
（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

 令和２年９月 

横 浜 市 福 祉 調 整 委 員 会 



横浜市福祉調整委員会について 

令和２年４月１日現在                                                        

１ 目的 

    横浜市福祉調整委員会は、横浜市の所管する福祉保健サービスに対する市民からの苦情・相談

を受け、中立・公正な立場で、所管課や事業者等に対して調査・調整を行うとともに、福祉サー

ビスの質の向上を推進する活動を実施しています。 
 

 

 

２ 概要 

(1) 根拠 

横浜市附属機関設置条例、横浜市福祉調整委員会運営要綱 

(2) 福祉調整委員 

６名（学識経験者５名(大学教授、医師及び弁護士)、市民１名） 

(3) 苦情相談の流れ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
① 様々な苦情相談等が寄せられます。 

電話、ＦＡＸ、Ｅメール、手紙で相談が寄せられます。直接来所いただく場合もあります。 

○相談受付時間  

祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日 8：45～17：15(12：00～13：00除く) 
② 相談内容に応じて、制度等の説明・助言や担当窓口の案内等を行います。 
③ 横浜市福祉調整委員が面接により苦情相談を直接聴取します。 
◎苦情申立て 

ア 方法等 

        ｢苦情申立書｣の提出を受け、委員が直接面接により市民から苦情を聴取します（無料、予約制） 

     ・面接場所 横浜市福祉調整委員会室：関内中央ビル 5階(ＪＲ関内駅前、市役所向) 

      ※令和２年５月７日から横浜市福祉調整委員会事務局は市庁舎 15階に移転 

(馬車道駅直結、桜木町駅徒歩３分) 

     ・そ の 他 必要に応じ自宅訪問相談（随時）も実施 

イ 対象範囲  

     ・横浜市の所管する福祉保健に関するサービス内容及び手続等 

ウ 対象者 

       ・サービスの利用者又は利用希望者（本人） 

       ・本人の配偶者又は３親等以内の親族 

       ・その他市長が特に認めた者 

④ 市の所管課や民間事業者に対し、調査・調整を行います。 
⑤ 調査結果に委員意見を付して苦情相談者に回答します。 

⑥ サービスの改善等が必要な場合に、市の所管課や民間事業者に意見の申入れを行います。 

⑦ 申入れ後、おおむね２か月後に対応状況の確認を行います。 

⑧ 定例会で対応案件について報告し、今後の対応について検討します。 

⑨ 市長に対して委員会の運営状況を報告し、必要に応じて制度の改善等について提言します。 

３ 事務局  

横浜市健康福祉局相談調整課 

健康福祉局・こども青少年局 
区福祉保健センター 
事 業 者 、 施 設 等 
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は じ め に 

 

1 本稿を書くいま（令和 2.7.10）も、この国のみならず世界の人々が「コロナ禍」

に襲われている。100 年に一度ともいわれる、新型のウイルス感染症は、いまだ終息

の気配すら見せていない。「感染症」の拡大と「福祉」にかかわる相談に、関係性がな

いわけではない。「高齢福祉・介護保険」「障害福祉」「生活保護」「児童福祉」等といっ

た福祉の各部門にも、様々な「問題」が顕在化することが予測される。既にこの４～５

月度の相談中、「コロナ関連」では「施設面会の制限」「新たな障害者対応」「福祉サー

ビスと感染予防」など、従来にはなかったものが寄せられている。 

 

2 さて、令和元年度の活動を振り返ってみよう。 

・相談傾向と特色 

相談問い合わせ件数は約 550 件（平成令和元.4～令和 2.3）、高齢者部門が多い。内

訳では全分野を通じて「職員対応」「サービス内容」への苦情が多い。特徴としては「公

的介護保険」（サービス）に顕著だが、福祉サービスの提供が「中断する」ケースの相

談が目立った。契約上、サービス提供の「継続が困難となる」という事例である。サー

ビス提供に関する契約内容の理解をめぐり、提供する側と利用者との間で「行き違い」

は珍しくなく、ひいては当事者間では解決が困難となっていた。そこで、良好な関係性

の修復を目指し、障害となっているものの除去や他のサービス事業者への移行など解決

の糸口を探ることとなる。ただし、ニーズの多様化と制度の限界に悩むことも少なくな

い。また、事例には複合的な「問題」を抱えるケースも多く、解決に向けては、関係機

関との「情報共有」と「連携」がなおのこと大切、と実感している。 

・アンケート実施 

平成３０年度実施の「事業者向けアンケート」に引き続き、令和元年度では「ケアマ

ネジャー対象」のアンケート調査を実施した。回答率は高く（約 900 件中 600 件）、

その関心を認識するとともに、現状の一端を知る貴重な資料となった。とくに「自由記

述」ではことの深刻さもうかがえる。委員会は継続して分析・評価を進めていく。  

 また令和元年度には、当委員会の存在をより広く知ってもらうことを目的に、広報面

からも工夫を試みている。 

発足して 26 年目にはいる委員会は、今後も市民の立場に寄り添い、相談に耳を傾け、

解決に向けての調整に努めていきます。 

 

 

 

                   令和 2 年 7 月 横浜市福祉調整委員会 

代表委員 山口 道宏 
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Ⅰ 委員会活動の概要           

１ 横浜市福祉調整委員会とは 

   福祉調整委員会は、横浜市の所管する福祉保健サービスに関して市民からの 

苦情を受け、中立・公正な第三者の立場でサービス提供者（市又は事業者）に 

対して調査・調整を行い、苦情の解決を図るとともに、サービスの質の向上を 

推進する活動を行っています。 

 

 

 

◎ 苦情申立てと対応の流れ 

① 電話等による苦情相談等への対応 

委員会では、土日祝日・年末年始を除く毎日、電話、窓口、電子メール、ＦＡＸ、手紙のいずれ 

かの方法により、苦情相談等を受け付けています。 

寄せられる苦情相談等の内容は、福祉保健サービスの利用にあたり

（利用希望含む）｢職員の対応、説明に不満がある｣、｢市および各区

福祉保健センター等の福祉保健サービスに納得がいかない｣、｢介護保

険・高齢・障害・児童などの福祉施設においてそのサービスに不満が

ある｣などであり、まずは事務局でお話を伺います。 
自分の権利、利益が侵害されたとする［苦情］のほか、｢○○はど

うすればよいのか｣、｢サービスの利用の仕方がわからないのでどこに相談すればよいか｣など、様々 
な［問い合わせ］や［相談］も多く、それらに対しても可能な限り対応するようにしています。 

