
NO 意見

1 新しく入った先生だとやり方も変わるのか、お迎えの際に入り口にも来てくれない時があります

2 新型コロナの対策以降、園との接点は減ったように思います

3
登園時は連絡事項のみ。退園時は子供が近寄ってきて、親が鍵を開けて、さようなら以外は話さない日も少なくありません。本当は子供の様子など

を口頭でも聞きたいです。

4 先生方は慌ただしく、それは理解していますが朝令暮改の依頼、指示や先生ごと保護者ごとに異なる態度に疑問を感じます。

5 話す雰囲気はない

6 ケガをした、虫刺されなど何かあったときはお話してくださいます。

7 コロナ禍で、保育士の方との会話や交流が減ったと思う。

8

登園時は忙しそうで目も合わせず、来た事にも気付いてないのか挨拶もしない保育士もいるので、基本何も話せない。降園時は迎えの集中する時

間なので、担任がほかの方と話されている場合、臨時の職員に子供を渡されて、担任とは一言も話せないということも頻繁にある。この状況で保育参

観などもなくなり、園での様子がまったくわからない。

9

夏頃はやはり先生方も万一園児や自らが感染したらと不安を抱えていらっしゃるようで、早く切り上げて帰ってもらいたい気持ちが表に出ている方もい

ます。そうした先生が悪いのでは全くなく、また感染が拡大するようでしたら、先生方が安心して働けて、かつコミュニケーションの取れる登園・迎えの体

制を模索したいものです。

10 延長保育なので、担任の先生と直接話す機会ぎあまりない。

11 登園時、先生がもう1人いらっしゃるとスムーズに受け渡しができるのではないかと思います。

12 成長著しい時期なので、1日にあったエピソード一つでも何かお話ししてくれると嬉しいです。

13 降園時に保育士からひと言もなく、迎えに来たことに気が付いていないこともある。「今日も元気に過ごしていました」くらい言ってくれると安心する。

14 コロナであまり会話していけない雰囲気を感じている

15
お迎え時に話したいことがあっても、担任が別の仕事(延長保育の準備など？)をしているので、遅番のアルバイトの方が本来のクラスを世話していたり

する。担任が園内にいる場合は常に担当クラスの生徒を見ていてほしい。逆に延長保育の準備などはアルバイトの人に任せるべきと思う。

16 お迎え時に担任の先生がいないこともあるため

17
離乳食の相談やイヤイヤ期の相談などさせていただいています。親に親身に寄り添ってくださいつつアドバイスくださるので気持ち的にもとても助かってい

ます。

18

乳児クラスは毎日担任の先生にお会いできるが、幼児クラスは担任の先生にお会いできることがあまりない。幼児クラスは複数の学年がホールに集め

られていて、それを我が家の子どもの担任の先生がみていることは週に1、2度くらいで、他の子どもの対応をされていることも多いため、お話しできる機

会が少ない。

19
コロナで運営方法が変わるなどして、以前より先生とのコミュニケーションの時間が少し減ったように感じますが、その分連絡帳などしっかりと記入頂いて

おりますので、大きく問題とは思っていません。

20 全園がいつも冷たい感じでした。

21 コロナにより入室制限があるので、以前より話ができなくなったとは思うが、やむを得ないと思っている。

22 先生にやって違う。その日の様子を話してくれる先生もいれば、挨拶のみの先生もいる。できれば様子を話して欲しい。

23 担当の先生が一人お休みされており、担当の先生がいらっしゃらない時間帯が時々あります。

24 お迎えが遅いため、担任の先生に会えない

25 先生が忙しそうであまり話せない

26 補助の先生がいるとはいえ、担任の先生が子供を保育しながら複数保護者の対応をするのは難しいと感じる事があります。

27
降園時間には先生の数が少ないです。こどもの受け渡しと共に登降園の時間管理用ICカードを渡されて、その後玄関の機械にタッチしなければなら

ず、自分が先生と話すと他の家族が時間内にICカードをタッチ出来ず、延長扱いになる可能性があるため話はほぼ出来ないです。

28 行きも帰りも担任の先生がいない場合が多い。先生も忙しそうなので、遠慮してしまいあまり話が出来ない。

29 コロナでお会いする機会が減り、距離が出来た。園内がどうなっているのか不明。しかしながら、先生達は色々伝えようと努力して下さっています。

30 先生方は忙しそうなので、登園降園時は必要最低限挨拶のみの時も多々あります。

31 お迎えの時間が他の方と重なり、ゆっくり話せない時がある。

32 職員の方達がお忙しそうです質問することを躊躇ってしまう。

33 みなさん忙しそうで話しかけずらい

34 時間がないためゆっくり会話ができません。

35 親、子供両方に挨拶してほしい。どちらかにしか挨拶しない先生もいる。

36 常に忙しそうな先生方を朝夕見てるので声はかけづらいです。しかし連絡帳では要所要所お話ができてます。

37
先生方も忙しい時間帯であり、子供の送迎は親の負担も大きいので相談できる時間も余裕もなかなかないと思います。お声がけするのも気が引けま

す。

38 担任の先生がいない時もあるので、日による

39 登園、迎え時に、担任の先生に会える機会が少なく、あまり話せません。

40 なし

41 教室に担任の先生がいなかったり、他の子の対応をしていて話しづらい時がある

42 どんなに忙しくても必ず一言でも声をかけるようにすべきだと思う。

43 クラスには非常勤の先生しかいない時間もあり、担任が事務所や他対応中で話せないことも多い。

44
上の子の園(私立)より先生⇔保護者の情報交換(普段の会話)の機会がとても少ないと感じる。連絡帳の記載はあるけど、口頭での会話は交換出

来る情報量が多いので、会話がないと保育園のことも、保育園での子供の様子も殆どわからない。

文京区認可保育園父母の会連絡会アンケート2020年度・自由回答

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？



45 幼児クラスでも連絡帳などに1日の様子や気になった事など書いていただけるとありがたいなと思いました。

46
上級生になると連絡帳のやりとりが基本なくなり、日々の様子を知る機会が減ったことは残念に思います。先生のご負担にならない方法で連絡帳の

継続できないものでしょうか。

47 園長先生との関わりが全くなく園のようすがわからない

48 年長クラスになっても適宜コメント付きの連絡帳のやり取りは続けてほしいです

49 先生によっては、いっぱいいっぱいになっていて、詳しく聞き辛い時がある。

50 延長時も、先生からコメントもらうこともあり、担任でなくとも引き継ぎ事項を教えていただけるので、ありがたいです。

51 幼児になると先生が少なく忙しそうで話にくい

52
他の区立園と比べて、職員室が開かれていないと思う。前にいた園だと、園長先生が朝、送り迎えの親子に笑顔で挨拶をしてくれたのでそれが普通だ

と思っていたが、園長が職員室にこもって目も合わせてくれないのは、保育者としていかがなものか。

53 年長クラスは連絡帳もやりとりなくなり、夕方も遠くからの挨拶のみ、積極的に話さないと難しい。

54 保育士がいつも忙しそうで話しかけられない

55 部屋の入り口でのやり取りになり、必ず担任の先生と話す機会があるようになり良かったです。

56 なし

57 先生から話してもらえないと、こちらからは話したくても他の子どもを遮ってまで話をしようと思えない。

58 先生からは必要な事はお伝えくださっているとは思います。子供が待たなかったり、必要な相談はノートに書かせていただいています。

59 忙しそうなので先生と話す機会が少ない

60
保育園で何かあれば、先生の方から寄ってきてくれるし、こちらも「今日は何かあったんだな」と思う。ただ、子供を見ながら、1人1人お話しするのは、先

生も限界があるだろうし、子供と向き合っていたのに、急にその場を離れさせるのはこちらも申し訳ない気持ちでいます。

61
病み上がりに登園した時など、園での様子を知らせてほしかったが、連絡帳にも何も記載がなく、子供の事をきちんと考えているのか、非常に不親切な

大変だと思った

62
帰り際に少し話したいことがあっても、先生は保育中でほとんど余裕がないように感じます。時間帯によっては担任の先生と朝晩会えないこともあるた

め、急ぎではない気になることは連絡ノートに書くようにし、連絡ノートを見た先生から声をかけてくださる流れを作っています。

63

コロナ対策として、長時間の会話は避けるべきなので仕方ありませんが、ノートもハンコと掲示板のみで困惑することもしばしばです。（特に今年度の

担任の先生方は無駄口をされない主義のようで、実質園長先生・副園長先生との会話の方が多いです。）ただどうしても会話が必要である！という

ことでもないですし、難しいところですね。

64
担任の先生とはよく話せていると思います。園長が変わり、事務所が閉まっていることが多く、園長先生とはあまりコミュニケーションがなくなってしまいまし

た。

65
保育士さんから今日こうでした、って一言あれば、それが週に一回でもあれば嬉しいです。忙しいからこっちからきくの悪いかなと遠慮しています。そして

何も情報ないまま毎週終わります。

66 こちらから聞くとそれについて話していただける、という場合が多いかと思います(幼児クラスはそれくらいの頻度でよいのかと思います)。

67 コロナのせいで仕方がないが、園に滞在する時間をなるべく短めにしているので、上記のような回答になった。

68 年齢的に連絡帳に詳細を書かなくなったのですが、本当はもっと様子を伺いたいところです。

69
新型コロナウィルス感染防止対応のため、滞在時間を短くする要請が出ていることもあり、直接話さず連絡帳で相談するようにしているが、それでも

ちょっとした時間を見つけて先生方から直接アドバイスいただけて助かっている。

70
感染リスクの配慮により、保護者が教室に入れなくなり、子どもは廊下で引き渡し後すぐに帰りたがるので、以前と比べると先生と話す機会は減ったよ

うに思います。

71
朝の登園時、子供が暴れてなかなか登園できない時、知らん顔の先生が多いようです。親も仕事があるので、長い時間滞在できないので、もっと子

供を誘導させる声がけとかして頂きたい。

72 コロナで滞在時間を減らしているので仕方ないと思っている。

73
保育が第一なので、子供を見てもらうのが一番ですが、連絡帳もやり取りが少なくなってきたのが少しコミュニケーション不足を感じます。ただ、相談事

などはすぐに回答を頂けて助かってます。

74
必要な事があれば予めノート等に記入して伝えている。園での様子は問題があった時はきちんと報告してくれている。生活の様子は毎日会話する事

はできていない。

75 コロナのため配慮されてのことだと思っています。

76 担任に会えないことが多い

77 園のレイアウトがかわり、導線と職員室が遠くなった

78 朝は到着すると既に園庭で遊んでおり、教室に担任もおらず話ができない。迎えの時も担任が一人しかおらず、話をできる雰囲気ではない。

79 先生の方からも日々の様子を連絡帳や帰りにお会いした際に、お話し頂いています。毎日楽しく過ごせているようで大変感謝しています。

80 お迎えが他の方と重なる時間が多いため、相談できないときもあります。

81 お昼寝について

82 子供の体調や持ち物を受け入れの先生に伝えても担任へ伝わってない事が何度かあったので、きちんと伝えて欲しい。

83

他園（複数私立園）に比べると，先生との直接の会話の少なさに驚きます。ただ，連絡帳はずいぶんと丁寧に書かれていると思います。親対応が

いいからといって子供対応がいいとは限らないのだろうなとは思いますが（私立園の方が先生の離職率が高いですし），登園時の，健康状態の確

認（今日の調子はどうですか？），降園時の一言（今日はX公園に行きました，や，今日も元気に過ごせてます，など）がない事が多い保育園

は初めてで違和感を感じます。一方で，話し込んでしまうと子供に目が行き届かなくなり，よくないと思うので，一言でいいと思います。

84 間違えて他の園児の話をされたこともある

85
毎日ではなくとも、週に１回ぐらいはそれぞれの子どものエピソードなどを教えていただきたいと思います。トラブルがあった時にだけ話すというのでは、信頼

関係が築きにくくなると思います。

86
お迎えの際、乳児クラスは担任の先生がいらっしゃるか、幼児クラスは担任の先生がいらっしゃらないときがある。幼児クラスは連絡帳がないため、必要

なときに連絡帳で連絡し合えると良いと思う。



87 先生方も忙しいと思いますので、特段の不満はありません。

88

こちらからそこまで聞きたいことや話したいことがないので問題無いが、朝は早番の先生、帰りは遅番の先生なので、必ずしも担任の先生がいるわけで

はないので、難しい事もあるだろうと感じます。

園からの伝達事項はその日の遅番の先生に引き継がれており、お話いただけるので問題はないです。

89 感染防止対策もあり、保育室に入れないため、先生が室内の奥の方にいると全く会話せずに帰宅することもある

90
お迎え時間が集中しているので、話が十分できないのは仕方がない。そのために連絡帳があると理解しており、幼児は今後連絡帳がなくなっていく方

向ということで、その代替となる方法を模索実行してほしいです。（電子的な連絡含め）

91
登園・お迎え時は、保育室や森の広場にいる先生は忙しそうで声をかけづらいです。事務室は、今の園舎に移ってから奥まったところにあり、さらに先

生方も奥の方にいるので、声をかけづらいです。コロナ禍になってからは、そもそも話しかけてはいけないような気もして、ますます話せなくなりました。

92
0歳クラスの連絡帳に比べると情報量が毎年減り、残っている項目でも全て記入されていないことが多いので、お迎え時に少し様子を話してもられると

ありがたい。遊び、昼寝など。

93 その日の出来事など以前は報告してくれたが今は全くない

94 コロナ感染予防の為、入口で流れ作業で受け渡しになっているから。

95
4歳、5歳クラスから連絡帳がなくなったため、どのような状況だったのかわからなくなりました。以前は些細なことまで連絡帳に書いていただいていたの

で、とても良かったのですが。

96
担任の先生がお迎え時にはいらっしゃらないことも多いので、気になることがあってもタイムリーに聞きにくい。連絡帳での相談には限界があるし、そもそも

先生もお忙しい中でいつどのように相談したらよいか分からない

97 いつも先生は忙しそう。

98 登園・お迎え時に丁寧にご対応いただき大変助かっているため、引き続きお願いしたい。

99 他の園との違いがあることは既に伝えましたが、体制の違い等によるものかもしれません。

100 自分の時間の問題です。先生たちの聞いてくれる体制は整っています。

101 先生方や臨時職員の方々の挨拶が乏しいので、話しかけずらい

102 連絡帳に相談ごとを記載しておくと回答あり。ありがたい

103 他にもお迎えの人が来てるので、長々と担任と話せない。

104 いつもよく話を聞いてくださって、またこちらの質問にもしっかりと時間にとらわれずに対応くださり、本当に感謝しております。

105 連絡帳の記載がなくなり、園の様子がわかりにくい

106 先生によって対応にムラがある。一日のあったことを保護者に伝えようとしてくれている先生もいれば、荷物渡してすぐにさようならという先生もいる。

107 保育園での子どもの様子をもっと話して欲しい。

108 担任の中でも情報共有ができておらず、同じ事を何度も説明することがある

109 もう少し子どものようすを聞いたり見たりできる機会がほしい。動画や写真の掲載を増やして欲しい。

110 個別で先生にお話を伺っています。

111
乳児さんは連絡帳もあるし先生も積極的にお話してくれますが、幼児クラスは壁に1枚今日の連絡が書いてあるだけで、子供一人一人と接してもらっ

ている感じがないです。一言でも自分の子供についてどうだったかお話したいです。

112
先生方も保育をしながらなので、中々コミュニケーション取る時間がないのかなと思います。前園が私立だったのでサービス良かったんだなと思ってます。

園からの他のお知らせもあまりちゃんと教えてもらえないなと思います。自分から情報を取りに行く感じです。

113 担任の先生からもどの様に過ごしたか教えて頂いているので聞きやすい雰囲気です。

114 今年度は、コロナの影響もあるため、ある程度は仕方ないと思っています。

115 タイミングが合わない場合でも連絡帳や面談でフォローできている。

116 少人数のためか先生方にはきめ細かく保育いただいています。ありがとうございます。

117 いつも大変丁寧な対応をありがとうございます。

118
クラスの人数に対して先生が少なく、いつもいっぱいいっぱいに見えるので、こちらからは話し辛い。

もうちょっと子供の様子なども聞けると嬉しい時思ってしまいます。

119 この状況下のため致し方ないかと

120 登園、お迎え時は保護者も先生もバタバタしているので、なかなかお話できない状況ではあると思います。

121 園長先生が代わったからなのか、コロナのためかわかりませんが、園長先生との対話がなくなりました。

122 送迎時に担任の先生がいないため

123 3-5歳異年齢保育で登降園時の対応が担任の先生とは限らないため、親とのコミュニケーションが希薄と感じる時もある。

124 先生方はお忙しい中よく聞いて答えてくださっています。

125 先生の人数が少ないので物理的に難しいかと思う。

126 信頼できる先生や経験のある先生が減った気がする

NO 意見

1 食事の時、お絞りじゃなくで、使い捨てタイプのウェットシートなどを利用したいです。

2 連絡帳に子供の様子を細かく書いていただき、とてもうれしく、また、助かっています

3 口周りの乾燥が酷く、食後に荒れてしまうことがあるため、部分的にだけでもワセリン等保湿剤の塗布に対応していただければ嬉しいです。

4 先生達の目が行き届いていない気がする

5
咳込んでいたり、鼻水をかなり垂らしている子も、一緒になって密着した空間の中遊ばせているのを見ると、配慮されていないと感じる。ある程度室内

でもグループ分けなどして保育するべきだと思う。

6 コロナにより、体調不良でも無理やり預ける親が減った気がする

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？



7 特にありません。丁寧に保育していただいていると思います。

8 看護師の先生にも、様子を診てもらえることができるため

9 手洗い・消毒はしっかりされているようです。

10 昼寝時間が明らかに長過ぎるせいで、夜遅くまで寝付かず、相談したが対応してもらえない

11
あたたかく見守っていていただけていると感じています。自分の子のみならず、他のご家庭のお子さんも含め、それぞれの性質や性格に合わせた柔軟な

対応を通じて、子供の成長をご支援頂けていると思います。

12 手洗いの強化で手が荒れてしまう。クリームの持参ができないので、ワセリンなどで対応していただきたい

13 保育園の水道の蛇口から出る水量がとても少ないですが、皆さん十分に手洗いはできているのでしょうか。

14 我が子が風邪の時もホワイトボードに掲示されていない事がある。数日前の情報？

15 園から情報がないのわからない、情報が欲しい。

16
熱がある体調に異常がある子供がいたらすぐに隔離してほしい。そのまま保育されていることがある。熱があるのに朝から登園している。親が健康観察

期間なのに子供を他の親に依頼して登園することは健康観察期間の意味がない。

17 アレルギーに対応されていない

18

うちの子に限ってなのですが、昼寝が長いので早寝ができません。昼寝の時間は保育園のシステムなので仕方ないと思っています。幼稚園に転園すれ

ばよかったと思いますがあと半年なのとその他の面では園長先生をはじめ、副園長先生、素晴らしい先生方に恵まれ毎日楽しく過ごしているのでこのま

ま保育園で過ごそうと思っています。

19 大便をした後に、おしりが少し赤ければ洗うなどの対応をしていただければありがたいです。

20 なし

21 お昼寝が長く夜の就寝時間が遅くなってしまっており、もっと個別の対応をしていただけるとありがたい。

22

園舎が古いのもあると思うが、水回りが狭く動線が悪か見える。夏は少し匂うこともある。ドアを開放した状態で、ノロなどの万円は心配。

コロナで手を洗う機会が多くなり、冬は冷たい水で手を洗うのがかわいそう。今年初めてアカギレのようになってしまった。

23 いつも見ていただきありがとうございます。

