社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園 苦情窓口等一覧
事業所名

〒

2014年4月1日 現在
住所

電話番号

FAX番号

苦情解決責任者

苦情受付担当者

1 法人本部

421-0412

牧之原市坂部2151-2

0548-29-0221

0548-29-0157

大畑 彰弘

板倉 仁

2 垂穂寮

427-0008

島田市落合645-13

0547-34-4120

0547-34-4122

山内 英人

石川 忠昭

3 やまばと希望寮

421-0412

牧之原市坂部2151-2

0548-29-1656

0548-29-0157

鈴木 勝利

高杉 和成

4 ケアホームわかば

421-0412

牧之原市坂部2152-7

0548-29-1500

0548-29-1500

鈴木 秋次

縄巻 昭子

5 ケアホームもくれん

421-0412

牧之原市坂部5623-1

0548-29-1011

0548-29-1011

鈴木 秋次

杉本 豊規

6 ケアホームみぎわ

427-0008

島田市落合717-1

0547-36-5088

0547-34-4122

切岩 保博

畠 夏実

7 青葉の家

427-0006

島田市阿知ケ谷86-8

0547-37-6998

なし

山内 英人

曽根 達也

8 ケアセンターさざんか

421-0412

牧之原市坂部2159-1

0548-29-0220

0548-29-0222

植田 勝実

柴田 慎也

9 ケアセンター野ばら

427-0008

島田市落合645-13

0547-34-4119

0547-34-4122

押尾 恵

杉山 勝拓

10 ケアセンターかたくりの花

428-0037

島田市菊川1282-1

0547-47-2121

0547-47-3030

鬼頭 淳

菊井 武史

11 ケアセンターマーガレット

421-0303

榛原郡吉田町片岡1996-1

0548-34-2121

0548-34-2022

正城 泰久

増田 今日子

12 ワークセンターカサブランカ

427-0006

島田市阿知ケ谷864

0547-37-8081

0547-37-8086

小野 勝彦

甲賀 有見

13 ワークセンターコスモス

427-0025

島田市大井町2282-15

0547-35-6716

0547-35-6730

河本 敦子

高松 祐輔

14 ワークセンターなのはな

427-0024

島田市横井4丁目6-6

0547-35-7038

0547-35-7053

河本 敦子

西村 美恵子

15 ワークセンター希望の家

428-0021

島田市金谷代官町3400

0547-46-3905

0547-46-3908

杉村 みや子

植野 泰子

16 ワークセンターふれあい

428-0104

島田市川根町家山1323-5

0547-53-4077

0547-53-2911

杉村 みや子

松田 祐子

17 ワークセンターやまばと

421-0412

牧之原市坂部394-2

0548-29-0557

0548-29-0572

川嶋 栄

桑原 裕子

18 ワークセンターさくら

421-0303

榛原郡吉田町片岡1996-1

0548-32-5080

0548-34-2022

澤渡 繁

大須賀 貴生

19 就労移行支援センターレインボー

421-0303

榛原郡吉田町片岡1996-1

0548-28-7013

0548-34-2022

澤渡 繁

小関 愛子

20 ワークセンターあさがお

427-0104

島田市井口956-3

0547-38-5191

0547-54-4115

榛地 裕子

安松 郷美

21 まつぼっくり

421-0303

榛原郡吉田町片岡1996-1

0548-34-2000

0548-34-2022

正城 泰久

松木 昌也

22 レタスクラブ

421-0303

榛原郡吉田町片岡1996-1

0548-34-2000

0548-34-2022

伊藤 巧

藤原 信子

23 生活支援センターやまばと

421-0412

牧之原市坂部2151-2

0548-29-0223

0548-29-0157

伊藤 巧

宮澤 昌嗣

24 聖ルカホーム（ショート含む）

421-0404

牧之原市静谷2267-1

0548-28-0351

0548-28-0671

神谷 美代枝

坂本 美佐代

25 グレイス（ショート含む）

421-0412

牧之原市坂部5623-1

0548-25-3030

0548-29-1400

山脇 世津子

増田 佐和代

26 相寿園

421-0514

牧之原市菅ヶ谷1042

0548-52-0619

0548-52-5729

板倉 元

秋野 恵子

27 島田市立養護老人ホームぎんもくせい

427-0009

島田市尾川16-2

0547-33-1414

0547-33-1400

片山 喜之

阿部 順子

28 デイサービスセンター真菜

421-0404

牧之原市静谷2267-1

0548-28-0054

0548-28-0059

石神 美紗子

吉田 陽子

29 デイサービスセンターすずらん

421-0412

牧之原市坂部5623-1

0548-25-3031

0548-29-1400

山脇 世津子

田中 恵子

30 ライフサポートさふらん

421-0404

牧之原市静谷2267-1

0548-25-1100

0548-28-0671

神谷 美代枝

増田 瑞江

31 居宅介護支援事業所シャローム

421-0412

牧之原市坂部5623-1

0548-25-3032

0548-29-1400

山脇 世津子

戸塚 貴久

32 牧之原市地域包括支援センターオリーブ

421-0495

牧之原市静波447-1

0548-22-8822

0548-23-0029

岸 雅子

大木 順子

33 コミュニティセンターぶどうの木

421-0403

牧之原市中1090-3

0548-22-5211

0548-22-5525

鈴木 ひろみ

市川 貴代美

備考

