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は じ め に

学校に対して、保護者や地域の方などから、苦情や要望が寄せられることがあ

りますが、その中には、子どもたちの学校生活を向上させ、質の高い教育活動を

進める上での重要な示唆を含んでいるものもあります。

そうしたものを学校運営や教育活動に生かしていくためには、否定的にとらえ

るのではなく、苦情等の背景にある保護者等の思いをくみ取り、学校の対応を振

り返りながら、改善すべき事柄には誠実に対応していくことが重要です。

しかし、現実には、学校への苦情等は様々で、教職員の保護者等への対応はま

すます困難になってきています。中には日常の教育活動に支障をきたすこともあ

り、苦情等に適切に対応していくための教職員の研修が必要となっています。

また、最近では、保護者や地域の方から、苦情等だけでなく不当な要求もあり、

その対応は教職員個人にかなりの時間的・精神的な負担になることが多く、学校

は組織として対応するとともに、学校外の関係機関や地域の方と連携を図ること

が重要です。

本資料は、保護者や地域の方からの苦情や不当な要求などに対して、教職員が

より適切に対応することができるよう、対応のあり方についてまとめたものです。

校内研修等で積極的・効果的に活用していただき、学校運営や教育活動がさらに

充実することを願っています。

また、今年度、県教育委員会では、文部科学省から学校問題解決支援事業の研

究委託を受け、学校問題相談窓口を設置し、学校問題解決支援員が、解決が困難

な事案に対して学校及び保護者から相談を受け、円滑な問題解決に向けた支援を

行っており、この相談窓口の更なる活用をお願いします。

平成２１年１月９日

岡山県教育庁指導課長

竹 井 千 庫
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保護者や地域の方（以下「保護者等」という。）からの苦情や不当な要求につい

ては、まず、冷静に話を聞いて内容を正確に把握することが大切である。また、学

校の対応等の説明を求められた場合には、即答はせず、学年主任や管理職等に報告

し、迅速な事実確認、対応の検討の後、誠意を持って、ていねいにきちんと回答す

ることが大切である。

また、理不尽な要求に対しては、学校として「できること」と「できないこと」

を明確にして、毅然として対応する。また、学校の非を指摘して、いろいろと要求

をしてくる保護者等に対しては、その問題解決のために学校としてできる対応を誠

実に行いながらも、詳しい記録を残し、早めに教育委員会・関係機関等と連携を図

ることが大切である。

（１）初期対応の流れ

① 保護者等の訴えをしっかり「聴く」

↓ ・主訴をとらえる ・対応を焦らない

② 管理職等に速やかに報告 （個人で判断しない）
教務主任

↓ ・担任 学年主任 教頭 校長

生徒指導主事
③ 事実確認

↓
・具体的に ・保護者の思いを踏まえて

④ 対応の検討

↓ ・組織で検討 ・情報の共有

⑤ 保護者等への対応

① 保護者等の訴えをしっかり「聴く」

保護者の苦情は子どもかわいさから発しているものが多い。その思いを理解し、

子どもを共に育てるという姿勢で、話を誠実に聞くのが対応の第一歩になる。感

情的でとげとげしい物言いがあっても、その裏にある、願いや理由を推測するこ

とが大切である。

また、金銭的な要求等の場合には、話をしっかりと聞くが、話の終わりに、学

校としてできないことは、はっきりと伝える。

１ 傾聴に徹する。
うなずいたり、「ええ。」「そうですね。」など相づちを打ちながら聞き、保護者

等の思いが現れたところや困っているところでは、話された言葉をそのまま繰り
返したり、要約したりする。
相手の話を十分聞いてから、学校の立場や事実を説明する。

２ 主訴をとらえる。
何が起きて、どうなっているのか、学校に何を要求しているのかを明確にとら

第１章 対応のポイント
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える。保護者等が感情的になっても、感情や態度に巻き込まれないように、その
思いや悩みなどを聞きながら、要求の背景に何があるのかを聞き取る。

