
 

ほっとメーほっとメーほっとメーほっとメールルルル        

ほっとメールほっとメールほっとメールほっとメール        第９９号 （４） 

  

特集「苦情解決システムのご案内」特集「苦情解決システムのご案内」特集「苦情解決システムのご案内」特集「苦情解決システムのご案内」                                                                                                                        P２ 

ほっと事業報告「春のいきいき健康教室」開催ほっと事業報告「春のいきいき健康教室」開催ほっと事業報告「春のいきいき健康教室」開催ほっと事業報告「春のいきいき健康教室」開催                                                                                                    P３ 

ほっと事業報告ほっと事業報告ほっと事業報告ほっと事業報告    介護職員初任者研修／出前講座介護職員初任者研修／出前講座介護職員初任者研修／出前講座介護職員初任者研修／出前講座                                                                                                        P３    

ほっと情報①「第５回あっけらカーニバル」フリーマーケット出店者募集ほっと情報①「第５回あっけらカーニバル」フリーマーケット出店者募集ほっと情報①「第５回あっけらカーニバル」フリーマーケット出店者募集ほっと情報①「第５回あっけらカーニバル」フリーマーケット出店者募集                                                    P３ 

ほっと情報②「サポートテラス昆陽東」新規利用者相談会ご案内ほっと情報②「サポートテラス昆陽東」新規利用者相談会ご案内ほっと情報②「サポートテラス昆陽東」新規利用者相談会ご案内ほっと情報②「サポートテラス昆陽東」新規利用者相談会ご案内                                                                                    P４

ほっと情報③ほっと情報③ほっと情報③ほっと情報③    事業団求人情報事業団求人情報事業団求人情報事業団求人情報                                                                                                                                P４ 

    ～事業団だより～～事業団だより～～事業団だより～～事業団だより～    

２０１２０１２０１２０１4444年（平成年（平成年（平成年（平成26262626年） ５月発行   年） ５月発行   年） ５月発行   年） ５月発行   第９９号              

社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団             

〒664-0014 伊丹市広畑３-1                 

いたみいきいきプラザ３階            

電話 ０７２－７８４－９９８７                           

ホームページアドレス              

http://jigyoudan-itami-hyogo.jp/         

 

ほっとほっとほっとほっと情報情報情報情報②②②②    

【マウスをクリック！】 

 荒牧デイサービスセンターで月１回開催中の

パソコン教室の様子です。 

 今月よりケアハイツいたみ通所リハビリテー

ションでも月に２回のパソコン教室が始まりま

した。外部講師の先生が丁寧に指導してくださ

います。興味をお持ちの方は、荒牧デイサービ

スセンターもしくはケアハイツいたみ通所リハ

ビリテーションまでお問い合わせください。 

サ ポ ト ー 

テ ラ ス  

昆 陽 東 

障障障障がいのあるがいのあるがいのあるがいのある方方方方のののの「「「「働働働働きたいきたいきたいきたい」」」」をををを応援応援応援応援しますしますしますします！！！！    

＜１日目＞平成２６年５月３１日（土）１０時～１３時 

     （場所）伊丹東有岡ワークハウス 

         伊丹市東有岡４丁目２９番地℡072-783-9885 

    ＜２日目＞平成２６年６月８日（日）１０時～１３時 

         （場所）老人ホーム桃寿園デイサービスセンター 

         伊丹市昆陽池１丁目１０５番地℡072-781-2900 

    

日 時 

伊丹東有岡伊丹東有岡伊丹東有岡伊丹東有岡ワークハウスワークハウスワークハウスワークハウス    電話 ０７２－７８３－９８８５／ファックス０７２－７８３－９８８６ お 申 し 込 み 

要予約 

 

 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団は、平成２６年７月に主たる対象者を精神障がい者とする障害者

サービス事業所サポートテラス昆陽東（就労移行支援・就労継続支援B型・特定相談支援）を開設します。 

それに先立ち、より詳細な内容を知っていただくための新規利用者相談会を開催します。当日は軽食を

準備しております。利用を検討されている方々の多数のご来場をお待ちしております。 

■■■■契約職員契約職員契約職員契約職員（（（（フルタイムフルタイムフルタイムフルタイム））））をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    
●勤務地：①②③●資格：介護職員初任者（ヘルパー２級）以上●勤務日:シフトによる週５日●時間：9：00～17：30（休憩45分

