
2019 年度 苦情・ご意見一覧 

稲毛すきっぷ保育園

① 

内容・要望 午後の子どもたちの走る音が響く、お迎えの際の外での保護者や子どもの声が気になると

ご指摘いただく 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否
否 

園の対応・結果 子どもたちの走り回る姿については、座って遊べる遊びの提供等行っていく。お迎え時の

対応については、保護者会等で保護者にもお知らせする。 



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

おゆみ野すきっぷ保育園 

 

① 

内容・要望 園長との言葉や連絡アプリ内でのやり取りの中で行き違いがあり、保護者の気持ちや要望

を受け止めたりする事等が難しい部分があり、話し合いとなった。 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
第三者委員へ相談、報告を行う。 

園の対応・結果 やり取りの中で行き違いがあった事を謝罪し、その経緯についても説明する。 

 



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

新検見川すきっぷ保育園 

2019 年度は苦情・ご意見等はございませんでした。 

 
  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

幕張本郷すきっぷ保育園 
 

① 

日にち 2019/5/6 

内容・要望 ショッピングモールの母の日イベントで、園で絵を描いたと聞いたので足を運んだが自分

の子どものものはなかった 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 提出が遅れてしまった旨を説明し謝罪する 

 

② 

日にち 2019/6/28 

内容・要望 乳児の遊びでは安全の為、絵の具ではなく食紅を使用してほしい 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 職員全員で安全の面等について話し合いを行い、絵の具は体に害がない安全な物を使用し

ている、口や目に入らないように気を付けて見ていくことを話した 

 

③ 

日にち 2019/7/1 

内容・要望 書類について、本当に医師に書いてもらうことが必要なのか。説明が不十分であることと、

職員が書類について全く把握していないのに、ただ渡されることに納得ができない 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 入園面談の際に、必要なお子さんに説明が出来ていなかった事については、職員全員で認

識して気をつけていく、共有事項が伝言ゲームのように色々な職員に伝わり、最終的に伝

えた内容が変わってしまったことを謝罪。 

 

④ 

日にち 2019/9/25 

内容・要望 重要事項説明書に延長の利用停止に関する事項を載せて欲しい。 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 千葉市の延長書類にも停止の際は出すように記載があるので、その部分について再度説明

を行う 

 



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

船橋法典すきっぷ保育園 

2019 年度は苦情・ご意見等はございませんでした。 
  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

西船橋すきっぷ保育園 

2019 年度は苦情・ご意見等はございませんでした。 
  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 
 

両国すきっぷ保育園 
 

① 

日にち 2019/4/2 

内容・要望 新しい園長が就任し、今までのやり方を変えると説明があったがわかりにくく納得できな

い事。園長とコミュニケーションが取りにくいこと、年間行事予定に大幅な変更があった

が説明が無かったこと。今まで安心して預けていたけど、どんな保育園になっていくのか

わからなくて、不安に思っている。 

※平成３１年４月時の内容 現在園長は交代しています 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 説明が少なかったことへの謝罪、年間行事予定の変更については、全体へも変更した意図

の説明を行い、ご協力頂いている面での感謝を伝え、誤解のあった部分については再度説

明を行った。 

 

② 

日にち 2019/4/23 

内容・要望 公園での子どもに対しての保育者の対応について、子ども同士での玩具の貸し借りがあっ

たようで、玩具を貸してあげられなかった子どもに対して不適切な対応があったとのこ

と。直接やり取りを見ていたのは近隣の方で、その方から保護者に共有があり、保護者か

ら役所に電話があった。 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 職員の言葉遣いや子供への対応について、再度全体へ周知し指導した。 

役所から当該保護者へお伝えいただく。 

 

  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

上板橋すきっぷ保育園 
 

① 

日にち 2019/7/19 

内容・要望 ルールや行事が変わる時のプロセスについて、話し合いやヒアリングなどを経ないで、一

方的なお知らせになったことについて、納得できる理由・説明を求めたが、全家庭向けに

書面を配布されただけで、その対応方法に不満がある。 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 手紙を出した経緯を話し、子どもたちに対する思いも伝えた。子どもたちのためにという

ことを常に考えての話し合いの結果保護者にお願いする形をとったことを説明した。 

  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

荻窪すきっぷ保育園 
 

① 

日にち 2019/4/24 

内容・要望 面談では担任 1 人に加え、フリー担当も保育に入ることで対応していく。と聞いていたが

担任 1 人で対応している様子。親としては不安。これまで二週間近く散歩に行ってなかっ

たのも先生たちが近くの公園の状況を把握していなかったからと聞いた。 

新設園による事情があるというのも分かるが、開園前に準備できることもあったのではな

いか。とにかく一番は子どもに何かあるということが怖い。担任を増やすことを検討して

頂きたい。 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 採用活動を引き続き行っていくこと、決定までは園長主任等も保育に入り対応していくこ

と。（ただし必ずすべての時間に保育士が 2 名入る事は難しいこともある）また、散歩に

ついては、新規開園で全員が新入園児ということもあり、それぞれのお子さんの特性を十

分に保育士が把握し、危険性に配慮したうえで、慣らし保育完了時期を目安に行こうと考

えていた。ということを説明。 

 

