
苦情公表：子育て部門【2020年度】

NO 対象部署 申立者 受付日 件名 苦情内容 対応内容

1 子育て支援課 親 5月20日

新型コロナウイルス感染症拡大防
止による登園自粛期間中の園の対
応について、自粛期間以降の対応
について

①5月31日までが自粛期間であることは承知しているが、い
つから登園してよいか。園に5月31日以降の対応を伺ったら
「それはお答えできない」と言われ、園に来てほしくない印
象を受けた。また、5月31日以降の対応について保護者宛の
通知を発行していただきたい。
②5月上旬に登園自粛期間が延長される際に、連絡があった
が、その日に園に手紙を取りに来るように求められたが、直
前の延長であり、連絡が遅かった。

自粛期間が終了し通常開園に戻る旨の文書を、当課より全園に送付し周知を
はかりました。また、週の電話連絡の際には改めて保護者様の現状や状況を
適切にアセスメントすることを留意事項として全園に伝えました。

2 子育て支援課 親 5月22日

新型コロナウイルス感染症拡大防
止による登園自粛期間中の園の対
応について

（浜松市幼児教育保育課よりいただく）
園長から育休中は登園を控えるように言われ、自粛期間中の
利用ができない。

登園自粛期間から解除までの流れについて、当課より対応方法を明示し、保
護者の状況や心労を踏まえた上で柔軟に受け入れを行うことを指示しまし
た。

3 子育てセンターきぶね 親 6月1日

玄関での子どもの引き渡しが密に
なっている

今日の送迎システムはいつから行っているのか。これでは迎
えにきた保護者が玄関で密になっている。迎えに来た時に、
園内に入れないなら、朝も同様にすべきではないか。

申立者へ対応の詳細説明を行うとともに、今後の対応について協議する場を
設けました。具体的に朝夕の登園・降園の対応方法をお伝えし、ご了解をい
ただくことができました。

4 子育てセンターかきのみ 親 6月19日

職員の対応について 朝、家の子どもが行くと一瞬チラッと見て、イやな顔をする
保育士さんがいる。イヤイヤする時期で機嫌が悪い時も多
く、預けるときも苦笑いされる。

日頃の園児や保護者への関わり方について、「接遇の向上」に努めるよう職
員間で再確認しました。昨今の新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら、職員がマスクを着用していることで、表情が分かりにくいことも認識
し、日々の関わり方の中で意識していくことについても確認しました。申立
者には、ご意見を真摯に受け止めることを回答させていただいております。

5 子育てセンターみなみしま 親 6月23日

他の保護者の土曜日等の利用につ
いて

先生方にはいつも丁寧に子どもをみてくれて感謝していま
す。ご意見箱が設置されていなかったので、ホームページか
ら連絡します。土曜日保育園の利用、育児休暇の利用をもう
少し厳しくした方がいいと思います。土曜日利用している方
の中で、父親が休みなのに自分は趣味を楽しんでいたり、小
学生の子と遊んでいたりする姿をよく見かけます。お父さん
だと、子どもがみれないからという理由のようです。就労証
明書も出しているので、会社名、勤務時間、長期休みなど、
わかると思います。用紙を出したらそのままではなく、しっ
かりと面接をするなどした方がいいと思います。また、土曜
日利用したなら、平日の休みは家でみるなどしてほしいで
す。また、育児休暇中は遅番時間にならないように迎えに行
くことを徹底してほしいです。

申立者には、当会の対応として「保護者の皆様の就労やご家庭の環境、心身
の状況を捉えながら個々に対応させていただく」という方針を伝えさせてい
ただきました。園としては、保護者とのコミュニケーションを図る中で状況
を捉えられるよう、会議の場で職員周知を行い、対応していくこととしてい
ます。ご意見箱については、速やかに所定の場所へ再設置を行いました。
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6 子育てセンターやまびこ その他 7月20日

