮で、ダンボールで作った臼と杵で餅つき大会を開催しました。餅つきに因んだ

菓子等飲食して、皆さん楽しんでいました。

利用者

利用者

ポータブルトイレに座った際に、ガタガタと少し揺れるので直して欲しい。

夜間、トイレに座った際にそのお話があったので、翌朝明るくなってからポータブル

トイレを確認し、足の部分の高さを調節し揺れない様にしました。
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受付日 令和２年 12月2日 NO　12

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

１２月２日の胃カメラの検査後、担当医師に麺の事を尋ねると、問題ないとの返事を

いただきましたので、すぐに調理棟の栄養士に相談しました。12月3日の昼食でソバ

が提供されることになりました。

本人より、「ソバが大好きだから嬉しい、美味しいよ」とのお話がありました。

麺が好きな方で、給食に麺を出して欲しいとの希望です。しかし、この方は腸の手術

をしており術後、腸が短くなっており消化の問題で、麺の日には粥食が提供されてお

ります。

利用者
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受付日 令和2年 4月14日 NO，1

申出人

苦　情

要　望

要　望

処理経過

及び

結果

受付日 令和2年 7月29日 NO，2

申出人

苦情

処理経過

及び

結果

令和2年度　かつら荘　苦情・要望受付書（苦情２件・要望３件）

利用者

①小遣いをもらいたい日に、担当支援員が休日の事が２回続き、お金の催促が出来な

　かった。また、郷内の自販機コーナーは車椅子では入れないので、介助をお願いし

　たい。

②他の利用者がとっている宅配牛乳を自分も頼みたい。

③生活保護費の中から障害者加算が外されたことをご本人に説明したところ、所持金

　が無くなってしまうのではないかと心配をされ、日々の小遣いや帰宅時の小遣いに

　どの様に影響するのか気になる、教えて欲しい。

①担当支援員がいない時は、出勤支援員が対応していることをお話しする。また、車

　椅子の介助も同様であることを伝え納得してもらいました。

②糖尿病との兼ね合いを再度お話し、１日の摂取カロリーを伝え、毎日の牛乳かそれ

　とも毎週水曜日の自販機利用のどちらかを選択してもらうようになると伝えると、

　自販機コーナーでの買い物を選択されました。

③生活保護の制度について説明しました。障害基礎年金では得られないサービスを受

　けていることや一般社会で暮らす生活保護受給者と違い、施設にいると衣食住に不

　安がなく出費も抑える事が出来、日々の小遣いに心配することはない旨をお話しし

　ました。

＊以上３点の苦情要望に対して、ご本人の納得が得られました。

利用者

寮で個別外出をしていましたが、１人だけコロナの関係で外出できなかった人がいたの

で、その人には、職員がお弁当を購入し外出できなかった代わりとしました。そのことに

ついて他の利用者から、１人だけ弁当は不公平であり、自分も弁当を食べたい。外出しな

かったからと言って、お弁当を買ってもらうのはおかしいと不満が出ました。

７月に入った頃は、コロナの関係で外食は中止となっており、決まっていた外出が急に

キャンセルになった利用者の気持ちを考え、お弁当を買ってきた経過を説明しました。

その後、更にコロナ禍の状況がひどくなり、外出できない代わりに寮内行事として、毎月

１回お弁当を発注することにしました。その旨をご本人にお話しすると喜んでいました。
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受付日 令和３年 1月5日 NO，３

