
平成２６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 

食事がほとんど食べられなかったと連絡ノートで報告を受

けたが、食事形態を変更（きざみ食から普通食に）したた

めではないか。また無理強いせず、子どもが食べようとす

るものを食べさせてほしい。食べない時は水分補給を十分

にしてほしい。 

食事形態をきざみ食に戻して様子を見ていくことにした。 

園での様子を口頭でも知らせたり、保護者の話を十分に聞い

たりして、一人ひとりにあった援助や発達に応じた対応をし

ていくことを話し合った。 

巌保育園 文書 

電話 

祖母 

帰宅後、子どもが怪我をしていたことに気が付いた。保育

園であったことはきちんと知らせてほしい。 

職員間の伝達ができておらず、怪我のことをお知らせしなか

ったことをすぐにお詫びした。少しの怪我であっても連絡ノ

ートや口頭で必ず伝えること、また、職員間の連絡は必ず伝

達ノートを使い、お迎えの時に伝えることを再度確認し合っ

た。 

巌保育園 来所 

保護者 

子どもが午睡の時に嘔吐した布団カバーと布団を同じ袋に

入れて持ち帰ったため、布団まで濡れていた。布団と布団

カバーは別々の袋に入れてほしい。 

布団と布団カバーはどちらも嘔吐により汚れていたことを

伝えたところ、納得してもらえた。 

巌保育園 文書 

保護者 

１週間のうちに３回、首の後ろ側にひっかき傷があった。

自分でしたかもしれないが、怪我などをちゃんと見てほし

い。 

今後は子どもの様子に気を付けていくことを伝え、お詫びし

た。子どもの動きや遊びの様子を保育士同士で確認し合い、

何かあればその都度伝えるよう再確認した。 

巌保育園 文書 

保護者 

お知らせの手紙をもらっていない。 手紙をカバンに入れたことを伝えたが、手紙が見つからなか

ったのでお詫びし、お知らせの内容を口頭で説明し、納得し

ていただいた。 

巌保育園 来所 

保護者 

以前、入所前に一時預かり保育で保育園に慣れておけば、

４月からの入所も大丈夫だと言われたので、一時預かりを

お願いしたのに断られた。 

そのようにお話していたことを忘れていたので、謝罪した。

また、一時預かりが可能な日を提示し、利用していただいた。 

 

