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令和２年度 業務実績報告（速報）
分 類 令和２年度

（３月末推計値） 令和元年度

１ 福祉保健サービスに
関するもの 412件（35件） 414件（35件）

２ 福祉保健サービス以
外のもの 97件（８件） 130件（11件）

３ 委員会制度に関する
もの 3件（ 0件） ４件（ 0件）

合 計 512件（43件） 548件（46件）

（ ）は月平均
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分 類 令和２年度
（３月末推計値） 令和元年度

苦情申立て（委員面接相談） ２件 １件

説明・助言等 ２０４件 ２２１件

福祉保健サービス提供者
との調整 １２８件 １４２件

他機関案内 ７８件 ５０件

合 計 ４１２件 ４１４件

苦情相談等の対応分類（福祉保健サービスに関するもの）
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5
No.１ 区生活支援課における対応や

説明について

【苦情申立ての趣旨】
・暴力を受け県外から避難してきた性別違和を抱える本人に対
し、区生活支援課の担当者はトランスジェンダーに対する配慮
に欠ける対応をし、こども家庭支援課の女性相談員や関連部署
と連携を図らず、状況に応じた保護を行わなかった。
・また、区生活支援課の調整により滞在していた宿泊施設の前
で犯罪被害に遭ったと伝えたが、担当者は関連部署と連携を図
ることや、相談機関の情報提供を行わず放置し続けた。
・その後、これまでの対応について、区生活支援課係長から説
明を受けたが、本人への無理解から、侮辱し蔑むような言動を
繰り返した。



