
1 いつも子供のことを丁寧にみて下さりありがたいです。
2 インターフォンへの応対を、保育中の保育士が行っていることに不安を感じます。
3 おむかえの時担任の先生がみあたらないし、いても忙しそうなので話せない
4 お迎えの時間に話はできているが、もっと話せたら有り難いです。

5 お迎え時、いい意味で連絡すべき事が何もないときは、迎えに来た親と話をしようともしてくれない時
がある。

6 お迎え時は通常保育時間のギリギリのため、担任の先生が延長保育児の対応で忙しかったり、もしくは
すでにいらっしゃらなかったりでなかなかお話しできないことが多い。

7 お忙しい中、時間を割いていただいています。
8 お忙しくされていて話しかけづらい。担任と会えない。
9 お忙しそうなので遠慮することもある。
10 クラスの連絡事項がお迎え時のドアにも貼ってあり、わかりやすい。
11 こちらから伝え忘れていることもあるし、伝えても先生が忘れることもある

12 その日その日によって違い、また、学年があがるにつれて話す機会はなくなっている印象です。

13 その日にあったことなど、普段の様子をもっと知りたいのが本音ですが、人数も多く先生方も忙しそう
なので、お休みするなど連絡事項以外の雑談は遠慮しています。

14 たまに常勤の保育士が不在の時がある。
15 なかなかドアが開かないです。
16 なかなか時間が先生方合わない

17 ほぼ毎日担任から今日の様子について、連絡帳と口頭の両方で報告いただいているので、子供の様子が
分かりありがたい。

18 みましたという印鑑だけのことが多いので、いろいろ園での様子をもう少し書いてくれるとありがたい
です

19 メールなどでの連絡もできるようになれるとありがたいです。
20 よく見ていただいていると思います
21 よく話を聞いてくださります

22 以前いた企業型保育所の先生と比べて、伝達事項がある時にしか話さない気がします。
なので、先生が近寄ってくるとなんか用事があるのかなぁと自然と思ってしまいます。

23 意見を伝えられない環境です。決まりがあり、違う対応はできないとかたい環境だと感じている。先生
の問題じゃなく、規制の問題だと思います。

24 園に対する意見箱があるといいと思う

25 園舎が変わり新しい園の構造上、職員室が親の導線から遠くなり、担任以外の先生との交流がなくなっ
たことが残念。

26 園舎の構造が変わったせいか、なかなか先生たちがつかまらないと思っています

27 園長が不機嫌そうに怒ってることが多い。指導で怒るときは見えないところで個別には社会人なら当た
り前だが行われておらず放置されている。

28

園長について。事務所に引きこもり、全く顔を出さない、挨拶しない、保護者と接点を持とうとしない。非常に閉鎖
的で多くの保護者から不満や懐疑的な声が聞かれる。園長ならびに保育者としての資質を疑う。
園長のために園全体の雰囲気や先生方の働きぶりがこうも悪くなるのかという感じ。園長と職員との距離感を感
じるし、先生方が萎縮しているように見える。会議中の事務所の先生方の表情がいつ見ても冴えない。園の雰囲
気も活気が感じられず、園長の定位置となっている事務所は常にどんよりしている。教職員は一生懸命なだけに
園長の勤務姿勢・態度の改善を強く望む。

29
園長先生がかわってから、園長先生をはじめとする、先生方による朝の玄関での声がけがなくなったのが、とて
も残念に思います。
防犯の面でも、朝の時間帯に玄関での先生による声がけはあった方が良いと思います。
今の園長先生は、子供の名前を覚える気がないのだろうな。と、とても残念に感じています。

30 園長先生は、いつも職員室に居られるので、ご挨拶さえ出来ず…交流できておりません。

31 園長先生や先生（担任の）の出勤シフトが分からないので、会えないことも多い。連絡帳を活用しま
す。

32 延長の為、担任の先生と会えないため。
33 延長保育なのでいつもではないが、担任と話せている。

34 延長保育の際は、基本的にご挨拶のみが多いですが、18時15分までのお迎えの時は、担任の先生に一
言様子をご報告いただけていると思います。

35 延長保育を利用しているので担任の先生と会えないことが多いですが、その分連絡帳によく書いてくだ
さるので助かっています。

36 家庭内のしつけもお願いしていいのでしょうか？例えば座っている時の姿勢や脚ぐせが悪い時に注意していただ
きたい。

【問4】登園・お迎え時に、園に聞きたいことや伝えたいことを話せていると思いますか？



37
基本的に子どもの様子は伝えない体制である事について疑問を感じます。玄関に貼られた紙で済ませていると
いうことでしょうか。0歳に至っては貼られてもいない事がしばしばあります。コミュニケーションも大切だと思いま
す。

38
迎えが6:15ギリギリになることが多く、その場合は担任が教室にいなく(1歳クラスとまとまって見ても
らっている)、ちょっとしたやり取りがなかなかできない。気になることがあれば、別の機会に話はで
きるので、現状さほど困ってはいない。

39 降園時にその日の様子を話してくれる方とそうでない方がいます。忙しそうなので、こちらも話すのを
躊躇ってしまいます。

40 今日の子供のワンエピソードを話してほしい
41 今年の担任の先生は話せているが、担任によっては話せない人も多い

42 仕事が遅くなってしまった際申し訳ない気持ちでお迎えに行くのですが、嫌な顔せずお疲れさまでした
と迎えてくださりプレッシャーなく助かっています。

43 時間がなくあまり口頭でやりとりできなかった時も、連絡帳に記入した自宅での様子も気にかけていた
だいて助かっています。

44 時間に余裕がなく話せていない
45 時間帯によっては厳しいので本当に気になることは連絡帳に書きます
46 受け渡しの際、他の方などと一緒になると時間など気にしてしまう時があります。
47 障害児扱いされている子供以外にもグレーで問題のある子がいる

48 常勤保育士、パートになった元常勤保育士、パートを継続している保育士、話が充分にできるスキルを
もった新任保育士という恵まれた職員構成で、必要なだけさまざまな保育士と話ができている。

49 職員によって説明（支度の流れなど）に統一されてなくて、混乱することがある
50 先生がきちんと1人1人に向き合ってくれています
51 先生が忙しそうであまり話しかけられない空気があります。
52 先生が忙しそうではなせない

53 先生が忙しそうで手が空いていないので、気軽には声がかけられない。もう少し｢今日は○○を楽しんで
ましたよ｣と言った軽いやり取りが毎日出来たらいいなとは思います。

54 先生によってバラツキがあります
55 先生はお忙しいので、連絡帳でのやりとりが主になっており、少し物足りなさはあります。
56 先生はなるべく声をかけるようにしてくれていると感じる
57 早く帰ってほしい雰囲気を感じるときはある
58 早番遅番時は時間がなさそうだなと感じます

59 送りも迎えも、先生もこちらもバタバタしてますが、質問や相談したら、親切にアドバイスを頂いてま
す。

60 送迎時間帯や日によって担任に会えないこともある。担任はその日の様子等を話してくれるが、担任以
外だと話しかけられることもない事もある。

61 他の子の保育で手が離せない事が多い。もちろん、保育が優先なのは承知している。
離せないなかでも伝えなければいけない事などは話をしてもらっているとは思う。

62 担任からは何も言われない、帰りに遅いとパートタイマーの保育士さんは目が合っても何があっても挨
拶されたことがない　疲れているのだろうかしたないことなんでしょうか？

63 担任しか お話しないようなかんじのスタンス。
64 担任の先生が２人とも不在だと、連絡帳に書いて翌日確認するようにしている。

65 担任の先生がいても挨拶だけのことが多いので、一日の様子等一言でいいので教えていただきたい。

66 担任の先生がいらっしゃらない時があり、その日の様子などきっと共有されてるのでしょうが、遠慮し
てしまう。

67 担任の先生でなくても話を聞いてくれ伝えてくれるので助かっています。
68 担任不在のことがしばしばある為。
69 男親だからかどうも会話が弾みません。
70 朝、人数が少ないせいか話せない事が多々ある
71 朝は担任の先生もおらず、夕方は忙しそうなのでなかなか聞きづらい。

72 朝早く、お迎えも遅いため、しょうがないのですが、当番の先生とはお話しできるが、なかなから園長
先生にはお会いできない。

73 朝早く行くと、担任以外が受け入れとなるが、受け入れの先生が誰なのか毎日違うので分からない。

74 登園、お迎え時は先生方もバタバタされており、かつ担任の先生とお会い出来ない日も結構あるので、
連絡帳でもお伝えしたり確認したりしています。



75
登園・お迎えの時間帯は幼児全体の合同保育で担任の先生がいらっしゃらない時もあるし、いてもゆっ
くり話せる雰囲気ではない。聞きたいことがある時は連絡帳を使っている。連絡帳に質問などを書け
ば、お迎えの時に先生から話しかけて説明したりしてくれる。

76 登園お迎え時にお話をすると、その間担任の先生は他の子達から目を離すことになってしまうので、ど
うしても聞きたい時や伝えたい時だけにしています。

77 登園時オムツ交換を言われたら困るね
78 登園時に担任の先生が不在のことが多いため

79 登園時は時間がないし、お迎え時は子供がまとわりついて話す機会がないので、お迎え前などに簡単な
面談の機会が欲しい

80 特に問題は無い
81 特に話す感じが無い。早く連れて帰って欲しそう。

82 特定の保育補助の職員の子どもに対する態度、対応に疑念を抱いている保護者が複数いるが、自分も含
めて、園にはなかなか伝えられない

83 日中のことを聞きたくても、(担任の先生以外で)どなたが日中見てくれているのかわからないためお話
できません。

84 普通に考えて忙しすぎるので保護者の相手まで強要できません。大変だと思う。
85 聞きたいことが特にない
86 壁新聞等ありありがたい
87 保育で忙しいそうな時は伝えることを控えてしまう場面もあります。
88 保育士さんのシフト？がわからないので、話したい保育士･看護士等に会えないこともある。

89 本園舎に戻ってから、事務所が玄関から少し離れていて、立ち話で先生方と顔を合わせて話す機会が
減った

90 毎日先生方にはお気遣いいただいていて助かっています。

91 問2についてE無認可園としましたが、上の子が幼稚園と療育施設に通っています。選択肢として追加
していただけると助かります。

92 問題があれば伝えることはありますが、日常的なコミュニケーションはありません(送り迎えの挨拶の
み)

93 友達との関係性など、他の保護者がいる場では聞き辛い内容については、年に1回の面談でしか話せな
い。

94 夕方担任がクラスに不在、かつ会議で話しかけられないことがほとんど

95 幼児クラスになってから、常勤の先生方とお話しできる機会はぐっと減りました。仕方ないこととは思
いますが。

96 幼児クラスは、担任の先生がいらっしゃないことが多いため。
97 隣のクラスと両方見ている場合があり、お話ができない時がある。
98 連絡帳でも丁寧にやり取りしていただいている。
99 連絡帳でやり取りはできております
100 連絡帳の代わりに、その日の我が子の様子を簡単でも良いので話して欲しい。



1 いつも丁寧に見てくださり、怪我なども適切に処置いただいております。

2
うちの子はしばらく胃腸の調子が悪く、病院に冷たい牛乳を控えてくださいことを園に伝えた際、保育
園は健康な子が来る場所ですと担任先生に言われたことがある。体調に心配なら休みを取って家で保育
してくださいと言われた。しばらく牛乳を控えることはできない？？唖然しました。

3 おしっこでオムツを替える時、お尻拭きで拭いてもらえないことがずっと気掛かりです。女の子なので
特に...

4 お迎えでなくても何かあれば連絡がくる。
良いと思う。

5 お迎えの時などに青鼻水垂れ流しの子供達があまりにも沢山いたときは少しびっくりした。先生の手が
回らないのか？鼻水は対応しないものなのか？

6 それどころではなさそう。

7 ハンドソープで手首が荒れてしまうので、手洗いの時はハンドソープなしにしてもらいたいも伝えても
対応してもらえない

8 よく気を付けていただいています。
9 衣服の調整など配慮していただけています、ありがとうございます。

10 延長保育時間帯になると、入り口解放もあると思いますが、居室、特に廊下が冷えて娘のお手洗いが近
くなっている気がする。十分な保温確保をお願いしたいです。

11
咳をしている子にはマスクをさせるなどの対応してほしい。
口に手を当てずに目の前にいる子にそのまま咳をかかっているのを見かけることかある。子どもがいつ
も手をあてて咳やくしゃみをするのは難しいため。

12 感染症が流行る季節などに他クラスとの合同保育は控えて方が良いのでは？
また、教室のエアコンが効きすぎていると感じることがある

13 看護師が子供の事を把握していて、具合が悪かった後など声をかけて貰っている。
子供も、看護師を信用している様子。

14

休むほどの体調不良ではないものの、走り回る活動をいっしょにするほど元気ではない、というときも
先生から遊ぶように促されて本人はつらい様子です。親が把握しているときは事前にご相談できていま
すが、本人が訴えたときも体調にあわせて「無理のない範囲で参加する」というふうにさせていただけ
るとありがたいです。登園後に体調を崩すこともあると思いますので。

15
健康状態に何かあると過剰に警戒されます。症状ではなく、ひとりひとりをしっかり見てほしいです。
また、担任はまったく意見せず、看護師が判断するのもどうかと思います。日々、一番近くにいるのは
担任ですし、経験もあるでしょうから、ある程度担任も判断できるはずだと思います。

16
原則は投薬をしないとのことだか、絶対したくないんだろうと感じる。医師の診断書がある場合など、
臨機応変に対応頂きたい。風邪薬なら朝夕にすれば良いが、アトピー系のフォローが足りないと感じ
る。

17 今の看護師の先生の多人数への気配りがとてもありがたく安心していられますが、他の先生に変わると
また違うだろうと心配です。

18 細かいことも教えてくれる
19 細かく見て頂いていて、助かっております。

20 昨年 下の子が生まれたため不安定になっていたが、親からの相談にも時間を割いて下さり、ありがた
かった。

21 少し体調悪いときには水を多めに飲ませてくださったり、体温を多めに測っていただいたりと大変助
かっています。

22 新聞紙をちぎって遊ぶ遊びはアレルギーになる可能性があり、また、その遊びでなくともいいと思うの
で、それ程頻繁でなくていいと感じています。

23 人数の関係で、年長になるに従い個別対応はなされていません。
24 先周りして考えがちな子供の性格により沿って声がけをしていただいていると思う。
25 先生方には発育や体調に合った保育をしていただいており、感謝している。
26 多少の擦り傷程度でも丁寧に教えてくれて、とても有り難い。
27 体温は園でも毎日計った方が良いと思う。
28 体感温度が違うのか、我々が思うより薄着にさせていて、要望を言っても、通らなかった。

29 体質について、与薬依頼票の毎月（毎日）のやり取りが円滑にできている。常勤の看護師が運営企業の
定めたルールの範囲内で、個々に配慮しながら対応していると思う。

30 体調など悪いとすぐ連絡が来る。

31 体調不良の子（嘔吐している子）がいるにもかかわらず、元気な子と同じ部屋で保育しているのが気に
なりました。

【問5】お子様の健康状態や体質に配慮した保育がされていると思いますか？



32 体力がついている子にも3時間強のお昼寝がされており、夜眠ってくれず困っている。
33 昼食後とおやつ後に歯磨きさせたいです。

34 伝達したことについては可能な範囲で配慮してもらえていると思います。
風邪気味の園児とも同じ場所で保育を行うので、移し合ってしまうのが気になる所です。

35 登園、お迎え時の先生との会話や連絡帳では十分に把握できない。
36 特に無い
37 入眠時間が毎日23時を超えるので相談するが、実効ある対応してもらえない。

38

年齢・月次的に友達との接触（ぶつかる）は致し方ないと思っており、十分に注意いただいているとは
思いつつ、実際に生じてしまった際は、その手当とフォロー（両方の親への説明と手当の内容）をきち
んと丁寧にしていただいているので、よいと思う。また、看護師も常駐しており、質問もしやすいの
で、ありがたい。

39 鼻水が出ていても、園庭で水遊び、泥遊びをさせていて、配慮されていないと感じました

40 幼児クラスに進級し、保育士さんの配置人数が減りその分(乳児クラスの時より)交流が減っていると感
じます。

41 卵アレルギーが解除になり、卵料理を食べているんだろうがどうなのかきちんと説明がない

42
隣の公園から蚊が多く、虫刺されが多い環境にあるが虫除け薬の持ち込みがノンディートの物でも持ち
込めないし、ステロイド薬も塗ってもらえない為、対処も遅れ悪化して飛び火になり皮膚科への通う頻
度が多く負担となっている。薬の持ち込みができる認可保育所もあるので是非検討していただきたい。



1
アレルギーがあり、日常的に代替食を持参しておりますが、自分の誕生月にお誕生日ケーキが食べられないの
は可哀想に思いました。毎月が難しいのであれば、せめてアレルギー児の誕生月だけでもアレルゲン不使用の
ケーキでご対応頂き、みんなと同じケーキを食べさせてあげて欲しいと思います。

2 アレルギー対応、断乳のタイミングなど、相談にのってもらって安心できた。
3 いつもバランス良く献立が考えられていて、感謝しております。

4 いつも美味しく食べています
季節に合わせたメニューで子供も喜んでいます。

5 うちの子はよく食べるため、本人から様子を聞く限りですが量が少ないと感じております
6 おかわりがあることがありがたい。
7 おかわりもあったり、季節の食材を取り入れて美味しく作られていると思います

8 おやつがご飯系の時もあればスイーツ系の時もあり、昼食とのバランスを見てのことかと思いますがス
イーツ系の日はお腹が空いている様子です。

9 お迎えの際、今日はこれが出たとか話題にもなり全部食べられたとか少し残しちゃったとか楽しげに話
してくれています。

10 お代わりなどは聞いてくれているのだろうか疑問
11 お野菜嫌いな子供もたべてくれるので美味しいのだと思う。

12 しっかり時間を決めてほしい。
手を合わせていただきます！やご馳走さまの礼儀をしてほしい

13 ドイツとの交流に関する給食は面白かったです
14 どのくらい食べたのか、何を残したかなどが気になります。
15 フルーツとかデザートとか、子供が喜ぶものをもう少し出してもらえると嬉しいです
16 もう少しメニューを増やしてほしい  二週間ごと一緒なので

17 ゆっくりしか食べられないので、食べきれなかったと残念そうに話してくれることが多いです。

18 よく食べる子には、給食の量を増やしてほしいと思います。足りていないのではないかと思います。

19 安全で美味しい給食をありがとうございます。本当に助かります！
20 一度の保育参加でしか見れないので判断できません。

21 栄養はもちろんのこと、食感、季節感、文化に配慮いただいており、また、イベントなどで子どもたち
を楽しませる工夫をいただいており、大変感謝しています、

22 栄養バランスを考慮していただき、また、季節の食材や手作りのおやつにこだわっていただいて、大変
助かっています。

23 栄養士の先生は、豊かな食育をしてくださっていると感じています。食材への触れ合いや、メニューに
よって、食べる時の雰囲気作りまでも大事にしてくださっています。

24 栄養面だけでなく、旬なものを食事・おやつによく取り組んでいただき、感謝しかないです。
25 家で食べるより、多く食べている様なので良いのだと思います。
26 家のご飯よりおいしいとおかわりして食べています。
27 家庭でよりも多く食べており、大変ありがたいです。
28 果物が出る頻度が少ない気がします
29 給食における献立や量、提供する時間がどのようになっているか親は分からない。
30 給食の量が少ない

31 給食の量が少ない。おかわりも含めて量を増やしてほしい。家庭での一度の食事量と比較すると3分の2
程度である。

32 給食足りないときは、お代わりできると聞いているし食育工夫されている。

33 去年、保育参観をした際に子供の給食でグラタンがとても冷たく（運んでいるときに冷めたレベルでは
無く）気になったのでそれが改善されているか気になる

34 兄弟ともに0歳児からお世話になっており、保育園に合わせて土日も食事時間併せているので、特に問
題と意識していない。むしろ、味もおいしい、と本人言っているので、よい。

35 見本はあるが、5歳児クラスの見本のため、実際どうなのかはよく分からない。
36 玄関にあるサンプルを見ると少なそうに見えるが、満足度が高いようです。
37 参観に行った日は残飯が多かった。

38 使用する食材、使用をはじめる食材、やむを得ない献立など適切な説明が行われており、保育参観や誕
生日会への参加で毎年こどもたちの食事を味わい、それに満足することができている。