五千石保育園 来所 

保護者 

降園時の保育士からの伝達事項と、連絡ノートの内容が違

っていた。正確な情報を伝えてほしい。 

確認不足だったことを担任及び園長が謝罪した。職員会で子

どもの様子を全職員が共通理解できるよう、報告・連絡、記

録のチェックを行なうことを確認し合った。 



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 電話 

保護者 

子どもが園で怪我をしたことを伝えてもらった時、保育士

が言い訳をしていた。状況を正しく伝えてほしい。また、

子どもをきちんと見てほしい。 

その場で対応の不手際と、状況説明が適切ではなかったこと

を謝罪した。また改めて担任と園長が本児宅を訪問し謝罪し

た。職員会では保護者への伝達方法について話し合い、１人

ひとりの子どもへの関わりを密にし、子どもから目を離さな

いことを確認し合った。 

五千石保育園 来所 

保護者 

特定の友だちとのトラブルがあり、ひっかき傷があった。

保育士の話と子どもの話とが違い、不安である。 

時間を設け、保護者の話を聞き、説明不足だったことを担任

が謝罪した。職員会にて、日頃から保護者との連携を図って

いくことを確認し合った。 

福生保育園 来所 

保護者 

以前、汚れ物入れの袋の中によその子の紙パンツが入って

いた。その際に間違いを担任に指摘したが、また間違って

ほかの子の汚れ物が入っていた。今後は間違いのないよう

に気をつけてほしい。 

同じ間違いを繰り返したことを保護者に謝罪した。職員間で

汚れ物を入れる際の確認を徹底することと、名前が似ている

子のカバン掛けの場所が隣同士だったため離れた場所に変

更するなどの改善策を話し合い、その旨を保護者に伝えた。 

福生保育園 電話 

保護者 

乳児の熱が高いのは当たり前なのに、少しの熱でもすぐに

病院に連れて行くように言われた。できるだけ病院や薬に

頼りたくない親もいるので、あまり厳しく言わず、柔軟に

対応してほしい。 

乳児の体調に関して、初めて乳児を担当する職員を含め、し

っかり勉強するように再度指導した。また、熱だけではなく

便や機嫌、食欲などの全身状態をしっかり観察して保護者に

様子を伝えるようにしていく。また、感染症の流行を防ぐた

めには協力していただかなければならない時もあるという

ことも様々な場面で伝え、お願いした。 

福生保育園 文書 

保護者 

降園時、車に乗らないとぐずっている子どもを置き去りに

して発進しかけた保護者がいた。危険なのでやめさせてほ

しい。また、駐車場でのマナーを周知徹底させてほしい。 

申出人にその親子の名前を尋ね、直接注意するとともに、他

の園児にも駐車場に出る時はおうちの人と手をつなぐこと

を指導した。また保護者に向けて、危険事例をあげて駐車場

でのマナーについて掲示板にて注意喚起した。 

河崎保育園 来所 

保護者 

布団などたくさん荷物を持っている時や雨の日などに門扉

の２か所の施錠をするのはとても大変なので、どうにかな

らないか。 

保護者の思いを聞いた後、門扉を出るとすぐに駐車場であり

危険なこと、実際に危険な場面もあったことを話し、子ども

の命を守るために門扉の施錠をお願いすると、理解していた

だけた。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

河崎保育園 文書 

保護者 

長い髪の職員が髪を結んでいないので見苦しい。 全職員で共通理解を図るためすぐに苦情内容を回覧した。ま

た、子どもたちと接する時は、髪を結ぶよう年度当初に確認

したことを再度確認して実行した。 

和田保育園 来所 

保護者 

他の子の紙パンツのごみが間違って入っていることがある

ので気をつけてほしい。 

必ず確認してから入れること、朝履いてくる紙パンツに記名

がないことが多いので保護者に記名をお願いすること、それ

でも記名がない場合は保育士が記名することを話し合った。 

和田保育園 文書 

保護者 

水遊びの後の服に砂がついていて、洗濯機が砂だらけにな

って困る。砂を払ってからカバンに入れてほしい。 

脱いだ服や水着はビーチバッグに入れる前に必ず砂を払う

ように声かけをすること、脱いだ服や水着をタオルに巻いて

入れる際に、必ずすのこの上で行うようにし、テラスはこま

めに掃いておくことを話し合った。 

和田保育園 文書 

保護者 

遠足のバス代について、保護者が子どもの人数より多く来

ている家庭からバス代を徴収するのはわかるが、金額がど