24

アレルギーがあり、発疹が出たり、痒もを伴う時があるので、痒み止めを預かって欲しいが、薬は一切受け付けないとの返答であった。緊急性のある時

の対応として、薬の対応をお願いしたいです。痒みがある時に、冷やしたりと対応していただいてるが、冷やすだけでは治まらない時もあるので、薬の対

応を考えて欲しいです。

25 先生は最大限努力してくださっているがいかんせん忙しいからきめ細かではない

26 お迎えに行くと、いつも鼻水が乾いた状態で引き渡されるのが気になる

27 なし

28 皮膚炎の時、かゆい部分を冷やしてくださったり、絆創膏を貼ってくだいました。

29
いつもありがとうございます。健診をやっていて、歯医者さんにみてもらったのは嬉しかったです。私たちもコロナの自粛要請を受けて、具合が悪くなりそう

な場合は自粛にするように心がけています。

30
少し便が柔らかかった時に、牛乳の提供をやめて欲しいとお願いしたところ、できないと言われた。牛乳を与える事により、体調が悪化する可能性があ

るにもかかわらず、区でのルールを最優先する保育が正しいとしている事が全く理解できない。体制を見直すべき。

31
手を除菌作用の強いハンドソープで洗いすぎ、手荒れが酷くなっているにもかかわらず対処してない。

家で薬をつけても、なかなか治りません。

32 手洗いがきちんとされているかのチェックをして欲しい。先生方のマスク着用を徹底して欲しい

33 昨年と指示書をドクターに書いてもらってもできなかったのですが、肌が弱く手の保湿も快くご相談いただけました。

34 コロナが流行ってくると保育園で集団感染しないかが不安です。

35 登園，降園時以外保育の様子を見たことがないので分からない。その時に特に何かしていると感じることはありません。

36 幼児クラスは子どもの人数に対して、先生の人数が少ないため、目が行き届かない課題があると思う。

37 昼寝時間が長い。30分で十分。

38 この情勢なので、解熱後24H未満は登園できないので逆に園内での病気の拡大が防げている現状もあると思います。

39 コロナのため、密室保育状態になっていて園での様子が見えてこない。

40 悪いことも良いこともあってよい。

41
喘息気味で通院中です。どうしても季節の変わり目など咳が出やすい時がありますが、コロナ禍において事情を理解していただけることがとても助かりま

す。

42 子どもがまだ話せない分、先生がよく様子を見てくださり丁寧に教えてくださります。

43 特に配慮されている感じはしない

44 肌が乾燥気味の娘に対し、気にかけてくださっていて、とても有難いです。

45 十分と回答できるほど状況が分かっていない。

46 コロナ対策で幼稚園と同じくマスクをさせるべき

47 肌が弱いので痒い時に、薬をぬっていただくのは色々と難しいと思いますので、自分で保湿剤をぬることなどが認められるとよいかと思います

NO 意見

1 文京区の誤嚥の対策を知りたいです

2
コロナで短時間保育の際は、昼食直後に帰宅してロールパンを毎日2つぐらい食べていました。完食して帰ってきても食べているようなので、量が少な

いか、たくさん食べたい味ではないのでは？と考えています。

3 食育が減ったのはコロナ禍だからか、栄養士さんが変わったからか…

4 昼食が11時前に始まるとのことで、お迎え時にお腹を空かせてることが多い。12時開始などには出来ないのか。

5 苦手な野菜も保育園の給食ではよく食べているようで、安心。

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？



6 うちの子には量が少ないようです。

7 ぴかりん大賞がはじまって、子どもが楽しく給食を食べていることを子どもから聞き、嬉しく思います。ありがとうございます。

8 給食の内容が質素であると感じる。兄弟の通っていた私立の認可園では毎日果物が付いたし、汁の具はもっと品目が多かった。

9 量はサンプルが出ているのでわかりますが。実際に何時に食べ始めているのかよくわかりません。

10 給食、おやつの水分摂取が牛乳のみなのは疑問。水、お茶も必要なのでは。水筒持参で良いと思う。

11 給食の内容に不満はありませんが、時間が11時すぎからでもう少し遅いと助かると思っています。

12
おかわりを希望した際にもおかわりできるようにしてほしい。

行事食、海外の国の料理、日本各地の郷土料理などの献立も食育の一環として、もっと取り入れてほしい。

13
年長組の給食の量が少なめのようなので、ほんの少し増やすか(お代わりしたいと言えない、言わない子もいるので)、おやつを多めにした方がいいかもし

れない。帰宅時に空腹で血糖値が下がって具合が悪くなりかける時があり心配している。

14 量を増やして欲しい。また、おかわりしたい時にできる量を準備してほしい。

15 保育園の給食の量がどの程度かわからず、家庭で食べている量とどちらが適正な量なのかがわからないです。

16 毎日美味しそうな給食をありがとうございます。ただ好き嫌いなく全て食べているのか？様子が分からないです。

17
いつも楽しんでいる様子が会話から伝わっております。予算などで制限があるなか、子供に皮むきや野菜を洗うなどの参加をさせたりなど、さまざまな食

の工夫をして頂いていると感じています。

18 子供が好みそうな形など、手間も加えてくださり、子供が嬉しそうに給食の話しをしてくれます。

19

他地域と比べ、比較的乳幼児の食の好みに寄り添った献立だとは思いますが、それでも野菜嫌いの子には厳しい献立の日もあり、随分お腹を空かせ

て帰って来る日もあります。

2年前までは、そんな事がなかったので、栄養士さんが変わったからでしょうか。

去年の保育参観でも、ほぼ全員残しているメニューがあった時もありました。

子供が苦手そうなものが出る日は、他は食べやすいメニューにする等、園児の食の好みをフォローして欲しいです。

20 提供時を見られるわけではないが、降園時に今日の給食の見本を楽しそうに見てるので美味しく食べてるのだと思う。

21 そもそも給食の量がよくわからない

22 献立は配られるが、個別に子供に対する食事の状況の情報は下りてこない。情報が欲しい。

23 予算の関係などあるかとは思いますが、月に3回同じ献立があるのでもう少しバラエティにしても良いかと思います。

24 どのくらいの時間がかかるのかなど詳しいこてはわからない

25 どのくらいの量を食べたのかわからないから教えてほしい。（幼児）

26 夏場の水分補給はもう少し配慮頂きたいです

27
量は少なめかと思います。

その子に合わせて少しおかわりなどができれば有難いです。

28 なし

29 2歳児の連絡帳に変わり、完食できているのか不明

30 サンプルで掲示されているメニューでは、量が少ないと感じることが多い(自分の子どもの年齢のサンプルが掲示されている時に見た印象です)。

31

年中や年長のクラスでは一食分が少ないように思います。子供の平均的な量が提示されている量なのでしょうか？家に帰ってきてから非常にお腹がす

いているようでご飯前に軽食を食べてしまいますし、ご飯の準備まで待てないことが多いです。おかわりが出来るとか食べたい子供には配慮があると良い

と感じます。全体的にどの位残りが出ているのか、どの程度クラスで食べているのか親側も分かると良いと思いました。

32 量が足りない時があるようで、汁物以外のおかわりもできるといいと思う。

33 最近食欲が増してきているので、おかわりを希望したときに食べさせてくれているか心配

34 兄弟ともにおかわりするほど、おいしく食べられているようで、安心しています。

35 食育などいろいろと考えて頂いてるので有難いが、おやつが市販菓子の時があるので、保育園ならではの手作りおやつの提供をお願いしたいです。

36 身長差や体重差など考えられていない一律主義を昭和から通している。身長15センチ以上の差で同じ量のはずがない

37 食育への工夫が良い。

38 献立のメニューをもう少し増やしてほしい。

39 子供の勘違いかもしれませんが、最近おかわりの用意がないと聞くのですが、コロナの影響ですか？

40 アレルギー食を保育園で提供してほしい。持っていくのが大変

41 おかわりの量がもう少しあると助かります

42 保育参観の時、よく食べる子は最初から多めにしているようでした。

43 0歳はおかわりができないので、できるようにしてほしいです。

44 0歳児クラスだとどうしても早生まれと差がついてしまって、難しい面はあると思います。

45 保育園の給食は少し少な目なイメージ

46 体調不良時の牛乳提供の中止くらい対応すべき

47 見学をしていないので、量や時間については分かりませんが、配布いただく献立表で見させてもらっています。

48 朝食を食べているのに１０：３０頃に昼食があり、１４：３０に午後食が出る。なぜ１２時頃、１５時頃でないのか疑問。

49 保育料が無料になってから、かなり質が低下した。

50 いつも美味しくバランスの取れた食事を提供くださり感謝しています。子供たちも毎日喜んで食べています！

51 かかっている時間や量など気になります。

52
栄養バランスは考慮されているのだろうが、厚焼き卵が主菜なことがあり、寂しい献立だと感じることがある。

おやつが市販のお菓子な時もあり、残念。

53 詳細はわからないものの、こどもたちから特別不満だという話も聞かないので、大丈夫なのではないでしょうか。

54
提供されている量がわからない。毎日のサンプル食で調理の雰囲気がわかり、自宅での調理の参考になるが、サンプル食は3歳児クラスの量と聞いた

ため、1歳児クラスからいまに至るまで、朝昼晩を通してみたときの朝晩に提供する適量がよくわからない。



55 幼児クラスの子が、いつもおかわりが有ればいいなぁと言っているので、常にあると嬉しいです

56 しっかり食べて、食べたもののことなど話してくれます。

57 全部食べたらおかわりできるのが良い

58
今年度の献立がコロナのせいなのか以前より質素な印象を受ける。

特におやつが少ない。

59 量が足りないため、増量いただきたい

60
市販のおやつが出てることがあるので、手作りをお願いしたい。

子供に飴を与えるのは辞めて欲しい。

61 提供する時間が適切かはどうやって判定できるのでしょうか？子供からの申告でしょうか？

62 量が少ない

63 家でもゆっくり食べるタイプなので、時間が十分なのかは不明。急がせていないか心配。

64 子供の食べてる量がわからない

65 細かいところまでは分かりませんが、知っている限りは配慮されていると思います。

66 サンプルケースに掲示されていないので、量などがわからない。写真でもいいので掲示してほしい。

67
いつもおいしいごはんをありがとうございます。おやつのうどんをおかわりしようとしたらおかわり分がなかったというお話を聞いたことがあるので、人気のおやつ

は多めに用意してくださるとありがたいなと思います。

68 時間については把握できません。

69 毎日出来立ての栄養バランスのとれた給食をありがとうございます。

70 園内キッチンで調理の様子がわかり、食育に繋がっていると思う

71 量が少ないらしい。

72 食が細いのですが、十分配慮してもらっていると感じます。

73 掲示されている食事よりも家では多く食べているので、量が少ないのかなと思う。

74 いつも美味しそうな給食をありがとうございます！

75 メニューによっては量が少なく感じる時がある。

76 無理に食べさせることはしないという方針が、子どもにとってもプレッシャーにならず、親としても大変ありがたく感じております。

77 区立保育園の給食が3年前より貧相になっている

78

子どもに対して「早く食べてください」「まだ食べ終わりませんか」という職員の方の声を聞きました。子どもたちがごはんを食べている中、先生方同士が業

務の間違いを大きな声で指摘し合う雰囲気の悪さも見受けられました。食事は楽しい気持ち、安定した気持ちで食べなければおいしくありません。食

べものを胃袋に入れることの世話だけでなく、「食事とは」という広い視点を持って対応していただきたいと思います。

79 おやつが少ない時がある。

80 十分と回答できるほど状況が分かっていない。

81 前の栄養士さんが素晴らしかったので今もそのレベルでしてもらえているのか不安です。食育や誕生日会など。

82 うちの子が大食いなだけですが、たまにお代わりしても量が足りないと言います。

83 2歳児以降はどれくらい食べたか連絡帳での記載がないので、正直よく分からない

84 子どもが「今日もおかわりした！」と嬉しそうに報告してくれることがあります。

85 種類が少ない

86
以前の文京区主導の給食から委託先調理になった時期から、メニューのバリエーションが少なくなったように思う。栄養士さんがかわったからかもしれま

せんが。

87 量が足りなそう

NO 意見

1
給食の材料の産地などは親に知らされてないように思うので、選定や安全性を示すのであれば産地表などを分かりやすいところに掲示して頂ければと

思います。

2 食べられない野菜を少しずつ食べられるようになっており、片寄りない献立だと思います。

3

食材の安全性への関心レベルが低いことが残念です。産地だけでなく、農薬使用量や飼料レベル、どのように育てた肉魚野菜なのか、そういうことを議

論吟味できるようになって欲しいです。

農薬まみれ、砂糖まみれ、薬品飼料まみれの動物から得られる食物の結果は、アレルギーだけでなく、子供たちのマインド(キレやすいかなど)や脳の成

長にも影響を及ぼすという報告がたくさんなされています。他の先進国ではそういったことに配慮した食事の提供へと舵を切っていますが日本はとても遅

く、さらに横並び精神からどこも変化を起こそうとはしていません。文の京だからこそ、本当の意味での食育に力を入れて欲しいです。

4 食材の仕入れ先など、安全性があるものかどうか情報がなく、わからない。

5 原産地が書かれた紙が、給食の展示の横に置かれていて確認することができます。

6 特に食材の選定について園からコメントが無いように感じる。

7 情報があまりなく、判断ができない

8 同じく情報がないので判断できない。情報が欲しい。

9 色々なメニューで有難いです

10 栄養バランスが整っております量も適切でメニューも豊富です。

11 農薬や人工甘味料、などが使われてないかまでは存じておりません。

12 なし

13
給食はよいが、昨年の節分の豆まきは危険だと感じた。本気で鬼を怖がるパニック状態で、誤飲の危険性がある豆をまくのはどうか。以前いた別の区

の認可園では、豆の代わりに袋入りのお菓子を撒いていたが、それで十分鬼退治のイベントは成立していた。

14 調理体験　食育活動を低学年から取り入れてほしい

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？



15
他の自治体で、ブドウを喉に詰まらせる事案があったので、そのような事は当然ないはずだが、食事風景は親には見えないものなので不安に思ってい

る。

16 産地や原料など公開されていないのでなんとも言えない。

17 献立の産地が載っていたりするので安心です。

18 国産のものが使われているという表示がされているのは少し安心しました。

19 おやつは日によると思いますが、バナナとヨーグルトなら家でもできるので、できれば手作り蒸しパンやきな粉マカロニなんかだと嬉しいです。

20 毎日ショーケースを見るのが楽しみです。

21 食材の安全性など知らされていないのでわからない。

22 大きさは窒息の観点から大丈夫でしょうか。

23 難しいと思いますが、地場産業の食材や、有機野菜、肉、卵など使えると理想的。

24 給食に使われている食材がどこのものか分からない。

25 安全を強くアピールされているようには感じない

26 マーガリンやショートニングなど加工油脂はさけてほしいが、使用されているのか不明

27 安全性も把握できません。

28 食材の選定等についてはわかりませんが、よく子どもの口から給食の先生の名前がでるので、園との連携を感じ安心しています。

29 産地は掲示されているが、どういう選定をしているという情報が親に届いていない。

30 どんな対応をしていただいているのか、知らないです。

31
園で栽培した野菜も食べないほど衛生には気を使ってくれていることはわかる。充分な安全性があると思っているのだがその情報がないから「ある程度」

と回答。

32 十分と回答できるほど状況が分かっていない。

33 お便りや玄関の掲示板に記載があるので十分配慮頂いています。

34 気のせいかおやつが前より簡素なものになった気がする。

NO 意見

1 詳細はわからないので、bにしてます。

2

我が家の子どもはアレルギーがあり、現在アレルギー対応をされているが、次年度から対応が変わるとのこと。現在は段階的な解除（例：牛乳であれ

ば、少量含まれるパンは園で出してもらえるが、ヨーグルトなど乳が多量のものは持参）に対応してもらえているが、次年度からはアレルゲンが入ってい

るものは一切提供されないとのこと。そのため、持参の頻度が大きく増えそうで、親としては準備の負担が大きくなる。それにも関わらず、親の通勤・就

業時間帯（8:45-16:45）での月1回の給食面談もあり、負担が高まる。アレルギー対応は園にとっても業務負荷が高まるものなのだとは思うが、

今回の決定にはやや納得感が低い。

3 アレルギーの指示書について、医療機関のフォーマットでも可としてほしい

4 除去食を提供していただいています。たいへん助かっていますが、おかわりができないので量が少ないと子供本人が言っています。

5 なし

6
別に準備していただいているので、おかわりの可能性も見込んで分量が多いらしいのですが、自分での量のコントロールは難しく、みんなで取り組んでい

る完食がなかなかできないようです。

7

今在園の子にはアレルギーがないが、上の子供はアレルギーだった。

別の自治体では除去食、代替食を用意してくれたが文京区は代替食を用意してくれないと聞く(小学校はしてくれない)。

ただでさえアレルギーっ子の育児は大変で、集団の中だとより大変なのはわかるが、代替食を検討して欲しい。

8 持って行くのが大変

9
いつもアレルギー対応に配慮頂き感謝しております。可能であれば、アレルギー児も対応可能な食品についておかわりができると嬉しいです。ただでさえ

栄養が不足しがちなので、食べられるものについてたくさん食べららら環境があると尚助かります。

10

十分にされているが、一つの園に1人の栄養士は必要なのであろうか？

仕事が見えてこないので、疑問に思う。

人件費を使いすぎなのでは？と思う。

11 前年度卵の除去をお願いしていたが、その時はよく対応してくれていた。

12 代替食を提供して欲しい

13

現状では充分な対応をしていただいているとおもいます。

ですが、来年度からアレルギー食材の段階的な提供が廃止になるのがとても残念です。誤混入等を避けるためだと理解はできますが、アレルギー食材

の段階的な摂取は、離乳食の段階的な摂取と同じように成長の過程に必要なものなので、保育園でも実施を継続してほしかったです。公立の保育

園はやはりその子に合った柔軟な対応というのは難しいんだなと感じました。

14
牛乳アレルギーはありますが、カレールーやパン等、火が通っていたり、僅かで有れば大丈夫であるとお伝えしているが、すこしでも入っていたら一律食べ

れないと画一的な対応で残念に思う。子に応じたアレルギー対応であるとありがたいです。

15 食材摂取確認表をよく見ていてくださり、家庭でまだ食べさせていないものでお給食で出るものを、早め早めに教えてくださり助かっています。

16 十分と回答できるほど状況が分かっていない。

17 幸いな事にアレルギーがないので。

18

副菜の持参が少なくなったのはありがたい。今年度から段階対応がなくなったため、昨今食物アレルギー治療の主流となっている経口免疫療法（病

院での負荷試験で安全に摂取できる量を見極めた上で日常的に摂取を行う）ができないのではと心配している。「摂取した日は登園を控えるよう園

から言われているため自宅での摂取は降園後になり、病院の通常診療時間外になってしまうため不安である」なども聞いたことがある。

NO 意見

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？

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 他の認可園の感染についての情報開示などはスムーズで透明性があると感じた。