【調査・調整結果】
□対象機関・関係機関からの聞き取り調査の概要
（１）区生活支援課
・初回相談時に、性別違和があり、家族の暴力から逃れてき
たとの話を聞いたが、所持金が少額であること、日暮れまで
にあまり時間がないのにその日の宿泊先が未定であることを
勘案し、住居を持たない方の自立生活を支援する施設を案内
し、申込書を受けて入所となった。
・生活保護開始後は安定した居所の確保等を援助方針とし、
また、施設周辺で犯罪被害に遭ったとの話があったため、本
人の訴えに沿い、迅速なアパート入居を目指し、初回相談か
ら約２か月でアパートに入居した。
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・アパート入居後、女性保護施設の検討やこども家庭支援課
と連携をしなかったことに関し謝罪を求められた。やり取り
の中で、戸籍上男性で性自認は女性である方が女性保護施設
を利用するのは運用上難しいという話をしたことが本人の心
を傷つけたのかもしれないが、決して侮蔑するような意図で
はなく、SOGIの複雑さに資源も制度も追いついていないと
考える。
・トランスジェンダーや犯罪被害者のみを特出した内容では
ないが、健康福祉局生活支援課からは人権に配慮した相談者
対応に努めるよう周知されている。面接や訪問等において、
より本人の状況を理解し、その方に沿った援助方針を立てる
ことを心掛けている。
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（２）区こども家庭支援課
・申立人から電話があり、以降、電話相談、面談対応で、希
望に応じた支援機関の案内等を行った。
・暴力を受けている成人のトランスジェンダー女性に対する
一般的な支援については、経済的な課題を抱える方は生活支
援課に案内し、個々の状況に応じて居所を検討するなど、本
人の同意を得た上で個人情報の取り扱いに注意し、慎重に連
携しているが、シェルター等施設利用は入所条件が厳しく、
トランスジェンダー女性に限らず入所のハードルは高いと認
識している。
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（３）健康福祉局生活支援課
・トランスジェンダーへの支援のみを取り上げた留意点の周
知はしていないが、研修など様々な機会で、どの相談者に対
しても、求める援助や抱える問題を適切に把握、理解して、
人権に配慮した対応に努めるように周知している。
・暴力を受け住居がないトランスジェンダー女性の場合、こ
ども家庭支援課や高齢・障害支援課などと連携し、その方の
心身の状態や追跡の危険性に応じた宿泊先を利用することが
考えられる。
・既存施設は集団生活が前提で、プライバシー確保が十分と
は言えないが、改築等にかかる費用面の問題もあり、トラン
スジェンダー女性にとって居心地の良い社会資源が不足して
いることが課題である。
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（４）施設
・申立人は、夕方暗くなってから区生活支援課職員が同行し
入所された。施設は、性別違和のある方に特別に配慮できる
構造ではなく、誰でも利用でき、シェルター施設でもないこ
とを事前に確認の上、入所されたという認識である。
・浴室、談話室は男女別、居室は男女のフロアを分けている
が、施設構造上、現状では個人専用スペースの提供など特別
な対応は困難。これまで、トランスジェンダーへの支援は想
定がなかったが、今後は検討も必要と思う。
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（５）こども青少年局こども家庭課
・トランスジェンダーに特筆した通知は今までに発出してい
ないが、どのような相談者にも状況を丁寧に聞き取り、支援
の方向性を一緒に考え、相談者の意向を尊重しながら適切な
支援につなげていくことが必要。相談者の困りごとを整理し、
他部署や関係機関等との連携、社会資源へのつなぎなどを行
い、解決の道筋を支援するという女性福祉相談の基本的な考
え方については研修を実施している。
・シェルター等は利用にあたり様々な制限があり、食堂や浴
室など共用部分が多いため、避難を希望しない相談者が増え
ているほか、集団生活になじめない方にとっては利用しづら
いことなども課題である。
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・当日中に女性相談所との調整が困難な場合、横浜市の緊急
宿泊事業は比較的柔軟に対応できるが、様々な判断が必要で
希望者すべてが使えるわけではない。利用者の状況やニーズ
に対応できるよう既存事業の改善や新たな事業の実施が必要
と考えている。
・女性福祉相談は、基本的にDV防止法と売春防止法に基づ
き対応している。制定から半世紀以上経つ売春防止法の「女
性」の定義は狭く、性の多様性が認識される昨今、国の「女
性」の定義や位置づけが整理されないまま、横浜市の自主事
業の解釈の中で運用を検討しなければならないことは課題で
ある。
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（６）市民局人権課
・多様な性のあり方に関する職員用ハンドブックを作成し、
庁内会議等で全職員に向けて情報共有を行っているほか、性
的少数者支援関連課が出席する庁内会議でも周知活用を依頼
している。
・性の多様性や性的少数者などを含めて、各区局における人
権啓発研修については、各区局がその実情に応じて、職員一
人一人が人権問題に対する正しい理解と認識を深め、あらゆ
る人権問題の解決への取り組みができることを目標に、研修
を実施していくことが必要と考える。人権課は区局等におけ
る人権啓発研修の実施を支援していく。
