
平成26年度 苦情一覧 《茶々保育園》 

（園外） 

１．夏祭りでの花火の音がうるさいとの近隣からの苦情の電話があった。 

【園の対応】 

・子どもたちが楽しみにしている旨をお伝えし、本数などに配慮することとした。又、保護者

会とも話し合い次年度に向けた検討も進めるものとした。 

     ・今回も事前に近隣にはお知らせとお願いの手紙を配布したが今後も丁寧に対応していく。 

 

２．保育室排煙からの子どもの声がうるさいとの近隣からの苦情があった。 

【園の対応】 

・近隣にお住まいの皆さまに対して、通常時は排煙を開けないというお約束をしていたが、火

災発生訓練を行った際の終了時に閉め忘れてしまった。近隣の皆さまには陳謝し、今後この

ようなことがないよう反省会で確認を行った。 

 

（園内） 

１．７/２６の夏祭りで蚊が多かった。虫よけ対策をして欲しい。 

【園の対応】 

・蚊が発生しやすい場所に虫よけ用のマットを置いたり事前に草むしりなど行ったが、より多

くの場所に設置していくこととした。又、家庭においても衣服の調整などに配慮してもらう

よう事前にお手紙で知らせるようにした。 

 

２．保育参加が子どもの誕生日月に希望の曜日を決めて個々に参加してもらう旨のお知らせがあった

が、保護者同士の交流の場にもなっているので変えないでほしい。 

【園の対応】 

・本来の保育参加の意味や主旨をご理解いただき次年度より行う予定とする。園だよりで変更

理由をお知らせし、理解を得た。 

    

３．汚れ物に他のお子様の衣類が混入していた。数回あったので注意してほしい。特にパンツなどが

間違えて入っているのは困る。 

【園の対応】 

・チェックリストを作成し間違えないように職員の意識を高めた。また、ミーティングを行い

手順の見直しなど行った。 

 

４．異年齢保育への移行について園の方針が大きく変わるときには事前に説明があるべきである。 

「保護者の意見は取り入れられないのか」というご意見をいただいた。 

【園の対応】 

・説明会を 3 回に分けて行った。急な対応ではなく３年前より毎週異年齢の日を設けており、

子どもの姿の変化や子どもを取り巻く環境の変化などについて丁寧な説明を行った。スムー



ズな移行と子どもへの負担がないよう十分な準備と保育士の配置に努めた。 

 （説明会） ・１７：００～１８：００、(2 回)  

・土曜日１０：００～１１：００ 

・事務所にて個別に水曜日 

 

５．デッキのとげが刺さるのでメンテナンスを行ってほしい。 

【園の対応】 

・定期的にメンテナンスを行っている。とくに乾燥する時期には様子を見ていく。 

  



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々すずや保育園》 

（園内） 

１．色鉛筆が顔に当たり、子どもが怪我をした。保護者の方より「子どもたちが正しい使い方が出来

ていないので、常設で色鉛筆を置いておくのは早いのではないか」とご意見をいただいた。 

【園の対応】 

・色鉛筆の常設を止め、改めて、子どもたちに鉛筆やはさみなどの使い方を伝えた。その上

で、職員がそばにいるときには、色鉛筆を出して使うことにした。 

 

２．子ども同士のけんかで、顔（目の近く）に怪我をしたお子さんの保護者より、「相手の保護者か

ら謝罪がないこと」と「怪我をした際の園の対応に対して、連絡が遅かったこと、病院へ行かな

かったこと」に対してのご意見をいただいた。 

【園の対応】 

・双方の保護者の方には、怪我をさせてしまったことは、園の責任であることをお伝えし、お

詫びした。その上で、相手の保護者の方にも、相手の保護者のお気持ちをお伝えした。園か

らも、今後は、すぐに保護者の方に連絡をし、状況をお伝えした上で、病院への受診に対し

て、ご相談することをお伝えし、謝罪した。 

 

３．保護者の方から「保育士の子どもへの叱り方について、行き過ぎのケースがあるのではないか」と

苦情があった。 

【園の対応】 

・今後、このようなことがないことと、子ども一人ひとりに対して、誠実な対応をしていくこ

とを保護者にお伝えし、お詫びした。 

      職員会議で、子どもの叱り方や接し方について話をし、子どもの人格を尊重しながら、保育 

の専門家として、保育にあたることを共有した。 

 

 

 

  



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々おおいずみ保育園》 

（園外） 

１．四月、園に慣れずに泣いているお子さんもいる中、近隣にお住まいの方より「子どもの泣き声が

気になるので、子どもを外に出さないでほしい。」とのお電話をいただいた。 

【園の対応】 

・入園して間もない子どもの状況を考慮しながら、室内でも落ち着ける環境を整えた。 

 

