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平成２９年度 

練馬区保健福祉サービス苦情調整委員の活動内容 

 
練馬区保健福祉サービス苦情調整委員（以下「苦情調整委員」という。）は、「練馬区保健福祉

サービス苦情調整委員条例」（以下「条例」という。巻末掲載）に基づいて、平成 15 年６月１日

に活動を開始した第三者機関である。制度の目的は、介護保険を含む保健福祉サービスの利用あ

るいは利用申し込みをしている練馬区民の権利および利益擁護を図ることである。 

ここでは、苦情調整委員が平成29年４月1日～平成30年３月31日の１年間に受け付けた申立、

苦情、その他の活動について、報告する。 

なお、平成 29 年度、条例第６条第１項第２号に規定されている「苦情調整委員発意の調査」、

同第３号「事業者に対する是正等の勧告」、同第４号「事業者への意見表明」、同第５号「区長ま

たは練馬区教育委員会への報告」を行った事例はなかった。 

 

平成 29 年度の概要  

●苦情・相談の受付総数は 235 件で、平成 28 年度に比べると 28 件増加した。内訳は、苦情 182

件、相談 53 件。苦情は 28 年度より 17件増加し、相談も 11件増加した。 

●申立は 22 件で、平成 28 年度より４件増加した。申立の対象は、「介護保険」11 件、「生活福祉」

８件、「児童福祉」２件、「障害者総合支援法」１件だった。 

●苦情総数は 182 件。分野別では、「介護保険」が 71 件（39.0％）と最も多く、次いで「生活福

祉」43件（23.6％）、「障害者総合支援法」22件（12.1％）、「児童福祉等」15 件（8.2％）、「高

齢者福祉等」６件（3.3％）、「障害者福祉等」５件（2.7％）、「その他福祉」（ひとり親家庭ホー

ムヘルプサービス等）７件（3.8％）、「その他」（医療等）13 件（7.1％）となっている。 

●区民等からの苦情・相談とは別に、事業者や自治体等からの問い合わせ・事例紹介等が 66件あ

った。 

 
 
 
 
 
 
 

平成 29 年度に受け付けたサービス利用者等からの苦情・相談の総数は 235 件で、28 年度に比

べると 28件増加した。 

分野別では、「介護保険」が 92件（39.1％）と最も多く、次いで「生活福祉」48 件（20.4％）、

「障害者総合支援法」25件（10.6％）、「児童福祉等」17件（7.2％）、「高齢者福祉等」14 件（6.0％）、

受付の状況 
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「障害者福祉等」8 件（3.4％）、「その他福祉」（婦人保護等）７件（3.0％）、「その他」（医療・

近隣被害等）24 件（10.2％）となっている。 
なお、区民等からの苦情・相談とは別に、事業者や自治体等からの事例紹介・問い合わせ等が

66 件あった。 
 

●苦情・相談・申立件数等の推移 
 

 

＊申立：苦情のうち申立に至ったもの  ＊＊事業者：サービス利用者・家族以外からの相談等 
 
 
 
 

 
 
 
１．申立のしくみ 

苦情調整委員の業務の第一は、区民からの「苦情申立」を受けて、調査・調整を行うことであ

る（条例第６条第１項第１号）。 

申立の対象となるサービスは、公的サービス・民間事業者によるサービスのいかんを問わない。

ただし、事件が起こってから 1年以上経っている事項、裁判所において係争中または判決等のあ

った事項、法令に基づいた不服申立中または裁決のあった事項、議会で審議中または審議が終了

している事項、医療、食品・環境衛生、規制取締りに関する行政処分などは、申立の対象にはな

らない（条例第 10条第２項）。 

申立ができるのは、利用者本人のほか、配偶者、同居の家族、三親等内の親族、民生委員・児

童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神障害者相談員、人権擁護委員、成年後見人

等である（条例第９条および条例施行規則第８条）。 

申立は、所定の「苦情申立書」に記入して提出することが原則であるが、申立人の事情に応じ

て、口頭や点字でもよいこととしている（条例施行規則第９条）。 

 

申 立 
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２．平成 29 年度申立の概要 

平成 29 年度に受け付けた申立は 22件だった。 

内訳は、「介護保険」11 件、「生活福祉」８件、「児童福祉」２件、「障害者総合支援法」１件、

22 件のうち、民間事業所対象の申立は 11 件、公的機関（区）対象の申立は 11 件だった。申立人

は、「本人」10人、「家族」12人だった。 

 
●平成 29 年度申立一覧 

 分 野 申立対象 申立人 対象 照会方法 調整期間 

１ 生活福祉 生活保護 本人 区 文書・訪問 24 日間 

２ 生活福祉 生活保護 本人 区 文書・訪問 43 日間 

３ 生活福祉 生活保護 本人 区 取り下げ  

４ 介護保険 特別養護老人ホーム 家族 民間 文書・訪問 48 日間 

５ 介護保険 小規模多機能型居宅介護 家族 民間 文書・訪問 38 日間 

６ 生活福祉 生活保護 本人 区 文書・訪問 53 日間 

７ 障害者総合支援法 同行援護 本人 民間 文書・訪問 40 日間 

８ 介護保険 通所介護 家族 民間 文書・訪問 36 日間 

９ 生活福祉 生活保護 本人 区 文書・訪問 37 日間 

10 介護保険 有料老人ホーム 本人 民間 文書・訪問 36 日間 

11 介護保険 地域包括支援センター 家族 区 取り下げ  

12 介護保険 居宅介護支援 家族 民間 取り下げ  

13 生活福祉 生活保護 本人 区 調査打ち切り  

14 介護保険 特別養護老人ホーム 家族 民間 文書・訪問 36 日間 

15 介護保険 居宅介護支援 家族 民間 取り下げ  
16 介護保険 地域包括支援センター 家族 区 文書・訪問 49 日間 

17 生活福祉 生活保護 本人 区 文書・訪問 56 日間 

18 児童福祉 練馬こども園 家族 民間 文書・訪問 84 日間 

19 介護保険 短期入所 家族 民間 文書・訪問 46 日間 

20 介護保険 特別養護老人ホーム 家族 民間 文書・訪問 49 日間 

21 生活福祉 生活保護 本人 区 文書・訪問 92 日間 

22 児童福祉 保育園 家族 区 文書・訪問 43 日間 

 
申立 22 件中４件が、申立人によって取り下げられた。また、１件は１年以上経過していること

が判明したため、調査を打ち切った。 

申立の調整期間は、条例施行規則第６条で、原則 45 日以内と定められている。なお、平成 29

年度は、調査や面談日程調整に時間を要するなどして、８件が 45 日以内に調整終了できなかった。 
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３．申立事例 
〔平成 28 年度内に終了しなかった事例〕 
■申立１７：他の園児の言動にかかわる保育園の対応について 
申立の

趣旨 
申立人の子どもが、他の園児から暴言暴力を受けていることに対し、園が適切に対応

しない。 

申立人の要望により、詳細の掲載は控えます。 
 

■申立１８：父母会にかかわる保育園の対応について 
申立の

趣旨 
申立人と他の園児の保護者たちの間に生じているトラブルに関して、園に次のことを

要望する。 

①父母会の違法行為の改善指導 

②保護者からのクレーム対応の改善要望 

③保護者間のメールにかかわる園内ルールの不明確部分の明確化 

④保護者間トラブル介入時の不適切対応の改善 

委員の

判断 
１．申立事項①について 
 父母会が任意団体であり、加入や活動が強制できないこと、入退会によって子どもに

不利益があってはならないことは、申立人の指摘どおりと思料します。 
 もっとも、父母会は、保育園とは別個の独立した主体であり、その規約に基づいて運

営される権利能力なき社団ですので、当該園が改善指導することはできないとの当該園

の回答も首肯できます。当該園として、ではなく、園長が個人として父母会に意見を伝

えるとのことですので、父母会が自主的に改善することを期待します。 
２．申立事項②について 
 他の保護者からの申立人に関するクレームの伝え方については、園は「クレームの内

容を確認し、改善の方法を考えていきたい」と答えていますので、今後の園の取り組み

に期待します。 
３．申立事項③について 
 そもそもメールを受け取った人が返信するか否かは個人の自由に委ねられるものであ

るところ、申立書および当該園からの回答書からは、申立人のメールに対して受け取っ

た人が返信しなかったことが非難を受けるべき事柄か否かが、判断できませんでした。 
 申立人は園内ルールの明確化を求めておられますが、一般論として、保護者同士のメ

ールアドレスの交換や、メールのやりとりは、個人同士の合意さえあれば、その自由な

意思に委ねられるものであり、逆に、お互いの合意がなければ、回答を強制したり、多

数のメールを送付して相手を困惑させることは違法行為となる場合もあるものです。 
このように、個人間の合意に委ねられる事項について、当該園が園内ルールで明確に

規制すべき事柄ではないものと思料します。 
したがって、当該園が、「大人のルールで」「気持ちよく園生活を送れるように」「携帯

電話およびメールの使用方法には十分注意が必要」などの抽象的な表現で、マナー喚起

を図るにとどまることは、正当な態度であると思料します。 
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４．申立事項④について 
 申立人は、園長が父母会の会長に対して「LINE は無視するようにアドバイス（？）」

と述べますが、当該園の回答は「返信できない時間は、しなくてもいいのではないです

か」と述べたとのことであり、どちらが真実かは判断できませんでした。仮に、当該園

の回答が事実であれば、それ自体は不当なものとは言えません。 
 申立人が「父母会で業務改善を提案した場」でのやり取りについても、申立人の主張

と当該園の回答は食い違っており、どちらが真実かは判断できませんでした。 
 
〔平成 29 年度申立事例〕 
■申立１：通院交通費支給と返信用切手代負担にかかわる福祉事務所の対応について 
申立の

趣旨 
①福祉事務所が、通院交通費の手続きを適正に行わなかったため、支給が遅れた。事務

手続きの徹底を要望する。 
②福祉事務所からの文書に対し、記入して返送することが必要な場合、生活保護受給者

に返信用切手代を負担させないようにしてもらいたい。 
③生活保護費は十分な金額でなく、生活が苦しい。増額してほしい。 

委員の

判断 
本件は、申し出人による医療移送費の振込入金の問い合わせに対し、担当ケースワー

カーが正確な入金日を確認せず、誤った入金日を伝えたため、申立人は、知らされた入

金日に医療移送費を受け取ることができなかったというものです。 

 申立人の指摘を受けて、入金日の誤伝達に気づいた担当ケースワーカーが即座に自ら

の非を認め、申立人に謝罪したのは当然のこととして、申立人のご理解もあって、大き

な問題に発展しなかったのは幸いと言わざるを得ないと思われます。 

本件における最大の問題点は、区サイドから住民に発せられた情報が誤った情報であ

って、これを信じた申立人にあらぬ迷惑をかけ、行政に対する信頼を損なう要素をはら

んでいることであり、区サイドの正確で適切な情報提供を行う努力や緊張感が足りなか

った点が上げられます。 

区としては、今回のケースを日常業務遂行上の反省材料として、今後とも、より慎重

できめ細やかな対応に心がけられますよう、切望するものです。 

なお、申し出人の要望として、役所からの返信用封筒・郵券および保護費の増額とい

う２件があります。 

これに関して、前者の返信用封筒および郵券の件は、区の回答書にありますように、

現状では、保護受給者の義務である届出であることに鑑みれば、その費用を福祉事務所

が負担する立場にないというのは理解できますが、再度その理由なり法的な根拠なりを

申立人にていねいに説明されることを望みます。 

また、後者の保護費増額の件は、国等の社会保障制度に対する問題提示と受け止め、

当職において判断する権限を有しないことをどうかご理解ください。 

 
 
 



 6

■申立２：ケースワーカー変更にかかわる福祉事務所の対応について 
申立の

趣旨 
①事情により、担当職員を女性にしてほしいと以前から望んでいたが、今年度より、担

当職員が男性となった。前任者はこのことを正確に把握していたのか、説明を求める。 
②女性による対応を望んでいたにもかかわらず、男性係長から連絡があり、そのために

申し出人の体調が悪化した。 
③担当を女性に替えてほしい。医師から「女性職員でないとだめという診療情報は提供

します」と言われている。福祉事務所は当該医療機関に確認してほしい。 

委員の

判断 
１．申立事項①について 

「回答」によれば、「申立人にかかわる担当者は女性に限定する等の特段の配慮を必要

とするとの記載は記録上にはなかった」ことなどにより、その認識もなかったとのこと

でした。 
したがって、この点についての、申立人の、以前からの女性担当者にしてほしいとの

要望は、福祉事務所保護係には、十分に伝わっていなかったことになります。 
当職としては、既存の資料だけでいずれの認識が正しいかについて、明確な判断する

ことはできませんでした。 
２．申立事項②について 

回答は、申立人が担当者変更の申し出をした際、前担当者からの経緯の確認をした上

で、翌日に担当保護係長から回答することで申立人と確認し合っていたため、男性係長

からの連絡となったとしています。 
この点についても、申立人、福祉事務所の両者の主張は大きな食い違いを見せていま

す。その回答の連絡に際しても、女性からの連絡を望んでいたとの申立人の強い要望が、

福祉事務所には十分に伝わっていなかったことによるものであり、その結果、男性係長

の回答という事態になったものと思われます。 
３．申立事項③について 

福祉事務所の担当者選任に関する基本的な考え方は、「原則として担当者の変更はでき

ない」し、「各世帯の希望に応じた担当者決定は、適正な事務執行の観点からも効率性の

観点からも、合理的ではない」とするものの、「受給者に対する自立助長の観点から、特

段の対応を必要とする場合もあろうかと考えてもいる」とのことであります。 
本件申立事案は、まさしく診療を受けている受給者であり、担当者の配置に関し、特

段の配慮を検討するため、前掲の主治医や嘱託医や福祉事務所長等を交えた検討をして

いただける事案と考えられます。 
申立人におかれては、福祉事務所が回答のとおり、受診医や嘱託医の意見を参考に、

福祉事務所長の意見も交え、総合的に判断されるとのことですので、今しばらく、結果

をお待ちいただきたいと思います。 
 
■申立３：生活保護申請にかかわる福祉事務所の対応について 
申立の

趣旨 
働けない身体になっているので、生活保護を受けたいと考え、福祉事務所に相談した

が、保護受給に至らなかった。 
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 申立受領後、調査中に申立人の要望が満たされることになったため、申立人の申し出によって

取り下げとなった。 

 