のように決まっているのか曖昧なので、収支報告を貼り出

してほしい。 

バス代は「バス代（１台分）÷参加された大人の人数」で計

算していることを説明し、納得していただいた。遠足終了後

に玄関に収支報告書を貼り出すことにした。 

和田保育園 文書 

保護者 

紙パンツの交換回数が多すぎる。まだトイレトレーニング

の時期ではないので、そんなに替えなくてもいいと思う。 

保護者に園の方針を伝えるとともに、排尿の量を見ながら交

換するようにした。 

福米保育園 来所 

保護者 

該当児は卵・乳アレルギーがあり除去食対応をしているが、

帰宅後連絡ノートを見ると、おやつに「卵ボーロ」と記入

してあった。担任から記入間違いとの謝罪があったが、次

の日の登園時に他の職員からの謝罪がなかった。周知徹底

してほしい。 

上部への報告がなかったことにより、職員への周知徹底がな

されなかったことをお詫びした。また、職員には報告・連絡・

相談の徹底を再確認し、個別配慮の必要な子どもの連絡ノー

トの保管は別にし、記入ミスがないよう徹底した。 

福米保育園 電話 

近隣住民 

子どもの泣き声がひどい。保育園児なのに１から１０まで

わかるわけがない。それなのにいつまで泣かせるのか。 

不快感を与えてしまったことを電話でお詫びした。また、子

どもへの対応に対する苦情については、子どもの人権に配慮

し、絶対に個人情報を漏らさないよう職員に周知した。 

福米保育園 電話 

近隣住民 

保育園の保護者が一方通行の交通ルールを守らず、大変迷

惑をしている。保護者に指導してほしい。 

電話でお詫びし、交通ルールを守っていただくよう玄関に掲

示して注意喚起した。また、しばらくの間、園長が街頭に立

ち、保護者への指導を行なった。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

福米保育園 電話 

保護者 

登園時に早番の職員が他の保護者と話しており、自分たち

には挨拶もしてくれなかった。朝、職員が玄関に立ってい

る意味がない。挨拶をしてもらえなかった子どもがかわい

そうだ。 

職員の対応が不快感を与えたことをお詫びした。早番対応に

ついて改善策を職員会で話し合った。 

成実保育園 来所 

保護者 

運動会の時、保護者席に個人テントを立てるのはどうなの

か。狭い観客席にテントを立てると場所をとられ、迷惑に

思う。 

昨年度テントを立てられた方は、他の保護者にも使ってもら

いたいという思いがあったことを伝えた。今年度も園がテン

トを立てる予定があることや、個人のテントについて検討す

ることを伝えた。 

成実保育園 電話 

保護者 

シラミ発生を掲示板で見たが、インフルエンザの時のよう

にどこのクラスに何人いるという発生状況の情報がほし

い。わが子のクラスで発生したことがわかっていたならも

っと注意した。保育園にシラミがなくなるまで休ませる。 

シラミに対して偏見があり、プライバシー保護の観点からク

ラスを特定せずに掲示したことを詳しく説明した。その後、

シラミへの注意と対処の仕方についてのプリントを各家庭

に配布した。 

住吉保育園 来所 

保護者 

降園時、廊下にしゃがんで掲示ボードを見ていたら、他の

保護者が勢いよく手指消毒をし、消毒液が自分の目、衣服、

携帯電話にかかった。消毒液をかけた人に謝ってほしい。 

目の痛みに対しては眼科の受診を勧めた。園長より相手の方

に気持ちを伝えるとともに、苦情の内容を公表して周囲への

配慮について協力を求めた。また、掲示ボードと消毒液は距

離をおいて置くようにした。 

住吉保育園 電話 

保護者 

子どもの園での行動について、怒って唾を吐く等の事を伝

えられても、それは園で習ってきたことだ。それをどうに

かするのが保育士の仕事ではないか。 

子どもの行動について話をしたことで不愉快な思いをさせ

てしまったことを謝罪した上で、気になる行動について家庭

と共通理解し、相談したり最善の方法を考えて取り組んでい

きたいことを伝えた。 

住吉保育園 来所 

保護者 

排尿失敗のズボンが一部漂白されて返ってきたことについ

て担任より説明を受けたが、状況がよくわからない。もっ

と詳しく説明してほしい。 

園長と担任で、容器の蓋にわずかに付着していたトイレの消

毒液がズボンについたことを再度説明し、配慮不足を謝罪し

た。消毒液使用後の付近の始末についてクラスで話し合い、

確認し合った。 

住吉保育園 来所 

保護者 

園の駐車場入り口が混雑して困った。（朝９時２０分頃）工

事の時間帯を変えてほしい。警備員をもう１人ぐらいつけ

