西 北五広 域福祉 事務組 合福祉 サービ ス苦情 解決の 取り組 みに関 する実 施要綱
（ 目的）

第 一条 こ の要綱 は、西 北五広 域福祉 事務組 合（以 下「組 合」と いう。 ）が運 営する 森田学 園、ス テップ アップ センタ ーもり

た 、相談 支援事 業所も りた、 グルー プホー ム太陽 の家及 び短期 入所事 業なら びに青 森県障 害児等 療育支 援事業 及び地 域生活

支 援事業 （市町 から委 託され ている 日中一 時支援 事業及 び相談 支援事 業。以 下「地 域生活 支援事 業」と いう。 ）の福 祉サー

ビ スに係 る利用 者及び その家 族等（ 以下「 利用者 等」と いう。 ）から の苦情 を解決 するた めの体 制を整 備する ことに より、

利 用者の 満足感 を高め ること や早急 な虐待 防止対 策が講 じられ 、利用 者個人 の権利 を擁護 すると ともに 、利用 者が福 祉サー

苦 情受付 担当者

第 三者委 員

決 するた めの者

苦情解決を客観的に解

ビ スを適 切に利 用でき るよう 支援す るとと もに、 苦情を 密室化 せず、 社会性 や客観 性を確 保し、 一定の ルール に沿っ た方法
で 解決を 進める ことに より、 円滑 円
･ 満 な解 決の促 進や本 組合事 業への 信頼や 適正性 の確保 を図る ことを 目的と する。

苦 情解決 責任者

園 長補佐

主 幹相談 支援専 門員

園長

所長

サ ービス 管理責 任者

所 長補佐

地 域生活 支援事 業（相 談支援 事業）

所長

コ ーディ ネータ ー

所長

苦情の 円滑、 円満な 解決を 図るた め、次 の組織 を置く 。

（苦情 解決体 制）
第 二条
施 設、事 業所又 は事業
森 田学園
短 期入所 事業
ス テップ アップ センタ ーもり た
地 域生活 支援事 業（日 中一時 支援事 業）

グ ループ ホーム 太陽の 家

園長

相 談支援 事業所 もりた

青 森県障 害児等 療育支 援事業

第三者 委員は 、地域 を代表 する者 、利用 者を支 援する 団体を 代表す る者、 学識経 験者等 で苦情 解決を 円滑、 円満に 図

（ 第三者 委員）
第 三条

３

２

管理 者は、 第三者 委員が 職務の 遂行が できな いと認 めると き、そ の他委 員たる に適し ない非 行があ ると認 めたと きは、 委

第三 者委員 の報酬 は無報 酬とす る。た だし、 活動に 要した 実費は 別途実 費弁償 するも のとす る。

第 三者委 員は中立 、公正 の確保 のため 二名以 上とす る。

る ことが できる もので 、信頼 性を有 する者 から、 西北五 広域福 祉事務 組合管 理者（ 以下「 管理者 」とい う。） が委嘱 する。

４
嘱 を解く ことが できる 。
（ 第三者 委員の 職務）

七

六

五

四

三

二

一

日常 的な状 況把握 と意見 傾聴

責任 者から の苦情 に係わ る事案 の改善 状況等 の報告 聴取

申出人 と責任 者の 話し合 いへの 立ち会 い、助 言

苦情 解決責 任者（ 以下「 責任者 」とい う。） への助 言

申出 人への 助言

利用 者等か らの苦 情の直 接受付

苦情 内容の 報告を 受けた 旨の苦 情申出 人（以 下「申 出人」 という 。）へ の通知

苦情 受付担 当者（ 以下「 担当者 」とい う。） が受け 付けた 苦情内 容の報 告聴取

第三者 委員の 職務は 次のと おりと する。

八

青森 県運営 適正委 員会か らの事 情調査 、あっ せん及 び必要 と認め る状況 把握に 関する こと

第 四条

九
（第三 者委員 の任期 ）

第三者 委員の 任期は 二年と する。 ただし 、再任 は妨げ ない。

第三 者委員 に欠員 が生じ た場合 、補充 された 委員の 任期は 、前任 者の残 任期間 とする 。

第 五条
２

（ 担当者 の職務 ）
利用 者等か らの苦 情の受 付

担当者 の職務 は次の とおり とする 。

一

苦情 内容、 利用者 等の意 向等の 確認と 記録

第 六条
二

三

受け 付けた 苦情及 びその 改善状 況等の 責任者 及び第 三者委 員への 報告

責任者 は、利 用者等 に対し て責任 者、担 当者及 び第三 者委員 の氏名 、連絡 先や苦 情解決 の仕組 みにつ いて掲 示、パ ン

（ 利用者 等への 周知）
第 七条
フ レット の配布 等によ り周知 を図る ものと する。
（ 苦情の 受付等 ）
担当者 は、利 用者等 からの 苦情を 随時受 け付け るもの とする 。