■申立４：骨折事故にかかわる特別養護老人ホームの対応について 
申立の

趣旨 
申立人の妻は、施設内デイルームにて骨折した。施設には、次のことを要望する。 

①介護タクシーの費用を含めた医療費等の補償 

②事故の再発防止策 

③入院以降の利用費請求の破棄 

委員の

判断 
申立事項に対する回答書および介護記録等の全ての資料をもとに精査しましたとこ

ろ、当該施設が利用者のためにきめ細かな対応に努められておられることは十分に窺え

ました。 

しかしながら、今回の①の申立事項に関する限り、福祉介護施設としての社会的役割

や有意性を有する当施設が、利用者の立場に立脚してより丁寧な対応に努められたのか

という点については、やや惜しまれる点があるというのが当職の正直な感想です。 

例えば、当該本人の骨折が、施設内のデイルームにて担当職員が目を離したすきに発

生した不慮の事故であり、当施設の管理監督下にあったという事実に鑑みれば（確かに

事故現場での現認者もおらず、その原因、経緯や詳細等も不明であれば施設側の明白な

法的責任は問いえないとしても）、利用者側にとって少しでも納得のいくより丁寧な対応

がなされておればという点です。そうすれば、①の介護タクシーの費用を含めた医療費

等の補償なる申立もなされなかったのではないかと思料します。 

当職としては、事故後もう少し迅速できめ細かな施設側の対応が必要だったとの判断

をせざるを得ません。この件に関して、日々、施設利用者の生命・健康・安全・安心等

に腐心され努力されておられる当施設のさらなる改善、質的向上を期待するものです。 

また、②事故の再発防止策という申立に関しては、施設側が介護事故防止に関する基

本的な考え方に基づき、組織的な取り組みをされていること、さらに今回の事故等を踏

まえ、具体的防止策を講じておられる当施設の早急な対応など、その日常的な努力に対

して、申立人の意向にも添ったものとして受け入れていただけるものと思われます。 

さらに、③利用費請求の破棄の申立に関しては、その回答内容等から、当施設が利用

者を大切に考え、利用者に寄り添った対応に日々腐心されていることが窺えることから、

当施設からの利用者に対する納得のいく対応がなされることを切望するものです。    

最後に、施設からの回答の最後に記された「本件事故について、保険会社に対して、

お見舞金支給について、手続きを行って支給決定があり次第、申立人に交付する予定で

す」という文言の中に、当職は、施設側の申立人に対する決意の程と誠意ある姿勢を読

み取りました。 

施設としてその文言を早急に実行に移されますとともに、申立人におかれましては、

施設の誠意を斟酌されますよう願ってやみません。 
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■申立５：小規模多機能型居宅介護事業所職員の対応について 
申立の

趣旨 
申立人の亡夫のサービス利用中、行事のお知らせが一切なかった。また、亡夫のよう

な介護度が重い利用者をなにかと疎んじ、利用を継続させまいとしたと思われる管理者

の言動について、次のことを求める。 
①事業所側の心からの謝罪 
②今後、申立人たちのような家族が出ないように管理者ならびに職員の介護職に対する

意識の是正 
結果  回答書によれば、申立人の要望である①事業所側からの心からの謝罪について、管理

者が、「（申立人の亡夫の）墓前に心を込めてご焼香させていただきます」と回答があり

ました。 
 回答書には、申立人の夫のサービス利用中に起こったそれぞれの記録が記載されてお

ります。また、それらについて、管理者は申立人に対し丁重な説明や対応、管理が行き

届かなかった点を認め、反省の意を表しています。また、当時の事業所の職員配置が必

ずしも、申立人の要望に応えることができる状況になかった点の説明もありました。 
 一方、利用者の家族である申立人との関係構築について努力した経緯も記述されてお

ります。介護度が重い利用者には疎んじたのではなく、継続利用を前提に介護専門職と

して、安全の配慮からそれなりの工夫がなされていたことも当職は回答から読み取るこ

とが出来ました。 
 申立人の要望②については、「申立を真摯に受け止め職員一同で共有し今後のケア・対

応に活かしていきたい」とのことでした。 
 当職は、申立人の要望を全面的に受け入れた事業所側の前向きで潔く、真摯な姿勢に

強く心打たれました。 
申立人におかれては、一連の事柄はさぞ深い悲しみを伴ったことと思料いたしますが、

１日も早く事業所からの謝罪をお受けになり、これまで抱えておられた悩みを少しでも

解消されて、今後の生活をより充実したものにしていただきたいと願うばかりです。 
事業所も今回の事案を奇貨として、今後とも利用者の皆様から切望され感謝される事

業所であり続けますよう、心から期待するものです。 

 

■申立６：ケースワーカー変更にかかわる福祉関連部署の対応について 
申立の

趣旨 
ケースワーカーの変更を福祉事務所に申し出たが、応じてくれないので、福祉関連部

署に電話した。「ケースワーカー変更に関する相談はこちらでよいのか」と予め確認して

から相談にのってもらったが、やがて、連絡が途絶えてしまった。その後、福祉事務所

から不快な対応を受けたので、改めて相談したが、「これ以上何もできません」と言われ

た。不誠実な応対に対して、謝罪を求める。  

委員の

判断 
１．相談を引き受けたことに対する手続き的問題について 

まず、申立人の問題を、手続き的にどこの部署に相談するのが適切な部署であるか、

の手続き的問題について検討します。 
練馬区作成の業務内容一覧を拝見すると、当該部署の業務内容には、「福祉事務所の運
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営に係わる総合調整に関すること」が記載されており、福祉事務所との調整は正に業務

内容の１つであったことが認められます。 
したがって、当該部署の担当者が、自ら窓口として引き受けた行為は、手続き的には

適正であったものと認められます。 
２．申立人にかかわる担当部署の具体的対応（省略） 
３．委員の意見 

申立人の主張と回答書を比べると、担当者がさまざまな態様の調整を実施した旨は窺

い知れます。特に、担当部署と福祉事務所との協議がなされただけでなく、申立人から

の再度の要望をも伝え、実現に向けての努力の様子も認められました。 
しかし、申立人が本苦情申立の内容や至った状況を考えると、申立人が担当者の説明

や今後の方針を納得し得たのかについて疑問が残ります。 
また、申立人が負担を感じた福祉事務所の職員の対応がなぜ生じたのかについては、

申立人は当初からその旨を伝えていたように思われますし、回答書では△月△日に初め

て聞いたとなっており大きく異なっており、判断しかねるところです。 
したがって、「上記疑問点や判断をしかねるとした事実」と「調整の具体的記載が不十

分であるとともに、申立人に対し経過を説明せず結論だけを伝えたように窺える」点を

考え合わせると、積極的に調整が十分であったと判断することもできないし、申立人要

望の謝罪まですべきとの判断もできませんでした。 
しかし、回答には、「今後は、さらに情報の伝達や調整を迅速かつ丁寧に行い、区民と

所轄部署を円滑に繋げるように努めてまいります」と締めくくられていますので、再び

このような申立が起こらないように期待することとします。 

 
■申立７：同行援護事業所によるガイドヘルパー派遣の拒否について 
申立の

趣旨 
申立人は偶然知り合った当該事業所ガイドヘルパーの了解を得て、事業所の短時間利

用を申し出たところ、管理者から派遣を拒否された。 

派遣を断わられた理由の説明と、今後の円滑な派遣を要望する。 

委員の

判断 
本件は、申立人が、当該事業所に登録しているガイドヘルパーの短時間の派遣を申し

込んだところ、当該事業所に断わられた、というものです。 

 形式的には、当該事業所には応諾義務がありますので、提供を拒むことのできる正当

な事由に該当するか否かが問題になります。 

 当該事業所からの回答によれば、当該事業所は、視覚障害者への支援に特化して利用

者の負担を軽減するため、ヘルパーの交通費等を事業所が負担する制度をとっています。

しかし、ガイドヘルパー（同行援護）の基本報酬は 30分未満で 105 単位、１時間未満で

199 単位（１単位 11.08 円、他に各種加算あり）であり、事業所所在地と異なる区に居

住する申立人の自宅までの交通費を事業所が負担すると、赤字になりかねないとのこと

です。 

 サービス提供を拒むことのできる正当な事由として、国は、「利用申込者の居住地が当

該事業所の通常の事業の実施地域外である場合」「その他利用申込者に対し自ら適切な指
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定居宅介護を提供することが困難な場合」などを挙げています。この前提として、事業

が黒字で継続的に運営できるようにサービス提供地域を限定することを是とする判断が

含まれています。 

 これに照らすと、本件事業所は、明文の規定でサービス提供地域や最低サービス提供

時間の下限を定めていないものの、赤字を出してまでサービスを提供する義務があると

までは言えず、当該事業所から遠方に自宅がある申立人からの、短時間利用の申し出に

対しては、サービス提供を拒否する正当な理由があるものと思料します。 

 当該事業所は、希望するガイドヘルパーが申立人の自宅近くの事業所に登録し、そこ

からサービスを受けていただく方法を提案しています。 

申立人におかれましては、上記事情を勘案の上、視覚障害者のガイドヘルパー派遣事

業を実施する当該事業所が、事業を継続できるよう、ご理解・ご協力をされますよう希

望します。 

また、事業所におかれましては、現在の規定のままでは、今回同様の苦情が生ずる恐

れがありますので、損益分岐点を勘案の上、事業継続が可能な範囲での交通費助成のル

ールを明文化されることをお勧めします。 

 
■申立８：体験利用にかかわる通所介護事業所の対応について 
申立の

趣旨 
通所介護の体験利用にあたり、事業所は、物忘れのある利用者本人との連絡のみで実

施日を決定した。体験当日、迎えに来た生活相談員および運転手に、申立人が家族への

連絡がなかった理由を問いただしたところ、運転手が瞬間湯沸かし器のように怒り出し、

即座に帰ってしまった。 

家族が一方的に怒られる理由がわからない。 

本件にかかわる説明と、管理者からの謝罪を要望する。 

委員の

判断 
本件について、申立人と事業所との事実経過に関する認識は、以下の内容で一致して

います。 

すなわち、デイサービスの体験利用を、家族がケアマネジャーを介して事業所に申し

込み、本人の体調不良によりキャンセルになりました。その後、事業所の生活相談員が、

ケアマネジャーおよび家族を介さずに、認知症の傾向があり、物忘れがある本人に、直

接、体験の勧誘をしました。このため、家族は、直前まで体験の日程を知りませんでし

た。当日迎えに来た生活相談員に対し、家族が「家族は報告を受けていないのですが」

と尋ねたところ、生活相談員が、「ご本人へ電話連絡しました」「伝えていなかったので

すか」「ケアマネが悪いですね」「本来介護保険制度上は禁止されているところを、お宅

の申し出により好意でお受けしたのになんだ、それなら止めましょう」と立ち去ったと

いうものです。 

事業所は、生活相談員が感情的になり、家族に大変無礼な態度をとったとの認識のも

と、遺憾の極みとしてお詫びするとともに、生活相談員に厳重注意を与え、生活相談員

当人も深く反省の意を示しているとのことです。 

当職は、本件は単なる接遇の問題にとどまらず、物忘れがあり、要介護２の認定を受
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けているご本人のサービス利用に関して、ご本人のみに直接、利用の勧誘を行ったこと

が、今回の行き違いの根本原因であると思料します。 

ご本人の意向を尊重すること自体は重要ではありますが、記銘力が低下しているご本

人が、単独で法律上有効な意思表示をできるとは限りません。そのような方の意思決定

を促す場合には、ケアマネジャーや家族などの関係者がついているのであれば、関係者

の関与を得て、意思決定のプロセスに遺漏なきようにすることが望ましいものと思料し

ます。今後の参考になさってください。 
 
■申立９：生活保護受給者を担当する福祉事務所職員の対応について 
申立の

趣旨 

①新しいケースワーカーは、家庭訪問にあたって、申立人の情報を把握していなかった。

福祉事務所に配慮を求める。 
②不定愁訴で複数の科を受診していたが、症状は同じではないため、問題はないはずで

ある。希望する診療科を受診できるようにしてもらいたい。 
委員の

判断 

本件に関し、申立内容とそれに対する福祉事務所の回答内容を突合し、仔細に検証い

たしました。個々の申立事項を検証する過程で、特に浮き彫りとなったことは、申立人

と福祉事務所との主張の食い違いです。その原因を探れば、双方の視点のズレ、場合に

よっては、単純な誤解に基づくものや互いの立場の相違等に起因する点にあるように思

われます。 
 例えば、申立人が自分に関する情報を持参した上での訪問を求めているのに対して、

福祉事務所としては家庭訪問での個人情報の持ち出し原則禁止との観点から、申立人か

らの資料に目を通したうえで適切に対応したとされることです。また、申立人による重

複受診の件に関しても、双方の主張には明らかな齟齬がみられますが、福祉事務所の説

明は十分に納得できるものです。さらに、申立人による医療券発行についても、福祉事

務所がコンプライアンスに基づいて対応せざるを得ないという点を踏まえれば、福祉事

務所の対応も理解できることです。 
 以上の例示をもっと掘り下げてみれば、双方の主張の違いが生じた根本的な要因は、

福祉事務所として適法、適切な対応はされているとしても、不安を抱えて日常生活を送

っておられる申立人に、もう少し寄り添った丁寧で思いやりのある対応といったきめ細

かな配慮があったならば、と思料されることです。 
 当職としては、双方の主張に個別具体的な面で齟齬がみられる本件において、申立人

がご自身の生活の円滑な維持に真剣に取り組んでおられることに対して、福祉事務所が

申立人の不安の払拭に努め、申立人との意思疎通をはかりながら申立人の自立促進の支

援を行うとの表明には、福祉事務所としての深い決意の程が窺え、本件申立の解決の糸

口もそこに存するものと考えます。 
 申立人の主張が大筋で生活保護法の理念に合致するとする福祉事務所におかれては、

その理念に即して申立人の自立促進の支援に努められますよう切望いたします。そして、

申立人におかれましては、常に冷静に現実を見据えながら、行政サイドの力も借りて、

時に相手方の立場や考え等も十分に斟酌して、今後のご自身の心豊かな生活を送られま
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すよう願ってやみません。 
  

■申立１０：いわゆる「入居グッズ」購入にかかわる有料老人ホームの対応について 
申立の

趣旨 
①入居以来、受け取りを希望しない旨を伝え、事業所が預かっている空気清浄器を含む

「入居グッズ」について、事業所預かりの形を終了し、すでに引き落としされている

４万円余の返還を求める。 

②新規の生活預り金の支払い、増額は希望しない。今後、金銭管理は申立人自身が行う

ことを希望する。 

③預り金から購入額の引き落としをされている「緊急食」の内容について、説明を求め

る。 

委員の

判断 
１．申立内容①について 

 事業所は、「お申込書に一部不備が見つかった」と判断し、返金することとしたと回答

しています。 

 結論的には、申立人の要望のとおり返金するということですので、本件苦情は解決さ

れたものと考えられます。 

 ただ、当職としては事業所の回答に対し、若干の注意を喚起させていただきます。 

 申立①について、事業所は、「申込書の申し込みグッズ回答欄、入居者記載欄に申立人

の自書があるので、申込書として有効であると判断したが、承諾印またはサイン欄に承

諾印または本人のサインがないので、一部不備があることが判明したので返金すること

とした」と回答しています。 

 しかしながら、当職は、本件は「一部不備」の問題ではなく、申立人の意思表示がな

かったものとも判断できなくはないと考えております。 

 すなわち、申立人の自書はグッズ選択欄や入居者氏名、お引受人名欄にはあるものの、

意思表示の日付欄、承諾印欄、サイン欄には何の記載もありません。このような意思表

示日時欄、記名捺印欄、サイン欄に記載がない場合は、「意思表示に関する一部不備」で

はなく、意思表示そのものが存在しないものとも解釈できると思料いたします。 

 入居の際、申立人が「契約時に入居グッズの購入を断わった」と言っていたのは、こ

のことを意味するものと考えられます。 

 事業者におかれましては、新入居グッズの選択、物品ごとの価格、入居者やお引き受

け者の明示部分とは別に、購入を申し込む旨の明記・大書、申し込み入居グッズの単価

と合計金額、申し込み日時の明記、申込者の記名・自書と捺印乃至サイン欄を明らかに

して、入居者、事業者の認識の齟齬がないように書式に配慮されることが望ましいと思

料いたします。 

 申立人は既に引き落とされている入居グッズの料金の早急な返還を求めておりますの

で、利用料金との相殺というのであれば、早急に、予定相殺日時と何月分の利用料金と

の相殺になるのか、事前に文書にて申立人に対しご通知されると幸いです。 

２．申立内容②について 

 申立人は、ⅰ．生活預り金の増額を拒否しておられますし、ⅱ．今後金銭管理は申立
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人でやりたいとしておられます。 

