
苦情公表：子育て部門【2019年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

1 子育てセンターきぶね 地域住民 3月30日

園児に水をかけていることに
ついて

今後、厚生会の園の利用を考えている。昨年の夏頃、園で園児に水を
かけている姿を見かけた。通りかかっただけなので詳しくは分からな
いが、水遊びのようでもなかった。そのような様子を見ると今後利用
するのをためらってしまう。

該当園が特定されましたので、園長と当時の状況を確認
いたしました。夏の時期には園庭での水遊び、砂ぼこり
がまわないように水を撒くことがあるとのことですが、
当時の状況として該当するような事実は確認できません
でした。しかし、遊びの中でダイナミックに遊んでいる
様子が「水をかけている」ように見えたのではないか。
異年齢で活動する中で水が苦手な園児にかかっている様
子があったのか。特定には至らなかったものの、普段の
活動の中でも状況によっては、通りかかった地域の方た
ちに不安を抱かせてしまうような対応に見えてしまうこ
とを今一度念頭におくことを職員間で周知しました。ま
た、遊びを提供するうえで他クラスとの連携を密にと
り、目的・ねらいを確認しあい、教育・保育活動を実践
することを再度意識することとしました。

2 子育てセンターきぶね 地域住民 5月13日

送迎時の園周辺道路の走行に
ついて

朝の時間帯に車のスピードを落とさず、園の駐車場に停める保護者が
いる。朝の忙しい時間であることは十分わかっているが、住宅街であ
り通学路にもなっているので、減速して走行し駐車場に入れてほし
い。痛ましい事故も多く起きているので声をかけさせてもらった。

申立者のところに伺い、園長から改めて状況確認と謝罪
を行いました。申立者からは、「事故があると本当に悲
しいため、改善していただきたい。」とのお言葉をいた
だきました。当日中に注意喚起を促す文面を掲示し、保
護者に周知するとともに、数日間は園の職員が駐車場に
立ち、様子を見ました。今後も、定期的に駐車場の利用
について注意喚起を行ってまいります。

3 子育てセンターしばもと 親 5月16日

①朝の送迎時の父兄の対応②
連絡帳への返事がないこと③
朝の園庭で遊ぶ園児への安全
面の配慮等について改善して
ほしい

朝の送迎時、空き待ちの車の列があるのに駐車場に車を止めたまま話
し込む父兄がいます。お子さんから目を離して話し込まれているた
め、とても危険です。お子さんの安全な登園を優先してほしいです。
連絡帳に記載をしても空白で返ってきます。何のための連絡帳でしょ
うか。朝、園児たちが登園後に園庭にでますが、先生方はほとんど事
務所におられ、忙しそうにしておられます。園庭で遊ぶ園児たちの安
全は確保されているのでしょうか。せめて登園時くらいは、園児達へ
の声掛け挨拶などで元気に園児たちを受け入れて見守っていただきた
いです。

該当園が指定アドレスに返信しましたが、アドレス不明
のため送信できませんでした。そのため申立内容に対
し、それぞれの対応をしています。①朝の送迎時の父兄
の対応については、駐車場の利用方法について、注意喚
起の文面を掲示板に張り出しました。②連絡帳への返事
がないことについては、6月の園だよりの中で、連絡帳の
使用方法について案内を記載しました。また、職員間で
連絡帳への回答量、記載量を再確認をしました。③朝の
園庭で遊ぶ園児への安全面配慮については、朝の職員配
置状況について適切かを再確認し、一部職員の配置状況
を見直しました。また朝の連絡会を簡潔に行い、速やか
に園児受け入れにあたれるよう改善を行いました。

4 子育てセンターきぶね 親 5月22日

園での戸外遊びについて 昨日、娘（1歳児クラス）をお迎えに行くと、暑い中戸外で遊んでい
た。家に帰ると37℃の熱があり、いつもより水分を欲しがった。この
事についていかがでしょうか。