② 苦情申立て（福祉調整委員面接相談）の予約 

委員会では相談者のお話を十分に傾聴し、「どのようなことに対して不満や苦情を持っているの 

か」、「何をどうしたいと思っているのか」など、相談者の主訴を把握するように努め、福祉調整 

委員との面接相談（苦情申立て）要件に該当するかどうかを判断します。 

要件に該当すると思われる場合、事務局は苦情解決手段の選択肢の一つとして、相談者に福祉調 

整委員会への苦情申立てを勧め、その後の手続きについて説明します。 

相談者が申立てを望む場合、福祉調整委員との面接相談の日程を予約していただきます。場所は 

福祉調整委員会事務局（市庁舎）で行っていますが、寝たきり等で外出が困難な方や病院に入院され 

ている方のために、福祉調整委員が直接相談者の自宅や病院に出向いて苦情申立てを受け付ける訪問 

面談も実施しています。 

③ 苦情申立て（福祉調整委員面接相談） 

相談者は以後、［申立人］として苦情申立書及び必要な関係書類を提出していただき、福祉調整委

員に直接会って自己の苦情を申し立てます。委員は申立人の話を十分傾聴し、改めて「どのような

ことに対して不満や苦情を持っているのか」、「何をどうしたいと思っているのか」など、苦情申立

ての主訴を確認します。 
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④ 調査 

苦情申立てを受けた委員が苦情申立内容に関し、事実確認等の調査が必要 

だと判断した場合、委員はサ－ビス提供者を訪問し聴き取り調査を実施しま 

す。このとき委員は申立人の思いを伝えるとともに、サービス提供者の意見 

や相談にも耳を傾け、中立な立場から、苦情の原因とその解決、さらに今後 

のサービスの質の改善について検討（調整）を行います。 

申立人の主張を直接委員が聴取するのと同様な形で、サービス提供者の主 

張も直接聴取する機会を設けることで、検討（調整）結果に対する当事者や 

関係者の納得や受容を得られるだけでなく、結論自体の公平性を担保することになると考えます。 

なお、調査を行う場合には、申立人の意向により、匿名での調査も実施しています。 

⑤ 「調査結果のお知らせ」 

調査を終えた後、委員は「調査結果のお知らせ」を作成し、 

申立人に送付します。申立人が委員に苦情申立てを行った日から、 

「調査結果のお知らせ」が届くまでに１か月ほどかかります。 

⑥ 改善等の申入れ 

委員は必要に応じて申立人への対応や、同様苦情の再発防止の視点から、提供される福祉保健 

サービスの質の向上を図るため、サービス提供者に対し改善等の申入れを行います。 

⑦ 対応状況の確認 

改善等の申入れを行った場合には、その後一定期間を置いてその改善状況についてサービス提供 

者に確認をしています。 

⑧ 市長への提言 

市長に対する提言は、苦情の根本的解決のため、また、サービスの質の向上を目指す上で、制度 

の改善等を市に求めるべきであると委員全員が判断した場合に行うこととしています。 

市長はその提言を尊重し、今後の福祉保健行政を着実に実施することに努めます。 

⑨ その他 

  ア 申立てによらない調査【自己発意調査】 

     調査は申立人による具体的な苦情申立てを必要とし実

施しますが、苦情申立てがない場合においても、特に必要

があると認められる場合（例えば、制度適用等の改善や見

直しが必要な場合）には、委員会の合意により必要な調査

等を実施し改善等の申入れができることとしています。 

  イ アンケートの実施 

委員会を利用した申立人に対しては、委員会に対する評価や意見を収集し、それを踏まえて

委員会制度の一層の充実や向上を図るため、「利用者満足度調査」（アンケート）を行ってい

ます。また、同様に調査を実施したサービス提供者からは「事業者調査」（アンケート）も徴

することとしています。 
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２ 苦情相談等の受付状況 

令和元年度に委員会が受け付けた苦情相談等の総件数は５４８件（月平均約 46 件）となり、平成

7 年度からの累計は、１５，０２０件となりました。平成 18 年度以降は 700 件前後で推移し、平成

２２・２３年度は 800 件を超えていましたが、平成 27 年度以降、漸減の傾向にあります。 

令和元年度の内訳は、福祉保健サービスに関するものが４１４件（月平均３５件）、福祉保健サービ

ス以外のものが１３０件（月平均１１件）、委員会制度に関するものが４件となっています。  

福祉調整委員会には様々な苦情相談等が寄せられますが、相談内容の主訴に応じて分類してみます

と、①苦情（例：提供されるサービスの内容や職員対応に納得できない）、②相談（例：自分に適した

サービスは何か、どうすればよいか）、③問い合わせ（例：制度がよく分からないので説明して欲しい、

サービスを取り扱う窓口を教えて欲しい）に大別することができます。近年は相談内容も複雑化して

おり、委員会には相談者の主訴が何であるかを的確に把握する力、サービス利用者、提供者双方の満

足度が向上し横浜市の福祉保健サービスが向上するような調整力が求められています。 

表１ 苦情相談等の件数                        （ ）は月平均 

分  類 令和元年度 平成 30 年度 

１ 福祉保健サービスに関するもの 414 件（35 件） 476 件（40 件） 

２ 福祉保健サービス以外のもの ※１  130 件（11 件） 61 件（ ５件） 

３ 委員会制度に関するもの  ４件（ 0 件） ８件（ 0 件） 

合 計 548 件（46 件） 545 件（45 件） 

※１ 福祉保健サービス以外の苦情相談・問い合わせ等。 

 

苦情相談等構成比

87%

11%

2%

75%

24%

1%

1 福祉保健サービスに関するもの

2 福祉保健サービス以外のもの

3 委員会制度に関するもの

 
表２ 苦情相談等受付分類 

 

 

 

 

 

主分類 令和元年度 平成 30 年度 

苦情 310 件 328 件 

相談 62 件 87 件 

問い合わせ 34 件 51 件 

要望 ８件 10 件 

計 414 件 476 件 

外円：令和元年度 

内円：平成 30 年度 

※福祉保健サービスに関するものを計上 
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３ 苦情相談等の対応状況（福祉保健サービスに関するもの） 

寄せられた苦情相談等に対しては、相談内容を傾聴したのち、サービス提供者や身近な相談機関に

不満や苦情を遠慮なく申し立てることを勧めるほか、説明・助言等の適時適切な対応を図ることに努

めています。 

委員会では、受け付けた苦情等を基に定期的に苦情相談等の内容とその対応を振り返るカンファレ

ンスを実施しています。こうした取組により、苦情相談等に対する委員会での対応のレベルアップや

統一が図られ、苦情申立案件の調整をより的確に、円滑に行うことが可能となっています。 

令和元年度に福祉調整委員会に寄せられた福祉保健サービスに関する苦情相談等 414 件を分野別

に多い順に並べると、高齢福祉・介護保険 174 件（42％）、障害福祉 139 件（34％）、生活保護

72 件（17％）、児童福祉 29 件（７％）、その他０件となっています。 

表３ 苦情相談等の対応分類（福祉保健サービスに関するもの） 

分  類 令和元年度 平成 30 年度 説  明 

苦情申立て（委員面接相談） １件 0 件 
福祉調整委員が面接相談したもので1人あ

たり相談時間は概ね１～２時間。 

説明・助言等  221 件 234 件 
福祉保健サービスの制度や内容に関し説明

や助言を行ったもの等 

福祉保健サービス提供者 

との調整 
142 件 149 件 

相談者の状況を考慮し、迅速な解決を図る

ためサービス提供者と調整を行ったもの 

他機関案内  50 件 93 件 
適切なサービス提供者や事業・制度の所管

を案内したもの 

 

局 37 件 59 件 局所管課(係) 

区 ９件 19 件 区所管課(係) 

その他 ４件 15 件 国・県等の機関 

合 計 414 件 476 件  

  

          

0件(0%)

29件(7%)

72件(17%)

139件(34%)

174件(42%)

－件 50件 100件 150件 200件

その他

児童福祉

生活保護

障害福祉

高齢福祉・介護保険

分野別件数比較(100%)
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４ 苦情申立てに対する対応状況 

福祉調整委員が対応した１件の苦情申立てのうち、サービス事業者・市（局・区）等に調査・調整

を行い、是正・改善の申入れを行ったものは０件となり、是正・改善の申入れを行わなかったものは

１件、面談相談時に終了としたものは０件でした。 

 

 

表４ 苦情申立て（委員面接相談）の内訳 

調 整 区 分 令和元年度 平成 30 年度 

苦情申立て（委員面接相談） 件 数 1 件 0件 

 
Ａ 市又は事業者に対し申入れを実施したもの 件 数 0 件 0 件 

Ｂ 申入れを行わなかったもの 件 数  １件 ０件 

Ｃ 面接相談時解決・終了 件 数  ０件 ０件 

 

   

 

5



５ 令和元年度の苦情申立て内容と傾向 

令和元年度の苦情申立ては、高齢福祉・介護保険１件、となっています。福祉調整委員会に寄せられ

る苦情相談件数は、近年は 600 件前後で落着いており、福祉調整委員に対しての申立てまで進む件数

は減少しています。 

 

【苦情申立て案件】 

①  特別養護老人ホームにおける対応や説明について 

   母は看取り時期であったが、施設からは、特に状態が悪い・呑み込みが悪い等の声かけは家族に

はなかった。しかし、申立人の食事介助中に急変し、救急搬送となった。施設から重症期で嚥下状

態が低下しているとの説明がないまま家族に食事介助が任されたのは問題である。説明をするよう

改善してほしい。 

 

令和元年度の申立てに至った案件を見ると、お母様を亡くされた申立人の気持ちを施設は理解して

くれていないという思いが苦情申立てにつながったと思われます。看取り時期の状況について、家族

がどのように受け止められたかを把握することの難しさを感じる事例でした。 

 

 表５ 面接相談分野の内訳    

 

 高齢・介護 障害福祉 児童福祉 生活保護 その他 計 

令 和 元 年 度 １件 ０件 0 件 ０件 ０件 １件 

平成 30 年度 ０件 ０件 ０件 0 件 ０件 0 件 
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６ 訪問面談等の実施状況 

福祉調整委員会では、必要に応じ寝たきり等で外出が困難な方や病院に入院されている方のために、

福祉調整委員が直接自宅等に出向いて苦情申立てを受ける訪問面談や、障害等のため相談室までおい

でいただけない方のために、より身近な場所で苦情申立てができるよう、区役所や地域ケアプラザ等

で委員面談を行うこともあります。 

 

  表６ 面接相談場所の内訳 

面接相談場所 令和元年度 平成 30 年度 

福祉調整委員会相談室 

その他（自宅、施設、区役所等） 

１件 

０件 

(100%) 

  

0 件 

０件 

(－) 

 

合  計 １件  (100%)  ０件  (－)  

 

 

７ 委員会の多様な取組  

福祉調整委員会では、社会福祉法第８２条に社会福祉事業者の責務として規定された「苦情解決の

取組」等を支援するため、委員会独自の試みとして、福祉調整委員が民間の福祉施設を訪問して施設

職員等との意見交換を行い、苦情対応等への助言を行う地域巡回訪問活動を実施し、福祉保健サービ

スの質の向上に努めています。 

 

 

 表７ 地域巡回訪問活動実施一覧 

 

 

 

 

 

 

月 区名 訪 問 施 設 名 施設職員等参加人数 

11 都筑区 葛が谷地域ケアプラザ 16 人 

12 中区 新山下地域ケアプラザ 11 人 

12 泉区 いずみ野地域ケアプラザ 19 人 

7



８ 関連する委員会の諸活動 

（１） 福祉調整委員会の活動目的・活動内容・利用方法等について市民への周知を図るため、令和元

年度も下記のとおり様々な広報手段を活用し、積極的にＰＲを進めました。 

ア 委員会のＰＲ用チラシを、市内の各区役所、各地域ケアプラザ、介護保険施設、障害者施設、

保育所等約４，１００か所に配布して委員会のＰＲに努めました。 

イ 委員会のホームページ（平成１１年４月開設）において委員会活動を紹介し、インターネット

による周知を図っています。 

○ホームページアドレス

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/chiikifukushi/chosei/ 

ウ 委員会の１年間の活動実績をまとめた運営状況報告書を作成し、区役所、市内図書館、地域ケ

アプラザなどに配布し、市民への閲覧に供しています。委員会のホームページからもご覧いただ

けます。また、全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会に参加している自治体等にもお知ら

せし、委員会活動の周知を行っています。 

この運営状況報告書は市役所、区役所、地域ケアプラザなど福祉保健サービス関連機関に配布

し、運営や研修資料としても活用していただいています。 

（２） 委員会制度については、他都市からの照会等があり、その都度対応しています。 

     また、総務省主催の「全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会」に参加しています。   

（３） 福祉調整委員会では原則月１回、委員全員が出席する定例会を開催し、苦情申立てに対する対  

応についての報告のほか、委員会で受け付けた全ての苦情相談等の報告及びそれらへの事務局対

応の妥当性についての討議を行っています。特に困難事例に関しては時間をかけて意見交換や情

報交換を行い、委員の見解や法令制度を確認することで、事務局のスキルアップをはかるととも

に、委員会としてのより適切な苦情相談対応に生かしています。 

（４） 福祉調整委員会では、サービス提供者から「対応困難な事例」を伺い、現場の状況を学ぶとと

もに現場職員のスキルアップに役立てて頂くため、ケアプラザを訪問しサービス提供者と委員に

よる意見交換会を開催しており、令和元年度は３回開催（１６頁参照）しました。 
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　　申立ての概要

◇　内容一覧

局 区

1
特別養護老人ホームにおける対応や説明につい
て

B ◎ ② 10

◎は主たる苦情申立ての対象機関

高齢・介護

●
分
野
別

分
類

事
業
者

Ⅱ　苦情申立て

頁

■
調
査
調

　
整
結
果

No.