39 子どもによっては量が少ないように思う
40 子どもの通う保育園は食育が素晴らしいと思います。

41 子供がアレルギーがあり、誤食を防ぐ為におかわりが出来ないのだが、よく食べるので最初から多く盛
り付けてくれていると聞き、安心した。

【問6】給食における献立や量、提供する時間などが十分に配慮されていると思いますか？



42 子供が食べられる野菜がいつの間にか増えている
43 時々おやつが質素に思う

44 自宅ではなかなかバランスのよい献立もできなかったりしますし自宅では食べないものも食べてくれた
りしていて助かっています、

45 自分でよそうなど、子供たちの食が進むようにいろいろ工夫いただき感謝です。
46 暑い日が増え、朝の水分補給が増えたように思います。ありがとうございます
47 少し少ないかなと思うときもあります
48 食べる量が多い子のため、園の給食の量は少し少ないと感じています

49
食育については栄養士の先生が様々な取り組みを熱心におこなってくれており、感謝しています。もし
今の栄養士の方が異動で変わられても、引き継ぎをしていただき、取り組みを継続していただければと
思います。

50 食育を心がけていただいていると思います
51 人数も多いため無理なのだと思うが冷たく冷えきった食事をもう少し何とかならないのか？
52 正直よくわからないのですが信頼しています。
53 前園では一ヶ月の給食が同じこと事がほとんどなかったので少し内容が違えばと思います。
54 前園は1ヶ月メニューがかぶる事がなかったので。。
55 足りないとおかわりなどが用意されている。
56 調理師の数が足りず、給食を作ってもらえない日がある。ミルクのみになる。
57 登園、お迎え時の先生との会話や連絡帳では十分に把握できない。
58 土日には昼食は12時頃に食べさせるので、園での昼食時間はやや早めだなと感じる
59 白砂糖は極力使わないでほしい

60
普段がどんな状態かわかりにくいところですが、十分おかわり等しているようで安心しています。お昼
寝の起きれないタイミングでおやつを逃していることが多々あるようです。起きるまでとっておいても
らうことは難しいでしょうね。

61 保育だけでなく食育もしっかりなされていて、感謝しています。

62 保育園によって給食の内容にバラつきがあると思うので、区内の給食さん同士で試食をするのも良いと
思う。

63

保育参観でおひるごはんを一緒に食べさせていただいたとき、「〇〇ちゃんはこの食べ物は苦手だから
もういいよね」と、まだ残っているものをこどもが食べるかどうか試さずに先生が下げてしまっていま
した。先生方が時間に追われていることは十分承知しているつもりですが、昨日よりも明日、明日より
も明後日と幼いこどもは毎日が成長だと思います。既成概念にとらわれず、前向きな思考で取り組むこ
とも必要ではないかと思いました。

64 野菜など食べられないものが多いので、全体的にもっと量を多くしてもらわないと摂取カロリーが足り
なくなってしまうような気がする。

65 野菜嫌いの子供がきちんと保育園で食べています。
66 良く食べる子なので、おかわり分が少しでも用意されているといいなと思う。

67 量がうちの子に足りないのですが、大盛り対応はできないと言われた。うまく対応して頂きたいです。

68 量や時間について、私が正確に把握していないので、正直分からないです。



1
おやつは菓子よりも、おにぎりや芋などの炭水化物の方が、小さい頃からお菓子を食べる習慣を身に着けずに
良いと思う。おやつ=「お菓子」のイメージを持って欲しくない為。「エネルギーの補給」というイメージで育ってほし
い。

2 おやつや延長保育の市販のお菓子に添加物が含まれているのはあまり好ましくないかと思う。（子ども
が小さければ小さいほど）

3 これまで支障が起きたことがないので、安全性については対応されているのだと思いますが、食材の選
定や安全性関する配慮について知らないため、よく分かりません。

4 すでに一部では話題になっていますが外国産の小麦粉に気をつけてもらいたい。国産にするか、米粉で
代用とかも検討してもらえればと思います。

5 そもそもどこの産地の食材をどこから仕入れているのかや、添加物の有無などの情報を知りたいけど知
ることができていない。

6 それについてはされているだろうと思っている
7 もう少し国産のものが増えると嬉しい
8 よくわからないのですが信頼しています。
9 安全性にどの位配慮されているか知れる情報がないというのが正直なところです。

10

給食業務が民間に委託されてから、おかわりできるようになったり、食育が充実されていたりと、様々
な工夫をしてくださっていると思います。一方で、農薬や食品添加物、国産かどうかなど、安全性につ
いてはどの程度考慮されているかはよく分かりません。小麦粉だけでも、(ポストハーベストや発ガン
性のグリホサートの問題などあり)なるべく国産小麦にしてもらえたらと願います。

11 近所のお店の方が毎日届けてくれているので、信頼している。

12 国産の食材を使っている、という報告を受けている。どこの産地のものなのか、一覧表にして配布等し
ていただけると尚安心できる。

13 産地やカロリーなど教えてくれるとより良い

14
市場に出回らない規格外の野菜を使っているか、使うべきだと思います
食品ロスに対する取り組みは、何ができるか、何をしていくか示してほしい
いい食育になると思います

15 市販のお菓子をあげないでほしい。手作りお菓子か、お菓子でなくていいのでおにぎりとか果物がいい。

16 市販菓子を配布する際は、トランス脂肪酸を多く含むマーガリンやショートニングなどを避けて選定し
て頂きたいです

17 試食も美味しかったです
18 実態がよく分からない。
19 十分されているとは思うが、具体的にどのように選定などしているのかわからない。
20 十分にされているとは思うが、そもそも確認のしようもあまりない(ので答えようがない)
21 食の安心、安全確保のためにも、民営化を進めないでほしい。
22 食育含めて熱心に取り組んでいただいていると思います。
23 食材の産地など分かればより安心かも。
24 食材の産地は公開されているが、購入しているもの(パンなど)についても情報が欲しい。
25 食材の産地を掲示してくれており安心しています
26 食材の選定方法や安全性への対応方法を報告されていないと思います。
27 食材選定や安全性についての基準が不明確でわからない
28 親としては日々の献立しか知らないので食材の安全性について分かりづらい
29 選定や安全性についての説明資料を提供願います。
30 特に意識しているわけではないため分からないが、問題ないと思う。
31 特に問題なさそうです。
32 発信不足なのか。よく分からない。
33 分かりません。情報がありません。
34 文京区もオーガニック導入を考えてほしい
35 保育園のごはんが美味しいと言っています。
36 放射線の検査を更に強化して欲しいと思います。

37
木べらの破片の混入が生じ、欠けづらいプラスチック製のヘラに変更するという出来事があった。この
対応はまともであったと思う。直近のあらたに使用をはじめる食材についての文書での説明が充分なも
のだった。

38
有機野菜や有機米など少しでもよいので検討してほしい（実費負担でもよい）。
食事前の手洗いにも使用する石けんが香料入りなのは食育の観点からいかがなものかと思う（かなり強
い）。

【問7】給食における食材の選定や安全性について、十分対応されていると思いますか？



39
例えばハム。指定の業者の品揃えの中にアレルゲン不使用のハムがないから使うことができないとお聞
きしました。そのハムが入っているがために代替食持参になることがあります。小さなことですが、ア
レルゲン不使用のものを優先的に選定できるようご配慮頂けたらと思います。



1 アレルギーがないのでわからない。
2 アレルギーないのでわからないです

3 アレルギーのある子が、アレルギーが入ってない献立でも、１人で食べているのを見かけたが、なんか
かわいそうである。

4 アレルギー除去対応で月一の面談というのは負担にしかならない。面談をするならせめて代用して欲し
い

5 アレルギー食が出ているのにも関わらずアレルギー児と他児が同じテーブルでご飯を食べていた。食べ
こぼし等すぐに拭き取るなどの対応が見られなかった

6 アレルギー用の代替え食の準備があると助かります

7 テーブルを分けて食事をさせているため、子どもも先生方も意識できるようにして対応してくれている
のが良い。間違えば死に至るため今後も十分に対応してほしい。

8 メニューの除去はあるが、代替食の提供はない。
9 該当なし
10 完全除去か普通かしか選択できない。

11 間違いを起こさないために定めてある対策が滞りなく行われている。アレルギーが緩和したこどもへの
配慮も行えたようだ。

12 基本除去食対応なので十分とは言い難いが、対応できるものの提案はしていただいているのでありがた
く思っています。

13 給食室をのぞいたとき区別されていたから。

14 子どもにアレルギーがあり、毎月アレルギー面談を行なっているが、8:45-16:45の間に行わねばなら
ず、会社の勤務時間に影響が大きい。

15 食物アレルギーなので、和食中心のメニューをお願いします。和食のほうが代替を持ち込む頻度が少な
くなります。おやつもサンドイッチ等のパンではなく、おにぎりやふかし芋等にして欲しいです。

16
食物アレルギー持ちの子がいます。アレルギー疑いが出てから、他の子と別テーブルで給食を頂いてい
ますが、先生たちの対応のおかげで、嫌な気持ちを持つことなく楽しく食べれています。言葉のかけ方
なども配慮していただき感謝しています。

17 対応してもらうまでの手続きが煩雑すぎる、時間がかかりすぎる

18
保育園でのアレルギー対応については、日々十分にご対応頂いており大変感謝しております。我が子は
食物アレルギーを複数持っており、ほぼ毎日何かしら代替食を持参している状況で、正直とても大変で
す。なるべく和食、なるべく和風なメニューを増やして頂けることを切に願います。

【問8】給食におけるアレルギー対応において、十分対応されていると思いますか？



1 37度台の発熱だと、保育園で様子をみてくださりとても助かりました。すぐに、お迎え要請をせずに
状態をみながら判断してくださっているのだなと思いました。

2 アタマジラミの際の毎日のシーツ替えが負担。毎週のシーツ替えも、保護者でなく園での対応を希望し
ます。

3

インフルエンザで休んだ時、掲示板を見れず、園で流行っているという情報を知らずに過ごしてしま
い、受診が遅れたことがありました。（一旦熱が下がったのでただの風邪かと思っていたら、翌日また
上がり、受診したらインフルだったことがありました）。ネットで園で流行っている病気や症状を告知
してもらえると嬉しいです。

4 お昼過ぎに園のその日の病欠状況をsns等で配信してほしい。
5 クラス別の感染状況が掲示されていて助かります

6 ホワイトボードにクラスごとに熱で何人休んでいるか書いてあるが、自分の子がかかっても記入されて
いない時があるので信憑性に欠ける。

7 もう少し詳細に知らせてほしい。
8 もう少し目立つように張り紙をしてほしい
9 胃腸炎の際には手拭きタオルをやめてペーパータオルに切り替える方法はありがたい

10
園から出た所で嘔吐してしまったお子さんの対応を職員の皆さんでされていて、保護者のかたは大変助
かったと思いました。園の外ではあるけれど、園内と同じ対応ができるのは職員の方の温かさこそだと
思います。

11 園の掲示板だけでなく、フォアキャストやTwitterで配信してもらえると、家族とも共有しやすい。先生
方の負担になるのであれば、強く要望する気持ちではないが。

12 園の入口に掲示されていて、わかりやすい。

13
園玄関に、欠席状況（熱や嘔吐、感染症など）のお知らせ掲示板があり、どのクラスでどんな感染症が
流行っているのかを知れて助かると思っていたが、随時更新されておらず、古い情報（前週から更新さ
れていない等)のままだったりするので、やるなら毎日きちんと記載してほしい

14 園児が下痢を頻回にしていると言いながらも登園させ、受け入れていたがそれは良いのか？

15 園内に健康情報を伝えるボードがあるものの、看護師が不在の日は更新がされていない。不在の日は別
の職員が書き込む等の体制を整え、常に最新化を。

16 下の子を連れての送迎時、子供達が寄ってくるので、冬は感染症でなくても病気をもらってしまうので
はないかと心配してしまう。自己防衛しかないのだろうけど。

17 感染する可能性が高いものは、登園時に聞かされるが、LINE等で連絡頂けると家庭内で気をつけられ
ることがあると思う。

18 感染症であればメール(farecast)でのお知らせもほしい。

19 感染症でない場合は、掲示されず、分からないので、クラスで風邪をひいている子が多い時など、知ら
せてもらえると有難いです。

20

感染症に含まれるのか分かりませんが、風邪でお迎え要請があった際に、その後の取引先との打ち合わ
せ等の調整をするため迎え時間の目処がなかなか立たず、折り返しの連絡が遅くなることがあること
（３０分以上かかりました）につき、そうならざるを得ない仕事の事情についてご理解いただけると助
かります。

21 感染症の園内の状況掲示は継続していただきたい。

22
感染症発生時、出来ればメール、フェアキャスト等で発生状況を回して頂けるとより有難いです。お迎
えに行く前に状況が把握出来たり、自身もお休みしているときに、保育園で流行っている病気を知るこ
とが出来るので小児科受診の際に伝えやすい。

23 看護師配置があったほうが先生も親も安心なように思います。
24 急な病気にかかった子どもを持つ、働く親に対してかける言葉や言い方を選んで欲しい。
25 掲示が出ていて、わかりやすいです
26 掲示や、クラスごとの隔離等されている
27 掲示板だけなので、口頭でもほしい。

28 掲示板で感染症報告がありますが、現在は保護者の動線上になく、見逃しやすいと思います。フェア
キャスト等でお知らせ頂いてもよいのでは、と感じています。

29 掲示板などで周知されてますが、メルマガやラインなどで、連絡がくると助かります。

30 掲示板に病名とクラスと人数が出るだけなのがほとんどなので、もう少し情報があると嬉しい

31 玄関のホワイトボードに書いてあるだけなので連絡、報告ではないと思います。
32 後日子どもづてに聞いたり、情報共有がされていないと感じる時があります
33 今年からお休みについて、入り口に貼り出されるようになりました
34 今年から近隣園や小学の情報も掲示されるようになりわかりやすい。

【問9】感染症発生時の連絡・報告や、その対応などに配慮されていると思いますか？



35
昨年度のことですが、胃腸炎が、1-2日で全クラスに、しかもかなりの人数に広がったことがありまし
た。小さい子供ですし、大変だとは思いますが、あまりにも急激に広がったので、親としてはかなり心
配でした。もう少し、何か対応ができなかったものかと、お願いしたいです。

36 昨年度末に大流行したインフルエンザ。対策されていたならあれほど広がらなかったと思う。

37 紙の掲示ではやはりタイムラグがあると思う。
38 注意喚起として口頭でも教えてほしい

39 張り紙が貼られるだけで、基本的には口頭で連絡されません。聞くまで分かりません。やはりコミュニ
ケーションは大切だと思います。

40 登園前に、園内の感染症発生状況の情報を届けてほしいという保護者からの要望へ応えられずに年度を
重ねてはいるが、園の入り口に感染症の情報を貼り出す運用が安定的に行えている。

41 特に声かけはないです
42 入口に掲示されていて、確認しやすい。

43 妊婦がかかると危険な感染症が発生していても、普通に妊婦の人がお迎えに来ていたりする。障害が発
生する可能性が高いが、アナウンスが不足している。

44
妊婦や乳児がいる家庭への配慮がやや足りないと思います。感染性の強い病気や胎児、乳児への感染で
後遺症が残る可能性のある病気が発生した際には、掲示板、玄関ドアへの掲示に加えて教室ドアへも貼
り紙をして、手洗いうがい、マスク着用の励行を促していただきたいです。

45 熱などで途中退園時は事後報告はできるだけしています。
園での感染症等の現状お知らせも都度気にしていますが、注目しづらく見落としがちです。

46 発熱でお迎えいくと、他の子と隔離されておらず並んでいました。移す可能性があるので発熱した子は
隔離してほしい。

47 聞けば教えてもらえる。ホワイトボードで一覧化していただけるようになったのは有り難いです。

48 保護者のモラルの問題だと思いますが、体調が万全でない状態で登園し、感染症が流行ることが度々あ
ると思います。行政で病児保育施設と利用を増やして欲しいと思います。

49 名まえのある感染など張り紙もされておりわかりやすい。例えば解熱後１日たってから登園するなど保
護者の意識がどうなのかわからないです。

50 明らかに具合の悪いお子さんを預けている家庭がある。病児保育を利用する、仕事は休むなど、全家庭
に徹底してほしい。集団生活のルールです。

51 明確な説明は無いので不安
52 幼児年齢で感染症発生時は、マスクを必須とすることを園からの通達として欲しい。

53

例え風邪であっても少し症状があれば登園を控えるなどの配慮をするように周りの保護者へ徹底してほ
しいと思うことが昨年からあります。こちらが気を付けていても移ってしまいこちらも仕事を休む事に
なるので、事前に病院に連れて行ったり、家で様子を見るなどもう少し気を使って欲しい家庭がありま
す。

54 連絡・報告については掲示板にわかりやすい掲示があり充分されていると思います。対応については、
よくわかりません。

55 連絡網など細かく回っていると思います。



1 0歳児には無理をさせないで欲しい

2
10月初めに園児が園側が安全管理を怠っていたことに起因する事故で怪我をした園児がいます。該当
児クラスだけではなく園全体に発表すべきことと思いますが、園での対応も遅く、且つそのクラスの掲
示板だけにお知らせ文書が張られるという対応にとどまったことへも不信感です

3 ある程度は仕方ない事なので受け入れますが、応急処置の対応が今一つ不安です。例えば「とりあえず
カチカチの保冷剤で冷やすみたいな対応」

4 お迎え時に口頭で伝えるだけでなく、ちゃんと連絡帳にも記載してほしい。

5 その機会がないためわかりません

6 ちょっとした傷もきちんと見てくれている

7 ちょっとのかすり傷でも、すみませんでしたと細かく報告してくださるので、こちらこそ預かって下
さってるのにすみません、ありがとうございますという気持ちです。

8 どんなささいなけがでも、きちんと報告して頂いています。

9 ナーバスすぎるほど対応してくれている。

10 ぶつかって肌が赤くなった等細かいことも報告してくれる

11 ほとんど報告いただいていますが、一度だけ担任の先生でなく帰りに事務室前で別の先生から教えてい
ただいたことがありました。

12
まだ大怪我をしたことがないので重大な怪我・事故の場合は分かりませんが、擦り傷や打撲程度であれ
ば、現状のように迎え時に口頭でお伝えいただいたり、連絡帳に記載していただくので十分だと思いま
す

13
やった・やられたの相手のことについては、名を伏せた方が良いと思う。伝えられ方によってや、受け
取り方によって、程度に関しての認知度あいに温度差がある。やられた場合、あの親は何も言ってこな
い と思ってしまうことがある やった場合も 一方的に悪いわけではなく お互い様な部分がある場

14 よく見ていただいていて、例えば小さな傷ができた時でも必ず教えていただいています。ありがとうご
ざいます。

15
園で喧嘩があり怪我を合わせた子供の親が怪我をした方の親に謝るというルールがあるがやめてほしい。親は
その場におらず現場監督は先生なのでそれを親に園外でメール等で関与させるのはおかしいのでは？毎度同じ
親から謝られても困るし また小さいうちはそんな事は頻繁に起こるものと認識している

16 家に帰るとき、顔に小さい傷があっても、担任先生は説明ができない。

17 怪我していても、全く連絡ありません。気づいてないのだと思います。もう慣れましたが、初めは
ショックでした。

18 怪我をさせた加害者がいる場合、加害者側の保護者にも、出来事を伝えるべき。でないと再発します。

19 帰宅後ち傷に気がつき子どもから聞く事が多い

20 個人情報の問題か誰がしたのかなど具体的な説明がない

21 午後のけがははは

22 細かすぎるくらい徹底している。

23 子どもが幼児クラスで自分で怪我を言える年齢にはなってきていますが、帰宅してから園での擦り傷や
切り傷を本人が訴える事が何回かありました。

24 子ども怪我をしたことに保育士が気づいていない

25 子ども同士のトラブルの際に、被害者側に加害者側の名前を伝えているような時がある。最近の傾向だ
と、あまり伝えるのは好ましくないと思います。

26 子供からの報告で知ることもあります

27 子供の情報なので定かではありませんが、園庭に不審者が出たような話を受けましたので、その辺りの
園での対応、保護者ができる対策などありましたらをもう少し情報を頂けたらと思います。