申立者の特定には至らなかったので、園内掲示板にて回
答を張り出しました。ご心配をおかけしたことに対する
謝罪とともに、当日の水分補給の状況を記載しました。
また、今後の対応についても明記し、回答といたしまし
た。
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5 天竜病院おひさま保育園 その他 6月25日

保育士の言動を改めてほしい A病院の看護部長経由で、委託している「B保育園」の園長（主任）の
言動が良くないと報告があったため、連絡させていただいた。土曜日
に子どもを預けることが多い職員が、利用申し込み時に園長からあか
らさまに嫌な顔をされたり、「最近、子どもが自分をたたくように
なってしまった。」と相談したところ、「土曜日に預けるからじゃな
いですか。」と言われたとのこと。この職員だけではなく、別の職員
も園長の言動に不満があると報告を受けた。以前の委託会社よりも保
育自体の評判は高いが、今回の件は非常に残念であるため、注意をお
願いしたい。

当該事業部長と園長で面談を行い、事実確認と原因究明
を行いました。園長に対しては、今後、会話・説明の仕
方を工夫し、子育てを通しての理解と傾聴を踏まえた支
援に努力し、常に適切な態度・言動にて対応することを
伝え、指導いたしました。また、土曜保育については、
平日と差がなく受け入れていく体制の園であることを全
職員が再認識するよう、職員会議等で意識的に伝えてい
くこととします。申立の翌々日には、管理者である子育
て支援課長と園長にて、A病院の管理課長へ状況説明と謝
罪を行いました。

6 子育てセンターみなみしま 親 7月12日

園の環境（ウッドデッキのさ
さくれ）改善について

園庭やウッドデッキで素足で歩いていると、時々子どもも親も破片が
ささります。親は靴下を履けばいいけど、子どもは履けません。やす
りで定期的に削るなど対策をしてほしいです。

ご意見聴取後、テラス・スノコ等の安全確認を行いまし
た。該当箇所は確認できませんでしたが、職員間で日々
の安全確認を徹底するとともに、発見したら報告する旨
を共有しました。申立者に対する回答については、文書
で掲示することとしました。

7 子育て支援課 その他 9月4日

職員の労働環境の改善につい
て（働き方・残業代の支給）

妻が子育てセンターで働いております。子ども達は可愛い、仕事は楽
しいと言っております。ただ、働き方改革と世間では言っているのに
も関わらず、シフトを無視した働き方はいかがでしょうか。退勤時間
が過ぎても仕事があるのならば残業代を支給して働かせるのが普通で
はないのですか。妻は残業代がほとんど支給されておりません。ただ
でさえ、保育士は給料が少ないと言われているのに、働いている分で
さえまともに支給されないのなら何の為に働いているのでしょうか。
大切なお子様を預かっている以上、職員の精神的、体力的な面にも配
慮してはいただけないでしょうか。

所管課より全園に状況を確認しました。具体的な該当園
を特定するには至りませんでしたが、会議等を通じ、改
めて適切な時間外手当を支給するよう指示しました。ま
た、申立者への回答については、所定の時間外労働の支
給方法および今後類似案件が発生しないように注意喚起
を行うことをお伝えしました。

8 すずかけっこ保育園 親 11月1日

園からのお知らせが遅い・説
明不足について

本日より、ICタグによる登降園受付が始まった。受付方法の変更につ
いては、保育士の人材不足に対応した取り組みであることは理解で
き、それを否定するものではない。しかし、降園の打刻方法に関する
説明（11月園だより）が当日配布され、前振れもなく、口頭で打刻す
る時に言われた。今までの方法（お迎えに来たら、玄関に置いてある
連絡板に時間を記入し、帰りの支度をして子どもと帰る）とは真逆に
なり（帰りの支度を済ませてから子どもと一緒に打刻する）、妻は大
変混乱したとのこと。この方法になるのであれば、契約内容にも関係
してくる。事前の説明があって当然だ。これが初めてではなく、園か
らは突然の依頼や突然の変更が多々あり、大変迷惑を受けてきた（例
えば、水筒を用意するよう依頼を受けたため直ぐに購入したが、その
後からコップが二つ付いている物でなくてはいけないと言われたこ
と、他にも用意するように依頼された物品を用意したのに、最終的に
は必要ないと言われたこと等）。とにかく、一方的に依頼や変更があ
るため、7月に行われた保育参加の時に担当保育士には口頭で伝えてい
る。それにも関わらず、今回また突然のことで、保護者を馬鹿にして
いるとしか言いようがない。今回の件に関する通知と謝罪を園長とい
うよりは、法人からほしい。

