
平成２５年度 米子福祉会苦情解決結果 

 

施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

巌保育園 文書 

保護者 

自分の子どもがクラスの友達に叩かれると毎日のように話

すが、実際はどうなのか。また、保育士の対応はどうして

いるのか。子ども同士のことなのである程度は理解してい

るが、いつもわが子が痛い思いをしていると思うとよい気

がしない。怪我やトラブルが起こらないようにしてほしい。 

直接家庭へ電話をし、状況について説明をした。相手の子ど

もへの対応についても話をし、今後は嫌な思いをすることの

ないよう十分気を配ることを伝えた。 

巌保育園 来所 

保護者 

朝履いていたズボンと今履いているズボンが違う。汚れ物

袋の中にも入っていない。友だちの物と入れ替わったりし

ないようにしてほしい。 

子どもが自分で脱いで、汚れた物を自分の着替え入れに入れ

ていたので、今後は子どもの様子について気を配るように対

応することを保護者に伝えた。また、排せつ失敗時の衣類の

交換について、職員同士で確認することを話し合った。 

巌保育園 来所 

保護者 

年度中途で年長児の保育室を遊戯室に変更するのはどうい

うことか。もうすぐ卒園なのに、今、環境が変わることは

心配である。 

多くの保護者が集まる発表会で、年長児の保育室が人数の割

に狭いこと、また１、２歳児を１部屋で保育していたが、１

歳と２歳では発達状況が違うため事故等が起こらないよう

２部屋に分けた理由等を説明し、理解していただくようお願

いした。そのことを文書でも配布した。 

五千石保育園 来所 

保護者 

子ども同士でトラブルになったようで、相手の腹部をキッ

クしたと連絡を受けたが、原因があいまいなままで納得が

いかない。またトラブルになる前に止めて、原因をはっき

りさせてほしい。 

その場ですぐに十分納得のいく対応ができなかったことを

謝罪した。また職員会議でも子どもたちの遊びの様子、行動

を十分把握していくよう話し合った。 

五千石保育園 来所 

保護者 

トイレにいるとき他の子どもから「泣いてばかりいる」「気

持ち悪い」等の言葉を言われ泣きながら帰宅した。初めて

の集団生活でなかなか自分の気持ちを言えないので家庭で

も嫌なことは保育士に伝えるよう話をするが、保育園も子

供の様子をよく見てほしい。 

そのようなことがあったことに気が付かなかったことを保

護者と本児に謝罪した。本児には、今後、嫌なこと、困った

こと、わからないことはすぐに先生に教えてほしいと話を

し、保護者にも気になることがあれば遠慮なく伝えてほしい

と話した。 

 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

五千石保育園 来所 

保護者 

製作のため廃材を持ってくるように、連絡版にお知らせが

あったようだが、祖母に送迎してもらっていたためそのこ

とを知らず、廃材を持っていけなかった。今後は連絡ノー

トに書いておいてほしい。 

その場ですぐに保育園の不手際を謝罪し、今後は連絡ノート

でお知らせすることを伝えた。職員会でも、一人一人に声を

掛けるなど、保護者に連絡事項が徹底するよう再確認した。 

福生保育園 文書 

保護者 

降園時、子どもの顔にひっかき傷があり、担任の臨時保育

士に尋ねたが何も把握していなかった。子どもに変わった

様子がないかきちんと見てほしい。 

怪我をしたとき処置をした担任の保育士と園長が状況説明

をし、今後は子どもの様子、変化を見逃さず、担任間でも情

報共有をしっかりしていくことを話し謝罪した。また職員間

の伝達方法についても再度確認し周知徹底するよう話し合

った。 

福生保育園 文書 

保護者 

自分の子が友だちを噛んだと連絡ノートに書いてあった。

以前自分の子どもが噛まれた時の傷が痕なっているが、噛

まれた時は誰が噛んだか教えてもらえないのか。 