 ⅰ．に対する事業所の回答は、入居者の判断に任せるとしておられますので、申立人

が増額を拒否されるなら、希望はかなえられるということです。 

 ⅱ．に対する事業所の回答は、申立人は契約時に「生活預り金に関する承諾書」を提

出しており、介護を必要とされる多数の入居者の集団生活では、金銭管理の能力がある

方に管理を任せるとした場合に、他の入居者を巻き込む紛失・盗難その他のトラブルを

避ける必要があり、このような点についての施設の運営方針の１つとして理解してほし

いとのことです。 

 当職の判断としても、入居者の金銭管理を一律にしないことによるトラブルの発生の

懸念はぬぐえませんし、申立人が入居時に承諾された預り金に関する合意書を無視する

こともできないところです。 

 したがって、入居後に申立人の希望をかなえることはできないと考えます。 

３．申立内容③について 

 本件については、事業所からの回答のとおりですので、ご確認ください。 

 
■申立１１：家族の介護負担にかかわる高齢者相談センターの相談対応について 
申立の 

趣旨 

母親の介護負担が大きいので、高齢者相談センターに相談したが、何もしてくれない。

そればかりか、職員から「親の面倒を子どもが見るのは当たり前」との暴言を受けた。 
不適切な言動に対する謝罪を求める。 

 申立人の要望により、本件は取り下げとなった。 

 

■申立１２：家族の介護負担にかかわる居宅介護支援事業所の相談対応について 
申立の 

趣旨 

提案されたサービスの利用がうまくいかないので、ケアマネジャーに相談したとこ

ろ、「お宅に提供できるサービスはありません」と言われ、以後、連絡が途絶えた。 
介護負担を軽減するため、適切にサービスが利用できるようにしてほしい。 

 申立人の要望により、本件は取り下げとなった。 

 
■申立１３：求職活動移送費にかかわる福祉事務所の対応について 
申立の

趣旨 
①申立人が平成 27年度に行った求職活動において、担当職員の教示がなかったため、企

業面接時の求職活動移送費の支給が受けられなかった。求職活動移送費の支給および

福祉事務所からの謝罪を求める。 

②平成 28 年○月ごろ、福祉事務所は、申立人の同意を得ずに申立人の私物を処分した。

損害賠償および福祉事務所からの謝罪を求める。 

 調査を実施したところ、申立①②とも、事件発生から１年以上経過していることが判明したの

で、練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例第 11 条に従って、調査を打ち切ることとした。 
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■申立１４：介護保険負担限度額認定申請にかかわる特別養護老人ホームの対応について 
申立の

趣旨 
８月中に、介護保険負担限度額認定に必要な申請書を特別養護老人ホームに提出した

が、９月になって、介護保険課に確認したところ、８月中の申請が受理されておらず、

９月からの適用になることがわかった。どうしてこのようなことが起こったのか、説明

してほしい。 

委員の

判断 
１．事業所負担限度額申請と限度額の実施の関係について 

まず、本件問題の中核をなす「申請と負担限度額の実施の関係」が、制度上、どのよ

うになっているかについて検討すると、以下のとおりとなります。 

申請と負担限度額の実施の関係は、練馬区高齢施策担当部介護保険課長による事業所

あて案内文書によれば、「減額の開始日は、区役所が受け付けた月の１日からであり、そ

れ以上に遡ることはできません」とされております。 

申立人は、８月中に申請をしているのであるから、前記通知に従えば、８月１日から

減額開始がなされてしかるべきであるということになり、その旨主張されています。 

そこで、申立人が申請した宛先、申請をした日時、申請に伴って認定証が発行された

時期が、それぞれいつであったのかについて検証するのが、本件申立に対する判断のポ

イントであることになります。 

２．申立人が申請をした宛先と日時について 

申立人は、申請書を事業所に対して提出したと主張しております。 

これに対し、回答によれば、当該事業所は次のような対応をとったとのことです。 

①６月中に施設から送付したお知らせ文書により、毎年７月 31 日をもって有効期間が終

了するので、申請漏れ等により、次期の減額適用が受けられず、自己負担額が高額に

なる等のトラブルが生じる恐れがあること、それを未然に防ぐために速やかな申請が

望ましいことを通知した。しかし、８月末を待って、事業所内で確認したところ、当

該利用者に関する認定証（区役所が発行したもの）の預かりがなされていないことが

確認された。 

②そこで、事業所は、申立人家族についても、さまざまな手段で８月１日以降、有効な

新しい認定証の存在を確認したが、残念ながら、その存在を確認できなかった。事業

所は、区介護保険課にも確認をしたが、当該利用者に関する認定証の申請や発行は確

認されなかった。 

③このような状況のもと、事業所は申立人親族に対し、当該期日以前、特に８月中の申

立人からの事業所への申請書の提出が確認されず、認定証が不存在であると連絡した

ところ、９月に入ってから、別の親族から事業所に、申請書が届けられた。 

④そして、区に確認したところ、当該事業所へ届けられた申請書を郵便にて区役所に送

付すれば、区としてこれを受け付けるという確認ができたため、その旨を申立人親族

に伝え、このような手続きを経由して、認定証の申請が実施された。 

３．申請書に基づいて発行された認定証について 

当職が区介護保険課に問い合わせたところ、９月以降に当該利用者に関する負担限度

額認定申請が提出された事実、ならびに、残念ながら、それ以前には申請がなされてい
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なかった事実が確認されました。 

その結果、前述のとおり、負担限度額認定は、申請月（９月）の１日までしか遡及で

きない規定に従い、９月１日以降の減額が認められたことが確認されました。 

 

以上のように、当職は、事業所および区の回答を基礎とした場合、８月中の申請書の

存在ならびに受付を認定するに足る証拠は確認されませんでした。 

また、一方で、このような判断を覆すに足りるような、申立人ならびにその親族から

の詳細な資料（例えば、８月中の申請日付の申請書写しの存在等）は認められませんで

した。 

その結果、残念ながら、当職の判断としても、８月１日まで遡って減額するのが妥当

であるとの判断をすべき根拠は認められませんでした。 

ちなみに、このような申請手続きの仕方については、事業所において、注意喚起のた

めに早い時期に通知を出されているものの、「誰がどのような書類を添付して、どのよう

な方法で、どこの誰に対して申請すべきか」について、若干判然としないところがある

ように思えました。 

御承知のように、介護保険負担限度額認定申請書の宛先は練馬区長となっております。

したがって、申請者は、区役所に直接申請手続きを行うのが本来の筋であることは言う

までもありませんが、事業所が申請を手伝う意味で、事業所宛に申請書を提出してもら

い、申請書類確認の上、事業所が練馬区に申請書を提出する方法も是とされております。 

当該事業所が、このような申請者への助力をシステムとして採用しているのか、それ

とも、申請は申請者自らが実施する方式のみを採用しているのか、やや明確ではありま

せん。 

事業所の皆さんには、今少し丁寧で詳しい説明をする努力と、認定証の預かりの確認

時期を、本件のように８月末ではなく、遅くとも８月中旬ごろまでには完了すべきでは

なかったかと思われます。 

早期に認定証の申請確認に努められることにより、負担限度額認定申請の申請漏れの

防止に寄与するのではないかと思われます。 

  
■申立１５：ケアマネジャーの対応について 
申立の

趣旨 
親族が自宅で骨折した。適切なケアプランで介護が行われていれば、骨折は回避でき 

たはずである。担当であった２人のケアマネジャーに、それぞれ説明を求める。 
申立人からの申し出により、本件は取り下げとなった。  

 
■申立１６：高齢者相談センター支所の相談対応について 
申立の

趣旨 
①介護プランについて、高齢者相談センター支所に、申立人の意見や希望が無視し続け

られた。 
②居宅介護支援事業所のケアマネジャーが、申立人の意見に一切、耳を傾けない理由は

何か。 
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③親族の後見人選任時に、専門家の意見書には、「自宅での生活は困難」とあったと聞い

ている。専門家の意見を無視し、在宅介護を決定した理由は何か。 
委員の

判断 
申立事項①について、詳細に調査した結果、本件は高齢者相談センター支所ではなく、

申立人と直接対応した高齢者相談センター本所での応対であり、その回答を得ました。 
 本来なら、高齢者相談センター支所が窓口となって、直接、区民の相談を受ける体制

が確立されておれば、かなりの程度、申立人への対応が円滑に行えたものと思われます。

区民の皆様にとって、少しでもわかりやすい区民の皆様の目線に立脚した改善・対応を

お願いするものです。 
 さて、高齢者相談センター本所からの回答を吟味しますと、その内容からは、申立人

の意見や希望が特段、無視され続けたという事実はうかがえませんでした。同相談セン

ターとしては、この上なくサービス利用者であるご両親の生活状況を心配される申立人

と、その一方で、ご両親の意向に沿って在宅生活を続けさせたいとするご兄弟との意見

の相違の間に立って、ご自分たちの反省を踏まえて、その対応に苦心されている様子が

うかがえます。 
 そして、申立人のご両親が有料老人ホームに入所されたとの由、申立人の希望が叶っ

たものと思料致します。 
 申立事項②に関する回答内容を検証したところ、居宅介護支援事業所のケアマネジャ

ーが、申立人の意向を無視し、一切耳を傾けないという事実が明確なものと認めること

はできませんでした。 
当職としては、申立人のご両親の希望やキーパーソンであるご兄弟の判断に基づき、

居宅介護支援を継続している現状に、特に問題があるとは思えません。    
しかし、回答中の「申立人への今後の具体的対応」にもありますように、当該事業所

の努力は多として、申立人への十分な説明が果たせなかったという深い反省を示してお

ります。当職は、その真摯な姿勢を評価しながらも、今後とも、その言にありますよう

に、事業所利用者へのより親切で丁寧な対応を期待するものです。 
 申立事項③に関して、後見人の選任にあたり、専門家の意見書に、「自宅での生活は困

難である」とあったと伝え聞いているとのことですが、当職にはその伝聞内容の真相を

確かめる術もなく、このことに関する判断はできかねます。 
 また、高齢者相談センター本所からの回答の最後の記述にありますように、後見人選

任の件に関して、当該センターでは相談を受けておらず、自宅介護を続ける決定をした

理由について、答えようがないというのが真実であると思われます。 
 いずれにしても、ご両親様が心豊かな生活を送られますよう、切望してやみません。 

  
■申立１７：生活保護受給者にかかわる福祉事務所の対応について 
申立の

趣旨 
生活保護受給者への福祉事務所の対応が納得できないので、改めてほしい。 

①グループホーム入居を強要してほしくない。 

②○月の保護費の金額を説明してもらいたい。 

③保護費を銀行振り込みにしてほしい。 
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④もっとやさしく、厳しすぎないように対応してもらいたい。 

委員の

判断 
 申立項目に対する福祉事務所の回答内容を精査いたしました。 

その結果、申立人と福祉事務所との間には、細かな点での誤解や思い違いがあるもの

の申立人らからのいろいろな要望に対して、福祉事務所が前向きに取り組もうとしてい

る姿勢は十分に窺えます。 
公的機関としての福祉事務所は、公正、公平に住民の要望に対応すべきことから、法

令・規則や定められた手順等に従わなければならないために、柔軟性や融通性に欠けて

しまい、どうしても福祉サービス利用者の方々に不平や不満が生じてしまうことは否定

できません。 
そうしたことを考えたうえで、福祉事務所が「ご本人たちとの話し合いを行い、より

よい方法を模索する」と述べておりますので、苦情調整委員としては、今後の対応につ

いて、福祉事務所に大いに期待するものです。 
申立人におかれましては、福祉事務所との話し合いを通じて、ご自分たちのいろいろ

な問題を解決していかれますように切望いたします。 

  
■申立１８：私立幼稚園（練馬こども園）の対応について 
申立の

趣旨 
 保護者が父母の会を脱退したことにより、必要な教材が配布されず、子供に悲しい思

いをさせたことについて、園に次のことを求める。 
①今回の件についての理由、経過の説明および謝罪 
②幼稚園が発注する子供への商品の、保護者実費負担による配布 

委員の

判断 
１．当該園は、「幼稚園」という名称であり、学校教育法上の幼稚園ではあるものの、子

ども・子育て支援新制度に移行しており、また、「練馬こども園」の認定を受けている

ことから、「保健福祉サービス」に該当するものと判断し、当委員会の調整対象として

調査を実施しました。 
２．父母の会への加入義務について 
 本件では、父母の会への「全員加入」を前提とした園運営が問題になっていることか

ら、かかる運営の可否および適否について検討しました。 
 公立学校においては、PTA は任意加入の団体であり、強制加入や会費の強制徴収は許

されません。 
他方、子ども・子育て支援新制度における私立幼稚園は、建学の精神に基づく特色あ

る幼児教育を行うことが認められており、公定の保育料（利用者負担）を超える上乗せ

徴収や実費徴収が認められています。 
したがって、本件で私立幼稚園である当該園が、園児募集要項とともに父母の会が全

員加入であることを示す書類を配布し、入園前に明示している限りにおいて、父母の会

への加入を強制し、父母の会として園運営に協力を求めること自体が、直ちに違法とは

言えないものと思料します。 
また、本件で父母の会が徴収して提供している行事食、プレゼント等は、本来、園が

徴収することができる実費徴収の範囲を出ないものであることから、実質的に見ても違
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法性がないものと思料します。 
もっとも、当該園からの回答書では、当該園は父母の会を任意団体として位置付けて

いることから、申立人には父母の会に入会しないとの選択の自由があることを前提に、

以下、検討します。 
３．父母の会への非加入世帯の園児への配慮について 

父母の会への加入が義務付けられている園であっても、また、本件のように父母の会

への加入が任意である場合はなおさら、幼稚園が学校教育法上の学校と位置づけられ、

「幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを

目的とする」（学校教育法第 22 条）施設である以上、非加入世帯の園児に対しても、「健

やかな成長のために適当な環境」を与える必要があります。 
かかる観点から、幼稚園教育要領に基づく教育課程にかかる教育時間に行われる活動

に必要な教材については、父母の会への加入の有無にかかわらず、等しく提供されるべ

きものと思料します。 
この点、申立人が指摘する矢車は教材に該当するものであり、それが申立人の子にの

み提供されなかったことは、教育的配慮に欠ける対応であったと思料します。もっとも、

当該園からの回答書によれば、次年度以降は、「教材は幼稚園で準備」との整理・変更を

したとのことです。 
他方、教材以外のプレゼント等については、父母の会の提供にかかるものであり、父

母の会への非加入世帯の園児に対して、当該園が等しく提供しなければならないものと

は言えませんが、当該園は、申立人からの申し出に応じて、父母の会からの提供品につ

いては事前に内容を知らせ、申立人が自ら同等品を用意することを可能とする配慮をし

ています。 
この点、申立人は、当該園が父母の会に代わって注文しているとして、申立人の子の

分も園が一緒に注文し、領収書を分けて請求することを求めています。 
確かに、領収書を分けることは可能ではあるものの、当該園に個別対応の手間を増や

すことになります。 
申立人は入園前に父母の会に全員加入となることを知りながら、敢えて当該園に入園

し、その後、自己の判断で父母の会に加入しないこととしたものです。申立人が父母の

会に加入しないことにより生じた手間を、当該園に転嫁するのは、些か問題があるよう

に思われます。 
４．申立事項について 

開示された資料によると、父母の会から申立人に対し、行事の２日前に物品発注先の

店舗名が開示されており、また、行事前日のメールにおいて、配布予定のお菓子や教材

は、申立人の費用負担が明確ではないため、申立人の子どもには配布しないことが告知

されています。したがって、申立人において、申立人の子どもだけがお菓子をもらえな

いという事態が生じることが予想され、斯様な事態を回避することができたのではない

かと思料します 
したがって、お菓子および教材が申立人の子どもに配布されなかったことをもって、
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「いじめ」という嫌がらせであったとは認定できません。 
５．要望①について 