３ 対応を焦らない。
事実関係をはっきり確かめていない時点では、あいまいな回答や安易な謝罪は

しない。具体的な方策等については即答を避け、学校として誠実に対応すること

を約束する。保護者等との電話や面談の後、早急に対応することが大切である。

○電話での対応と来校者への対応

電話での対応 来校者への対応

［対応者の決定］ （来校したい旨の連絡を受けた際の対応）

相手が要求している教員（担任、部活 ［確認事項］

動顧問等）がいる場合は電話をつなぐが、 ①相手の名前・子どものクラス

いない場合は電話を受けたものが積極的 ②来校の目的・話の内容の概略

に対応する。 ③相手の都合 等

［確認事項］ ［対応の検討］

自ら名乗り、相手の名前・子どものク 目的・内容を吟味し、対応方針を検討し、

ラス等を尋ねる。ただし、匿名を希望さ 対応者を決定する。

れる場合は、了承する。

［面談等の設定］ （来校した際の対応）

対応が困難になりそうな場合は、じっ ・複数の教職員で対応する。

くり話し合うことのできる面談や家庭訪 ・担任等で対応し、原則として、最初から

問の機会を積極的につくるようにする。 校長が対応しないことが望ましい。

［時間を制限した対応］ （詳しくは下記の〈留意点〉参照）

電話が、複数回に及び、同じ内容の繰 ・わざわざ来校してくださったことへのお

り返しになる場合には、来客や会議など 礼やねぎらいの言葉を伝える。

を理由に打ち切るきっかけをつくる。

共通の基本的な対応

［傾聴］

言い分をしっかり聞く。学校としての言い分や説明等は後にして、最後まで聞き取る。

［内容の確認］

話の内容は、復唱するなどして必ず確認する。

［指導方針の説明］

十分に話を聞いた後、必要に応じて、学校の状況や指導方針を伝える。

［要求への対応］

新たな要求や即答できない内容については、その場で約束はせず、校内で検討後伝える。

［記録］

用件を正しくメモし、記録に残す。

〈留意点〉校長への面会の要求について

「校長を出せ。」という要求に対しては、原則として担当者が対応し、「この件は、私が

担当ですので、私が伺います。」「お話の内容は管理職に報告するので、私が伺います。」

などと、毅然として断ることが必要である。

ただし、学校管理下での事件・事故や教職員の指導に関するものについては、校長・教

頭が対応することも考えられる。
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② 管理職等に速やかに報告

