
苦情公表：2021子育て部門

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 4月12日

おまかせ保育システムの使いづらさについて

（欠席連絡・連絡帳）

保護者より、「おまかせ保育システムにおいて朝の体調連絡の

登録ができたのか分からない。事前に休みを入力しても、いつ

の分が登録されているか分からないため、システムの仕様を変

更してほしい。」と苦情申立フォームより連絡があった。

システム会社に本件を伝え、仕様の変更が可能という回答があった

ため、ご意見をいただいた件が解消されるように仕様の変更を行い

ました。申立者には事前に対応方法についてメールを送信いたしま

した。

2 子育て支援課 親 4月19日

保護者会費の返還について 保護者より、「保護者会費を繰り越しているのであれば返金

すべきではないか。保育フェスティバルをオンライン開催するの

であれば参加しない人には保護者会費を返還するべきでは

ないか。」との内容が４通にわたって、苦情申立フォームより連

絡があった。

当該アドレスに返信を試みるも不達であり、該当園や詳細な情報

を確認することができませんでした。ただ、ご意見の内容からある程

度どの園であるか推測し、事実確認を行いました。いただいたご意

見については、子育て部門連絡調整会議にて水平展開し、園で

具体的な関連事案があった場合に対応することとしました。

3 子育て支援課 親 5月19日

送迎時のルール（コロナ関連）の再周知

について

保護者より、「新型コロナウイルス感染症拡大防止のために

実施していた送迎時の対策について、最近は守られなくなって

いる様子がある。感染が再拡大している中であらためて文書

で通知して欲しい。」と電話があった。

該当園の特定ができなかったため、園としての原因分析はできませ

んが、①昨年度に発出した文書に対して、期間が経過し徐々に感

染対策に関する意識が薄れてきたのではないかということ、②GW

明けに感染が急拡大し、感染リスクに対して申立者が不安を抱か

れたことが推測できます。対応としましては、当課より再周知となる

連絡文書を発出しました。引き続き地域の感染状況を踏まえ、先

行的に対策を講じる等の注意を行ってまいります。

4 子育てセンターさやのもり 親 6月3日

職員のマスク着用について 保護者より、「A組の先生がマスクをしていないところをよく見か

ける。子どもたちには大変な中マスクをさせているのに保育士

がしていないのはどうなのか。送迎の際にしていないことを見か

けるが、日中はどうなのか。徹底して欲しい。」と苦情申立

フォームより連絡があった。

該当クラスの職員に聞き取り調査を行いました。原因としては①気

温が上昇し活動時が暑かったため外した。②戸外活動や食事後

の片付け等の息苦しさを感じる状況でマスクを下げた。という点があ

げられました。いただいた意見を周知し、職員の中で自身の行動を

振り返るとともに、状況に応じたマスクの着用を再度意識するよう伝

えました。是正を行った内容については、メールにて申立者にご返

信させていただきました。

取扱注意



NO 対象部署 申立者 受付日 件　名 苦情内容 対応内容

5 子育てセンターとものもり その他 6月25日

朝の園前の交通渋滞について 地域の方より、「園の前の道路が、園に通う車で混雑し渋滞

している。対策を願いたい。」と苦情申立フォームより連絡が

あった。

翌日より数日間、朝の渋滞の様子を確認しました。状況としては

時折2～3台の渋滞が見られました。職員・保護者に対して園内

掲示等を用い、いただいたご意見を共有し、注意喚起をさせていた

だきました。

6 子育てセンターみなみしま 親 6月30日

お迎え時の対応について 以前も別件で、当該園に対する電話を入れたことがあるとい

う申立者より、「以前と比べて園の雰囲気が変わり、お迎えに

行っても見向きもされず、挨拶してもらえない。挨拶がないた

め帰ったことを把握しているか心配になる。今は活気がなく、

がっかりすることが多くて非常に残念である。いい先生もいて子

どもは楽しく過ごしているが、このような状況は改善していただ

きたい。」との連絡があった。

園内において共有させていただき、原因としては、①他の園児に対

応しており、職員がすぐに動ける状況になかった。②危険な箇所の

見守りについており、職員がすぐに動ける状況になかった。③マスク

着用のため表情が分かりづらかった。④送迎が多い時間で丁寧に

関わることができなかった。という点があげられました。各原因に対し

て是正を検討し、保護者が安心して預けれられる園になるよう、取

り組んでいくことを共有しました。

7 子育てセンターみなみしま 親 7月5日

献立表の配布時期とプール活動の時間に

ついて