職員の雰囲気について 事務所にいる職員の雰囲気が怖い。 職員の体制に変化があり、事務所内の雰囲気が以前と変わったこと、新型コ
ロナウイルス感染防止のため、以前に比べると、職員に親しく話しかけられ
なかったことが原因とされます。いただいたご意見を真摯に受け止め、挨拶
等の接遇マナーを改めて見直すこととしました。また、今年度の当該園の目
標になっている点も踏まえ、個人の自己評価シートにて振り返るようにして
いきます。

7 子育てセンターひだまり保育園部 親 7月22日

職員の対応について お迎えに来た際、申立者より、「玄関先まで子どもが出てき
ているが、きちんと保育をしてくれているか。」と話があっ
た。また、「以前も、子どもが他児に噛まれた際、同時刻に
お迎えに来た他児の保護者に対して、担任が先に話しかけた
行動について、『少し待っていてくださいね。』などの言葉
かけがなく、物事には優先順位があるのではないか。」との
ご意見をいただいた。

担当職員から報告を受け、園長・主任・担任より、不快な思いをさせてし
まったことに対して謝罪し、受け渡しを丁寧に行うこと、保護者の思いを汲
んだ対応を気を付けていくことを説明しました。職員に対しては、保護者へ
の伝え方やタイミングを考えて伝える必要があったことを指導いたしまし
た。

8 子育てセンターきぶね 親 7月30日

お迎えに至る判断基準について回
答してほしい

子どもが下痢で、新型コロナウイルス感染の可能性があるか
ら迎えに来るように言われた。これで2回目になるが、帰宅
後はいたって元気である。電話対応の先生は前回と同じ方だ
が、他の先生では下痢でお迎えの電話がきたことはない。①
何を基準に新型コロナウイルス感染だと判断したのか。②年
齢に限らず、他の子も同じ対応なのか。③お迎えの基準はど
のように規定されているのか。④今後も、下痢の度に呼ばれ
るのか。(熱が37.5℃以上の場合はお迎えとは聞いていた
が。)何に従い、どの様な処理でお迎えに至るのか明確にし
ていただきたい。一人で判断していないか？人によって判断
基準が異なるとかはないか？

ご家族と園長で話をする機会を設け、職員の伝え方の中で、誤解やご心配を
お掛けしたことを謝罪しました。また、新型コロナウイルス感染の疑いにつ
いては、説明が不十分のところもあり、本件に関しては、暑さや熱中症への
懸念からお伝えしたことを説明しました。お迎えに関しては、乳児期の下痢
症状に対して、大事をとっていただきたい意向もあり、お願いさせていただ
いたところですが、状況的には、もう少し保護者の方の仕事の状況等も見な
がら、経過観察をとる方法もあったことについて謝罪しました。ご家族から
は、「詳細な説明があれば理解できます。」とのお言葉をいただき、ご理解
をいただきました。

9 子育てセンターかきのみ 親 8月16日

園内の環境改善について（水分補
給・エアコン）

■水分補給について：水筒からの水分補給で1回目の時にほ
とんど飲んでしまい、2回目の時には1杯分しか残っておら
ず、先生にもっとほしいとお願いしたが、先生が事務所に相
談しに行って結局お茶は貰えなかったと子どもから聞きまし
た。以前より、園での水分補給が足りてないと感じていて、
先生に確認したこともあり、飲みすぎないようにもしている
とおっしゃっていましたが、子どもがほしがっている時でも
お茶は貰えないのでしょうか。人一倍汗かきな子なので、水
分はとにかく沢山とるように言っています。基本的に水分補
給の決まった時間に1杯のお茶を貰えるだけで、それ以外は
喉が渇いたら先生に言わないと貰えず、それもキッチンまで
行くので忙しいと中々貰えないから我慢すると言っていまし
た。もっと気軽にお茶が貰えるように改善していただきたい
です。
■部屋の温度について：以前から不安があり、去年はエアコ
ンは稼働していたようですが、外気とそんなに変わらず、外
の日陰の方が風があって涼しいと感じる日が多かったです。
何のために室内遊びになっているのかわかりません。せめて
意味のある温度に設定していただきたいです。今年はコロナ
の影響で確認できないので不安が大きいです。子どもが言う
には扇風機しかついていないと言っています。危険レベルの
猛暑が続き、現状の管理では熱中症になりそうで不安です。
命に関わることなのできちんと徹底していただきたいです。