② 

日にち 2019/4/25 

内容・要望 開園当初は担任が 2 人だったのに、1 人になった。そのため行き届いていない部分が多い

戸外にも園庭があるにも関わらず出ていない。散歩にも行かない。園内の床にごみが多い。

連絡用のアプリで連絡したが、返答がない。 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 担任変更については、引き続き採用活動中であり、それまでは園長主任が保育に入って対

応していく。生活習慣については一人ひとりについて確認を行っていく。 

散歩は新規開園で全員が新入園児という中で、外に行く危険性を十分に確認した上で、慣

らし保育完了時期を目安に行こうと考えていた。今後は戸外での活動も増やしていきたい

と説明。 

園内の清掃は定期的に行っているが、埃等が溜まりやすい箇所があった為、より念入りに

行っていく、連絡用アプリの確認をしっかり行っていくと説明。 

 

  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

雑司が谷すきっぷ保育園 
 

① 

日にち 2019/7/29 

内容・要望 ほぼ毎日自転車が歩道側にまで出ていて車が通れない。 

今日は車から降りて自転車を動かした。園で周知を徹底してほしい 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 謝罪をし、保護者には駐輪場を使用していただくお願いを再度行う。 

 
 

② 

日にち 2020/2/27 

内容・要望 連絡帳は毎日書くものではないのかという電話が豊島区役所宛てに在園児の保護者から

あった 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 匿名の電話だったため返答はできないが、まずは記入漏れ箇所がないようにしていき、職

員全員と連絡帳の必要性を話し合い、共通理解を持ち、園内研修等で連絡帳の書き方を学

んでいく 

 
  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

中野松が丘すきっぷ保育園 
 

① 

日にち 2020/2/19 

内容・要望 噛みつき事故が多い。そして、ケガや噛みつきがあった後も声を掛けてくれる職員と掛け

てくれない職員がいるのが気になる。子どもはちゃんと見てくれていると思っているが不

安に思う。 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 噛みつき事故については謝罪し、再発防止に努めることをお伝えする。職員には誤解を与

えない行動や、信頼をしてもらえる行動などについて話をした 

 

  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

横浜すきっぷ保育園 

2019 年度は苦情・ご意見等はございませんでした。 

  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

横浜岡野すきっぷ保育園 

2019 年度は苦情・ご意見等はございませんでした。 

  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

尻手すきっぷ保育園 
 

① 

日にち 2019/6/9 

内容・要望 家に帰って母親が子どもの声がガラガラ声になっていることに気づき話を聞くと、友達に

怖いポーズをしてこられたのが怖かったから泣いた為声が枯れたという話だった。両親

は、その友達とは以前からトラブルになりよく聞く名前でもあった為気になっていた。そ

の夜、「やめて」と言って夜泣きをしていた。その為、相当怖かったのではないかと心配

になり、その時の状況を知りたいそして友達の保護者にも話をしたいということだった。 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 保育士の対応について謝罪し、友達の手が当たったことはなく、友達の気持ちにお子さん

に対し悪気があったわけではないことを伝える。 

 

② 

日にち 2019/10/10 

内容・要望 南河原公園から帰る際、「南河原公園を出た直後の横断歩道の渡っている姿を見ていて女

性保育士が大きな声で園児の名前を呼びながら強く手をひいて急いで渡っている姿を見

て危険だと感じた。」とご指摘いただく 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 横断歩道上であれば、手を引いて渡るのではなく、抱っこをして確実に渡れる方法をとる

こと。整列時点で配慮が必要なペアに保育士が近くにいることや、直接保育士が手を繋ぐ

などの対応をして渡る等について、職員間で話し合った 

 

③ 

日にち 2019/12/26 

内容・要望 12/11 に水性ペンで顔に書いてしまった際に、汚れを落とそうと保育士がメラミンスポン

ジにて顔を擦ったところ、擦過傷ができてしまった。その対応について、跡が残った際の

対応と運営会社と姉妹園で把握し再発防止に努めているかというご指摘をいただく 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 謝罪と保険についてのご説明、系列保育園への共有と改めて注意喚起を行なっていること

を説明。 

 

 

  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

辻堂すきっぷ保育園 

① 

日にち 2019/9/6 

内容・要望 首の後ろから右側に沿ってみみず腫れができていた 

第三者委員への 

報告や立ち合いの要否 
否 

園の対応・結果 保護者と面談し下記内容を説明した。 

発達にふさわしい玩具、玩具の安全性、安全な保管または使用方法等について職員間にて

検討し、危険な使い方が予測されるものは、保管場所を棚に移動した。また、保育士の役

割分担を明確にし、子ども達から目が離れる向きや角度、タイミングが生じないよう、環

境設定の見直しを実施。子ども達全体への遊び方の指導と確認を行った。 

 
  



2019 年度 苦情・ご意見一覧 

戸田公園すきっぷ保育園 

2019 年度は苦情・ご意見等はございませんでした。 
 