対象機関

所管課(市)申立ての概要分　野

■ 調査・調整結果

A
 所管課・事業者（苦情申立て対象機関）に対し
 申入れを実施したもの

―件　

B  申入れを行わなかったもの 1件　

C  面接相談時解決・終了したもの ―件　

D  委員会が対応を中止したもの ―件　

E  面接相談後に取り下げられたもの ―件　

1件　計

●　分野別分類

分類 内　　容 高齢・介護 障害福祉 児童福祉 生活保護 その他 計

①   手続きに対する苦情 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件

②   サービス内容への苦情 1件 ―件 ―件 ―件 ―件 1件

1件 ―件 ―件 ―件 ―件 1件計
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高齢・介護保険分野 

No.１ 特別養護老人ホームにおける対応や説明について 

サービス利用者：女性、80 代 

申立人：娘 

苦 情 申 立 て

の趣旨 

 

 

母は特別養護老人ホームに入所していた。入退院を繰り返し、平成 31 年１月

にも入院し、退院後、施設生活を再開した。看取り時期で急変する可能性もあ

ると施設より説明を受け、急変したら救急搬送希望する旨も加え同意書を作成

した。面会は１週間ごとに行い、食事介助等を行っていた。２月 24 日に面会に

行くと職員が母を食堂に連れてきたが、特に状態が悪い・飲み込みが悪い等と

の声かけはなかった。申立人が食事介助をしていると二口目を入れたところで

窒息し、救急搬送となった。救急搬送中も職員の付き添いはなく、申立人一人

だった。母は目の前で窒息し、死亡した。施設介助記録を開示したところ、徐々

に嚥下状態が低下し、１～２口しか摂取できない事が記録されていた。何回も

面会に行っているにもかかわらず、様子を伝えられていなかった。食事介助す

る前にも何も伝えられていなかった。日々のケアには感謝していただけに残念

に感じ、次の 4 点について施設サービスの改善を求めたい。 

 

１ 申立人の食事介助中に急変したが、重症期にある説明がなく、家族に任さ

れてしまった。なぜ、健康状態の説明がされなかったのか。 

２ 施設内で生じた急変にもかかわらず、救急搬送時に施設職員の付き添いが

なかった。職員が来なかったのはなぜか。 

３ ２月 17 日頃、健康状況が低下しているためケアプランの変更を申し入れた

が、なぜ、対応してくれなかったのか。 

４ 施設生活の衛生面について、１月の入院時、母の全身にダニによる発疹が

あり、その治療も受けた。体力低下時に、衛生管理は十分だったのか。 

 

対象機関 特別養護老人ホーム 

調査・調整

結果 

 

 

＜施設からの調査の回答＞ 

 施設に対しては、これまでのお母様の入所から当日までの経緯を踏まえ、当

日の状況などについて、聴き取りをした。 

１について 

平成 30 年７月、お母様の食事介助の際に、傾眠傾向が多く、口を閉じていて

開かないため、嚥下が難しく、また目を開けていても、口の中に粒をため込ん

でしまうことが多くみられるようになった。お母様は、咀嚼できないので、口

に入れて飲み込む形でお食事を摂取されていたが、それでも職員はお母様の介

助から離れる際は、口の中のものをかき出して詰まらせないよう気をつけてい

た。食事形態は、ミキサー食（ヨーグルト状）に変更し、そのころ看取りの話

も少ししたが、申立人が受け入れられない状態であったため、強く言うのは控
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高齢・介護保険分野 

えていた。 

平成 30 年 10 月上旬、食事摂取が厳しくなったため、施設往診医から申立人

に看取りについて説明し、同意書に署名していただいた。その際、お母様は傾

眠傾向にあり、食事介助の際に、口を閉じていて開かないため嚥下が難しく、

口の中にため込んでしまうことが多くみられる状態であることも再度説明し

た。 

申立人からは、できるだけ食事を摂ってほしい、看取り介護に同意するが、

老衰以外で、治療可能なものは医療機関受診させてほしいとの希望があったと

のお話であった。 

 

２について 

 食事介助中であった申立人が「吸引、吸引」と叫んでいるのを施設職員が聞

いて、食堂に駆けつけた。施設職員は、チアノーゼが出ているお母様を見て、

急いで救急車を呼んだ。 

到着した救急隊員から事情を聞かれた施設職員はこれに応じ、お母様に関し

必要と考えられる情報を救急隊員に提供し、説明を行った。 

申立人は救急隊員に誘導され、救急車に乗り込んだ。施設職員も申立人と一

緒に同乗するか、救急隊員に尋ねたところ、「同乗者は１名なので家族である申

立人だけ乗車すれば良く、施設職員の同乗は不要である」旨の説明を受けたた

め、施設職員は救急車に同乗せず、発車を見送った。 

 

３について 

平成31年２月17日頃に申立人からお母様のケアプランの変更の申入れを受

けたが、ケアプランを組み立てようと検討している最中にお母様が亡くなった。

早ければケアプランの変更は申入れから４日程度で行うこともあるが、本件に

おいては、変更自体の申入れがあったものの、具体的な変更内容についてのご

提案がなく、施設側と申立人側のカンファレンスが開催されなかったため、ケ

アプランの作成が未了だったのである。 

 

４について 

 入浴は週に２回、入浴できない場合は清拭を行い、シーツの交換は週１回実

施している。お母様の入院前に全身を確認した時には発疹等はみられなかった。

申立人から疥癬の可能性を指摘され、他の入所者の方も検査したが、感染は出

ていなかった。後日、申立人からお母様は疥癬ではなく、ダニによる発疹が見

られたと言われたが、他の入所者にダニによる発疹などは確認されていない。 
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高齢・介護保険分野 

＜福祉調整委員としての意見＞ 

 １について 

  お母様が詰まらせたとされるお食事だが、施設側としては、入所者の健康

状態に応じ、ミキサー食も３段階になっていたそうである。 

  嚥下力の落ちた入所者に提供されているミキサー食はまず、形状の粗い順

に①挽肉程度の粗さのもの、②胡麻程度の食感の残るもの、③ヨーグルト状

のもの、となっているとのこと。いずれのミキサー食も、単に食事を粉砕す

るだけでなく、加水し、柔らかくしたものとなっているとのことであった。 

  このうち、お母様の食事は③ヨーグルト状のものであった。 

  ヨーグルト状のミキサー食をお母様が召し上がっていたことを申立人もご

覧になっているはずであるし、そういった形状の食事の提供がなされていた

ということは、お母様の嚥下力の低下、ひいては体力の低下について、施設

側から説明があり、申立人はお母様の現状を踏まえたそのような食事の提供

について、同意されていたのではないか。 

  そうであれば、施設側からお母様の健康状態について、説明の機会があっ

たはずである。 

 

２について 

  近年は救急医療についても進歩がめざましく、救命率や蘇生率は大変に向

上している。 

このような医療技術の向上は、救急処置に当たる隊員の方々の努力はもち

ろん、医療機器の性能向上によるところも大きいと考えられる。 

  救急車についても病院ほどではないものの、かなり高度な医療機器を搭載

し、救急隊員の方が到着早々に救命措置を取れるような構造になっている。  

このような高度医療機器の設置により、車内の場所が狭められるため、余

剰スペースは限られる。また、救急処置に携わる救急隊員の方が機敏に活動

できるようにするためには、できるだけ救急隊員の方が動きやすいように、

車内のスペースに余裕を持たせる必要もある。 

そうすると、必然的に患者とともに救急車に同乗できる人数も制限が課せ

られるはずである。施設側の職員が救急隊員に「乗車は１名まで」と制限さ

れ、乗車を止められたのも、やむを得ないことであったと考えられる。 

つまり、施設職員の判断で同乗しなかったのではなく、救急の必要性から

乗車を断られたというのが事実のようである。 

 

３について 

ケアプランの変更は早いときで４日程度なのであれば、本件で２月 20 日

過ぎに新しいケアプランがお母様のために作成されていてもおかしくない時

期といえる。 
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高齢・介護保険分野 

  ただ、ケアプランは当事者と施設側が調整をし、作成すべきものである。

とくに意思表示が当時、難しかったお母様に代わって申立人がケアプランの

作成に関わっていたのであれば、申立人と施設側の日程を含めた調整が必要

となる。 

  申立人もお仕事を持っていて、お母様の件で施設側とお話をされる時間を

取れるとすれば、週末になっていたことを考えると、２月 17 日の申入れを受

け、同月 24 日までにケアプランを作成できなかったことはさほど施設側に怠

慢などの落ち度があったとは考えられない。 

 

 ４について 

  調査においては、施設に伺い、食堂として使用されている広間や廊下、水

道の状況も視察した。 

  施設は、建築年数が経過していることから、それなりに古い印象を受けた

が、室内の清潔感に問題はなく、清掃が行き届いている印象であった。また、

水道の蛇口をひねり、水を出してみたが、申立人が目撃したという茶色い水

は確認できなかった。 

 