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・人権課では個別のケース対応において具体的な対応等を講
ずることは困難であるが、引き続き、職員一人一人が自分の
問題として人権問題に向き合い「差別をするつもりはなくて
も、差別をしてしまうかもしれない自分」に気づくことがで
きる研修を進め、人権感覚・人権意識の向上を図るよう努め
たい。
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□福祉調整委員としての意見
（１）支援者の対応について
・当初、区生活支援課では、「暴力から逃げ、居場所がな
い」という点を主訴ととらえて対応し、トランスジェンダー
女性であることは認識していた。
・現在、トランスジェンダーは脱病理化され、医学的な診断
書のみによる証明を要請されるべきものではないということ
は認識されつつあると思うが、いまだ男女二元論を前提とす
るハードソフトの施設利用が主流である中、「自認」という
主観を判断する何らかの枠組みとプロセスが必要になる。
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・本来、時間軸の中で、性別違和を訴える人の包括的なアセ
スメントを実施し、適正に対応すべきではあるが、今回の状
況下では困難であったと思う。
・トランスジェンダー女性としてそれぞれの場面で困難を感
じ、横浜市の対応に苦情を抱かれた申立人の主観は十分に理
解できるが、区生活支援課の対応は、現実的に活用できる資
源や枠組み、そこで生活する申立人と他者との関係性などを
総合的に判断した結果であったと思う。
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□福祉調整委員としての意見
（２）性の多様性を踏まえた今後に向けて
・申立人の性別違和に対する配慮の要請が区生活支援課や施
設に十分に伝わらなかったと感じ、それを心外に受止めたこ
とは十分に理解できる。
・いまだに男女別が主流である各種の施設設備の利用にあ
たっては、性の多様性を踏まえた対応がすぐにできるとは限
らず、各種のジレンマが生じうることは広く認識されている
のも事実であるが、様々な人の自立を支援する福祉施設であ
れば、性の多様性をめぐる昨今の社会認識に対してもっと敏
感になった上で、個別の検討を始める姿勢が必要である。
・今回の調査では、どの部局にとっても、性の多様性をめぐ
り起こる不具合が、主体的にその解決に向けた検討に取り組
むべき「自分事」とは位置付けられていないもどかしさを感
じたのも確かであり、これは構造上の課題であると思った。
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・職員用ハンドブックに「性的指向や性自認、ジェンダー表
現は多様であることを理解する」、「性自認に配慮した施設
の利用」などと書かれ、それが知識として「啓発」されてい
たとしても、実践現場レベルでの対応の中にそれらを具現化
させるための仕組みは十分整っていないと言わざるを得ない。
ハンドブックにうたわれている理念がある意味で「お題目」
に終わり、具体的な支援現場に適用されきれていないことが
全庁的に認識されるべきだと思う。複数の部局間をつなぐ検
討の仕組みを構築していくことが望ましいと考える。
・保護を求めてきた人が自身をトランスジェンダーであると
訴えた場合の包括的なアセスメント方法や、また、施設でそ
うした人にどう対応するかといった具体策について、支援を
担当する部署は検討を始めるべきである。たとえ、ハードの
側面を一朝一夕に変えることができなくとも、ソフト面の仕
組みの工夫でできることはあるのではないか。アウティング
にならないように留意が必要なため事は簡単ではないが、何
もできないということはないと考える。
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・性の多様性を踏まえて諸種の課題に対応する枠組みが、一
般的にまだまだ整っていない中にあって、殊にトランスジェ
ンダーであり、かつ居所のない人の直面する課題は複合的に
深刻化する場合があり、今後横浜市全体として、各部局を網
羅した具体的な取り組みの方針を定め、実施にむけ取り組ん
でいただく必要があると思う。
・女性保護施設のあり方の問題を指摘する声は、トランス
ジェンダーの件にかかわらずあるが、都道府県レベルの施設
であるため、横浜市としては、当面LGBTQ対応の民間シェル
ターと連携するなど、市としてさらに工夫できることがある
のではないかと思う。
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【申入れ内容】
(1)市民局人権課で実施されている性的少数者支援関連課の
庁内会議について、参加各部局の具体的な検討課題を抽出
し、それらへの対応に向けた実質的検討を担保する会議と
なるよう、内容と頻度の見直しをすること。
(2)保護を求めてきた人が性別違和を訴えている場合の支援
について、各区の生活支援課及びこども家庭支援課がより
包括的なアセスメントを実施の上、相互に連携ができるよ
う、区の意見を取り入れながら健康福祉局生活支援課及び
こども青少年局こども家庭課は検討すること。
(3)こども青少年局こども家庭支援課の事業である緊急宿泊
について、その利用の柔軟性を高め、今回のような事案に
おいては生活支援課における支援時の選択肢に加えるよう、
検討すること。
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【申入れの対応状況】
＜申入れ事項（１）について＞
【市民局人権課】
福祉調整委員からの申入れを受け、今回の事案については申
立内容及び調査結果を性的少数者支援関連課の庁内会議で共
有予定。
なお、開催頻度については年１～２回を目途とし、必要に

