
平成２７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 来所 

保護者 

発熱のため早退したが、発熱に関する電話連絡の際に、直

前にした小さな怪我についても知らせてほしかった。 

その場でまず保護者に謝罪し、その夜、電話でも謝罪した。 

翌日、登園時に再度けがをしたときの状況を説明した。 

今後は、けが等はできるだけ早く報告するように職員で話し

合った。 

 

巌保育園 文書 

保護者 

ビニール袋を持ってくるようにクラスだよりに書いてある

が、保護者会で購入することになっているのではないか。 

保護者会で購入することを担任が把握していなかったこと

を謝罪し、訂正の手紙をクラス全員に配付した。 

職員の共通理解を徹底していく。 

 

 

五千石保育園 電話 

保護者 

保育中に保育士が子どもの前で本児の名前を呟き、名字が

変わったことを確認したと子どもが言っている。離婚後間

もない子どもの前で、名前を確認することはやめてほしい。 

 

 

配慮不足だったことを担任及び園長が謝罪した。職員会で今

後の保育園の対応について話し合い、すべての子どもの人権

に配慮することを確認し合った。 

 

 

五千石保育園 電話 

保護者 

保育園でトラブルがあり、打撲跡があった。トラブルがあ

ったとき、相手の保護者にきちんとあったことを伝えてほ

しい。 

また、子どもをきちんと見てほしい。 

 

状況説明が適切ではなかったことを謝罪した。職員会でトラ

ブルの後、子どもの体に異常がないか確認することと、保護

者への伝達の方法について話し合い、相手の保護者にもきち

んと伝えていくことを確認しあった。 

 

 

五千石保育園 来所 

保護者 

降園時、同じ組の男児が本児に対し暴言を吐き、本児も自

分も傷ついた。以前からトラブルが生じているようなので、

気をつけて見てほしい。 

 

時間を設け、保護者の思いを聞き、担任が謝罪する。職員会

にて日頃から職員が連携を取り合って、子どもを見ていくこ

とを確認し合う。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

福生保育園 来所 

保護者 

子どもが園で玩具の誤飲が疑われる事故が起きた際に、連

絡が遅かった。園長不在でも判断できるような危機管理体

制を整えてほしい。 

また、誤飲する可能性のある玩具を使わせていたのはなぜ

か。再発防止に努めてほしい。 

さらに、事故が起きた際に保育士が言い訳ばかりする。重

大事故が起きた時にはその日のうちに園長が状況を説明し

謝罪すべきではないか。誠意が感じられない。 

常務と園長が自宅へ謝罪に行き、再発防止を検討し改善して

いくことを約束する。園内では玩具をすべて再点検し、誤飲

の可能性がある玩具はすべて使用禁止とした。事故報告及び

再発防止策について全家庭に文書にて報告した。 

また、職員間で連携し、保育中の危険性を予知し、事故を未

然に防ぐことができるよう保育士の資質を高めるための研

修を行い、さらに危機管理体制の見直しを図り、適切で迅速

な対応ができるようにしていく。 

福生保育園 電話 

（第三者委員へ） 

保護者 

遠足と就学時健診の日程が重なっているが、日程はずらす

べきではないか。就学時健診に行かせないといけないが、

年長で最後の年なので遠足にも行かせたい。湊山公園まで

迎えに来るように言われたが難しい。今後は保育園行事と

小学校行事が重ならないよう考慮してほしい。 

遠足のバスを予約した時点では、就学時健診の日程が公表さ

れていなかったこと、就学時健診と日程が重複した２校に健

診の受付時間を確認し、遠足終了時間を保育園に帰園後の迎

えでも間に合うように設定した旨を掲示して伝えた。今後は

行事予定を組む際に、確認できるものは可能な限り確認をし

てから決めることにした。 

和田保育園 来所 

保護者 

おしぼりケースのふたがきちんと閉まってなく、かばんや

他のものがぬれた。きちんと閉めてほしい。 

保護者の方に不快な思いをさせたことを謝罪した。子どもた

ちが自分でしようとしている姿を伝えていくとともに、最後

は保育士が確認するようにした。 

和田保育園 来所 

保護者 

子どもが県民総合福祉大会に参加することを伝えてもらえ

なかった。 

また、園外に出かける時は知らせてほしい。 

その日の内にお詫びの文書を配布した。また、送迎時に保護

者一人ひとりに状況を説明し謝罪した。その後、記録用に撮

っていたビデオをＤＶＤにして貸出した。 

福米保育園 来所 

近隣住民 

保育園の枯れた鉢花が自宅の敷地内に投げ込まれているの

で撤去してほしい。 

園長が申出人と一緒に現場に行き、すぐに撤去し、お詫びを

した。子どもたちにも注意をうながした。 

福米保育園 電話 

保護者 

登園時に駐車場内で親同士が立ち話をしており、その間子

どもたちが駐車場内で遊んでいた。遊んでいる子どものカ

バンが申出人の車に当たり傷がついたので注意をした。親

同士で話があるのなら子どもを保育園に送り届けてからに

してほしい。 

駐車場での注意事項の手紙を全世帯に配付し、駐車場のフェ

ンス及び玄関に注意喚起の貼りだしを行った。また、以上児

には、各クラスで再度、駐車場で遊ばないことの約束をした。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