連絡ノートへの記述のみだったため、十分な説明ができてい

なかったことを謝罪し、その時の様子を丁寧に話した。誰が

噛んだかということについては、何度も同じ子に噛まれた時

などは伝えることもあるが、噛みつきをとめられなかったこ

とは園の責任なので十分気を付けることを伝え納得しても

らった。 

福生保育園 文書 

保護者 

子どもを迎えに行ったとき、年長児と年中児がけんかをし

ていて、逃げる年中児を年長児がしつこく追いかけ、キッ

クやパンチをしているのを見かけた。年上の子が年下の子

に乱暴するのはよくあることか。わが子が被害を受けてい

ないか心配。またそんな時はちゃんと指導してもらえるの

か。 

園長がその時の状況を詳しく聞き、その時の担当保育士がそ

のことに気が付かず、適切な指導ができなかったことを謝罪

した。園児から目を離さず、トラブルがあった場合、状況を

見極め適切な指導ができるよう職員間で再度確認し合った。 

福生保育園 文書 

保護者 

姉が登園途中の車の中で咳き込み、少量嘔吐した。姉は欠

席させたが、弟は健康なのに感染している可能性がある子

どもたちを集めた保育室で一日過ごした。どうして病気じ

ゃないのにそんな部屋に入れられないといけないのか。そ

のせいで感染したらどうするのか。そこまでする必要があ

るのか。教えてほしい。 

別室で保育することに関して、保護者に説明を怠ったことを

お詫びするとともに、感染性胃腸炎が流行しているため、家

族に嘔吐や下痢の症状がある場合は、別室で保育するよう保

健所から指導を受けていることを伝え納得してもらった。 

また、別室で保育する場合は、事前に保護者に説明し理解し

てもらうことを徹底するよう職員間で話し合った。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

福生保育園 電話 

保護者 

登園時、オムツを交換しようとしたら排便していたため、

保育士に洗ってもらうよう頼んだ時の保育士の態度が気に

入らなかった。 

少し前から登園時に排便していた場合、保護者に処理をして

もらうようになったことを掲示板等で伝えていたが、周知徹

底できていなかったことに加えて、担当した保育士がきちん

と説明できなかったことをお詫びした。 

福生保育園 文書 

保護者 

子どものズボンの一部が色落ちしていた。塩素消毒の液が

かかったのではないか。子どもの身近に塩素が残っている

のは不安。消毒の仕方を教えてほしい。 

色落ち部分を検証したところ、トイレの手洗い場の高さと一

致したため、そこで消毒液を作った際に液がこぼれたものと

推測された。今後は消毒液は一括して事務室で作ることに

し、推測された色落ちの原因・消毒液の濃度・改善策につい

て全家庭にメールと掲示板で伝えた。 

福生保育園 来所 

保護者 

噛みつきのトラブルがあった際、叱っていた保育士の叱り

方がきつすぎる。以前にも同じ保育士が強い口調で怒って

いるのを何度か見かけたことがある。きちんと指導してほ

しい。 

園長が保育士と面談を行い指導した。保護者に指導したこと

を伝え、納得してもらう。 

福生保育園 電話 

保護者 

アレルギー除去食の指示書について１年毎に検査をして提

出しなければならないとどこに明記してあるのか。アレル

ギーの血液検査について職員が正しく認識しているのか。

職員によって言い方が違うので、きちんと共通理解してほ

しい。 

保護者と直接話ができていなかったので、いろいろな面で誤

解が生じてしまい、不愉快な思いをさせたことをお詫びし、

「米子市保育所給食アレルギー児対応マニュアル」を見ても

らい、これに沿って除去食をしていることを説明し納得して

もらう。１年毎の指示書の提出については入園時に口頭で説

明していたが、確認のため更新時に文書でお願いすることに

した。また、除去食や検査に関して職員間でも研修し、共通

理解を図るようにしていくこととした。 

河崎保育園 来所 

保護者 

着てきたＴシャツが見当たらない。家でも探したがないの