申立人は、「嘘をついてまで子供を悲しませる行為をしたことに対して幼稚園から正式

な理由、説明および謝罪をさせてほしい」と述べています。 
この点、当該園は、「お子様が悲しい思いをした事に対し遺憾におもいます」との回答

を寄せています。 
６．要望②について 

申立人は、「物品発布による差別をやめてほしい。幼稚園が発注する子供への商品につ

いては、私の子供の分も発注し実費負担させるようにしてほしい」と述べています。 
この点、当該園は、「園の方針、父母の会の総意により個別対応は、致しかねます」と

の回答を寄せています。 
既ね、上記３．に記載したとおり、当該園は、教材については改善を図り、教材以外

の物については申立人に対して同等品購入の機会を提供するとの便宜を図っており、相

応の配慮はしているものと思料します。 
７．終わりに 

申立人も、当該園も、父母の会も、それぞれに園児の健やかな成長のために環境を整

えるという点において、共通の思いを持っておられるものと思料します。当該園も改善

すべき点は改善しており、次年度に向けて、再度、話し合っていただくことを期待しま

す。 
  
■申立１９：骨折事故にかかわる短期入所施設の対応について 
申立の

趣旨 
申立人の親族がショートステイを利用した際、左腕を骨折した。 

事故前後の施設の対応、利用中の薬剤の管理方法、職員の接遇に問題があったと感じ、

施設に対して、次のことを要望する。 

①介護事故前後の事業所の対応にかかわる経過説明 

②薬剤管理にかかわる事業所の体制と職員の対応についての経過説明 

③職員の態度および①②にかかわる改善策の提示 

委員の

判断 
１．申立内容①について 

申立人は、当該事業所から、「左手が痛いと言っているが、見たら紫色に腫れていた。

骨折の疑いがある」との連絡を受けました。 

骨折の原因については、職員によって発言が異なっていたり、布団で寝ていた状況と

の不具合な回答があったこと、また、本人は体幹が強く、靴下やズボンを履くときもよ

ろけないと思っており、疑問が拭えないと述べています。 

申立人の疑問を拭い去るポイントは、①夜間の巡回はどのように行われていたのか、

②事故原因は何なのか、③マニュアルはあるのか、守られていたのか、の３点にあると

思います。 

（１）左手骨折の経緯について 

回答によれば、夜間巡回時に就寝を確認、６時の起床に起きず、６時 45分の再度の起
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床声かけ時に外傷確認とのことですが、当日の介護日誌には、そのとおりの記載があり、

就寝後の巡回が２時間毎に実施されていたことは推察できます。 

（２）骨折の原因について 

回答によれば、骨折事故原因は不明としており、当職としても、巡回時に異常なく、

６時の起床声かけ時にどのような観察を実施したのかは不明であるものの、少なくとも

６時に異常を確認していない点から判断すると、６時から６時 45 分の間に事故の発生し

た可能性が高いことは推認できます。 

しかし、原因究明に関する資料としては、介護事故報告書の記載に頼ることとなりま

すが、①寝起きで足がふらつく、②衣類を脱ぐときにバランスを崩した、③トイレに腰

かける勢いが強かった等の状況から、転倒の際に手首骨折、後頭部切り傷の傷害を負っ

たものと推定されているものの、原因は不明と言わざるを得ません。 

発見時に、既に裂傷を負っていたところから判断すると、ズボンや靴下を脱ぐときに

転倒して受傷したとの推定も、全くできなくはありません。申立人は、「本人の体幹はか

なりしっかりしているから、転ぶことはない」と主張されていますが、本人の年齢を考

えると、片足立ちにおける転倒は可能性としては有り得ると言えなくはありません。 

当職としては、確認できた資料からは、結論的には「原因は不明」と言わざるを得ま

せん。 

（３）マニュアルの存在について 

就寝後の巡回確認の内容については、マニュアルを認知できませんでしたし、介護日

誌の記載日によっては、巡回ごとの記載のない日も多々ありました。 

就寝後の巡回業務が完全に実施されていたのか、疑問を抱かざるを得ませんでしたの

で、事業所におかれましては、この点に関する改善を要望します。 

（４）受傷確認後の対応について 

受傷確認時の対応が明らかに十分でなく、それが故に、受傷原因に対する疑いが生じ

てしまったことは、誠に残念です。 

この点に関し、事業所は、就寝状態を誤ってベッド対応と伝えたり、ショートステイ

の利用期間を当初計画のとおりと伝え、受傷者に対する十分な対応がおろそかになった

点等、種々の不手際に関し、改めて謝罪する旨を述べています。 

当職としては、残念ながら受傷原因の解明には至らなかったものの、申立に対する姿

勢としては、誠意ある対応が為されたものと判断しました。特に、今後の再発予防策と

して、マットコール、離床センサーの使用等を検討しているとの説明は、注目すべき対

応と考えました。是非実現してください。 

原因究明に資する意味で、巡回確認に関するマニュアルの整備と記載の徹底、特に受

傷部位が発見された場合、原因究明のために、より多面的な原因究明のマニュアルの作

成を望みます。例えば、本件に即するならば、当時片足立ちがどの程度可能か否かの確

認等（後頭部の２か所の切り傷から考えると、後ろへの転倒が考えられる事例である）

が考えられます。 

２．申立内容②について 
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申立人は、事業所から、追加薬持参の依頼があった際、利用初日の検品の有無、予定

より早く薬剤が費消された理由、便秘薬持参量について「量は任せる」と言われたこと

等に対し、事業所の看護師の対応に疑問を感じています。 

事業所の回答によれば、持参の薬の残量が少ないと判明したこと、便秘薬については

看護師が不足を指摘していることの記載がありました。 

回答に添付されたマニュアル「介護職員サービス標準化書」には、「９．与薬欄」の記

載はあるものの、要介護者の通常の薬の与薬確認に関する記載は、全く見あたりません。 

預けた薬の種類と１日の施薬量、施薬時期に関しては、申立人の認識と利用者プロフ

ィールの記載内容は一致しています。しかし、預かった薬の内容、１日の使用量、預か

り薬の数の確認、足りなくなったときの対応、要介護者の薬を処方している医師の診断

書の確認等、いずれのチェック体制も重要であると考えますが、全く記載されていない

のは、なぜでしょうか？ 

事業所は、回答の中で、次のような謝罪と反省を述べています。 

①ショートステイの延長時点で預かり薬の総数を一緒に確認すべきであったが、怠った

ため、申立人に対し、適切な説明ができなかたことを謝罪する。 

②看護師が、薬の確認と配薬の組立を実施し、一部の不足薬について、施設ケアマネジ

ャーに報告したが、家族への連絡を遅らせたのは間違いであったと反省している。 

当職は、上記に加え、ショートステイ利用者専用の薬剤管理マニュアルがないこと、

および適切な施薬が実施されている旨を利用者に十分に説明できていないことが相まっ

て、利用者に余計な不信感を抱かせてしまった点に、不備があったと思料いたします。 

回答に添付された医療情報には利用者の施薬に関し、薬名、１日の施薬回数、時期等

が記載されていますが、利用中の介護記録には、利用者からの預り薬の数量や実際の施

薬について、十分な記録がありません。この点について、事業所には、早急な対応を望

みます。 

さらに、実際の服薬に関する記録は、事業所からの回答を読んでも、記載方法の適切・

不適切がわからないほど複雑で、利用者が容易にわかるレベルの記載ではありません。 

事業所は、今般の申立を契機として「介護職員サービス標準化書」を手直しし、家族

にもわかりやすいものになるように検討するとのことですので、その実現に期待したい

と考えます。 

また、薬剤管理にかかわる看護職員の対応に関しては、事業所からは、申立内容類似

の対応が確認でき、就業規則に従って懲戒処分を行う旨を伝え、厳重注意をしたとの回

答がありました。 

これらの措置により、適切な対応が為されたものと判断します。 

３．申立内容③について 

申立人は、職員の服薬介助や利用者に対する高圧的対応についても、改善を要望して

います。 

事業所からの回答によれば、錠剤と細粒を同時に口中に入れるという行為は、本人の

希望とは言え、適切な服薬方法とは言えず、また、確実に飲まれたか否かの確認も不十
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分であったと認めています。 

また、利用者に対して大声を出したことについては、利用者の受傷部位を守るために、

咄嗟に大声で止めさせたのであろうとの事実関係の推測をされていますが、他の例も聞

き及んだということからは、周囲への配慮が足りなかったと反省するとともに、スタッ

フ会議において接遇や適切なケアにつき職員に対する指導を続けたいとしております。 

当職としても、施設で働く人々が、このような指導により、対応を改善されるよう要

望します。 

申立人は、今般の利用者の問題に留まらず、当該施設利用者の全ての皆さんが「安心

な施設利用」をできるように望んでいます。 

事業所におかれましては、今般の申立に対する当職の判断を参考に、改善の努力を続

けられることを望みます。 

  
■申立２０：骨折事故にかかわる特別養護老人ホームの対応について 
申立の

趣旨 
２回の事故（転倒およびずり落ち）に、施設が速やかに受診させてくれなかったため

に、死亡に至った。 
①施設長の見解を聞きたい。 
②なぜ、区への事故報告書は、１枚の用紙のみでの報告なのか。 
③なぜ、施設は、事故時の補償や、施設が保険に入っていることなどについて、詳しい

話をしてくれなかったのか。 

委員の

判断 
①については、1 度目の事故およびその４日後の事故と、その後、本人が死亡したこ

ととの法的因果関係の有無が争点であるところ、当職において、その判断材料を有しな

いことから判断できません。また、既に保険会社が調査中とのことであり、紛争化して

いることから、当職が調査をして判断すべきではありません。 

②については、練馬区介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領（以下「要

領」と言います）に照らして判断します。１度目の事故に関して、事業者は「報告の義

務はないものと考えます」としています。この点、要領によれば、第３条第１項（2）ア

「利用者または第三者が死亡、けが等、身体的または精神的被害を受けた場合」には報

告義務があるところ、２回目の事故の３日後に受診した際、大腿骨顆上骨折が判明した

ことから、この大腿骨顆上骨折が報告義務の対象となりました。そして、その原因とな

った事象を検討した結果、１度目の転倒およびその４日後のずり落ちが原因となりうる

事象として浮かび上がり、遡って２つの事故が報告義務の対象となったものと思料しま

す。したがって、大腿骨顆上骨折という一つの「利用者のけが」が報告義務のある事項

であり、その原因として二つの事故が想定されることからすれば、１つの事故報告書と

して報告することは要領の求めに反しないものと思料します。 

もっとも、事故報告の第一報は、発生から「速やかに」報告することとされており、

２回目の骨折が発覚してから、事故報告書が提出されるまで１か月余りを経過している

点については、今後、改善されることを期待します。 

③については、今回の事故は、保険適用の対象外との判断であったとのことです。ま
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た、特別養護老人ホームについては、東京都の運営基準に照らしても、損害保険の加入

については説明義務の対象とされていません。したがって、事業者が保険適用の対象外

と判断した事案について、本人および家族からの求めがない段階で、説明義務があった

とは言えないものと思料します。 

  
■申立２１：福祉事務所による生活保護受給者への対応について 
申立の

趣旨 
福祉事務所に次の①～③を要望する。 

①平成 29 年○月の賃貸借契約更新の際、管理料にかかわる生活保護地区担当員の教示が

不備であったことに関する説明および謝罪 

②申立人の自己破産手続きに際して、福祉事務所が担当弁護士に不適切かつ不正確な情

報提供を行ったことについての説明および謝罪 

③保健担当職員の不適切な言動についての謝罪 

委員の

判断 
本件については、申立人の申立事項とそれに対する福祉事務所からの回答内容を詳細

に突合するとともに、申立人の強い要望により実施した申立人との面談を踏まえ、次の

ように判断いたします。 

１．申立事項①について 

この件については、申立内容とそれに対する福祉事務所の回答には明らかな食い違い

がみられます。すなわち、平成 29年○月の賃貸借契約更新の際の管理料（費）に関する

教示に関して、福祉事務所の回答によれば、平成 29 年に賃貸借契約更新はなく、管理料

（費）を含めて支給できるとの発言記録はないとのことです。ただ、平成 28 年○月の賃

貸借契約更新時の管理料（費）については、福祉事務所は、申立人に対して、管理料（費）

は自己負担である旨説明しているとしています。 

当職としては、この時点で、管理料（費）について、双方が理解し納得するまでの説

明であったかどうかが１つのポイントだと考えますが、回答内容からはその事実関係が

読み取れません。したがって、①についてのこれ以上の調整はいたしかねます。 

２．申立事項②について 

申立人の自己破産手続きに際して、福祉事務所が担当弁護士に不適切かつ不正確な情

報提供を行ったとする申立人の主張とそれに対する福祉事務所からの回答には明らかな

隔たりがあり、どちらの言い分が正しく納得できるか判断ができません。まさに行政サ

イドからの個人情報の漏洩があったかどうかは、行政組織の根幹に関わる重要な問題で

あり、その有無の判断等は軽々にできないというのが正直なところです。 

なお、本件に関して、申立人は東京弁護士会に法律相談をしているとのことなので、

当職としては、その経緯を見守りたいと考えております。 

３．申立事項③について 

一般社会では、ある人の言動が、相手の逆鱗に触れ、その後の人間関係を根底から覆

してその後は絶交状態となる事例があちこちで見受けられます。行政の場面でも、ある

職員の何気のない言葉や所作が、行政サービスを受ける利用者には、不穏当で不適切で

あると受け取られかねない事態が生じますが、それを極力避ける努力は不可欠ですし、
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万一その言動に問題があり、過ちだと判断したら素直に謝罪すべきだと考えます 