ご意見投函用紙にて、「給食のメニューは月末までに欲しい。

コロナ禍でプールの時間が減っているかと思うので、午後のプー

ル時間も増やすなど検討してほしい。またプールの時間はどの

くらいか。」という意見が寄せられた。

献立表に関しては、月の末日に配布しており、お休み等で月初に

手元に届くケースがあること、申立者の中で早く手元にあった方が家

庭のメニューとの調整ができるということが原因となります。しかしなが

ら、献立は法人内での調整と各園での個別の調整時期の観点か

ら月末配布としており、月の末日より早く配布することが難しく、その

旨を回答させていただいております。プール活動に関しては、コロナ

禍で活動する日数は減っているものの、１回の入水時間は従来と

変わらない中で少人数での実施をしているため、一人一人じっくり

プールでの活動が実践できていることを園内掲示にて回答させてい

ただきました。

8 子育てセンターやまびこ 親 8月18日

園児のマスクについて伺いたい 申立者より、「新型コロナウイルス感染症対策として、3～5

歳児がマスクを着用しているがそれは必要か。マスクを着用す

ることでのリスクもある。乳幼児の感染率、重症化率も低い。

感染対策の大切さもわかるが、幼児のマスク着用に疑問を

持っている親もいることを知ってもらいたい。」との話があった。

申立者の話を傾聴し、緊急事態宣言が発出される状況下で、集

団生活をしている園児がマスクを外すことは難しい旨をお伝えしまし

た。しかし、今回いただいたようなご意見を持つ方もいるということを

受け止め、貴重な意見として受付させていただきました。



NO 対象部署 申立者 受付日 件　名 苦情内容 対応内容

9 子育てセンターかきのみ 親 9月6日

「ことばの教室」の利用に関する園の対応が

遅いことについて

申立者より、「以前から申し込んでいた『ことばの教室』の受入

れに関する回答がもらえていない。1か月半程前に話をした

が、回答がないのはおかしい。」と電話があった。

ことばの教室を利用したい旨の連絡をいただき、調整しましたが、他

業務に追われ対応が途中で滞ったことが原因です。申立者には、

園長より謝罪し、至急調整をいたしました。

10 子育てセンターみゅうのおか 親 9月27日

度重なる子どもの衣類の紛失や間違いにつ

いて

申立者より、「子どもの衣類の紛失や間違えが度重なってい

るが、園ではどのような方法で衣類の確認をしているのか。状

況を教えてほしい。」と話があった。

申立日の数日前に連絡ノートにて申立者から衣類紛失について

話をいただいておりましたが、一部の職員のみで対応し、園長等と

の共有ができておらず、申立者に明確な説明ができておりませんで

した。また、以前にも衣類の間違えがあったため、申立者に不信感

を与えることになりました。紛失した衣類については、園内をくまなく

探し、他保護者に確認しても発見できなかったことを申立者に説明

し、謝罪しました。今後の対策としましては、職員2名でダブルチェッ

クし対応していくことを報告しご理解いただきました。また、情報共

有についても、園長・副園長への報告は速やかに行い、他職員に

もすぐにクラスノートやコミュニケーションノートへ記載します。

11 子育てセンターこまつ 職員 10月4日

交通ルールを逸脱した運転について 他施設職員より、「園の公用車が、走行車線よりスピードあ

げた状態で、自分の車を追い越した。その後も前を走行して

いた車を追い越し、スピードもかなり出ていた。あまりに交通

ルールを逸脱した走行だったため、改善してほしい。」と話が

あった。

対象職員に事実確認を行い、前方の車を追い越したことを確認し

ました。対象職員には園の看板を背負っていること、一人の行動が

天竜厚生会の評判を落とすことについての重みを理解し、意識を

持つことを伝えました。申立者にも是正を報告し、ご理解いただきま

した。

12 子育てセンターさやのもり 本人 10月13日

駐車場でのルール違反について 申立者より、「以前から園に、園の駐車場でのルールを守らな

い保護者がいると伝え、改善するようお願いしてきているが、

改善が見られない。個別に話をしてくれていれば、その保護者

も改善するはずだが、改善していないということは園から何も

注意していないのではないか。大きな事故になる前に個別に

対応してほしい。」と話があった。

申立者に謝罪し、園内掲示と連絡メールにて全体に注意喚起す

るとともに、「園内駐車場についての注意喚起」の手紙を保護者に

配布し、再周知しました。今後の対応としましては、不定期となりま

すが、送迎のピーク時に職員が駐車場に立ち、ご利用者の安全の

担保に努めます。
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13 子育てセンターしばもと 親 11月1日

