
令和２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 連絡ノート 

保護者 

発熱のため母親に連絡し、１時間過ぎた頃に迎えに来られ

た。その際、担任より「祖父母に頼むなどして３０分くら

いで迎えに来てください」と言われたが、祖父母は遠方に

いるため迎えが頼めない。また、母親自身も職場から３０

分以上かかるため、すぐには迎えに行けない。 

ノートに記載のあった当日の降園時、父親に緊急時の迎えに

ついて３０分と決めていないことを伝え、仕事を終えて迎え

に来ていただければよいことを説明し、謝罪した。 

クラス内でも保護者対応や早退時の対応について話し合い、

共通理解を図った。 

 

巌保育園 連絡ノート 

電話 

保護者 

迎えの時、子どもが遊戯室の前の廊下で、１人で泣いてい

た。保育士から特に伝達や説明もなく、経緯や状況がわか

らず不安になった。職員の目の届かない所で子どもが１人

になることは普段からあるのか。対応についても説明して

ほしい、と連絡ノートに記載があった。重ねて電話での問

い合わせもあった。 

今回起きたことの経緯を時系列に沿って説明し、本児が廊下

に１人でいる状況になったことに気が付かなかったことを

担任、園長が謝罪した。 

日頃、子どもが１人になる状況は作らないように、今後十分

に配慮すること、今回は職員の伝達、連携不足が原因である

ことを伝えた。 

職員会で、１６時以降の合同保育の体制について、役割分担

を明確にし、声に出して連携していくことや、環境構成につ

いても見直し、改善していくことを話し合った。 

五千石保育園 電話 

（事務局へ）  

保護者 

園庭の水捌けが悪いため、雨の日に子どもの靴が濡れてし

まった際に、園長の対応に配慮が足りなかった。また、日

頃から保護者の申出にはきちんと対応してほしい。 

保護者の話を聞き、配慮が足りなかったことを事務局が謝罪

し、保護者と園長の話し合いの機会をもった。思いを受けと

め、今後も心配なことがあれば相談してもらうよう伝えたこ

とで保護者も納得された。日頃から保護者の気持ちに寄り添

い、しっかりとコミュニケーションを図っていくよう努め

る。 

福生保育園 来所 

保護者 

感染症流行期対応の解除にあたり、手拭きタオルを持って

くるようにと掲示してあるが、手拭きタオル使用停止の時

には連絡はあったのか。はっきりとわかりやすく伝えてほ

しい。 

感染症流行期対応を始めることをお知らせ掲示した日付を

伝えるとともに、掲示物がたくさんあると分かりにくいこと

も考慮し、コーナー分けをして伝える工夫や、メール配信を

利用して伝えていくことなどを伝えた。 



 

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 

園内での感染症流行期対応として、手拭きタオルの使用を

停止し、ペーパータオル使用にされているが、玄関のお知

らせボードに“感染症流行期対応にする”と表示があった

が、担任がそのことを知らず、手拭きタオルを持ってきた

子どもにそのまま自分のタオルを使わせていた。職員へ周

知徹底し、感染防止に努めてほしい。 

職員への周知徹底をしていくことをお伝えし、その策として

感染症が出始めたら、職員室内の保健関係掲示ボードを必ず

確認するとともに、確認した人はチェックを入れるように

し、全職員が周知する仕組みをつくることを伝えた。 

福生保育園 来所 

保護者 

集金の問い合わせを母親本人ではなく、家族の祖母にされ

たのは不愉快である。直接自分にしてほしい。 

不愉快な思いをさせてしまったことを謝罪し、お知らせ等は

個人用伝達ノートか、直接の電話対応で伝達することを約束

すると納得された。 

福生保育園 来所 

保護者 

午睡後のおやつの時に職員に髪を結んでもらったが、髪型

に納得ができずゴムを取ってしまうと、先生に髪を結ぶか、

切るように言われたと本人が話し、気にしているので、伝

え方を配慮し、納得するようにしてほしい。 

 

本人に気にさせてしまったことを謝罪し、伝え方を十分に配

慮するとともに、生活の中で髪を結ぶ必要性のあることを本

人にも伝え、納得できるようにしていくことを伝えた。 

河崎保育園 来所 

保護 者の

同居人 

毎日１０枚くらいオムツを持参しているが、トイレで排泄

できる子どもなので、オムツを使いすぎないよう、こまめ

に声をかけてもらいたい。 

 