含）他、早出・遅出あり●給与：日額7,310円～／夜勤１回につき16,620円～（月収例：日勤15回＋夜勤5回＝192,750円～）※別

途通勤手当、年末年始手当、時間外手当、処遇改善加算あり（年収240～300万程度）●賞与：日額最高40日分（勤務日数に

より変動）●その他：社会保険完備、夏季休暇・有給休暇・特別休暇あり、福利厚生制度あり、各種資格取得助成制度あり、正

規職員登用制度あり 

①介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設介護老人保健施設    
ケアハイツいたみケアハイツいたみケアハイツいたみケアハイツいたみ    
(伊丹市中野西(伊丹市中野西(伊丹市中野西(伊丹市中野西1111----141141141141））））  

②特別養護老人特別養護老人特別養護老人特別養護老人ホームホームホームホーム    
桃桃桃桃    寿寿寿寿    園園園園    

(伊丹市昆陽池(伊丹市昆陽池(伊丹市昆陽池(伊丹市昆陽池1111----105105105105））））  

③小規模多機能居宅介護小規模多機能居宅介護小規模多機能居宅介護小規模多機能居宅介護    
ささささ    くくくく    らららら    

（（（（伊丹市中野西伊丹市中野西伊丹市中野西伊丹市中野西1111----141141141141）））） 

※まずはお気軽にお電話ください。※まずはお気軽にお電話ください。※まずはお気軽にお電話ください。※まずはお気軽にお電話ください。    面接日をお知らせします。面接日をお知らせします。面接日をお知らせします。面接日をお知らせします。電話電話電話電話０７２０７２０７２０７２ｰーーー７８４７８４７８４７８４ｰーーー９９８７９９８７９９８７９９８７        

受付受付受付受付：：：：月月月月～～～～金曜日金曜日金曜日金曜日のののの９９９９：：：：００００００００～～～～１７１７１７１７：：：：３０３０３０３０（（（（祝日祝日祝日祝日をををを除除除除くくくく））））    社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団    総務課 総務課 総務課 総務課     

    ほっとほっとほっとほっとなななな１１１１枚枚枚枚    

地域の皆様とともに歩む社会福祉法人です。 

地域の豊かな未来のために、ともに働く仲間を募集しています。 

ほっとほっとほっとほっと情報情報情報情報③③③③    



 事業団の主催する平成２６年度第１回介護職員初任者研修が５月８日に開講いた

しました。これから８月末の研修修了を目指して、１０代から６０代まで幅広い年

齢の受講生・１８名が１０時間の実習を含む１３０時間のカリキュラムを学ばれま

す。 

 平成２６年度第２回研修は９月２日に開講予定です。８月よりお申し込みを受け

付けいたします。興味をお持ちの方は当法人ホームページの詳細資料をご覧くださ

い。 

 事業団では、介護福祉士、看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護支

援専門員等の法人専門職を市内の団体やグループに無料で派遣し、市民の皆様の学び

に役立てていただく「出前講座」を行っています。 

 昨年度は地域の福祉サロン、地区社協や市民グループ等、１９の団体・グループに

講師を派遣し、２５４名の方の介護や福祉についての学びや体験をお手伝いさせてい

ただきました。 

 写真は平成２６年５月１９日、４０名の地域の方が集まられた「地域ふれ愛福祉サ

ロン緑ヶ丘」様の勉強会での様子です。「グループで集まって学びたいけど、何から

すれば……」という時は、ぜひ事業団の「出前講座」をご利用ください。ホームペー

ジにメニューの一覧がございます。 

苦情・ご要望をサービス

に反映できるように努め

ます。 

第９９号 （３） 
ほっとメールほっとメールほっとメールほっとメール        

第９９号 （２） 
ほっとメールほっとメールほっとメールほっとメール        

 社会福祉法人伊丹市社会福祉事業団では、利用者様、ご家族様、関係機関の職員の方からの声にしっかりと耳を傾け

るために、すべての施設や事業所に「苦情受付担当者」を配置しています。また、お寄せいただいたご意見・ご不満・

お叱りの声をすべて「苦情」として受け付け、「苦情解決システム」によって問題解決を図ります。問題解決後も、月

に１度全事業所から苦情解決責任者が集まり、サービスの向上と業務改善へ結びつけるために苦情解決検討会議を開い

て検討を行っています。 

特特特特    集集集集    

ほっとほっとほっとほっと事業報告事業報告事業報告事業報告    

 各事業所、職員、第三者委員等へ寄せられた苦情について、各事業所が連携し、迅速に対応しつつ、業務改

善に取り組んでいます。 

利用者のみなさま利用者のみなさま利用者のみなさま利用者のみなさま
利用者のみなさま利用者のみなさま利用者のみなさま利用者のみなさま利用者のみなさま利用者のみなさま利用者のみなさま利用者のみなさま            