＜お母様を亡くされた申立人に対する願い＞ 

申立人におかれましては、大切なお母様を目の前で亡くされ、無念のお気持

ちはさぞ大きいものであろうと拝察いたします。 

しかし、食事の形状や施設側の聴き取りからすると、お母様の死亡について

施設側に何らかの落ち度があるという合理的な事情は見受けられませんでし

た。 

施設側の過失が見当たらない以上、お母様の死亡について、誰かに責任を負

わせることはできないでしょう。 

では、お母様の死亡は申立人が責められるべきものなのでしょうか。 

当委員会では、調査の結果、申立人にもお母様の死亡の責任があるとは考え

ておりません。 

施設側の説明では、お母様はヨーグルト状のミキサー食を提供されていたと

のことでした。 

ヨーグルト状ということは、食事といえ、この形状の食事が、固体よりも液

体に近く、自立して形状を保つことができず、食事を乗せるためのスプーンの

くぼみ部分からはみ出す量が下に落ちるくらいの粘度しかないことを意味しま

す。咀嚼は必要なく、スプーンで口に挿入されたとき、そのまま嚥下すれば食

道に落ちる程度の柔らかさのはずです。 

申立人も認識されているように、前年からお母様の体力は徐々に落ちていた

ものと思われます。 

そして、嚥下力の低下したお母様の状態に合わせて上記のようなヨーグルト
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高齢・介護保険分野 

状のお食事が提供されていたのであれば、それを喉に詰まらせるのは、もはや

お母様に液状に近いお食事ですら、摂る力が残っていなかったためであろうと

考えられます。つまりお母様のお身体は、食事を受け付けない状態に至ってい

たのでしょう。 

悲しいことですが、人間は必ずいつか亡くなる日が来ます。 

お食事を取れなくなるということは、それだけ死期が近かったということだ

と思われます。 

施設側はそれを認識し、申立人に看取りの話をし、書類の作成について話が

なされているのです。 

申立人とすれば、大切なお母様の死期が近いという事実を受け入れ難く、看

取りの話についても時期が切迫したものと認識されていなかったのかもしれま

せん。 

しかし、客観的に見れば、体力が落ち、食事を摂取することができず、生命

を維持することが難しい状況だったのであろうと思われます。 

もし申立人が２月 24 日、食事介助をしていなくても、お母様は近い日にお食

事を詰まらせていた可能性が高いように思えます。 

そうであれば、誰が実際に食事を詰まらせたか、ということが重要なのでは

ありません。誰が介助したとしても、いずれお母様の死亡は避けられなかった

ものと考えられるのです。 

申立人を苦しめているのは、お母様を目の前で亡くされたことから生じた罪

悪感のようなものなのかもしれません。 

しかし、これは、申立人が食事介助をしていなかったら、感じなかった感情

なのでしょうか。 

おそらく、食事介助をしていなくても、申立人は別の罪悪感のようなものを

抱いていたのではないかと私は考えております。 

もし仮に、食事を取れないお母様に対し、胃瘻などの処置をした場合はどう

でしょうか。意識なくして栄養分を吸い上げる状態になったお母様を見て、申

立人は別の罪悪感のようなものを抱いてしまわないでしょうか。 

人は大切な人を亡くしたとき、その人にしてしまった仕打ちや、逆にしてあ

げられなかったことについて、何らかの罪悪感のような感情を抱くのではない

か、と考えております。 

この感情を抱きながら、生きることは苦しいはずです。他人に転化できれば

まだ楽になれるように思えますが、そもそも人を亡くして苦しんでいる人は、

他人に転化できる理由を見つけたとしても、別の理由から自分を責めてしまう

のではないでしょうか。他に原因を直接作ってしまった人間がいたとしても、

その状態を回避する努力を怠ってしまったのではないかと自問自答してしまう

気がします。 

しかし、他方でそのような感情を抱くということは、その人にとって、それ
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高齢・介護保険分野 

だけ亡くなった人が本当にかけがえのない存在だった証であろうと思います。

亡くなった人に対し、生前、誠実に向き合ったからこそ、自責の念を強く感じ

てしまうのではないでしょうか。 

それだけかけがえのないと感じられる人に出会い、豊かな時間を過ごしたこ

とで、その喪失感を埋められず、罪悪感をもってしまうのかもしれません。 

この感情を無理に消すことも、他人を責めることで解消できるものではない

はずなのです。抜きがたい感情を緩めてくれるのは、時間なのかもしれません。 

それでも委員会一同は、申立人の悲しさや寂しさがいつの日か薄れ、お母様

と過ごした豊かで温かい時間を心から懐かしむことができる日が来ることを祈

念致しております。 
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Ⅲ　地域巡回訪問活動の実績について

① 委員会活動のPR

② 地域における社会福祉事業者の福祉保健サービスの質向上に寄与

③ 委員会と社会福祉事業者との信頼関係の増進及び社会福祉事業者間のネットワーク形成

④ 福祉保健サービス事業者の苦情対応等の現状把握

◆実績

人数 主な参加者職種 事 業 所 数 主な職位

1,100人
地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ職員、介護保険事業所職員、
地域活動ﾎｰﾑ職員、
障害者関連施設職員、区職員

627か所
施設長、所長、相談員、居宅介
護支援専門員、訪問介護職員

令和元年度

回
数

月 区名 施設名 人数 主な参加事業者 事業所数 主な職位

1 11月 都筑区
葛が谷地域ケ
アプラザ

16人
地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ、居宅介護支援事業所、訪問
介護事業所、通所介護事業所、グループ
ホーム、老健、特別養護老人ﾎｰﾑ等

11か所
所長、管理者、相談員、居宅介
護支援専門員、サービス提供責
任者、苦情受付担当

2 12月 中区
新山下地域ケ
アプラザ

11人
地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ、居宅介護支援事業所、訪問
介護事業所、地域密着型通所介護事業所、
定期巡回随時対応型訪問介護看護等

8か所
所長、管理者、相談員、居宅介
護支援専門員、サービス提供責
任者、苦情受付担当

3 12月 泉区
いずみ野地域
ケアプラザ

19人

地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ、居宅介護支援事業所、訪問
介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビ
リテーション事業所、通所リハ事業所、
グーループホーム、特別養護老人ホーム等

14か所
所長、施設長、管理者、居宅介
護支援専門員、サービス提供責
任者、苦情受付担当、介護職

46人 33か所

1,146人 660か所

　区、地域ケアプラザ、地域活動ホーム等への訪問活動を実施し、地域の福祉保健サービス事業者と｢苦情｣を

テーマにその考え方や対応について意見交換を行っています。

　委員会にとっては地域における福祉保健サービスの実施状況や地域ケアプラザ等における苦情対応について現

状を把握することができました。

　意見交換会への参加者数は延べ1,146人（区役所を除く事業所数延べ660か所）となり、参加者には委員会

活動を正しく理解していただく機会となりました。

　参加者の方には苦情対応の基本的な考え方を振り返り、自分達に求められる役割を再認識し、他事業者の対応

を学ぶとともに自らの対応方法を見つめなおす機会としていただきました。

　利用者（市民）からの苦情相談に対して苦情の受け止め方と対応について意見交換し、利用者、サービス提供

者双方の満足度が向上するような苦情対応の在り方について意見交換しました。さらに参加者間でネットワーク

が形成されることが期待されます。

過年度の開催状況

意見交換会の参加内訳

平成１４～30年度　82回開催

　総　　　　　　計

　令和元年度　計
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Ⅳ 一年の活動を振り返って（令和元年度福祉調整委員） 

※50 音順、敬称略 

 

 

納得してもらうには 昨年報告書の続き 

 

「わかりました。どうもありがとうございました。」習慣としての言葉だからわか

ってくれたのだなと思いたいが、ただのエチケットにすぎない。「納得した」という

こととは限らない。 

 

相手が納得しない理由の一つとして時間の問題がある。相手が十分納得するには

わかったかなと思っても、さらに 30 分時間をかけることで、本当に、「わかりまし

た。どうもありがとうございました。」になる。と昨年述べた。 

十分時間をかけないから、別の所に行って「話を聞いてくれなかった。」となる。

わかったと思ってもさらに時間をかけると納得し別の所に行くことはない。説明不

十分だから別の所に行く。ということを想定したわけである。 

 

しかし、質問してその場では納得したとしても、時間をおいて振り返ったときに、

別の疑問がわいてくるとか、質問し忘れがあった。ということもよくあること。 

別の所に行って質問して、より深く納得できる。しかし時間がたつとさらに別の

疑問も出てくるかもしれない。 

念のため、さらに別の場所で質問して回答をもらうとさらに理解が深まる。数か

所で回答を求めることは「より深い理解」につながることになる。 

 

上記理由で、わかったかなと思っても さらにダメ押しの説明をしたとしても、

別のところに相談に行くことはあるわけで、ただそこでは「話を聞いてくれなかっ

た。」 という言葉は出てこない。 

 

しかし、その場ではいくら話をしても 「終了で良いかな」から、さらに３０分と

っても、「話を聞いてくれなかった。」という言葉が出てくるかもしれない。 

そうであれば、適当なところで面接を切り上げて、「別の所でも相談してください。」

で面談終了が良いのかもしれない。 

別の所に行くのは「説明不足だけではない。」 

 

今回の結論 「納得してもらう」には、別の所でも相談をしてもらうように勧める

のが良い。 

 

伊丹 昭（医師） 
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 福祉調整委員会に寄せられる意見や相談、苦情を検討しているときにふと感じることがありま