担任が直接同居人と話し、トイレに誘うよう声掛けをしてい

くことを伝えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

河崎保育園 投書 

（事務局へ）  

保護者 

・運動会の観覧スペースが大幅に規制された。保護者会の

役員は規制線の内側に入り、撮影をしていた。 

・身障者用の駐車場にコーンが置かれるようになり、実際

に使用する方のことを考えられていない。 

・生活発表会にて、観覧する保護者の場所を入れ替えるよ

うになった。最前列の保護者が動画撮影をし、後方にいる

演技をしていない子どもの保護者には全く見えず、演技中

に保護者同士で話をされるという悲しい結果で終わってし

まった。 

・苦情申出場所に関するポスターが撤去されている。 

・何かと新しいこと試みようとされ、保護者の意見を聴こ

うとする姿勢が見えない。 

・演目で使用する登り棒の部分を該当する演目が終了するま

で規制していた。次回からは観覧席のことも配慮した演目を

考える。 

また、規制線の内側にいた保護者会役員は、演目で使用する

道具の準備等を手伝っていただいていたため、規制線の内側

に待機しておられた。 

・実際に利用される方のことを考え、コーンを撤去した。 

・生活発表会では、撮影に関しては後方の撮影場所を利用し

ていただくようにお願いしていたが、来年度は周知徹底を

し、観覧に関する留意事項にご協力をお願いする。 

・園長補佐が今年度より異動になっており、受付担当者を変

更していなかったため、一時的に撤去していた。現在は掲示

している。 

上記のことを年度末に行った保育等に関するアンケートで

もいただいていた意見と一緒に、園の対応等を保護者総会で

話す予定だったが、新型コロナウイルス感染症により総会を

開くことができないため、文書にて保護者に周知した。 

 

和田保育園 連絡ノート 

保護者 

トイレトレーニング中で、園では布パンツを穿いている。

降園時は紙パンツに替えるように依頼していたのに、布パ

ンツのまま降園することが続いたので、きちんと確認して

ほしい。 

 

保護者に確認不足であったことを謝罪し、職員同士で連携、

情報共有していくようにした。 

 

 

 

 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

福米保育園 連絡ノート 

保護者 

雲梯から手を滑らせて落ち、顎を打った。帰ってから「雲

梯でケガをしたときに誰もいなかった」と子どもが言って

いるが本当か。いつもそうなのか。雲梯は高さもあり危険

なので、使用の仕方について考えてほしい。 

 

大型遊具使用時には必ず保育士がつき、着地まで見届ける、

保育士が側にいない時は大型遊具で遊ばない約束を子ども

達とすることを保護者に説明し、納得された。 

上記について、職員間でも共通理解を図った。 

福米保育園 連絡ノート 

つねられた子の

保護者 

２日連続でつねられた。相手の子に注意してほしい。 園長が双方の保護者と面談し、思いや状況を把握した上で、

職員間で検討した。その後、もう一度園長がそれぞれ面談を

し、検討内容を説明した。トラブルが起きた時だけでなく、

普段から一人ひとりを理解することに努め、保護者に様子を

伝えていく。誠意を示し、信頼回復に努める。 連絡ノート 

つねった子の

保護者 

人をつねる行為は家庭では見られない姿なので、わからな

い。先生の対応で悲しい思いをした。子どもも負担になっ

ているのではないか。ひとりが悪いということではない。

何かあれば詳しく隠すことなく教えてほしい。転園するこ

とを視野に入れて１ヶ月様子をみたい。 

 