て対応すべきである。 

工事時間の変更は不可能なので、もうしばらくの期間の協力

をお願いした。また玄関ボードにて苦情を公開し、保護者へ

引き続き協力をお願いした。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

住吉保育園 電話 

保護者 

自分の子どもがとった行動（友だちを叩いた）について連

絡ノートに名指しで記入しないでほしい。また、園が朝７

時３０分にならないと開園しないので困る。 

ノートに記入の事実はなかったが、降園後の子どもの話から

ノートへの記入があったとの誤解が生じたと思われるので、

保育士には言動に心配りするよう周知した。朝７時３０分の

開園については、協力をお願いした。 

住吉保育園 電話 

近隣住民 

保育園前の道路が夕方６時半ごろ混雑して迷惑している。

何とかしてほしい。 

迷惑をかけていることを謝罪し、今の状態の期間が５日間で

あることを説明して協力をお願いした。また、早急な対策に

ついて話し合い、最も混雑する時間に職員が外に出ること、

保護者出口として一方通行をお願いすることにした。 

加茂保育園 来所 

保護者 

保育士が子どもの苦手な野菜を無理に食べさせるので、登

園を嫌がるのではないか。無理に食べさせないでほしい。

また、普段の子どもの様子を教えてほしい。 

主担任と保護者で話し合う時間を持ち、子どもが園で楽しく

遊んでいる様子や、担当の保育士とかかわっている様子を詳

しく伝え、保護者に安心感をもってもらえるようにした。 

加茂保育園 文書 

保護者 

新しく異動してきた若い職員の挨拶がない。挨拶をしてほ

しい。 

全職員に知らせ、挨拶に気をつけるよう再度確認した。また、

謝罪文を作成し、翌日玄関に掲示した。 

加茂保育園 来所 

保護者 

延長保育中に子どもが怪我をして泣いていたが、保育士が

状況を把握しておらず、説明がなかったので、病院で医者

に説明できなかった。もっと子どものことをしっかり見て

ほしい。 

延長保育担当者に状況を確認し、母親の苦情を伝えた。園長、

クラス主担任、延長保育担当者でしっかり子どもを見ていく

ことを伝え、謝罪した。 

車尾保育園 文書 

保護者 

友だちに頬を噛まれた。入園してから３回目であり、今回

は顔なので心配している。子ども同士のトラブル対応の仕

方を検討してほしい。 

翌日の送迎の際に保護者と話し合い、トラブルが続いてしま

ったことを謝罪し、噛み付きをする子に保育士が個別につ

き、対応していくことを伝え、納得していただいた。職員間

でも担当を決めて噛み付きをする子の行動を今まで以上に

把握していくよう話し合った。 

車尾保育園 文書 

母親 

夕方の保育中に部屋を走り、転倒して後ろ頭を打ったこと

を迎えの時に父親に伝えてもらったが、腫れているので心

配になった。早めに連絡してほしかった。 

打撲は後で腫れる場合もあり、保護者の立場としては心配に

なるので、直接母親に状況を説明し、その後の様子を確認し

合うという対応をすることを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 

身障センター 来所 

利用者 

祭日の浴槽の温度管理が適切でない。 利用者が少なく、職員も少ないため温度管理ができていなか

ったので、利用者に調整していただくとともに、職員も再度

管理していくと掲示した。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

体育館器具庫の鉄扉が重く、開け閉めが大変である。 鉄扉のレールの掃除と吊車に注油をすることで改善した。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

バドミントン支柱のネット固定ネジが締まらず、ネットが

張れない。（支柱の老朽化のため、同様の申し出が複数回あ

った。） 

利用者にお詫びし、ネット代は、次回使用の際に相殺するこ

とで納得していただいた。また、業者に依頼して修理をした

が、修理不能になったものは新しい支柱を購入した。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

体育館の申込み状況をインターネットで自由に確認できな

いのか。いちいち職員に聞かないでいいようにしてほしい。 

インターネットにはつながっていないことを説明し、申込み

状況が一目で分かるよう一覧表を受付けに設置することで、

理解していただいた。 

 