応じて開催する。
また、職員の性的少数者に対する理解を深め、意識啓発を

図ることを含め、各区局における人権啓発研修については、
各区局が主体となって、その実情に応じて、職員一人ひとり
が人権問題に対する正しい理解と認識を深め、あらゆる人権
問題の解決への取組ができることを目標に、研修を実施して
いくことが必要である。

21



【申入れの対応状況】
＜申入れ事項（２）について＞
【健康福祉局生活支援課】
(1)こども青少年局こども家庭課との連携について
こども青少年局こども家庭課と打ち合わせを行い、性別違

和を訴えている相談者への支援の現状及び課題について情報
共有を行った。
女性福祉相談の対象は戸籍が女性である方だけでなく性自

認が女性である方も含むことをこども家庭課に確認したため、
今後、 生活支援課でも性自認が女性であるとの開示が相談者
からあった場合には、区こども家庭支援課に情報提供し、連
携して対応していくこととした。
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(2)各区生活支援課への周知について
区生活支援係長会で今回の事例について説明、情報共有を

行った。その上で、女性福祉相談の対象は戸籍が女性である
方だけでなく性自認が女性である方も含むことを伝え、今後
も性別違和を訴えている方も含め、相談者がどのような課題
を抱え、支援求めているのか丁寧に聞き取り、人権に配慮し
た対応を行っていくことを改めて 周知した。
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【こども青少年局こども家庭課】
(1)健康福祉局生活支援課との連携について
健康福祉局生活支援課と打ち合わせを行い、性別違和を訴

えている相談者への支援の現状及び課題について情報共有を
行った。
こども青少年局こども家庭課では、本市の女性福祉相談の

対象を「戸籍が女性である方」のみでなく「性自認が女性で
ある方」も含む方針としており、今後は区生活支援課におい
ても同様とし、女性福祉相談と連携した支援の必要性がある
場合には区こども家庭支援課に情報提供し、連携して対応す
ることを確認した。
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(2)各区こども家庭支援課への周知について
女性福祉相談業務担当係長会において、こども青少年局こ

ども家庭課から今回の事例について説明するとともに意見交
換を行った。その上で、本市の女性福祉相談においては、
「戸籍が女性である方」のみでなく「性自認が女性である
方」からの相談も対象としていることを再度確認した。
今後も性別違和を訴えている方も含め、相談者の困りごと

を整理し、福祉保健センター内の他部署や関係機関等との連
携や社会資源へのつなぎなどを行い、解決の道筋を支援する
という女性福祉相談の基本的な考え方を改めて周知した。

25



【区生活支援課】
性的違和を訴えている場合の支援について、生活保護の相

談にいらした方、または現在生活保護を利用している方の
個々の状況に応じた配慮を行い、関係機関と連携して支援を
していくなど課内周知するとともに、今後の相談・支援に活
かせるよう今回の件について改めて共有を図った。
相談者の課題を認識したうえで、より丁寧な支援ができる

よう、引き続き区局での情報共有・連携に取り組んでいく。

26



【区こども家庭支援課】
保護を求めてきた人が性的違和を訴えている場合の支援に

ついては、個人情報の取扱いに注意した上で、個々の状況に
応じて関係課と適切に連携して対応していく。
多様な状況におかれた市民に配慮し、個々の気持ちに寄り

添いながらよりよい支援ができるよう、今後も区局で情報を
共有し、支援の質の向上に努めていく。
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＜申入れ事項（3）について＞
【こども青少年局こども家庭課】
性別違和を訴えている方かどうかに関わらず、区生活支援

課と区こども家庭支援課がお互いに情報共有し、相談者に
とって適切な支援を検討するにあたっては、緊急宿泊事業は
選択肢の一つになり得ると考えている。
今後も相談者の様々なニーズを反映できるよう既存事業を

改善するとともに、相談者の状況に応じた事業を新たに実施
していくことが必要と考えている。
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No.2 宿泊型自立訓練施設における
対応や説明について

【苦情申立ての趣旨】
・弟は約１年前より宿泊型自立訓練施設に入所していたが、４月
３日外出後、行方不明になった。最近は体調が回復しグループ
ホーム見学の話も出ていた。これまでも施設に対し、服薬確認や
安否確認など弟への支援や接し方の改善をお願いしてきたが、家
族の話に耳を傾けることはなかった。弟の行方不明に際しても、
職員が気づいたのは３日後で、家族が状況説明を要望しても明確
に答えず、施設の責任感や家族に対する心遣いが伝わってこない。
・弟は５月中旬に発見されたが、今回の施設の対応で①服薬管理
②安否確認の仕方③金銭管理④行方不明時の対応の仕方⑤家族へ
の報告・コミュニケーションの取り方について調べてほしい。
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【調査・調整結果】
□施設からの調査の回答
１ 服薬管理について
注射の導入や弟様の意向もあり、主治医と相談の上、薬は一

包化で自己所有にし、スタッフの前で服薬または空の薬袋を見
せることとしていたが、毎日の服薬の声かけはせず、飲み忘れ
に気づくことも含めて自己管理を目指していた。注射導入後は
体調も安定し、服薬は補助的であった。

２ 安否確認について
職員間の申し送りのみで点呼や目視確認はせず、必要があれ

ば業務日誌に記載している。外出は外出簿に行先や時間等を記
載するが、記載有無の確認はしていない。玄関は夜間施錠する
が、帰宅はインターホンで解錠を依頼する。もし、未帰宅に気
づいた場合はドアノックや携帯電話へ連絡するが、入室までは
していない。必要時に居室に入室することを入居時に利用者に
説明し、了承を得ている。書面で明確な規定はしていない。
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３ 金銭管理について
現担当者は、弟様と話し合い、３食の食費と小遣いを1週