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

利用者

・寮の衣類庫に保管してある自分の持ち物をすべて自分の部屋で保管したい。

・衣類を買うために外出したいと言う要望がありました。現在はコロナ禍で外出が難

　しい状況なので、衣類購入は支援員で行う話をすると、どうしても自分の目で見て

　買いたいとのことでした。

・居室になるべく出すように対応しましたが、全部出すと居室が物で溢れかえってし

　まうため、衣替えの季節には入れ替えることをご理解いただきました。

・現在、コロナ禍により外出が難しい状況を伝え、できるだけご本人の要望に沿った

　衣類を購入するため、その都度相談する旨を伝え、ご理解をいただきました。

2



受付日 令和２年 8月8日 NO　１ NO　２

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

受付日 令和２年 9月29日 NO　３

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

受付日 令和３年 1月3日 NO　４

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

コロナ感染防止のため外泊は控えてほしい旨をお話しすると、それでは帰宅でなく面

会はどうかと話されました。それで面会であれば15分位なら可能であることをお伝えし、

群馬県のコロナウィルス感染防止ガイドラインに沿った対応であることをお話し

しました。「コロナ禍なので、仕方ないですね」と言われて納得されました。

後日、母親が面会のために来寮されました。

令和2年度　みのわ育成園　苦情・要望受付書（要望５件）

コロナウィルスの関係でしばらく帰宅していないが、そろそろ帰宅させてあげたい

がどうでしょうかとの相談。

保護者

8月20日

利用者利用者

コロナウィルスの影響で5月の連休に帰宅ができなかったので、夏休みには帰宅ができる

ようにして欲しい。

寮長がコロナウィルスについて話をしました。外出や外泊が感染の可能性が高く、大変危

険である旨を話しました。その後、保護者の声が聴きたいと言うので、ご自宅に電話を掛

けました。その際に、保護者の方からもコロナウィルスの関係で、帰宅を我慢してもらい

たいことを話して貰い、本人に了承していただきました。

同じ内容で2件

利用者

コロナウィルスの関係でしばらく外出できない状態が続いているせいか、「外出に行きた

い、ボーリングに行きたい」と支援員に何度も話して来ます。

ウィルス感染予防で外出を控えている為、寮内でペットボトルを使用したボーリング大会

を行ったり、模擬ショッピングを開催したり、またおやつ作りをしたりで外へ出ることな

く、寮舎内で職員が色々工夫をして過ごして貰いました。

寮内でのボーリング大会では、車椅子の方も参加して大いに盛り上がりました。
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受付日 令和３年 1月22日 NO　５

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

すぐに職員が宅急便にて手紙を添えて郵送しました。後日、母親より電話があり、「あり

がとう」と言われ本人も母親もとても喜んでいました。

利用者

母親が入院していましたがその間、早く治るようにと千羽鶴の代わりに「奴さん」を一生

懸命に折っていたところ、術後の経過がよく母親が退院して本人に電話がかかってきまし

た。すると一生懸命に折った「奴さん」をお母さんに送ってあげたいと職員に話にきまし

に話に来ました。
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受付日 令和２年 4月7日 NO　1

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

令和2年度　さわら荘　苦情・要望受付書（要望１件）

利用者姉妹

利用者さんの妹さんより、兄が実家にある自転車を施設に届けて欲しいと希望している

が、私には車もなく自転車を持っていく手段がない。そのことを兄に伝えると納得がいか

ない様子であるので、職員より説明していただきたい。

妹さんの話を伝えるため、本人と話しました。自転車の事よりも、コロナウィルス感染防

止の影響で保護者会がなく、保護者に会えないことを気にしていました。自転車をさわら

荘に持ってくることができないことと、コロナウィルスが落ち着けば、以前同様に面会や

帰宅できることを説明し、納得してもらいました。
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受付日 令和３年 2月2日 NO　1

申出人

要　望

処理経過

及び

結果

令和2年度　こがね荘　苦情・要望受付書（要望１件）

利用者

発作による転倒で怪我をすることがあるため保護帽を付ける事を相談していましたが、本

人より強い拒否があったので経過観察をしていました。

２月２日、本人よりキャップの保護帽があるのなら、かぶりたいとの要望がありました。

当日に（2/2）福祉用具専門業者（高崎義肢）に連絡を取り来てもらい、本人の希望を取

り入れながら頭部のサイズを図り、帽子内にクッション的な防具を取り付けることで検討

しました。

３月１０日に出来上がり本人に渡したところ、とても気に入り使用をしています。
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受付日 令和３年 1月6日 NO　1

申出人 弾む

要　望

処理経過

及び

結果

令和2年度　アシスト前橋　苦情・要望受付書（要望１件）

保護者

母親より、息子さんの移動時（歩行）の支援について要望がありました。

楽しかったりで高揚すると足が交差し、弾むようになってしまうと思います。息子は片方

の足の麻痺が強くバランスを崩してしまうので歩く時は、交差しないよう前にゆっくり出

て，大股やバッテンにならないように声掛けをして欲しいとの事です。

職員間で課題を共有し、改善に向けた討議を行い以下のような対応策を検討する。

立位での歩行移動において、職員と向かい合い両腕をお互いにつかまりながら前進移動を

行う。歩く体勢で前傾姿勢が強くなり過ぎるとバランスを崩してしまうので、当人の重心

移動について配慮する。ゆっくりと声をかけながら移動し、あまり前傾姿勢にならず、重

心を保ちながら歩行できるように支援を行う。

このような改善策にて対応することを保護者にお伝えし、承諾をいただきました。
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