【問10】園内での怪我・事故の連絡・報告や、その対応などに配慮されていると思いますか？



28 子供同士のトラブルがあったとき、やった子供とやられた子供の名前をお互いの親に伝える必要がある
のか疑問。

29 子供同士の事なので仕方が無いと思っているが先生方の言い方などに不信感がある。

30 思いはするがなったことがないのでわからない

31 自分で転んでの怪我などは成長の１つなので、そこまで謝罪しなくても良い。保育士さんが気疲れしな
いか心配です。

32 自分の子だけでなく、保育園全体でどのくらい怪我があったかも公開し、安全対策に役立ててもいいの
ではないか。

33 小さな怪我でも報告してくださいます。

34 小さな傷などでも話をして貰う事がほとんど。

35 少しの怪我でも、きちんと伝えてくださって逆に申し訳ないくらいです

36 状況により看護師と一緒に病院で診察してくれる。電話で怪我の報告とかかりつけ医の確認をしてくれ
る。

37
迅速に対応いただき感謝しています。
と言っても、滅多にありませんが。
年に一度あるかないかくらいです

38 先生により対応がまちまちです。

39 大きな怪我、事故の経験が無いからわからない。掲示されているものも見たこと無いが、それは事例が
無いからなのかどうかわからない。

40 大きな怪我しか報告がない。
帰宅後、絆創膏をした傷があるのに気付き子から詳細を聞くことしばしば。

41 朝にはなかったあざなどこしらえてくることはある。気がついて質問すればできるだけ調べてください
ます。

42
直近に、複数候補のお散歩ルートを図解して掲示し、そこへ安全対策を記すことで保護者の安心感を高
められたと思う。怪我・事故が少なくて済んでおり、その発生を思い出しても看護師の適切な対応が思
い出される

43 特定の子が他害があるが障害児認定されていないので見張られていない

44 保育園での事故について、けがをしてしまった子どもの親に対してだけでなく、みんなに共有していた
だきたい。

45
保育園内での事故についての保護者への報告（掲示〕に１か月以上かかった。保育園の備品の安全不備
であるにも関わらず、事故があったクラスのみでしか掲示されず保育園では事故について軽く受け止め
ている様子で 保育園の姿勢に不信感がある

46 本人からの報告が多い



1 「〜しちゃいけないんだよー」と他の子に言っている子をよく見るようになりました。個別の事情があ
る場合もあるので、ちょっと怖いような気がする時もあります。

2 あまり感じません。保育士さん方が教室の外ではあまりこどもにあいさつをしない事も気になっていま
す。子どもは大人を見て育つので、指導の前に基本的なところを徹底していただきたいです。

3 いろいろ工夫いただいていると思う
4 おもちゃの貸し借りなど小さい頃から、お友達間でできていたと思います

5 お休みの日に公園などでトラブルを起こすので保育園では教えているといわれてもうちの子は出来てい
ない

6 お買い物ごっこなど、とても楽しそうで有難いです。
7 お箸の使い方やルールを教えることに関して、上の子のときほどなされておらず残念。

8 ご挨拶ができたり、お片付けやゴミ捨てなど自然にやってくれています。日頃のご指導のお陰です。

9 まだ乳児のため、身につけようとする社会的ルールも少ないと思いますが、片付けなどがある程度でき
るのは保育園のおかげだと思います。

10 挨拶やコミュニケーション能力については、保育園に通っていない同年齢の子よりも身に付いているよ
うに感じる。

11 園で遊んだゲームを家でも親と一緒に遊ぼう、と声をかけてくれるくらいなので、楽しん出いると思う。また、ルー
ルが複雑になっているものも、理解しているようなので、ありがたい。

12 学校生活ができるようマナーや躾をしほしい
13 学習、リトミック、運動、英語教育などをしていただけたら嬉しい。
14 喧嘩したときにじっくり子供同士の意見を聞いて話し合いをもうけてくれている。

15 言えばわかる年齢になっても、順番待ちの列の割り込みをしちゃいました、等のだけ報告された。だっ
たら指導していただきたい。

16 交通安全教室などを積極的に取り入れてほしい。
17 指導はされているようだが子供は先生が怖いっと言っている。
18 歯ブラシを導入すべきだと思う
19 自宅のしつけの問題だとは思うのですが、、「お友だち嫌い！」「ママ嫌い！」が治りません

20

社会的ルールを身につけるための指導の一環なのか、保育者ができるだけラクできるように過度に厳し
くしているのか分からないが、園児同士で瑣末なことやささいなことを指摘し合う、注意し合うことが
多すぎる。まるで小姑のよう。担任の先生がお互いに注意し合うように煽っているのか、子どもたちが
先生の真似をしているのか分からないが、園での子どもたちのやりとりを見ていると、「これはいけな
い」「あれはダメだ」と注意合戦でうんざりする。ルールを守らせることも大事だが、子どもたちに
とってはストレスだろうし、園での生活が窮屈そう。家でもきょうだいに注意ばかりするようになっ
た。

21

少し厳しすぎるのではないかと思うくらいです。プロを呼んでのコンサートの時など、多少のおしゃべ
り(感想を言ったり、質問したり)も許されず、黙って聞かなくてはならないようなので。皆が少しずつ
話しただけで収集がつかなくなることもあるので、仕方ない部分もあるとは思いますが、もう少し自由
にさせてやって欲しいとも思います。

22 少々内容やレベルが高い設定に感じる。
23 成長具合に応じて色々と工夫して頂いていると思います。
24 正直なところよくわからない。

25 精一杯していただけていることは感じますが、前述の保育士配置が少ないことから、園児同士のいざこ
ざをフォローしきれていない印象があります。

26 先生によって指導のやり方が違いすぎるときがある。優しすぎる先生もいる。

27
先生方が一生懸命されていらっしゃると思う。
ただ、社会的ルールについて真剣になり過ぎて強い声を出してしまうよりは、
ある程度は緩くして、先生達が笑顔でいてくれる方が子供にとって良いかとおもいます。

28 他の学年との交流も多く、良いと思います。

29 年齢にそぐわない場合もポジティブな声かけが保護者にあり、無用な不安感を煽るような事がないので
きっと園内でも子供達が安心して過ごしている事が想像でき、安心して預けることができます。

30
年齢の垣根のない保育のおかげで、同年齢だけでは培いにくい年下への気遣いや、年上のお兄さんお姉
さんとの交流があり、それぞれの発達度合いに応じた保育がなされていると思います。本人の意思を尊
重し、また意欲を生かしてくれていると感じています。

31 保育とはいえもう少し知育的な取り組みを取り入れて欲しい。

【問11】遊びや生活を通して年齢に応じた社会的ルールが身につくように保育指導されていると

思いますか？



32 保育園で身につくことが多く、ありがたく思います。

33 保護者面談にて年度はじめと比較した年度後半での社会的な成長について聞くことができた。このこと
から、保育指導が適切に行われたと考えている。

34
夕方迎えに行った時、大体積み木やブロック、おままごとをしています。幼稚園ではないのは承知して
いますが、もっと先生方から子どもたちへ働きかけるような教育的な姿勢があった方がいいと思いま
す。

35 幼児クラスはお昼寝はいらないのでは



1
2019年4月、園長が職員に対して大声で「◯歳児クラスの遠足は予算がないからやめるべきだったのにどうして
予定したのか」というような内容で怒鳴っているところを見ました。園長の一存で遠足の回数や存続が決定される
恐れがあるのかと、とても驚きました。また、職員を怒鳴る行為はパワハラだと思いました。

2 2歳児だが、もっと戸外遊びを多くしてもらいたい。天気の良い日も児童館や室内遊びの日があって寂
しい。園庭も狭いので、公園に頻繁に連れて行ってほしい。

3

3歳児は年に一度しかなく、それも雨天延期もなかったのが、非常に残念。
しかも行き先が、前より近くになり、その理由が3歳児には大変だからといわれ、非常に不満だった。
過去の子供達はみんな行けていたし、そのちょっとした頑張りが成長になるのに、そのような機会をか
なり減らされていることにとても残念に思っている。散歩の数も上の子と比べるも激減しているし、こ
のあたりすぐにでも改善してほしい。

4 ３歳児も遠足イベントがほしい
5 ５歳時以外は園外保育が少ないと感じる。
6 いつも同じではなく、変化があると良いなと感じることがあります。
7 今の園長になってから、散歩やプールがものすごく少なくなったと感じました
8 お散歩に行く頻度が少なくなったと感じる

9 お散歩に出れた時は嬉しそうに子供が報告してくれるのでこれからもなるべくお散歩に連れて行って頂
きたいと思います。

10 お天気に左右されるとは思いますが、お散歩の回数が少なく感じます
11 お忙しい中、安全に配慮するのは大変かと思いますが、頑張って頂いていると思います。

12 その時期の保育のねらいがあるのかもしれないが、先生によって散歩や公園へ行く回数にばらつきがあ
るように思う。

13 ただ散歩に出るだけでなく、細かく何が楽しかったかがノートに記入されていて、家庭での対話に繋
がっています。

14 もう少しお散歩があってもいいと思っていますが、最近は天候不順もありましたので、致し方ないと
思っています。

15 もっと、自然のあるところに出かけてほしいです
泥で遊ぶような

16 もっと歩かせてもらいたいですが月齢の違いもあるので難しいのも承知しています。
17 よく園外の公園などに連れていってくださっていると思います

18 安全上の問題や気候、天気にもよると思いますが、もう少し散歩を増やしてもらえると嬉しいです。

19 安全面を考えると、引率者は担任の先生の他にもう少しいた方が良いと思う。
20 以前に比べて、散歩の回数が明らかに減っている
21 園外への散歩の機会は少ないように思う。でも危険を防ぐには良いのかも？

22
園長先生がかわって、園庭や、公園での外遊びの機会が激減していると感じ、とても残念です。
園長先生の方針なのか、区での方針なのか、説明がなくわかりません。
朝、預ける際に外遊びで始まるのではなく、毎日室内保育で始める点も、せっかく園庭があるのに、何故だろう。
と、明確な説明も特に受けていないため、疑問に思い、とても残念に思います。

23 園庭、公園と外遊びの環境に恵まれていると思う
24 園庭があるが、園の外にももう少しお散歩に行ってもいいかなと思う。
25 園庭があるからか、散歩の頻度が少ないのが残念。

26 園庭があるからか、幼児クラスになってからはお散歩の頻度が減った？のかなと感じますが、身体が動
かせていたら問題なしと思っています。

27 園庭があるためか散歩の頻度が少ないように思う。

28 園庭があるので、もう少し活用してほしいと思います。特に午後はほぼ室内にいる印象があります。

29 園庭がある分、散歩が少ないようです

30 園庭が狭いので、安全性に留意した上でなるべく散歩などに出て頂けると体力・免疫力がつく上、寝つ
きも良くなりそうなのでありがたいです。(夏季を除く)

31 園庭が狭いので、外遊びを工夫されている
32 園庭が狭いのでもう少しお散歩が増えると嬉しいです。
33 園庭が充実しているので、散歩に依存しないところがとても良いと思います

34 園庭が十分広いのと今の年齢からすると仕方ないと思うが、交通マナーを覚えるためにも散歩は定期的
に実施頂きたい。

35 園庭では遊んでいるが外にはあまりでないので交通ルールなどは不安。
36 園庭と裏庭があるから仕方がないとは思う。

【問12】散歩や遠足などの園外保育の頻度について、どのように感じていますか？



37 園庭や近くの公園が充実しているので、あまり散歩に出かけない印象があります。毎日ではなくても、
少し足を延ばして散歩に出かけてくれるといいなと思います。

38 園庭や近隣の公園を工夫して運動などしておりそれによって交通ルールなど学んでます。
39 遠足がもっと多いと嬉しいです。
40 遠足は延期の場合の日程も予定表に記載されていて良い
41 遠目の公園へ歩かせていただいていてありがたいです。
42 夏の過ごし方をもう少し検討した方が良い。夏は暑くて、1ヶ月近く室内活動。
43 夏場の水遊びがもう少しあると良いです。
44 外遊びが少し少ない。特に幼児クラス
45 季節により差がある

46 季節のイベント(芋掘りとか梨狩りとか)の回数、参加できる年齢の引き上げをお願いしたいです

47 狭い庭に子供たちがひしめき合っており、もっと外出の機会が増えるとよいです。
また雨でも着替えを持たせておりますので、雨に触れるのもありかと思います

48 近隣の公園などを上手に活用されていると感じます。
49 戸外遊びの頻度が少ない
50 公園に定期的に行って欲しい

51

公園へ行く機会が最近減っていたこともあり、こどもから、公園に行きたいと言い出すことがあった。
それを、本人が連絡帳に書いたところ（晴れたタイミングとあっていたこともあり）、外出が数日続く
ことになったので、声をきいてもらえたと本人は思い、よかった。ただ、昨年よりは回数が少ないよう
には思うので、園庭があるので、毎日とはいかないが、もう少し回数を増やす（週1、2週間に1回でも
あるとよいかも。

52
今年は保育園児の散歩中の事故等の報道が目立ったので、安全性については大変心配している。園庭が
ないので毎日散歩に行っているそうだが、毎日、親は職場で心配な気持ちで過ごしている。散歩の時間
が終わるまでは落ち着かないこともある。

53
昨今の事故の影響で、散歩が減っているように感じます。散歩経路や通園路の安全確保は、園の配慮や
努力では限界がある部分だと思いますし、園の前の道路は抜け道になりスピードを出している車が多い
ので、行政の方で安全や規制の対応をしていただきたいです。

54 昨今は安全面に配慮した対応というのは承知しておりますので、特に疑問視することはありませんが、
可能な限り園外保育もあると良いと思います。

55 昨年はたくさん散歩へ連れて行ってもらえたが、今年はほとんど散歩へ連れて行ってもらっていない。
人数が増えると対応できないということか？理由を知りたい。

56 散歩が少ない
57 散歩が少ないと感じる園がある。
58 散歩にどの程度出かけているか不明。
59 散歩にほとんど行っていないのが気になります。
60 散歩に全然行っていないと思う。となりの公園ばかりの気がします。
61 散歩に毎日行ってほしい
62 散歩を増やしてほしい。私立園に通っていた時の方が散歩が多く体力がありました。
63 姉の代から10年、全く改善されてされない

64
自分の子どもの園は幸いに園庭があるので不安はありませんが、文京区は園庭のない園が相当な割合である
と思われます。子どもの発達の上では外遊びは重要なので、すべての園においてよい環境が提供されることを
望みます。

65 宿泊はないが、
66 晴れた日はできるだけ散歩へ連れて行ってほしい

67
先生の休暇等で安全面の確保ができない等様々な理由があるのでしょうが、天気の良い日でも外遊びをせず
ホールで体を動かすのみの日があり、外遊びの頻度▪時間が短いように感じます。平日は日中の保育園にいる
時間しか外遊びできないので、出来る限り毎日外遊びの時間をたっぷりとってほしいです。

68 全クラスが園庭…というのを見かけます。目の前も公園なので、空いている方を活用するなどして欲し
いと思いました。

69 全国的には痛ましい事故があり散歩不要論も聞かれましたが、変わらず連れ出して下さって、ありがた
いです。

70 体を動かす機会がもう少しあるとよい。男の先生が少ないので、男の子は物足りないなではないか、外
部の体操指導者等も検討して欲しい。

71 大きな行事はこのままでいいが、散歩が少ないと思う。
72 大津の事故があった影響かは分からないが、今年になって散歩の機会は減った印象がある
73 天候、気温、子供たちの様子を見て判断してくださっているので安心しています。
74 天候に左右されると思うので、かわいそうなこともある。



75 難しいとは思いますが、もう少し散歩が多いとありがたいです（ただ、難しいとは思っておりま
す。）。

76 乳児クラスまでは散歩が少なかったので、幼児クラスは散歩にもっと行って欲しいと思う。
77 年少クラスもぜひ遠足をお願いします！
78 年少でも遠足に行って欲しい

79 年中さんになってからお散歩の頻度が下がっているような？(もしちがったらすみません)園庭は狭いの
でお出掛けしてもらえると助かるなぁと思います。

80 年長なので遠足たくさん連れていっていただいています。

81 年長なのに、室内で遊ぶことが多いように感じます。もっと外の空気を吸って体を動かしてもらいたい
と思います。

82 年長になってから、最後の園生活というのもあって、遠足の回数も格段に増えて、子供も大変喜んでい
ます。

83 年長は遠足頻度が高くとてもよいと思うが、その他の学年ももう少し増やして欲しい。お散歩と室内で
の制作遊び等のバランスがとても良いように感じる。

84 年長児クラスの遠足の回数が多いと感じる。年中児クラス時から保育方針等も考慮した上でバランス良
く実施してもらえるとありがたい。

85 年長児だけ極端に園外保育が多い印象を受ける。

86
年々、猛暑の期間が長くなり、散歩に出られる季節が少なくなってきているように感じます。気象条件
はこれから先、改善されるとは思えませんので、運動不足解消のためにも、近隣の体育館を定期的に借
りて運動させるなど、運動場所の確保についても検討していただきたいです。

87 頻度が低く残念。どの程度計画的に散歩をしようとしているのか聞きたい。

88 普段のお散歩は午前中の1回に限定されるが、計画的に行われ、他クラスとの合同による保育の相乗効
果もみられるため、その点で十分だとみなしている。遠足では保育士による創意工夫がひかる。

89 文京区の狭い中、良いと思います。
90 毎日充実しているので感謝しかないです。
91 毎日積極的に散歩の機会をつくってほしい。

92 夜なかなか寝ないのは散歩が足りないのでないかと思うし、担任に言うとなるべく外に行くといわれ
た、子供に聞い家も散歩に行ったという話は聞かないので

93 幼児クラスになって、園庭で遊ぶことが増えて、お散歩が減っている印象がある。

94 幼児クラスはもっと外の公園などを散歩させてほしい。園庭にいることが多いが、園庭は乳児クラスと
時間を分けて使う為、実質外にいる時間が短い。

95 幼児クラスは公園遊びが多いのは助かりますが、散歩ももう少しあると良いです。就学に向けて、交通
ルールやお友達と歩くときの注意を覚えてほしいと思います。

96
幼稚園や園庭の広い保育園と比較するとどうしても外遊びの時間が限られてしまうため、そこはしょう
がないと思いつつも残念だと思います。代わりに、室内での運動も取り入れていただいているため、あ
りがたいです。



1
あまり積極的には機会を設けていないのかなと思います。園側の、準備や時間などの負担を考えると妥当だと
思います。無理に地域と関わりをもつイベントを設けて、子どもたちも先生も疲れてしまっては本末転倒だと思い
ますので。

2 このような交流がされているのか分からないため。
3 そもそも交流があるのか？分からない。

4 どの程度なされているのかも分からないですし、機会を増やすにしてもどのような機会がありえるのか
分かりません。

5 ほとんど聞いたことは無い
6 もう少しあってもいいと思う
7 もう少し頻繁に交流してほしい。

8
もっとお年寄りとの交流があるといいと思います
他の園との関わりもごくわずかですよね
ほとんど園の中で人との関わりは完結してしまっているように思います

9 もっと機会があってもいいと思います。
ポニョの子達の様に老人介護施設との交流があるといいと思います。

10 もっと多いと嬉しいです。
11 頑張って探したり、区に問い合わせたりしたりして電話しなければわからないことが多く、知るまでが不便。
12 近くの老人ホームの方と遊んだと話していました

13 近隣小学校との保小連携が途切れずに進められている。具体的には小学生の作品展の見学を実施し、運動会
の見学（今年は無かった）が企画されている。地域での季節の催しのポスターを園で見かける機会もあった。

14 具体的にどのような交流計画かお知らせ下さい。

15 交流している話はあまり聞かないので
状況があまり分からない。話がないということはあまり交流がないことと理解している。

16 交流の機会はないのでは？

17 自分が知らないだけかもしれないですが、あまり交流などない気がします。特にお年寄りとの交流

18 小学校や大学との交流が更にあると望ましい

19
説明を受けていないので、交流実施の状況がわからずコメントできません。
近隣中学での外遊びも、近くに新設の保育園ができたため行けなくなったのか、今年の実施状況を聞いていず、
判断がつきません。

20 他の幼稚園の子とお芋掘りを一緒に行ったりと、機会をたくさん作って頂いています。
21 東京芸大、都立工芸高校などアート、音楽系の学校と交流できないでしょうか？
22 特に異年齢など交流を増やして欲しい
23 乳児クラスのため対象外？実施されていないが特に不満もない。
24 年長になったせいか、他園との交流が増え良い機会になっていると思います。

25
予想ですが、あまりないように感じます。災害時など、地域の協力を得なければならない時も想定されますので、
管理職の方には特に日頃から近隣住民への働きかけ（園の活動報告などでも良いので）繋がりを強固にして欲
しいです。