２．夕方よりプールに水を溜め始め、閉園時に水道を止め忘れたため、翌朝まで水が溢れる事態とな

った。近隣にお住まいの方が気づいて園に電話を入れていただけたが、夜間の為に電話が繋がら

ず、結果、朝まで水が溢れ続けてしまった。 

【園の対応】 

・職員の当番体制を見直し、二重確認ができるよう業務内容の見直しをした。 

 

３．園の駐車場が民家と隣接しているため、民家側に駐車する場合は、前向き駐車にして頂くよう保

護者にお願いをしているが、いつも同じ車が後ろ向きに止まっているとのご指摘があった。 

【園の対応】 

・再度、駐車場を利用する際のお願いを保護者に周知し、送迎の時間帯に駐車場の様子を気にか

け、その都度お声掛けをした。 

 

（園内） 

１．保護者より「送迎の保護者用として玄関にレインコート掛けがあると良い。置き場所がないので

室内へ持ち込んでいるが、濡れてしまい困る。」とのご指摘をいただいた。 

【園の対応】 

・コート掛けを玄関フロアに設置した。 

 

２．保護者より「進級してから、パンツを濡らして帰ってこることが多くなった。帰りに迎えに来た

時、便が出ていることがあった。」とのご指摘があった。 

【園の対応】 

・時期や個々の状況をふまえた丁寧な対応をすることを、再度スタッフ間で共有し保育にあたる

こととした。 

 

  



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々ひがしとやま子ども園》 

（園外） 

１．団地駐輪場に隣接している室外機の下に水が溜まっており、駐輪場まで水浸しになり冬場に凍結

したら危険であると指摘があった。 

【園の対応】 

  ・室外機の漏水ではなく（室外機の排水は、地面に流していない）、隣接している駐輪場から園

の室外機設置場所にかけて傾斜があり、雨水が溜まっているためであると事情をご説明した。

また団地自治会にも事情を説明した。 

・冬場は室外機下の水溜りをスキージーでかき出すようにした。 

 

２．登園後、保護者が立ち話をしていて声がうるさいとのご指摘があった。 

  【園の対応】  

・登園後は園近隣で立ち話をしないように協力を呼びかけた。 

 

３．園庭の落ち葉が道路に落ち迷惑であるとご指摘があった。 

【園の対応】  

・落葉の時期は、道路の落ち葉掃きを行うようにした。 

 

（園内） 

１．公立幼稚園からの民営化による子ども園への移行にあたり、継続して通園するお子さんの保育の

仕方や安全面などにおいて、不安を感じるとのご意見があった。 

【園の対応】 

・保護者の方々との話し合いの場でご意見ご要望をお伺いし、不安に感じている点を把握した上

で、説明と必要な改善を行った。 

（主な改善内容） 

・ＩＣカードの設置場所を移動し、混雑を防ぐ 

・防災頭巾は園で用意したものを使用し、全園児分用意する 

・お子さんの引き渡しは原則として年齢別の担任とし担任不在時は引き続きを徹底する 

・保護者への連絡事項・週の予定を掲示する 

・大人を呼ぶときには「ちゃん・くん」ではなく「さん」付けで呼ぶ 

・午睡室にカーテンを設置する 

・怪我防止に向けた職員間の話合いを徹底し、スタッフの立ち位置を決める 

・同年齢で活動する時間も設ける 

・緊急時の一斉メールを導入する 

 

２. 「友だちから嫌がらせをされている。」と子どもが言っているとの相談が保護者からあった。  

【園の対応】 

・クラスの状況をお伝えし、相手のお子さんにもきちんと指導している事や、本人が「イヤ」



「やめて」と言えている事を伝えると安心していただけた。 

 

３．保護者の方よりあそぼう会（運動会）の運営の仕方（子どもたちの出し物の演出の仕方、乳児 

クラスのプログラム数、乳児クラスの種目参加の仕方など）について意見をいただいた。 

【園の対応】 

・当該保護者の方と面談し、運営改善に努める事をお約束した。 

 

４．保護者より「補食から夕食への変更が伝達されておらず夕食を提供してもらえなかった。」との

意見をいただいた。  

  【園の対応】 

   ・職員間で引き継ぎミスのないように手順を確認し、「補食・夕食確認票」の作成と再徹底を行

なった。 

 

  



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々かきのきだい保育園》 

(園外) 