で保育園でも探してほしい。 

クラスの子どもの着替え入れをすべてチェックしたり、他の

クラスにも混じっていないか探したが見つからなかった。保

護者向けに貼り紙で、Ｔシャツを探していることを伝えたが

出てこなかったため、保護者に謝罪した。今後、衣服の汚れ

物を各自の袋に入れるとき間違いがないよう確認すること

を徹底することを保護者に伝え納得してもらう。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

河崎保育園 来所 

保護者 

保護者が迎えに来られた時、鼻汁が出ていたのに拭いてい

なかったため、保護者から鼻汁は取ってほしいと言われた。

また、鼻汁を取ってくれる先生と取ってくれない先生がい

る、中耳炎にかかりやすいので鼻をこまめに拭いてほしい

と言われた。 

保護者の話を聞き担任が謝罪した。職員間でも伝達し、鼻汁

が出ているときは拭くように話し合った。 

和田保育園 来所 

保護者 

車を野球部が使用している側にとめないでほしい。 野球部の方の車が保育園側にとまっていて、とめるところが

なく仕方なくとめた旨を申出人に伝えた。野球部の方にもで

きるだけつめて駐車してもらうようにお願いし、また保育園

の保護者にも、グラウンド側に車をとめないよう掲示板でお

知らせした。 

和田保育園 来所 

保護者 

２回続けてひっかき傷をつくった。毎回同じ友だちに引っ

かかれているようなので、相手の保護者に子どものつめを

切るよう伝えてほしい。 

ひっかき傷ができたことを謝罪し、怪我のないよう気を付け

ていくことを伝えた。その子のつめは短かったこと、また他

の子どものつめの長さも確認し、長い子には短く切ってもら

うよう指導していることを話し、理解してもらった。 

福米保育園 電話 

地域の方 

登降園時、当園保護者の交通マナーが悪く、以前から危険

を感じていた。交通ルール、マナーを守ってほしい。 

掲示板に交通ルール順守のお願い文書を貼り、保護者の方に

周知した。各家庭に啓発の手紙を配布した。しばらくの間登

降園時に職員が道路に立って、交通誘導や声掛けをするよう

にし、親子遠足で保護者が集まる際に、再度交通ルール、マ

ナーの話をし確認することにした。 

福米保育園 来所 

保護者 

友だちから嫌がらせの手紙をもらい、子どもも保護者も悲

しい思いをしている。クラスで話し合いがあったらしいが、

園の方からは何の説明もない。その日あったことは伝えて

ほしい。 

その日あった出来事の把握、判断を担当保育士は正確に行

い、上司への報告、相談を徹底することを全職員に周知徹底

し、問題意識をもって保育を行うようにする。保護者には伝

達が遅れたことを謝罪した。 

福米保育園 電話 

保護者 

上靴を持って行ったはずなのに、保育参加日に上靴をはい

ていなかった。わが子だけが裸足でかわいそうだった。靴

が見当たらないことを早く教えてほしかった。靴を探して

ほしい。 

上靴がないことに気が付いていたのに、保護者に伝えていな

かったことをお詫びした。今後は職員間で気が付いたことは

確認することとした。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

成実保育園 来所 

保護者 

夕方迎えに来たとき、玄関のすじ板や廊下に砂が上がって

いて、足について困る。 

不快な思いをさせたことにお詫びをし、子どもたちが外遊び

から終わって靴を片付けた直後であったことを説明した。外

遊び終了後は掃除をするよう確認した。 

住吉保育園 電話 

近隣住民 

先日の大雨の影響で保育園東側の植え込みの土砂が、自宅

の通路に流出しているので何とかしてほしい。 

職員がすぐに土砂の撤去にあたり、謝罪した。大雨や台風の

後は園内だけでなく、近隣の様子にも目を配るようにした。 

住吉保育園 来所 

保護者 

急な残業が入り、迎えの時間が遅くなった。延長保育利用