【問13】近くの教育施設や地域団体、近隣の人たちなどと交流する機会についてどのように感じ

ていますか？



1 1人にだけ不満ではないが、不安がある
2 あれダメ、これダメとダメダメ言う職員もいる。

3
いつもありがとうございます。
お忙しい中、しっかり一人一人を見て頂いていて、子どもも安心して通えています。
保育園大好きなのも、先生方のおかげだと思っています。

4 いつもありがとうございます。感謝しかありません。
5 いつもたくさんの子どもたちの対応してくださり、感謝です。
6 いつもよくしていただいております。

7 いつも細かく丁寧に見てくださっていて、子供からの信頼も厚く、親としても身近に相談に乗っていた
だきアドバイスをいただけて、本当にありがたいです

8 いつも良く見てくださり感謝しております

9 オムツ替えで、おしっこの時はおしりを全く拭いていないのが気になります。毎回そのルールの様で
す。

10
お迎え時に保育中の様子を具体的に知らせてくださる保育士さんがほとんどの中、ほぼ何もお話してく
れない方がいる。夕方でお疲れの時間帯なのでしょうが、他の親御さんにはよくお話されている様子も
あり、子どもへも差をつけず対応していただいているか不安を感じる。

11 クラスを越えて先生同士の関係が非常に安定している印象で、保護者の安心感に直結しています。

12 クラス担任ではないので詳しくはわからないが、いつも不機嫌そうに見える方がいる。

13 ごく一部の先生が、強すぎる物言いや荒々しい動作で子供に接しているのを頻繁に見かけます。愛情を
持って接してもらいたいと思います。

14 こどもが、先生好き、保育園好き、と言っていることがすべてだと思います。いつもありがとうござい
ます。

15 とても親身になって保育してくれていると感じる。
16 とても親切で安心感がある。

17 パートの方で一人、笑顔もなくいつも面倒くさそうに子供に接しているように感じられる方がいる。他
の保育士さんたちが皆素晴らしいだけに、とても目立つ。

18 ひとりひとりをよく見てくださり感謝してもしきれないくらいです。
相談にも乗ってくれ、頼れる存在です。

19 ベテラン先生で一部タメ口を使われる方がいるが、あくまで他人なので考えていただきたい。こちら
も、年下の先生であっても丁寧語で接している。

20 ほとんどの方が、作業的だと感じてしまいます。もっと愛情をかけて、心を育ててもらいたいです。
よく叱る声かけが聞こえてきます。同意や、本人の気持ちを言葉に表す過程が少ないように感じます。

21 ほぼ全員の方、本当によくやってくれています。非常勤の方で1名、以前、別の家のお子さんに雑な言
葉を使っていたのを見てしまってからは、その方には注意しています。

22 もう少し、丁寧に子どもに接して欲しいと感じる。注意が雑だと思うことがある。
23 よく見てくださり心から感謝しています。
24 わざわざ声を掛けて聞かないと子どもの様子を共有して貰えない

25
わたしが勘違いしてしまった内容について冷たく無愛想な対応をした方がいた。保育士も人間なのでた
またまだったかもしれないが、1度でもそのような態度を見てしまうと、子供にどのように対応してる
のかなと心配になり、悪い印象は未だに挽回できない。

26 挨拶をしてくれないし、園長も朝玄関にでて挨拶するなどコミニュケーションしようとする姿勢が以前の園長に比
べとない。なんでも話してと保護者会で言われていたがこちらが何かあっても園長から話しかけてくることは無い

27

異動もありますし、こればかりは巡り合わせだから仕方ない、と過去にはやり過ごしたことはありま
す。一部の園長や先生に不満があっても子どもに見返りがふりかからないか不安ではっきりと申し立て
ができないこともありました。不満がある=少し変わっていると見受けた場合、常識が通用するとは思
えないためです。

28
園長が子どもたちと関わっている姿を見たことがない。お迎えやお見送り時間はいつも職員室にいてデ
スクワークしているイメージです。子どもたちとの関わりが少ないからか、園だよりの文章も具体性が
なく、当たり障りのない内容ばかりです。以前の園長はいつも子どもたちに声をかけてくれてニコニコ
しているとても温かい方でした。色々と比べてしまうと残念な部分が多いです。

29 園庭が狭い為、いつも保育に創意工夫されている先生方にはいつも頭が下がります。子どもも先生方が
大好きで、毎日楽しく通っています。

30 画一的ではなく、個人の性格などを配慮してほしい。
31 皆さん優しくまじめで、子どもが好きな気持ちが伝わってきます。尊敬します。

【問14】お子様と接する保育士について、満足されていますか？



32 概ね満足していますが、一部の保育士のかたに不満ほどではありませんが、えっ？と、疑問をもつこと
はあります。

33 感情的に怒鳴るのは、子供への接し方としていかがなものかと思います。
34 観念的で融通が効かない。企業で働く母親の状況を根本的に理解していない。

35 基本的に疲れている表情の保育士が多い。挨拶に関しては毎年議題になってるが改善が見られない。元
気がない。そんなに辛いのか？疑問と不安がある。

36 基本的に満足していますが、子どもにも親にも事務的でドライな対応だと感じることが時々あります。
前の園との比較して、そう感じるときがあります。

37 機嫌が悪そうで、子どもが「さようなら」と言っても返事しない。目があっているので聞こえてはいる
はず。

38 厳しく甘く　よくしていただいている。子供も先生を信頼している。

39 現在の園長先生の園児たちへの関与が、これまでの園長先生方と比較して少ないように感じます。
お忙しいとは思いますが、せめて子どもからの挨拶には返していただきたいです。

40 個性を理解した対応をして頂いているのと、ご連絡も頂けるので非常に満足です。子供の事での相談も
しやすいです。

41 雑な人がいる。

42 仕事をしていて忙しいから保育園に預けているのだから、こどものためという理由を盾に保育時間を何
らかの形で縮小する(イベント時など)は、正直やらないでほしい。

43

子どもが、怪我をしてきて、徐々に痛みが出たり、傷やアザに、本人も帰宅してから気づくことがあ
る。子どもは怪我をしたときは、夢中で遊んでいたり、痛みを我慢したりすることがあるものである。
痛がったら走らないようになど、子どもが自ら痛みを訴えるまで怪我を放置することの無いように、園
でも様子を見て欲しい。痛かったら先生にちゃんと言いなさい、と保育士には保育園で叱られるようで
あるから、家庭でも、怪我を話題にしないようにしている。

44

子どもの通う保育園で、○○先生には非常に不快な思いをさせられました
下校時、○○先生の後ろで自分の娘がくつを履いており、それを○○先生に見守っていたところ、自分のことをじ
ろじろ見てると思ったのか、「なんですか?!」と言われました、「なんか用ですか?!」とでもいう風でした
仮に○○先生を見ていたとしても、顔見知りの保護者に対し、もう少し違った言い方はできないものか
ベテランなのか、態度が横柄に感じる時がありますがこの時は度を超えてかなり不快な思いをしました
それ以来避けています

45 子どもの様子を見ていない保育士がいるように感じる。

46 子供にどう接してくださっているかは見えませんが、時々家庭のことやお迎えについてご指摘受けると
きダメ出しばかりされているように感じてしまい悲しくなるときがあります。

47 子供の行動を制止するときに腕を引っ張っているのを見かけて腕が抜けないか怖かった事があった

48 子供の成長をできる出来ないで判断する。また、口調の強い保育士がいる。

49 子供も言葉を覚える時期であり、保育士の口癖が子供にうつっており、それを意識した言葉使いをして
ほしい。

50 子供も非常に嬉しそうです。
51 子供や親に寄り添うというより事務的。
52 時々、園児の叱り方が不適切だと感じる方がいる。(一方的に責め立てるような)

53 少し思いますが、保育士の方々の仕事状況は大変かと思うので不満を言うほどではありません。

54 常に怒り口調の保育士さんもいらっしゃいます。気持ちはわかりますし、よくして頂いてるとは思うの
ですが…

55 親が来ない時間帯で油断している時などかなり脅すように怒っている時がありその保育士が担任になり
ませんようにと思う

56 親でも手を焼いているのに、手厚くみていただいて感謝しかないです。

57 親の好き嫌いの問題だと思う。
好み以外で言うと、先生方はどの先生も子供の保育はしっかりと頑張ってくれていると思う。

58 親も子どもも、先生も、みんな個々の人間ですから、仕方ないです。感じ方はそれぞれです。子どもは
担任の先生も嘱託の先生も園長先生もみんな好きだと言っています。

59 人の意見を全く聞かず、自分の主観での意見を押し付けてくるベテラン保育士が多い
60 人員不足からなのか、保育士の余裕の無さが目につく。
61 人柄や性格は個性であり、受け手も人の好みがあるので、しょうがないと思います。
62 先生たちは子供に親切でとても良い方です。不満を感じるのは、保育園の種々の規制です。
63 先生達は全員笑顔で、話しかけてくださってくれるので、いつも励まされます。

64 先生同士の会話であったが、『聞いてねーし』という文言が出るなど言葉遣いが悪くて驚いた。



65 先生方には日々、感謝の気持ちで一杯です。いつもありがとうございます。
66 先生方は皆さん熱心ですし、違うクラスでも子供のことをよく知ってきて助かります
67 全員が全クラスの子どもの名前を把握しており、よく見て下さっている。とても安心できる。
68 素晴らしい保育士ばかりで安心しています
69 素晴らしく優秀な方ばかりで、区立にしてよかったといつも思う

70 送迎時の子どもたちとの様子や、親に対する対応を見ていても、どの方も素晴らしいと思います。子ど
もも先生が大好きです。

71 他の子ですが腕を掴んで引っ張って連れてったりしていて、自分の子供も同様の対応があるのか心配に
なりました

72 大変満足

73 第一声から怒った声の先生がいらっしゃっいます。一日中子供たちに危険がないよう注意してくださっ
ているのでやむを得ないと思いつつも、そうでない先生がほとんどなので残念に感じています。

74 担任しかお話しないスタンスに感じる。

75 担任ではありませんが、ある1人の保育士の方が子供に対して高圧的な態度をとっているのがたまに見
受けられ、不安に感じます。

76 担任の先生だけでなく、他の先生（非常勤の先生も）も愛があると感じます。
77 担任の先生は二人とも若いですが、良く面倒を見てくれていると思います。

78 担任の先生方は非常によくして下さってますが、時折見かける方で、印象があまり良くないと感じる場
面はあります。

79 担任四人全員レベルが高い。安心して任せられます。
80 怒らず叱る、肯定的な言い方で関わってほしい

81 別のクラスの担任だが、子供が挨拶をしているのに目を顔を合わせず、挨拶をしたり、乳児に対して
怒っているところを見かける。

82
保育士の課題は各人あったりもするが、それがこまった問題であって不満に思うようなことはない。保
育士の業務はチームで行うものだと理解している。保育士間の人間関係にはさまざまな課題があるだろ
うが、総じてよいチームであるとみなしている。

83
保育士の対応に不満はないが、手が掛る子供に一人がほぼ付きっきりになっている。そのため保育士が
足りていないように感じる。余裕がなくなり、本来保育士がやりたいことが出来ていないのではと心配
になる。

84 保育力がかなり高い方から子供が挨拶しているのに顔を合わせず挨拶したり、感情的に怒っている保育
士さんも一部で見られます。

85 抱き締めてもらえて私も子供も嬉しいです。

86 毎日保育園に行きたがってしょうがないです。週末でも行きたがります。先生方には本当に感謝してお
ります。

87 毎年担任の先生が病欠をされるため、何か親として改善出来ることがあれば共有いただければと思いま
す。

88 面談などで、親と一緒に帰らせるために昼寝中なのを無理矢理起こすらしいのはかわいそう。

89 連絡帳について。大変お忙しいとは思いますが一部の先生の文字が達筆過ぎるため、多少の改善を希望
致します。

90 連絡帳の字が酷くて読めないのは困ります。

91 廊下に長時間立つよう罰を与える、体罰を幼児に行っている保育士が子どもの通う保育園にいるため、その方
が担任になったら保育園は退園することも検討している。



1 「この先生じゃなきゃ嫌だ」という子供がいる場合、その子供に付きっきりになっていると、他の子
フォローは大丈夫なのか不安に思う。

2 1人保育士が病気療養中ということで少ないと思う、パートには教育的資格がないので不安
3 2才児クラス
4 2名の正規職員が産休に入っても、人員が補充されていない。
5 30人に2人担任なので十分だと思うが行き届かない所も感じる。
6 お迎えの時は、非常勤の先生が多いので、少ない印象を受けます。
7 お迎え時につきまとってくるしつこい幼児については見張ってほしい。
8 これは国の制度の問題なので仕方ない。無償化にする必要はなかった。
9 そもそもの適正な配置基準をお知らせ下さい。非常勤の保育士さんが多い印象です。

10 ふだんであればとくに不安はありませんが、先生方も病気やプライベートなど、欠員が出ることもあり
うると思うので、ぜひ要員的にもサポート体制が組めればよいとは思います。

11 マンツーマンでも大変なのに…と思うことはあります。

12 園児の年齢が上がるにつれて保育士の必要数は減っていくが、多ければ多いほど良いので、最低限の人
数だとやや心配にはなる。

13 延長に入る直前の時間にお迎えに行きますが、一部屋にかなりの人数が集められていて驚きます。

14 夏休みシーズン等は保育士もきちんと休みをとっていただきたいと思っている。
15 学年内には色々な子供がいるので、致し方ない部分はあると理解しています。

16
感じたことはあるが、慢性的にはならずに済んでいる。期の途中での離職は各保育士の負担になること
もあるが、採用もかろうじて行えている。クラスのこどもの人数に対してではなく、保育園全体のこど
もたちと保育士にとって健康的な保育が行える水準を維持できている。

17 給食の配膳など、作業がある時は特に感じる。配膳に一人、手が掛る子供に一人保育士が取られ、残り
の一人が数十人を見ている。

18 教室にいる先生：子どもの比率を見ても、十分に目が行き届いていないと感じる。

19
近所の保護者の方が、私立幼稚園では担任1人で子ども20人だとおっしゃっていました。それに比べる
と区立保育園では、子ども15人に担任2人ついて下さっていて、毎日連絡ノートも書いて下さって、幼
稚園に比べると手厚いなと思いました。

20 迎えの際、担任先生は他の子に見ないといけないので、話をかけると申し訳ない気持ちです。

21 現場に余剰はなく、ギリギリで回していただいているように見受けられます。行政に対応いただきた
い。

22 昨年、保育士がお二方、数ヶ月休職されたことがあり、そのときは人員不足を感じました。

23 産休の職員の代替が配置されず担任がマイナス1で保育が続いている。区として必ず補充すべき。

24 子どもが話しかけているのに、対応しきれないのか放置しているのを見たり、しばらく泣いているのに
手を差し伸べない様子が見られることがある。他の子どもの方が心配して、見ている感じがしました。

25 子供達は大人と話したがっているようで、先生と話すのに順番待ちが必要だと子供から聞きました。

26 自主性に委ねるのも教育の一環とは思いますが、幼児クラス（特に1年目）は少なく感じました。

27 手のかかる年齢ですので、先生方が大変だろうと思っています。安全面などについては、いまのところ
不安はございません。

28 少し問題のある子にかかりきりの先生がいる

29 人員が足りず早朝と夕方は0-2歳児クラスが同じ場所で一気に世話をしていて足りないのだろうなと思
うし多少の危険も感じる

30 先生が大変そうなご様子をうかがって、人員増となるといいのにと思うことがあります。
31 先生が本当に大変そうで、気の毒に思います。
32 先生たちが大変ではと思うときはあります。
33 先生たちが疲れた顔の時があるのでお休みしてほしいと思うから足りないと思います。
34 先生たちはご負担があるかもしれませが不足に感じたことはありません。
35 先生の負担が多くないかは心配です

36 先生の目がないところでの喧嘩や意地悪をよく見かける。大人の前では良い子に振る舞い、目を盗んで
小さい子や友達をいじめる子がいる…

37 先生は安全を管理しているのみって感じです

38 先生方の負担軽減、子どもたちの安全のためにも、もう少し人員が増やせると安心かなと思うことがあ
ります。(先生方の保育に不安があるわけではありません。)

【問15】クラスの子どもの人数に対して、保育士の人員不足を感じたことはありますか？



39 早番など保育士の人数が少ない時は、他の保護者に遠慮して伝えたいことがあっても言えないことがあ
ります

40 送迎の時に話が出来ない時点で少ないのでは？と思う。

41 送迎時、先生方はいつも立って全体を見ている感じで、子供達と遊ぶことはあまり無いのかなと感じて
います。

42 大変そうだなあ、と感じる。

43 担任が1名産休に入られたが、その後補充があるのか減員のままなのか、体制の説明がなかった

44 担任プラス補助の先生もいらして適正な人数と思います。

45
当初、0歳児、3歳児は増員があったことから人数に不安があったが、問題が起きているわけではない
ため、特に問題意識は持っていない。ただ、その影響で散歩などが減っている、ということであれば、
改善を願いたい。朝番、遅番、と多くの先生方に遊んでもらえ、本人は満足しているので、よい。

46 働き方改革を率先して、担任でも有給取得できるように、常勤でもう1名、担任以外の職員がいたらよ
いと思います。

47 配慮が必要な子、主張ができ先生とのコミュニケーションが好きな子は大切されているが、ただ大人し
い子に対しては雑に扱われているように感じる場面が多い。

48 非常勤の先生がいるので良いと思うが、通常定員の担任二人は少ないと感じる。
49 不満はないが、大変そうだなと思ったことはあります。

50 不満はないですが、もう少し人員を増やせれば先生も楽になり子供と接しやすくなるのではと感じる事
はあります。

51 壁にぶつかった、他の園児に噛まれたなど、ちょっとした事故が多いので、目が行き届かないのかなと
思うことがあります。

52 保育参観をした感じでは足りていると思うが、大変そうだなとも思う。
53 保育士さんが皆さん忙しそうで誰に話しかけていいのか分からない時がある

54 保育士よりもお手伝いのおばさん達がとても頑張ってくれている。子供もそっちの方がなついている。

55 保護者としては感じないが働く
保育士さんとして十分なのか分からない

56 補佐で入っている方々もいらっしゃるので。
57 放置されているんじゃないかなと感じています。
58 満足できる程確認できていないため。

59 友達同士うまく遊べるようになるのは4、5才くらいかなという気もする。それまでは、先生に甘えた
い子も多いと思う。

60 夕方などは特に感じます。

61 夕方に多いですが、先生方の目の届かないところで男の子同士のやりとりが乱暴で目に余るものがあり
ます。女子のトラブルはわかりにくいので何とも申し上げられません。

62 夕方のお迎えの時間は幼児クラスが集まっているがその時にふそくをかんじる。お迎えの時間に先生と
話すと幼児に目が届かないなと思い遠慮している。

63 夕方の合同保育時に、保育者の目が行き届いていない場面をお迎え時に何度か見かけている。

64 幼児クラスになるときに先生が減ると説明があって、早生まれでまだトイレ等に手がかかる時だったた
め、不安があった。

65 幼児クラスに対する保育士の数は、常に少ないと感じています。

66 幼稚園よりは多く配置されているとは思うが、家庭的保育の場と捉えた場合一人一人の園児の成長をみ
れる人数なのかなと思う時がある。

67
要配慮児一人あたりの保育士の配置人数が足りていないように感じます。どうしても要配慮児に保育士
が付きっきりになるため、他の園児に対応できる保育士数が手薄になり、出来ることが制限されている
ように感じます。

68 連携が取れていることで人数の不足は感じません。



1 26人の園児に対し保育士が２人なので、お散歩の際は園児の前後に保育士の先生という形でお散歩を
されている。自転車等から園児を守るのに真ん中にも保育士先生がいたらと思う

2 そもそも回数がかなり減らされている。
3 とても配慮してくださっててありがとうございます。
4 どのような対応をされているのかが分からない。
5 どのような配慮をしているか、知らない。
6 どれだけ気を付けていても、絶対はありませんので。

7 どんなに気をつけても、車が突っ込んできたらどうしようもないと思う。園庭があれば良いのにと常に
思う。

8 安全な対策はなされていると思いますが、そうしていても何が起こるかわからない不安は感じていま
す。

9 安全に配慮いただいていると思う。
10 安全に配慮して頂いていると思うが、昨今の突発的な事故も想定される

11 以前 散歩中の我が子を見た時、ちゃんとお友達や先生と手を繋いで列に並んで歩いていて驚いた。先
生方のご指導のおかげです。

12 園としてできることは全てやっていただいていると感じる。散歩に出る以上は危険はあるので、十分安
全と安心はしていない。(散歩に反対ではないです)

