
社会福祉法人藤雪会 苦情解決に関する規程 

 

（目的） 

第 1条 この規程は、社会福祉法第 82条の規定に基づき、社会福祉法人藤雪会

（以下「法人」という）が提供する福祉サービスに対する利用者からの苦情に

対し、適切な対応を行うことにより、利用者の満足度を高め、利用者個人の権

利を擁護し、福祉サービスの迅速な改善を図るとともに、本法人の事業に対す

る社会的な信頼を向上させることを目的とする。 

 

（苦情解決責任者及び苦情受付担当者の設置） 

第 2 条 福祉サービスに対する苦情の解決を図るため、福祉サービスを提供す

る各施設に苦情解決責任者及び苦情受付担当者を置く。 

 ２ 苦情解決責任者は各施設長とし、理事長が任命する。  

 ３ 苦情受付担当者は各施設長が職員の中から指名する。 

 

（苦情受付担当者の業務） 

第 3条 苦情受付担当者は、次の業務を行う。 

（１）利用者からの苦情の受付 

（２）苦情の内容、利用者の意向等の確認と記録 

（３）苦情申し出人に対する、苦情状況解決の仕組みについての説明 

（４） 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員へ

の報告 

 

（第三者委員の設置） 

第 4条 苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適

正な対応を推進するため、公平・中立な立場にある第三者委員を設置する。 

 2 第三者委員は 2名とする。ただし、地域や福祉サービス業種により事業所

別に設置することもある。 

 3 第三者委員は理事会において選考し理事長が委嘱する。 

 4 第三者委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。欠員が生じた

場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（第三者委員の職務） 

第 5条 第三者委員は、次に掲げる業務を行う。 

（１）苦情担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取 



（２）苦情内容の報告を受けた旨の苦情申し出人への通知 

（３）利用者からの苦情の直接受け付け 

（４）苦情申し出人への助言 

（５）事業所への助言 

（６）苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会いおよび助言 

（７）苦情解決責任者からの苦情にかかる事案の改善状況等の報告聴取     

（８）施設の日常的な状況把握と利用者からの意見傾聴 

 

（第三者委員の報酬） 

第 6 条 第三者委員の報酬は無報酬とする。ただし、「役員等報酬および費用

弁償規程」に準じて費用弁償を支給することができる。 

 

（利用者への周知） 

第 7条 苦情解決責任者は、施設内へのポスターの掲示、パンフレット（お知ら

せ）等の配布により、利用者に対して苦情解決責任者、第三者委員の氏名及び苦

情解決の仕組みについて周知する。 

 

（苦情の受付等） 

第 8条 苦情の受付担当者は、利用者からの苦情を面接および書面（様式３）等

により随時受け付ける。 

2 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情受付に際し、次の事項を書面（様

式３）に記録し、その内容について苦情申し出人に確認する。 

（１）苦情の内容 

（２）苦情申し出人の希望等 

（３）第三者委員への報告の要否 

（４）苦情申し出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、

立会いの要否   

 

（苦情受付の報告・確認） 

第 9 条 苦情受付担当者は、受けた苦情はすべて苦情解決責任及び第三者委員

に報告する。ただし、苦情申し立て人が第三者委員への報告を明確に拒否す

る意思表示をした場合を除く。 

2 苦情受付担当者は、投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、

必要な対応を行なう。 

3  第三者委員は、苦情内容の報告を受けた場合、内容の確認をすると共に、

苦情申し出人に対して報告を受けた旨を通知する。 



（苦情解決に向けての話し合い） 

第 10 条 苦情解決責任者は、苦情申し出人との話し合いによる解決に努める。

その際、苦情申し出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助

言を求めることができる。 

2 ・第三者委員は、苦情申し立人又は苦情解決責任者の要請に基づき、その

話し合いに立ち会うものとする。話し合いは、次により行なう。 

（１）第三者委員による苦情内容の確認 

  （２）第三者委員による解決案の調整、助言 

  （３）話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認     

 