福米保育園 来所 

保護者 

土曜出席予定表４月分を記入するものだと思っており、４

月分の記入をして連絡帳に挟んで提出したが、そのまま返

却された。返却された理由がわからなかったので、次の日

にも提出したが、また返却された。５月分の記入が必要な

らその旨を説明して欲しかった。 

また、土曜の出席予定を記入し姉のクラスに提出していた

が、妹のクラス担任にまで伝わっておらず、土曜が出席予

定にもかかわらず、金曜に迎えに行った祖母が布団を持ち

帰ってしまった。職員間での連絡ができていない。 

土曜出席予定表は上のクラスが下のクラスに回すようにし、

下のクラスも必ず確認することを改めて職員に周知した。 

土曜日に休みの予定の子は、前日の昼までに出席状況記録簿

にチェックする。 

福米保育園 電話 

近隣住民 

８時１７分頃、保育園横の道路を走行していたところ、対

向車が道路の中央に停まっており、すれ違いができなかっ

た。対向車の運転手は女性で、横に寄ろうともせず目つき

が怖かった。保育園の保護者かどうかはわからないが、危

ないので注意しておいてほしい。 

注意喚起の貼り紙をした。 

成実保育園 電話 

保護者 

迎えに来たとき、延長保育担当の保育士が、「早く片付けな

さい」と急き立てるように言っていた。わが子が追い込ま

れているように感じた。年上の子もいて、他の子の前で言

わなくてもいいのではないかと悲しくなった。 

延長保育担当の保育士に伝えると、保育士自身も保護者の様

子が気になっていたと言い、保護者へ電話をし、言い過ぎが

あったことをお詫びした。 

翌日、園長からもお詫びをした。 

成実保育園 文書 

匿名 

気になる職員の様子があるが、言う場がないのでアンケー

トを取ってほしい。 

アンケートは毎年、年度末に実施しており、それと同時期の

意見箱への投書であったため、通常のかたちでアンケートを

実施した。 

アンケートに、「自分が挨拶をしてもしない保育士がいる」

と書かれてあったことを全職員に伝え、今まで以上に気をつ

けて保護者とかかわるよう話し合った。アンケートの結果は

平成２７年度の報告として、５月２５日の平成２８年度保護

者総会で伝える予定にしている。 

 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

住吉保育園 来所 

祖母 

連絡ノートには「園ではうんちが出ていません」と書いて

あったが、帰宅後パンツを見ると、うんちが付いていた。

子どものことをよく見てもらっているのか不安になる。３

歳児クラスになり、担任が代わってから不安を感じること

が多い。 

目が行き届いていなかったことを園長、担任が謝罪した。排

尿、排便については声かけだけでなく、きちんとトイレに同

行して、見守るようにすることを担任間で確認しあった。 

住吉保育園 電話 

保護者 

流行している「流行性角結膜炎」について毎日の発症者数

を玄関に掲示してほしい。園長にそのことが伝わっている

はずだが、実施されていない。 

玄関のボードに、毎日発症者数を掲示するようにした。 

住吉保育園 電話 

保護者 

数日前に外あそびは控えてほしいと、連絡ノートに書いて

いたにもかかわらず、その日に外あそびをしたと記入して

あったが、どういうことか。 

また、鼻水が出ているのにＴシャツ１枚で降園した。気を

つけてほしい。 

ノートの確認が不十分であったこと、また着衣に対して配慮

が欠けていたことを電話で謝罪した。 

翌朝、母親にも配慮不足を謝罪した。 

担任間で確認しあい、気をつけていくことを話し合った。 

加茂保育園 来所 

保護者 

年長児が制作活動をする際に、必要なもの（空容器などの

制作材料）を子どもだけに伝えると情報が不鮮明で、何を

持って行けばいいのかよくわからない。保護者にもよくわ

かるように掲示等にしてほしい。子どもがきちんと話を聞

いているかどうか試されているようで不快に感じた。 

不快にさせてしまったことを謝罪し、準備するものは、子ど

もの伝達能力を養っていくことと合わせて、保護者にもわか

るよう、手紙や玄関に掲示していくことを伝えた。 

加茂保育園 米子市へ 

保護者 

布団の紐や、上着をかけるための紐がとれていても、何の

説明もない。職員に聞くと「とれたのでつけてください」

とだけ言われた。きちんと説明してほしい。 

また、行事の手紙が配付されなかったので問い合わせると、

自分に非があるように言われた。謝罪してほしい。 

さらに、保護者からの記入の少ない他児の連絡ノートが誤