13 園の周囲は歩道と自動車道が分かれていないため、不安はあります。

14 園の前が抜け道になっていて、狭い
生活道路のわりに、交通量が多い

15 園の前が抜け道になっていて、生活道路なのに交通量が多い

16 園の前の道路が抜け道となっていて、かなりのスピードを出す車がある。規制を強化してほしい。

17 園庭の方から誰でも侵入できる

18 下町エリアは道も入り組んでおり、交通量も多く、どうやっても不安はぬぐえません。ただし、それを
理由に散歩など屋外活動を制限するような発想には反対です。

19 危ない道路を通って下手に遠くの公園に行くよりは、近隣の公園に頻度を高く遊びに行く方がよい

20 具体的な安全対策を教えて下さい。
21 見ていないのでわかりません。
22 見ていないのでわかりませんが、怪我などなく楽しそうに話をしてくれます。

23 玄関外の通路は狭く人が多く通るので、ミラーなどもないし、みにくい。子供は飛び出すのでぶつかり
危ない

24 交通ルールをしっかり守る、人数確認の徹底など、配慮されています
25 交通量が多いところは不安を感じる

26 散歩している様子を見かけたことがありますが、1番前と1番後ろに担任の先生、真ん中にも補助の先
生、しっかりと子どもたちを見て声をかけてお散歩して下さっていました。

27 散歩に同行した際、(大津の事故直後ということもあり)交差点で信号待ちの際に、できるだけ遠くで待
つなど配慮されていた

28 散歩に同行していないので、わかりません。
29 散歩の様子などわからないから。
30 散歩の様子は見たことがないので、安全性については分かりません。
31 散歩の様子を見られるわけでないので分からない。
32 散歩時にどのような安全考慮がされているか全く分からないため。
33 散歩時の様子を実際に見られるわけではないので判断しようがない。

34

散歩時は分からないが、降園時に園前の道路を抜け道の様に使う車が多く、子供も飛び出すので危ない
と思った事が多々ある。朝の登園時間帯は通行止めにしているので、比較的安全だが、夕方は危ないの
で、もしかすると散歩時も先生方はヒヤッとする事はあるのかも。児童館側から出られたら、前敷地が
緩衝地になるのにと思う。

35
子どもが、車が来た時に道の端に自分から寄るようになっているので、自分の安全を守れるよう指導し
てくださっているのだと思います。お散歩コースは掲示板に貼り出してありますが、自分では実際に歩
いていないので、安全性について分からないところがあります。

36 子どものケアで周辺の状況が必ずしも確認できる状況ではないときもあると思う。周囲を確認する要員を確保で
きればより安全と思う

37 施しを通っていても車は突っ込んでくるので。先生たちは気をつけてくださっています。

38
実際に見ているわけではないのでわからないが、過去の参観で近隣を一緒に行った保護者からの話を聞
く限り、問題ないのではないかと思う。問題も起こっていないことも、問題意識持っていない理由であ
る。

【問16】散歩時の園児の安全についてどのように感じますか？



39 実際に散歩風景を見たことはありません。事故のニュースなどで、不安を感じたものです。

40 車が通る道も渡ることがあり、まだふざけてしまう年齢なので、20人ほどのこどもに対して引率2人で
は足りないと感じる。

41 十分に配慮いただいていますが、昨今、想定を超えた事故や事件が起こっていますので、不安は常につ
きまといます。

42 人手が足りないときがあると思う
43 先生たちのご対応ではなく、立地の面での不安です。(車通りが多いなど)

44 先生の人数やコースなどに不安はない。事故や不審者などが心配である。文京区全体で子どもを守る環
境を作っていくことが大事だと思う。

45
先生方が十分気をつけて頂いていることは承知しておりますが、園児が犠牲になる事故のニュースが多
いことや、近隣の道路が狭く、猛スピードで通過する車を見ることもあることから、心配は尽きませ
ん。

46 先生方の対応というより、付近の道路状況の問題ですので、園の対応に不満はありません。スクール
ゾーンとしての時間がもう少し長ければいいのに、とはよく思います。

47 帯同する大人の数が少ないため、担任の先生に負担がかかってしまうと思います。

48
大人が守るというよりも、子供たち自身が自らを守ることをきちんと教えられいると感じます。忍者検
定と称して壁にくっついて車をやり過ごすなど、保護者も見習いたいアイデア満載の指導には頭が下が
ります。

49 大通りを通ることもあるので、心配はあります。
50 直接見ていないのでわかりません。
51 配慮頂いていると思うが見ていないので分からない

52
別の項で記したが、お散歩ルートの掲示を達成できて、改めて、いますぐに危険と思われるようなもの
は無いと確認できた。公道に近い私有地内のマンホールが崩れて（金属疲労で穴が開いて）お散歩でこ
どもが踏むことなど日常的にありそうな場所で驚いたという出来事があった。

53 保育園にしては1クラスの人数が多すぎる。28名年少で1クラスとは、都内ではまずないと思います。

54 保育園の対応というより、事故のニュースを聞くと不安になる。
55 保育士の人数に対して園児が多いとどうしても少し不安になります。

56 保育士や園側という話ではなく、歩道や道そのものが狭く入り組んでいる事が多いので心配はある。

57 保護者参観時にいつものお散歩に加わらせていただき、よかったです



1 ・場所が不便。保健所の数だけ受け入れ場所があると良い。
・弁当持参はしんどい。

2 0歳児にはよく利用させて頂きました。
利用した際はどの方も非常に親切に対応して子どもを安心して預けられたと思います

3 いつもお世話になっています。現場の方はとても良くしていただいていると思います。
もう少し場所が増えると良いですね。

4 いつもキャンセル待ちで、1回しか利用できたことがありません
民間の病児保育を使っていますが年に10-20万円かかり負担が大きいです

5 いつもキャンセル待ちで預けられたことがない
6 いつも予約でいっぱいですと言われます。

7 キャンセル待ちが10名くらいいて、利用ができないので、訪問病児保育を利用している。
保育園の中で、病児のみ預かるクラスを作る等して、受け入れ数を増やしてほしい。

8 だいたい埋まっていて、なかなか利用できない状態です。
9 どこでやっているのか知らない。
10 フローレンスにお願いしています。
11 フローレンスを活用していて、助成助かる
12 もう少し、アカデミックな内容を学んでもいいような気がします
13 もっと区内のあらゆるところに病児保育を作って欲しい
14 もっと施設数と受入人数を増強してほしい。
15 もっと受け入れ施設を増やして欲しい。
16 もっと人数を増やしていただけると助かります。
17 もっと数を増やしてもらい、近くにないと預けにくい。
18 医師に診断してから等手続きが面倒。でもそれぐらい面倒でいいとは思う。

19 一時期のみ利用したが、本当に良くしていただいて満足していますし、預けられなくて困ったこともな
かったのでそれなりに枠も足りているのかなと思います。

20
一年を通して受入数が足りていないと思います。いつもキャンセル待ち10番目などで病児になった当
日と翌日の２日は利用できず会社を休むしかない状況です。少しでも受入数を増やしていただきたいで
す。

21 遠い
22 遠いので、数を増やして欲しい。目白の方にも作って欲しい

23 何度も申し込んだが必要なときに全く利用できない（二日後からならシッターがつかえる。当日は仕方
なく休む。病児保育は翌日利用したいがキャンセル10人待ち）

24 我が家だと、遠くて行くのが大変

25
看護師と医師のインフルエンザの免疫がきれたので、受け入れてもらえませんでした。また、いつも空
き待ちで、大変不満です。シッターさんは、子どもと一対一になるので、何かが起こったらどうしよう
と不安で、しごとになりません。

26 希望の施設が満員なことがよくある。

27 近所にあるため、利用しやすい。ただ、季節の変わり目等、利用者数増となる時期は待ち（数十人待ち
の場合もある）となり、利用できないこともあるので、数が増えるには越したことがない。

28 区内に2箇所しかないので、家から遠い上、ものすごい倍率。使いにくい。

29

現在、区内の病児保育は病院またはクリニックに併設される形かと思いますが、区立認可園のうちいく
つかで、園の中で病児ルームを設けていただけると、定員も今より増えますし、区立認可園は看護士さ
んが常駐かと思いますので、看護士さんと園医の先生となら普段から連携も取りやすい関係かと思いま
すし、あずける保護者としては大変ありがたいと思います。

30 高額であること、受入数の不足があることで結局利用していない

31 最近、ニーズが増えているようでキャンセル待ちすら受け付けてもらえず、困っています。保育園が激
増しているのに、病児・病後児施設が少なすぎると思います。

32 仕事のある日に子どもが病気で病児保育に預けたくてもいっぱいで預けられないことが何度かあったか
ら。

33 使用できる地域が限定される。

34 子どもが使う病児保育施設はいつ行っても明るく、丁寧に対応していただいて感謝しております。近くにこのよう
な施設があって助かります。

35
子どもの数が増えてきたからか、申し込みをしても全く利用できないことが増えてきました。ぜひ受け
入れ人数の拡大をお願いします。週末や夜間も予約できるように、インターネット予約システムを設け
ていただきたいです。

36 施設が遠いため、また事前登録やその日の空き状況など利用するには不便。
37 施設が遠くて送迎だけで疲れた。

【問17】文京区の病児・病後児保育施設についてどのように感じますか？



38 施設が少ない。施設内での管理がずさんで次々と別の感染症をもらい、なかなかループから抜け出せな
くなる為、自宅静養を選択せざるを得ない。

39 施設が増えれば助かる
40 施設の数が非常に少なく全く頼りにしていない。
41 施設を増やして欲しいです。

42 施設数、受入数、共に足りていない。保育園と同じレベルで増やす事を検討する必要があると思いま
す。

43 施設数が少ない。利用出来るのは予約から3日後など。
44 施設数が少なく自宅から遠いので預けづらい

45
施設数や受け入れ枠が極めて少なく、近所でもないため、病児と預け荷物と仕事道具の全てを一人で抱えて移
動することが現実的でなく、利用できていない。実質的な利便性を考慮して、訪問型病児保育サービス利用への
助成対象を広げて（助成の上限額を少しでも増やして）欲しい。

46 時間が短いので預けても出勤出来なく利用しずらい。
47 自宅・職場から離れておりそもそも利用する選択肢に入らない
48 自宅から遠いので気軽に利用できない。
49 実際利用していて助かります
50 受け入れ人数が少なく、キャンセル待ちで利用できない
51 受け入れ人数が少なすぎて、利用したくても一度も利用できたことがない
52 受け入れ数が少ない為、利用できないので、保育内容の判断に至らない

53
受け入れ数が少なすぎると思います。
お願いしたい時はほぼ数日のキャンセル待ち。もう少し受け入れ施設を増やしていただけると助かりま
す。

54 受入れ数を増やして欲しいです。

55 受入施設が限られているため病児を連れて向かうには場所が厳しく、利用しにくい。タクシー利用をす
るしかないように思います。

56 受入施設が少ないと感じる。

57 受入人数が少ない。子供の体調は変わりやすいので当日予約枠を増やしてほしい。保育室内で横たわれ
るベットを用意してほしい。

58 受入数が少なく、複数回申し込みをしたが受け入れてもらえたことがない。

59 初めから数不足と急遽入れないと聞いていたので利用する気になれなかったので登録しなかった

60 小児科と連携した施設が増えると助かる。ただ、病児のシッターサービスへの補助があるのはありがた
い。

61 少ない

62
場所、手続き方法共に非常に使いづらいです
仕事を休めと言われているような…
結局ここに投資をしないということが、文京区の保育に対する本気度の一端をみる思いです

63 場所に偏りがある。各地域にもう少し数を増やして欲しい
64 人数が少なく手続きが煩雑で労力がかかるので、最初から利用を諦めています。

65 数が少ないです。保育内容は満足しています。インフルエンザシーズンなど、枠を一時的に増やせない
でしょうか。

66 数が少なく利用できないように感じる
67 数が足りません。利用するのは無理です。

68 数は圧倒的に足りないと思います。最終的にはどの園でも病児保育受け入れできるようにしてほしい。

69 前日までに予約しなければいけないという制約があって、夜に急な発熱などで翌日預けたい時に利用で
きない。その理由で利用したことがない。数も圧倒的に足りないと思う。

70 全く足りていない。共働き家庭にとって致命的。

71 対応には満足だが、数が少なすぎる。通常の保育園でなく病児保育の施設の増設にも留意して欲しい。

72 第1子が生まれた8年前から、施設がまったく増えていない。保育園を増やすのも大事だが、同時に病
児・病後児保育も増やしてもらわないと施設がパンクすると思う。

73 定員が少なく、なかなかキャンセル待ちが回ってきません。

74 定員が少なすぎて何日もキャンセル待ちをせざるを得ない。実際に希望時に利用できたことがあまりな
い。

75 定員を増やしてほしい。
76 登録していてもキャンセル待ちも満員だったり利用出来ない

77 特別な機構というイメージ、病気を引いている子を新しい環境に身を置くことは、中々難しいです。子
供に余計な負担をかけていると感じる。特に人見知りの子にとって。



78 必要な時に利用できない

79 病気の時こそそばにいてあげたいと私は思うのでむしろ企業側が十分休めるように努力してほしいとこ
ろです。

80 病後児保育施設が遠いため、実際利用出来たとしても、病後児を抱えての送迎負担が大きすぎて意味を
感じないため利用していない。

81 病児は突然発生することが多いため、当日朝でも受け入れ可能なようにある程度の余裕があると助か
る。

82 病児受け入れ数・保育内容ともに不安である

83
病児病後児保育施設の場所が偏っている為、利用できない。
端の地域家庭も利用しやすいように、施設数の増加や場所選定をしてほしい

84 病児保育がキャンセル待ちが多く利用できないので受け入れ数を増やしていただければ助かります。

85 病児保育で他の病気に感染する確率が高いので利用を避けています。
86 病児保育の施設を増やしてほしい。遠くて使えない

87 病児保育の受け入れ施設をもっと増やして欲しい。又は病児保育のシッターを利用時の補助額をもう少
しあげてほしい。(毎年オーバーする)

88 病児保育の数自体ががもう少し充実すると使いやすくなると思います。

89 病児保育の枠は非常に少ないと思います。
実際フローレンスで対応することが多く、補助はあるものの出費はかなり気になっています。

90 病児保育施設での内容は大変満足なのですが、冬場や夏の感染症の季節など、受け入れ数がもう少し増えて
ほしいと思います。

91 病児保育室が区内に２か所なのは少ないと思います。
92 病児保育室の質は高いが、枠が少ないので予約を取るのが至難の技。

93
病児保育室の定員が少な過ぎ、毎回キャンセル待ちのため、仕事を休むことになりがちです。また、受
け入れは診察後になるので遅く、お迎え時間も早いため、フルタイムで働いている父母には厳しいで
す。

94 病児保育数があまりに少なく、いつも空きがなく、利用できたためしがありません。また、ペーパーレ
スにしてもっと簡便に利用できるようにしてほしいです。

95 風邪の流行っている時期はなかなか予約がとれないため、もっと受け入れ先があると助かります

96
文京区にもう少し広い範囲で作っていただきたい。利用したことがありますが、近隣の方には利用しやすいだろう
なという感想。どーしてもという時しか遠いところに住んでいる人には利用機会が制限されます。有給消化が増え
てしまいます。

97 別の施設に預けないといけないため利用しづらい
98 保育園が増えている中、区内に2箇所は少ないと感じます。
99 保育園が増設されているので病児も比例して増設すべき

100

保育園に行けるいけないの判断が当日になることが多いため、当日でも受け入れをしてもらえるような
体制が整ってほしい。
また、利用できたことがないため、保育内容が不安。また、他の子の病気がうつるのではないかも不
安。

101 保育園内で病児保育所が有ればよいです。

102

保育士さんもどなたもよい方で、保育内容には満足しています。ただ、当日だとなかなか入れません。
また、朝から打ち合わせ等の予定が入っていることがあり、今の開始時刻だと、空いているか確認して
空いていなかった場合に代わりの手配をして、としていると間に合わないので、もっと早い時間から対
応してくれる病児保育施設があると助かります。

103
保育内容やその質について無知だか、受け入れ数が充分ではないと聞いている。必要な受け入れ数の季
節による変動があって常時確保が難しいということは理解できる。そのニーズ量の年度内の変化をどの
ように捉えるか、これは利用者数からは分からないので課題だろう。

104
殆ど使えない。定員が少なすぎてまず断られるし施設の交通の便が悪い。緊急時に全く意味をなさな
い。予約方法もややこしく、使い勝手が悪すぎて、無いも同然。結局止むを得ず高額な民間を頼るか欠
勤するかしかない現状に大変不満がある。

105 民間の病児保育についての周知をはかってほしい。どこを選べばよいのかわからず、子供を預けるのが
不安。

106 無いものと同然と思います。
107 利用したいと思ったことはあるが、病児を連れての移動としては遠いと思ったので断念した。
108 利用したくても、場所や準備や時間帯などハードルが高かった。
109 利用したくてもいつもキャンセル待ちで利用出来たことがない



110 利用したことはありませんが、検討した際に家の近くに施設がなく、施設数、受入数ともに少ないと感
じました。

111 利用したことはないが、受け入れ数と施設数は足りていないという印象を持っている。
112 利用するためのハードルが高いため、利用出来ていません。

113 利用を検討したことがあるが、対応園が少なく、自宅からの交通の便が悪かったこともあり不便に感じ
た。

114 利用時間が短い。ほとんど予約が取れない。
115 利用枠の増加と拠点数の増加を希望する
116 枠が少なすぎてなかなか予約が取れない。



1 0才も対応してほしい。

2
0歳児は延長保育がないが、東京23区内でも0歳児は延長保育をしている区があるので、文京区も利用
できるようにしてほしい。
突発的に残業が入ったときに、お迎えの調整にとても苦労している。

3 19:30まで出来ると一般男性と同じ就業時間になる。
4 ２０時までにしてもらえるともっとありがたいです
5 7:30-19:30で対応してもらいたい
6 スポットで利用したい時には、大抵枠が空いているので、受け入れ人数で困ったことはない

7 スポット延長、月極めともに、必ず入れるわけではないので定員数が少なく感じていますが、保育士さ
んの数に対して対応できる子供の受け入れ人数がこのくらいなのかなとも思います。

8 スポット延長はたびたび利用しているが、急にお願いした場合でも断られたことはなく満足している。

9 スポット延長保育の回数制限の緩和をお願いしたい。
10 スポット延長保育の定員数が少なく、希望日に申し込めないことが多い。

11
スポット利用のみですが、預けられなくて困ったことがないので枠は足りているのかなと思います。保
育時間は現行の19:15で十分と思います。成澤区長の、大人の長時間労働に子供を付き合わせるのは良
くないというお考えに賛同します。

12
まさに本日残業しないと仕事が終わらないがスポット延長があいておらず、職場に迷惑をかけることに
なる。保育園からはスポットは1ヶ月前から予約できるので早めに予約入れるように言われたが、一ヶ
月前から分かってる残業などシフト制でもない限りあまりないと思うのでその答えは間違えている。

13 まだ利用したことはないですが、そのうちもう少し遅くまでと思いそうです。

14 より遅くまで預かって頂ける方が有り難いが、無理にしてもらうよりは、職員さんに相応の待遇を用意
できる（子供へも笑顔で接する余裕ができる）状態であれば希望です。

15 延長時間に担任が不在が多く、または非常勤の数名のみで、あまり子どもの面倒をみていない印象で
す。部屋に対して人数も多そう。

16 延長終了時間を長くしてもらいたいこともあるが、一方で現状の制約があるからこそそれ以上遅くなら
ないように働き方を変えることもできているので、一概に長くしてもらいたい、とは言いづらい。

17
延長保育は大変助かっております。年に数回ですが、７時以降にもお願い出来ましたらとてもありがた
いです。今は夜の場合はキッズルームに行き直したりあまり面識のないベビーシッターさんにお願いせ
ざるを得ないことがあります。祖父母など親戚が東京に居ない家庭では深刻です。

18 延長保育も手厚く感じます

19 延長保育を確保できているので満足しているが、確保できていない家庭があれば、更に拡充していく必
要があると思います。

20 延長保育終了時刻がもう少し遅いとよいと感じることが、今後出てくる可能性があります。
21 希望するご家族でも入れていないため

22 区の病児保育は2か所しかなく、お願いしたい時にはいつもいっぱいです。また、17時までとなってい
ます。もう少し遅くまで預かって下さると助かります。

23 兄弟の人数の関係もあり、お願いできないことが多々あります。

24

現在利用しており、なんとかフルタイムの共働き家庭を維持できているが、こどもと両親ともにギリギ
リの綱渡りであると思っている。これがひとり親家庭や突然の職場の異動、出張の多い職務にある家庭
になれば十分とは言えないだろう。延長保育終了時刻に間に合わずに苦慮している様子を見ることはあ
る。