１．運動会の予行練習にあたり「運動会の活動の為の騒音について」としたお知らせを近隣に配布した

が、実施予定の日付と曜日が間違っており、お叱りの電話があった。あわせて、保護者のベビーカ

ー使用マナーについてもご意見を頂戴した。 

【園の対応】 

  ・運動会の予行演習日については、電話をいただいた際に正確な日時をお伝えした。 

・近隣にお住まいの方にお詫び文を添えて、改めて正確な日時を記載したお知らせを配布した。 

・行事等の日時の確認は、必ずカレンダーと照らし合わせながら主任と園長で行うこととした。 

・歩道の歩き方に対しては、保護者あてに掲示やお声掛けを行い、注意を促すこととした。 

 

(園内) 

１．リースおむつの請求書を確認した保護者から「金額が妥当ではない」とご意見を頂いた。 

【園の対応】 

  ・各職員の判断基準にばらつきが出ている為、乳児担当職員に対して、単価を再確認した上で、

各段階における必要枚数の目安を基準化した。今後は各職員の感覚ではなく、基準に基づき

判断することを徹底することとした。 

・その後、平成 27 年度の「保育園のしおり」に掲載してお知らせすることとした。 

 

 

  



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々いまい保育園》 

（園外） 

１．雨の日の送迎時に、自転車を隣のクリーニング店（屋根があるところ）に停めている保護者がい

て、苦情があった。 

【園の対応】 

    ・玄関に掲示等でお知らせをしたり、職員が外へ出てその都度保護者に声を掛けた。 

 

 

（園内） 

１．幼児異年齢グループ内で特定の園児に意地悪な言動をする園児がいると保護者から意見をいただ

いた。 

【園の対応】 

          ・異年齢グループ担当職員から普段の様子を聞き、一方的ではないが、確かに強い口調で当該

園児に話しかけている園児がいることが分かった。 

           園長・副園長・主任の3人で名前の挙がった園児と一緒に、いろいろなパターンを思い描

き、その時々にどんな気持ちになるのか、意地悪な言動を言われる事がどれだけ辛いのかを

話し合った。 

           その後は、保護者とより密に家庭での様子をお伺いしながら、園での出来事も丁寧にお伝え

していくこととした。 

 

 

  



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々なかまち保育園》 

（園外） 

１. 園庭の砂が、風で舞い隣接している駐車場の車が汚れると車の持ち主からのご指摘があった。 

【園の対応】 

・こまめに園庭に水を撒いて砂を落ち着かせるようすることとした。なお、土地所有者である

ＪＲ東日本にもご指摘があったことを報告した。 

 

（園内） 

１．２歳児クラスで引っ搔き傷の後が顔に残って心配であると保護者より、保育について問い合わせ

があった。 

【園の対応】 

          ・スタッフ間で、子どもの爪が伸びていないか定期的にチェックするようにするとともに、伸

びている子どもの保護者に伝えることを徹底した。 

保護者に爪が伸びていることで起こりやすい怪我や、友達を傷つけてしまう危険性について

などをお便りに記載し、家庭でも気をつけていただけるよう依頼した。 

顔に傷が付いてしまった場合は保護者に連絡をした後、病院で診察してもらうことを原則と

した。 

 

２．保護者より園庭の上の高架についている鳩よけが下をむいているので危険ではないかと指摘を受

けた。 

【園での対応】 

     ・すぐに、土地所有者のＪＲに電話をして状況を伝え、修繕していただいた。スタッフ間で

は、安全点検項目に高架部分の確認も加え、不備がないか点検するようにした。 

 

 

 

  



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々まくはり保育園》 

（園内） 

１．3 歳児の女児が椅子取りゲームの最中に勢い余って自ら目の近くを椅子の角で打ってしまった。

また、同日友だちとのトラブルの末に友だちから顔のあたりを軽くはたかれた。担当していた職

員はそれぞれの事故を別々に保護者に報告し謝罪した。そうした状況において、翌日保護者より

「友だちに顔をぶたれて眼の近くにあざが出きて腫れている。」と園長に申し出があり、あわせて

「乱暴な子どもの親に対して園からも指導してほしい」とのご意見をいただいた。 

【園の対応】 

・それぞれの事故の現場近くにいたスタッフから詳しい状況を確認し、怪我そのものは、椅子

取りゲームで転んだ際に打ったものだと判明したため、これを説明して誤解を解いていただ

いた。しかし、3 歳児の子どもたち同士のやりとりの中で乱暴な場面があることに不安を抱い

ている様子だった為、保育園としての子どもたちへの伝え方を説明するとともに園便りの紙

面上で保護者へも協力を依頼することを約束し、実施した。 

 