事故後の園の対応について 申立者より、「事故から通院まで時間がかかったこと、救急の

対応について、事故後の保険の種類について説明がなかった

ことについて説明がほしい。また、５月にあった別の事故でもス

ポーツ共済で処理されなかったが何故だったのか、その件につ

いて教えていただきたい。」と申し出があった。

事故後の保護者への連絡の際、怪我の状態をうまく伝えられな

かったこと、保険対応について保護者が納得のいく説明をしていな

かったことが原因です。申立者には、その場で謝罪と説明を行い、

救急時の対応と保険の説明については、保護者の要望を伺った上

で後日回答しました。申立者からは、「これからもよろしくお願いしま

す。」とのお言葉をいただき、納得いただきました。

14 子育てセンターきぶね その他 12月11日

発表会の開始時間が予定より早まったこと

について

申立者より、「発表会において、決められていた開始時刻より

10分以上早く開始した。子どもが全員揃ったため、予定より

開始を早める判断をしたとのことだが、最後の発表会にも関わ

らず子どもの出番に間に合わない保護者がいた。子どもを思う

気持ちや保育士としての資質と、組織としての意思決定や管

理職としてのマネジメント能力は別だと感じる。法人として適

切な人員配置と研修や勉強会を継続的に行ってほしい。」と

申し出があった。

今回、園児全員の登園完了を確認し、準備が整った状態であった

ため、保護者も集合していると認識し、開始時間を繰り上げてしま

いました。今後は、開催案内に明記した開始時間を厳守すること、

保護者が参加する会では、参加者一覧表を作成し、当日参加者

の確認を行うことで再発防止に努めます。保護者には、「発表会に

ついてお礼とお詫び」の文章を発出し、経緯を説明するとともに、対

応についてあらためて謝罪しました。

15 子育てセンターとものもり その他 12月29日

保護者の駐車場でのマナーについて 申立者より、「朝の送迎時、急いで駐車場に入る保護者がい

るが、車にスピードと勢いが出ており、ぶつかるのでは？とヒヤヒ

ヤする。また、乗降時や迎えの際に子どもを先に降ろして自由

にさせている。実際、車の陰から出てきて驚いたことが何度か

あり、いつか事故が起きてしまうのではと心配である。本人に

注意してもらいたい。」と苦情申立フォームより連絡があった。

心配をおかけしたことを申立者に謝罪するとともに、指摘いただいた

保護者と園で話し合い、当該行為について注意したこと、全体への

注意喚起として園だよりに「駐車場での約束」を掲載したことを回

答しました。

16 子育てセンターこまつ 親 1月18日

子育て支援の対応について 申立者より、「3時頃に伺うと、職員から『利用は4時までなん

です、、、』と言われ、帰ってほしいオーラを感じた。また雪が

舞っていたにも関わらず、全窓が開けっ放しであった。利用者

は他におらず、利用する時くらい暖房とは言わないが、一部の

窓を閉めてほしかった。始めて利用するのはとても勇気のいる

ことなので、このような対応だと今後は行かないと思う。」と苦

情申立フォームより連絡があった。

当該職員に事実確認を行い、職員の意図とは異なる伝わり方をし

ていたこと、配慮にかける行動があったことを確認しました。申立者

には、気配りが足りず不快な思いをさせたことを謝罪し、今後は初

めて利用する方でも気持ちよく迎え入れる体制を整えていくことを

メールにて回答しました。
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17 子育てセンターみなみしま 親 3月24日

園のコロナ対応について 園にて2月21日～3月12日の間コロナ陽性者が複数回確

認されたため、休園と登園自粛要請を繰り返していた中、下

記の4件の苦情をホームページ、電話にて受け付けています。

・登園自粛ではなく早く休園にして、管理を徹底するべきでは

ないか。

・陽性者が増えたにも関わらず登園してもよいのか。休園には

ならないのか。

・先生方は全員検査を受けているのか？園の感染対策は大

丈夫なのか？と不安に感じている。

・市との協議は誰がどのように行っているのか。

・園長先生の曖昧な答え方等説明が分かりにくい。

いただいた4件のご意見は対象者不明のものであり、同様の内容で

あった為、まとめての対応としました。

ご意見に対しては、「新型コロナウイルス感染拡大による登園自粛

ご協力のお礼」を作成のうえ掲示し、保護者全体に周知いたしまし

た。

18 子育てセンターすぎのこ 親 3月31日

4月1日から新しい帽子が被れないことにつ

いて

保護者より「コロナ陽性者が発生したことで、入園進級式が

延期になり、入園進級式までは今までのクラスの帽子を使用

するよう連絡（メール）があった。なぜ４月１日から新しい帽

子を使用できないのか。どうしてこのような対応になったのか理

由を教えてほしい。」と電話があった。

新型コロナウイルス感染症の影響により一部家庭保育を依頼して

いたため、入園進級式の日程を延期（４月１日（金）⇒４月

４日（月））しました。欠席者も多く、旧クラスでの活動となるこ

と、登園を自粛している園児への配慮から、１日は旧クラスの帽子

の使用をお願いすることとしましたが、メールでの連絡であったため、

意図や子どもたちの気持ちに対する配慮についての説明が十分に

できていませんでした。

また、登園していた保護者には口頭でも説明を行っていましたが、

感染リスクを考慮し保護者対応を短時間で行うようにしていたた

め、保護者の思いに気づけませんでした。

ご意見に対しては、改めて全園児に旧クラスの帽子で登園してほし

い旨とその理由をメール送信しました。

今後は文書等でお伝えする際は理由や意図も伝わるよう配慮して

作成するとともに内容を複数職員で確認していきます。