成実保育園 来所 

保護者 

２歳児の子ども同士がけんかをしていて、引っかいたり噛

んだりすることが多い子たちなので、そうならないように

間に入って止めようとした際に、保育士の爪が本児の頬に

あたりひっかき傷ができた。担任は迎えに来た祖母に謝り、

その夜、母親にも電話で謝罪した。翌日、送迎の際に母親

より、出迎えた園長補佐に、子ども同士がしたことなら構

わないが、職員がしたことが許せない。病院にも連れて行

ってほしかった、と言われた。 

園長は職員から母親の訴えを聞き、母親に電話にて受診をし

なかったことをお詫びした。 

職員の爪は短くしておくことを確認した。ひっかき傷など子

ども同士であっても続けて起きないよう、子どもの様子をし

っかりと見ることを全職員に確認した。 

住吉保育園 来所 

保護者 

子どもが他児にひっかかれたことについて説明を受けた

が、相手の保護者には知らせてあるのか。相手から謝罪が

なかったので、きちんと説明をしてほしい。 

状況をすぐに伝えていなかったことを双方の保護者に謝罪

した。ひっかいた子どもの保護者に、担任がトラブルの状況

を説明した。 

 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

住吉保育園 来所 

保護者 

連絡帳に「おもらしをして服を着替えました」と書いてあ

ったが、まだ排泄が確立していないのに「おもらし」とい

う表現は納得がいかない。また、その話を若い保育士にし

ていたら、途中から別の保育士が、自分が話を聞かせても

らうと言って別室に誘われ、気分が悪かった。 

クラス内で話し合い、排尿失敗の表現を違う言い方で伝える

ようにした。 

申出については、迎えの時間で混雑していたこと、部屋の入

口では話をゆっくり聞くことができないことへの配慮から

相談室の利用を促したことに理解を求めた。その上で気分を

悪くさせてしまったことについて謝罪した。 

 

住吉保育園 電話 

保護者 

降園後、「子どもが噛まれたと言っている。腕に噛み跡もあ

るが、どういう状況だったのか説明しないのか」という内

容の電話が入る。帰宅していた担任に確認し、状況を伝え

たが、その後、再度父親より連絡があり、「担任を出せ。子

どもが噛まれたのに、何も連絡がないのはどういうことか。

謝りに来い」と激怒され電話を切られた。 

園長に連絡をとり、園長と遅番担当の保育士が家庭を訪問。

状況を説明し、職員間でうまく伝達ができていなかったこと

を謝罪した。降園時に伝えられなかった時は、傷の程度によ

って担任等の判断でうやむやにせず、電話連絡をするという

ことを徹底するよう再確認した。 

加茂保育園 来所 

保護者 

迎えの際、本児が他児に蹴られたことについて、トラブル

の原因、その場にいた保育士の対応について詳しく知りた

い。併せて、昨年度より、他児より暴言を受けたり、物を

取られたりしていたことについても説明をしてほしい。 

 

日を改めて話し合いの場を設け、クラス担任２人と園長、園

長補佐の４人で謝罪及び状況の説明を行った。 

加茂保育園 連絡ノート 

保護者 

毎朝の送りの際、本児が特定の子から叩かれたり、ちょっ

かいをかけられたりする姿を目にする。 

我慢をしてきたが、耐えられなくなった。 

迎えの際に母親と話しをし、謝罪とともに今後の対応につい

て丁寧に話し、理解を得られた。 

加茂保育園 来所 

保護者 

主担任をはじめ、クラス内の雰囲気や対応について不信感

を感じる。 

園長補佐が苦情受付窓口として、父母から詳しい聞き取りを

するとともに、お断りと事態の改善を約束した。 

また、該当の職員に対し、園長から聞き取り及び指導を行っ

た。 

 