す。 

意見や相談を寄せる人の中には、自分が正しく、相手が悪いのだから、相手が謝るべき、とか、

相手に注意を促してほしい、とか、相手が悪いということを公的機関が正式に認めるべき、とい

う主張を繰り返す人がいます。 

「私が１００％正しい」という価値観を元に持論を頑なに主張する人は、仲裁に入る第三者が

相手の意見を汲み入れることを決して許さず、自分が１００％正しいと言われなかったときに、

自分を全否定されたように言う傾向があります。 

確かに理不尽な仕打ちを受けたときに憤りの気持ちを持つのは当然でしょう。 

しかし、世の中には、立場や意見の違いがあって、対立当事者のどちらかが１００％正しく、

どちらかが１００％間違っていると決められないことが多いのです。 

このように頑なな主張を繰り返す人の多くが他罰的な考え方で、被害者感情を持ちやすく、自

分の見解を曲げないため、結果として周囲から持て余され、いっそう凝り固まった考えになって

しまうようです。自分が絶対的に正しいという前提なので、少しでも自分の主張が認められない

ことに納得できず、感情的になるのです。 

彼らの根底には、孤独感のようなものがあるように感じられます。周囲に受け入れられないか

らますます頑なになるし、頑なになればなるほど、周囲から受け入れられなくなるという悪循環

に陥ります。 

他人とトラブルになっても尾を引かない人は、逆に周囲の人と上手く付き合う術があることが

多いように思えます。 

福祉相談の問題を切り口に、こういった人間像を見る機会が多いのですが、実は福祉窓口での

対応だけでは、本人の抱える問題が解消できなかったりします。 

きっかけは福祉窓口での相談であっても、真の問題は、本人の主張以外に隠れていることがあ

り、その解消のためには福祉窓口だけでなく、他の機関の協力が必要なことがあると感じること

があります。 

問題解決のために、入り口となった福祉窓口とともに、他の機関と連携できる仕組みを横浜市

で作れればと思います。 

 

梅田 幸子（弁護士） 
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1 年を振り返って 

  

 2020（令和 2）年度末で、本委員会での任務は 10 年を経過することになりま

す。長いような短いようなこの 10 年、横浜市の福祉保健サービスの質向上に向け 

た働きはどれほど遂行できてきたのでしょうか・・・。 

 私自身はここ 4 年ほど日本福祉のまちづくり学会の会長を務めており、昨今の異

常気象による災害被害に対して、短期的及び中長期的なまちづくりがどのようにあ

るべきかを投げかけ検討もしてまいりました。ところが、今年に入ってからのコロ

ナ禍はまさにグローバルにすべての人の課題となって押し寄せ、今できる人が最も

傷ついた人を助けに走るという、これまで考えがちだった「支援―被支援」の構図

自体をひっくり返す事態になっています。すべての人が「感染させる危険」と「感

染する危険」両方に目配り気配りをしながらリスク管理に努めなければならない日

常です。私はソーシャルワークにおける特にミクロレベルの対人援助の理論と方法

を専門に研究教育をしており、この間、対人援助に当たっては、五感を開いてそこ

に存在する「生身の身体」ともっとしっかり向き合うことを提唱してきました。そ

のような中でのステイホーム、及びソーシャルディスタンスの確保称揚は、身体の

重要性に立ち返りたいと強く感じてきた私にある種の敗北感を与えたことは否めま

せん。しかし、こんな現状からもたくましく学び、新たな人と人のかかわりを見い

出していくことが求められていると気を取り直しているところでもあります。 

 さて、私は社会福祉学の領域で、ソーシャルワーカーのアイデンティティを持っ

て活動する者ですので、本委員会に寄せられる苦情のあれこれを通して、特定の「そ

の人」への応答もさることながら、それを越えた不具合の構造のようなものを見る

ことの重要性をいつも感じてまいりました。例えば、虐待の事案のように「加害側」

とカテゴライズされる人にも、その背後には労働条件であるとか、そもそもの教育

やスーパービジョン体制の確保、さらにはそうしたことを下支えする法的制度の不

具合など、幾重にも重なった問題の構造が読み解ける場合があります。また、抑圧

される人がさらに弱い人に対して差別や偏見の目を向けるといったことも起きます。

一つを解決したと思ったら同時に別の課題が立ち現れるといったジレンマ構造もあ
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ります。この一筋縄ではいかぬ日常を自覚し、一つ一つの事案に丁寧に対応しつつ、

その背後にある福祉保健サービスの在り方に目を向け、より良いものになっていく

ための働きかけをできるような活動を心掛けたいと改めて思っております。 

 

 

小山聡子（大学教授） 
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福祉調整委員会の仕事が8年目を迎えた。7年の経験の中で、委員会の議論等を通して、考え

たり学んだりしていることを整理しておきたい。 

 福祉調整委員会が、「調整」ということを委員会の名前にしていることは、これまでも、過

去のこの振り返りにおいて、繰り返し触れてきたように記憶している。委員会が、サービスの当

事者間の間にある課題を整理していくことが重要な役割となることも多い。委員会に持ち込まれ

る事例には、利用者、家族、サービス提供者、行政等がそれぞれの立場から、状況を見た場合に、

理解が異なったり、認識のズレがあったりすることがある。 

相談者は、自分の意向と異なる相手の対応に対して、解決策を求めている場合もあれば、感情

的に受け止める相手や心情を整理する相手を求めている場合もあるように思われる。これまで、

私自身が対応してきた面談の事例も、私が当事者のそれぞれの立場について、別の当事者へ説明

して理解を求めることや、認識を共有することを多く行ってきたようにも思われる。 

「調整」の仕事は、担当する事例により対応方法が異なるであろうし、担当する委員によって

も考え方が異なることもあると思われる。しかし、「調整」という役割が、見えにくい場面があ

るとしたら、一つの要因は、当事者のそれぞれが、一方的に意向を表明したり、行動を起こした

りしている状況が多いのではないかと感じる。こうした状況では、当事者間での認識の共有や相

手の理解は難しい。当事者間の意見の相違が顕在化し、違いが先鋭化していく中で、ますます不

安や不満は大きくなっていくこともあるかと思われる。 

ここ数年の中で、委員会では、継続的に、「福祉サービス」の多面性や仕事の範囲の区切りの

難しさを議論してきた。昨年は、事務局の奮闘のもと、「ケアマネジャー」のアンケート調査の

実施にこぎつけ、その仕事の範囲設定の難しさや仕事ぶりの状況の多様性を検証する試みをして

きている。私も、数年前の振り返り原稿の中で、「生活支援技術」的な仕事の経験的主観的側面

について、考えたことがある。受けとめる人により、認識にばらつきが出たり、ズレがあったり

する理由は、これが私たちにより、ふだんの生活を積み重ねる中で培ってきたそれぞれの経験や

生活様式によって、課題の捉え方やその対応が作られてきているからである。 

もともと、認識が異なる、という基本点に立って、サービスを利用したり、提供したりするこ

ととは、どういうことか。委員会の議論、事例の検討、相談の受付、意見交換会の事例検討など

について考えることは、委員としての業務の中で、ますます重要となっているように思われる。  

個人的には、7年前と比べて、委員会で取り扱う事例は、福祉「調整」の役割が見えづらい状
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況が増えてきているように実感する。それは、7年前と比べて、当事者の状況が変化し、ニーズ

が移行することで、以前の私たちの担ってきた役割とは異なる役割が求められ、方法を変えてい

く必要がある業務が増えてきているからかもしれない。 

 

 

小林 理（大学准教授） 
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市民委員として 2 期目を迎えさせていただきました。 

これまで委員会には様々な分野の苦情・相談が寄せられ、それらの問題に各分野

の専門家の先生方と一緒になって向き合ってまいりました。 

私は苦情に対してその問題点を把握し、その導き出した結果を福祉行政にフィー

ドバックし向上を図っていくという目的に進めていくことを常に念頭に入れており

ました。 

先般、某テレビの対談番組で、あるタレントさんが「人に対して怒っているときは

自分がそのことに対して積極的に取り組んでいると錯覚している。この状況は前に

進んでいるようで実は全く進んでいない。怒ったりしているよりは次にどうしよう

かと考える方が少しでも前に進めるし自分にとって得である。」というような話をし

ておりました。 

私はその話を聞いて思わず自分自身を振り返りました。私は今までどれだけの不

満や怒りを持ってきたのか。そのことでどれだけ自分の生き方に停滞という無駄な

時間を作ってきたのかと・・ 

私はこれからの福祉調整委員会に対する取組として、先に言いました福祉向上に

向けた取組のみならず、申立人の感情を今まで以上に理解することに努め、申立人

に苦情の申立てでその人を立ち止まらせることなく、私たちと共に前に進んでいく。

つまり皆が得となる方向に進めていくことも併せて考えていくことが必要と感じて

います。 

任期も残り僅かですが、自分にできることを精一杯行い、私も申立人も全ての人

が前に進めたと感じられるようなそんな委員会を目指していきたいです。 

 

 

 

杉山 昌之（市民委員） 
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令和元年度を振り返って 

 

１ 平成 30 年度の取組の主眼は「対応困難事例にどうするか」。委員会は「訪問事

業所アンケート」を実施し問題の所在と確認に努めた。 

つづく令和元年度では、前年の取組の継続から今度は「ケアマネジャー」を対象と

するアンケートを実施（「はじめに」参照）。そこでは貴重な「現場の声」を通し、今

後の施策に反映できる課題も顕在化している（中間報告）。また同アンケート実施に

は、近年相談で寄せられる「サービスの中断」という背景もあった。サービス提供の

「コーディネーター」と呼ばれるケアマネジャーに、利用者と事業者の間で何が起

きているのか、何にどう苦労しているのか、を尋ねていた。 

ケアマネジャー独自の視点からは多くを学んだ。アンケートからは「独居」（単身

世帯増、キーパーソン不在）、「家族の理解」（サービス内容について）に意見が集中

している。自由記述では「ヘルパーの人材不足」（特に夜間）、「要介護から要支援へ

のとき」（報酬減）、「保険」と「保険外」の取扱いについて（説明と理解）など挙げ

られている。これらはケアマネジャーだけの努力では「溝」は埋められないだけに

「行政」のかかわりの課題とも重なった。 

 