初期対応においては、的確な判断と迅速な対応が重要であるので、苦情等を受

けた教職員は、直ちに学年主任に連絡し、学年主任は教頭、教務主任、生徒指導

主事等に連絡し、教頭は校長に報告する。校長までの報告については、①すみや

かに報告するもの、②対応後報告するもの等に分けて、学年主任、教頭で判断す

る。苦情等を受けた教職員は、自分で解決しようという思いは大切にしながらも、

問題を一人で抱え込まないようにしなければならない。

管理職は、事実関係を確実に把握し、この先、事態がどのように進展するのか

を判断し、部内で対応方針や対応方法を決定する。

初期対応において、管理職への報告がなかったり、情勢の判断を誤ったりして、

その後の対応が後手に回ってしまうと、苦情の原因そのものよりも、学校の対応

の遅れが保護者等に不信感を招くことになり、トラブルの原因となることもある。

報告の遅れ・報告漏れの原因

１ 担任等が一人で問題を解決しようと抱え込んでしまう。

２ 事態の深刻度の認識が希薄である。

３ 組織力が弱く、課題を共有する姿勢に欠けている。

連絡方法及び報告内容のポイント

１ 第一報は不完全でも、迅速な連絡を優先する。

「巧遅より拙速」

２ 分かる範囲で、事実のみをできるだけペーパーで正確に伝える。

参考：山口県教育委員会「問題行動等対応マニュアル ～児童生徒・保護者との信頼関係の一層の

構築をめざして～」2007年

③ 事実確認

担任等から学年主任や教頭が報告を受けた後、校長への報告と並行して、保護

者等の主訴、思い、不安等も踏まえて、事実確認をできるだけ早く、正確に行う。

確認の内容 (事実と推測を区別して事実のみを記録し、経過を時系列に整理する）

１ いつ、どこで、何があったか。

２ 誰が、どのようにかかわっていたか。

３ 原因は何か。

４ 結果として、どのような状況が生じているか。

確認の方法

１ 複数の教員で事実を聞き、記録をとる。確認の内容にブレがないように、

教員間で共通認識をしておく。

２ 関係児童生徒だけでなく、周りにいた児童生徒からも事実を確認する。

３ 威圧的な態度で接したり、聴取が強制的にならないようにする。

④ 対応の検討

保護者の言い分と学校で確認した事実を整理しながら、迅速に対応を検討し、

誠実に対応する必要がある。問題を長期化させないためには、適切な初期対応が

重要である。

ポイント

ポイント
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１ 問題の程度を判断し、組織で検討する。

問題の大小にかかわらず、担任等の一人の教職員だけで苦情を抱え込まず、問

題の程度に応じて、管理職、生徒指導主事、学年主任、担任などで、適時サポー

ト体制を組み、情報を共有し、対応の方針を決定する。

特に、担任等の対応の中心となる者は、その時その時の状況把握を正確に行う

とともに、学校の方針を十分に理解しておくことが重要である。

実際の対応を行うのは担任を中心とした教職員であっても、学校・学年で対応

の方針を決定し、教員間で共通理解を図っておくことが重要である。

２ 対応者を決定し、まわりがバックアップする。

複数で対応するが、直接対応する人を決めて進める方が、一貫した対応ができ

る。基本的には担任が対応するが、学年主任等がバックアップをし、状況によっ

ては、生徒指導主事も対応する。情報は全職員で共有し、対応する人をバックア

ップしていく体制をつくることが必要である。

３ 対応する時間、場所等を設定する。

話し合いの内容に応じて対応する時間や場所を調整するが、深夜に及ぶ話し合

いや校外への呼び出し等には応じない。また、こじれそうな内容の場合には、で

きるだけ校内で対応する。

４ 詳細な記録を蓄積する。

記録に基づき、職員全体で保護者等の主訴を共有し、対応等を考えたり、専門

家に相談したりするために、正確な記録の蓄積が大切である。

〈留意点〉来校者等への対応の際の記録について

問題をこじらせないためにも、正確な記録は重要である。複数で対応し、面会の初めに、

メモをとることの了解を得る。録音をする場合も、了解を得る必要があるが、了解が得ら

れない場合は、メモ等の記録をとることを承諾してもらう。

対応する中で不当要求ということが分かった場合は、録音の了解を得る際に断られても、

「後で言った言わないで、ご迷惑をかけるといけませんので。」などと言って録音機を置く。

⑤ 保護者等への対応

学校が確認した事実や対応方針を具体的に保護者等に伝える。保護者等との信

頼関係がその後の対応において大切なので、保護者等の思いをしっかり受けとめ

ながら、必要なことを伝えることが重要である。

１ 正確な事実の説明

事実や経緯を、確かな記録と事実に基づいて説明する。

２ 対応の方針の説明

学校のこれまでの対応や今後の対応について具体的に説明し、保護者等の腹立

ちや不安の解消に努めるとともに、学校の対応について、保護者等の理解と協力

を求める。

ポイント

ポイント
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（２）対応の留意点

保護者等の要求の背景にある思いをくみ取りながら学校の対応を振り返り、改

善すべき事柄は誠実に対応したり、保護者等に学校の考えや方針を伝えたりする

ことが大切である。ただし、不当な要求に対しては毅然とした態度で断ることが

大切である。

１ 間違いには謝罪、建設的・合理的な要求には誠実な対応を

事実関係を把握し、明らかに学校に改善すべき点がある事柄については、率直に

謝罪する。ただし、学校の指導方法の変更などについては、十分に検討する必要が

ある。

２ 子どもへの対応が基本

保護者等の苦情・不満は子どもかわいさからくる場合が多い。保護者等の要求の

背景にある願いをしっかりと聴き取り、子どもの状況が改善するような具体的な対

応策を保護者等に提示し、対応していくことが大切である。

例えば、子どもにしっかりかかわるなどの対応も有効である。

３ 理不尽な要求には毅然とした態度で

理不尽な要求には応じない。できないことはできないと、毅然とした態度で対応

する。暗に金品を要求するようであれば、教育委員会や警察署等に連絡・相談して

助言を受ける。

４ 不当要求等への対応

「誠意を見せろ。」などの不当要求の際の常套句に対しては、「誠意とは具体的に
とう