２．2 歳児の保護者から担任の男性職員の対応について苦情があった。風邪気味の子どもが回復したの

で登園させたが、これ以上仕事を休むことが出来ないので、大事を取って外に出さないでほしいと

伝えたところ、まだ回復していないのであれば休ませてほしいという趣旨のことを言われた。忙し

い母親の実情を分かってもらえなくて辛い、園長に話を聞いてもらいたいということだった。 

【園の対応】 

・改めて時間を設け、園長が対応する。保護者の話を聞いた上で謝罪する。また担当したスタッ

フ当人にも保護者の状況を伝え、個別の状況への柔軟な対応を検討する姿勢を持つことを指導

した。 

 

３．年度末の保育報告会で次年度に使用を開始する新しい園の帽子について説明したところ、3 歳児の

保護者から以下の点が心配である、との意見があった。 

①今までのカラー帽子には後ろに日除けがついていたが、今回の帽子にはなく、しっかり日除けが

出来るのか心配。子どもの健康や安全を第一に考えられているのか。 

②色味が濃く、かえって熱を吸収してしまうのではないか。 

③洗ってもすぐに乾きそうもない、すぐに翌日に使えないのではないか。機能性も考えてほしい。 

【園の対応】 

・改めて園長が帽子を新しくする意味や経緯について説明し、理解はしていただいた。また、保

護者の意見を再度聞いた後に、これから実際に使用した上でのご意見も是非頂きたい、機能性

などの面で改良すべきところは検討したいと伝えた。 

 

  



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々おおわだみなみ保育園》 

 

１. 送迎時に園児の祖母より、「マスクをしているスタッフが多い。園で風邪をうつされているので

はないかと心配になる」とのお話をいただく。 

【園の対応】 

・ミーティング時にスタッフに今回の件を伝え、マスクをしていることでこのような誤解を受

けることもある、ということを周知した。 

 

  ２. 新入園で土曜保育の利用をお願いしていたが、当日、スタッフから「お休みのはずでは？」と言

われた。面接で伝えていたのに伝わっていない。今更仕事を休めないので困るとのこと。…利用

申し込みの連絡ミスが原因であった。 

【園の対応】 

・連絡ミスがあった旨を謝罪し、保育を行った。 

 

３. おむつ替えをしていたスタッフの子どもへの対応が丁寧ではない、とのご指摘を受ける。 

【園の対応】 

・スタッフへ事実確認を行ったところ、「また、おむつ替え」という言葉を使ってしまったと

のこと。子どもに対して配慮が足りなかったことを謝罪するとともに、職員間で子どもへの

丁寧な対応や姿勢について、ミーティングを行った。 

 

４. 保護者より「帰宅後に水筒を開けたら中に砂が入っていた。」とのこと。 

【園の対応】 

・スタッフ間で事実確認をしたが、どの段階で砂が混入したのかわからなかった。保護者には

その旨報告し、謝罪した。同じことが起こらないよう、水筒置場を注意して見るように周知

し、置き場の位置の確認を行った。 

 

５.保護者より、朝、上唇がが腫れていたので、本人に聞くと昨日、園庭で転んだとのこと。事実確

認の問い合わせを受ける。 

  【園の対応】 

・状況を確認したところ、転倒したことにスタッフが気づいておらず、怪我をしたことを把握

していなかった。園庭での大人の動きを再確認し、立ち位置や見守り方を周知した。保護者

にもその旨を説明し、謝罪した。 

 

苦情件数 ： 計 ５件（保護者５、外部０） 

 

 

 

 



平成 26 年度 苦情一覧 《茶々ⅰタワー花の森保育園》 

（園外） 

１．保護者より「送迎時、園内駐車場に車を駐車する際に、白線から大幅にずれて駐車している車が

あるため、車が駐車できない。」とのご意見があった。 

【園の対応】 

・車の所有者が分かったため、本人にすぐ伝えて正しく停めなおしてもらった。 

    また後日、お便りを通して駐車場の使い方を改めて伝えた。 

 

（園内） 

１．保護者より「夏季期間は 1日 1回プール遊びや戸外遊びを取り入れてほしい。」とのご意見があ

った。 

  【園の対応】 

 ・園としては熱中症指数を毎日確認し、それによって危険度が高い場合は戸外遊び、プール遊

びを控えていることを伝えた。 

また、今後の対策として、熱中症指数を目安にすることは変わりないが、戸外遊びやプール

遊びの時間帯、遊ぶ時間、年齢を考慮しながら遊ぶことを伝えた。 