三

二

一

申出 人と責 任者の 話し合 いへの 第三者 委員の 助言、 立ち会 いの要 否

第三 者委員 への報 告の要 否

申出 人の希 望等

苦情 の内容

責任 者並び に第三 者委員 も直接 苦情を 受け付 けるこ とがで きる。 この場 合、責 任者並 びに第 三者委 員はそ れを担 当者へ 連

四

内 容につ いて申 出人に 確認す る。

担当 者は、 利用者 等から の苦情 受付に 際し、 次の事 項を福 祉サー ビスに 関する 苦情受 付書（ 様式第 一号） に記録 し、そ の

第 八条
２

３
絡 し、担 当者は 、第二 項によ り処理 する。
（ 苦情受 付の報 告、確 認）

担当者 は、受 け付け た苦情 はすべ て責任 者及び 第三者 委員に 報告す る。た だし、 申出人 が第三 者委員 への報 告を明 確

第三 者委員 は、担 当者か ら苦情 内容の 報告を 受けた 場合は 、内容 を確認 すると ともに 、申出 人に対 して報 告を受 けた旨 を

に 、必要 な対応 を行う 。

投書 など匿 名の苦 情につ いても 福祉サ ービス に関す る苦情 受付書 （様式 第一号 ）に記 録し、 前項に より報 告をす るとと も

に 拒否す る意志 表示を した場 合を除 く。

第 九条
２
３

福 祉サー ビスに 関する 苦情受 付通知 書（様 式第二 号）に より通 知する 。
（ 苦情解 決の話 し合い ）

第八条 第二項 第三号 及び第 四号が 不要な 場合は 、申出 人と責 任者の 話し合 いによ る解決 を図る ものと する。

責任 者は申 出人と の話し 合いに よる解 決に努 める。 その際 、申出 人又は 責任者 は、必 要に応 じて第 三者委 員の助 言を求 め

第 十条
２

る ことが できる 。

３
二

一
話 し合い の結果や 改善事 項等の 書面で の記録 と確認

第 三者委 員による 解決案 の調整 、助言

第 三者委 員による 苦情内 容の確 認

第三 者委員 の立ち 会いに よる申 出人と 責任者 の話し 合いは 、次に より行 う。

三
（ 苦情解 決の記 録・報 告）

責任 者は、 一定期 間毎に 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。

担当 者は、 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 式第一 号）に 記録を する。

２

責任 者は、 申出人 に改善 を約束 した事 項につ いて、 申出人 及び第 三者委 員に対 して、 一定期 間経過 後、福 祉サー ビスに 関

第 十一条
３
す る苦情 処理結 果報告 書（様 式第三 号）に より報 告する 。

苦情 解決の 結果に ついて は、個 人情報 に関す るもの を除き 、広報 誌等へ その実 績を掲 載し、 公表す る。

（ 解決結 果の公 表）
第 十二条

虐 待防止 責任者
園長
所長
所長
所長

す る。
附

この要綱に定めるもののほか、福祉サ

則

則（ 平成一 六年告 示第七 号）

則（平 成一八 年告示 第二号 ）

この要綱は、平成十六年十二月二十日から施行

附

この要綱は、平成十四年四月一日から施行する。

附

管 理者が 定める 。

ービス苦情解決の取り組みに関し必要な事項は、

第十四条

虐待 を未然 に防止 し、虐 待を早 期に発 見して 迅速か つ適切 な対応 を行い 、再発 防止を 図るた めに次 のとお り虐待 防

（虐待 防止に 関する 責任者 の設置 ）
第 十三条
止 責任者 を置く 。
施 設、事 業所又 は事業
森 田学園
短 期入所 事業
ス テップ アップ センタ ーもり た
地 域生活 支援事 業（日 中一時 支援事 業）
相 談支援 事業所 もりた
グ ループ ホーム 太陽の 家

園長

地 域生活 支援事 業（相 談支援 事業）
青 森県障 害児等 療育支 援事業
こ の要綱 は、平 成十八 年三月 一日か ら施行 する。

附

則（平 成一八 年告示 第九号 ）
則（平 成二○ 年告示 第五号 ）

こ の要綱 は、平 成十八 年十月 一日か ら施行 する。
附
則（平 成二六 年告示 第六号 ）

こ の要綱 は、公 表の日 から施 行する 。
附
則（平 成二六 年告示 第一二 号）

こ の要綱 は、平 成二十 六年四 月一日 から施 行する 。
附
則（平 成二八 年告示 第四号 ）

こ の要綱 は、二 十六年 十月一 日から 施行す る。
附
則（平 成二九 年告示 第六号 ）

こ の要綱 は、二 十八年 四月一 日から 施行す る。
附
則（平 成三○ 年告示 第五号 ）

こ の要綱 は、二 十九年 四月一 日から 施行す る。
附
則（平 成三一 年告示 第四号 ）

こ の要綱 は、告 示の日 から施 行し、 三十年 四月一 日から 適用す る。
附
則（令 和二年 告示第 七号）

こ の要綱 は、三 十一年 四月一 日から 施行す る。
附

こ の要綱 は、令 和二年 四月一 日から 施行す る。