２ 意見交換会   テーマ「対応困難事例について」  

<令和元年 11 月 26 日 葛が谷地域プラザ 参加者 16 名 訪問系、施設系、医療

機関など 各専門職による>  

ケーススタディから参加者各位に意見交換をしていただいた。例示する「対応困

難事例」に具体的にどうしているか、であった。利用者や家族（同居、別居）への説

明の方法と内容について。各種のニーズとサービスの狭間でどうする（した）か。本

人と家族のニーズに差異があるとき。ADL の変化に伴うサービス形態の有様につい

て。介護保険内と保険外の説明についてなど。また、認知症や障害でサービス自体の

理解が困難なとき。さらに双方の信頼関係維持のために日頃から取り組んでいるこ

と。一利用者宅に複数事業所が入る場合の調整について。サービスの担い手の交代

勤務の工夫について。ヘルパー不足の対応策や研修など。 

現場での経験と教訓から、いつ、どこで、誰が、何を、どうやっての「説明と同

意」、各々の「役割と機能」、関係機関との「情報共有」「対応の確認」など、専門職

ならではの視座と教訓だけに、それは参加者相互に得難い機会となった。先のアン

ケート結果と照合しつつ、実効性ある取組を急ぎたい。               

 

山口道宏（大学教授） 
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横浜市福祉調整委員会運営要綱 

 

制  定 平成 24年 4月 1日健相第 276 号（局長決裁） 

最近改正 令和 元 年 5月 1日健総第 75 号（局長決裁）  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市附属機関設置条例（平成 23年 12月横浜市条例第 49号）第 

４条の規定に基づき、横浜市福祉調整委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営

その他必要な事項について定めるものとする。 

 

（担任事務） 

第２条 横浜市附属機関設置条例第２条第２項に規定する委員会の担任する事務の細目

については、次に掲げるものとする。 

(1) 横浜市の福祉保健サービスに関する市民からの苦情相談に関すること。 

(2) 横浜市の福祉保健サービス制度について市長に対して行う提言に関すること。 

            

（定義）                                                 

第３条  この要綱において、次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) 福祉保健サービス 

   横浜市の所管する福祉保健に関するサービス内容及び手続等をいう。 

(2) 苦情 

   福祉保健サービスに関するもので、サービス利用者又は利用希望者に誤った説明

等を含む不利益や権利侵害が認められるものをいう。 

 

（委員及び委員会の職務）                                              

第４条 委員会の委員（横浜市福祉調整委員。以下「委員」という。）は、福祉保健サー

ビスの質の向上を推進するため、自己の経験と知識に従い、横浜市の福祉保健サービ

スに関する市民からの苦情相談を受け、中立・公正な第三者の立場で必要な調査・調

整を行うとともに、苦情及びサービスの質向上に資する活動に対応するものとする。                         

２ 委員は職務を遂行する上で必要があるときは、他の委員の意見や協力を求めること

ができる。 

３ 委員会は、毎年１回、運営状況について、市長に報告するとともに、市民に公表す

る。       

             

（委員） 

第５条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 精神医療関係医師 

(3) 弁護士 

(4) 市内在住者で福祉保健に理解がある者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。ただし、第 1 項第４号に規定する委員について

は、１期に限り再任されることができる。 
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４ 委員の代理は、認めないものとする。 

 

（委員の選考方法） 

第６条 前条第 1 項第４号に規定する委員は、別に定める方法により、原則男女各１名

ずつ選考し、候補者とする。 

 

（代表委員、副代表委員） 

第７条 委員の互選により委員会に代表委員を１人、副代表委員を１人定める。 

２ 代表委員は、委員会を代表し、会務を掌理する。副代表委員は代表委員を補佐する。 

３ 代表委員に事故があるとき、又は代表委員が欠けたときは、副代表委員がその職務

を代理する。副代表委員に事故があるとき、又は副代表委員が欠けたときは、あらか

じめ代表委員、副代表委員が協議し指名する委員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第８条 委員会の会議は、代表委員が招集する。 

２ 代表委員は、委員会の会議の議長とする。 

３ 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、代表委

員の決するところによる。  

 

（定例会） 

第９条 苦情相談の状況等を把握し検討するため、委員会において定例会を開催する。 

２ 定例会は、代表委員が招集する。 

 

（会議の公開） 

第１０条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12年２月横浜市条例第１号）

第 31条の規定により、委員会の会議については、一般に公開するものとする。ただし、

委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 

 

（意見の聴取等） 

第１１条 代表委員は、委員会の会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席

を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることが

できる。 

 

（秘密を守る義務等）                                       

第１２条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、

同様とする。                         

２ 委員及び委員会は、その職務に当たって、個人情報の保護等に留意しなければなら

ない。 

                                                           

（委員の解任）                                           

第１３条 市長は、委員が次のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。 

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき 

(2) 職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない非行があると認められるとき          
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（苦情の範囲）                                         

第１４条 この要綱により苦情の申立てができる事項は、福祉保健サービスに関するもの

とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。    

(1) 現に裁判所において係争中の事項及び既に裁判所において判決等のあった事項    

(2) この要綱により処理が終了している事項  

(3) この要綱により処理中の事項及び前号に規定する事項と実質的に同一と認められ

る事項   

(4) 苦情の内容が、申立ての原因となった事実の発生した日から１年以上経過した事

項 

(5) 市会に請願や陳情を行っている事項又は行った事項 

(6) 福祉調整委員の職務に関する事項  

(7) 医療行為及び食品・環境衛生に関する事項 

(8) 苦情の申立内容が虚偽、その他正当な理由がないと認められる事項 

(9) 行政処分など専門的な判断がなされている事項   

(10)職員の人事処分に関する事項、損害賠償責任を求める事項、その他苦情対応を行

うことが適当でないと認められる事項  

  

（申立人の範囲）                                         

第１５条 この要綱により苦情の申立てのできる者（以下「申立人」という。）は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 福祉保健サービスの利用者又は利用希望者（以下「本人」という。） 

(2) 本人の配偶者又は３親等以内の親族（やむを得ない理由で、本人が直接苦情の申

立てをすることができないと委員が認めた場合に限る。） 

(3) その他市長が特に認めた者 

 

（苦情の申立て）                                       

第１６条 申立人は、委員に対して、苦情申立書により苦情の原因となる事実を明示して

苦情を申し立てるものとする。ただし、書面によることができない場合は、口頭によ

り申し立てることができる。苦情の申立てが口頭による場合は、必要事項を聴取し、

苦情申立書を作成するものとする。 

２ 苦情の申立てに対して、委員が必要と認めるときは、申立人に自己の主張を証する

書類等の関係資料の提出を求めることができる。   

３ 苦情の申立てがあった後に、当該申立てが要綱第 14条に規定する苦情の範囲外であ

ることが判明した場合は、委員は、当該申立てに対する対応を中止することができる。 

   

（委員の申立面談日等）                               

第１７条 委員の申立面談日等は、原則として電話等による予約制とし、健康福祉局相談

調整課で受け付けるものとする。 

 

（委員申立面談の場所）                                            

第１８条 通常、委員会面接室で行うものとする。 

２ 身体状況等の合理的な理由により、委員会面接室での申立面談実施が困難な場合に

は、申立人の希望により、委員による申立人の自宅等への訪問を行うものとする。 

 

（調査及び通知）                                                 

27



第１９条 委員は、第 16条の規定による苦情の申立てがあったときは、所管課及び福祉保

健サービスの提供を行う事業者等（以下「所管課及び事業者」という。）に対して、必

要な調査を行うものとする。 

２ 前項の規定による調査を求められた所管課及び事業者は、委員会による調査に協力

するものとする。 

３ 委員は、第１項の規定による調査を行ったときは、その結果に自己の意見を付して、

申立人に通知するものとする。また、その通知の写しを、当該所管課及び事業者に送

付するものとする。 

４ 調査は、原則として、委員が行う。ただし、委員の指示に基づき、事務局職員が代

行することを妨げない。    

５ 調査は、所管課及び事業者等に対し、事前に通知のうえ、ヒアリング等によって行

うものとする。    

 

（改善等の申入れ）                                                 

第２０条 委員は、前条第１項の規定による調査の結果、苦情の申立てに理由があり、申

立てに係る福祉保健サービスについて改善等が必要と判断したときは、当該所管課及

び事業者に対し、改善等の措置を講ずるよう申入れを行うことができる。 

２ 前項の規定による申入れを受けた所管課及び事業者は、当該申入れを尊重して対応

するよう努めるものとする。 

 

（申立てによらない調査等）   

第２１条 委員会は、苦情の申立てがない場合においても、特に必要があると認めるとき

は、担当委員を選任して、所管課及び事業者に対し、その協力を得て必要な調査等を

行うことができる。なお、その結果は、当該所管課及び事業者に通知するものとする。 

２ 前条の規定は、前項の申立てによらない調査等を行った場合にこれを準用する。 

 

（対応状況の確認）                                                 

第２２条 委員会は、第 19条及び前条の規定による委員の申入れに関する改善措置等の対

応状況を確認するため、所管課及び事業者に対し、報告等を求めることができる。 

２ 前項の規定による報告等を求められた所管課及び事業者は、委員会による対応状況

の確認に協力するものとする。     

                   

（様式）                                                 

第２３条 要綱に規定する通知等の書類の様式は別表に掲げるとおりとする。 

 

（市長への提言）                                           

第２４条 委員会は、苦情に関して、特に福祉保健サービス制度について改善等の措置が

必要と判断する場合には、委員全員の合意により市長に対して提言を行うことができ

る。       

２ 市長は前項の規定による提言を受けた場合は、その提言を尊重するものとする。                         

  

（事務局） 

第２５条 委員会の事務局は、健康福祉局総務部相談調整課、こども青少年局総務部企画

調整課の職員を持って充て、庶務事務等を処理する。 
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（委任） 

第２６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、代表委員が委

員会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後最初に第５条第１項の規定により任命する委員の任期は、同条第

２項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成 25年 3月 31日までとする。 

３ この要綱の施行後最初の委員会の会議は、第８条第１項の規定にかかわらず、市長

が招集する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 30年５月 16日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前

の例による。 
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第１号様式（第１６条） 

福祉保健サービス苦情申立書 

横浜市福祉調整委員会 
令和  年  月  日 

 