申立者の方と面談をする機会を設けて、改めてお話を伺いました。園から
は、水分補給の仕方や、エアコンの使用方法についてご説明しました。水分
補給については、キーパーを用意し、適宜飲める環境を整えていること、本
児にも丁寧に伝えていくことでご了承いただきました。また、園児自身も多
めに水分をとることができるように、持参している水筒を大きくしてはどう
かという提案についても、了承をいただきました。エアコンの設定について
は、昨年以上にこまめに稼働していることをお伝えし、室内温度や子どもた
ちの様子や体調に合わせて使用していくことをお伝えしました。
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10 子育てセンターひだまり保育園部 親 7月22日

職員の対応について お迎えに来た本児の保護者に対し、担任が本児の母の休日の
過ごし方について話しかけた行動について、「プライベート
のことは言わないでほしい。自分にも出かけていたことの理
由はある。」という話があった。（以前受けた園の対応につ
いて、申立者が感じていたことを後日申された。）※該当園
No.1の苦情（7月22日受付）と関連性あり。そこでいう「他
児の保護者」（赤字箇所はHP掲載不要）

担当職員から報告を受け、園長・主任・担任より、不快な思いをさせてし
まったことに対して謝罪し、保護者の思いを受け止めるよう努力していくこ
とをお伝えしました。また、申立者の置かれている状況を、担当職員だけで
なく園長や主任も理解し、お話を伺っていく旨をお伝えしました。

11 子育てセンターしばもと その他 10月4日

受付の対応について 匿名希望の方から、当会ホームページに「給食室にいた人が
最近よく受付にいるが、父兄がお迎えで入口を開けても、全
く入口を見ずに居たり、目があっても受付内でお喋りを続け
ており、大変不快だった。部外者が入ってきたらどうするの
か？コロナ禍において、『子どもが室内にいる時は、受付に
いる職員が子どもを呼んできてくれる』という流れの時も、
受付の人は（忙しいのは理解している。）目が合ったのに受
付から出てこず、対応してくれない時が多々あった。たまに
●さんが出てくれるが、最近は感染を意識しているのか、か
なり距離をあけたうえで顔を背けて話してくる。あまり気分
の良いものではない。感染が不安なのは父兄も同じであるた
め、受付の応対を今一度検討いただきたい。」との申立が
あった。
（※●には職員名が入りますが、記載されている職員は当園
にはおりませんでした。）

詳細を把握・確認するため、申立者に返信しましたが、それについての返信
はありませんでした。よって詳細な事実を把握することが出来ませんでし
た。しかし、いただいたご意見に対しては、園内で共有し、接遇マナーを振
り返りました。今後の対応としましては、職員一人ひとりが丁寧に挨拶をす
ることを再度意識すること、職員同士仕事の話をしていても、保護者優先の
行動をすることを申し合わせ、是正としています。

12 子育てセンターさやのもり保育園部 親 10月19日

インフルエンザの予防接種を受け
ることを前日に口頭で伝えたが、
担任に伝わっていなかった

申立者より、「子どもが予防接種を受けてから登園すること
を、前日に職員Ａ(担任ではない)に伝え、当日の連絡ノート
に予防接種を受けた旨記載したところ、連絡ノートに担任か
ら『事前に伝えてほしかった。』旨の記載があった。前日に
伝えているにもかかわらず、なぜこのように書かれるのか。
伝達ミスではないか。また、職員Ａから『ごめんねー。ちゃ
んと話してくれたのにね。』と軽い感じで言われた。謝罪す
る時は、「ごめんなさい」ではないのか。このようなことが
二度とないように、園長から指導していただきたい。」と話
があった。

後日、園長と申立者にて話し合いの機会をもち、不快な思いをさせてしまっ
たことを謝罪しました。その中で申立者からの思いやご意見に至った経緯を
聞き、改めて今後の対応に活かしていくことをお伝えしました。