施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

車尾保育園 来所 

保護者 

保育の無償化に伴い、副食費を支払うこととなったが、今

まで第３子は保育料０円だったのに、５，０００円支払う

ようになることに対して納得できない。米子市に問い合わ

せたが、納得のいく回答はなかった。また、同じ献立なの

に公立と金額が違うのはなぜか。 

保育の無償化による副食費の考え方について丁寧に説明す

る。公立との金額の差については、公立は実費との不足分を

市の会計から補うとしているが、福祉会はそれができないた

め、違う金額（実費相当額）を設定していることを説明した。 

しかし納得し難いようで、福祉会からも市に申し立ててほし

いとのこと。後日行われた事業者向けの説明会にて市に質問

したが、納得のいく回答は得られなかった旨を伝えた。 

のちに米子市からの特例助成制度の対象となり、納得され

た。 

車尾保育園 電話 

（事務局及び  

保育園へ） 

保護者 

副食費納入にあたり、コミュなび（ICT）に口座登録をし

なければならないのは如何なものか。ネット上に口座情報

を登録することに不安を感じる。そもそもコミュなびとは

どういうものか。 

保育園が楽をするために保護者に負担を強いるなどという

ことは一般企業ではありえない。法人としての体質を考え

直すべきだ。 

コミュなび導入については年度初めから文書や保護者会総

会での説明など、様々な手順を踏んで運用を開始したが、説

明不足な点があったかもしれないことをお詫びし、後日コミ

ュなびについての資料をお渡しするので目を通していただ

くようお願いする。 

また、口座振替と現金払いは任意で選べることを重ねて説明

した。納得していただけたようで、後日口座登録をされた。 

事務局 電話 

保護者 

園庭の水捌けの悪さや園長の態度に問題がある。 

雨により園庭全体に水たまりがあり、園児の靴に水が入っ

てしまった。園庭が工事中で避けることもできなかった。

園庭に盛土をする、テラスにタオルを敷くなど対応してほ

しい。 

以前に、他の保護者が公民館の駐車場で子どもを降ろし、

自分は車から降りずに送迎していた人がいたことを耳にし

たので、園長に伝えたが対応してもらえなかったことがあ

る。事務局から園長に伝えてほしい。 

園長に確認したところ、園庭にすのこを敷こうとしたタイミ

ングで申出人が登園されたので、対応が間に合わなかった。 

また、過去に公民館の駐車場から園児を一人で登園させると

いった事案はなかった。ただ、別件だが、チャイルドシート

を付けずに子どもを車に乗せる保護者がいたという申出人

からの情報については、保育園に注意文書を掲示し、交通安

全指導の際も全体に周知し、申出人にも結果報告をしてい

た。 

食い違う点もあるが、水捌け対策や不快な思いをさせたこと

に対して事務局からお詫びし、その上で園長とも直接話す機

会を設けさせてもらった。 



 

施設 
受付方法 

申出人 
申出の内容 施設の対応 

事務局 投書 

保護者 

（匿名） 

・今年度より運動会の観覧スペースが大幅に規制された。

保護者会の役員は規制線の内側に入り、撮影をしていた。 

・身障者用の駐車場にカラーコーンが置かれるようになっ

た。実際に身障者が使用する際にカラーコーンが障害とな

ってしまう。 

・生活発表会にて、今年度より観覧する保護者の場所を入

れ替えるようになった。趣旨は理解できるが、最前列の保

護者が動画撮影をし、後方にいる演技をしていない子ども

の保護者には全く見えず、演技中に保護者同士で話をされ

るという悲しい結果で終わってしまった。 

・苦情申出場所に関するポスターが撤去されている。 

・何かと新しいことを試みようとされ、保護者の意見を聴

こうとする姿勢が見えない。 

該当園の園長に下記のことを確認した。 

・演目で使用する登り棒の部分を該当する演目が終了するま

で規制していた。演目終了後に規制線は外したが、撤去後に

移動された家庭はごく一部だった。 

また、規制線の内側にいた保護者会役員は、演目で使用する

道具の設置・片付けを手伝っていただいていたため、規制線

の内側に待機しておられた。 

・身障者の方以外が利用していると申出が他の方からあった

ため、コーンを設置するようにしていた。 

・生活発表会では今年度より観覧席の入れ替え制を導入して

みた。連絡ノート等は割と好評ではあった。ただ、一部の保

護者の方が、前方に居られるのに腕を高く掲げてスマホで動

画の撮影をされていた。何度か注意をしたが改善されなかっ

た事実がある。 

・園長補佐が今年度より異動になっており、受付担当者を変

更していなかったため、一時的に撤去していた。 

上記のことを踏まえ、園長が保育園に持ち帰り、園の対応等

を掲示するようにした。 

 

 

身障センター 意見箱 

利用者 

ロッカー等に監視カメラの導入を考えてほしい。 当施設の利用状況により、監視カメラの導入は考えていな

い。温泉等を利用される時は、鍵のかかるロッカーの利用を

お願いする旨の文書を掲示し回答した。 

 

 



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 意見箱 

利用者 

ダンス（ヒップホップダンスなど）を通して障がい者と健

常者が触れ合えるようなパフォーマンスがしたい。 

当施設の利用者は、身体に障がいのある方が多く、また、高

齢の方が多く利用されているので、ダンスのような激しい運

動を講座とするのは難しいと、文書の掲示により回答した。 

サン・アビリティーズ 来所 

利用者 

シャワー室に設置してあるベンチは座面が硬く、使用の際

にお尻が痛くなる。脚も腐食してきている。 

車椅子利用者の意見を参考にして、安全で使いやすい介護用

シャワーチェアーを選定、購入した。 

 