何ですか。」と聞き返し、「これ以上要求されると、然るべきところに相談させてい

ただきます。」などと、毅然とした態度で対応する。

〈その他の常套句〉

（常套用語） （答え方）

「色を付けろ」 「分かりやすくハッキリ言ってください」

「責任とれ」 「具体的に何をすればいいんですか」

「責任者を出せ」 「この問題の責任者は私です」

「一筆書け」 「書くつもりはありません」

「学校がダメならアンタ 「お断りします」
のポケットマネーで」

参考：星幸広「実践学校危機管理 現場対応マニュアル」大修館書店 2006年

（保護者等からの金銭の要求について）

学校に対する要求である場合には、「支払いはできません。」と断る。保護者間の

要求である場合には、学校としては、金額の多寡等のコメントは避け、警察への相

談を勧める。

ポイント
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５ 専門家と連携が必要な場合

保護者等の中には、話に一貫性がなく、話の流れがスムーズでない、また、急に

態度が豹変する場合もある。時間を切って話を聞く、もしくは、主訴を確認した後、
ひよう

早めに電話を切ったり面会を終わらせるのが対応の基本である。

一人が話を聞き、もう一人が記録を取る等、役割を分担して対応し、その記録を

基に教育委員会や弁護士と連携したり、スクールカウンセラー・精神科医等から専

門的な助言をもらったりすることも大切である。

６ 地域・警察との連携

何度も同じ苦情をもち込む人は、理不尽な要求等により地域の人ともよくトラブ

ルを起こし、地域社会から孤立している場合もある。

そういった場合は、教育委員会をはじめ、ＰＴＡ会長、民生・児童委員、主任児

童委員などの地域の方（１５ページ参照）と連携を図ることも必要であり、危険な

場合は、警察に来校してもらうことも考えられる。

〈コラム〉苦情の処理をこじらせる６大原因

１ 感情的に受け取ってしまう。

２ 軽く考えてしまい、誠意がない対応をしたり、後回しにしてしまう。

３ 保護者や他の職員に責任を転嫁して、無責任な対応をする。

４ 対応方法が分からずに消極的になってしまい、自分で抱え込んだり、上司への相談も

行わない。

５ 自分の判断だけで勝手に対応してしまい、上司への報告も怠る。

６ 「時間がない」と面倒くさがる。

参考：矢崎良明『保護者のクレーム』対処法 保護者とのいい関係づくり“実践編”教職研修１２月号増刊

2007年
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（３）事案が解決困難な場合の対応

保護者等からの苦情や要求に対して、学校が組織的に、迅速で適切な対応を行っ

ても、問題の解決に至らないこともある。そうした場合には、保護者等に対しては、

学校の立場やこれまでの対応を粘り強く説明すると同時に、子どもの状況が改善す

るような取組を行い、少しずつでも保護者等との関係修復に努めることが大切であ

る。

しかしながら、問題がこじれてしまい、学校と保護者等の当事者だけの話し合い

では、問題解決に向かわない場合もあり、第三者が学校と保護者等の間に立って、

より円滑な解決に向けての支援を行うことも考えられる。

① 教育委員会や弁護士への相談

事態の深刻化を避けるために、早めに教育委員会へ報告・連絡・相談をし、指

示・指導を受けることが大切である。また、保護者等が教育委員会に相談するこ

とも考えられるので、事前に学校の対応や保護者等の要求について連絡しておく。

法律問題を含む複雑な問題については、弁護士に相談することも考えられるが、

弁護士が行うのは、学校への指導や助言であり、保護者等との直接交渉を行うも

のではないことを押さえておく。

② 第三者的な機関への相談

学校の誠実な対応にもかかわらず、保護者等から理解が得られず、一向に問題

が解決に至らない場合には、第三者が、両者からの聞き取りをもとに中立的な立

場から助言をすることにより、学校と保護者等が対話や交渉を行い、より円滑な

解決に向かうことが多い。

第三者機関としては、児童相談所、県民局健康福祉部や市町村福祉事務所など

がある。今年度、岡山県教育委員会では「学校問題相談窓口」を新たに設置し、

第三者的機関として電話相談を受け、助言等を行っているので活用していただき

たい。（８ページ参照）

（４）事後の対応の改善、再発防止の取組

① 再発防止策の作成

学校で、苦情等の主訴、事実関係、原因、改善の視点などを整理して、「再発

防止策」を作成する。また、校内体制を整備して、組織的な対応ができるように

することが大切である。

② 教訓を教職員で共有

学校で起こった事案については、対応経過と結果および防止策を全教職員に公

表して、共通理解を図る。同じような事態を起こさないためには、その反省を生

かして、学校運営と教育活動を充実させ、苦情等が起こりにくい状況をつくるこ

とが大切である。
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学校問題相談窓口

電話番号 ０８６－２２６－７１３０

相 談 日 月曜日、水曜日、金曜日

相談時間 １０：００～１２：００ １３：００～１５：００

支 援 員 校長経験者、児童相談所ＯＢ

支援内容

・保護者、学校、教育委員会等からの電話相談を第三者的な立場から受け、

助言を行う。

・必要に応じて、保護者との面談及び学校への事実確認のための訪問を行う。

・問題解決のための学校と保護者の話し合いの場を設定し、話し合いの際

に助言を行う。

・必要に応じて、関係機関等との連携先を紹介する。

主な対応の流れ
相談 岡 山県 教 育庁

学 校 助言

指 関
県立学校 導 係

課 課

市 町 村

市町村立 教育委員会

小・中・ 協議

高等学校

学 校 問 題

訪問・聞き取り・助言 相 談 窓 口

話し合い ＜学校問題解決

支援員＞

・児童相談所OB

保 護 者 ・校長経験者

訪問・面談・助言

支援 関係機関等 連携
○臨床心理士 ○警察 ○児童相談所

○福祉事務所 ○精神保健センター

○民生・児童委員 ○子育て支援ｻｰｸﾙ 等
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〈コラム〉暴力、威圧する言動等の不当な手段による要求が想定