2 掲示物で確認できるが、先生から直接の連絡や注意喚起があるわけではないので見逃すことがある。

3 子供が陽性にり、親が陰性だったとき、24日間登園させられないと園から言われました。子供完治後は登園させて良いと、私は思っています。

4 何組に何人出たとホワイトボードに書いて掲示されるだけで、担任から詳しい説明などもなく、とても不安。

5 消毒、換気、マスク着用など実施されていると思います。

6 腸炎にかかった時にも、下痢を何回かした時点でご連絡くださり、どうするか(早退するかもうすこし様子を見るか)一緒に考えてくださいました。

7 そもそも保育園でコロナ発生時にどの園で発生したのかを公表しない限り、配慮が完全とは言えないと思います。

8 基本はホワイトボードでの伝達。十分だと思います。

9 いつどんな感染症が発生したか、タイムリーに開示してほしい

10 保育園だけではなく親の意識を変える必要がある。まわりの習い事や病院にも迷惑をかけることになる。

11 ホワイトボードに記載があり以前よりわかりやすい

12 園内の掲示板のみなので、感染症（インフル、ノロなど）がでた場合はフェアキャストで発信するのも良いと思う

13
コロナ発生時も必要十分過不足なく、園からまた文京区サイト内ても報告もあり、またインフルエンザも毎年どのクラスで何人と即時園内で啓示されて

ます。先生方の対策も非常によくしてくださっており、よい手洗いの仕方をすぐに身に着けてくれてすぐに習慣化できてます。大変にありがたく感じてます。

14 園内の掲示で通知されますが、できれば今後は日々の感染状況をメール配信して欲しい

15 園内掲示のみなので、休んでる時期には状況が把握できない。フェアキャストをもっと活用してほしい。

16 なし

17
上の子が通う園と比較すると、情報展開が遅い、聞かないと教えてくれない。上の子の園では聞かなくて積極的に教えてくれる先生が多い。掲示板で

情報を張り出してることは多いが、正直送迎時に掲示板を読んでる余裕がないので情報展開にムラがあると思う。

18 保育園の業務の特色上、ある程度仕方ないと思います

19
おもちゃを拭いたりしているし、自粛要請も出していただいているので、こちらも安心していますし、自粛に協力して体調悪いかもぐらいで休ませる決断を

しています。

20
区立保育園全体で決まった対応かもしれませんが、休園中に1週間や2週間に一度等、担任の先生からお電話いただき、話す機会が持ててもよかっ

たかなと思います。

21
玄関前の掲示でしか情報が得られないので、お迎えに行かないと分からない。保育園利用者限定のweb上のグループホームで情報公開が必要だと

思う。

22 インフルエンザなどの予防接種は任意だが、なるべく受けるよう園でもお知らせなどの形で出して欲しい。

23 コドモンが導入されたのでそちらでも共有頂けるとありがたいです。

24 以前は症状の出ている園児がどのクラスかわかったのに、今年からわからなくなりました。幼児か乳児かだけでもわかると良いと思います。

25 あまり感染症にかかっていない印象です。

26 感染症の内訳について、掲示してくれていることがある。

27 掲示だけでなく、フェアキャストを利用して、発信していただけるとありがたいです。

28 認可園でコロナが発生したが、感染経路などが不明にしても公表されていない。

29 些細な怪我（引っ掻き傷や小さなアザ、膝小僧の擦りむき傷）で、申し訳ないと謝られ、なんだかいつも申し訳ないです。

30 インフルエンザにかかった子の親が、園の外での受け渡しにも関わらず中まで入って、園にインフルエンザがだった増えた事があった。

31
サーベイランスの結果などが貼られていますが，見る人は少数かと思います。コロナの時期なのでFaircastなどで連絡してはいかがでしょうか？特にコロ

ナの発生については連絡が欲しいです。それにより，あまり気にしない家庭にも注意喚起ができると思います。

32 感染拡大防止策を取って拡大させていないですし、保育については柔軟に対応してくださっているので、大変助かります。

33
感染症の報告はホワイトボードではなくコドモンアプリ内でしていただけると、休んだ当日の他の子の状態を確認できたり、数日遡って確認することも可

能となるため、有意義だと思います。

34 迎え時に担任との会話がないので、掲示されているだけだと気づかないこともある

35 お迎えが早かったり、遅かったり、休んでいたりすると掲示板が見れない。電子配信などにすると良い。

36
園ではなく区に対しての意見です。同じクラスで発生したかどうかは、最低限教えてほしい。それ次第で、かかっていなくても大事をとって仕事を休むなど

の対応をしたかった。

37 どのクラスでどういう症状が出ているか掲示されている。しかしクラス担任から連絡はほとんどない。

38 文京区内保育園でコロナが出た際に何の連絡もくれないのはおかしい

39 以前は、園内ボードに毎日起票されていたが今は園内に入れないので、月1回の園だよりに記載される事後報告のみ。

40 先生がコロナに感染した際に、園内を消毒してほしかった。

41 看護師の先生がいるためか、流行の病気に関することを掲示してくれている

42
園児が密になるのは仕方ないが、送迎の際の大人達の密をなんとか対応してほしい。通勤で電車に乗っている人もいるのだから、クラスターが起こる可

能性はある。

43
関係者数がリアルタイムで把握できない。１日遅れで掲示されるため、その時にはもう感染者が数十人となっていて、うつされてしまう。一人でも感染

者が出た時点で、すぐに知らせてほしい。

44 発生した感染症やクラス・人数について玄関に掲示されているが、情報が更新されていないことが時々ある。

45
玄関先にその日の病欠状況が掲示されていますが、その内容がタイムリーではないのかなと思う時がありました。（すごく気になるほどではありませんが、

日々の状況は参考にしています）

46 掲示板に掲示されているのみなので、口頭でも注意喚起などしてほしい。

47 貼り紙での警告はされていたが、気づかない保護者もいると思うので、何かしら他の方法での発信は必要と感じる。

48 園の掲示等のみでなく、フェアキャスト等のオンラインを活用した連絡報告をして欲しい。



49

感染者個人が特定されないよう配慮されていることは分かるが、知らされても、その対応がどうして安心できるものなのか、根拠となる説明がないので

不安になる。

（例）児童に感染者が出たが濃厚接触者なしのため閉園しない→感染者は出たがその児童は◯日より登園していなかったため、濃厚接触者なし

というこで閉園しない。

50 コドモンの導入で、感染症者情報を毎日出して欲しい

51
コロナウィルスに限らず、インフルエンザなどの感染症発生に関する連絡はコロナ禍の今年に限り掲示板だけでなく、メール（フェアキャスト等）でも頂け

ると助かります。

52 玄関にどのクラスで何が発症したか、掲載している園もある。して欲しい。

53 理想はLINEなどを使ったオンライン配信が望ましい

54 フェアキャストなどで配信してほしい。

55 掲示のみ

NO 意見

1 昨年の父母会の議題にもありました

2
先日子供のおでこに青あざがあり、子供に聞くと、保育園でぶつけたと言っていましたが、保育園側からは何も説明を受けておらず戸惑いました。同様

のことが2回ありました。2歳児はちゃんと状況説明ができないため、お迎えの際に保護者に一言教えて頂きたいです。

3 どこでけがをしたかわからないと言われたことがある。目が行き届いていないと感じる。

4 本人からの報告で知ることもあるため

5
すぐにご連絡いただいた上でうちの子の場合は、歯牙動揺が無いかどうか、速やかに歯医者に先生が連れて行ってください確認＆消毒してくださいまし

た。

6 小さな怪我でもキチンと共有してもらっています。

7 先生方は加害側にも配慮をしっかりされており、被害側があまりケアされてないと感じることもあります。

8 園児が1人で帰宅してしまった事について、別クラスからか？園内掲示のみの報告だった。不十分では？

9 アザを作って帰ってくることがあるが、説明がない

10 擦り傷程度でも細かく伝えてくださっており、感謝しております。

11 先生の数が少なく、ちょっとした怪我（こども同士のトラブルによるもの）は先生が把握していない。

12
当事者以外の父兄にも報告するべき。

起こったこと、対応したこと、他の状況の対応方法、再発防止にどうするか。など身近な事故は父兄に伝わりやすく、遊ばせるときに気をつけようと思う。

13 ケガなどのときはされているがお友だちとの揉め事などは子どもからの話だけのときがある。

14 他のクラスで起こった事故についての説明が全くありませんでした。当事者でなくても、再発防止や注意喚起のために説明すべきだと思います。

15
モンスターペアレント対策かと思いますが過剰に先生方が謝られてたり報告されてるのは安心と思うと同時に非常に申し訳なさを感じます。そんなに構

えられずに保護者らもいれたらいいのにな、と園長先生や担任の先生からの対応には頭が下がります。

16 お迎え時に口頭で言われるのみ。連絡帳に詳細を記載してほしい。

17 発生したことがないから、よくわかない。

18 なし

19
小さな怪我でも報告してもらえるが、自由に活動していればある程度の怪我はやむを得ないと考えている。怪我を恐れるあまり、「あれはダメ」「これは

ダメ」と制限が多くなりすぎないよう希望します。

20 いつも当日に必ず教えていただけるので、配慮いただいているように感じる。

21 噛み癖や衝突など、怪我をさせてくる癖のある子どもの見張りが少々甘いかなと感じます。

22 特にここ2年ほど、園での怪我の報告がないことが増えました。

23 過剰な感じもするくらいです。

24
重大な事故などがあって、対応を変える場合などは具体的にお知らせしてほしいが、今のところ聞いていないということはこの半年なかったということで良

いのでしょうか。事故がなかったならなかったという報告が聞けると良いかも。

25 小さな怪我でもしっかり報告して下さるので安心しています。

26 園庭の鉄棒辺りで遊んでる時に頭を打った時など、お迎え時にお話いただいています。

27

園からは何も聞いていないけれど、こどもの体に小さな傷や打撲の跡があり、こどもに尋ねると「ぶつかった」「お友達に引っ掛かれた」ということが時々あり

ます。日常の些細なことと捉えられているのかもしれませんが、傷ができている場合は一言でも話していただきたいし、そもそも状況を見ているのか(知っ

ているのか)不安になります。

28 小さな傷などもしっかり報告してくださいます。

29
友達同士の誤ってやってしまった小さな傷なども報告してくれている。大きな事故があった事はないが、もしあった場合は書面などに時系列や写真など

も加えて検証レポートを提出してもらいたい。

30
友達とのいざこざについて、先生からお知らせされたことがなく、子供からは「友達と今日喧嘩したー」とお話しされることがあるので、お知らせ基準がある

なら示して欲しいです。

31 怪我は報告してくれるが、たまにアザなど作って帰ってくるので気になる。

32 子供が怪我をした事に気づかない事が何度もあった

33 怪我等があった際に連絡帳等、書面にも記録を残してほしいと思いました。

34 面談を行った際、日次で聞けていないお話もあったので、起こったこと全ては聞けていないのだと思った。

35 かなり丁寧にご対応いただいていると思います

36
目や頭に当たったなどはもちろん、指先など、小さなケガでも報告してくれます。他方で、服で見えない部分にできたアザなどについては先生方も把握し

きれていない部分もあるようです。

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？



37
自分の子のことなら報告があるが、園でどんなリスクがあって、どんな怪我、事故が発生したかは分からない。電子配信などされると、再発防止にも繋が

ると思う。

38

一時期、普通に生活していてつかないような引っ掻き傷やあざが頻回にできていたこともありましたが、園からは特に連絡はなく、本人に聞いても黙って

しまう（言いたくなさそうだった）ため、状況もよくわからずじまいでした。園でした怪我と断定もできなかったので、そのままにしましたが、送迎時の短時

間でさえ、特定の子にうちの子が突き飛ばされたり追い回されたりしている現場を目撃したので、これが原因では？　と思いつつ、把握されていないので

は言いようもないと思いました。

39 顔に傷があり落ちたと本人から聞いたが先生から報告はなかった

40
集団保育の時間に、小さな子どものなげたブロックが目元に当たったが、本人も我慢していたようで、園から出たあとに自己申告があり、赤く腫れてい

た。

41 何度もひどい言動がなされた家庭からは一言もなく不可思議。先方に伝わっているのか懸念が続く。

42 少しぶつけただけなどでも丁寧に状況を教えてくださいます（返って恐縮するほどです）いつもありがとうございます。

43 小さなひっかき傷でも、親が見落としてしまうくらい小さなこともお知らせしてくださり信頼しています。

44 少し転んでしまった事等も都度帰りに報告して下さっています。有難いです。

45 報告がなく子供から聞く事がある。

46 些細な怪我でも、真摯にお伝えいただき感謝しています。

47 小さな事でも報告してもらえます

48 説明を受けずに帰宅した後、子供の傷に親が気づくことが何度かあった。

49
どのくらいの頻度でどのような怪我、事故が発生しているのか共有されるとよい。特に乳児クラスの頃、「このくらいの怪我はよくあるものなのか」「園の対

応が適切、あるいは一般的だったのか」など不安に感じることが多かった。

50 今の時代、会社ではなく直接携帯電話への連絡を優先していただきたいです

NO 意見

1 昼食時の手をお膝に置いた人からお茶などはいいルールだと思います。

2 今年入園でしたがご存知の通り、一切の行事を親が見られなくなっていますので、わかりようがありません。

3 子供同士のやりとりを促進させる取り組みがもっと欲しい。

4 先生の対応からも、１人で出きるよう子供に接して頂いていると思います。

5 まだ0,2歳クラスなのでまだそういったルール指導はこれから..とは思いますが良いことはいい悪いことはダメといった指導はしてくださっています。

6 家庭で垣間見える機会が少ないですが、様子を見聞きする限り社会性が身についてきていると思います。

7 そもそも管轄省庁・目的が異なるため仕方ないが、社会的ルールを教えることは幼稚園と同様でも良いと思う。

8
子ども同士のトラブルも、安易に介入するのではなく、子供自身の解決能力を育めるよう適切なアドバイスや見守りをしていただけていると感じておりま

す。子ども同士の関わりは家庭ではなかなか難しいので、保育園でこのように学ばせていただけることがとてもありがたいです。

9 クラス全体としては考えられているように思うが、園児それぞれの個別性には配慮されていない。

10 毎日忙しいのに、子供が自ら行動するよう促したり、見守ってくださり助かります。

11 挨拶する子が少ない

12
来年小学校のためクラスで社会的な指導をして頂いていることを面談の時に知りました。日々の周知では遊びの事が中心なので、折角だからそういっ

たことも報告いただければいいかなと思いました。

13 個別指導なども各クラスごとであり、頼もしく感じます。集団の中で身につけるべき点を丁寧に先生方に教えて下さっていて安心します。

14 年齢に応じた指導が保育の中にうまく取り入れられていると思う。

15 なし

16
いろんな遊びを用意してもらい、成長する環境を作ってもらっている。ただ、自分で考えて自分で行動する姿勢を育むことと、集団生活のルールに従う

こととで、後者に重きが置かれていると感じる場面が少なくない。前者がより重要だと思うので、配慮をお願いしたい。

17 どのように取り込んでいるかわ分かるのですが　子供たちの反応を知りたい

18 とても良い指導で助かっています

19 兄弟ともに園に行きたがらないことが一度もなく、安心せて預けることができます。

20 言葉遣いなと年齢的に適したもので指導してほしい

21 外へのお散歩や遠足がとても少なく外の学習機会はほんとうに少ない

22 先生の力量によるところが大きいと感じます。

23 まだ0歳児クラスなので。

24

何か保育上問題となる行動をした場合（廊下で走るとか、前を見ないで歩くとか）目を見つめて言い聞かせる感じの躾がされていると思うのですが、

ちょっと見ていて怖いですし、子供が精神的にストレスが強すぎないか心配です。かといって、どういうものが正しいしつけ方か私もわからないです。

自分の家では、注意をしてこれから気をつけようで、どうしてもやってはいけないことは遠ざけていますが、保育園では難しいですよね。どういう躾のやり方

が望ましいか、というところを提示してもらえると嬉しいです。（各自バラバラならばそれもまたそれで提示されていると良いのですが）できれば家でも同じ

ように躾をしたいです（ただ、どういう内容をしつけているのかが良くわからないので教えてもらえると嬉しいです）

25 こちらも見学をしていないため分かりませんが、送り迎えの時に教室内に入った際、適切にご指導いただいていると感じています。

26
年長クラスのお友達から、遊びに入れてもらえなかったり強い言葉で対応されたりすることがあるようで、同じ部屋で過ごす時間に抵抗があるようです。

年下の子には優しくといった指導がされているのか心配になることがあります。

27
乳児に関しては発達段階に応じたきめ細やかな保育がなされているように感じる。他方、幼児に関しては、年齢が上がるにつれて身体能力や知的能

力の差が出てくると思うが、どうしてもできない方に合わせることになりがちで、できる子供たちが物足りなく感じているように思える部分がある。

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？



28
外遊び、特に外の公園に遊びに行く回数が少ないので増やしてほしい。狭い園庭を時間で区切って年少と年中で遊んでます。外に行くと交通ルール

や季節の花などいろんな刺激が有ります。

29 知らないうちにクマ歩きができるようになっていてびっくりしました。先生方の日々の指導に感謝しております。

30 ダメなことは「こうしたらいけないよ、悲しいよ」としっかり目を見て伝えている姿を何度も拝見しています。