 申立人との面談で、当職が受けた印象は、申立人が実に率直で感性豊かな人であると

いうことでした。大変な重荷を背負われたその生き方の中で、福祉事務所の職員との間

でのやりとりに食い違いが生じ、不当な差別を受けたとの認識でした。職員は気軽に気

やすく話しているつもりでも、認識が違えば、時と場合によっては逆効果となり得るの

です。面談時において、配慮に欠ける行政に対する申立人の不信感には並々ならぬもの

があり、福祉事務所の職員との折々の接点の中でその不信感が増幅していったことが窺

えました。 

 当職としては、申立人と当該職員とが敬語を使ったか使わなかったかで争うよりは（そ

の証拠資料がないので如何ともしがたい）、もっと建設的に、行政サイドはその言葉遣い

について、申立人から投げかけられた課題の１つととらえ、今後の円滑な福祉行政運営

に資する契機としていただきたいと思います。 

福祉事務所からの回答にあるように、「ご指摘を踏まえ、ご不快な思いを与えぬよう注

意して参ります」との文言が単なる形ばかりのものでなく、真に心の籠もったものにな

るよう大いに期待しております。回答の文言に命を吹き込めば、自ずと福祉事務所が取

るべき道が明白になると思料いたします。 

  
■申立２２：保育園転園申請にかかわる保育課および福祉事務所の対応について 
申立の

趣旨 
職員から４月入園調整も可能である旨を伝えられたので、申立人が９月末に転園申請

を行ったところ、実際の有効期間は３月までであり、それに気づくのが遅れたため、４

月利用調整の申請もできなかった。 

保育課および申請を受け付けた福祉事務所に、次のことを求める。 

①再発防止のため、福祉事務所の転園届受理時の対応を改善してほしい。 

②転園届を出す際、提出日によっては、有効期間が短くなることを説明し、申請者に了

承を得るようにしてほしい。 

③申請者全般が一読してわかるような文章で、転園届の有効期限、申請日による有効期

限の違いについて、「保育利用のご案内」に明記するべきである。 

④職員の対応に非がある場合、転園届の有効期限を延長し、調整の審査をしてほしい。

もし、本来であれば、転園できる順位だったのに、すでに審査が終了していて２次申

請でも転園できない場合、特例で希望園に転園させてほしい。 

委員の

判断 
１．事実関係について 

教育委員会の回答によれば、福祉事務所の職員が４月末まで有効である旨の回答をし

たことについては、事実確認が得られなかったとのことです。 

また、申立人が 12月初旬に保育課へ問い合わせをした事実は、職員への聴き取りによ

り確認されており、その際、職員が「申立人の申請の期限は過ぎているので、公平性の

観点からも申立人の申請を受理することはできない旨、ならびに４月２次利用調整への

申請を勧めた」旨が確認された。さらに、「福祉事務所には申請書類の内容の確認や相談

までの権限はなく、その旨は『保育利用のご案内』７ページにも記載されており、福祉
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事務所の責任は問い得ない」とも答えています。 

申立人のお子さんの転園への重大な問題意識から考えれば、福祉事務所職員との電話

の遣り取りに関する認識も「正しい認識」と考えるべきかと思いますが、残念ながら、

客観的な裏付けが得られない本件においては、「４月末まで有効」と福祉事務所が申立人

に答えたとは判断できませんでした。 

このような判断を前提にして、申立事項に関し、当職は以下のとおり判断しました。 

２．申立事項①について 

申立人は、転園申請受理時の対応の改善を求めておられますが、「保育利用のご案内」

７ページには、申請書類の提出先は、練馬区保育課入園相談係であることが明記されて

います。 

福祉事務所も申請書類の提出先とされていますが、「ご案内」には、「原則として書類

内容の確認や相談はできません」と明記されており、受理権限がないことは、読めばわ

かる範囲と言えると判断されます。 

ただ、仮に、権限のある保育課以外に単なる転園・入園申請の提出先を設ける場合に

は、提出先を経由して、いつ「保育課が受付受理をした」のかは、申請者には「保留通

知書」を受け取るまで判然としません。受理通知書を発行するとなると手間もかかるか

と思いますが、長期間有効な転園・入園申請の終期がいつなのかは、権限ある受付者発

行の文書にて通知したほうが、申請者である保護者には安心かと思います。 

斯様な対応ができるまでは、「窓口対応時」に申請者が保育課に問い合わせを行った場

合、教育委員会および福祉事務所からの回答のように、その旨を記録に残すよう努める

ことが必要と思料いたします。 

３．申立事項②について 

教育委員会からの回答によれば、申立人が 11 月初旬に受け取った保留通知には、表面

に「申込有効期間、平成 30 年３月利用開始まで」、かつ、表面最下段には「裏面を必ず

お読みください」と記載されています。また、裏面には「今回の保育利用申込みは、平

成 30 年４月の利用調整にあたっては期限切れとなります。平成 30 年４月の利用も引き

続き希望される場合には、平成 30 年４月の申込締切日までに、再度お申込みが必要です」

との記載とともに、「なお、３月の利用調整は実施しておりません」と記載されており、

読まれれば４月の利用調整のためには再度の申請が必要であることが把握できたものと

判断します。 

４．申立事項③について 

「保育利用のご案内」は内容があまりにも豊富なために、どこに何が書かれているか、

わかりにくい面があります。 

申込書の内容の明細、申込時期と有効期限、利用調整の内容・方法・時期（特に、４

月の利用調整については、特徴と申込期限）、調整を実施しない時期等を、明確に分けて、

記載すべきかと判断します。 

５．申立事項④について 

本件においては、残念ながら、区職員が転園申請書の４月までの有効性を確認したと
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の明確な証拠はなく、その点に関して、区の非が存在したとの判断ができない状況です。

したがって、本転園届の有効性を延長することは、公平の観点からも是とすることはで

きないと判断します。 

ただし、教育委員会におかれましては、申立人の本件申立を契機に、多くの入園、転

園を希望する保護者の皆さんが、有効期限や申請期限を見落とさず、誤りなく申請でき

るよう、わかりやすい「保育利用のご案内」の作成に努められることを望みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成 29 年度に受け付けた苦情は、平成 28 年度より 17件増加し、182 件だった。 

分野別では、「介護保険」が 71件（39.0％）と最も多く、次いで「生活福祉」43 件（23.6％）、

「障害者総合支援法」22件（12.1％）、「児童福祉等」15件（8.2％）、「高齢者福祉等」６件（3.3％）、

「障害者福祉等」５件（2.7％）、「その他福祉」（ひとり親家庭ホームヘルプサービス等）７件（3.8％）、

「その他」（医療等）13件（7.1％）。29 年度は、生活福祉に関する苦情の増加が目立った。 

●主な分野の苦情受付件数推移 
 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

介 護 ５２ ６３ ６１ ５４ ６７ ５２ ８６ ６２ ６４ ７１ 

高 齢   ６ １０  ４   ７   ７   ８   ５  １２  ７ ６ 

支援法 １６ １０ １９ １９ １１ １７ １６ ３１ ２４ ２２ 

障害者 １２  ６  ３   ７ １２ １３ １０ １１  ２ ５ 

生 活  ９ １２   ７  １１ ２５ ２９ ４８ ３３ ２４ ４３ 

児 童   ７  ７   ５   ７  ８ １０   ８   ９ １６ １５ 

総 数 １１６ １２３ １２２ １２５ １４９ １４３ １９５ １８４ １６５ １８２ 

＊支援法：障害者総合支援法（24 年度まで障害者自立支援法）、生活：生活福祉 
 

苦情の申し出人は、「家族」87 人（47.8％）、「本人」85 人（46.7％）、「代理人」３人（1.6％）、

「その他」（近隣住人等）７人（3.8％）だった。 

受け付け方法は「電話」によるものが 153 件（84.1％）、「来所」によるものが 25件（13.7％）

だった。そのほか、「文書」（郵便・E メール）による申し出が４件（2.2％）あった。 

苦情の対象となった事業は 27ページの表のとおりである。なお、31 ページ以降に、29年度に

受け付けた苦情内容の一覧を掲載した。 

 

 

苦情・相談の概要 
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●苦情の対象          

分野 内 容 

介護保険 

７１件 

在宅サービス 26 件（訪問介護６件、ショートステイ６件、通所介護６件、通所リハビ

リ４件、総合事業２件、訪問看護２件） 

施設サービス 19 件（特定施設７件、特別養護老人ホーム７件、老人保健施設５件） 

地域密着型サービス ４件（定期巡回・随時対応型訪問介護看護１件、地域密着型通 

所介護１件、小規模多機能型居宅介護１件、看護小規模多機能型居宅介護１件） 

居宅介護支援 12 件 

その他 10 件（高齢者相談センター５件、要介護認定３件、利用者負担１件、介護保険

料１件） 

生活福祉 ４３件 生活保護 40 件  

福祉資金 ２件 

無料定額宿泊所 １件 

障害者総合支援法 

２２件 

介護給付サービス 11 件（居宅介護５件、生活介護２件、同行援護２件、短期入所１件、

施設入所支援１件） 

訓練等給付サービス ７件（就労継続支援 B 型２件、就労継続支援 A 型１件、就労移

行支援１件、共同生活援助３件） 

地域生活支援事業 １件 （移動支援１件） 

計画相談支援 １件 

その他 ２件（自立支援医療 １件、補装具費の支給 1 件） 

児童福祉等 

１５件 

保育サービス 11 件（保育園８件、家庭的保育１件、小規模保育１件、練馬こども園 

１件） 

児童福祉法に基づくサービス ３件（放課後等デイサービス２件、児童発達支援１ 

件） 

その他 １件（養護指導 1 件） 

高齢者福祉等 

６件 

高齢者の保護２件、敬老館１件、都市型軽費老人ホーム１件、成年後見制度１件、

出張調髪１件 

障害者福祉等５件 福祉手当２件、相談窓口の対応２件、措置入院１件 

その他福祉 ７件 ボランティア斡旋２件、婦人保護１件、ひとり親家庭ホームヘルプサービス１件、

ひとり親家庭自立支援訓練給付金１件、若者支援事業１件、ごみの戸別訪問収集

１件 

その他  １３件 医療４件、商業サービス３件、区政・行政サービス２件、近隣被害４件 

計 １８２件 
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また、苦情とは別に、平成 29年度に受け付けた区民等からの相談は、平成 28 年度より 11件多

い 53 件だった。相談内容は、次の表のとおりである。 

●相談の対象           

分野 内 容 

介護保険 

２２件 

在宅サービス １０件（訪問介護４件、総合事業２件、通所介護１件、訪問入浴１件、 

福祉用具１件、住宅改修１件） 

施設サービス １件（特別養護老人ホーム１件） 

地域密着型サービス１件（小規模多機能型居宅介護１件） 

居宅介護支援 ２件 

その他 ８件（要介護認定４件、高齢者相談センター１件、介護保険料１件、利用料１

件、介護保険制度１件） 

高齢者福祉等 

７件 

後期高齢者医療制度３件、高齢者の保護１件、寝具のクリーニング１件、紙おむ

つの引き取り１件、成年後見制度１件  

生活福祉 ５件 生活保護 ５件 

障害者総合支援法 

３件 

介護給付サービス２件（居宅介護２件） 

相談対応１件 

障害者福祉等３件 難病相談１件、金銭管理１件、相談対応１件 

児童福祉等 ２件 保育園１件、小規模保育１件 

その他  １１件 医療７件、行政サービス２件、商業サービス１件、近隣被害１件 

計 ５３件 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 苦情調整委員制度では、毎週火曜日午後（第５週・年末年始・祝日を除く）に面談日を設定し、

予約制で、苦情調整委員と直接話すことのできる機会を提供している。当制度で実施する「面談」

は、必ずしも申立を前提するものではなく、また、「面談」をせずに申立することも可能である。 
平成 29 年度に実施された面談は 15件だった。内容は次ページのとおりである。 
 
 
 
 
 

委員面談 
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●面談の内容 
 面談相手 内容 対応・結果 

１ 申立人 申立に関する苦情調整委員の判断の根拠を知りたい 説明・助言 

２ 苦情の申し出人 苦情内容を苦情調整委員にきいてもらいたい 説明・助言 

３ 申立人 申立に至った状況を苦情調整委員に知ってほしい 聴取り・助言 

４ 申立人 申立に至った状況を苦情調整委員に知ってほしい 聴取り・助言 

５ 苦情の申し出人 苦情内容を苦情調整委員にきいてもらいたい 説明・助言 

６ 苦情の申し出人 苦情内容を苦情調整委員にきいてもらいたい 説明・助言 

７ 申立対象事業者 申立調整終了後の対応を苦情調整委員に相談したい 助言 

８ 苦情の申し出人 解決策について苦情調整委員の助言がほしい 説明・助言 

９ 苦情の申し出人 解決策について苦情調整委員の助言がほしい 説明・助言 

10 申立人 申立に至った状況を苦情調整委員に知ってほしい 聴取り・助言 

11 申立人 申立に至った状況を苦情調整委員に知ってほしい 聴取り・助言 

12 申立人 申立に至った状況を苦情調整委員に知ってほしい 聴取り・助言 

13 苦情の申し出人 苦情内容を苦情調整委員にきいてもらいたい 説明・助言 

14 苦情の申し出人 解決策について苦情調整委員の助言がほしい 助言 

15 申立人 申立に至った状況を苦情調整委員に知ってほしい 聴取り・助言 

 
 
 
 
 
 
１．苦情調整委員の全体会議 
 事務局は、毎月１回、苦情調整委員全体会議を開催して、申立事例の検討、活動報告、情報提

供などを行っている。なお、平成 29年度、条例第６条第３項ただし書および条例施行規則第７条

の苦情調整委員会議の招集は行われなかった。 

 
２．広報活動 

「ねりま区報」平成 29年７月 11 日号、平成 30 年１月 21 日号に関係記事が掲載された。 

また、区立福祉園・福祉作業所施設長会、区立保育園園長会、介護保険事業者が参加する地域

ケア会議、練馬区社会福祉協議会苦情解決第三者委員会等に事務局が参加、制度の紹介等を行っ

た。 

 
３．研修・情報収集 

事務局は、区市町村苦情対応機関研修・情報交換会（東京都社会福祉協議会運営適正化委員会）、

区内精神保健関係者連絡会（各保健相談所）等に参加し、情報収集と制度の周知に努めた。 
 

その他の活動 
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●平成 29 年度苦情調整委員の全体会議開催日 
第 1 回 平成 29 年４月 25 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第２回 平成 29 年５月 23 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第３回 平成 29 年６月 27 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第４回 平成 29 年７月 25 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第５回 平成 29 年８月 22 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第６回 平成 29 年９月 26 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第７回 平成 29 年 10 月 24 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第８回 平成 29 年 11 月 28 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第９回 平成 29 年 12 月 26 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第 10 回 平成 30 年１月 23 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第 11 回 平成 30 年２月 27 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

第 12 回 平成 30 年３月 27 日（火） 申立に関する意見交換、活動報告 

 
   
 

●苦情調整委員名簿 
 氏 名 

苦情調整委員 熊谷 俊紀（弁護士） 
苦情調整委員 寺町 東子（弁護士）  
苦情調整委員 福地 元彦（行政書士） 
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■平成 29 年度 苦情事例一覧    ☆印は申立に至ったもの （ ）は利用者との関係 
 内 容 
１ 〔高齢者〕敬老館にはボスのような利用者がいる。その人の意に沿うようにしないと、いじめ