の場合、申請が必要であることを伝えられたが、話し方が

厳しいように感じ、気分を悪くした。 

保護者に謝罪し、迎えが遅くなるときは電話連絡を入れてほ

しいことを丁寧に伝えた。その後、職員会で内容を話し、伝

え方、言葉の選び方について話し合った。 

住吉保育園 来所 

保護者 

保護者が降園時、駐車場付近で長い間立ち話をしていて、

子どもが勝手に遊びまわっていて危険である。また、車の

移動が思うようにできない。 

掲示板に苦情内容を公表し、登降園時の保護者に、理解と協

力をお願いした。 

加茂保育園 来所 

祖父 

子どもが眼鏡を着用しており、眼鏡の事故（怪我）が続い

ている。本児にしっかり目配りをし、危険なことはわかり

やすい言葉でその都度本人に伝えてほしい。 

続いてしまったことを謝罪し、今後、その日の様子を伝える

ようにした。職員間でも部屋で走り回ったり危険な行動が行

動が見られたときはすぐに声を掛け伝えていくよう話し合

った。 

加茂保育園 来所 

保護者 

子どもが友だちに腕を噛まれた。２回目なのでトラウマに

ならないかと心配。友だちと仲良く園生活を送っていける

よう気を付けて見てほしい。 

保護者と話し合う機会を持ち、２回も続いたことを謝罪し

た。本児と友だちとの日常の様子を伝え、安心してもらった。 

車尾保育園 来意 

祖父 

散歩中に転んで、額と鼻を擦りむいていた。担任から状況

は聞いたが、頭は打っていないか、額の湿布はいつ取って

いいのかわからない。連絡ノート等で母親にも伝えてほし

かった。 

祖父と母親に、担任と園長とで再度状況説明し謝罪した。伝

え方に問題があった点について、諸連絡は保護者に説明する

ことを職員間で共通理解を図った。 

車尾保育園 文書 

保護者 

迎えの時、テラスにいた数人の園児に「デブ」と言われた。

また他の子もバタバタしており、怪我をしないか気になっ

た。保育士はその様子に気が付かず他の子同士の喧嘩の仲

裁をしていた。良いこと、悪いことはきちんと指導してほ

しい。 

言ってはいけない言葉について子どもと話し合いをしたこ

と、また、合同保育の時間は他のクラスの職員とも連携して

保育にあたるようにし、子供たちの様子を見逃さない体制を

徹底することを説明し謝罪した。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

身障センター 来所 

利用者 

脱衣籠を一人でたくさん使う人がいて、籠がなく床に直接

服などを置かなければならなくて困っている。 

脱衣籠の数を増やして対応した。 

身障センター 来所 

利用者 

浴槽の中栓を抜いてお湯を入れる利用者がいるが、危険な

のでやめさせてほしい。 

中栓を抜くと水圧で排水溝に体が吸い込まれて怪我をする

危険がある旨の貼り紙をして注意を促した。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

施設の使用許可の申請を健常者も障がい者の方と同様に３

月前からにしてほしい。 

当施設は障がい者の方のための施設なので、障がい者の方が

優先的に３月前から申請できるようになっていることを説

明し理解してもらった。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

体育館に空調設備がないため、夏場は暑くて困る。 市の担当課と相談し、扇風機を用意し、利用者から申し出が

あった場合、貸し出すようにした。 

憩の家 来所 

利用者 

雨が続くと正面玄関右側の窪地に雨水がたまり池のように

なり、通行が不便になるのでなんとかしてほしい。 

度々管理人が窪んだ箇所に土を運んで埋めているが、雨が降

ると土が流れだし雨水がたまっていた。市の担当課に相談

し、浸透桝を設置してもらい雨水がたまらないようにした。 

憩の家 来所 

利用者 

午後になると玄関ホールに西日が差し、風呂上りにゆっく

り他の利用者と話ができなくて困る。 

簾を設置した。 

 