31 運動などは専門の先生がいるとよい

32 コロナの関係で仕方ない面もあると思いますが、今年に関しては、４月以降、成長よりも退行を感じることがときどきあります。

33 お絵描き・制作を毎日やってほしい。ダンスも取り入れてほしい。

34 保育を見に行く機会もないのでわかりません。

35 先生方と臨時職員の方の指導に違いがある(例・先生方がOKと言っていることを臨時職員の方がNGと言う)。子どもが戸惑うのではと考えます。

36

今年は園外に行けないので、外のことを知る機会や、交通ルールを学ぶ機会、園外の人と関わる機会などが少ないのだと思います。年長児では遠足

が大きな経験になっていたと思いますが、今年はないので残念です。

交通ルールや公共交通機関の使い方などは本来家庭で教えるべきことだと思うので、園で経験できない今年は特にしっかり教える機会を持たなくては

と思っています。他にも今年、園で機会が失われ、家庭で重点指導したほうがいいというような事があれば、共有していただけるとありがたいです。

園内での遊びの中ではこれまで通り、家庭ではできないたくさんのことを経験し、教えていただいていると思います。いつもありがとうございます。

37 子供の話をよく聞き指導してくれている。挑戦させてくれている。

38 まだ0歳クラスなのでわかりませんが、他のクラスの先生も名前で呼んでご挨拶くださり、あたたかく自然体で、心地良いです。

39 今年度はコロナの影響で、そうした機会が減り、代替の対応が特にある様子でもない。

40 年長になるに従い集団遊びが増えてきて、楽しみながらも子供の成長に繋がっていると思います。

41 グループ活動の中での問題点は報告だけでなく、保育園で解決できるよう対応して欲しい。

42 男女、でグループ分けなどのシーンがあるようなので少し気になる。

NO 意見

1 よく散歩に行ってる印象です。

2 コロナ対応もあり大変な中、状況見て良く対応頂いていると思います

3 園以外にはほとんどでない

4 コロナなので仕方ないと思います。

5 withコロナではありませんね。

6 コロナの流行があったのは重々承知しているが、4月に入園してからお散歩に行った回数が数えるほどしかないのが残念。

7 今年はコロナ禍で外に散歩に行けない期間が長かったが仕方ないと思う。

8 お散歩はほぼしていないと思います。コロナの影響もあるのでしょうか？把握できていないです。

9 新型コロナ流行以降はかなり減っていると思いますが、仕方ない面があると思います。

10 今年度入園で、コロナウイルスの影響もあるのでわからない

11 車が通ったり危険だと感じるし安全確保に大変そうなので、無理して園外にいってほしくはないです。

12 コロナ禍ではありますが、遠足や近くの公園で遊ぶなどしていただいてると思います。

13

散歩の回数が少ないと思います。

園庭のない認可園では基本毎日散歩に行くと聞きます。なぜ認可園では安全対策を理由に同様のことができないのか。安全面の担保は大切ですが

過剰になっていないか、他の園での取り組みをシェアして学べるところがないのか、特に従来の保守的な考え方を踏襲しがちな区立保育園で考えてい

ただきたいです。

14 遠足など、より多くの園外保育があるとありがたい

15 コロナ後は減った気がしますが、仕方ないと思っています。

16 コロナの影響なので、しょうがない

17 今年はコロナの影響があるため、通常よりどの程度あるかわかりません

18 コロナで外へ出るのを控えている様子です。私立園などはよく出ているのを見かけると、差を感じます。

19 近隣の公園や神社へ連れて行ってくれているようでありがたいです。

20 コロナの影響で外に出る機会が減っているのは仕方ないかと思うが、近隣へのお散歩や遠足は少しずつでも良いので実施してはどうかな？と思います。

21 コロナの影響もあり、やむを得ないと思う。

22 コロナの影響があるので、仕方ない部分もあると思う。

23
コロナの影響で頻度は下がりました。もう少し屋外でのびのび遊び回れる、遠足などでいつもと違う体験をするなどできたらより良いなと、仕方のないこと

とは言え残念に思っています。

24
コロナの影響もあるが、遠足は無く、お散歩もほとんど無い。お散歩に行っても園の周りを一周するだけなど短時間になっており、量的にも質的にも不

十分と感じる。

25 以前より大分減ってしまったが、仕方ないのでは。

26 年長組だけではなく年中組も一緒に芋掘り遠足に行けたら、家庭でなかなできない経験が増え嬉しいです。

27 感染対策や園児の事故防止のためにも仕方がないと思う。園内でも楽しく過ごせる工夫があり不満はない。

28 新型コロナの影響でしかたないとおもっている

29 私立保育園と比較すると散歩の頻度は低いと思います。

30 コロナの状況もあるが最後の年なのでなるべく野外の活動は多く経験させたい。

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？



31 公園に行っているのだろうけれでも、報告がないのでわからない。情報が欲しい。

32 コロナ禍でありながら上手にイベントなど行って頂いています。大変ありがたいです。

33 コロナの中工夫されている

34 今年度に関してはコロナの影響で少なかったので残念だと思う。子供はもちろんだけど、特に年長組の保護者を思うとなんとも。。

35 今年はコロナの影響で少ないと思うが、なるべく外に出したいと先生方が考えているよう感じる

36 散歩が少ないように思いましたが、クラス人数の多さから仕方ないのかも。

37 コロナ時は配慮をいただいて外遊びはなかなかしなかったこともありましたが、いまはほぼ通常の様子で外遊びを組み込んでいただいてる様子です。

38 個人差はあると思いますが、体を動かして発散できる遊びができると助かります。

39 散歩の機会を増やしてほしい。季節の移り変わりや交通ルールを理解する機会が増えると良い。

40 園庭が十分の広さではないので、散歩の機会、距離をのばしてほしい。

41 もう少し散歩に連れていっていただけるとありがたいです。

42 園内に庭園があるので、それで十分とも思っている。

43 なし

44 散歩の機会がほとんどないと思うが、例年とは状況が違うので、仕方のない対応だと思います。

45 コロナで今年は少なく残念でした。

46 コロナのため仕方がないと思う

47 散歩は少なめだけど園庭やホールがあるので体遊びの機会は十分だと感じている

48 他園と比べて散歩の頻度が少ないような。昔いた園では日に二回外に出ていた。遊具で遊んでみたら、かつてより体力が低下したと感じた

49 午後にも外で遊ばせたり、土曜保育でもプールやシャワー遊びをしていただけると嬉しいです。

50 園庭と屋上を他の学年と順番に使わねばならないため、乳児だと園庭に出る機会が少ないと感じる。

51 頑張っていただいてるとは思うが、もう少し増やして欲しい。

52 コロナのこの状況のなか、よくやってくださっている

53 コロナかで大変な中、散歩、園庭での遊び、ホール、と体を動かせるように配慮いただきありがたい。

54 コロナ禍の中、いろいろと工夫して頂いてるありがたいです。

55 安全は第一だけどもっとお散歩や公園や、遠足に連れて行ってほしい。小石川植物園がよい。

56 いつも園外保育の機会を設けてくださり、大変感謝しております。子供にとって1番の楽しみは散歩のようです。

57 コロナで先生方も負担多い中、年長クラスに思い出作りの配慮がありがたい。

58
幼児クラス在籍だがコロナ対策で幼児の散歩が最近ようやく解禁になった。そのため、ここ半年で明らかに運動量が減って夜寝ないことと、子供の体重

増加が悩みである。

59

数年前の方がお散歩に出かける頻度は高かったです。事故などが増え、お散歩の道順の調査のため一時お散歩が減ってしまうとの報告は受けました

が、以後も頻度は少ないと感じます。

コロナなどあるため、園庭や室内で密になるよりはお散歩の機会を増やすのもいいのでは、と思います。

60 コロナ流行以前はある程度されていたと思います。

61 園庭が小さいので、もっと外にお散歩に出かけてもらえたら嬉しいです。

62 コロナの影響で仕方がないとは思うが、年長クラスの行事がかなり減少した

63
散歩の場所が限られる中、たくさん散歩に連れて行ってもらっていると思う。またその時の様子を連絡帳にて書いてくださり、毎日楽しみに読ませていた

だいています。

64 短時間でもいいので、天気がいい日は毎日散歩に連れて行ってほしいです

65 できればもっと遠足してほしい。ただ今はコロナもあり難しいとおもいますが

66 コロナを理由に散歩に行けないとのことだが意味がわからない。他の区立保育園は散歩に行っているようだが、1度も行っていない。

67 まだ0歳児クラスなので。

68 コロナもあったので。でも園庭があるのでずっと良いと思います。

69 散歩の頻度はもう少し多くても良いと思います。

70 仕方ないですがコロナ以降、外遊びの頻度が減っているように思います

71 近所の広場、公園などよく連れて行ってくださっているなと感じます。いつもありがとうございます！

72 年長クラスは劇の練習などであまり外出できていないようだ。

73 コロナなので通常より回数が減るのは仕方ないと思います

74
昨年度から散歩の頻度がかなり減った（特に幼児）。園外に出ることには危険もあり、ためらわれるのは理解できるが、もう少し外で過ごす機会が

あってもよいと思う。

75 今年はコロナということもあり、それを踏まえてできる限り対処して頂いてると感じます

76
近所でいいからなるべく園庭ではなく、公園に連れて行ってほしいです。事故などのリスクもあるので先生方は園庭のほうが楽かもしれませんが、子供に

とっては長い時間が毎日園庭なのはつまらないと思います。

77

新型コロナウイルスの影響で仕方のない部分もあるし制限のある中で工夫してくださっている先生方には感謝の気持ちでいっぱいだが、年長児の園外

保育はもう少し増やしてあげてほしいかなと思います(平時はかなり充実していたと感じていたので余計に…公共交通機関を使うことも学びの一つかと

思いますので)。例えば区の協力でビーグルバスを貸切り区内を見学するとか区内でも歩きでは行けない遠くの公園に行くとか。

78 園庭や広いホールのある環境にいつも感謝しています。

79 散歩はもっと多くてもいいかなと思います。



80

コロナ禍で園によって散歩の頻度のばらつきがあることがわかりました。2020年3月以降の園の対応を区のほうでも把握し、どの園が良い、どの園が悪

い、ということではなく、最善の対策はなんだったのか、今回の事態を教訓として区でまとめ、区立、私立園の責任者の皆様と共有していただきたいで

す。園によっては、まったくお散歩に出られなかったところもあり、そこはそこでしっかり子どものことを考えてやってくださったのだとは思うのですが、数か月そ

の状態が続くことで子どもの体力相当弱ったと思います。今後どうすればよいのか、という視点で、是非今回の蓄積された例を生かしてより良い保育に

役立てていただければと思います。

81 以前より散歩が減ったように聞いているため、季節や社会を感じるのに出掛けられるとよいと感じている。

82 散歩や公園、庭での遊びが少し少ない。天気が良い日は外で過ごして欲しい

83 コロナの予防のため、ある程度仕方ないと思っている。

84 遠足等は現状仕方ないかと思います。

85
今年はコロナのため仕方ないですが、例年に比べて機会が少なくて残念です。

また、公立でも園により遠足の回数に違いがあるのは疑問に感じていました。

86 コロナ以降機会が減っていると感じる

87 以前は散歩によく行っていたようだが、最近は行っていないようです。

88 今年はコロナもあるので仕方ないと思います。

89 午後の散歩や遠足などの行事をもう少し増やしてほしい

90 もっと沢山園外保育をして欲しい

91 外遊びが足りないように感じる

92 野外活動の割合をもう少し増やしていただきたい

93 コロナの影響で、少なくなってはいるが、色々と工夫して下さっていると思います。

94
同じ認可でも毎日外遊びをする園と、そうではない園の差が激しい。

もう少し外遊びを増やして欲しい。

95 コロナのため縮小なことに不満はありますが、コロナの中やってくださっていることに感謝です

96 回数は減っていると感じていますが、コロナの影響と理解しています。園庭がありそこで外遊びができることに感謝しています。

97 回数は少なそうですが園庭広いので、それほど不満はありません。

98
園庭や近くの公園での外遊びは十分実施されていると思うが、少し歩くと季節を感じられる公園があるので、散歩も積極的に実施していただけると嬉

しい。

99 感染症対策により、お散歩、遠足、運動会など、通常通りに行えないのは、残念だか、それに変わる遊びを提供してくれたり、感謝している。

100 コロナの影響で，遠足は例年より格段に少なくなっている。

101 ベランダに園庭、隣接する公園とパークロードがあり、雨天でも外で遊べる環境にあり、とても恵まれていると思います。

102 コロナだから仕方ないけど、物足りなさは感じている。

103 コロナの中、いろいろ考えて対応してくださり感謝です。

104 もう少し頻度を増やしてほしいと思う一方で、今のコロナの状況では難しいかなと思っています。

105 園庭が狭いため、もう少し散歩に連れて行ってもらいたいです。

106 もう少しあっても良いと感じます。

107 コロナなので今の状況では仕方ないと思います。

108
感染防止のせいか以前よりだいぶ減ってしまった

感染防止と園児の体験、活動も両立しながら

109 せっかく園庭があるのだから、午後も外で遊ばせて欲しい。体力があまり過ぎて困っている。

110 コロナがあるので、なんとも言えません

111 今年度はほぼ行けなかったので少し親としては物足りなさも感じてます

112 今年度は控えめだが、例年は遠足もちょうど良い頻度だと思う。

113 コロナの影響もあるので、そこも十分考慮していると思慮。

114 遠足の回数が今年は少ないのでもっと他の形で対応して欲しい

115 コロナの影響で仕方ないとは思いますが週三くらいで外に出して欲しいです！

116 コロナ感染拡大のため仕方ないと思います

117 コロナ禍で仕方ない対応だが、年長組の遠足がすべてキャンセルとなり、それに代わるイベントは少なく、少し残念に思う。

118
コロナという特殊状況下においてやむを得ないと思いますが、過去登園していた長男の時と比較すると、外遊びや園外活動が少ないのを感じでいま

す。

119 今年はコロナで遠足も行けなかったので。

120 コロナ禍で仕方ないです

121 コロナとは言え無さ過ぎ。民営の保育の質の悪いレベルでは、何のための公営なのでしょう。

122 コロナ禍の中、工夫し子供たちの楽しむ気持ちを大事にしてくれていると思います

123 公園遊びや散歩が少ない。屋外遊びで有ればコロナ対策としては通常よりリスクは低減すると考えれるため外遊びなら機会を増やして欲しい。

124 特に2020年はCOVID-19対応で例年とは違う状況に苦慮しつつも外出など計画していただき感謝しています。

125 covit-19の影響があるので仕方ないと思います

126 お散歩の頻度を増やしてもらいたい

127 散歩に全く行かなない。運動不足。

128 もっとしてもらっても良いです



129

散歩や遠足の機会がなくなってしまったことはとても残念です。散歩や遠足も、貴重な学び/身体を動かす機会だったと思います。芋掘り遠足に行かせ

ていただいたこと、裏庭遠足など工夫していただいたことはとてもありがたく思っています。

今年、小石川植物園が文京区の園児が自由に使えるようになったと聞きました。なのに、全く行けないのは、コロナ禍で団体受付を停止しているため

でしょうか。平日はほとんど人がいない広大な植物園なので、園児＋先生の26〜27名程度で訪れても、実際のところ、全く問題がないように思いま

す。せっかく保育園児の利用に融通をきかせていただいたので、杓子定規な対応ではなく、もう一歩融通を利かせていただくようお願いできないもので

しょうか。行く頻度を上げないまでも、せめて例年程度には行けるといいなと思います。年長児にとっては年少の頃から通い続けた思い出の場所です。

最後の年にどこにも遠足に行けず、思い出深い植物園にすら行けないのだろうかと思うと不憫です。なんとかならないでしょうか。

130 コロナの影響で、散歩がされていない。保育士の業務量が増えたからか？園から説明があったのか？毎日園内で遊んでおらず、筋力低下が心配。

131 もっとしてほしい。

132 コロナの為

133 コロナ禍で制限がある中でも、園外保育をしてくれ、感謝しています。

134

感染拡大が止まらない現状でも年長さんのことを考えておいもほり遠足や、

園庭ピクニックなど色々工夫して考えてくださっていると思います。

判断が難しいところだとは思いますが、引き続き出来る限り実施の方向でお願いしたいです。

135 遠足は比較的多いと思うが、日々の散歩をもう少し増やして欲しい。

136
コロナの影響でやむを得ないこともありつつも、状況を地域、時期ごとに丁寧に把握し、近所の公園や植物園への散歩など、人数を絞るなどの工夫を

して、できることを考えて対応していただきたい。

137 コロナが始まる前から、以前に比べて園外への散歩が減ったと思います。

138
コロナ状況下ですので今年に限っては何とも言えないですが、もちろん機会があるなら、戸外活動は実施していただきたいです。園庭がない園では切

実ではないかと。

139 今年に限ってはしょうがないと思うが、やはり散歩は少ないと思う。

140 庭があるのであまり散歩は無いと思います。

141 園庭があるので散歩の頻度等はあまり気になりません。

142 広い園庭もあるので、今の頻度でちょうど良いと思います。

143 園庭以外にお散歩に行く頻度がかなり少ない印象。園庭でも十分楽しんでいるが、お散歩など外へ行く機会を増やしていただけると有難い。

144
散歩や公園などに出る機会が少ないと思うが、園庭が充実しているので安全面ではよい環境だと思う。園外の体験は週末に家族で積極的にしてい

きたいと思うので大きな問題とは感じていない。

