
平成２９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 意見箱に投書  

匿名 

迎えの際に「もっと早く迎えに来てほしい」、「家庭では子

どもをみられないのか」といったようなことを職員から何

度か言われた。 

保育参加日に園長が、必要があれば当然、子どもたちを園で

お預かりすることを伝えた上で、なぜそういった発言をした

のか、園としての思い、姿勢などを保護者に伝えた。 

巌保育園 米子市へ 

保護者 

２歳児の副担任について 

・子どもが先生にパンチされて怖いと言う 

・昼寝をしない時ちょっと厳しく言われる 

以上のようなことを祖母も心配している。 

 

２歳児担任・副担任と、パンチ等の事実はないことを確認。 

今後、誤解を受けないよう、口調、声の大きさなどに気を付

け、保育にあたるように話し合った。 

五千石保育園 来所 

保護者 

保育園の写真を購入する際、いつもは遊戯室に張り出して

あるが、本日は廊下に張ってあったため、子どもの顔がよ

く見えず困った。張り出し場所を考えてほしい。 

当日は保育園のおわかれ会の行事の日だったため、遊戯室に

張っていた写真を一時的に廊下に移動していたが、この後、

再度遊戯室に張り出すことを伝えると納得された。 

 

福生保育園 事務局へ 

保護者 

（匿名） 

障がい者用の駐車スペースを、いつも同じ車が駐車してい

る。ルールを守らない人だけの特権にならないよう保育園

で対処してほしい。皆が気持ちよく利用できるように配慮

してもらいたい。 

掲示文書にて保護者へ啓発していくとともに、駐車している

車を見かけた職員は声をかけるようにした。園児にも身障者

マークの意味や公共マナーについての話をしていく。 

白線が薄くなっていたので引き直した。 

 

福生保育園 来所 

保護者 

迎えの時間が１８：３０を過ぎていたことに気が付かなか

った上に職員から延長保育であることを伝えてもらってな

かったので、延長保育になっていたとは思っていなかった。

翌日になって、昨日は延長保育だったからと言って申請書

を渡されたが、納得できないので受け取りを拒否した。 

延長保育の時間になったことを伝えていなかったことを謝

罪し、改めて申請のお願いをしたところ納得し受け取っても

らうことができた。 

１８：３０を過ぎて迎えに来られた時は、保護者と一緒に玄

関の電波時計を確認し、延長保育になることを必ず伝えるよ

う職員に周知した。 

 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

福生保育園 来所 

保護者 

インフルエンザの出席停止期間について職員によって対応

が違い、統一されていないのはどういうことか。 

他の感染症は医師の許可があれば登園できるのに、インフ

ルエンザに限っては医師の許可があっても登園できないの

はなぜか。 

最初に対応した職員が解熱日の確認をせず、登園可能日を伝

えてしまったことを謝罪し、感染症対策ガイドラインに基づ

いた出席停止期間であることや、解熱日によって登園可能日

が違うことなどを説明した。職員に対しては、再度出席停止

期間の考え方を説明し、欠席３日目に保護者へ電話を入れ、

解熱日の確認をすることを徹底した。 

 

河崎保育園 電話 

保護者 

下痢便が２回出ていたので、都合をつけて迎えに来た。ク

ラスにいた保育士に「様子はどうでしたか」と聞くと「ち

ょっとわからないです」と言われた。責任をもって子ども

を見てほしい。 

 

電話で、担任がきちんと伝達できていなかったことを謝罪す

る。クラスで、子どものケガや体調面の様子を細かく伝え合

い、どの職員も知らないということがないように徹底する。 

河崎保育園 来所 

保護者 

子どもに対する担任の対応（口調など）がきつい。厳しい。

本児のゆっくりのペースを見守ってほしい。担任に言われ

る内容が、母親には負担に感じる。 

園長が母親の話を聞き、溜まった不満、不信感を受け止め、

共感する。 

母親の思いを担任に伝え、子どもへのかかわり方、対応に気

を付けることを話し合った。 

河崎保育園 米子市へ 

匿名 

新入園児の保護者より、匿名で土曜日保育について、問い

合わせがあった。 

 

土曜日保育について、入所説明会で丁寧に説明した。 

和田保育園 来所 

保護者 

運動会の親子競技（大玉転がし）で、両チームの人数があ

っておらず負けた。ゲームが始まる前に人数確認をしてほ

しい。 

保護者に謝罪し、今後は確実に人数確認をしてから始めるこ

とを理解してもらった。 

和田保育園 電話 

保護者 

運動会で個々にメッセージを伝える際、双子に対する内容

が、親が思っている姿と逆のことを言われた。本当に双子

の見分けがついているのか。 

 