を受ける。館長はそのような状況を知っているが、及び腰の対応しかしない。（本人） 
２

☆ 
〔生活福祉〕福祉事務所の処理ミスにより通院移送費が支給されず、生活が逼迫している。ま

た、受給者に文書返送を依頼する際、返送の郵便代を生活保護受給者に負担させるのは問題だ。

（本人） 
３ 〔その他福祉〕ひとり親家庭ホームヘルプサービスのヘルパーが、「お宅のお子さんは活発なの

で手に負えない」と言い、来月からのサービスが打ち切られるようだ。ヘルパーが来てくれな

いと困る。（本人） 
４ 
 

〔介護保険〕「転倒しやすいので、歩行時は必ず職員が付き添って」とお願いして、ショートス

テイを利用したにもかかわらず、施設が本人をひとりで歩かせた結果、転倒骨折し、死亡に至

った。（家族） 
５ 〔児童〕子どもが通っている保育園では、登降園時や外遊び後に、手洗いをする指導を行って

いない。感染症予防のためにも、手洗い指導をしてほしい。（家族） 
６ 〔その他福祉〕ボランティアあっせん機関の電話対応が良くない。（本人） 
７ 〔生活福祉〕「開庁と同時に保護費を渡す」と言われて、開庁時刻に、福祉事務所に行ったのに、

１時間も待たされた。（本人） 
８

☆ 
〔生活福祉〕セクハラで、心身にダメージを受けたため、男性との接触は避けていたにもかか

わらず、福祉事務所が男性ケースワーカーを配置した。担当者の交替を求めたが、福祉事務所

は応じない。（本人） 
９

☆ 
〔生活福祉〕持ち家や預金残高を理由に、福祉事務所が生活保護申請を認めない。売却できる

ような不動産はないので、入院中の家族の医療費も払えない。（本人） 
10 〔介護保険〕介護保険申請後、１か月を経過しても、要介護認定結果通知が届かない。担当窓

口に、「利用できるかどうかだけでも教えてほしい」と言ったが、職員は回答を拒否した（家族） 
11 〔障害者総合支援法〕初めてのことでわからないことも多いのに、電話口で相談支援専門員か

ら、「あんたねえ」「そんなことも知らないのか」という対応をされた。（家族） 
12 〔生活福祉〕体調が悪くて働けず、家庭内の人間関係にも問題がある。福祉事務所に生活保護

の相談に行ったが、職員はきちんと話を聞いてくれなかった。（本人） 
13 〔生活福祉〕家族が死んだら、住居を失う心配があるので、福祉事務所に相談した。アパート

でのひとり暮らしという申し出人の希望を聞かず、グループホーム入居をしきりにすすめられ

た。（本人） 
14 〔その他福祉〕相談ブースに入った途端、福祉事務所の家庭相談員の態度が変わった。不適切

な言葉遣いだけではなく、自分の言いたいことばかりを、押しとおした。（本人） 
15 〔介護保険〕一部のデイサービス職員の不適切な言動により、職員がどんどんやめていく。雰

囲気が悪く、サービスが低下しているため、利用者に不安が広がっている。（本人） 
16 〔介護保険〕新しいヘルパーが買い物の支援の仕方を知らなかったので、長時間、説明せざる

を得なかった。そのため、腰痛が悪化し、手術が必要になった。（本人） 
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17
☆ 

〔介護保険〕特別養護老人ホーム内の事故で大腿骨を骨折し、入院した。バルーンなどの医療

処置を理由に、施設側が、退院後の再入所を拒否した。（家族） 
18 〔生活福祉〕生活保護のケースワーカーが、入院を強要する。（本人） 
19 〔児童〕散歩中、何回か、保育ママが子どもの靴が脱げたことに気づかなかった。保育ママは、

「今後、靴がなくなっても、自分の責任ではないので、賠償はしません」と言った。（家族） 
20 〔生活福祉〕友人の代理で都営交通無料乗車券を取りに役所に行った。事前に、担当部署に「委

任状は不要」と確認したにもかかわらず、委任状が必要で、よけいな時間がかかった。（代理人） 
21 〔生活福祉〕職業訓練校に申し込んだところ、ケースワーカーに「不合格になった場合、同じ

ような講座を受講したい時は自費で」と言われた。学費を払って生活できなくなったら、意味

がない。（本人） 
22 〔介護保険〕利用中のデイサービスの対応がよくないことを、ケアマネジャーに伝えたところ、

ケアマネジャーが先走って、利用中止を伝えてしまった。（家族） 
23
☆ 

〔介護保険〕家族の介護負担が大きいのに、高齢者相談センターは何もしてくれない。介護の

大変さを伝えたところ、職員が、「子どもが親の面倒をみるのは当たり前」と言った。（家族） 
24 〔障害者総合支援法〕居宅介護ヘルパーは洗い物しかせず、浴室やトイレは全く掃除をしない。

（本人） 
25 〔介護保険〕ヘルパーのサービス内容がケアプランと異なる。サービス自体をすっぽかしたり、

生活援助しか使っていないのに、身体介助で利用料を請求されることもあったようだ。（家族） 
26
☆ 

〔介護保険〕小規模多機能型居宅介護事業所が、認知症状の重い利用者を疎んじ、イベントの

案内等の知らせを行わなかった。（家族） 
27 〔障害者総合支援法〕障害者運動会の弁当の用意ができない場合、移動支援のヘルパーには臨

機応変に対応してもらいたい。「計画にないから、支援できない」では、子どもが空腹に苦しむ

ことになる。（家族） 
28 〔生活福祉〕近隣の無料低額宿泊所の入所者が騒ぐので、迷惑している。（近隣住人） 
29 〔障害者総合支援法〕就労継続支援Ａ型事業所は、働いていない利用者にも賃金を支払ってお

り、不正受給が疑われる。専門知識のない職員が配置され、差別的発言、いじめが横行してい

る。（本人） 
30 〔障害者総合支援法〕視覚障害者用白杖の先につけるゴムキャップの素材が固いと、転倒の危

険がある。福祉事務所にこのキャップの交換を求めたが、迅速に対応されない。（本人） 
31
☆ 

〔生活福祉〕新しいケースワーカーは、受給者の情報を把握せずに、自宅訪問をした。配慮に

欠けるのではないか。（本人） 
32 〔介護保険〕近隣の知人は、１日３回、訪問介護サービスを受けているはずだが、昼間の支援

が抜けているようだ。事業所に不正があるのではないだろうか。（近隣住人） 
33 〔生活福祉〕罰金刑を受けたが、支払えない。福祉事務所に建て替えを依頼したが、断わられ

た。（本人） 
34 〔生活福祉〕退院について相談したいので、担当ケースワーカーに電話するよう伝えたのに、

折り返しの電話がなかった。（本人） 
35 〔介護保険〕ショートステイ利用時に、お金やものを預けられさせる。自由がないし、誰も相
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談にのってくれない。（本人） 
36 〔介護保険〕ケアマネジャーの言葉がきつく、思いやりがない。事前の情報提供が不十分であ

るために、自己負担が生じた。（本人） 
37 〔その他〕ネットスーパーで、購入品を巡ってトラブルが生じた。対応した店員から、「もう電

話しないでください」と言われた。（本人）  
38 〔生活福祉〕身体障害があり、精神疾患にも罹患している。通院に利用している車が故障し、

修理に多額の費用が必要だが、区も社会福祉協議会も、福祉資金を貸付てくれない。（本人） 
39
☆ 

〔障害者総合支援法〕有資格のガイドヘルパーと知り合いになった。ヘルパー自身が了解して

いるのに、所属する同行援護事業所が短時間利用を嫌がり、説明もなく派遣を拒否した（本人） 
40 〔介護保険〕ケアプランの内容が老人保健施設入所時の説明と異なっている。また、家族にケ

アプランが交付されない。（家族） 
41
☆ 

〔介護保険〕デイサービスの体験利用時、家族に、日程の連絡がなかった。連絡しなかった理

由を尋ねたところ、相談員兼運転手が突然怒り出し、帰ってしまった。（家族） 
42 〔介護保険〕ケアマネジャーは家庭訪問時、家族や付添人のほうばかりを見て、本人に目を合

わせようともせず、挨拶もしなかった。（代理人） 
43 〔その他〕在日外国人らしき人が、西武線の駅付近にたむろしている。区に指導を求める。（近

隣住人） 
44 〔児童〕保育園の園児たちが、保育士に連れられて、電車を見るため、私有地に入り込むよう

になった。最近は、そこで弁当も広げるようになり、目にあまる。（近隣住人） 
45 
 

〔その他〕コインパーキングに不法投棄された建築資材により、具合が悪くなった。法人に対

処を求めたが、何もしてくれない。（近隣住人） 
46 〔介護保険〕認定調査員が、調査対象者宅の固定電話を借りて、業務連絡を行った。通話料は

調査対象者の負担になるが、それでよいのか。（本人） 
47 
 

〔介護保険〕特別養護老人ホームに入所直後、詳しい説明もなく、自宅が近いのに、施設住所

地に住民登録を移すよう、求められた。（家族） 
48 〔介護保険〕地域密着型デイサービスは、知識も理解もない管理者を置いている。（家族） 
49 〔その他福祉〕家庭の事情に配慮せず、申請期限を１日過ぎているという理由で、ひとり親家

庭自立支援教育訓練給付金が支払われなかった。（本人） 
50
☆ 

〔介護保険〕入居時、本人の同意がないにもかかわらず、有料老人ホームが空気清浄機等の入

居グッズセットを押し付け、その代金を口座から引き落とした。（本人） 
51 〔介護保険〕訪問看護師に「特別管理加算」の意味を質問したが、答えられなかった。制度が

わかりにくく、職員の説明も十分ではない。（家族） 
52 〔生活福祉〕急に受診が必要な状態になり、医療券の交付のために、福祉事務所に電話した。

しかし、職員は、「係は全員、会議中」と言い、電話を取り次いでくれなかった。（本人） 
53 〔介護保険〕身体障害があったり、コミュニケーションをとりにくい利用者に、精神的孤立や

体重激減が心配されるのに、特別養護老人ホーム職員が適切に対応しない。（家族） 
54 〔その他〕差し歯がとれてしまったので、受診したところ、歯科医は噛み合わせ調整を理由に、

金属が見えるほど、差し歯を削ってしまった。（本人） 
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55 〔生活福祉〕家族からＤＶを受けている。生活保護を受給し、自立したいが、福祉事務所が「生

活保護を受給するには、子どもを転校させることが前提」という方針を崩さない。子どもは発

達障害で、転校には馴染まない。合理的配慮をしてほしい。（本人） 
56 
 

〔介護保険〕看護小規模多機能型居宅介護サービスは、「24 時間、365 日、医療行為を含めた

多様なサービスの提供を行う」と言われているが、看護師不足で利用できず、実態と異なって

いる。（家族） 
57 〔生活福祉〕生活保護申請について、福祉事務所の職員から「アパートを見つけてから」と言

われた。その後、不動産会社から「アパートの賃借は生活保護を受けてから」と言われた。再

度、福祉事務所に相談したところ、「保健師と話し合ってから」と言われた。職員によって言う

ことが違う。（家族） 
58 〔生活福祉〕特別障害者手当を申告しないまま、保護費を受給していた。福祉事務所のチェッ

クミスが発覚し、保護費返還を求められた。その際の福祉事務所の説明が不十分だった。（本人） 
59 
 

〔介護保険〕有料老人ホームに入所中、複数回、骨折した。「本人が自力でベッドを降りられな

いよう、ベッドに柵をしてほしい」と言っても、施設が応じない。（家族） 
60 〔障害者総合支援法〕自立支援医療の受給者証は、有効期限が切れる３日前まで、発送されな

い。更新されるのか否か、ぎりぎりまでわからないので、もっと早く発送してほしい。（本人） 
61 〔生活福祉〕以前、同居していた男性がアパートに来て暴れる。「不安だから転居したい」とケ

ースワーカーに申し入れても、認めてくれない。（本人） 
62 〔介護保険〕ショートステイから、「利用者本人が自力で、カテーテルを抜去した」との報告が

あった。自力では抜去できないはずなので、施設の説明に納得できない。（家族） 
63 〔生活福祉〕生活保護受給に際し、区外福祉事務所が、申し出人の車や仕事道具を勝手に処分

した。現在、ケースワーカーから就労を促されているが、道具もないのに、「働け」と言われた。

（本人） 
64 〔生活福祉〕他の利用者からのいじめを更生施設職員が黙認したので、抗議したところ、警察

を呼ばれた。職員の対応で傷ついた。（本人） 
65 〔児童〕子どもが通っている小規模保育の管理者は、「水いぼをとらなけらば、プールに入るこ

とができない」と言う。厚生労働省も小児科学会も「プールは問題ない」としている。（家族） 
66 〔介護保険〕高齢者相談センターの看護師が、本人の意向に反し、病院に勝手についてきた。

看護師の不適切な言動により、主治医と申し出人の関係性の悪化が心配である。（本人） 
67 
 

〔障害者総合支援法〕生活介護事業者の送迎バスは、道路上に利用者が見えていても、到着が

１分でも遅れると、通過してしまう。柔軟に対応してもらいたい。（家族） 
68 〔生活福祉〕ケースワーカーは話を聴こうとせず、挨拶もしない。用事がある時だけ、何回も

電話をしてくる。（本人） 
69 〔高齢者〕区が勝手に決めた後見人が、通帳や権利証を預かったまま返さず、また、無断で、

被後見人の自宅に出入りしている。成年後見申立をしたケースワーカーが許せない。（家族） 
70 
 

〔介護保険〕上階に来る訪問介護ヘルパーが大きな音を立てて掃除するので、我慢できない。

（近隣住人） 
71 〔生活福祉〕受診したいが、ケースワーカーが医療券を発行してくれない。（本人） 
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72 〔介護保険〕通所リハビリのサービス開始にあたり、事業所から、医師による「診療情報提供

書」の提出を求められた。他の自治体は、これを「診断書」と表記しているのに、練馬区だけ

「診療情報提供書」と、表記しているのはおかしい。（本人） 
73 〔介護保険〕有料老人のホームの利用料やサービス内容について、苦情を申し出たところ、施

設長は、申し出人を「認知症だ」と決めつけ、退去を要求してきた。また、「（申し出人の言動

が）都の監査のきっかけになったのではないか」と申し出人を責めた。（本人） 
74 〔その他〕自宅のフローリングが汚れているので、大家に修繕するよう求めても応じてくれな

い。（本人） 
75 〔介護保険〕家族が歩けなくなったので、高齢者相談センターに介護保険の申請に行ったら、

「これは税金で賄っているので、簡単には受けられない」と、申請を受け付けてくれなかった。

（家族） 
76 〔介護保険〕ケアマネジャーの対応がよくないので、申し出人が「ケアマネジャーとは話しま

せん」と言ったことを理由に、居宅介護支援事業所からサービスの継続を打ち切られた。（家族） 
77 〔介護保険〕有料老人ホーム職員は利用者本人が隠すようになった汚物を家族に示し、「持ち帰

ってください」と言った。（家族） 
78 〔その他〕区施設で人権侵害に遭った。どうしてくれるか？（本人） 
79 〔介護保険〕訪問介護ヘルパーはなんでも的確にやってくれるが、言い方だけがきつい。この

ヘルパーに「やさしく言ってほしい」と、指導してほしい。（家族） 
80 〔生活福祉〕お金を借りる約束で、福祉事務所に行ったら、いつものケースワーカーが不在だ

った。代わりに対応した職員が、申し出人にひどいことを言った。（本人） 
81 〔介護保険〕定期巡回・随時対応型訪問介護看護を契約して３年目だ。最初の年は、職員が自