25 今後延長を利用したいと思っているから。
26 最初希望したときに延長保育に入れず、やむなく勤務時間を調整することになった。
27 昨今の勤務状況を考えると、もう少し定員や時間の拡大があって良いと思う
28 子供たちの成長や親子とのかかわりから時間は長くないほうが望ましい。
29 私立と比べて延長の時間が短い
30 他の区では20:00まで夕食ありなどもあり、羨ましいです。
31 他の区も八時までのところも多いため八時くらいまではせめて延長してほしい。
32 他地域で行われている夕食提供について、文京区はどのような考えなのか知りたい。

33 朝ギリギリの出勤です。
もう少し早く預けさせてほしい。

【問18】延長保育についてどのように感じますか？



34

定員数は減らしたほうが良いと思います。人数に対し先生が少ないように思います。また、狭い部屋に
たくさんいるのでホールを使わせてもらえたらなぁと思います。
でも受け入れて頂けるだけでもありがたいと思っています。おかげさまでフルタイムで働くことができ
感謝しています。

35 土曜保育について、保育士の数が足りず、通常の18時15分まで預かってもらえない。時には16時30分
までに来て欲しいと言われる

36 突発的な需要に対応してくださり助かります。

37
日曜日保育が実施されるべきだと思われます。サービス業に従事する人にとって土日勤務が重要となる
場合が多く、必ずしも日曜日を定休にできないことが多々あります。より子育てしやすい環境を整える
にはそういった業種にも配慮されることが本当の子育てしやすい環境になると思われます。

38 必要だから申請しても定期利用は何度も落ちた。一時利用も1日9名、1ヶ月に10日までだと足りない。
時間も19時15分まででは早すぎる。せめて19時半…出来れば20時を希望する。

39 夫婦で繁忙期が重なるとお迎えの調整を実家にお願いしている。20時まで終了時間を拡張して、夕食の
提供も希望できるようにしてほしい。

40 夕方のオヤツを夕食にしてほしい。オヤツだと帰宅後、ご飯を食べられない。
また、可能であれば19時半まで延長してほしい。

41 幼保無償化ですでに延長保育のニーズが爆発的に高まっていると報道されています。来年度、混乱がな
いように準備をしていただけるとありがたいです。

42 利用させていたただくこともあり、感謝しています。

43 利用したい人が多いのであれば、人数を増やしてもと思うが、子どものためにも時間は延ばさない方が
良い。



1 LINEやメールなどで良いと思う
2 LINE便利です！
3 アナログの良さもあるのでなんとも言えない。

4

アプリの連絡帳の導入を希望します。
保育士さんの負担も軽くなると思います。保管の手間もないですし、手書きより早いです。写真も共有
できます。
ご検討いただければ幸いです。

5 イベントの出欠などはどんどん簡略化・電子化してほしい。連絡帳は、個人的には手書きのままでいて
ほしい。自分の育児日記であり、先生の温かいコメントに日々励まされているので。

6

お便りや出欠などもできる限りのIT化してほしい。行事の感想などもメールやWebでのフォーマットで
の提出が出来ると思う。
今年は園長先生が変わられたのでどうなるかはわからないが、昨年までは行事の感想を手書きで提出し
たのち、お便りで配布されていた。つまり、先生たちが手打ちでWordなどに入力し直していたという
こと？？と夫と驚愕した。後々配布する予定があるなら最初から手書きでの回収などせずもっと効率的
にした方がいい。先生たちも忙しいのだから…

7 コミュニケーションも大事です。疎かにならないように、十分検討して進めてください。
8 ぜひとも推進を希望します。

9

せめて電話受付対応力を高めるなどして、送迎時以外のタイミングでの連絡がとれるようになってほし
い。(送迎時間にかぶると電話連絡難易度が高まるため)
非同期での連絡ができると一番良いので、そうなるとやはりメールなどの対応をしていただくのが良い
かなと考えています。

10 タイムリーな連絡のためにも、連絡帳の電子化は進めるべき。
11 どちらでもよい。
12 なぜ電子化しないのか理解できない。限界まで効率化すべき。
13 フェアキャストをもっと活用して欲しい。

14 フェアキャスト等による連絡や保護者会の出欠の電子化など、徐々に推進されていて良いと思う。でき
ることから少しずつ簡略化・電子化していってほしい。

15 プリント類はメールで一斉送信でも良いのではないでしょうか。
16 ペーパーでいただきたいものもあります

17 ペーパレス化を進めていただければ、紛失のリスクも無くなり先生方の負担も減ると思います。

18 ペーパレス化を進めてほしい。毎月配布される園だよりや、毎日壁に貼られるクラスだよりを電子化
し、配布してほしい。

19 まだまだ電子化電子情報弱者の状況もありうると思います。
園内にフリーwifiを取り入れてほしい。

20
もっと書類の電子化、簡易化してもらい、保育士の負担を軽くしてほしい。職員数に十分なパソコンタ
ブレットの導入や事務員配置が必要だと思う。連絡ツールにアプリを活用したり。とにかく保育士の事
務量が多いと思う。

21 園の行事、持ち物カレンダーがあると便利

22 園の写真販売が、データ販売なく不便。データ販売のある業者は多数あり他園でも使われている実績も
あるので変えてほしい。

23 園内の病気罹患状況は、現状維持していただきたいです。
電子化は、推進してほしいです。

24 園便りに載せる記事を依頼された時に紙で提出するというルールでした。メール等文書データでやりと
りした方が、作成する側である保育士さん方も業務効率化に繋がるのでは？と感じました。

25
遠足など事前用意が必要な時のお知らせに関して、現在掲示だけになっているので、プリント配布か
メール配信をしてほしい。休んでいた場合や、他の人が送迎する場合などに伝わらないことがありま
す。

26

夏場のプールの承認カードの運用は取分け早急な電子化を希望します。記入忘れた場合は問答無用で
プールに入らせないという運用はナンセンスだと思う。また、プールカードの記入忘れた場合電話で連
絡してくれるという救済措置も、ワンシーズンに1度までというルールについても、全園統一ルールな
のかも気になるところ。確かにプールカードの記入漏れをする親に落ち度はあるが、園としても子供達
になるべく楽しくプールで遊んでほしいのだとしたら、電話確認がワンシーズンに1度までというルー
ルは単に労力の問題なのか。とすると、アプリ化を至急対応すべきと思う。

【問19】書類や園情報伝達の簡略化・電子化についてどのように感じますか？



27
簡略化ではなく効率化のために時代状況に応じた電子化を進める必要がある。これは保育士の世代間の
ITスキルの格差を埋めるという難題と向き合う必要を意味するが、保護者よりも保育士の負担軽減を目
的として進めるべきではないか。

28 記録を残し、改善につなげる上でもお願いしたい。
29 給食の献立は、毎月くばらなくても、壁に掲示しておくだけでいいのでは、と思います。

30 教育現場での電子化はとても遅いと思います。時代に合わせて、保育士の先生方の仕事負担が減るので
あれば、どんどん電子化を進めていくべきです。

31 区からのスポット延長料金のお知らせなどは紙は不要と感じます。園内行事などの連絡は、掲示と電子
の両方があるとありがたいです。

32 区役所から郵送される保育関係の資料は、保育園経由にできればいいのでは？

33 掲示板の見落としなどもあるので電子化の推進は是非してもらいたい。連絡帳は保育士の負担がないの
であれば電子化せず手書きでも良いと思う。

34 掲示板の方が見れる
35 掲示板は気づきづらい
36 掲示板を携帯カメラで撮影して共有しているので、その方法でもよい。
37 欠席の連絡、園からのお便りなど、電子化一元化して欲しい。

38 月齢のお知らせ等、園からの発信文書（要返信内容のも含め）受領・返信・管理の効率化の面からも、
全て電子化してほしい。

39
子供の様子など書き忘れても、電子化だと通勤中に書いて送信できたりメリットもある。また、日々の
出来事を先生が記した掲示板や連絡帳を見ることで安心感が得られたりする。紙媒体でやり取りを保管
できるのも思い出になる。

40 紙でのお便りや掲示板は廃止してほしい。電子化、SNSみたいな情報配信システムがあればいいです。

41 紙の方が漏れがある。ペーパーレスにしてほしい。
42 紙の有意性はまだあると思います。

43 紙はもったいないので電子化に大賛成です。但しお誕生月やお子さんのお名前などがデータとして残る
ため、個人情報の取り扱いや表記の継続には配慮が必要になると思います。

44
紙は掲示で十分です。必要に応じて各自撮影するか、QRコードで情報取得するなどで簡略化できるし
そのほうが紛失しないので助かります。紙の提出物も、ウェブで入力して提出する形式ならば無くさず
できるので助かります。

45 紙や掲示板上の情報では急いで送迎している場合に見逃す時がある

46 紙を広げて読むより携帯電話でメールを開き見たほうが、通勤中など隙間時間に読めるし、両親同士で
共有しやすいと思う。

47 紙媒体は経費も手間もかかると思うのでネット閲覧にしていただきたいです。
48 時代的にも紙プリントはもったいないと感じます

49

写真の販売がデジタル化され、Ｌ版１枚80円、送料別は高いです。
送っていただかなくとも取りに行きたいです。
一般的にＬ版は40円程度で焼いてもらえますが、園か写真業者のどちらの意向でこんなに高い設定な
のでしょう？

50 写真購入がWeb化され便利になったが、期間が短すぎて買い逃してしまう。
51 写真申込みの周知期間が短く買えないときがある

52 手書きでしか伝わらないことも沢山あると思うので、電子化せずに現状のままでお願いしたい

53 手書きでなくても良いと思う

54 書類については電子化してもらいたいです。
園情報についてはもっと日中の様子を知りたいです。

55
書類を読む時間の捻出や、出先で情報を確認したい時など、様々な理由で電子化して欲しいと思ってい
る。先生方が書いてくださる連絡帳も、電子化した方が手間が減るのではないかと思う。早急に電子化
して欲しい。

56 上に小学生の子がいます。育成室にお世話になっています。就労証明書等、重複している書類は、児童
科と一元化して共有できないでしょうか。

57 情報伝達量は減らして欲しくないですが、時代の流れ、先生方の負担を減らすこととして電子化は賛成
です。

58 職員の負担軽減になり、より保育業務へ専念できるように、推進すべき。保護者の手間も省ける。



59

親が記入する連絡帳の電子化は、朝の忙しい時間に書くという意味では、紙のままでも電子化してもど
ちらでもいいが、園での生活の連絡は、ぎりぎり時間にお迎え行くときや、父親のお迎え時等は見れな
いこともあり、連日続くとわからなくなることもあるため、メールで一斉配信などしてもらえると助か
る。特に、写真販売や、通常とは異なる持ち物が必要になるときなど、（父親だと何度言っても掲示板
をスルーすることが多いので）、メール配信してもらえると助かる。メールも面倒であれば、写メでも
いいので。

60 先生の仕事が簡略化するならぜひ導入して欲しい。
61 先生の仕事が減るなら推進するべき。
62 先生の手間が無くなればいいと思います
63 先生の負担が少しでも減るよう、お便りはPDF で配信しても良いのでは？
64 先生の負担の少ないようにしてほしい
65 先生達の書類仕事が多いように感じる。

66 先生方の業務の軽減・効率化を図るためにも、推進してください。そのことによって保育の質や内容の
充実につながると思います。

67
先生方の働き方改革につながる形で実現してほしいと思います。一時的には、非デジタル世代の先生た
ちなどはＰＣ操作を学ぶなど負担があるかもしれませんが･･･。若い保育士さんを確保するためにもア
ナログ業務の削減は目指してほしいです。

68 先生方の負担を減らして下さい。

69

先生方の負担削減のために、日々の連絡帳は手書きの必要はないと思います。1年前のものなどを読み
返すと、慣れない育児の両親とサポートしていただいた先生方との交換日記のようでとても思い出深い
ものにはなりますが、特に必要性のある場合のみ個人のノートへ記載し、クラス全体の様子などはICT
化し、一括配信でかまわないと思います。

70 他の区に比べると遅れている印象がある。
その日の組の活動報告をメールで写真とともに送られている区もあると聞く。

71 多様なサービスが出揃ってきています。特に保育する側の運営や質の向上に繋がることは、ぜひ推進し
ていただきたいです。

72 伝達事項や保育内容をステークホルダーで同じ認識でいれるようにアプリ等で一元化してほしい。

73 電子化には賛成。簡略化は内容次第かと思う。

74
電子化によって扱う情報量が増え、かえって手間がかかったり見落とす事などが多くなりそうだから。
子どもの世話をしながら処理をするには、電子端末よりも連絡帳やプリントなどの方が効率的に感じ
る。

75
電子化の状態によると、スマホで見られなかったりダウンロードを経なければならなかったりするの
で、重要情報はフェアキャストで、それ意外は紙でよいかと思います。ただ、紛失した際に確認できる
アーカイブスはあると便利だと思います。

76 電子化の方が便利だか、大事なのもはプリントの方が読むし、忘れない為。園便り等は記念になる為。
先生の手書きが嬉しいので特に連絡帳は紙で残したい。

77 電子化は賛成ですが、簡略化については具体例を挙げていただかなければわかりません。

78 電子化は進めてほしい。保育園を休んでいる間の掲示板は見れないので、お知らせを見過ごすことがあ
る。登園後「掲示板に書いていました」と言われてもこちらは見ていないので困る。

79 電子化を推進してほしい。紙ベースでの掲示場所や配布の必要性の適否について、あまり適切でないと
感じている。

80 渡す渡してないというリスクがなくなるので、推進してください。
81 日記は手書きも嬉しいが、web版にしてもいいのではないか。

82 日々の写真等を発信してもらえたら、保育園での様子もよくわかり、子供との会話も増えると思います

83
入園後の書類に、氏名住所生年月日などを何度も何箇所も書かされ、非常に負荷が高い。簡略化を、早
急に、進めラバ機である。特に、予防接種の接種履歴状態は手書きさせずに母子手帳のコピーをとって
終わりにしていただきたい。

84 必ずしも電子か　が良いとも思わないです。省けるところは省いても手紙を読むのとPCなどで読むの
は感じ方が違うように感じます。

85 必要な持ち物などはケータイ等でも見られると助かります
86 保育以外のところは簡素化が良い。保育士は保育に集中していただけるように。

87 保育士が電子化に慣れない中で始めると時間的にも精神的にも追い込まれて通常保育に影響をきたす。
確実な配慮、指導が行われるのであれば後々ラクになるとは思う。

88 保育士さん達の負担になってしまうなら今のままで構いません。



89
保護者証の電子化を希望します。家族内でも貸し借り不可で2枚配り、両親以外の送迎時のみインター
ホンと現在のカードで対応。
毎月のお便りの電子化も希望します。

90 毎日、れんらくちょうを書くのが大変だ。

91 毎日の活動報告を貼り出しではなくWebで見られると良いですね。お迎えに行っていない親も情報が
知れるのは助かります。

92 毎年、勤務状況などを紙で書かされるのが信じられない。Wordファイルを区のホームページに掲載し
てもらえれば、ダウンロードしてPCで記載したい。

93 毎年の通園継続書類を電子化してほしい。過去に記載した内容を引き継げるようてほしい。毎年同じこ
とを手書きするのは非効率。印鑑は不要だと思う。

94 例えば園のホームページを作り、組ごとにidやパスワードを設定し、アクセスできるようにし、お便りを電子で見る
ことができたらいいなと思います

95 連絡帳、行事予定のお知らせ等、電子化を進めてほしいです。渋谷区の例が参考になると思います。

96 連絡帳がスマホから入力できたら、より便利かなと思います。

97 連絡帳など、毎日手書きで先生たちの負担も大きいと思う。音声入力などにしてその分子どもたちと触
れ合う時間が増えたらと思います。

98 連絡帳の手書きが大変。
99 連絡帳は手書きがいいです。

100
連絡帳は出先でも入力ができるよう、アプリ内で完結するなどの電子化を希望します。
また、延長保育が続くと掲示板を見ら時間がないため、連絡帳と同様、アプリ内で通知するなどの検討
を希望します。

101 連絡帳は毎日書いて欲しい

102 連絡帳を記入する時間を確保するために子供を昼寝させるのはおかしい。早急に電子化を進めて職員の
負担を減らし、子供のための保育を行ってほしい。

103 連絡帳を電子化して欲しいです。
104 連絡帳等、ペーパーレス化を進めてほしいです。先生方の負担も大きいと思います。



1 いつもありがとうございます。
2 オムツの持ち帰りがなくなったり、感謝しています。

3 オムツ持ち帰りがなくなるなど、父母連で活動してきていただけたおかげだと大変感謝しています。行
政と保育園側と父母側が同じ場所で意見交換していく場は非常に貴重だと思います。

4 なかなかひとり親だと参加は厳しいです。
5 引っ越して来たばかりなので
6 何度も参加が出来ず、仕事との兼ね合いは難しいところです。

7 議事録は目を通すが、活動内容があまり詳しく伝わってこないように思う。実際に係でやってみないと
わからないものなのか？

8 私立との格差が気になります。役員はどうしても負担になります。
9 写真撮影、ビデオ撮影は園からもしくは区から専門業者に依頼するのが良いように思う。

10 他の区のように父母連は廃止してほしいです。。仕事、育児、家事に加えて父母連の業務となると負担
が大きく思います。

11 単なる御用機関にならないようにしてほしい

12

長男の時（現在10歳）には父母連はありませんでした。（クラス会代表の方は選びましたが特に大変な
ことはせず）今、父母連が出来て、とても負担に感じます。他の区は、負担になる父母連をなくしま
しょう。という動きになって、実際なくなった。というのを聞いたのですが、それと同時期に文京区は
父母連が出来たのでびっくりしました。父母連があることで情報も潤いますし、ないよりはあったほう
がいいとは思うのですが、、、会長をやりたくない人から選ばないといけないとか、ちょっと違うん
じゃないかな。と思いました。実際、私のときは、会長にはどうしてもなりたくないという人たちばか
りで、誰が会長をやるかという話で保護者会の後、1時間くらい話し合いました。それでも決まらず、
前年度の会長が引き受けてくれたということがあります。このようなストレスを感じることがないよう
な父母連だといいな～って思います！

13 父母の声がいかされた事例の紹介をしてほしい
14 父母を代表して活動していただき、ありがとうございます。
15 父母会の役職に父母連があることで、負担感が大きい。

16
父母会を順番に役員をやらなくてはいけない、と聞いています。ほぼ強制なこと、また父母会が主催す
る催しなどは、準備に負担を感じます。幼稚園ではないので、そこまでやらなくても…と感じてしま
う。

17 父母会等の保育園の保護者の負担は極力減らして頂きたいです。

18 父母連は良い活動をしていると思う。区も努力してくれているが父母の要望等は一人では難しいが団体
なら耳を傾けざるをえないと思うし。

19 文京区の父母連は、会を構成する保護者の優秀さが表れた有意義な団体であり、今後も途切れることな
く活動が続いてほしいと考えている。そのように思うため、このアンケートに答える手が進められる。

20 文京区内保育園の保育士大量退職問題（先日の報道）など、気になります。問題が表に出にくく、子供たちや新
人の先生方がとても心配です。園の質担保のために、情報公開や共有ができるとよいと思います。

21 保育園側に要望をだして、園側でかわされるケースが無いよう、父母会からの意見にはしっかりと耳を
傾けていただきたい。

22 民が積極的に動いて声をあげていかなければ、行政は動かないので、頑張って活動していきたいです
ね。

23 贅沢を言えば、父母連などなくし、仕事に専念させてほしい。

【問20】父母連やその活動についてどの程度ご存知でしたか？



回答 目的 対象

1

(ここに書くべきかわからないが)クラス内の各係など、在園児に必ず一度はつくよう
にという話だったが、保育園の場合は忙しくて預けているという建前があるので、
そういうのはないほうが良いとおもう。実際、自分は係を受け持つ方だが、同じ係
についた他の人がやる気が無いか何かで動きが滞るのがストレス。それならいない
ほうがお互いのためになると思う。
幼保無償化はありがたくはあるが、正直やりすぎのような気がする。決まってし
まったことを蒸し返してもしょうがないが、それよりは子育て訪問支援事業の方を
手厚くしたり、園を増やしたりして親が働けて、子供も何らかの形で面倒を見ても
らえるという家庭が増えるようになる方向に投資したほうが建設的だと思う。(幼保
無償化は入れた人しかありがたくないので、「保育園落ちた日本死ね」は救えない)