不信感を持たせてしまったことをお詫びし、日ごろどのよう

にかかわっているか丁寧に説明した。 

（後日、父親の勘違いだったとわかった） 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

福米保育園 来所 

保護者 

子どもが保育中に、友だちの足に躓き、布団袋入れの籠に

ぶつかり、唇の右側切った。最初の連絡では軽いケガだと

思っていたが、実際は３針も縫うケガだった。どうしてこ

んなケガをしたのか、説明に納得がいかない。その時の状

況がわからないので、事故発生時の詳細な説明をしてほし

い。二度と起きないように対策をしてほしい。 

保護者には説明が不十分であったことをお詫びし、その場に

いた職員から事故発生時の状況を現地で説明した。ケガが発

生した原因を確認しかい、危険が予測できなかったことを再

度お詫びした。 

成実保育園 連絡ノート  

保護者 

「日頃から娘（A子）と友だち（B子）の関係について心

配していることがあったが、親子遠足の様子を見ていて、

やはり B子はいじわるだと感じた」と保護者が連絡ノート

に書いた内容について担任が「A子は友だちの些細なこと

告げ口しに来る」と返事の中で記載した。 

それに対して保護者が「先生が使う言葉ではない」と連絡

ノートで反論した。 

保育士が連絡ノートに書いてある内容について園長に相談

したことで発覚した。 

迎えに来られ母親に園長が事務室で対応した。担任が心無い

言葉を使ったことをお詫びし、母親の気持ちを受け止めた。 

今まで感じていたことを話してもらい、B子については友だ

ち関係をしっかり見ていくことを話した。日頃思っていたこ

とを話されたからか落ち着いた様子になられた。 

その後、担任からも謝罪した。 

住吉保育園 来所 

保護者 

・他の子の紙オムツが間違って、自分のところの汚れ物入

れに入っていた。間違えないようにしてほしい。 

・１日に使用するオムツの量が多すぎる。おしっこが１回

くらいしか出てない時は、交換しないでほしい。 

・保育園で水分をきちんと摂れているのか。 

・祖母が迎えに行ったとき、保育士がカバンを手渡しして

くれなかったことに気分を悪くしたと祖母が言っていた。

自分の代わりに、祖母が迎えの協力をしてくれなくなった

ら困るので、怒らせるような対応はしないでほしい。 

・間違えたことで不快な思いをさせたことについて謝罪し、

クラスでは話し合いの時間を持った。子どもの持ち物につい

ては、入れ間違いがないよう声を掛け合い確認するようにし

た。 

・水分補給の状況、迎えの際の対応について説明し、理解を

求めた。 

住吉保育園 米子市へ 

保護者 

（匿名） 

子どもを迎えに行くと、子どもが赤い顔をしている。あせ

もを作って帰ってもくる。保育園はエアコンの温度設定を

２８度ぐらいに設定してあるようだが、廊下も熱い。保育

園にそのことを伝えてほしい。 

申出人が不明なので、保育園の室温管理について玄関に掲示

することで説明し、理解を求めた。また、エアコンの使い方

などについて、保健だよりを臨時発行した。 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

住吉保育園 米子 市へ

電話 

保護者 

・昨日、保育園から子どもの機嫌が悪いと連絡があった。

ノロウイルスにはかかっていないのに、連れて帰るように

言われた。 

・園で、夏頃に手足口病が流行し、子どもを通園させてい

たら感染してしまった。 

・とびひは病院で夏風邪の一種と言われたので登園したが、

園では預かれないと言われ、仕事に行けなくなった。感染

症に関する対策について、園の教育・研修はどのように行

われているのか。 

・園で発生している情報が園長以下で共有されていないの

ではないか。 

・保育料について、１ヶ月に数日しか通園していなくても

１ヶ月分の支払いを求められる。日割りにできないのか。 

 

 

市役所にて、母親、市役所担当者、園長、担任で面談する。

不満を持たれた事項について、時間をかけて一つひとつ説明

をした。 

加茂保育園 来所 

保護者 

下の子ども（乳児）に手がかかり、登園が遅くなってしま

う。努力しているつもりだったが登園した際、担任からも

う少し早く登園しないと活動が十分にできないと言われ

た。 

また、先日子どもがケガをした時も、うちの子が悪くてケ

ガをしたように聞こえた。普段でも色々なことを指摘され

ることがあったので、うちの子は嫌われているのではない

かと心配になった。 

 