される場合の対応

次は、行政対象暴力や不当要求等への対応のために、岡山県が作成したマニュアル
等も参考にまとめたものである。これらを参考に、落ち着いて対応していただきたい。

○対応場所の選定

対応場所は原則として学校内とする。やむを得ず学校外で対応する場合にあっ
ても密室は避け、人の出入りしやすい場所とする。

○複数での対応

相手方と同数以上の人数で対応し、応対、記録、連絡等の役割分担を明確にし
ておく。

○確実な記録

相手方の言動を正確に把握するため、記録をとる。正確な記録のために、復唱
して確認する。その場だけでなく、以後の対応もメモしておく。

○冷静な対応

相手方の挑発に乗らず、冷静に対応する。突然の怒声や罵声にも慌てずゆっく
り考え、意識的に、ていねいに応対する。

○校長への面会の要求

対応は、原則として担当者が行い、校長への面会を求められても応じない。

例：「この件は、私が担当ですので、私が伺います。」
「お話の内容は管理職に報告するので、私がお話を伺います。」
「校長とお話ししても、結論は同じです。」

○短時間での対応

最初に時間を提示し、できるだけ短くする。また、話し合いが必要以上に長く
なったり、同じ要求が繰り返される場合は、打ち切る旨を明確に告げる。

例：「約束時間も過ぎておりますし、○○時から授業がありますので、これでお引き取りください。」
「これ以上話し合うことがありませんので、申し訳ございませんが、お引き取りください。」

○慎重な発言

発言は必要最低限にとどめ、不用意な発言をしないよう言葉を選び慎重に発言
する。もし、誤った発言をした場合は、速やかに訂正する。

例：「申し訳ございませんが、先程○○と言ったことは○○と訂正させていただきます。」
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○明確な言動

対応中の曖昧な発言・態度は厳に慎み、相手方に少しでも期待を持たせるよう

な発言は絶対にしない

良い例：「当方としては、あなたの要求には応じられません。」

「結論はただいまお話ししたとおりです。」

悪い例：「管理職（校長）が帰ったら伝えておきますけど・・・」

「管理職（校長）と相談してみます。」 「検討してみます。」

○事実の確認

ミスやクレームを口実としてきた場合は慌てることなく、まず事実を確認する。
事実を確認しないで要求を認めたり謝罪的な発言はしない。

良い例：「事実を調べたうえで回答します。」

「事実を確認したうえでなければ、回答できません。」

悪い例：「申し訳ありません。」「なるべく早く○○します。」

「すみません。」 「早急に対処します。」

○書面等の作成拒否

約束文や念書等の書面作成要求には絶対に応じない。また、いかなる場合でも

相手方が事前に作成した書面などに署名したり、押印したりしてはならない。

○金銭の要求への対応

学校に対する要求である場合には、「支払いはできません。」と断る。保護者
間の要求である場合には、学校としては、金額の多寡等のコメントは避け、警察
への相談を勧める。