次のとおり福祉保健サービスに関する苦情を申し立てます。 

（書き方がわからない箇所については未記入のままお持ちください。） 

申 

立 

人 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏  名 

              

 生年月日 
明治・大正・昭和・平成・令和 

  年  月  日 （   歳） 

住  所 
〒 

電  話   本人との関係  

※申立人と本人が同じ場合は本人欄の記入は不要です。 

本
人
（
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
） 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏  名 

              

 生年月日 
明治・大正・昭和・平成・令和 

  年  月  日 （   歳） 

住  所 
〒 

電  話  

※以下、苦情申立内容を記載ください。 

申立ての対象サービス・事業名・対象

機関等 
 

原因となった事実があった年月日 令和   年   月   日  

苦情の内容 

具体的に書いてください。 

 苦情申立内容がこの様式では書ききれない場合、別紙（様式自由）にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

（裏面あり） 
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※ 申立てに際して参考となる資料があれば添付ください。 

 

苦情申立てに際し、横浜市福祉調整委員によって調査等が行われる場合、申立人及び本人の個

人情報の提供や閲覧等に了承します。 
また、同様苦情の再発防止や今後のサービスの質の向上を図るため、個人名等の個人情報を匿

名とした上で委員会が対応事例として公表することを了承します。 

申立人氏名  本人(サービス利用者)氏名  

※申立人と本人が同じ場合は本人欄の記入は不要です。 

 

○以下、お答えください。（該当箇所にレ点を付してください。） 

当委員会を何でお知りになりましたか  

□ ①暮らしのガイド（その他市広報紙等） 

□ ②区役所・市役所（局）（     区・局      課）から案内 

□ ③施設・事業者（名称            ）から案内 

□ ④委員会のポスター・リ-フレット 

□ ⑤委員会のホームペ-ジ 

□ ⑥その他（名称               ） 

他の機関に苦情申立(相談)を行っていますか  

□ 無 □ 有 
       ⇒ 有の場合、 
      □ ①区役所・市役所（局）（     区・局      課） 
      □ ②施設・事業者（名称            ） 

□ ③かながわ福祉サービス運営適正化委員会 
      □ ④神奈川県国民健康保険団体連合会 
      □ ⑤その他（名称               ） 
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本日お寄せいただいた苦情相談については、次の手順で調整が行われます。

1 　面　接　相　談

2 調査（健康福祉局・こども青少年局・区福祉保健センター・事業者等）

（健康福祉局・こども青少年局・区福祉保健センター・事業者等）

4 相談者へ調査結果のお知らせ文送付

◆　面接から調査結果のお知らせ文の送付まで、約３０日間ほどかかります。

　　ただし、相談内容等により、それ以上かかる場合もありますのでご了承願います。

◆　調査にあたって、匿名を希望される場合には委員にご相談ください。

苦 情 相 談 後 の 流 れ

　　　　市長に対する制度改善の提言

3

【注意】

調査対象機関に対する申入れ

定例委員会での検討
（委員全員参加）

調査結果に基づく委員
の意見のまとめ

［制度改善の提言を行う場合等］

横浜市福祉調整委員会
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委員会関係データ 
 

１ 苦情相談等の分野・相談者別内訳                

２ 苦情申立て以外の相談等への対応（事務局対応分）について 

３ 苦情申立てへの対応について 

４ 過年度実績 
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223件 (―) 168件 (1件) 23件 (―) 414件 (1件) 476件 (―) 536件 (2件)

54件 (―) 106件 (1件) 14件 (―) 174件 (1件) 185件 (―) 232件 (2件)

制度内容 2件 (―) 4件 (―) ―件 (―) 6件 (―) 10件 (―) 19件 (―)

在宅サービス 29件 (―) 29件 (―) 5件 (―) 63件 (―) 84件 (―) 80件 (1件)

施設サービス 7件 (―) 36件 (1件) 6件 (―) 49件 (1件) 64件 (―) 76件 (1件)

手続等 3件 (―) 8件 (―) ―件 (―) 11件 (―) 7件 (―) 9件 (―)

職員対応 13件 (―) 29件 (―) 3件 (―) 45件 (―) 20件 (―) 48件 (―)

障害福祉 98件 (―) 34件 (―) 7件 (―) 139件 (―) 184件 (―) 172件 (―)

制度内容 2件 (―) 1件 (―) 2件 (―) 5件 (―) 6件 (―) 13件 (―)

在宅サービス 15件 (―) 8件 (―) ―件 (―) 23件 (―) 66件 (―) 70件 (―)

施設サービス 2件 (―) 4件 (―) 2件 (―) 8件 (―) 21件 (―) 23件 (―)

手続等 4件 (―) ―件 (―) 1件 (―) 5件 (―) 15件 (―) 9件 (―)

職員対応 75件 (―) 21件 (―) 2件 (―) 98件 (―) 76件 (―) 57件 (―)

児童福祉 ―件 (―) 28件 (―) 1件 (―) 29件 (―) 25件 (―) 21件 (―)

制度内容 ―件 (―) 1件 (―) 1件 (―) 2件 (―) 2件 (―) ―件 (―)

保育関係 ―件 (―) 4件 (―) ―件 (―) 4件 (―) 4件 (―) 10件 (―)

手当関係 ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―)

在宅関係 ―件 (―) 1件 (―) ―件 (―) 1件 (―) 5件 (―) 2件 (―)

施設関係 ―件 (―) 1件 (―) ―件 (―) 1件 (―) ―件 (―) ―件 (―)

手続等 ―件 (―) 1件 (―) ―件 (―) 1件 (―) 4件 (―) 1件 (―)

職員対応 ―件 (―) 20件 (―) ―件 (―) 20件 (―) 10件 (―) 8件 (―)

生活保護 71件 (―) ―件 (―) 1件 (―) 72件 (―) 76件 (―) 96件 (―)

制度内容 7件 (―) ―件 (―) ―件 (―) 7件 (―) 2件 (―) 17件 (―)

生活相談 7件 (―) ―件 (―) 1件 (―) 8件 (―) 20件 (―) 25件 (―)

手続等 2件 (―) ―件 (―) ―件 (―) 2件 (―) 9件 (―) 8件 (―)

職員対応 55件 (―) ―件 (―) ―件 (―) 55件 (―) 45件 (―) 46件 (―)

―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) 6件 (―) 15件 (―)

制度内容 ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) 5件 (―) 4件 (―)

手続等 ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) 8件 (―)

職員対応 ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) ―件 (―) 1件 (―) 3件 (―)

73件 26件 31件 130件 (―) 61件 (―) 83件 (―)

2件 ―件 2件 4件 (―) 8件 (―) 3件 (―)

298件 (―) 194件 (1件) 56件 (―) 548件 (1件) 545件 (―) 622件 (2件)

※（　）は委員面接相談で内数

30年度計 29年度計本人 家族

１　苦情相談等の分野・相談者別内訳（令和元年度分）

その他 計

合　　計

分　類　項　目

福祉保健サービス
　　に関するもの

福祉保健サービス
　　　以外のもの

委員会制度に
　　　関するもの

高齢福祉・介護保険

その他(国保年金等)

43%

32%

4%

18%
3%

39%

39%

5%

16%
1%

高齢福祉・

介護保険

42%

障害福祉

34%

児童福祉

7%

生活保護

17%

その他

0%

福祉保健ｻｰﾋﾞｽに関するもの 件数構成比

外円；R元年度

中円；Ｈ30年度

内円；Ｈ29年度

令和元年度の苦情相談は
高齢福祉・介護保険分野が
一番多く、次いで障害福祉
分野、生活保護分野、児童
福祉分野の順となりました。
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―件 20件 40件 60件

職員対応

手続等

生活相談

制度内容

生活保護の内訳 元年度

30年度

29年度

―件 10件 20件 30件

職員対応

手続等

施設関係

在宅関係

手当関係

保育関係

制度内容

児童福祉の内訳
元年度

30年度

29年度

―件 50件 100件 150件 200件 250件

その他

生活保護

児童福祉

障害福祉

高齢福祉・介護保険

福祉保健サービスに関するものの分野別件数 元年度

30年度

29年度

―件 50件 100件 150件

職員対応

手続等

施設サービス

在宅サービス

制度内容

障害福祉の内訳 元年度

30年度

29年度

―件 50件 100件

職員対応

手続等

施設サービス

在宅サービス

制度内容

高齢福祉・介護保険の内訳
元年度

30年度

29年度

※

48%
41%

11%

62%

32%

6%

本人

223件

54%
家族

168件

41%

その他

23件

5%

相談者の分類

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

生活保護

児童福祉

障害福祉

高齢者・介護保険

各分野別内訳 本人 家族 その他

外円；R元年度
中円；Ｈ30年度
内円；Ｈ29年度

令和元年度
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２　苦情申立て以外の相談等への対応（令和元年度事務局対応分）について

　□対応分類

件数

221件 説明・助言等 221件

50件 他機関を案 50件

局 37件 局 37件

区 9件 区 9件

その他※ 4件 その他※ 4件

142件 福祉保健ｻ 142件

413件 413件

※その他とは、国・県の機関等

 ◎対応分類用語解説

　◇説明・助言等

　　 苦情相談や福祉保健サービスの制度等に関する問い合わせに対し説明や助言を行ったもの等

　◇他機関を案内

　    相談者に対し適切な福祉保健サービス提供者や事業・制度の所管を案内したもの

　◇福祉保健サービス提供者との調整

　□分野別対応分類

高齢福祉・介護保険 110件 (64%) 25件 (14%) 38件 (22%) 173件 (100%)

制度内容 3件 (50%) 3件 (50%) ―件 (―) 6件 (100%)

在宅サービス 44件 (70%) 5件 (8%) 14件 (22%) 63件 (100%)

施設サービス 29件 (60%) 10件 (21%) 9件 (19%) 48件 (100%)

手続等 4件 (36%) 5件 (46%) 2件 (18%) 11件 (100%)