間分渡し、自ら金銭管理を行うとともに残金を少しでも貯蓄
することも目標としていた。金額設定や使途等は、お母様が
現金を持参した都度に内容を説明し、了解を得ていた。

４ 行方不明時の対応
・過去にも１日中居室内に籠ることや、数日分の食事をまと
め買いして籠ることもあり、職員は居室内に居ると思い込み
対応した。
・施設内にいないことに気付いた４月６日は４名が勤務し、
声かけ、居室への手紙入れ、ご家族連絡、解錠確認等の一連
の経緯は、すべて４人のスタッフで話し合って行った。
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５ ご家族への連絡・コミュニケーションの取り方について
・入所決定時、保証人であるお母様からの申し出により、キーパー
ソンはお母様と認識していた。毎月生活費を持参するのもすべてお
母様で、連絡もお母様にしており問題はなかった。
・行方不明後はご家族からの要望で申立人に連絡していたが、法人
本部よりの指示で保証人のお母様に連絡すると、申立人から自分に
連絡するよう要望があったため、書面での手続きを案内した上で連
絡先を申立人に変更した。
・行方不明後、ご家族への連絡は施設長から行うと決めていたが、
進展がないならば毎日の連絡は必要ないと申立人に言われたことか
ら、連絡を躊躇することもあった。
・計画相談員からはキーパーソンは申立人と言われたが、施設はお
母様と認識し、支援者間で認識が異なっていた。キーパーソンの問
題や、弟様の意思とご家族の意向が異なっていることは認識してい
た。
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□苦情項目に対する検討
１ 服薬管理について
施設や病院等種別により服薬管理の概念は異なり、自立した地域

生活を送ることを目指す訓練施設で、弟様と話し合い行っていたこ
とを考えると管理方法は概ね理解できる。しかし、朝の服薬確認が
安否確認を兼ねるとの施設の説明から、服薬未確認が相当回数に及
ぶことは安否確認が不十分との見方もできる。
２ 安否確認について
・自主性を重んじるとはいえ、すべてを利用者に任せるのではなく、
施設で利用者をお預かりしている以上、安否確認は必要であると考
える。口頭申し送りのみで、目視確認をしていない状況では、病気
や自傷など様々な状況の発見や把握に遅れが生じ、重大事案に発展
するリスクが増加する要因となる。今回のケースもこのことに大い
に関係があると思われる。
・職員の交代時や玄関施錠時等、機会を捉えて職員は利用者の所在
を確認し、利用者自身にも所在報告をすることへの理解を求める必
要があると考える。
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３ 金銭管理について
同条件の他利用者の状況からも特段の差異はなく、方法・金

額についても妥当と考える。ただ、弟様の自主性尊重とはいえ、
使用後の残額も含めて見守りをすればよりよかったと思う。

４ 行方不明時の対応について
発覚時の出勤職員４人の合議で実行したことは肯定できない。

また、緊急時対応マニュアルについて、所在不明時の対応項目
には具体的な記載がなく、実際に活用し得るか疑問である。個
人の自主性を重んじるあまり、対応の遅れが生じないように、
職員が具体的な行動を起こせるよう内容を見直し、職員間で研
修等の開催も含め様々な機会で周知徹底させていくことが必要
だと感じる。
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５ ご家族への連絡・コミュニケーションの取り方について
申立人および施設、双方のお話を伺い、グループホーム入

居の話が出てからの連絡先について、申立人と施設の考えが
異なっていることを確認した。ご家族、施設、計画相談員、
それぞれのキーパーソンに対する認識の相違から、弟様の意
見を尊重すべきか、ご家族の意見も尊重すべきかの支援の方
向性に齟齬が生じる要因となってしまったと考える。
また、弟様が長期間不明で生死にかかわりかねない状況の

ご家族の心情を考えると、申立人から進展のない連絡は不要
と言われたとしても、混乱されるご家族の言葉を鵜呑みにせ
ず、その日の捜索内容を説明することもご家族の不安を多少
でも和らげ、施設とご家族の不信感の解消の一助にもつな
がったのではと思う。
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□福祉調整委員としての意見
申立人は、すべてを自分で考え行動することは現時点では難し