要望
行政／保
育園

2

・トイレが古い。先日流す時に便器の外に沢山水はねするわ大きな音だわで驚きま
した。(子どもが怖がっています。)
・保育開始時間まで園の中に入れないのはとても不便に感じている。先生に子ども
を引き渡した時から保育が始まるのでは？引き渡す前の準備の時間は保育時間には
含まれないのでは？月曜日だけでも5分前に登園しても良い事になれば土曜日シーツ
かけにわざわざ来なくて済むのですが。(土曜日祝日で明けの月曜朝はマラソン大会
です。)
・区からのお手紙、郵送代(税金)がもったいないので園経由で配布すれば良いと思
う。同様に区への提出物(年一度の継続申請)も園でとりまとめて送ってほしい。(期
限内に提出できない家庭は各自郵送で良い)
・保育料決定通知書は年一度(初年度だけ二度)で十分。三度は不要だし税金の無駄。

要望

父母の会
／連絡
会、行政
／保育園

3

・保育士の質が年々低下していることに危機感を感じている。
・園長の人柄で園全体の雰囲気がガラリと変わる。園長は自ら変わる努力を。
・イレギュラーな持ち物については準備に時間がかかるものもある。一ヶ月前には
周知する等、早め早めの対応を。

要望
行政／保
育園

4

①保護者の有給休暇日(理由を問わず)、子どもを預かってほしい。葛飾区など他の区では
すでに実施されている。仕事、育児に追われ、一人で息抜きしたい。リフレッシュの一時保育
は制度としてあるのに、働く親は休むことを許されないのか。
②兄弟で預けていると、どちらかの習い事等で、早くお迎えに行くと、全員を連れて帰らない
といけない。せめて、通常保育時間の16:30までは預かってほしい。
また、祖父母がお迎えに行くと、他の兄弟を一緒に連れて帰らなくてもよいのはなぜか？不
公平を感じる。ファミサポさんは契約上、一人につき一人しか預かれないので理解できるが。

要望
行政／保
育園

5 3歳以上のクラスは少し人手が足りないときがあると思う。 要望
行政／保
育園

6

3歳児迄の保育施設のため、転園が必ずできる制度を作って欲しい。万が一、転園で
きなかった場合、失職することになる。
また保育士の先生方には、日々お世話になっており、子供一人一人を大切に見て頂
いてとても助かっている。3歳児以降の保育料の無償化より、保育士の処遇の改善や
待機児童対策へ財源を回してもらいたい。

要望
行政／保
育園

7 アンケートの選択肢には、『どちらとも言えない』を入れた方がやいと思います。 要望
父母の会
／連絡会

8

アンケート聴取をありがとうございます。
幼児の無償化は有りがたいのですが、毎月約2万円をバラマキするのだったら、保育
士や介護士さんの賃金を上げることや、イベントの補助など、もっとお金が活きる
使い道があるのでは、と思います。

要望
行政／保
育園

9 いつもありがとうございます。 感謝 その他

【問21】本アンケート内容や、保育全般（保育行政、園の施設・設備、保育士・職員、など）に

ついて、全体的なご意見・ご要望を以下にご記入下さい。



10

いつもありがとうございます。
大変感謝しております。
その日の子どもの様子が写真見られることが増え(玄関の掲示板)嬉しいです。
3月のお祝い会の内容は、年度によってバラつきが出るとは思いますが、昨年(2歳児
終わり)物足りなく感じました。(時間ではなくて内容が)
少し背伸びして出来る、くらいの内容の方が子供たちも達成感があるでしょうし、
親としても見ごたえがあります。
ご準備大変かと思いますが、ご検討よろしくお願いします。

要望
行政／保
育園

11 いつもありがとうございます。このような場はとても貴重だと考えます。 感謝
父母の会
／連絡会

12 いつもお世話いただきありがとうございます。子どもは楽しく保育園生活を送って
いるようです。

感謝
行政／保
育園

13
いつもよく子供の安全に配慮して、保育をしていただき園には感謝してします。一体教育と
言っても幼稚園と差があり、個性ある教育がなさら内容が違うと聞いています。幼稚園でど
んな活動をしているかなども紹介や園の活動にけると助かります。

要望
行政／保
育園

14
いつも楽しい日々を過ごさせていただき感謝しています。子供が保育園に行きたく
ない気分の日なども、先生方は無理強いはせず子供の話をよく聞いて子供の気持ち
を大切にしながら対応してくださるなど、細やかな心遣いがありがたいです。

感謝
行政／保
育園

15 いつも子どもたちに対して専門的な知識と優しさで接していただきありがとうござ
います。

感謝
行政／保
育園

16
いつも子どもたちのための活動をありがとうございます。保育園にお世話になって
から8年目ですが、年々保育園の対応などが良くなっていることを感じます。ありが
とうございます。

感謝
行政／保
育園

17 いつも子供達のご指導ありがとうございます。 感謝
行政／保
育園

18
いつも笑顔で対応頂いており、安心して預ける事ができています。平日昼間の保護
者会の参加が、日程として、困難であることが多かったので、改善があると良いの
かもしれません

要望
行政／保
育園

19

今の園長がいることで、職員には萎縮しているような雰囲気があり、副園長は園長のフォ
ローに回っておられる印象があります。また、職員室で園側に気軽に保育相談ができなく
なったと感じています。園の安全な運営に園長は欠かせない存在ですが、このような園長で
は安全が保たれるとはとても思えず、他の保護者がどのようにお考えなのか、大変気になっ
ているのですが、皆様はいかがでしょうか。

実際に以下のことがありました。
・園長が職員室からほとんど出てこない。廊下にいるときは必ずといっていいほど、他の職
員を叱っているのを見かける。大半の保護者、園児の名前を憶えている様子がなく、園児に
優しく声かけする姿は一度も見たことがない。職員室に保護者や園児側から挨拶をしても、
返事がないばかりか、顔も向けないことがほとんどだったが、2019年秋にはごくわずかな笑
みがみられるようになった。
・初対面である私に対して、高圧的な物言いで、丁寧語ですらなく、こちらから話しかけても
「〜でしょ。あー、はいはい。それで〜なわけ？」と言われ、それだけでも信頼できないと感じ
た。
・インターホンを押して園長が出ると、無言で開錠される。他の先生は必ず一声かけてくださ
るので、そこでコミュニケーションが生まれるが、園長はまるで保護者との会話をする気がな
いように感じる。
・2019年秋、幼児クラスの園児2名が職員室から泣きながら出てきたところに遭遇した。園長
は2名の園児に対して、面倒くさそうに「さっさと行った、行った」と言いながら、廊下まで出て
きてそれぞれの園児の背中を両手でせっついた後、そそくさと職員室に戻って行った。2名
の園児はぼろぼろ泣きながら、全く納得している様子ではなく、1名は廊下へ、もう1名は表
の園庭の方へ歩いて行った。その一部分しか見ておらず、喧嘩の仲裁かと思われたが、こ
のようなやり方には問題があるのではないかと思った。職員室を見ると、園長しかいないよう
に見えた。

また、園長就任後の変化として、
・一時期、ご意見箱が無断撤去されていた。その後、再度、設置されたものの、少なくとも
2019年10月頃までは他の書類の後方に隠れるようにひっそりと置かれていた。何度か誰に
でも見える位置に移動させたが、翌日には書類の後方へと移動させられていた。

報告
行政／保
育園



20
今の園長先生は笑顔も少なく、子供達の事が本当に好きなのか、と思う事が多々あります。
業務は忙しいかと思いますが、先生達、子供達、みんなが楽しく笑顔が溢れる園だといい
な、と思っております。

要望
行政／保
育園

21 おむつの持ち込みもやめて、園で一括購入してほしい。各自で名前を記入する手間
が社会全体でみれば損失だと思う。

要望
行政／保
育園

22

オムツをしている子供はプールに入れなくなりましたが、その分水遊びの内容を充
実させてほしい。
又、2〜3歳児クラスでは同じクラス内にオムツをしている子供とそうでない子供が
いて、子供によっては、お友達はプールに入れるのに自分は入れないと寂しい気待
ちや羨ましい気持ちなど精神面が心配。クラス内でプールに入れない子供達の対応
やフォローをしっかりお願いしたいです。

要望
行政／保
育園

23
オムツ替えで、おしっこの時にもお尻拭きでおしりを拭いてほしいです。また、う
んちが少し残った状態だった事があります。うんちの時は必ず洗っている園もある
(文京区内)と聞いたので検討してほしいと思いました。

要望
行政／保
育園

24

お祝い会が平日になるという理由が、子どもへの負担を考慮してというのは疑問に
思います。先生方の負担であるというならばわかりますが、子どものためというの
は詭弁ではないでしょうか。

園の行事は年々縮小傾向にありさみしい限りです。先生方を責める気は毛頭ありま
せん。先生方には毎日本当にお世話になって感謝しています。どうしたら保護者も
現場も納得して歩めるのか、考えていくべきだと思います。

質問
行政／保
育園

25

お世話になっている園には大変満足していて、いつも感謝しているのですが、文京
区全体として、認可認証園の園庭についての考え方、対応の仕方については、不足
を感じています。上の子どもが保育園でお世話になりはじめた２０１０年ごろか
ら、すでに園庭の不足は問題となっていましたが、日々の遊び場の確保について、
下の子どもの時代になっても改善がみられないのが区民として残念です。例えば、
保育園の近くに公園があっても、千石保育園のように隣接して、みなし園庭として
計画されていたとしても、近隣の人たちとの住み分けにより、園児たちは公園難民
のようにふらふら散歩するだけで終わってしまうことがよくありました。子どもた
ちに十分な運動をさせられるよう、幼稚園や小学校、近隣の空き地、グラウンドな
どを、遊び場として解放してもらえるよう、区が積極的に空き地探しから交渉まで
担っていただけるよう切望します。父母の会におかれましても、一層のお力添えを
よろしくお願いします。

要望
行政／保
育園

26

お昼寝コットに敷く冬用のキルトパットが不衛生に感じます。砂や髪の毛がたくさ
んついていることが多いですが、どれくらいの頻度で洗濯しているのでしょうか。
毛布は番号で指定しているのに、パットは指定なく、なぜそのような違いがあるの
でしょうか。個人指定にする、（園もしくは家庭で）定期的に洗濯をするなど必要
ではないでしょうか。

要望
行政／保
育園

27

お忙しいところ先生方は子どもたち一人一人の個性に寄り添った保育をしてくだ
さっており、大変感謝しております。
１つ要望を挙げさせて頂くとすれば、幼児クラスで上履き着用となりますが、足の
感覚や体幹の力を鍛えるためにも裸足での生活もご検討いただければと思います。

要望
行政／保
育園

28 こうしてアンケートを取りまとめてくれることもありがたく思っている。保育園で
あっても教育は重要だと思う

感謝、
要望

父母の会
／連絡
会、行政
／保育園

29
こども間のトラブル（ケンカ等）が起きた際に実名で報告をいただくことが多い。
転園前の保育園では実名が伏せられていたが、実名の方が状況をより詳細にこちら
も理解できるので、有りがたいので続けて欲しい。

要望
行政／保
育園

30
ご夫婦で送りに来ている方は、どちらか一人は玄関や外で待つとかしてもらえないのか。
狭い歩道を横並びにのんびり歩いていて追い抜くに抜かせなかったり、大人2人で園内でも
ウロウロとされると、子どもも威圧を感じて怖がったりしているので。

要望
行政／保
育園

31 しっかり保育していただいて全体的に満足しています。子供達の命を守ってくだ
さっている保育士の先生方の待遇が、もっと良くなるといいなと思います。

要望
行政／保
育園



32 できれば英語での活動（歌、ゲーム、絵本等）、体操、モンテッソーリ教育・教材
等も取り入れてほしい

要望
行政／保
育園

33 とにかく先生方の待遇を改善し、負担を減らして欲しいです。 要望
行政／保
育園

34 なによりも進んでほしいのは保育士の待遇改善です。先生方が気持ちよく健康に働
けることが子どもたちの安全と親の安心にも繋がると思います。

要望
行政／保
育園

35

ファミリーサポートに関して疑問があります。
ファミリーサポートを利用することで、平日の日中でも習い事に通えることや、上
の子だけ習い事に行かせたい場合にも利用出来るのはメリットだと思います。
しかし、実の親が上の子の習い事に連れて行く場合、下の子は預かれないというの
は矛盾を感じます。
ファミリーサポートやシッターを利用するかどうかは、各家庭の価値観で選択され
るべきではないでしょうか？

要望
行政／保
育園

36 プールの利用がもう少しできると嬉しいです 要望
行政／保
育園

37
ベビーベッドの柵を開けたまま、先生が教室を出て行ってしまったり、生後数ヶ月
の子供が教室の端から端まで転がって、壁にくっついて泣いているのを見つけた
と、報告してきたり、全く保育をしていない状況に不安を感じる

要望
行政／保
育園

38

もっと子供のことを考える保育施設にして頂きたいです。薬の対応できない、食事
の量は決まっている、一見当たり前なことですが、子供のことを考えているかとい
うと、そうじゃない風に感じております。子供の一人一人の個性に合わせる保育は
できてないではないかと感じています。

要望
行政／保
育園

39

よく園長先生に意地悪なことをされたと聞くし（一時預け含む）、実際、園の運営
第一で面倒事は嫌そうで、子供や親に対して何気に厳しい。園長は文京区の役人ら
しいが、どうにかならないか。何人か見ているがだいたいそう。そういう人でない
と精神を病むのかもしれないので何とも言えないが・・・

要望
行政／保
育園

40

運動会が今年から天候に関わらず屋内開催になったことには疑問を感じています。
そもそも昨年に園で行ったアンケートの結果も開示されていないと思いますし、そ
の際の反対意見についてはどう考えているのかなと。
また、育児休暇中の親に対しての対応にも疑問を感じます。例えば預かり時間短縮
のルールそのものにも疑問は感じますが、そのルールを盾に、全ての対応が育児中
の親に厳しい気がします。例えば面談の時間の融通や、通院等のスポット的な保育
時間の変更など、相談するにしても物言いすら高圧的に感じることが多いです。

要望
行政／保
育園

41
運動会が中止になってしまったことがとても残念でした。延期という選択肢はな
かったのか悔やまれます。小学校のように、順延の日程等、前もって決めてもらえ
ると有難い。

要望
行政／保
育園

42

園でのお昼寝時間が長いため、なかなか子供が夜に寝付くことができない状況で
す。
生活リズムとしては不健康な状況なため、できればお昼寝の設定時間を短くしてい
ただけると助かります。

要望
行政／保
育園

43 園にクレームを入れる程ではないが、先生の子どもへの接し方について悩んだ時に
相談できる窓口のようなものがあればと思う。

要望
行政／保
育園

44 園に着いてから、オムツチェックをするルールは、誰のためですか。 要望
行政／保
育園

45
園の皆様には感謝しかありません。ありがとうございます。
行政には、保育士の皆さんが公私ともにゆとりをもって働けるよう、人員増加と待
遇改善への更なる対応を切に願います

要望
行政／保
育園

46

園生活一般については、先生方に良くしていただき、本人達満足しているようで、
親としても先生方に丁寧にみていただき大変ありがたく思います。要望としては、
区立園の今の生活の中での要望を上げるには限りがあるので、私立園（認証、認可
外）のとりくみ例を参考にしていただきたく思います。そうすることで、よりよい
施策（利便性がいい、コスパがいい、効率性がいい、等）が挙がってくると思いま
す。

要望
行政／保
育園

47 園長がいつも怒っている。保母さんや親への態度が傲慢である。園全体の雰囲気が明らか
に悪くなった。

報告
行政／保
育園

48 園長により、かなりやり方が違っていて、雰囲気も変わるし、残念。 要望
行政／保
育園



49

園長の態度に不満があることがある。
在宅勤務している方に対して、早めのお迎えをするようにいい、家でみれるでしょ
うと言ったと聞いたことがある。在宅勤務は仕事だし、子供がいたら思うように仕
事が進まないと思う。

要望
行政／保
育園

50 応募数自体が少ないのかもしれないが、男性保育士の数が増えると有り難い。 要望
行政／保
育園

51 音楽、英語、体操の時間などがあったらいいと思う。 要望
行政／保
育園

52
感謝しかありません。
安心して仕事ができるのも、先生方のおかげです。
出来れば、先生方の待遇をより良く改善していただけたらなぁと思います。

要望
行政／保
育園

53

関係なかったらすみません。（要望）
近年プールの利用日が極端に少ないと思います。台風や猛暑など中止日が多くあ
り、終了後の９月に入ってから逆に十分なプール日和が続いたりしていて残念で
す。期間の見直しも考えてもらいたいです。

要望
行政／保
育園

54

気候変動の影響もあり、数年前に比べ、外遊びやプールの機会が減る傾向にあるよ
うです。先生方は、室内遊びも、園児とアイデアを出し合い、楽しげなイベントや
装飾作りをされていて、とても工夫されていると感じます。
しかし、温暖化や異常気象はこれからも続くと言われており、30年以上前の開園以
来ほぼ変わっていない園庭や屋上を見直し、区としても遊びを深める工夫をして
いって頂きたいです。

要望
行政／保
育園

55
区内の認可外を増やしてほしい。秋以降の生まれだと、認可の４月枠には入りにく
い。一方一歳枠に入るには、認可外に入れてポイントを加算する必要がある。区外
の認可は、職場近くだと満員電車に乗せる必要もあり、ハードルが高い。

要望
行政／保
育園

56

区立だからか、あまりにIT化がされていなさすぎて非効率だと思います。せめて書
類に印鑑を押すの無くして欲しいです。誰でも買えるハンコは本人確認にはならな
いし、手間が増えるだけです。
毎年書く送迎票ですが、職場や家族構成、通勤経路など記入が煩雑なので、転勤や
引っ越しなど変更があれば提出にしてほしい。個人情報だらけのこの書類が保育園
で紛失され、犯罪に使われないか心配です。紙よりGoogleフォームなどであれば良
かったのにと感じました。
オムツの持ち帰りがなくなったのはすごく助かっています。
他の区は第二子保育料は半額なのに、文京区は7割で、学童も他の区より高く負担が
大きい。第三子は諦めました。

要望
行政／保
育園

57

現状わが子がお世話になっている先生方は本当に良くしていただいて信頼しきって
いるのですが、園の中には、この先生が担任だったら嫌だと感じる先生がいます(お
世話になってるのにすみません、でも理由があるし、本当のことです)。名指しは避
けますが、お願いです。最後の学年の年長では特に、人望のある先生にしてほしい
です。(できれば今の先生が持ち上がりだといいなぁ)
大人への信頼感を持って、希望をもって楽しく登園してほしいのです。
担任が4人いる乳児クラスまでは、合わない先生がいてもなんとかなりますが、幼児
クラスになると先生が2人だけなので、先生への信頼や相性が、園生活のすべてにな
りますから真剣な思いです。どうぞよろしくお願いします。

要望
行政／保
育園

58

今回の本アンケートも良質な質問で構成されており、このアンケートに答えること
が園での保護者会、運営委員会の備えになった。数回の延期があってやっと回答で
きたような多忙な状況のなかで、同じような状況にあってこのアンケートを完成さ
せた父母連メンバーに感謝したい。保育行政について、台風の影響で中止かと思わ
れた運動会が、行政の協力によって延期にできたと聞いている。それによって、何
かの機会を失した区民もいるのではないかと心配するが、行政による検討がなけれ
ば実現しなかった延期だと推察しており、この行政担当者の労にも感謝している。

感謝

父母の会
／連絡
会、行政
／保育園

59 今後社会的にもグローバル化が進むなかで、保育の内容も時代にあった対応を今までで以
上に意識していくことが必要になると思う。

要望
行政／保
育園



60

今年、台風の影響で体育館での運動会が中止(延期とはいえ小規模で行われた)となっ
た園があると思います。
年長のこどもなので、家族全員落ち込んでました。難しいかもしれませんが、同じ
場所で開催できる候補日を設けることの検討をお願いします。