職員対応 30件 (67%) 2件 (4%) 13件 (29%) 45件 (100%)

障害福祉 66件 (48%) 14件 (10%) 59件 (42%) 139件 (100%)

制度内容 1件 (20%) 4件 (80%) ―件 (―) 5件 (100%)

在宅サービス 12件 (53%) 1件 (4%) 10件 (43%) 23件 (100%)

施設サービス 4件 (50%) 2件 (25%) 2件 (25%) 8件 (100%)

手続等 2件 (40%) 2件 (40%) 1件 (20%) 5件 (100%)

職員対応 47件 (48%) 5件 (5%) 46件 (47%) 98件 (100%)

児童福祉 8件 (28%) 7件 (24%) 14件 (48%) 29件 (100%)

制度内容 1件 (50%) ―件 (―) 1件 (50%) 2件 (100%)

保育関係 1件 (25%) 2件 (50%) 1件 (25%) 4件 (100%)

在宅関係 ―件 (―) 1件 (100%) ―件 (―) 1件 (100%)

施設関係 ―件 (―) 1件 (100%) ―件 (―) 1件 (100%)

手続等 ―件 (―) 1件 (100%) ―件 (―) 1件 (100%)

職員対応 6件 (30%) 2件 (10%) 12件 (60%) 20件 (100%)

生活保護 37件 (51%) 4件 (6%) 31件 (43%) 72件 (100%)

制度内容 4件 (57%) ―件 (―) 3件 (43%) 7件 (100%)

生活相談 5件 (63%) 1件 (12%) 2件 (25%) 8件 (100%)

手続等 ―件 (―) 2件 (100%) ―件 (―) 2件 (100%)

職員対応 28件 (51%) 1件 (2%) 26件 (47%) 55件 (100%)

221件 (54%) 50件 (12%) 142件 (34%) 413件 (100%)計

分　類　項　目 説明・助言等

他機関を案内

    　相談内容を考慮し、簡便な解決を図るために福祉保健サービス提供者（市(局・区)又は事業者）と調整を行
　　ったもの

計

計

分　　類

福祉保健ｻｰﾋﾞｽ
提供者との調整

福祉保健ｻｰﾋﾞｽ提供者との調整

説明・助言等

他機関を案内

説明・助言

54％

局

9%

区

2%

その他※

1%

福祉保健ｻｰﾋﾞｽ

提供者との調整

34%

他機関

を案内

12%
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　３　苦情申立てへの対応について

　□ 調査対象か所数比較 　　　□ 委員面接からお知らせ発送までの平均所要日数

調査なし
(相談時解決)

調査あり 計
延 べ
か 所 数

平均
日数

令和元年度 －件

30年度

－件29年度

－件

44日

―日

54日

29年度

－件

2件

－件

2件 2か所

1件

30年度

令和元年度

― か所

1件 1か所

0% 50% 100%

職員対応

手続等

施設サービス

在宅サービス

制度内容

障害福祉の内訳

0% 50% 100%

職員対応

施設関係

在宅関係

手当関係

保育関係

制度内容

児童福祉の内訳

0% 50% 100%

職員対応

手続等

施設サービス

在宅サービス

制度内容

高齢福祉・介護保険の内訳

0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

生活保護

児童福祉

障害福祉

高齢福祉・介護

説明・助言等 他機関を案内 福祉保健ｻｰﾋﾞｽ提供者との調整

0% 50% 100%

職員対応

手続等

生活相談

制度内容

生活保護の内訳

調査先が複数になる事例として、

① 民間福祉事業者と局所管課
② 区役所と局所管課 などがあります。

37



4　過年度実績

① 苦情相談等実績推移

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

153件 289件 496件 485件 475件 565件 438件 544件 637件 662件 593件 692件 704件 690件

苦情申立て 36件 64件 71件 73件 57件 44件 36件 21件 21件 19件 20件 23件 18件 10件

相談・問合せ件数 117件 225件 425件 412件 418件 521件 402件 523件 616件 643件 573件 669件 686件 680件

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 30年度 元年度

740件 814件 807件 732件 685件 714件 712件 678件 622件 545件 548件

苦情申立て 20件 12件 13件 8件 6件 4件 3件 1件 2件 ―件 1件

相談・問合せ件数 720件 802件 794件 724件 679件 710件 709件 677件 620件 545件 547件

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度

4件 18件 22件 25件 12件 6件 1件 ―件 ―件 ―件 2件 2件 1件 ―件

4件 5件 9件 7件 7件 8件 6件 8件 2件

15件 19件 14件 10件 13件 9件 7件 3件 4件 3件 5件 5件 4件 3件

4件 9件 9件 10件 11件 10件 5件 3件 3件 1件 2件 2件 3件 1件

13件 15件 25件 23件 19件 11件 15件 6件 6件 4件 2件 8件 2件 4件

―件 3件 1件 5件 2件 4件 3件 ―件 1件 4件 1件 ―件 ―件 ―件

36件 64件 71件 73件 57件 44件 36件 21件 21件 19件 20件 23件 18件 10件

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 30年度 元年度

―件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件 1件 ―件 ―件

6件 7件 4件 7件 2件 1件 2件 ―件 1件 ―件 1件

4件 3件 5件 ―件 2件 2件 1件 ―件 ―件 ―件 ―件

5件 1件 2件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件

4件 1件 2件 1件 1件 1件 ―件 1件 ―件 ―件 ―件

1件 ―件 ―件 ―件 1件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件 ―件

20件 12件 13件 8件 6件 4件 3件 1件 2件 ―件 1件

注１：介護保険サービスへの苦情は平成12年度から対応

注２：保健分野への苦情は平成１０年度から対応（その他に計上）

注３：精神保健分野については、平成１０年度から１７年度まではその他に計上、平成18年度から障害福祉分野に計上

合 計

内
訳

分 野

高 齢 福 祉

合 計

内
訳

分 野

高 齢 福 祉

そ の 他

② 苦情申立ての分野別推移

児 童 福 祉

生 活 保 護

計

障 害 福 祉

児 童 福 祉

生 活 保 護

そ の 他

計

介 護 保 険

介 護 保 険

障 害 福 祉
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―件

5件

10件

15件

20件

25件

分野別件数推移

高齢福祉 介護保険 障害福祉 児童福祉 生活保護 その他

36件

64件

71件73件

57件
44件

36件

21件21件
19件20件

23件

18件

10件

20件

12件13件

8件
6件

4件 3件
1件 2件

―件 1件

―件

100件

200件

300件

400件

500件

600件

700件

800件

900件

―件

10件

20件

30件

40件

50件

60件

70件

80件

苦情相談等件数の推移

苦情申立て 相談・問合せ件数

39



令和元年度活動実績

令和元年 ○ 議題

５月定例会 ・

5月10日 ・ 苦情相談・苦情申立て対応の報告・事例検討

・ ケアマネジャー対象アンケート実施について

６月定例会 ○ 議題

6月14日 ・ 苦情相談・苦情申立て対応の報告・事例検討

・ 平成30年度運営状況報告書（案）確認

・ ケアマネジャー対象アンケート実施について

７月定例会 ○ 議題

7月12日 ・ 苦情相談・苦情申立て対応の報告

・ 平成30年度運営状況報告書（書面提出）について確認

・

・

8月21日 □ 市長へ平成30年度運営状況報告書提出

９月定例会 ○ 議題

9月13日 ・ 苦情相談・苦情申立て対応の報告

・ ケアマネジャー対象アンケートについて（速報）

10月定例会 ○ 議題

10月11日 ・ 苦情相談・苦情申立て対応の報告・事例検討

・ ケアマネジャー対象アンケート結果について

・

11月定例会 ○ 議題

11月8日 ・ 苦情相談・苦情申立て対応の報告・事例検討

・ ケアマネジャー対象アンケート結果について

11月26日 □

11月28日 □

全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会の議題等検討

全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会の議題等検討

代表・副代表の選出

都筑区意見交換会（葛が谷地域ケアプラザ）

ケアマネジャー対象アンケート実施スケジュールについて

「全国行政苦情救済・オンブズマン制度連絡会」への参加
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12月3日 □

12月4日 □

12月定例会 ○ 議題

12月13日 ・ 苦情相談・苦情申立て対応の報告・事例検討

・ 意見交換会の実施報告について

２月定例会 ○ 議題

2月14日 ・

・ ケアマネジャーアンケート結果からみえてきたことについて

公開会議 ○ 議題

3月27日 ・

※ 新型コロナウイルス感染症予防対策により中止

３月定例会 ○ 議題

3月27日 ・

・ ケアマネジャーアンケートについて

※ 新型コロナウイルス感染症予防対策により延期

苦情相談・苦情申立て対応の報告・事例報告

苦情相談・苦情申立て対応の報告・事例検討

中区意見交換会（新山下地域ケアプラザ）

泉区意見交換会（いずみ野地域ケアプラザ）

令和元年度苦情申立ての振り返り
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横浜市福祉調整委員会 

令和元年度 運営状況報告書 

                                             令和２年９月発行 
   
   
 

事務局／横浜市健康福祉局相談調整課（市庁舎１５階） 
〒231-0005  横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

TEL 045-671-4045      FAX 045-681-5457 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/chiikifukushi/chosei/ 

 E-mail . kf-fukushisodan@city.yokohama.jp 

 
 
 



 

横浜市福祉調整委員会事務局まで 

電話 ０４５－６７１－４０４５ 

FAX ０４５－６８１－５４５７ 

健康福祉局 相談調整課（市庁舎 15階） 

〒231-0017  

横浜市中区本町６丁目 50番地の 10 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-

kaigo/chiikifukushi/chosei/  

 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

お問合せ・ご相談は 

・みなとみらい線 馬車道駅 直結 ・JR 桜木町駅 徒歩３分 ・市営地下鉄 桜木町駅 徒歩３分 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/chiikifukushi/chosei/
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/fukushi-kaigo/chiikifukushi/chosei/
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