○妥協の禁止

早く問題の解決を図ろうとして、その場逃れの安易な妥協はしない。また、相
手方の一方的な強弁や他の事例を引き合いに出しての要求にも応えたり約束をし
たりしない。

例：「責任ある回答をするには、組織としての意思決定が必要です。」

○相手が大声を上げたり怒鳴り散らしている場合の対応

（１）対応者から静かに話すように２～３回注意を促す。
（２）対応者の注意に応じない場合は、「これ以上話し合うことができませんの

で、お引き取りください。」などと退室するよう注意を促す。
（３）注意にもかかわらず、退出せず大声を出したりする場合、管理職又は他の

職員を呼ぶ。
（４）さらなる注意にもかかわらず退去しない場合は、管理職と協議のうえ、警

察（１１０番）へ通報する。



- 11 -

保護者等からの苦情や不当な要求への対応の中には、専門的な判断が必要であっ

たり、学校以外（家庭等）に課題があったりし、学校の対応では解決が困難な場合

や学校と保護者等の話し合いが平行線になって事態が進まない場合等がある。そう

いう時は、学校だけで問題を抱え込むのではなく、専門的な対応を行っている関係

機関との連携を図ることが有効である。

ただし、関係機関に任せてしまうのではなく、学校がどこまで対応し、何を関係

機関に依頼するのかを明確にして、学校が主体的に取り組むことが大切である。

（１）関係機関との連携のポイント

関係機関との連携を図る際に重要なことは次の３点である。

① その機関の役割やスタッフ等をよく理解しておくこと

② 指導の放棄と受け取られないように、学校の指導・支援を尽くし、学校

が保護者等との関係を改善する努力を行うこと

③ 学校の方針のもとに関係機関ができることについて協力してもらうこと

〈コラム〉関係機関との一般的な連携の効果

○ 児童生徒の問題行動等に対して複眼的な対応が可能になった。

多角的な視点から専門的な指導・支援を行うことができるため、関係機関等が共通理

解の下、指導・支援を行うことにより、問題行動等を起こす児童生徒の効果的な立ち直

り支援が可能となった。

○ 学校に非協力的な家庭に対して、柔軟な対応が可能となった。

問題行動等を起こした児童生徒およびその保護者が、学校に対して何らかの不信感を

持っている場合には、学校以外の関係機関等からの多様な働きかけが問題行動等の解決

には有効であった。

○ 役割分担により、取組が効果的かつ充実したものになった。

関係機関等の方針が明確になることにより、学校も含め、各機関の果たすべき役割も

明確になり、学校にとって問題解決の行き詰まりを解消する原動力となった。また、当

該児童生徒への支援内容・方法が多様化することで、結果的に学校も効果的な対応が行

えるようになった。

なお、学校が本来果たすべき役割を果たさず、サポートチームのメンバーによる対応

に依存してしまうと、関係機関等との信頼関係も損なわれ、連携による取組の効果が薄

れてしまうおそれがあることに留意する必要がある。

文部科学省 学校と関係機関との行動連携に関する研究会「学校と関係機関等との行動連携を一層推進するため

に」2004年

第２章 関係機関との連携
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（２）関係機関との連携の手順と留意点

① 管理職への相談

問題の深刻化を防ぐために、できるだけ初期の段階で、管理職に相談し、関

係機関との連携も視野に入れた対応を検討する。

② 必要性の判断

学校だけでは対応が難しいと判断される場合や、専門的な助言を必要とする

場合、また、学校と保護者等との間に第三者が入った方が円滑に問題解決に向

かうと判断される場合等は、積極的に連携を図る。逆に、学校内での対応に改

善の余地がある場合は連携を行わないことも考えられる。

③ 依頼内容に合った関係機関の検討

(1)当該児童生徒やその家庭の状況を的確に見極め、必要とされる支援や状況

の改善に役立つと思われる支援を行うことができる関係機関を選ぶ。

（１５ページから１７ページ参照）

(2)連携する機関の規模が大きすぎると、形式に流れ、機動的な動きが妨げら

れることもあるので、連携を依頼する機関は必要最低限に絞る。

④ 依頼とケース会議等の開催

(1)連携の依頼やケース会議への出席の依頼は、原則として、学校長が行う。

(2)連携調整役（コーディネーター）が、具体的な連絡・調整、ケース会議の

運営、対応の方針策定などにおいて、中心的な役割を果たす。

(3)関係機関に依頼をするために記録を整理する。

※ 時間の経過に沿って、子どもの様子や出来事、保護者等との対応の様

子などを日ごろからしっかりと記録しておく。また、「事実」と「推測」

を区別し、事実のみを書くようにする。

(4)ケース会議では、対応の仕方の共通理解を図るとともに、学校と関係機関

それぞれの役割を明確にし、適切な役割分担を行う。

(5)個人情報の保護には十分留意する。
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（３）保護者に専門機関を勧める際の留意点

① つくす

専門機関の紹介を厄介払いととられないように、学校が児童生徒・保護者に指

導・援助を「つくす」ことが大切である。

② つちかう

専門機関を紹介するまでに、保護者との間に十分な人間関係を「つちかって」

おくことが大切である。

③ つうじる

専門機関のはたらきやスタッフ等に「つうじる」ことが大切である。

④ つたえる

専門機関の役割や支援方法を保護者に紹介することが大切である。「つたえる」

のが学校の役目で、決定するのは保護者である。

⑤ つながる

専門機関に任せてしまうのではなく、学校が保護者と「つながり」ながら、継

続的にかかわっていくことが大切である。

参考：嶋﨑政男「“困った親”への対応 こんなとき、どうする？」ほんの森出版 2005年
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保護者等からの苦情等を未然に防止するためには、平素からの子どもや保護者等