第三者委員 

事 業 団 

≪第三者委員≫とは？ 

 客観的に中立的な立場で、皆様の苦情

解決をお手伝いします。 

みなさまからの苦情・ご

要望をお伺いします。 

皆様皆様皆様皆様のののの声声声声をおをおをおをお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください～～～～苦情解決苦情解決苦情解決苦情解決システムのシステムのシステムのシステムの流流流流れれれれ～～～～    

「春のいきいき健康教室」開催 

伊丹市社会福祉事業団  

介護支援センター合同事業 

 事業団と、荒牧・中央・桃寿園・南野の４つの介護支援センターによる合同事業

として「春のいきいき健康教室」を４月２５日（金）にラスタホール１階で開催い

たしました。会場は事業団活動を紹介するパネルや、伊丹市委託事業である「いき

いきサポート」（介護予防デイ）参加者による作品展示等でにぎやかに彩られ、ま

た、この日実施した「いつでもどこでも！健康体操」には、計３４名の方にご参加

いただきました。当日会場に足を運んでいただきました利用者様・ご家族様、開催

実施にご協力いただきました関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 

ほっとほっとほっとほっと事業報告事業報告事業報告事業報告    介護職員初任者研修開講 

伊丹市社会福祉事業団  

人材育成事業 

ほっとほっとほっとほっと事業報告事業報告事業報告事業報告    福祉に関する講座｢出前｣中です  

伊丹市社会福祉事業団  

広報活動 

◆平成２５年度中に受け付けた苦情について◆ 

申出人内訳申出人内訳申出人内訳申出人内訳  

 本人 46件 

 配偶者 17件 

 子 20件 

 孫 1件 

 その他家族 5件 

 ケアマネジャー 13件 

 他職員 2件 

 他事業所 1件 

 その他 9件 

計 114件 

 処遇の内容に関する事項   111件 

内 

訳  

訪問に関するもの (20件) 

接遇・職員の基本的態度 (13件) 

介護の方法・サービス内容 (48件) 

連絡不足・調整不足 (16件) 

他の利用者との関係 (3件) 

事務・請求に関するもの (8件) 

事故対応 (3件) 

備品や設備の不備 (0件) 

 個人の嗜好・選択にかかわる事項 0件 

 虐待、放置、脅迫、搾取にかかわる事項 1件 

 制度、施策または法律に関わる事項 1件 

 その他   1件 

 計 114件 

苦情内容 苦情内容 苦情内容 苦情内容     

    解決レベル解決レベル解決レベル解決レベル    件数件数件数件数    

 苦情受付担当者 70件 

 苦情解決責任者補佐 29件 

 苦情解決責任者 13件 

 苦情解決統括責任者 0件 

計 112件  

苦情解決統括責任者 

苦

情

・

ご

要

望

 

回

 

答

 

申出人同意の上、報告 

回答・助言依頼 

苦情受付担当者 

苦

情

・

ご

要

望

 

回

 

答

 

苦情解決責任者 

報

告

 

報告 

各事業所 

ご本人様、ご家族様、 

ご担当ケアマネジャー様、

ご関係者様等…… 

苦情解決責任者では解決

が困難な場合、解決に努

めます。 

◆サービス改善に結びついた事例◆ 

 平成２５年４月～５月にかけてデイサービスセンター宛に複数頂いた「おやつの提供時間を見直してほしい」とい

う苦情・ご要望について、苦情解決責任者より給食検討委員会へ意見が伝えられ、再検討の結果、２箇所のデイサー

ビスセンターでおやつの提供時間を変更いたしました。 

どんなことでもどんなことでもどんなことでもどんなことでも結構結構結構結構ですですですです！！！！    

苦情受付担当者以外苦情受付担当者以外苦情受付担当者以外苦情受付担当者以外
にもにもにもにも、、、、全全全全てのてのてのての職員職員職員職員がががが

おおおお話話話話をををを伺伺伺伺いますいますいますいます。。。。    

ほっとほっとほっとほっと情報情報情報情報①①①①    

介護老人保健施設  

ケアハイツいたみ 

 介護老人保健施設「ケアハイツいたみ」では、７月２７日に開催予定の地域交流イベント「あっけらカーニバ

ル」でのフリーマーケット出店者を募集しております。 

 

◎開 催 日 時 ：平 成２６年７月２７日（日）13:30～16:00 

 

◎お申し込み方法：７月１日（火 ）より お電話 にて受 け付 けます 。  

         （ 先着順 ）  

 

◎お申し 込み先 ：介護 老人保 健施設 ケアハ イツい たみ  

         電話 072-773-2286 

過去の「あっけらカーニバル」模擬店出店の様子 

地域交流事業「第５回あっけらカーニバル」 