要望
行政／保
育園

61

今年度からお昼寝の際に使用する布団をクリーニングしていただけるようになったと伺い、
それはありがたく思うのですが、そもそも月曜日にカバーをかけるのが時間がかかる（特に
兄弟がいる場合、幼子を抱っこorおんぶしながらカバーするのは大変であり時間もかかる）
ので、洗濯できる布団を持参（希望しない今まで通り、園の布団と貸与されているカバーを使
用し、希望する方のみ布団を持参する。同じ見た目の方が良いのであれば、持参した布団
に貸与のカバーを付けるなどのルールがあってもいいです）といった対応をとっていただける
と、ありがたく思います。自身の子はアレルギー等はないですが、羽毛や化繊などのアレル
ギーがあるこもいると伺っていますので、ある程度家庭で準備することも視野に入れていた
だいてもいいのかと。また、年に1回のクリーニングよりも、定期的に自宅で洗濯した布団を
使う方が親としてもありがたく思います。ご検討の程よろしくお願いします。

要望
行政／保
育園

62

三歳児クラス時に保活をしなければならない保育園に通っています。やはり継続し
て保育園に通える保証がないのが大きなストレスです。幼稚園の選択肢があると
いってもやはり平日の行事が多かったり、ハードルが高いです。継続して保育園に
通えるように道を作っていただきたいです。

要望
行政／保
育園

63 産休職員の代替配置については早急に対応いただきたいです。 要望
行政／保
育園

64 子どもだけでなく、仕事をしながら子育てをする保護者へのサポートもしていただ
き、いつも感謝しています。

感謝
行政／保
育園

65

子どもの通う保育園は今年から園長が変わりいつも明るく受け入れてくださり副園長も明る
い方で救われます。しかし、アンケートにもあったように保育士が疲れている。園長、副園長
が保育のフォローに入ってる姿もみるので足りてないのだろう。
大変なのはわかるがもう少し明るく送迎時の対応をしてほしい。
保護者の送迎時にあの様子だと親の目がない時にどう過ごしているのか？不安になる。

要望
行政／保
育園

66 子ども達に愛情を持って接してくださり、感謝しかありません 感謝
行政／保
育園

67
子供も毎日、楽しみに園に通っています。先生方も親身になって頂け感謝していま
す。都会の園なので園庭も狭く、お外に出れない事もあるかと思いますが、これか
らもなるべく外遊びを積極的に取り入れて頂きたいと思います。

要望
行政／保
育園

68 私立保育園に比べて先生達な人が多い残念。最近の虐待ニュースなど見ていると心
配。監視カメラなどの設置を検討してほしい。

要望
行政／保
育園

69 時代の流れと共に、求められる質や量も変化しています。旧態依然だけに重きをお
かない、現場の声が広く反映される保育を期待しています。

要望
行政／保
育園

70
習い事などで早めにお迎えに行くとき、同時に下の子もお迎えをすることになる
が、祖父母がお迎えに行くと下の子のお迎えは後で大丈夫。近くに祖父母が住んで
いないので、非常に不公平に感じる。

要望
行政／保
育園

71 出欠なども他の私立園はどんどんIT化を進めている。保護者も先生も楽になるツー
ルはどんどん導入すべき。

要望
行政／保
育園

72

職員は限られた資源の中で、とても工夫して保育運営をしていると感謝している。
子どもも安心して預けられる。
行事の簡略化や削除をしても良いので、職員の負担を減らしてほしい。早朝専門、
延長専門も正規職員など柔軟な働き方などがあれば、開所時間が延びるのではない
か？

要望
行政／保
育園

73 食後の歯磨きの対応をしているのか聞けていないので確認したい。 質問
行政／保
育園

74 新園舎が土の園庭になったことは嬉しい驚きでした。土に日頃から触れられる事は
貴重な体験だと思います。有難うございます。

感謝
行政／保
育園

75
新園舎に引っ越しをしてから、設備の充実さにとても満足しております。
こども達も遊びの幅が広がり、とても心豊かに育っていると思います。新築してく
ださりありがとうございました。

感謝
行政／保
育園



76

数年前からの香りブーム（高残香性柔軟剤など）、抗菌成分入り洗剤、消臭剤ブー
ムなどが、子供たちの日常生活に強く影響していると感じます。そういったものの
使用にはリスクがあることが医師会からも警告され、対策をとる自治体も増えてい
ます。不使用を呼びかける保育園、幼稚園もあるそうです。http://dl.med.or.jp/dl-
med/people/plaza/508.pdf

環境研究の第一人者である開成中学校・高等学校校長の柳沢幸雄氏も、著書の中で
こどもの健康への影響を懸念されています。https://japama.jp/kuukinojugyou/

こどもたちが健やかな保育園生活を送り、成長するために、文京区でもぜひ率先し
て対策に取り組んでいただきたいと思っています。

要望
行政／保
育園

77

生活上の事で、気になっている事がある。
遊んだり、お昼寝することで、乱れることは承知しているが、髪や着衣がある程度
整っているかどうか、少し気を配っていただきたいと感じることが頻繁にある。
子どもにはもちろん言っているが、本人の気づきや整える能力に限界があるので、
是非気づいた時には髪の乱れや、着衣、鼻水が出ている、などの状態を整えていた
だけたら、助かるなと、感じる。
夕方迎えに行った際、例えば余りに酷い髪で過ごしているのを見ると、親として、
日中子どものお世話が自分にはできないことを実感し、切ない気持ちになる。

要望
行政／保
育園

78 先生にはお世話になっており、子供は保育園であった楽しかったことを共有してく
れて、安心して仕事できることに大変感謝しています。

感謝
行政／保
育園

79 先生方にはいつもお世話になり感謝しております。是非より先生の働きやすい環境
になることを切に願っております。それが保育環境の向上にも繋がると思います。

要望
行政／保
育園

80

先生方には本当に良くして頂き感謝しています。働き方改革で土曜日の行事を減ら
す方針になっているようですが、行事を平日にすると親も仕事を休まねばなりませ
ん。保育料無償化は大変有り難いですが、先生方へ働きに見合った給与を保障する
事こそ子育て支援に繋がるのではと思います。

要望
行政／保
育園

81

先生方はいつも笑顔で優しく声をかけてくださり、安心して子供を預けられます。
何より安全に保育をしていただけてると感じています。
区立だとなかなか難しいのかもしれませんが、連絡帳アプリやユニ・チャームが始
めた、保育園向けオムツ定額サービス等、働くパパママ、保育士さんの負担を楽に
する便利なサービスがどんどん出てきているので導入を検討していただけると幸い
です。

要望
行政／保
育園

82 先生方は明るく愛情深く接してくださり、子供も先生が大好きで、たいへん満足し
ています。

感謝
行政／保
育園

83 全体的には、先生方も子どもの事を1番に考えて下さり満足しております。 感謝
行政／保
育園

84 全体的には非常に細やかな対応をしていただいていると感謝しております。 感謝
行政／保
育園

85
早く帰りたいのか、迎えにいったときに園内の階段を走っていたりバタバタと慌て
ている保育士がいる。17時半くらい。個人の都合で急いで帰りたいのかもしれない
が、園の外に出てからにしてほしい。

要望
行政／保
育園

86 卒園式は週末に開催してほしい。 要望
行政／保
育園

87
台風のため運動会が中止になり、急遽平日に園庭で運動会ごっこの開催となりまし
た。迅速な対応には感謝致しますが、台風の多いシーズンにも関わらず予め代替日
が用意されていなかったことには疑問を感じました。

要望
行政／保
育園

88 大変満足しております。 感謝
行政／保
育園

89

昼寝が必要ない子どもも年齢的にいると思う。早寝早起きのためには、4歳からは昼
寝は不要。
延長保育をしているのは、一部。皆が、子どもを22時過ぎなどにねかしているわけ
ではない。
江戸川区などでは、昼寝は年中より無くし始めている。
厚生労働省の管轄なら、20時過ぎに就寝、7時前に起床位がベストということは把握
しているはず。それを行うためには昼寝は不要。

要望
行政／保
育園



90
昼寝を無くすタイミングについて、年長の１月からは遅すぎると感じる。もっと早
くから、個人ごとに選択できても良いのではないか。昼寝のせいで夜遅くまで起き
ている習慣がついてしまう。

要望
行政／保
育園

91 昼寝時間を短くしてほしいです。子どもたちの疲労回復もあるのだと思いますが、
長くて1時間半または2時間かなと思っています。

要望
行政／保
育園

92

朝の挨拶から退園まで園長、保育士からの明確な挨拶がないので、子供が挨拶を覚えられ
なくて可哀そう。きちんとしつけが補助されないので、区立保育園の質に疑問がある。園長
は職員室イスに座ってばかりで親、子供に話しかけるなどしないので、冷たい印象で話しづ
らいと思う。職員室の中にばかりいるが不審者が入ってもきずかないのでは？ドアが開いて
も全く見てません。心配だ。以前の園長さんがベテランの方で、さりげなく声かけしたり、子供
に挨拶をきちんとかけてくれよかったので転園したいといつも思う。お迎え時、保育士が他の
親には「●●ちゃんは今日まだトイレ行ってません」と話しているのにうちには何も説明がな
くおかしいと思う。うちはどうでもいいのかと。おむつがパンパンなんですが・・・・春に生まれ
ているのに遅く生まれた子がおむつをとれているのにも手抜きを感じる。どうしたらいいのか
混乱している。こういう混乱している親にきちんとコミュニケートとり、不安を取ってほしい。

要望
行政／保
育園

93 通っている区立保育園に満足している。区立の保育園が増えればいいと思う。 要望
行政／保
育園

94

泥遊びをさせる等、事前にわかるなら教えていただきたい。何度も白っぽい服を駄
目にしている。汚れの目立たない服ばかりを毎日着せられないので、泥遊びさせる
なら事前に教えてもらう、もしくは泥遊び用の洋服を用意させる等の配慮が欲し
い。

要望
行政／保
育園

95

登園時の時間管理がカードを使ったパソコン管理になるようですが、保護者側とし
ては持ち物が増え、作業が増えるだけです。玄関でカードキーをタッチし、解除と
同時に時間も管理できるシステムに変更してほしかったです。他園では行われてま
す。

要望
行政／保
育園

96

土曜日害虫駆除による保育不可がその週まで知らされず突然5日前に知らされるなど
は
大変困った。園長が伝えるのをうっかりしていたそうであるが、もう少ししっかり
していただきたい。

要望
行政／保
育園

97
日頃よりお世話になっております。子どもの通う保育園は先生方の雰囲気も良く、子どもたち
が楽しくのびのびと過ごしている様子がよくわかります。最近は幼児さんの作品が展示され
るようになったり、廊下にけんぱの足型を貼っていたり、保護者にとってもより開かれた保育
をしていただいているなと感じます。大変感謝申し上げます。

感謝
行政／保
育園

98 日常の保育だけで充分満足しております。遠足など、保育園の行事が多い印象です
が、先生方の負担になっていないのか心配になります。

感謝
行政／保
育園

99

乳児クラスに在籍しているため、保育士さん達の人手不足とそれをカバーするため
の奮闘ぶりには日々感謝しております。ぜひ待遇を上げていただいて、既存の保育
士さん達のご苦労に報いてほしいのと、離職が減り十分な人員確保がされるよう、
予算を回していただきたい。

要望
行政／保
育園

100 入りたい保育園に入れるようになればいいなということと、保育士さんが働きやす
い環境になればいいなと思います。

要望
行政／保
育園

101

年長クラスは強制的な昼寝をしない方針になったはずだが、未だに皆お昼寝マット
を敷いて部屋を暗くして過ごしている。その状態を強制的な昼寝ではなく、休息ま
たは自主的な昼寝というのはおかしい。また、方針を立てた後、行政側は実際に園
で年長児の昼寝が実際に中止されているかどうか把握していなかった。現場との連
携を密にして、必要なら指導改善を求めてほしい。子供は届かない政策は意味がな
い。

要望
行政／保
育園

102

病院後の通園を可能にできないか？たとえば朝に薬をもらうだけの通院をして、11
時頃～の登園など。
親の都合だが、午前は仕事を休めるが午後は外せない…という日があり、そのシス
テムが可能になると有り難い時もある。

要望
行政／保
育園

103 父母会が負担が大きいし、役員と係では仕事の差があるので、公平に1人に負担がい
かないようにするべき。

要望
父母の会
／連絡会

104

文京区は恵まれた環境にあることは、充分理解しています。
ただ、どうしても園長先生がかわると園の雰囲気、環境がかわってしまい、以前の
良かった部分が失われると、残念に思います。
方針の変更をされるのであれば、理由もきちんと説明いただきたいです。

要望
行政／保
育園

105 平日の行事は極力避けていただきたい。 要望
行政／保
育園



106
保育園と小学校で情報が分断されており、小学校入学に向け、不安がある。入学後
の放課後の過ごし方や病児保育など、どのような選択肢があるのか知る手段があれ
ば有り難い。

要望
行政／保
育園

107 保育園なしでは今の生活（共働き）を送ることができないので、大変有り難いで
す。

感謝
行政／保
育園

108

保育園には９年間お世話になりました。仮園舎での保育等、色々とありましたが毎日の保育
ときめ細やかな対応には心より感謝しています。ありがとうございました。

今年度、台風により土曜保育を中止にしたケースがありましたが、台風をはじめ各種警報発
生時、鉄道の計画運休発表時には保育園を休園する措置をとってよいと思います。先生方
も出勤が難しいケースもあるでしょうし、何よりも身の安全を守ることが第一です。最近は上
記のような非常時には世間的にも無理な出社・出勤を控えるような風潮になってきました。
保育園は開いているのが当たり前といった悪しき考えがなくなるべきかと思います。

要望
行政／保
育園

109

保育園にはとても感謝しています。
父母連の活動も大変ありがたいと思っていますが、こうしたアンケートの集計結果
が恣意的にまとめられないようにお願いいたします。(以前のお祝い会の日程変更に
ついてのアンケート結果のまとめが、やや結論ありきだった気がしたので。誤解で
したら申し訳ありません。)

要望
父母の会
／連絡会

110 保育園には感謝しかない。
引き続き、質の高い、あたたかい保育をお願いしたい。

感謝
行政／保
育園

111
保育園の先生かたは素晴らしい先生が揃っており、担任以外との連携もとてもよい
とと思いますし、子供たちに目が行き届いていると思います。
アンケートの回答も簡便で、このように用意できるのが素晴らしいです。

感謝

行政／保
育園、父
母の会／
連絡会

112

保育園の先生方には、感謝しかありません。
ただ、人数的に大変なのかな？と思うことはあり、もっと人数に余裕があるといい
のかなと思います。
病児保育は、もっと充実させてほしいです。

2人めを産むか考えるときに、こどもが病気になったときの体制がネックに感じるこ
とがあります。

要望
行政／保
育園

113 保育園の増設、保育士の待遇改善が益々進んでほしいと思います。特に、認可以外
の保育園が増えて欲しいです。

要望
行政／保
育園

114
保育園は教育する場ではないことは知っているが、もう少し座る時間や考える時間
を増やす、身体の話や食べ物の話等、身近なことでもいいのでお話や紙芝居、動画
でお勉強してほしい。

要望
行政／保
育園

115 保育園も増やしていただき、大変助かりました。園の先生方にも大変感謝しており
ます。おかげで保育園大好きっ子になっております！

感謝
行政／保
育園

116
保育園裏の道路が大通りと並行していることから、タクシーなどの抜け道になっています。近
くに一時停止線はあるものの、停止しない車が多いです。とても危険なので、事故が起こる
前に行政として対応してほしいです。

要望
行政／保
育園

117 保育士さん、職員さんの待遇改善を希望します。 要望
行政／保
育園

118 保育士さんのお給料を充実させるべきです。 要望
行政／保
育園

119 保育士さんの待遇の改善と、人数の増員があると良いと思います。 要望
行政／保
育園

120 保育士さんの待遇をより上げてほしい、 要望
行政／保
育園

121 保育士さんの待遇改善をお願いします！ 要望
行政／保
育園

122 保育士の支援を充実しないと、やる気が出ないと思うので、給与を上げるべき。 要望
行政／保
育園

123

保育士の質に満足している。
散歩の回数が少ないので増やしてほしい。子どもたちはいろんな刺激を受けるの
で、園庭があるからと園庭ばかりで遊ぶのではなく、外に遊びに行ってほしい。
給食がおいしいのも感謝している。

要望
行政／保
育園



124

保育士の先生にはいつもよくしてもらい、おいしい給食も食べられ、楽しそうに
通っている子どもの様子をみて、保育園に通わせてよかったなと思います。保活な
んてしなくても、多くの人が保育園に通えるよう、質の高い保育園を多く整備して
ほしいと思います。

要望
行政／保
育園

125
保育士の先生方はとても子どもをよく見てくださっているの様子が、保護者への
ちょっとした報告や、子どもへの声がけからも伝わってきます。いつもありがとう
ございます。先生方がきちんと休める勤務体制になっていることを望んでいます。

要望
行政／保
育園

126 保育士の方が継続して働ける条件を整えて欲しいと思います。
子ども達の命を預かる仕事の賃金が安くあってはならないと思います。

要望
行政／保
育園

127 保育士の方々には日々、感謝をしております。色々あるとは思いますが、今後も保
育の改善が少しずつすすめばありがたいです。

要望
行政／保
育園

128
保育無償かによって所得の少ない人とそうでもない人の差が広がり、保育士さんなどへの賃
金を上げてほしいのである程度の保育料は支払うべきだと考えます。資格のある先生方が
お休みが取れてさらなる資格の勉強など子供の環境が良くなるような研修を受けられるよう
にしてほしいと思います。

要望
行政／保
育園

129

保育料無償化はありがたいことではありますが、今までのように所得に応じた保育
料をお支払いし、その分の予算は先生方に還元、あるいは設備や保育に関する何か
に使っていただきたいです。所得に応じた保育料であれば、非課税世帯やシングル
家庭には負担を少なく、逆に所得の多い世帯はそれなりの保育料をお支払いする方
が全員無償化より平等だと思います。

要望
行政／保
育園

130

保護者会で、園長先生から「正規職員と非正規の区別が付かず困っている」という
発言がありました。職掌が異なる故の発言かとは思いますが、数年前にも正規職員
の非正規職員への対応について問題視する意見も保護者から出ており、誤解を生じ
る発言は慎むべきでは無いでしょうか。

要望
行政／保
育園

131
保護者会の時間が平日午後になっていますが、もう少し開始時間は遅くならないも
のでしょうか。16時、17時開始など。会の時間も1時間以内に短縮してほしいです。
保育方針の説明等は、プリントで十分だと思います。

要望
行政／保
育園

132

防災着を、無くして欲しいです。存在の意味がわかりません。
1分遅れると電話をいれても、延長のおやつを食べる席に座らせられてて、おやつを
食べ終わるのを待たされて、帰りが遅くなります。親への懲罰なのかなと感じて、
仕方ないとあきらめないといけないのかなと思いますが、生活に支障がでるのでも
う少し柔軟に対応してほしい

要望
行政／保
育園

133 毛布の衛生面が気になる。各家庭で用意させて欲しい。
園庭の放射能検査を継続して実施してほしい。

要望
行政／保
育園

134

問2. （未就学児が複数いるご家庭のみに伺います。）兄弟・姉妹の通園状況は以下
のいずれですか？
についてですが同じ保育園には入れなかったため上の子が幼稚園に通っています。
(選択肢がありませんでした)

上の子の3歳園卒園時の転園時に下の子が入園だったため、認可保育園に入っている
兄弟がいるというポイントが付かなかったことが大きな要因と思われます。

上の子と下の子が同じ保育園に入れていたら、だいぶ送迎が楽だっただろうと思い
ます。

兄弟がなるべく同じ保育園に通えるようにしていただきたいです。

今通っている保育園に対しては何も不満はありません。引き続き、子どもをよろし
くお願いします。

報告、
要望

父母の会
／連絡
会、行政
／保育園

135 問７について「分からない」という選択肢があるとよかったです。 要望
父母の会
／連絡会

136

有給休暇の時は標準時間の早お迎えを強制するのではなく、普段と同じ時間保育し
て欲しい。上の子のケアの為に二人で出かける時間を作りたいが、下の子を早く迎
えに行かねばならず、十分な時間を取ることができない。通常時間での保育をお願
いしたい。

要望
行政／保
育園



137
幼児クラスでは多少指導という観点で叱ることは必要と感じるが、乳児に対してイ
ライラする気持ちも理解できるが、感情をぶつけてるところを見かけるととても不
安になる。

要望
行政／保
育園

138
幼児を見きれていないと感じる。先生が足りないのでは。一部の問題ある子供に対
しては特に見張ってほしい。しつこい子一人と他害のある子が一人いる。障害扱い
で先生がつきっきりの子よりそちらの方が実害がある。

要望
行政／保
育園
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