145 園庭があるためか、園外活動が少ないと思う。個人的には幼児クラスは昼寝時間をもっと短くして、午後も園庭か園外で遊ばせてほしい。

146 コロナ禍の難しい環境の中、散歩も復活していただいてありがたく思っています。

147 コロナ禍の中でも、ご配慮いただき感謝しています。

148 園庭も十分広いですが、散歩も行ってもらえて子供は楽しそうです

149 コロナ対策をして、少しは散歩や遠足に出かけさせていただきたいと思う。

150
現在はコロナウイルスの関係で難しいのかと思いますが、遠足やお散歩は子供達にとって本当に楽しく思い出に残る行事なので、ぜひ続けてほしいで

す。

151 今年度はコロナでやむを得ないこともあり、今年度の質問項目に含めることに違和感があります。

152 お散歩が少なく感じます。

153 もう少し園外保育、散歩、公園など行ってほしい。

154 もう少し屋外で遊べる頻度が高いといいと思う。

155 今年に入り、新型コロナウイルス対策のため、園外への散歩はしていないとのこと。

156 散歩に出る回数が例年より減ってる

157 園庭があるので園外活動が少なくても問題ないと感じています

158 遠足に行かないことの説明が特にない

159 もっと外に出てほしい

160 お庭が充実していてありがたいですが、もう少しお散歩の機会もあると嬉しいです。

NO 意見

1 特に機会がない

2 コロナなので仕方ないと思います。

3 このような社会情勢なので、今は交流する機会は必要ないと思う。

4 こうした交流は実施されたことを聞きませんが、コロナで避けているのですよね？　でしたらわかりようがありません。

5 コロナにため現在は難しいと思います。

6 問12と同じ

7 今年はコロナもありますし、機会は無かったと思いますが、毎年企画してくださっていると思います。

8 コロナ禍のためか、交流についてはあまり聞いていない

9 コロナウイルス対策のため、様々な行事が中止になっているため。

10 このコロナ禍なので、無理に隣接団体と接する必要はない状況下だと思います。

11 今年はコロナの影響があるので通常どの程度あるかわかりません

12 ほとんど実施していることを聞かないです。

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？



13 交流の機会をもう少しもって欲しいと思う。

14 現在行っていないのでは

15 コロナの影響もあり、交流がなかったと思う

16
今年はやはりコロナの影響でほとんどありませんでした。例年は積極的に機会を設けてくださっていました。来年は、感染に気をつけながら、何回かは実

施されるとよいのですが、施設の問題もあり、難しいと理解しています。

17 近くの老人施設との交流は年長クラスであったが、頻度としてはとても少ないと思う。しかしコロナウイルス対策のため仕方ないかなとも思う。

18 年長児の小学１年生訪問以外、ほぼ無いと思う

19 コロナのためそのような機会がないため

20 コロナ禍のため難しい判断でありどちらとも言えないにさせていただきました。

21 コロナのため多数とかかわりはリスクもあるので落ちついたら再開してほしい

22
コロナ時ですので直近数年は難しいと考えますが、昨年度までを考えるともっと介護福祉施設、小中学校、他の園などとのイベントや訪問連携があっ

ても良いと感じます。

23 コロナ中は難しいと思います

24 機会がある方がいいが、今の時期は感染リスクを考えると無い方がいい。

25 なし

26 今年はしたくてもできない状況だと思います。

27 そういった取り組みが今のところ発生してない

28 年齢的にも、日々、先生との関係性や園児同士での社会性が築けることを重視ししていただけるほうが安心できるように思っています。

29 感染症の流行している現状では、交流はしなくて良いと思います

30 年長以外はあまりないように思うし、必要もあまりないように思う。

31 不要

32 他区より施設等との交流する機会は少ないと感じられます。

33 少ないのはコロナで仕方がないのではないか

34 コロナでなくなったと理解してます。

35 コロナで縮小している

36 新型コロナの影響で交流するのが難しいと思う。

37 残念ですが、今は不特定の方々と接する時では無いと思います

38 ほぼ、ないと感じます。

39 コロナの影響もありそうです

40 コロナ化の影響で難しいかと思うので、状況が落ち着いたら交流する機会が増えて欲しいです。

41 1歳児クラスにおいて、今年度近隣の人たちと交流している話を聞いたことがないです。

42 今はリスクが高いので行わなくてよいと思います。

43 今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、やむを得ないと理解している。

44 交流をしているとは思わない。

45 コロナだから、交流の機会は減ってしまっても致し方ないと思っている。

46 コロナの予防のため、仕方ないと思っている。

47 現状は感染症対策を優先で良いかと思います。

48
時流上、感染を考慮した行動が最優先だと思われる。登降園で騒がしいと近隣住民から苦情があるそうなので、もう少し理解を深めるような交流は

しても良いとは思う。

49 この時期なのでなくて良いと思う。

50 コロナ禍になり、無理のない範囲で…でよいと思います。

51 そのような機会は1歳クラスにはないが、今はコロナの問題もあるので、外部との交流はいらないと思う。

52 内容をあまり把握していない

53 今はむしろ交流してほしくないです。

54 今年度はコロナで難しいのではないでしょうか。

55 コロナの影響か、今のところ交流の機会はありません。

56 コロナ禍なので、なんとも言えません。

57 今はできなくて当然だと思います。

58 そのような機会がどこにあるのかわからない

59 そもそもコロナ禍において実施を推奨されるものではないと思います。

60 コロナなので交流がないのは仕方ないと思います。

61
コロナの感染防止で大幅に減ったと感じる

同上

62 交流がない。

63 コロナがあるので難しいと思います

64 今年度はないが例年はある程度機会があると思います。

65 今年はコロナが流行しているので、交流がないのは仕方がない。

66 今年度に限っては何ともいえない。

67 コロナ感染拡大のため仕方ないので、少ないとは思いますが不満は感じていません。

68 今年度は無くても仕方ないと思っています。

69 コロナなのでやってない?不明

70 コロナ禍の為、必要以上の交流はいりません。



71 全くない

72
全くなくなってしまいました。他の団体との交流は、社会で生きていく上で必要な経験として設定されていたものと思います。それはなくなってしまって良

いものなのか、仕方がないことと思いつつも、今後どうなっていくのだろう、と思っています・・・

73 機会はあった方がいいと思うが感染防止が最優先

74 社会情勢的を鑑みると仕方ないと思っています。

75 コロナで不足していると考える

76 コロナの状況下なので、今は皆無でもしょうがないと思います。

77 今年度については、コロナの影響から必要とは思っていない。

78 コロナ状況下ですので今年に限っては何とも言えないですが、もちろん機会があるなら、こうした活動は実施していただきたいです。

79 感染症の影響もあり、現在は自粛されているかと思います。

80
今年度に関してはコロナでの接触制限もあるので、わかりませんが、例年では近隣の学校の体育館を使わせて頂いたり、近隣施設との交流は十分に

あると思っています。

81 コロナで仕方ないと思うが、前の保育園より大分減った。

82 特に求めていません

83 コロナ禍のため交流は無いと思います。例年は十分に交流されています。

84 そこまで近隣との関わりが重要かどうかわからないため。

85 コロナもあり難しい面もあるかもしれないが、せっかく近くに小学校もあり、いろいろな世代の方と触れる経験が増えればいいなと思う。

86 今年はコロナもあり、機会は少ないものの致し方ないと思う。

87 現在の状況下での交流は逆にしない方が良いかと思います。

88 今年度はコロナでやむを得ないので、今年度の質問項目に含めることに違和感があります。

89 感染症対策との両立は難しい課題だと認識しています。

90 コロナ禍では交流は無い方が安心です。

NO 意見

1 昨年度笑顔でのびのび保育をしてくださっていた先生が今年はしんどそうな印象を受けています。クラス担任間の仲が良好なのか心配しています。

2 子供も我々親も、絶対的に信頼しています。ありがとうございます。

3 事務的

4 幼児クラスに関しては教育的な内容ももう少し取り入れてほしい。

5

忙しい中でも、丁寧に対応してくださる保育士の方がほとんどですが、明らかに不機嫌、面倒くさそう、話しかけてこないでオーラの保育士もいる。仕事

なので、自分の機嫌や私情を挟んだ態度はどうなのだろうか。また、園児が話しかけても聞こえてないのか、忙しくて対応出来ないのか、いっぱいいっぱ

いなのか、無視する保育士もいる。

6 一部、一方的に要求をいうだけで、こちらの話をきかない、言葉のキャッチボールができない先生がいる。まずは人の話をきいてほしい。

7 安全性に不安を感じたことがありましたが園長先生が対応してくださいました。

8 いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

9 素晴らしい保育士の方々に恵まれていると思います。

10 親の職業について話題にしたり他の保護者にうっかり伝えたりすることはやめてほしい。

11 優しく愛に溢れた先生ばかりです。

12
区立園は年齢層が幅広く安心して子どもをお願いできるし、保護者も相談しやすい。今後もどの年齢層の先生方も働きやすい環境、産育休、介護

休、そして年次休暇等を取りやすい環境を整え、年齢層の広い保育士の先生方の配置ができるよう行政に期待したい。

13 言葉遣いが気になる方（非常勤の先生）がいらっしゃる。

14 担任の先生以外も子供としっかりコミュニケーションを取って頂いており、大変感謝しております。

15 とても良くしていただいて満足してます。

16 多くの先生は明るく接してくれています。

17 相談したことに対してもう少し柔軟に対応してほしい

18 いつもにこやかに、あたたかく保育してくださっています。親子ともども助けられています。本当にありがとうございます。

19 毎日本当にありがとうございます！

20
不満とまでは言わないが、廊下ですれ違った際に目も合わせず小声で挨拶する担任がいる。そういった際でも「今日は〇〇したんだよね」と些細なこと

でも声を掛けてくれる担任もいるのでどうしても比べてしまう

21 大変満足しています。子どもも先生たちが大好きです。

22 子供の意見や事実を確認しないことがある。

23 担任でなくても声かけなどされており楽しく通えております

24 言葉遣いが汚い

25 先生によって子どもへの対応に差があると感じています。

26 ひとりひとりをよく見てくれている。

27 なし

28 園長の対応が素っ気なく、冷たい。寄り添う感じを受けない。用務の方がイライラしていることが多く、挨拶しても無視される。

29
子供の保育、教育についてはしっかりやってくれていると感じる。でも保護者へのアウトプットが少なく、良し悪しが殆ど判断出来ない点が残念。やはり

個々の会話量をもう少し増やしたい。(先生達にとって負担になるということは承知している)

30
各保育士の方々には不満はないですが、キャリアが偏らない担任の組み方にしていただきたいです。若い先生方だけ、よりも若手とベテラン、のような

形だとより安心です。

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？



31 問11と同じ

32 子供を否定するような言葉がけをする先生がいるのが気になります。

33 いつも良く遊んでいただき、兄弟ともに先生方が大好きです。ママといいまちかえて、先生、と家で言われると、少し凹みます。

34 よくやっていただいている

35 挨拶をしない、子どもの対応がなおざり

36

以前の園長は、毎朝事務所から出てきて全員の子供達に名前を呼び、おはようございます、の挨拶をしてくれました。連絡帳も全部読んでくれていた

ようで、帰り際に話しかけてくださったり、相談事もさせていただいたりと、とても心強く感じていました。

現在の園長はかなりの時間、事務所にこもってパソコンと向き合っていらっしゃいます。玄関と事務所の間の窓も閉め切っていて、子供が挨拶をしても

気づいてもらえません。

クラスの先生方は変わらずとても良く接してくださり、心から感謝しています。

37 保育参加がなかったので、様子がいまいち見えません。。判断に困ります。保育参加をまた復活させてほしいです。

38 叱り方が適切ではないのではないかと思うことがあります。

39
皆さま愛情もって接してくださり、子どものちょっとした変化なども丁寧に伝えていただいています。クラス問わず保育士さんはみなさん笑顔で挨拶してくだ

さり、とても素敵な園だなと思っています。

40 子どもが先生に話しかけづらく、伝えたい事を躊躇してる(先生と子どもの信頼関係ができてないのではと思うことがある)

41

先程のしつけのところにも出てきたのですが、少し躾けている姿が怖いというのはありました。何分ぐらいしつけるのでしょうか。個人的には1分も話をすれ

ばいいと思うのですが、少し長い気がしました。本人に（話したことの意味が）わかる？と聞いても、わからないと返答する場合に、解放されないという

のもなかなか厳しいと思いました。家庭でもこういうポイントは、しつけをしてほしいとかあると一貫したしつけができるのですが。

42 話し方や態度が雑、不愉快な事がある

43
担任の先生は、登園自粛している子供に対して様子をよく見てくださっていると感謝しています。

朝の送り時間の先生も、朝から元気よく挨拶してくださり、子供の馴染みやすい空気を作ってくださっています。

44
子供に対する言葉遣いが悪い人がいる。親の前で子供の片腕をつかんで持ち上げ移動させたのを見て、親がいない場所ではどのような対応をしてい

るか心配になった。

45 子供の長所ではなく欠点ばかりを多く見たご対応をされているように感じます

46

今年度に限ってですが、クラスの担任の先生方以外の方が、ご挨拶を徹底してくださっている印象です。（こちらから声をかけずとも、お声がけいただけ

る先生方がほとんど）きっと少ない人数の中で保育に集中されているので、仕方ないのかもしれないですね。（しかしこれまでは、目が合うだけでご挨

拶される担任の先生方ばかりだったため、驚きました。マスクをしているので、親の顔を覚えるのも難しいのかもしれませんね）

47 先生方にはいつも感謝の気持ちでいっぱいです。例年よりも大変な中いつもありがとうございます。

48 連絡帳に書いたことに対して全く返答されない方が１人いて辛い。

49 一人一人の個性や性格をよく把握されていて、よくみてもらえている印象がある。

50 子供も信頼しきっていますし、衝突等ありつつも社会性が身についてきている実感があります。

51 聞こえていないのか、気付かないのか、子供の前でも挨拶を返さない職員がいる。

52 子供の気持ちに寄り添って無理強いせずに接して頂いている

53 義務的に感じる面があり、子供の情緒を考えても愛情深く接してほしい

54

面談で担任の先生に何度注意をしても聞かずに困る。クラスの中で迷惑をかけていると言うような事を言われた。

普段から登降園時に話してくれればよいのに、面談でここぞとばかりに苦情を言われた。

いい所を1つも言われず、笑顔もなく圧迫面談のようでした。

まだ乳児なのである程度個性と見て面倒を見て欲しいが、人数が多いので難しいのでしょうか。

55 ワンマンな先生がいた時、保育園に行きたがらなかった

56 挨拶をしない先生がいる、先生によって言う事が違うので迷う時がある。

57 保護者に今日の様子を伝えてくれる先生と，全然会話をしてくれない先生とがいるので，もう少し気軽に声をかけてもらえるとありがたいです。

58 園児には良い接し方をしているのかもしれないが、親に対して冷たいと感じる時がある。

59 先生が皆さんとてもよく見てくださって、満足しています。

60
たまに夕方迎えに行くと機嫌が悪そうにしている保育士（非常勤？）の方がいる、こともある。人間なので疲労や機嫌などしょうがないが、個人を責め

るつもりはなく、そのようなことが起きていることを園としてきちんと把握し、防止してほしい

61 クラスの先生方はとても親切でよく一人一人を見てくれています。

62 非常によく見ていてくださると感じます。安心して預けることができています。

63 時間帯で入ってる臨時職員のかたは挨拶もなく、不平等感があります

64

一部の保育士の指導が良くない気がします。例えば子供が走ってしまった時に、長い時間、走ったらいけないのわかる？とか、わからないの？とか、肩を

持って1分以上問い詰めるのは見ていて、見ている限りやりすぎだと思う。指導を監督しているのか気になります。歩くようにしよう。一度歩いてみてと

いってできたら褒めてあげる、とかポジティヴな指導をもう少し園内で検討してほしい。

65 殆どの保育士がよく声かけ、笑顔で接してくれているが、仏頂面で話しかけにくい保育士がいる。

66 言葉使いが悪い

67 子どもが保育園に楽しく通っていることが全てだと思います

68 言うことを聞かない子供を厳しい言葉で叱りつけているのを見た。言われた子供もなんだか分かっていなそうだった。

69 子供相手なので多少密になるのは仕方ないが、保育士さんの手指衛生や正しいマスク着用方法については徹底していただきたいです。

70 子どもの気持ちに寄り添ってくださり、いつも感謝しています。

71 協調性がないという理由で乳児に対して兄弟と比べたり、パワハラと思われる言動がある。

72

コロナ禍において、たくさんのことを諦めなくてはならなかったこどもたちです。その姿を見ると胸が痛みます。でも大変な状況の中、先生方がいつも、こど

もの気持ちに寄り添ってくださいます。そのお気持ちが涙が出そうにありがたく、現場の先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。いつもありがとうございま