宅に来てくれていたが、ここ１～２年はすごく遅れるか、あまり来てくれない。（家族） 
82 〔児童〕保育園に、急に飛び出したり騒いだりする園児がいる。なだめに行った保育士が顔面

をたたかれた。その園児は申し出人の子どももたたくようになったため、保育士の配置の増員

を願いたい。（家族） 
83 〔介護保険〕生活が苦しいので、月額３千円余という介護保険料が払えない。介護保険課に相

談に行ったところ、払える金額でも可、ということで、月額２百円の分割払いで話がついたの

に、本来の月額３千円余の納付書も、送られてきた。（本人） 
84 〔児童〕放課後等デイサービス責任者に、利用者を傷つける言動がある。（家族） 
85 〔障害者総合支援法〕過去、利用していた事業所管理者が、子どものために、居宅介護のヒン

トを記したノートを作成してくれた。今後の支援の参考にしてもらおうと、新しい事業所に見

せたところ、「この通りにはいかない。ヘルパーが傷つく」と言われた。（家族） 
86 〔介護保険〕居宅介護支援事業所から突然、契約解除に同意を求める通知が届いた。事業所の

収入増をねらって、系列のサービスを利用しない利用者に、契約解除を迫っているようだ。（家

族） 
87 〔障害者総合支援法〕就労移行支援事業所職員が暴言を吐いた。抗議したところ、管理者は、

よく調べもせず、誠意のない謝罪しかしなかった。（本人） 
88 〔生活福祉〕求職活動のための移送費についての説明がなかったため、何年も自腹を切ってい
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☆ た。アパート更新時、ケースワーカーから管理費負担についての説明がなかった。（本人） 
89 〔介護保険〕利用者負担が大きく、今後が心配なのに、ケアマネジャーが適切に対応してくれ

ない。（本人） 
90 〔介護保険〕入院期間が１泊２日にすぎないのに、「退院後の１週間は自宅療養」という規則を

盾に、ショートステイ施設から利用を断わられた。（家族） 
91 〔生活福祉〕転居の申請書を福祉事務所に提出したが、２週間経っても返事が来ない。（本人） 
92 〔児童〕保育園長の保護者に対する言動に、配慮がない。（家族） 
93 〔介護保険〕ケアマネジャーは、私的なことを根掘り葉掘り質問する。一方で、利用者の要望

を聞いたり、適切な情報を提供することが不十分だ。（本人） 
94 
 

〔生活福祉〕暑い日に予告なく、福祉事務所職員３人が、生活保護受給中の申し出人宅に、家

庭訪問に来た。職員たちの態度や服装も不適切だった。（本人） 
95 〔介護保険〕新規開設の特別養護老人ホームの設備が安っぽい。照明が眩しすぎ、備品は少な

く、介護の質にも疑問がある。（家族） 
96 〔その他福祉〕血圧が高いため、親の大量の使用済みのおむつを、決められたゴミ集積所まで

持っていくことが難しい。清掃事務所に戸別訪問収集の申請書を出したが、断わられた。（本人） 
97 〔障害者総合支援法〕居宅介護ヘルパーが頻繁に変わるので困る。（本人） 
98 〔その他〕ヘルパーの資格も持っている建築士だというので、安心して家の設計を任せたとこ

ろ、非常に使い勝手のわるい家ができた。（本人） 
99 〔その他福祉〕若者自立支援事業所の看護師が、私物を勝手に処分し、作業中に火傷しても「大

丈夫だったか」との一言もなかった。また、プライバシーを探るような発言も不快だった。（本

人） 
100 〔高齢〕高齢者相談センターが、説明もなく、ＩＣＵから出たばかりの家族をショートステイ

施設に強制的に移送した。申し出人の意向による利用ではないのに、高額な利用料の支払いを

求められた。（家族） 
101
☆ 

〔介護保険〕特別養護老人ホームに、自己負担限度額の認定申請書を提出したのに、区に伝わ

っておらず、当月分の減額が受けられない。（家族） 
102 〔介護保険〕ナースコールに対応がなかったため、高齢者が自力で立ち上がり、転倒骨折した。

ショートステイ施設の事故後の対応に、誠意がみられない。（家族） 
103 〔生活福祉〕所持金が千円しかないので、福祉事務所に福祉資金を貸し付けてもらおうと出向

いたところ、職員から「１日５百円」と言われた。１日５百円で何ができるのか。（本人） 
104 〔生活福祉〕昔、福祉事務所職員から、生活保護受給の際に不適切な対応を受けた。（本人） 
105 〔生活福祉〕診療予約が入っているのに、ケースワーカーから、「通院のための交通費は貸さな

い」と言われた。理由を聞いても「ダメだ」としか言わない。（本人） 
106 〔介護保険〕電動シェーバーの切れ味が悪かったので、老人保健施設から購入持参を求められ

ていた。延び延びになっていたところ、職員の言葉から、他人のシェーバーを使用して、ひげ

が剃られていることがわかった。感染症にでもかかったらどうするのか。（家族） 
107 〔介護保険〕1 年以上前に死亡した親族の訪問介護利用料請求書が相続人に届いた。放置して

いたら、さらに内容証明郵便が来た。事業所からの説明もなく、わけがわからない。（親族） 
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108 〔介護保険〕親は友人にせびられると、お金を渡してしまう。精神的にも不安定で、心配なの

に、ケアマネジャーは何もしてくれない。（家族） 
109 〔高齢者〕家族や本人の同意がないにもかかわらず、高齢者相談センター職員は、親をショー

トステイ施設に入れてしまった。（家族） 
110 〔その他福祉〕職員がさまざまな理由をつけて、ボランティア先を紹介してくれない。（本人） 
111 〔その他〕訪問診療に１回１万円以上支払っている。費用が高すぎる。（家族） 
112 
 

〔障害者〕福祉事務所職員の落ち度により、支給停止されるはずの障害児福祉手当が停止され

なかった。後になって、福祉事務所から、その分の支給額の返還を求められた。（家族） 
113 〔その他〕お薬手帳を持参しなかったところ、薬局が手帳に貼るシールをくれなかった。（本人） 
114 〔その他〕有料老人ホームの健診日に、協力医は数分で健診を終わらせ、帰っていった。こん

な短時間で利用者の健診ができるのか。（家族） 
115 〔介護保険〕胃全摘術後の高齢者に対し、有料老人ホームが主治医の指示を鵜吞みにして、食

事を半量しか提供せず、補食もなかった。１か月後、本人は栄養失調と診断された。（家族） 
116 〔障害者総合支援法〕子どもが、都外施設に入所している。月１回の保護者会に参加しないと、

利用料や預り金支出の明細を渡してくれない。練馬から遠いため、会への参加ができないので、

面会時に、明細書を交付してくれるよう要望したが、拒否された。（家族） 
117 〔介護保険〕通所リハビリでは、プログラムが遅く始まり、早く終わることが常態化している。

決められた時間どおりのプログラムを提供してほしい。（家族） 
118 〔生活福祉〕老齢年金受給のため、福祉事務所から、30 年前の生活保護の受給証明を取り寄せ

た。保存されていた記録に不備があったため、証明書が年金事務所に認められず、年金が受給

できなかった。（本人） 
119 〔障害者〕福祉作業所内で、受傷したことを伝えたかったが、福祉事務所職員は「出かけるの

で忙しい」と、話を聞いてくれなかった。（本人） 
120 〔生活福祉〕ケースワーカーは、生活保護受給中の本人に対して、「保護費、出さないから」と

言う。きちんと説明をしてほしい。（家族） 
121 〔障害者総合支援法〕社会的自立のため、グループホームに入居したにもかかわらず、福祉的

支援が不十分である。（家族） 
122 〔障害者総合支援法〕ガイドヘルパーが利用者と不適切な関係になった。制度の悪用も疑われ

る。（家族） 
123 〔その他〕朝からヘリコプターやセスナ機が飛び回り、うるさい。（本人） 
124
☆ 

〔介護保険〕ショートステイで起きた骨折事故の説明に不審がある。また、看護師の服薬管理

がいい加減で、接遇もひどい。（家族） 
125
☆ 

〔介護保険〕ケアマネジャーが、施設入所に向けて支援を行わなかったため、骨折した。また、

高齢者相談センターにも相談していたが、何もしてくれなかった。（家族） 
126 〔介護保険〕デイサービスの送迎の順番が、いつも一番最後である。時には、１時間も車中に

いることがある。職員に言っても、ルートや順番を変えてもらえない。（本人） 
127 〔介護保険〕歩行時にふらつきがあり、訪問型サービスを利用しているが、ヘルパーやケアマ

ネジャーが、サービス利用に否定的な発言をする。また、ヘルパーは、利用者の接待を受けて
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も平気である。（本人） 
128 〔障害者〕入院する気はなかったのに、タクシーに乗せられ、措置入院させられた。（本人） 
129 〔介護保険〕通所リハビリの送迎車の車いす固定が不十分であったため、発進時に、本人が、

車いすごと転倒し、死亡に至った。事故後の施設側の対応に、誠意がない。（家族） 
130 〔その他〕苦情調整委員制度は、委員が弁護士に偏っている。１人の委員による結論では、公

平な判断が期待できない。（本人） 
131 〔生活福祉〕ケースワーカーが、予告なく家庭訪問を行うので、ストレスである。（本人） 
132
☆ 

〔児童〕父母会を脱退したことにより、幼稚園行事の記念品等が、子どもに配られなくなった。

「実費負担してもよい」と言っても、園側が聞き入れない。（家族） 
133
☆ 

〔生活福祉〕ケースワーカーから、「金銭管理ができないなら、グループホームに入ってもらう」

と、言われるのがつらい。（本人） 
134 
 

〔高齢者〕出張調髪券が届いていないので、区に電話したところ、「こちらは、前年度３月末に

今年度分を発送した。再発行はできない」と、繰り返されるだけだった。（家族） 
135 〔その他〕許可をとって、路上に駐車していた訪問入浴車を、隣人が警察に通報した。警察は、

介護保険制度に理解がなく、隣人の言い分を鵜吞みにし、申し出人と業者を説諭した。（家族） 
136 〔介護保険〕高齢者相談センター職員は、言葉づかいに配慮してほしい。（家族） 
137 〔生活福祉〕ケースワーカーにひどいことを言われた。（本人） 
138
☆ 

〔介護保険〕特別養護老人ホーム入所中、ベッドから落ちた時に、すぐに受診させてくれなか

ったために、状態が悪化し、死亡に至った。説明を求める。（家族） 
139 〔障害者総合支援法〕就労継続支援 B 型事業所を利用したいのに、保健師が、「続かない」と

決めつけ、前向きに支援してくれない。（本人） 
140 〔障害者総合支援法〕グループホーム職員に、とげのある言動が目立つ。また、職員間の情報

伝達が、不十分である。（本人） 
141 〔児童〕子どもは気に入らないことがあると、体が大きく動いてしまう。保育園の保育士は負

担に感じるらしく、さかんに受診をすすめるので不快である。（家族） 
142 〔介護保険〕通所リハビリの力まかせのマッサージが原因で、足がおかしくなった。症状が次

第に悪化し、寝たきりに至ったのに、事業所から謝罪や補償がなかった。（本人） 
143
☆ 

〔児童〕保育園の転園申込書の提出が３日早かっただけで、半年の有効期限が切れ、来年４月

の転園申請が認められなかった。（家族） 
144 〔介護保険〕デイサービスから、急遽、閉鎖になることを知らされた。多数の利用者が行き場

を失うことになる。区はもっと早く手を打つべきだった。（本人） 
145 〔介護保険〕90 歳代のひとり暮らしの高齢者について、サービスの提言をしても無視するなど、

ケアマネジャーの配慮が不十分である。（民生委員） 
146 〔介護保険〕男性ケアマネジャーに気遣いがなく、一方的にサービスを決められる。表面だけ

を見て、本人のつらさを理解しない。（本人） 
147 〔介護保険〕ケアマネジャーから渡されるサービス利用票の金額が違っている。事業所に説明

を求めても応じないし、常に、管理者も不在である。（家族） 
148 〔児童〕保育園の園長は、特定の園児とその保護者にしか挨拶をしない。（家族） 
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149 〔生活福祉〕福祉事務所に、低周波音被害の理解がない。転居ではなく、精神科受診を提案し

てきたのは、不適切である。（本人） 
150 〔児童〕キャンセル待ちしていた児童発達支援事業所から、「障害の重い利用者は人員配置の関

係で受け入れができなくなった」と、利用を断わられた。（家族） 
151 〔障害者総合支援法〕居宅介護利用料が、金額を変えて、違う期日に、同じ口座から複数回、

引き落とされていた。（本人） 
152 〔高齢者〕都市型軽費老人ホームの元旦の食事が、菓子パン１個に市販のジュース１個だった。

（家族） 
153 〔障害者総合支援法〕就労継続支援 B 型事業所が、説明もなくサービスをカットした。工賃支

給も不適切である。（家族） 
154 〔生活福祉〕体調がわるく、精神的にも投げやりになっている申し出人に、ケースワーカーが、

「あなたに何かあったら、困るのはこっちだ」と言った。（本人） 
155 〔介護保険〕毎日、特別養護老人ホームへ面会に行っていることについて、職員が嫌な顔をす

る。（家族） 
156 〔介護保険〕老人保健施設が１か月に１回しか検温をしない。居室の温度が低く設定され、寒

さのためか、入浴後に風邪をひき、入院に至った。（家族） 
157 〔障害者〕入院中、用もないのに病院に来るなど、保健師の対応が不適切だった。（家族） 
158 〔障害者総合支援法〕福祉事務所による受給者証の手続きが遅かったため、短期入所が利用で

きなかった。やむを得ず、子どもを置いて夜勤に出たことを伝えたところ、福祉事務所からネ

グレクトを疑われ、心ない言葉で責められた。（家族） 
159 〔児童〕放課後等デイサービス職員が見学希望者のリストを持ち歩いていたため、知人が偶然、

そのリストを目にしてしまい、申し出人の子どもの見学希望を知られてしまった。（家族） 
160 〔障害者〕夫の施設入所と同時に、障害者手当の支給が停止された。それまで支給されていた

ものがなくなると、家族の生活に影響する（家族） 
161 〔介護保険〕隣に住む高齢者による言葉の暴力を訴えても、高齢者相談センターは何もしてく

れない。（本人） 
162 〔生活福祉〕福祉事務所に生活保護辞退届を提出したにもかかわらず、職員が連絡してくるの

で、やめてほしい。（家族） 
163 〔介護保険〕老人保健施設の医師は、本人や家族の意思を無視し、勝手な判断で、必要な治療

や安楽への支援を行わなかった。（家族） 
164 〔介護保険〕総合事業の通所サービスは、プログラムが単調で、職員や他の利用者との人間的

触れ合いに乏しい。（本人） 
165 〔介護保険〕入所中の老人保健施設から、突然、退所を迫られた。（家族） 
166 〔介護保険〕有料老人ホームのヘルパーが、離床センサーを動かしたので、ベッドから降りた

後、骨折を未然に防ぐことができなかった。（家族） 
167 〔介護保険〕初めてのデイサービス利用で緊張し、少し唸り声が出てしまったことを理由に、

わずか１週間の利用で、管理者から「他の利用者の迷惑になるので、利用をやめてください」

と言われた。（家族） 
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168 〔障害者総合支援法〕居宅介護ヘルパーが、買い物時に、申し出人のポイントカードを使わな