（苦情解決の記録、報告） 

第 11条 苦情解決責任者は、当該事案の苦情受付から解決・改善までの経過と

結果について書面（様式３）に記録する。 

2 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情解決結果について第三者委員に報

告し、必要な助言を受ける。 

3 苦情解決責任者は、苦情申し立て人に改善を約束した事項について、苦情

申し出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後報告する。 

4 この規程の定めにより解決不可能となった事案については、神奈川県社会

福祉協議会に設置された「かながわ福祉サービス適正化委員会」（045-317-

2200）に解決を委ねる。また、介護保険事業所に関る事業については、利

用者が所属する市町村および神奈川県国民健康保険連合会の担当窓口を

苦情申出人に紹介する。 

 

（解決結果の公表） 

第 12条 苦情解決責任者は、苦情申立人の個人情報にかかる事項を除き、「事

業報告書」、「ホームページ」、「各事業所で発行する事業所だより」「掲示板」

等に掲載し、苦情に関する結果を公表する。 

 

（補足） 

第 13条 法人は、この規程の実施に必要な補則を設けることができる。 

 (改正) 

第 14条 この規程の改正については、理事会の議決を経るものとする。 

     

付則 

１．この規程は、「福祉サービスに関する苦情解決に関する要綱」を廃止し、

新たに平成 26年（2014年）6月 1日から施行する。 



社会福祉法人藤雪会施設別苦情解決のための名簿 

2022 年 6月 1日修正 

 

高齢事業部 

事業所名 解決責任

者 

受付窓口 第三者委員 備考欄 第三者委員 備考欄 

ケアセンター

あさひ デイ

サービス 

山崎恵美 榎本朱美 遠藤久江 都第三者評

価室 

安部眞知子 オンブズパ

ーソン 

ケアセンター

あさひ 小規

模多機能 

白石理恵

子 

種木亜矢  同上    同上  

ケアセンター

あさひ 訪問

介護 

大江洋子 山咲良子  同上   同上  

ケアセンター

あさひ 居宅 

大江洋子 山咲良子  同上   同上  

あつぎポポ

ロ 特養 

畠山香織 相原香織  同上   同上  

あつぎポポ

ロ ＧＨ 

畠山香織 成田美奈

子 

同上   同上  

あつぎポポ

ロデイ青空 

畠山香織 斎藤淳子  同上   同上  

市ヶ尾ポポ

ロ 

本田陽一 櫻川由美

恵 

西村由美子 保護司 中町裕子 民生・児童

委員 

ガーデンハ

ウスもも 

斎藤恵美

子 

小山満利

子 

 同上   同上  

デイのんな 本間茂 田中 恵  同上   同上  

  



 子ども事業部 

 

 

まんまる保

育園 

佐藤洋子 田中明日

香 

朝倉恭子 元保育士 志村修司 地区町会会

長 

せせらぎ保

育園 

森永裕紀

子 

益子愛子  同上   同上  

保育園 ViVi 西脇あや

こ 

飛鳥井か

おり 

柳田敬子 主任児童委

員 

今井晴美 民生・児童

委員 

おひさまっ

こ保育園 

斉藤美好 酒井恵子  同上   同上  

そらまめ保

育園 本園 

青山理栄 吉岡美恵 田中千恵子 区主任児童

委員 

横山 緑 民生・児童

委員 

そらまめ保

育園 分園 

青山理栄 矢沢幸子 同上   同上  

もものか保

育園 

渡部千恵

子 

松井千夏 田辺 博 民生・児童

委員 

中村八重子 民生・児童

委員 

保育園ゆい

まあむ 

清水佳子 橘 直子 櫻井正司 元川崎保育

会事務局長 

高橋早苗 母乳育児相

談室室長 

保育園小さ

なほし 

垣中奈奈

子 

斎藤尚子 小林 庵 地域自治会

長 

桒原千束 主任児童委

員 

デイルーム

とんとん 

高木暁子 青沼幸子     