す。

73 子供も親も、園と保育士を信頼している。保育士はみな、厳しい中にも愛情があり感謝している。



74 こちらからしても挨拶をしない先生がいる。

75 どの先生もとても優しく丁寧で、情報共有がよくされていることを感じ、安心しております。

76 先の質問にも書いたように対応が先生によってムラがある。あと、先生ごとに言っていることが違うことがあり困ったことがある。

77 お迎え時に保育園での様子を知りたいと伝えているが、忙しいのかあまり教えてくれない。

78 職員の皆さんが子どもに声をかけてくれ、園全体で保育をしている雰囲気が感じられる。

79 1日の終わりに、何をして誰と遊んでいたかなどもう少し報告が欲しい。

80 子供が間違った事をしても、対話しながら納得させていて、子育ての参考になる部分が沢山あります。

81
以前に一度だけだが、園からの呼び出しの際にお迎えに行った時、先生同士でこそこそ話をされていた。お話しされてた内容は分かりませんが、あまり

良い印象ではありませんでした。

82 子どもの気持ちをよく汲み取ってくださっている。家の中の会話でもよく先生がたの名前が出てきます。

83 いつもどうもありがとうございます！

84
保育士なのかは不明だが、子どもを相手にする方の中で、イライラを子どもにぶつけているように感じる方がいる（複数の保護者から聞いたことがありま

す）

85 他のお子さんも含め、あからさまに挨拶をしない、避けている様子が見られる保育士がいます。

86 プロ意識があり子どものことを心から考えてくださる先生ばかり。日々感謝の気持ちでいっぱいです。

87 いつもありがとうございます。家庭とは違う子どもの一面などを丁寧に教えていただき、大変感謝しています。

88 最近はコロナにより、各クラス内に入らないので状況がわからない。

89
女の子と男の子が2人で仲良くしていると、それを冷やかすことが教育上特に問題がないと思っている方がいらっしゃるような印象を受けております。

親としては性別に関係なく仲良くして欲しいため、そういったことはなるべく避けていただけたらと感じております。

90 ルールを後出しされる時があり困ります。

91 こちらからしないと挨拶しない先生が増えている

NO 意見

1 子ども同士、噛みつかれたり、噛み付いてしまったりが割と多い。保育士の目が行き届いていないかな？と思う時がある。

2 先生の人数が少ないというより子供が多すぎる

3
送迎時、園庭で遊んでいたクラスがあり、園庭の死角になっている部分でいじめられている子がいたのを見た。担任の保育士はいるものの、まったく目が

行き届いておらず、気付いてもいない状況だった。とにかく目が行き届いていないように感じる。安全面が大変心配。

4 仕方ないのは承知ですが、保育士の人数が足りず、お散歩に行けないのが残念でした。

5 3歳クラスに担任2人は大変そうだなぁと思うことがあります(けんか同時勃発時など)