いので、注意してほしい。（本人） 
169 〔介護保険〕契約時、認知症が疑われる親に、ケアマネジャーが、一方的に書類に押印させた。

（家族） 
170 〔介護保険〕入所している特別養護老人ホームに、利用者を邪魔者扱いし、乱暴なもの言いの

職員がいる。（家族） 
171 〔生活福祉〕休日に受診したことを知ったケースワーカーが、「休日に受診しないことは、生活

保護受給者の仕事だ」と言う。受給者は体調が悪くても、休日の受診が許されないのか。（本人） 
172 〔生活福祉〕福祉事務所が、年度によって異なる障害者年金支給額をチェックしなかったため、

減額分が生活保護費受給額に加算されなかった。（本人） 
173 〔生活福祉〕１か月以上前に、生活保護受給者の介護認定を依頼したのに、ケースワーカーが

手続きを失念した。申し出人が職員に、折り返しの電話を求めても、かけてこない。（家族） 
174 〔生活福祉〕友人が、区内の生活保護受給者にお金を貸した。申し出人が福祉事務所に電話し

たところ、職員は、「個人情報保護の観点から答えられません」としか言わない。（知人） 
175 〔児童〕保育園の保護者会で、職員が、「うちは株式会社だから、利益追求第一である」とだけ

言い、詳しい内容の説明もなく、次年度から実費負担が増えることを知らされた。（家族） 
176 〔生活福祉〕ケースワーカーに、やさしい言葉遣いをしてほしい。今の言い方ではいじめられ

ているようだ。（本人） 
177 〔障害者総合支援法〕グループホーム職員が暴言を吐いたので、謝罪を求めたところ、職員は、

「ここにきて２か月しか経っていないから」と言い訳ばかりした。（本人） 
178 〔介護保険〕有料老人ホーム職員は、本人の更衣を４日もさせない。体重減少にも無頓着であ

るし、家族の話も聞いてくれない。（家族） 
179 〔障害者総合支援法〕区外生活介護事業所の利用について、福祉事務所が誤った情報を提供し

た。利用者家族の深刻さを理解せず、不適切な対応に終始した。（家族） 
180 〔児童〕留守番電話に、児童福祉担当職員から電話をするよう入っていたので、２回電話をし

たが、不在だった。その後、職員から「電話をしてこなかった」と責められた。（家族） 
181 〔介護保険〕他区のデイサービスであることを理由に、ケアマネジャーが調整しようとしない。

（家族） 
182 〔介護保険〕人手不足を理由に訪問看護事業所が、一方的にサービス停止を通告し、契約終了

通知書を押しつけた。次の事業所の紹介もなかった。（家族） 
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○練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例 
平成 15 年 3 月 17 日 

条例第 6 号 
(目的) 
第 1 条 この条例は、保健福祉サービスの利用に関する区民等からの苦情の申立てについて適切かつ

迅速に対応するため、練馬区保健福祉サービス苦情調整委員(以下「苦情調整委員」という。)を設置

し、もって保健福祉サービス利用者の権利および利益を擁護することを目的とする。 
(用語の定義) 
第 2 条 この条例において、つぎの各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
(1) 保健福祉サービス 高齢者、障害者、児童等を対象とした保健または福祉に関する各種のサービ

スの提供その他の事業をいう。 
(2) 事業者 保健福祉サービスを行う法人その他の団体および個人をいう。 
(委嘱等) 
第 3 条 苦情調整委員は、5 人以内とし、人格が高潔で、保健、福祉、法律等の分野に優れた識見を

有する者のうちから区長が委嘱する。 
2 苦情調整委員の任期は、2 年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補充委員

の任期は、前任者の残任期間とする。 
3 苦情調整委員を補佐し、必要な相談および調査を行うため、保健福祉サービス専門相談員(以下「専

門相談員」という。)を置く。 
4 この条例に規定するもののほか、専門相談員について必要な事項は、練馬区規則(以下「規則」と

いう。)で定める。 
(兼業の禁止) 
第 4 条 苦情調整委員および専門相談員は、練馬区(以下「区」という。)と特別な利害関係にある企

業その他の団体の役員または従事者と兼ねることができない。 
(解嘱) 
第 5 条 区長は、苦情調整委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるときまたは職務上

の義務違反その他苦情調整委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱するこ

とができる。 
2 苦情調整委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。 
(職務) 
第 6 条 苦情調整委員の職務は、つぎのとおりとする。 
(1) 保健福祉サービスの利用に関する苦情の申立て(以下「申立て」という。)を受け、当該申立てに

ついての調整に必要な調査を行うこと。 
(2) 前号に定めるもののほか、保健福祉サービス利用者の権利および利益を擁護するため特に必要と

認める場合に調査を行うこと。 
(3) 調査の結果、必要と認める場合に、事業者に対して是正等の措置を講じるよう勧告し、措置の状

況について報告を求めること。 
(4) 調査の結果、苦情等の原因が事業者の制度、運営基準等に起因すると認められる場合に、事業者
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に対して制度、運営基準等の改善に関する意見を表明し、改善状況について報告を求めること。 
(5) 事業者が第 3 号の勧告または前号の意思表明(以下「勧告等」という。)に対して、正当な理由な

く、必要な措置を講じない場合および一定期間を超えて報告を行わない場合において、区長または練

馬区教育委員会(以下「教育委員会」という。)にその旨を報告すること。 
(6) 申立てについての調整結果を当該申立てをした者に通知すること。 
(7) 申立て等の処理状況について、毎年度区長に報告すること。 
2 苦情調整委員は、前項第 1 号および第 2 号の調査のため必要があると認めるときは、申立てをし

た者、当該申立てに係る事業者その他関係人から意見を聴き、もしくは説明を求め、関係書類を閲覧

し、もしくはその提出を求め、または実地調査をすることができる。 
3 苦情調整委員は、それぞれ独立してその職務を行う。ただし、第 1 項第 2 号の調査、同項第 4 号

の意見表明、同項第 5 号の報告その他解決が困難な事案等についての決定は、合議によるものとする。 
(平 23 条例 41・一部改正) 
(除斥) 
第 7 条 苦情調整委員は、直接の利害関係を有する事案については、その職務を行うことができない。 
(責務) 
第 8 条 苦情調整委員は、保健福祉サービスの利用に関する区民の権利および利益を擁護するため、

公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。 
2 苦情調整委員は、その職務の遂行に当たっては、関係機関と連携を図り、職務の円滑な遂行に努め

なければならない。 
3 苦情調整委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 
(申立人の資格) 
第 9 条 苦情調整委員に申立てをすることができる者は、つぎの各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 保健福祉サービスを受け、取り消され、または拒否された区の区域内に住所を有する者(以下「本

人」という。) 
(2) 本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または 3
親等内の親族 
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、規則で定める者 
(申立ての範囲) 
第 10 条 苦情調整委員に申立てをすることができる事項は、事業者が行った保健福祉サービスの提供、

取消しおよび拒否に関する事項で本人に係るものとする。 
2 前項の規定にかかわらず、つぎに掲げる事項は、申立てをすることができない。 
(1) 裁判所において係争中の事項または既に裁判所において判決等のあった事項 
(2) 行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)その他の法令の規定により不服申立てを行っている事項

または不服申立てに対する裁決等のあった事項 
(3) 議会で審議中または審議が終了した事項 
(4) この条例に基づき既に苦情の調整が終了している事項 
(5) 苦情調整委員の行為に関する事項 
(6) 事業者の従事者の勤務条件、身分等に関する事項 
(7) 医療、食品・環境衛生および規制の取締りに関する行政処分に関する事項 
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(平 28 条例 20・一部改正) 
(申立ての期間) 
第 11 条 申立ては、当該申立てに係る事実のあった日の翌日から起算して 1 年以内に行わなければな

らない。ただし、苦情調整委員が正当な理由があると認める場合は、この限りでない。 
(区の責務) 
第 12 条 区は、苦情調整委員の職務の遂行について、その独立性を尊重し、積極的な協力および援助

を行わなければならない。 
(事業者等の責務) 
第 13 条 事業者および関係機関等は、苦情調整委員の調査に協力しなければならない。 
2 苦情調整委員から勧告等を受けた事業者は、必要な措置を講じるとともに、その内容を速やかに苦

情調整委員に報告しなければならない。 
(公表) 
第 14 条 区長または教育委員会は、苦情調整委員から第 6 条第 1 項第 5 号の規定による報告を受け

たときは、つぎに掲げる事項を公表することができる。 
(1) 申立ての対象となった事業者の名称および所在地 
(2) 苦情調整委員が行った勧告等の内容 
(3) 苦情調整委員が行った勧告等に対する事業者の措置状況 
2 区長は、苦情調整委員から第 6 条第 1 項第 7 号の規定による報告を受けたときは、これを公表す

るものとする。 
(平 23 条例 41・一部改正) 
(委任) 
第 15 条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 
付 則 
(施行期日) 
1 この条例は、平成 15 年 6 月 1 日から施行する。 
(練馬区介護保険サービス調整委員会の設置に関する条例の廃止) 
2 練馬区介護保険サービス調整委員会の設置に関する条例(平成 12 年 3 月練馬区条例第 29 号。以下

「介護保険サービス調整委員会条例」という。)は、廃止する。 
(介護保険サービス調整委員会条例の廃止に伴う経過措置) 
3 介護保険サービス調整委員会条例に基づき申立てをしている事項で平成 15 年 6 月 1 日においてい

まだ調整が終了していないものについては、この条例に基づき申立てをしているものとみなす。 
4 介護保険サービス調整委員会条例に基づき申立てをしている事項で調整が終了しているものにつ

いては、この条例に基づき調整が終了しているものとみなす。 
付 則(平成 23 年 12 月条例第 41 号) 
この条例は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。 
付 則(平成 28 年 3 月条例第 20 号) 
この条例は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。 
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○練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例施行規則 
平成 15 年 5 月 30 日 

規則第 80 号 
(趣旨) 
第 1 条 この規則は、練馬区保健福祉サービス苦情調整委員条例(平成 15 年 3 月練馬区条例第 6 号。

以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 
(調査の開始および中止等) 
第 2 条 練馬区保健福祉サービス苦情調整委員(以下「苦情調整委員」という。)は、条例第 6 条第 1
項第 1 号の規定により申立てを受けたときは、申立人、関係する事業者その他関係人に対して苦情等

調査実施通知書(第 1 号様式)により、あらかじめ通知した上で、調査を開始するものとする。ただし、

つぎの各号のいずれかに該当するときは、調査を開始しないものとする。 
(1) 虚偽の申立てまたは明らかに理由がない申立てと認められるとき。 
(2) その他調査することが適切でないと認められるとき。 
2 苦情調整委員は、申立ての調査を開始した後においても、調査の必要がないと認めるときは、調査

を中止し、または打ち切ることができる。 
3 苦情調整委員は、第 1 項ただし書の規定により調査を開始しないときまたは前項の規定により、調

査を中止し、もしくは打ち切ったときは、申立てについて調査をしない旨の通知書(第 2 号様式)また

は調査打切り通知書(第 3 号様式)により、理由を付して申立人に速やかに通知しなければならない。 
(調査の方法等) 
第 3 条 苦情調整委員および保健福祉サービス専門相談員は、職務を遂行するに当たって、その身分

を示す証明書(第 4 号様式)を携帯し､関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。 
2 苦情調整委員は、必要があると認めるときは、専門的または技術的事項について、専門機関に対し、

意見等を求めることができる。 
(意見表明等の通知) 
第 4 条 条例第 6 条第 1 項第 3 号に規定する是正等の措置の勧告および同項第 4 号に規定する意見の

表明(以下「意見表明等」という。)の通知は、調査の実施に基づく勧告・意見表明通知書(第 5 号様式)
により行うものとする。 
(是正等の措置結果報告) 
第 5 条 事業者は、前条に規定する意見表明等の通知を受けたときは、その翌日から起算して 30 日

以内に是正または改善の報告を是正等措置報告書(第 6 号様式)により行うものとする。ただし、是正

等の措置を講ずることができない特別な理由があるときは、理由を付して苦情調整委員に報告するも

のとする。 
(申立人への通知) 
第 6 条 苦情調整委員は、申立てに係る調査の結果を、申立てを受けた日の翌日から起算して 45 日

以内に苦情等調査結果通知書(第 7 号様式)により申立人に通知するものとする。ただし、この期間内

に通知できないときは、理由を付して苦情等調査延期通知書(第 8 号様式)により申立人に報告しなけ

ればならない。 
 (苦情調整委員会議) 
第 7 条 条例第 6 条第 3 項ただし書に規定する苦情調整委員の合議その他職務遂行上必要な事項につ
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いての協議を行うため、苦情調整委員会議を置く。 
2 前項の合議または協議を必要とする苦情調整委員は苦情調整委員会議を招集するとともに、議長を

務める。 
3 前項に定めるもののほか、苦情調整委員会議の運営については、苦情調整委員の合議による。 
(申立てのできる者) 
第 8条 条例第 9条第 3号に規定する規則で定める者は、つぎの各号のいずれかに該当する者とする。 
(1) 本人と同居している者 
(2) 民生委員、児童委員、身体障害者相談員、知的障害者相談員、精神障害者相談員(精神障害がある

者またはその家族等の相談援助に関する業務を行う者で、別に定めるものをいう。)、人権擁護委員、

成年後見人等で、本人の状況を具体的かつ的確に把握しているもの 
  (平 29 規則 67・一部改正) 
(申立ての方法) 
第 9 条 申立ては、苦情申立書(第 9 号様式。点字によるものを含む。)により行うものとする。ただ

し、これによることができない場合は、口頭による申立てをすることができる。 
(申立ての取り下げ) 
第 10 条 申立人は、苦情申立取下げ書(第 10 号様式。点字によるものを含む。)により申立てを取り

下げることができる。ただし、これによることができない場合は、口頭による取り下げができる。 
(公表) 
第 11 条 区長は、条例第 14 条に規定する公表を行おうとするときは、当該公表の対象となるべき事

業者に弁明の機会を付与しなければならない。 
2 前項に規定する弁明の機会の付与については、練馬区行政手続条例(平成 7 年 3 月練馬区条例第 2
号)および聴聞および弁明の機会の付与に関する規則(平成 6 年 9 月練馬区規則第 65 号)の定めるとこ

ろに準拠する。 
3 条例第 14 条に規定する公表の方法は、区長が別に定める。 
(庶務) 
第 12 条 苦情調整委員に関する庶務は、福祉部管理課が処理する。 
(平 18 規則 42・平 22 規則 50・平 27 規則 46・一部改正) 
(委任) 
第 13 条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。 
付 則 
(施行期日) 
1 この規則は、平成 15 年 6 月 1 日から施行する。 
(練馬区介護保険サービス調整委員会の設置に関する条例施行規則の廃止) 
2 練馬区介護保険サービス調整委員会の設置に関する条例施行規則(平成 12 年 3 月練馬区規則第 26
号)は、廃止する。 
付 則(平成 18 年 3 月規則第 42 号) 
この規則は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。 
付 則(平成 22 年 3 月規則第 50 号) 
この規則は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 
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付 則(平成 27 年 3 月規則第 46 号) 
この規則は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。 
付 則(平成 29 年 9 月規則第 67 号) 
この規則は、公布の日から施行する。 
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