 

 

園長が保護者の話をゆっくり聞き、担任に事実を確認するこ

とを話した。担任に確認すると、保護者との信頼関係ができ

ていると思っていたので、言い方が丁寧でなかったかもしれ

ない、とのことだった。 

翌日、園長と担任で、不信感を持たせたことをお詫びし、本

児を大切に思っていることを伝え、なぜ、そういったお願い

をしたのかを改めて伝え納得してもらった。 



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 

最近続けて引っかかれてケガをして帰るし、担任から伝え

てもらっていないところにもケガをしている。ちゃんと見

てもらっているのか心配。 

園長に直接伝えに来られたので、ケガが多いことを謝罪し、

担任に伝えてケガについて防ぐ方法を話し合っていくこと

を伝えた。複数担任クラスなので話し合いをし、その結果を

再度謝罪するとともに伝えた。 

車尾保育園 来所 

保護者 

我が子は専門機関に通っている。登園時、職員が我が子に

挨拶をさせようとかかわっているが、子どもが専門機関に

通っていることで特別視されているように感じる。 

普通に接してほしい。 

迎えの際に面談を行い、挨拶はコミュニケーションを図る上

で大切にしていることで、他児と変わりなく声掛けをしてい

ることを説明した。 

また、特別視されているように感じさせてしまったことにつ

いて謝罪し、改めていくことを話すと納得された。 

車尾保育園 電話 

保護者 

A 保育士から、迎えの時に魚の形をした醤油入れを、自分

の家庭の物ではないのに、決めつけた言い方で渡された。 

また、子どもが「A 保育士に怒られた」と言う。以前から

A 保育士に送迎時に無視されたことがあり、人によって対

応に温度差があるように感じる。話を聞いて改めてほしい。 

魚の醤油入れや「怒られた」事柄を A保育士から確認し、園

長、担任、申出者と面談をし、経緯を説明し、理解を得た。 

送迎時の対応については、全職員につながることなので、職

員会議で保護者対応に温度差がないように取り組んでいく

ことで共通理解をしたことを伝えた。申出者からは「改善さ

れればいいです」と言われた。 

事務局 米子市へ 

匿名 

A保育園から B保育園に転園予定の保護者（匿名）からの

申出。A 保育園の職員が、離婚し別れた旦那に保育園の転

園先や、新しい彼氏のこと、車の色等の情報を漏らしてい

る。また、A 保育園の職員に元旦那の友人が働いているの

で、そこから情報が漏れないようにしてほしい。 

今回の申出を A保育園には伝えないでほしい。 

米子市が確認した限り、A保育園から B保育園に転園した児

童はいなかったが、A保育園へ個人情報の取り扱いについて

十分に注意するよう伝えた。職員会議で個人情報の取り扱い

について確認するよう伝えた。 

事務局 来所 

元保護者 

A保育園から C保育園に転園予定の保護者。 

A 保育園の職員が、元旦那の友人で、そこから自分の情報

が元旦那に漏れている。元旦那が職員から聞いたと言って

いた。情報を漏らさないでほしい。異動もあると思うが、

車の色、ナンバー等の私的な情報が回らないようにしてほ

しい。 

個人情報の取り扱いに関する規程を定めていること、直近の

園長会にて全園に対して個人情報の取り扱いについて確認、

注意を促す旨を説明したところ納得された。 



 

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 

来館者同士でもっと話をするなど交流をしたい。 来館者相互の交流を促進できるよう、職員が積極的にロビー

に出て会話などの仲介を行うように心がけるようにした。 

身障センター 来所 

利用者 

身体障害者を提示したところ、中身を見られ、個人情報を

勝手に見られて不快であった。 

施設利用申込書に“肢体不自由”と記載してあるが、“肢体”

が“死体”に取れるから不適切だ。 

職員の対応や、他の利用者のマナーがなってない。 

身障者手帳の提示を受けたときは、内容を確認する旨を明確

に本人へ伝えるよう、職員に徹底した。 

施設利用申込書の記載を“肢体”から“上肢・下肢”とした。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

駐車場出入口の段差が大きく、車で通過する際にショック

が大きい。安全策を講じてほしい。 

同様の申出が複数あったことから、米子市の担当課と協議を

行った。その結果、サン・アビリティーズが駐車場出入口に

「段差あり徐行」と記した注意喚起の看板を設置し、米子市

は出入口部分の舗装を可能な限り修復し、段差による衝撃の

軽減を図ることとなった。 

 