6 幼児クラスになると先生の人数が足りていないなと感じます。

7
子どもが、先生は忙しいから話しかけられない、とよく言っている。お迎え時に見ていても、保育士が子どもたち全員の状況を把握できているように見え

ないし、他の子たちを面倒見ていて、自分の子が話しかけずらそうにしている様子を見ている。

8
クラスに乱暴な子がいて実際に怪我させられたことがある。保育士の人数が少ないと、何か起こった瞬間の現場を見てないことが多くなり、ちょっとした

喧嘩などならいいが、取り返しがつかない怪我などがあった時に困る。

9 十分見てくださっていると感じます。

10 保育補助の方もたくさんいらして、大変助かります。

11 現在の園は人数が多いが、他の園だと数字だけを見ると少ないように感じます。

12 むしろ多めに配置いただいてるかと思います。

13 特に乳児クラスは食事の時は忙しそうだと思う。

14
1人で遊んでいる子を見かけるが、これは保育士が足りていないのか？不明。

増やせるなら増やして欲しい。

15 固定の担任の先生の他、たくさんの先生が関わってくださっているので、子供にはいい刺激になっているようです。

16 問2と同じです。補助の先生がいるとはいえ、担任の先生が子供を保育しながら複数保護者の対応をするのは難しいと感じる事があります。

17

一人一人の先生は一生懸命やってくださっていると感じる。しかし圧倒的に人手不足の状態で、産休や体調不良で欠員が相次ぎ、補充も十分でな

い状況。

これでは保育の質を高めようが無い。大きな怪我なく預かるので精一杯でこども達の発達を促すような関わりは難しいと感じる。

以前区立の認可園に一時預かりをお願いした際の保育士の数と比べると、園児の定員数を考えても私立は保育士の数が非常に少ない。

私立園でももっと保育士が確保出来るよう区として対応をお願いしたい。

18 息子がお友達に手出しててしまうことがたまにあるが「先生の見ていないとき」が多いのでなるべく注意してみていてほしい。

19 夕方お迎え時には、保護者とはなされめる保育士がいると手薄となってます。

20 保育士の不足よりも、クラス人数が多いのが気になる

21 さすが公立園。経験ある先生方ふくめて人材の不足を感じません。朝夕も補助の先生方もしっかり配置しており、安心しています。

22 なし

23
年齢的に子どもたちの小競り合いをよく見かけるが、気づけていない場面を何度か目撃している。くしゃみ鼻水の症状がある子が増えている時期で、口

元を触った手で遊んでいる遊具の消毒などが徹底されているか不安がある。

24
私立保育園より保育者の数は断然多いが、保護者とのコミュニケーションの機会は全然少ない。先生達はいつも忙しそう。ということは人手が足りてい

ないのでは？因みに上の子の私立保育園も人手に余裕があるわけではない

25 年度末や学校行事など、保育以外の仕事が多くなる時期に人手不足を感じたことがあります。

26 早朝・夕方遅くは特に、目が行き届かないだろうなと思っています。

27 朝や夕方などは、人員不足を感じる。トイレに付き添いがなく子供が困っていたらするのを見かけた。

28 先生や非常勤の先生が大変そうです

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？



29 補助の先生方も多く、ありがたいです。

30 28人クラスは多過ぎると思える。

31 本当に先生が少ない。または子どもが多すぎる！落ち着かない

32 公園など遊びに行くときは保育士の数が多少心配。家では親と一対一でも手一杯なので。。

33
トイレに行っている子のお世話に先生が行っていて、教室に子供しかいない時がありました。少し心配になりました。たまたま、他の先生が事務所に行っ

ていたようですが。

34 2歳時クラスなので、やはり18人で４人は大変だなと思いました。人数も大人数で、目が届かない部分も出てしまうと思いました。

35 毎年なぜか学年が上のクラスよりも保育士数が著しく少ないので疑問です。

36 先生が大変そうすぎて可哀想。保育士不足とはいわれてるけど、もっと人数増やしてあげて欲しい

37

幼児クラスでは、子供たちに目が行き届いていないと感じることがある（子供たちのけんかやけが等があっても、保育士が見ていなかったため状況がわか

らないことがあるなど）。保育士の先生にはいつもよく保育していただき、先生方が不十分であるということではなく、やはり人数が足りないのかなと思う

ことがある。

38 保育士ではないが、保育補助の方も多く配置されており、目が行き届いていると感じる。

39 忙しそうで申し訳ないです。いつもありがとうございます。

40
早朝や夜などは致し方ないのかとは思いますが、そもそもの保育士配置基準がちょっと現実に即してないのかなとも感じます。20人に1人、30人に一

人、など・・・

41 棚の裏側などにいる子が危ない動きなどしていても、職員が気付いていなかったことがある。

42 お迎え時に鼻水や涙の跡が付いているときがあるので、手が回っていないのかなと気になる。

43 子どもの通う園は、他と比べて園児あたりの先生の数が多いと思いますが、先生の負担を考慮するとむしろこの水準が標準になるべきだと感じます。

44

子供達の人数に対する先生の人数としてはいると思いますが，大規模なので，小規模で確実に目が行き届く（誰かいなければすぐに分かる）わけ

ではない点は気になります。おそらく誰が誰の担当とは決まっていないと思われ，近くにきた子供を見る，というスタイルなので，誰かが見てるだろうから

大丈夫という抜けが起きそうな点は気になります。

45 普段の様子は写真以外だとよく分からないです。

46
親目線では丁寧に対応いただき大変助かっていますし、どの保育士さんも子供のことをよく見てくれているなと思います。もし、保育士さん側から人員

不足の声があるのであれば、保育士さんのストレス軽減のために対応していただきたいです。

47
子供の人数に対しての不足は感じないですが、保育士の方達が有給などの休暇を取得しやすいように、今よりも余剰人員が必要なのかなと思いま

す。

48 目が行き届いていないかな、と思うことはあります。

49 子供によって手がかかる程度が異なるので仕方ないが、とても手がかかる子にかかりきりになっているケースが散見される。

50

要配慮ほどではないが、丁寧な保育が必要な子が複数いる場合、担任だけでは見られないように思います。要配慮判定の際に、その特定のお子さん

に補助員を付けるか付けないかの二択ではなく、支援の度合いで判断し、部分的に配慮が必要な子が複数いる場合にはクラスとして補助員を付け

るなどの対応をお願いしたいです。

51
幼児クラスは人数が足りておらず、トラブルを防げないときがあると思う。要配慮児の申請を勧められたが、人数が足りていればその話もないのではと思

う。

52 最低人数より多いとはいえ、1クラスあたりの児童数が多いので不足を感じます。

53 産休や休職している保育士の分が補充されていないと感じることがあった。

54 保育規定に沿った最低限の数。子どもの成長過程のサポートには不足を感じます。

55
幼児の時のパンツトレーニングが、午後、先生の人員不足という理由でオムツだった。家ではパンツで過ごしていたのに、保育園で逆戻りになることもあ

りパンツの習慣化に時間がかかってしまった。

56 事務処理専任の職員（文書作成・電話応対・掲示物作成等）がいると先生方の負担も減ると思います。

57

もう少し先生方に余裕が持てる人員配置だと、コロナのような事態にも柔軟に対応しやすいのではないでしょうか。コロナの時期には、世の中から（な

ぜこんな時に預けるのだという）一部保育士さんの怨嗟の声もきかれましたが、これもまた普段の余裕のなさから生じるものではないでしょうか。また、

区立園に比べると私立園はより少ない人員配置になっているのかもと思っていますが、だとしても、区立を減らす方向で公平を保つのではなく、私立も

増やす方向になってほしいと切に願います。（区立園の人員配置も決して「多い」とは思いません）

コロナで対応が増えたところ（早朝の検温など）については、人員を増やす等されているのかなと思っていますが、現場の先生方の負荷が増えていな

いといいなと思います。

58 全ての子に目が行き届いていない。特に送迎時は親と先生が話しているので、そうなる。

59 担任の先生以外にもいつも、他にヘルプの先生と思われる方もいらっしゃり少ない印象はないです。

60 乳児クラスに比べて、幼児クラスは急に担任が減る印象が強いです。

61 朝の登園時に、連絡帳をどの先生に渡してよいか迷うことがある。

62 先生の言う事をよく聞く子は伝えたい事があっても我慢していると感じる

63 一人一人に対応する時間がないために、児童の気持ちに寄り添った対応ではなく、あっさりした対応になりがち。

64
定員に対して少人数なこともあり大変良く保育していただいています。他園では難しいでしょうが、やはり先生1人に対して園児が多いことが常なので、

もう少し余裕ある人員配置があると安心感もあります。

65 現状の制度の中では、万全の努力をしていただいていると思います。

66 感じたことはあるが、不満や不安ではない。

67 多ければ良いというわけでもないのかもしれないが、3.4.5クラスは大変なのが見てわかるから声をかけにくいこともある

NO 意見

問16. 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？



1 もう少し、広いといいのにと思いました

2 病児保育施設が少なく、遠方であり、預かり人数も多いとは思えません。

3 二拠点のみと、拠点が少なくて利用が難しい。

4 病児保育を利用しようとしてもいっぱいで利用できないことが何度かあったから。

5 施設の数は少ないと感じます。

6 うちの近くにないので、利用しづらい。

7 病児保育をもっと増やしてほしい

8
病後児保育はある程度あると思いますが、病児保育できる施設数が少なく、運良く利用できたとしても家から距離があったりして使いにくい。病児保

育施設の充実をはかってほしい。

9 保坂小児科さんが病児保育をされていることがとても心強く、利用する機会はまだないですが安心です。

10 申し込んでも連絡が直前だったり、いっぱいだったりして利用できない。

11 病児、病後児保育は受け入れが少なくそもそも、場所が遠くて利用しづらいので使えたことがないのが不満です。

12 利用したかったが定員オーバーで利用できなかった。

13 保育施設が少なすぎる

14 受け入れ数が少ないと感じる

15 時々利用するが家から遠く、満員で利用不可の時もあり、もっと数を増やして欲しい。

16 病児保育の数を増やしてほしい

17 数が少なそうで、利用できそうなイメージがない。

18 上の子のときは利用したが予約が取りづらかった

19
病児保育は費用もかかるため子供達が体調わるいときには親が休める世の中にするほうがよいとおもう。体調わるいときにはやはり保護者といたいと子

どもなりに感じるから

20 事前手続きが煩雑のため利用を諦めています。

21 受入枠の少なさ、お弁当持参ということで負担が重く使っていない

22
保坂さんのところとみつばちのみの一日12名なので、もう少しキャパシティーがあると良いと感じます。場所も白山とほぼ水道橋なので大塚や茗荷谷の

ほうにもう一つあるとバランスが良いかもしれません。

23 受け入れ場所が自宅から遠い、提出書類、診断書が必要なため軽度な症状では預けにくい。

24
結局利用しなかったが、利用しようかなと思って問い合わせたところ、やや手続き等が面倒な印象だった。(受付の方はとても親切でした。)事前に登録

はしているので実際の利用時はオンラインでできるようにするなどIT化を推進してほしい。特に子どもの体調が悪いときは忙しく、煩雑だと困る。

25 予約が取れず利用できたことがありません

26 ゆっくり休める環境になっていない。距離が保たれていないので、病み上がりの中、別の病気に感染するリスクがある。

27 なし

28 預け先が近くなく、もう少し近くにほしい。遠いせいで病児の移動負担を考え、利用を控えている。

29 インフルが流行る時期は保育数が足りなく、預かってもらえないことが多い

30 今年はまだ利用していないが、毎年助かっています。

31 保坂病児保育ルームがあっていつもとても助かっています。インフルエンザのときも見ていただいて有り難かったです。

32 ありがたいです。

33
頼れる親族も近くにいないため、病児保育に大変お世話になっています。特に保坂先生には、足を向けて寝られないほど感謝してます。ただ、定員が

少なすぎて冬時期に不安が毎日つきまといます。他の自治体を参考に、専用施設を建設してください！！！！！切実な願いです。

34 コロナ禍では、病児保育に預けるのも躊躇するので、病児ベビーシッター補助を拡充してほしい。

35 実施している機関が少なく、病気の子どもを連れて行く移動の面や受け入れ数を考えると利用を断念してしまう

36 もう少し施設を増やしてほしい。順天堂と保坂さんに連れて行くのが大変

37 利用したことはないが、受け入れ人数が少ないと思う。

38 最近はただの風邪だとコロナが疑われ預かってもらえない

39 みつばちも保坂さんも自宅から遠いのでこのような病院数を増やしてほしい

40 小学校のように保健室が欲しい

41 もう少し受け入れ数が多くなると嬉しいです。

42 病児は今はコロナで使えないのでベビシッターを頼んでいる。保育は、区の保育園が過密になっているので、元の人数に戻してほしい。

43
病児の受け入れは、現状ではコロナだと風邪は使えないのでベビーシッター にお願いしています。児童数が限界まで増やされているので狭さを感じま

す。

44

コロナの流行もあり、病気の時に他のお子さんと保育して別の病気にかかるのが不安なので利用を考えたことはありません。