って入れてあったが、記入をするなという意味でわざと入

れてあったのだと思い、連絡ノートに記入をするのをやめ

た。 

保護者と話し合う時間を持ち、一つひとつのことに十分な対

応ができていなかったことを謝罪した。また、度重なるでき

ごとで誤解をもたれたようなので、そうではないことを園長

と担任とで伝えた。 

園の職員全員に、保護者の思いを伝え、一人ひとり大切に対

応していくことを確認した。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

加茂保育園 来所 

保護者 

子どもを療育センターに連れて行くときに、担任も一緒に

行くと言いながら、キャンセルが続いた。体に噛まれた痕

があったが、伝達がないことも多々あり、また、欠席の連

絡を事前にした上で、当日にも連絡しているのに把握して

いない職員がいた。以上の事からわが子を十分に見てもら

っていないように思う。 

療育センターへの同行ができなかったことは、本当に止むを

得なかったことを伝えた。園内で伝達事項がきちんと伝わる

よう話し合うことを伝え、いろいろなことで不信感を持たせ

てしまったことを謝罪した。 

 

加茂保育園 電話 

保護者 

ひっかき傷を作って帰ることが続いた。また、伝達がなか

ったが、お風呂に入る際に胸にひっかき傷があった。誰が

したのか聞くといつも同じ子の名前を言っている。そうな

ら相手の保護者にも伝えてほしいし、怪我の無いようにし

っかり見て、あった時はきちんと伝達してほしい。 

怪我が続いたことと、怪我の伝達ができていなかったことを

謝罪した。また、トラブルの原因や子どもたちの様子を伝え、

責任の所在は保育園であることを話し、理解を求めた。 

職員がいる場所や、玩具の数や配置など、安全に遊べるよう

に環境を整えていくよう、職員で話し合った。 

車尾保育園 文書 

保護者 

「保育園で友だちが話を聞いてくれない」と言っている。

友だちにいじめられているのではないかと心配である。園

での友だちとのかかわりや遊びの様子、また、原因は何か

知らせてほしい。 

口頭でその日の迎えのときに、話を聞いてくれない子から個

別に聞き取りをした内容や普段の友だちのかかわりの姿や

遊びの様子を伝えた。「わかりました」と納得された。 

新入園児で様子がわからず、不安がある保護者に対しては、

より具体的に様子を伝えていくように職員で共通理解をし

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 

当センター玄関の両脇に、車いす利用者専用の駐車場を２

つ程度確保するため、車いすマークかハートフルマークを

付けてほしい。 

車いすマークかハートフルマークにするか職員により検討

した結果、駐車場利用者の実際の利用状況から、車いすマー

クを２か所つけることとし、職員の手により施行対応した。 

身障センター 来所 

利用者 

「家族風呂のお湯が大変汚れている」との苦情があり確認

すると、湯面に皮脂と湯垢が一面に浮き、お湯全体が白く

濁っている状態であった。 

利用後の浴槽内の汚れの状況により、浴槽内の湯を抜き取り

洗い流して湯を入れ直すか、湯をオーバーフローさせて浴槽

内の湯をきれいにすることで対応することにした。 

身障センター 来所 

利用者 

男性浴槽に湯垢が浮き、取り除いても下から湧き上って来

る状態である。浴槽は身体を温めるところであり、身体は

洗い場で洗ってほしい。浴槽内でのタオル使用や身体を洗

うことはやめるよう張り紙をしてほしい。 

「浴槽内でのタオルの使用や身体を洗うことは控えて頂き

ますようお願いいたします」との張り紙をする。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

夏場の体育館が暑く、体育館に空調を付けてほしい。 体育館に空調を設置することは難しいことを説明し、体育館

用に用意している家庭用扇風機を、工業用の扇風機に変更し

た。また、ロビーには空調を入れているので、休憩の際は熱

中症予防のためロビーを利用していただくようお願いした。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

テニスネットのワイヤーが手に刺さる。 新しいワイヤーに交換をしてまだ間もなかったが、調べたと

ころ小さなササクレが多くみられた。器具庫には、けが防止

に厚手の皮グローブを用意しているが、面倒だからと使用さ

れない利用者がほとんどだった。そのため、スポーツ用品店

に相談し、ロープタイプのネットに変更した。 

 