子育て事業課長が園に出向き、園からの不十分な説明に
ついて、申立者に直接謝罪を行いました。降園方法に関
する説明文書の配布については、申し立てをいただいた
同週には保護者全体に配布することを約束し、配布を行
いました。今後は、ＩＣＴ関連のトラブル等が生じた際
には、すぐに職員が対応できる体制を整えること、保護
者への依頼事項がある際には、今まで以上に余裕をもっ
た日程設定ができるよう対応していくこととします。
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9 子育てセンターとみがおか 親 11月5日

ケガが続いており、安全管理
に関して不安を感じる

先日の階段からの転倒、今回の乳母車からの転落と、ケガが続いてお
り、安全管理に関して不安を感じた。状況を詳しく教えてもらいた
い。また、今後安全に向けた配慮をどのように行っていくか、職員間
で話し合いを行い書面にて報告していただきたい。他の保護者の方に
もわかるよう明確にしてもらいたい。

後日、申立者と面談を行い、実際に怪我が起きた現場・
乳母車の実物を示し、説明と謝罪を行いました。また、
事前に園内で検討した原因分析・再発防止案を申立者に
提示し、ご理解をいただきました。同内容については、
園内掲示を行い、職員への更なる注意喚起を行っていま
す。

10 子育て支援課 その他 11月19日

ＩＣＴ化に伴う有事の際の対
応について

必ず園の入り口で公開してご回答ください。登降園の記録がデジタル
化されましたが、避難訓練の際は、以前はアナログ名簿を先生が抱え
て行かれているのを見かけました。災害時は、停電や、ネットワーク
の切断が予想されますが、園はどのように対応しますか？電池頼りで
は心配です。

各エリア長と早急に検討し、有事が起きる時間帯（主に9
時以前と9時以降）における課題を整理し、対応を明確に
しました。対応方法としては、園児名簿を職員が手書き
でチェックし、園児の登園状況を把握していくこと、9時
以降は当日の欠席児童について、記録システムから出力
しておくことを対応としました。上記対応方法について
全園共通文書を掲示し、保護者に対しても周知を諮って
います。

11 子育てセンターなかぜ 親 12月17日

ＩＣＴ導入に伴う降園時の対
応について

11月からチップをスキャンすることで登園等を管理するようになり、
子供のバックにチップを付けるようお知らせがあったので、そうして
います。先日、17時55分頃に子供を迎えに2階へ行き、荷物の片づけ
や、その日あった出来事を話したり、掲示されている展示物を見なが
ら、玄関にある打刻機でチップを読み取ったところ、18時01分と表示
されてしまいました。その横に置いてある電波時計は18時になったば
かりでした。確実に18時前に迎えに来て、1秒も延長保育を利用してい
ないのに、どうして延長保育料金を払わないといけないのでしょう？
とても納得できません。園長先生に問い合わせたところ、「ルールだ
から」とのことでした。「あの打刻機の時間で管理している」と。し
かし、電波時計の時間と、機械の時間は数秒ですがズレています。そ
れを園長先生はご存じありませんでした。1分でもお金を請求するくら
いの大事な機械なのに、毎朝時間を合わせる等のことはしていなかっ
たのでしょうか？また、子供を引き取って、身支度を整え（おもちゃ
の片付けも含む）、玄関にある打刻機に行くまでに、最低でも2～3分
はかかります。そのような配慮はなされないのでしょうか？上の子も
含めて約9年間お世話になりました。「帰ってきたら、真っ先に子供の
所に行き、抱きしめて話を聞いてあげて。」という同園の方針に感銘
をうけていましたが、ここにきて「打刻する為に子供は無視して玄関
に行け」とは、本当にがっかりです。長文で失礼いたしました。この
システムが始まる前に、同園の先生には訴えていたのですが、もう一
度ご検討をお願いします。