13 すずかけっこ保育園 親 11月26日

園長の態度と発言を改めてほしい 園長は、朝会っても挨拶の声が小さく、顔を背けたままであ
る。何かしたのかな？といつもイヤな気分になる。何かある
ならはっきり言ってほしい。また、「もう子どもは産まない
のか、まだ産める。」としつこく言ってきた。とてもイヤな
気分になった。さまざまな事情があるので、とやかく言わな
いでほしい。言動に気を使ってほしい。

後日、該当園から謝罪のメールを発信させていただきました。これまでの態
度や発言により不快な思いをさせてしまったことについて態度を改め、今後
気持ちよく園を利用していただける対応をしていく旨を伝えさせていただき
ました。
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14 子育てセンターとみがおか 親 12月16日

保護者会役員選出について、園の
考えを聞かせてほしい

保護者会役員選出についての園のお考えをお聞かせくださ
い。今回の役員選出が極めて不公正、不公平な上、強引とも
思われかねないやり方であったため、園としても同意の上で
の対応であったか？また、理解し難い暗黙のルールが多々あ
るが、そもそもで園として保護者会へのガイドラインが無い
ために自分勝手な人達の都合の良い解釈が出てきているので
は無いか？というものです。園としては確かに各学年にそれ
ぞれ決まった人数が居ればいい、という考えがあることは理
解できますが、理不尽な内容であっても自己主張が苦手な人
や、周りとの関係を危惧してしまい不利益を被っている人が
いることもご理解ください。

本件について、保護者会の状況を捉えさせていただき、後日回答する旨を
メールにてご連絡させていただきました。その後、保護者会役員選出の方法
や今後の改善について、ルールの明文化と保護者の会に活動内容と仕組みづ
くりについて協議していくことを、保護者の会会長にお願いした旨を改めて
連絡させていただきました。また、保護者の会は園とは独立した組織である
ため、運営は保護者の会そのものにお任せしている経緯があることも申し添
え、回答とさせていただきました。

15 子育てセンターひだまり保育園部 他家族 1月27日

先生の園児への対応について 支援センターを利用していた方より、「支援の部屋から見え
るバルコニーの様な所で、子ども達と活動していた年配の先
生が子どものお尻を叩きました。帰宅してからショックとも
やもやした気持ちがおさまりません。園の申請を出していて
とても心配です。」と連絡があった。

ご意見をいただいたアドレスに返信しましたがご連絡がつかず、ご返信が大
変遅くなり申し訳ありませんでした。園内の様子をお知らせいただき、事実
確認を致しました。ある職員が、テラスにいる園児がバルコニーから身を乗
り出して落ちそうになったのを発見し、首のあたりを咄嗟につかみ、下に降
ろした行為が確認されました。職員には、咄嗟の行動であっても園児に対し
て丁寧さにかける不適切な行為であったことを認識し、改めるように指導し
ました。また、園児の行動を推測し、危険行動を回避する場所で保育を行う
ように園全体で共有しました。今後は、このようなことが無いように指導し
て参ります。不安なお気持ちにさせてしまい、本当に申し訳ありませんでし
た。

16 子育てセンターさやのもり保育園部 本人 2月17日

駐車場内の走行について 車から降り支援センターに入る際、猛スピードで走行する車
がいたので気を付けてほしい。

該当者が確認できたため、注意のお願いをさせていただきました。また、駐
車場内のルールについて園内に掲示させていただき、保護者への注意喚起を
行いました。

17 子育てセンターきぶね 親 3月8日

卒園式の園からの連絡について 該当園の保護者会会長からメールにて、「3月も中旬に差し
掛かる中、未だに園長から卒園式についても卒園式の挨拶に
ついても話が全くありません。保護者会主催の第二部の開催
についても決定次第連絡します。と言われたきり連絡があり
ません。」「毎年恒例のマラソン大会もなくなりました。園
長が勝手に行事をなくせる体制なのですか。今までも園長に
は事前に話を求めましたが、一度もお話や連絡がありませ
ん。貴法人はそういう体制なのですか。」と連絡があった。