としっかりとした人間関係を構築しておくことが大切であり、それが最も大きな備

えとなる。教職員が、一人一人の子どもを、かけがえのない存在と思って接するこ

とを基本にして、次のことを心がけたい。

（１） 保護者と学校・保護者同士の良好な関係

① 担任は機会をとらえて保護者にこまめに連絡するようにする。日ごろから、

問題があったときだけでなく、良いことがあったときでも、保護者に連絡を入

れておくことが、保護者との良好な関係づくりには大切である。

② 保護者から子育て上の悩みについての相談を受けたときは、子どもを持つ親

の気持ちを理解し、一緒に考える姿勢を持つことが大切である。

③ 学校が保護者の相談にのるだけでなく、保護者会やＰＴＡ研修会等で、保護

者同士が子育ての悩みについて話し合える場を学校が設定し、支援することも

重要である。

（２） 積極的な情報発信と保護者・地域との連携

① 保護者会や学校だより、ホームページ等を活用し、学校・学年・学級の方針

や学習指導・生徒指導の方針や内容等について、保護者に説明しておく。

② 教職員がＰＴＡ活動に積極的に参加し、保護者と教職員が学校の教育活動に

対して建設的な話ができる雰囲気づくりに努める。

③ 地域の方に対しても、日ごろから、学校の行事に参加してもらったり、学校

での出来事などの情報を学校便り等で発信したりして、学校に対する関心をも

ってもらい、困ったときに協力が得られるような関係を築いておく。

（３） 日ごろの苦情を生まない取組

① 心の教育、質の高い学力を身につけるための着実な教育実践を展開する。

② 教職員自らが、服務、校務、授業での指導等を点検し、改善する。

③ いじめや不登校などの対応に関する研修を行うともに、教育相談、生徒指導

において、関係機関と連携して組織的に対応する体制づくりを推進する。

④ 教員間で、良好な人間関係を構築し、保護者等の対応で不安や問題が生じた

時に、すぐ相談ができるような同僚性を確立する。

⑤ 保護者等からの苦情を迅速に学校経営に生かすためのシステムを確立する。

第３章 苦情等を未然に防止する取組
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主な関係機関

機関名 相談業務等の概要 連絡先等

児童相談所 ・養育問題や児童の非行、心身障害等、 岡山県の児童相談所のリ

児童福祉に関することについての相談 スト

・必要に応じて専門的な調査や判定 (16ページ)参照

・指導や児童福祉施設への入所措置

家庭児童相談室 ・家庭養育、心身の障害、不登校、非行、 県民局健康福祉部、市町

県民局 性格・生活習慣、その他地域等での児 村福祉事務所のリスト

福祉事務所 童の健全育成に関する相談 (16・17ページ)参照

福祉関係課

主任児童委員 ・子どもや家庭についての心配事全般 最寄りの福祉事務所市町

民生委員・児童委員 福祉に関する相談 村役場

保健所 ・心の健康相談、精神医療に係る相談や、 岡山県の保健所

保健福祉センター アルコール、薬物、思春期等の特定相 (17ページ)参照

県精神保健福祉センター 談など、精神保健福祉全般についての 県精神保健福祉センター

相談 086-272-8839

県総合教育センター ・幼・小・中・高校生及びその保護者、 相談窓口一覧

県教育事務所 教員を対象に、学業、性格、問題行動 (17ページ)参照

市町村教育委員会 等、身体・精神の健康、進路、適性そ

の他教育一般についての相談

人権擁護委員 ・いじめ等の教育問題、一般相談 岡山地方法務局

086-224-5656

最寄りの市町村役場

警察署生活安全課 ・少年の非行、家出、自殺等の未然防止 最寄りの警察署

とその兆候の早期発見

・被害少年等の保護の観点からの相談

青少年育成（補導）セ ・青少年の健全育成を図ることを目的に 岡山市 086-801-2374
ンター した、主に子ども、保護者を対象とし 倉敷市 086-426-3741

た、子どもに関する問題や悩み全般に 津山市 0868-31-8650
ついての相談 備前市 0869-64-4158

赤磐市 0869-55-0783
瀬戸内市 0869-22-2009
玉野市 0863-33-5115
笠岡市 0865-69-2157
井原市 0866-62-2099
総社市 0866-93-4713
高梁市 0866-21-0264
新見市 0867-72-6148
真庭市 0867-42-1112
美作市 08687-2-5588

資 料
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岡山県の児童相談所、福祉事務所
○児童相談所

機 関 名 所 在 地 電話番号

岡山県中央児童相談所 岡山市南方2-13-1 086-235-4152
岡山県倉敷児童相談所 倉敷市美和1-14-31 086-421-0991
倉敷児童相談所高梁分室 高梁市落合町近似286-1 0866-21-2833

（備中県民局高梁支局第二庁舎）

岡山県津山児童相談所 津山市山北288-1 0868-23-5131

○県民局健康福祉部、市町村福祉事務所

機 関 名 所 在 地 電話番号

備前県民局健康福祉部 岡山市古京町1-1-17 086(272)4029
備中県民局健康福祉部 倉敷市羽島1083 086(434)7056
美作県民局健康福祉部 津山市椿高下114 0868(23)1298
岡山市中央福祉事務所 岡山市鹿田町1-1-1 086-803-1209

北福祉事務所 岡山市谷万成2-6-33 086-251-6510
東福祉事務所 岡山市国富1-1-30 086-272-8228
西大寺福祉事務所 岡山市西大寺中2-16-33 086-944-1822
西福祉事務所 岡山市妹尾880-1 086-281-9620
南福祉事務所 岡山市福田690-1 086-261-7041

倉敷市倉敷社会福祉事務所 倉敷市西中新田640 086-426-3305
水島社会福祉事務所 倉敷市水島北幸町1-1 086-446-1114
児島社会福祉事務所 倉敷市児島小川町3681-3 086-473-1119
玉島社会福祉事務所 倉敷市玉島阿賀崎1-1-1 086-522-8118