メールでご意見をいただいたため、所管課より回答して
おります。登降園のルールにおいては、「全園共通で対
応をしていること」「降園の際にはスムーズな引き渡し
ができるように工夫をすること」「電波時計については
今後撤収させていただくこと」をメールにて回答させて
いただきました。また、スムーズな引き渡しが行えるよ
う園内で再検討し、遊びを切り上げるタイミング・降園
の事前準備等を工夫するよう職員間で周知し、対応して
まいります。

12 子育てセンターきぶね 親 1月10日

休日保育利用の申し込みにつ
いて

電話で2月の休日保育を4日間申し込んだが、その内2日はすでにいっぱ
いであると受け付けてもらえなかった。両親が共働きで、日曜日、祝
日に勤務が重なってしまうこともある。申込受付が12：00～15：00の
時間帯であることも、仕事で電話できない時がある。定員数や申込受
付順でのシステムは改善されないのか。

園に直接来園されたため、現状の仕組みと対応について
再度説明させていただくとともに、ご希望に沿えない利
用となってしまったことについて謝罪いたしました。行
政が関わる仕組み上、早急に変更することができないこ
とには一定の理解を示しつつも、今後の対応は望まれて
いる様子でした。本件については、公定価格内で行われ
ている事業となるため、受け入れ先の拡充の検討につい
ては行政、申込方法については、職員の配置を含めた受
け入れの仕組みの検討が必要な案件であり、今後検討し
ていくこととします。
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13 子育てセンターきぶね 親 1月10日

ＩＣタグ導入後の降園時の対
応について

「帰り支度をして子どもと一緒に18時までに打刻して園から出る」と
いうルールに変わりました。駐車場が少ないことも、先生が忙しく寒
い中交通整理で立ってくれていることも理解しています。運用開始時
には、早く来た車から順に南側へ誘導すると掲示板に書いてあった気
がしたのですが、勘違いでしょうか。南側ががら空きでもいつも必ず
縦列駐車に案内されます。もう少し割り振ってくれるとありがたいで
す。縦列駐車で前に停めた時には、急いで支度をするので、泣く子ど
もを無理矢理引っ張って車に乗せることもあります。時々、チャイル
ドシートに乗せずに急いで乗せて発車する人も見かけるので安全上問
題ありです。同じクラスの人と縦列駐車なら、お互いに気配りできる
のでそういう対応力があるといいと思います。先生がスムーズに子ど
もを帰れるように促したりもしてくれないので、親が声をかけるしか
ないです。まだ友達と遊びたい、帰りたくないと…手こずるところ
に、駐車場の先生から、「後ろの車が待ってるから早く出てくださ
い。」と言われるのがつらいです。先生が悪い訳でも、子どもが悪い
訳でもありませんが、縦列駐車の後ろや南側に案内してほしいです。
今のままだと、急かしたり無理矢理だったりで、子どもの心の自立に
もならない、先生に用事があっても話す暇もない、購入の写真を見る
暇もない、クラスの掲示板をゆっくり見る暇もない(撮影OKにしてくれ
れば家でゆっくり見れる。何か準備するものがあるのかじっくり見れ
ないし、メモがあるが書いてる暇すらない)。色々な案が出て、改善さ
れることを願います。

駐車場の対応については、ＩＣタグ導入時と導入後おお
むね1週間後にそれぞれ対応を変更し、掲示を持ってお知
らせしていたところですが、重ね重ねの対応となってし
まったことで、一部の保護者に十分に認知されていない
状況となってしまいました。そのため、再度掲示にて伝
え方が不十分であったこと、ご希望に沿えない形となっ
たことについて謝罪いたしました。また、今後の駐車場
の利用について改めて明確にするとともに、可能な限り
保護者の希望に沿える対応を行うことを全職員に周知
し、対応していくこととしました。