該当園長に事実確認を行った結果、園長の依頼が遅れたことについては、直
接お会いした際にご連絡をさせていただくつもりでしたが、遅くなってし
まったことが原因でした。また、園の行事については、相談をせず園だけで
決定していたところがあり、、日頃のコミュニケーションを図りながら検討
していくことが必要でありました。申立者には、子育て支援課長から上記の
旨をご説明し、謝罪いたしました。
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18 子育て支援課 親 3月18日

病後児保育サービスの利用システ
ムを改善してほしいが、改善する
様子がない

病後児保育を利用するにあたって、システム上の不便さがあ
り、園に（園長と副園長）にお伝えしたが今はそういうシス
テムなのでご理解ください、とのことで改善する姿勢が伺え
なかった。指摘した点は、①医師連絡票が事前にもらえな
い。利用する前日に直接園にもらいに行かないといけない。
浜松市が紹介してくれた病児保育では事前にもらえる。かつ
ネット上でダウンロードすることもできる。病院でも持参し
てくれているところもある。医師連絡票だけではなく、その
他の必要書類も事前にもらえないので、わざわざ園に取りに
いかないといけない。②月曜日に利用したい時は金曜日に予
約しておかないといけないが、土日を挟むと月曜日にどうい
う風に状態が変化するかわからないので、金曜日事前予約は
厳しいと言われた。日曜日に回復したのが確認できたが、ま
だ回復期である場合、月曜日の利用予約は日曜日にできな
い。市の紹介する病児保育では、月曜日利用は当日朝7時ま
での連絡で予約可能。さらに電話だけではなくネット予約も
可能である。

いただいたご意見に対し、回答が遅くなり大変申し訳ありませんでした。い
ただいた子育てセンターかきのみで行っている「病後児保育」について現状
を確認し、以下2点について園長、副園長と協議を重ね以下のとおり改善する
こととしました。①「医師連絡表等の提出書類を利用する前日に直接園に行
かないと入手できない」点については、新規ご利用者、前回の利用時から2ヶ
月以上経過している場合を除いて、園のホームページ上でダウンロードする
ことが可能となるようホームページの更新を早急に行います。②「月曜日の
利用について」は、今まで明確なルールを提示できなかったためご迷惑をお
かけしました。検討の結果、「利用される月曜日の前週金曜日までに予約を
していただき、当日（月曜日）に医師の診察を受けていただいた後に利用可
能とする。」という詳細なルールを設定しました。こちらのルールを説明資
料等に明記し、事前にご理解いただいた上でご利用いただけるよう努めてま
いります。病後児保育事業でお預かりするお子様の体調や様子を、保護者の
方から直接お聞きして、正確に把握しておきたいという園の希望もあり、全
てをオンライン化することは現時点ではむずかしいという点はご理解いただ
けますと幸いです。今回いただいたご意見については、事前の説明の際に浜
松市が行っている「病児保育」との違い（子育てセンターかきのみで実施し
ているのは自主事業となります。）について分かりやすくお伝えできていな
かった上に、利用される保護者の皆様への配慮が足りなかったことも要因と
捉えております。保護者、地域の皆様が利用しやすい事業となるよう、改善

19 子育てセンターきぶね 親 3月8日

度重なる事前の連絡不備 3月8日受付「卒園式の園からの連絡について」の件に引き続
き、保護者会長より、「行事に変更がある時には事前に連絡
してほしいと言っていたのに、明日の卒園式の流れをまた変
更したようであるが、連絡がなかった。園に確認の電話を入
れたが、園長が不在であったので折り返しの連絡を待ってい
たが連絡がない。」と話があった。

お電話にて要件を伺った際に、前回に重ねての連絡の不備について謝罪いた
しました。その後、園長と申立者との話し合いの中で、各保護者宛に卒園式
の流れを変更したことを連絡することとなり、対応いたしました。なお、園
長不在時の対応については、連絡が取れるような仕組みづくりを行うことで
是正としております。
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