玉島社会福祉事務所（真備分室） 倉敷市真備町箭田1141-1 0866-98-5113
津山市社会福祉事務所 津山市山北520 0868-23-2067
玉野市社会福祉事務所 玉野市宇野1-27-1 0863-32-5556
笠岡市市民部健康福祉課 笠岡市笠岡1866-1 0865-69-2133

市民部生活福祉課 笠岡市中央町1-1 0865-69-2318
井原市社会福祉事務所 井原市井原町311-1 0866-62-9518
総社市福祉課 総社市中央1-1-1 0866-92-8264
高梁市社会福祉課 高梁市松原通2043 0866-21-0264
新見市社会福祉課 新見市新見310-3 0867-72-6126
備前市社会福祉事務所 備前市東片上126 0869-64-1824
真庭市社会福祉事務所 真庭市垂水1901-5 0867-52-1112
美作市社会福祉事務所 美作市北山390-2 0868-72-7701
浅口市社会福祉課 浅口市鴨方町六条院3050 0865-44-7007
赤磐市社会福祉事務所 赤磐市下市344 086-955-1115
瀬戸内市社会福祉事務所 瀬戸内市長船町土師277-4 0869-26-5943
里庄町健康福祉課 浅口郡里庄町里見1107-2 0865-64-7211
矢掛町保健福祉課 小田郡矢掛町矢掛3018 0866-83-0532
新庄村住民福祉課 真庭郡新庄村2008-1 0867-56-2626
鏡野町福祉課 苫田郡鏡野町竹田660 0868-54-2986
美咲町保健福祉二課 久米郡美咲町原田1735 0868-66-1115
久米南町保健福祉課 久米郡久米南町下弓削502-1 0867-28-2115
早島町町民生活課 都窪郡早島町前潟360-1 086-482-0613
奈義町保健福祉課 勝田郡奈義町豊沢306-1 0868-36-6700
西粟倉村保健福祉課 英田郡西粟倉村大字影石2 0868-79-2111
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勝央町健康福祉部 勝田郡勝央町勝間田201 0868-38-3111
和気町町民福祉課 和気郡和気町尺所555 0869-93-1125
吉備中央町保健福祉課 加賀郡吉備中央町豊野1-2 0866-54-1317

岡山県の保健所

機 関 名 所 在 地 電話番号

岡山保健所 岡山市古京町1-1-17 086-272-3950
東備保健所 備前市東片上213-1 0869-64-2255
倉敷保健所 倉敷市羽島1083 086-434-7020
井笠保健所 笠岡市六番町2-5 0865-63-5252
高梁保健所 高梁市落合町近似286-1 0866-22-4111
新見保健所 新見市新見2056-1 0867-72-1177
真庭保健所 真庭市勝山620-5 0867-44-3111
津山保健所 津山市椿高山114 0868-23-2311
勝英保健所 美作市入田291-1 0868-72-0911
岡山市保健所 岡山市鹿田町1-1-1 086-803-1200
倉敷市保健所 倉敷市笹沖170 086-434-9800

相談窓口一覧
○学校問題相談窓口 ０８６－２２６－７１３０ ※年末年始を除く

電話相談 月・水・金 10:00～12:00、13:00～15:00

○県総合教育センター ０８６６－５６－９１１５
電話相談 月・水・木・金 9:00～17:00
※年末年始を除く 火曜日 13:00～17:00

面接相談（要予約） 月・水・木・金 9:00～19:00
※年末年始を除く 火曜日 13:00～19:00

第２・４土曜日 9:00～17:00 ※長期休業中を除く

○県青少年総合相談センター ０８６－２２４－７１１０
＜総合相談窓口＞
電話・面接（要予約）相談 （日～土 8:30～23:00）※年末年始を除く

＜教育相談窓口＞ ０８６－２２１－７４９０
電話・面接（要予約）相談 （日～土 8:30～23:00）※年末年始を除く

＜進路相談窓口＞ ０８６－２２４－１１２１
電話・面接（要予約）相談 （日～土 8:30～17:00）※年末年始を除く

＜すこやか育児テレホン＞ ０８６－２３５－８８３９
電話相談 （日～土 8:30～23:00）※年末年始を除く
※ホームページ http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/soudan/

○倉敷教育相談室 ０８６－４２７－０２４４
電話・面接（要予約）相談 （火～金 9:00～16:00）※年末年始を除く

○高梁教育相談室 ０８６６－２２－９８３３
電話・面接（要予約）相談 （月・水・金 9:00～16:00）※年末年始を除く

○津山教育相談室 ０８６８－２４－１４２４
電話・面接（要予約）相談 （月・木・金 9:00～16:00）※年末年始を除く
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