14 子育て支援課 その他 2月7日

特定の職員の対応について 以前からＡ先生については、挨拶をしない、苦手な父兄が来ると隠れ
てしまうなどの評判を聞いており、私自身も実感しておりました。先
日、Ｂ組のお子さんが、「いたい、いたい」と泣いておられ、そのお
子さんの手を引き、「どこが痛いの？なんなの？」と怒っているよう
な口調で、お子さんの目線まで下がることもせず、「もー、なんな
の。」と上から言っておられました。最終的には「もうワケわかんな
い。」と、担任の先生に丸投げして、その場を離れておられました。
別日には、園庭の寒さに驚き、泣いているＣ組のお子さんに声を掛け
てあげることもなく立ち去ってしまう姿も見かけました。担当ではな
いからでしょうか。いつか子どもがＡ先生のクラスになってしまった
らと思うと、かなり不安です。もう少し子どもに対して穏やかな対応
をしていただきたいです。

当該職員と面談を実施する中で、事実確認を行い該当事
項があることを確認しました。その上で、今回の園児へ
の関わり方について適切ではなかったことを確認し、今
後の対応を改め、適切な支援を意識していくように話し
合いを行いました。申立者には、本件について不安を抱
かせてしまったことへの謝罪を行い、今後の対応につい
てご報告させていただきました。（メールでの返信が不
達となってしまったため、ＨＰでの回答としておりま
す。）

15 子育て支援課 その他 3月2日

感染症における対応について 保育園に、マスクをして迎えに来いという内容が掲示されている。そ
ういった馬鹿な指示が今のマスク不足の一因になっていると思うが、
いかがか。

2月28日（金）付けで、来園者へのお願い文書を掲示して
いたところですが、一部マスクの着用を強制するような
誤解を招く文章になってしまっていたため、掲示文章の
訂正を行いました。申立者には、文章の訂正を行ったこ
と、昨今の社会情勢によるマスク不足から強制できるも
のではないと考えていることについて回答いたしまし
た。

16 子育てセンターさやのもり保育園部 親 3月19日

職員の子どもの関わり方につ
いて

遅番保育士が、子どもが読んでいた絵本を声を掛けずに取り上げてい
た。もう少し子どもの気持ちを考えてほしい。また、お迎えの際も挨
拶をしてくれないし、子どもの名前を呼んでいることも聞いたことが
ない。子どもに寄り添った対応はできないものか。

申立者と同日中に面談させていただく機会があり、申立
内容の詳細を確認させていただきました。今回の対応に
おいて、不快な思いを抱かせてしまったことに対して謝
罪を行い、今後職員への指導を行っていく旨をお伝え
し、ご理解をいただきました。
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17 子育て支援課 その他 3月23日

職員の退職について 本日、掲示にて退職される先生のお知らせがありました。数年前から
正規の先生が何人も途中で退職されてしまいます。そして、3月末でた
くさんの正規の先生が退職されます。すごく不自然に感じてしまいま
す。Ａ先生のパワハラが原因ではないでしょうか。よく先生たちに強
い口調で指導をしている場面を見かけます。また、数年前の運動会で
は、マイクを使って名指しできつい口調で怒っている場面を鮮明に覚
えています。先生が何人も退職されてしまうと、子どもを預けるのも
とても不安です。

当該職員と当該事業部長で面談を行い、職員の退職理由
については、個々の状況を捉える中で、各々の経緯が
あっての退職であったことを確認しました。しかし、パ
ワハラが原因での退職とは断言できないものの、保護者
の立場から見て当該職員の態度や言動が厳しいものだと
捉えられてしまったことについては、改善の余地がある
こと、反省すべきであることを伝え、当該園長も含めて
今後の園内の雰囲気を改善していくことを指示しまし
た。
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