いと思われる弟様について、性格等を熟知しているご家族の意向
で本人支援を進めていきたいとのお考えであった。
一方、自立訓練施設は、自立した地域生活を送ることを目指す

ため、すべての面で弟様の意向を最大限に考慮して支援を進めて
いくという方針であった。
弟様への支援は弟様の意向に沿って進めていくのは当然だが、

生涯にわたる支援者であるご家族の意向や希望も加味して進めて
いくことも必要と考える。しかし、自立訓練施設の性格上、管理
も含めて利用者の意思に任せてよいのではないか、つまり、ある
程度の自由度を保ち、支援者からの強い指示、指導を受けずに自
らをコントロールすることができるようにするのが一般的な自立
訓練施設の支援であるとの考え方もある。
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その上で、社会には社会のルールが存在し、例えば、施設生活
の場合、門限を守るとか、職員に服薬を報告するなど一定のルー
ルを認識し、守れるようにするのも重要な支援だと考える。施設
として自由度を保ちつつルールを設定するのは難しい線引きでは
あるが、利用者の状況や目標を勘案した上で個別に検討し、バラ
ンスの良い訓練や生活環境を構築することができればよいと考え
る。
また、今回のような事案の再発防止のため、不測の事態を想定

した対応研修を実施するなど、職員の対応力向上を図ることも必
要であると感じた。
さらに、ご家族を含めた支援者間で、利用者の意思や目指す姿

を共有し、利用者支援の方向性を一致させること、そのためにカ
ンファレンスや日頃の連絡調整で支援者同士の意思疎通を図るこ
とが重要であることを改めて認識した。
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【申入れ内容】
１ 緊急時対応マニュアルの再整備及び職員への周知徹底
緊急事態発生時にマニュアルを見れば誰でもすぐに対応

ができるよう緊急時対応マニュアルを再整備すること。特
に「所在不明」については、どのような場合に対応を開始
するのか、いつ、誰が、何をするのか、具体的に明記し、
模擬訓練を実施するなど全職員に周知徹底すること。
２ 安否確認についての方策の再検討
利用者の安否確認は、所在確認のみならず健康状態の確

認も含めて支援者にとっては重要な事項と考える。利用者
からの所在報告に頼ることなく、１日１回は目視で安否を
確認し、記録すること。また、外出簿は職員事務室から見
える位置に置き、外出時には記載を必須とし、門限に戻ら
ない場合には外出先に連絡を取るなど利用者の安全確認に
努めること。
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【申入れの対応状況】
１について
① 所在不明時の対応
朝夕のスタッフミーティングにて所在未確認の場合、スタッフが

訪室し、応答がなければ、複数名で居室解錠。本人不在時は、所
長・家族と警察へ連絡。
② 当直帯の対応
帰所予定時刻を過ぎても連絡がなく戻らない場合、本人及び家族

に連絡。
・連絡がついた場合：状況確認。現在の所在場所確認、帰所を促す。
・連絡がつかない場合：「行方不明」と判断し、所長・家族と警察
へ連絡。
③ 所長と連絡がつかない場合の連絡体制の構築
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２について
① 外出簿
確認できる事務所前カウンターへ置き、具体的な行先の記入を利

用者に説明。
② 利用者とのかかわり
・1日1回の本人確認。朝夕のスタッフミーティング時に所在確認。
・所在不明の場合、スタッフが訪室し、応答がなければ、複数名で
解錠、入室。
在室の場合：本人に解錠経過を説明の上、状況確認。
不在の場合：室内状況から「行方不明」と判断。
本人へ連絡、近隣捜索、家族・通所先に連絡しても確認できない

場合、緊急時マニュアルの対応へ移行。
・感染症対策もあり、１日２回の検温時に利用者の様子や健康状態
を記録する。
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③ 記録、業務日誌、当直日誌について
・安否確認時刻と様子を記録。日誌に所在確認有無の
チェック欄を設けた。

３ その他
・業務内容やハード面を職員で何度も話し合い、他施設の
マニュアルを参考にし、緊急時対応マニュアルの見直し、
業務マニュアルの新規作成を行っている。
・防犯カメラ増設や施錠中の無断外出確認ブザーの設置、
確認モニターの事務所内設置を法人本部が検討中。施錠時
間変更や安否確認のための居室への入室など、重要事項説
明書に記載を検討。利用者へ説明し書類が整い次第変更す
る。
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