自宅での病児保育をサポートする仕組み（満二歳までに利用できていた子育て訪問支援券の病児版のようなもの）があったら嬉しいです。

45 もう少し受け入れ施設を多く持たせてほしいです。

46 きっと電話してもいっぱいだろう、と思って利用したことがないです

47
使いたいと思うときに満員だったりする。でも施設はよくやってくれてると思う。サービスには満足している。駒込病院の病児保育について進捗をホーム

ページなどで開示してほしい。

48
利用の機会はなかったが、可能性はあると思い調べたり登録などはした。受け入れ数(施設も)が少ないため、一番必要な、急に病気になった場合に

利用が難しい状態かと思います。

49

去年の夏にインフルBに子どもがかかって、病児保育にお世話になろうとしたが、いっぱいでダメだった。結局シッターさんを呼んで対応したが、経済的負

担が大きいので、もう少し受け入れ可能な施設を増やして欲しい。別の施設にお願いしようとしたら、医師も看護師もインフルのワクチンが切れている

時期なのでダメだと言われた。夏場にインフルにかかった時も受け入れてもらえるような体制をぜひ整えて欲しい。



50 近所にないので、利用できない。

51 施設数が少ない

52 病児保育に対応する園を増やしてほしい

53 近隣に受け入れ施設がない為、不便であり利用しづらい。江戸川橋や茗荷谷方面にも増やして欲しい。

54 利用したことは無いのですが、申し込みの際に施設の数が少ないと感じました。

55 もっと数が増えれば、利用することもあったかと思います。

56 逆に病気をもらった

57 数が少な過ぎて使う気にならない

58 遠くて仕事に間に合わないので、利用しづらい。

59 利用したいときに利用できたので、受け入れ数は足りているのだと思うが、施設が近くにないため利用しづらい。

60
利用には手続きがあるため、突発的な場合は利用しづらく、結局利用につながらなかった。施設があることはとても助かる。短時間だけでも、当日預

かってもらえると利用しやすい。

61
保育内容については、丁寧に対応いただき大変助かりました。仕方のないことではありますが、病児保育受け入れ施設が2件しかないので予約がなか

なかとれないのと、家からも駅からも遠いので通うのが大変でした。

62
コロナが流行してからは使っていないので、もしかしたら今後は足りないと感じないかもしれません。(因果関係ははっきりしませんが、子どもが病気をする

回数が減っているので)

63 受け入れ箇所と人数が少なすぎると思います。

64 希望したものの定員オーバーで利用できなかったことがあります。

65
居住地域によっては、病児保育を利用しにくい地域もあると感じる。制度の公平性を担保するためにも病児保育を行う病院をもっと増やすべきだと思

う。

66 保坂小児科にはいつも感謝しています。(朝早く、夜遅くまでやっている。土日も診療可能。)

67 ここからでは病児・病後児保育施設が遠すぎるので利用が現実的ではない

68 いつも10名くらいキャンセル待ちなので利用できない。

69 病児保育施設を増やしていただきたいです。

70
いざ預けようとしても定員のせいでスムーズに預けられたことがない

施設も増やして欲しいし、願わくばわざわざ遠くにいかず、園内に病児保育が併設されていると理想的である。

71 利用する前の手続きが大変で利用できていない。

72 入れたことがありません

73 施設が2つしかないので、受け入れ数は足りていないと思う。

74 直ぐに定員が埋まってしまって入れないときいているので、端からあきらめて、仕事を休んでいる。

75
キャパシティ不足で急な予約が取れない不安があるため利用していない。また、普段と違う園へ連れていくのも大変なので、最初からフローレンスの病

児保育を契約している。

76
病児保育17時までは短すぎる。

朝診察を受けて預けてだと遅刻になるし、そして結局早退しないとお迎えに間に合わない。

77

利用した時はフレックス制度が会社になく、受診してから預けられる、かつ終わりが早いので、会社の就業時間と預けられる時間が合わなく、タクシー

使ったり、間に合わないと、働いてるのに半休使って間に合わせたりしました。

今はフレックスがあるので、病児保育の制度に合わせる事が出来るのですが、

制度に合わせられない会社の場合、使いづらいと思いました。

78 区内に2箇所しかなく遠いので利用できません

79
これまで病気の時は仕事を調整して対応してきましたが、コロナで登園できるハードルが上がっているので、風邪の流行るこの冬などはどこまで対応でき

るだろうかと案じています。病児シッター補助などあると、軽微な風邪症状でも登園を控えやすく、感染拡大防止に効果があるのではないでしょうか。

80 受け入れ人数を増やしてほしい

81 まだ利用したことがないが、申し込みは済ませており、受け入れ人数は少なく感じる。

82 目白台からは利用しにくい

83
病児病後児保育をしてくれる施設の場所が、区の端に住んでいる住民にはアクセスしづらい

施設を増やしてほしい

84 もっと各所に施設をつくってほしい。病気の際等に、遠くの施設まで行くのは大変なので。

85 もっと受け入れ人数を増やしてほしい

86 利用したことがある。とても丁寧にみてくれた。ただ、集団保育で互いにうつしあうので、もう少し少人数での保育環境を整備して欲しい。

87 保育内容は、全く不満ありません。ただ、数が絶対的に足りません。

88 自宅から距離が遠いこともあり、利用した事がありません。

89 利用したことはないが、前日までの予約はほぼ不可能。当日に柔軟に対応いただけると助かる。

90 保育時間が短く感じます

91 親切で安心して利用できました

92 受付人数が少ないので、利用できていない。

93 病児シッターの費用を半額持ってくださる制度がとてもありがたい

94 時間の問題や、受け入れ人数、お弁当の持参など、いろいろとハードルは高いと感じています。

95 利用の際のハードルが高そうで利用していない。

96 受け入れ数が少ないため予約だけで大変なので。

問17. 延長保育についてどのように感じますか？



NO 意見

1 お迎えがどうしても間に合わない時に、もう少し柔軟に対応してほしいです。

2 19:15のお迎えでは仕事が終わらず苦労しました。

3 利用を相談できるような状況ですらない

4
フルタイム正社員で勤務していて、18時15分までにお迎えというのは、17時台前半終業の会社以外なかなか難しいと思います。せめて18時半まで

にしてもらいたい。

5 色々と理由をつけては希望の時間まで預かってもらえず大変不満を感じています。

6 先生の負担にならない程度でご検討ください。

7 以前利用を考えた時、枠がいっぱいなら断ると言われとても驚いた。子供が満3歳で時短勤務が使えなくなるため心配だった、

8 時間を長くして欲しいとは思うが、職員の方の負担や子どもの負担を考えると現状で妥当ではないか

9 定員数が少なく外れてしまい、時間も短いため仕事を変えざるを得なくなった。

10 難しいとは思いますが、他社員さんも預けられている、20時まで預かってもらえると助かります。

11 時短が終わり定時勤務に戻ると18:15がギリギリ間に合うかどうかになる。せめて18:30だとありがたい。

12 仕事の時間がおそくなることも考えられるので延長できる時間をのばしてほしい。

13
昨年度まで受け入れ人数が少ない印象でした。ただしコロナ時のこの在宅勤務が主になってから延長保育の活用がすくなくなったので、在宅勤務状

態から出勤が、常態化しはじめたらスボット受入数を上げてほしいです。

14 通常登園も他の自治体のように7時半-18時半として欲しい

15 なし

16 他区ではもう少し長い印象がある

17 月10回だとやりくりに苦労する月もある

18 助かります。

19 ありがたいです

20 港区の延長保育は時間と、軽食ともに優れているようなので、参考にしていただきたいです。

21 定員超過しないか不安を持ちたくない、担保してほしい

22
他区との比較になってしまうが、区立認可保育園で18時半以降に延長保育開始のところもある。同じようにできないのか。また、延長保育の料金も

スポットの場合、1日400円ではなく、15分で100円などと刻んでほしい。

23 延長時間の開始をもう少し遅くして欲しい。また、スポットの場合1日400円ですが、15分毎に100円と刻んでほしい。

24 おやつではなく、夕食をしっかり食べさせてくれる仕組みがあるとよりよくなると思います。

25 コロナ禍にある為、早く迎えに行かないといけないと思いながらも、利用させて頂いてます。本人もとても楽しく、帰りたくさえ無いようです。

26 今のところ利用したことはありませんが、もし突発的な仕事が入った際の安心になっています。

27 コロナ禍のため、利用を控えています。通常だと定員数は足りていないと思います。

28
兄弟がいる場合、上の子の卒園に合わせてフルタイムに戻ると下の子の保育時間に間に合わない。保育時間に合わせて時短のままだと学童のポイン

トが下がり入れないかも、という八方塞がりの状態なため困っています。

29 コロナ前は、スポットの枠がすぐに無くなり、困ったことが割とよくありました。

30 突発的なお願いにも対応いただけて大変助かっている

31 コロナにより働き方も変わってきているので、以前は延長時間が長くなることを期待してましたが、そうでもないかなと思います。

32 7時迄は短いです。8時迄延長したいです。

33

他の自治体では8時まで預かってもらえるところがある。

他の自治体では0歳から延長保育を利用できる。

柔軟に改善してほしい。

34 延長保育の枠から漏れることで終業時間を調整をせざるを得ないので、もう少し利用しやすくしてほしい。

35 20時くらいまで対応してもらえると助かると思うことがある。

36 時間がもう少し長く、欲を言えば夕食も提供されれば良いと思います

37 軽食ではなく、しっかりした夕飯を食べさせて欲しい。

38 夜も預かってほしい。

39
1分だけ過ぎてしまった時もお金が発生した。時間より前に延長の子の食事を与えていたからとお金を取られた事があった。1分くらいは見逃して欲しい

とわがまな気持ちになりました。

40 他区は延長時間がもっと長いので、21時までの延長を希望します。

41 定期利用はしていませんが、スポット延長は利用していて、特に不満はありません。いつも柔軟に預かっていただき、ありがたく思っています。

42 延長保育の時間を最大20時までとし、夕食を希望者に提供してほしい。

43
シフト制の仕事のため、きっとなかなか難しい問題ではありますが、できれば20:15や20:30まで、延長できるとありがたいです。しかし認可ではそこまで

の延長時間の園が元々少ないので、難しいことは理解しながらも、僅かな希望はもっています。

44 スポット利用との違いについて知りたいです。利用時間について。

45 子どもの通う園は利用者が少ないため、いつでも利用ができるため現状に満足している。

46 手書きで予約なのが面倒である。もっと先の日まで予約したいときに予約の紙がないことが多々ある。理想はオンラインで予約をしたい。

47 他の区のように２０時までの延長保育が可能であると助かります。

48

延長してもたった1時間なのは短いと思います。幼児クラスはもう少し延長を長くするなどあれば早くにフルタイムに戻れたり安心して働けます。特に文

京区は、上の子が就学時は8時間勤務に戻さないと育成のポイントが下がるのに、下の子の保育園の保育時間の限度は考慮されずに、なんだか連

携されていないようなので…。

NO 意見

問18. 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？



1 私立園でも区立と同じように電子連絡帳アプリを入れて欲しい

2
書類、通達、保育園便りなどは電子化していいと思う

園児の様子については、連絡帳のような個別の書類は残して欲しい

3 写真販売は現物ではなくデータ購入させて欲しい。

4 紙媒体での連絡は非効率

5 特に電子化を望みます。

6 できるだけ保育士の方の負担を減らしたほうがいいと思う。

7 園だよりなど電子化で良いと思うが、内容についてはもう少し充実したものをとも思う。

8 電子化を進めてほしいですが、連絡帳は手書きを望みます。

9 紙で配布される方が家庭内での共有が容易かつ確実なので、できるだけ紙でいただきたいです。

10 紙は見やすいですが、時代の流れで手間の削減などのため必要であれば電子化でも良いと思います。

11 連絡帳はすぐにでも電子化にしてほしい。

12 連絡帳もデジタル化して欲しいです。毎朝手書きは大変です。

13 情報が入ると即時に確認できるためありがたい

14
レスポンスが必要なもの（面談、行事の参加の確認等）、園が発行する園だより等は紙のままで良いと思うが、区から出る全区立園共通のお知らせ

等は電子化して欲しい。

15
電子化が良いと思う一方で、手書きの連絡帳自体、コミュニケーションの実感が持ちやすいです。また、電子化された後に卒園後に手元にデータが残

せるのか心配です。

16 世の中の方針に従います

17 連絡帳や連絡もメールや専用サイトでやりとりできたら良いかと思います。

18 おたよりの電子化大歓迎です。家族で共有しやすく助かります。写真購入についても電子データでの購入を希望します。

19
書類や園情報の具体的内容がわからないので何とも言えないが、今通っている園ではアプリを利用し書類が電子化され、便利になった。（紙も残って

おり併用している）

20 先生方や保護者様が混乱しないよう少しずつ変化して頂けたらと思います。

21 毎年同じ書類を提出するのは馬鹿げている。ペーパーレスが進んでいない。

22

最近、送迎時に玄関でICカードによる打刻が導入されましたが、これは誰のために何の目的で行われた施策なのでしょうか。ICカードが導入されると

聞き、最初は門や玄関の施錠もタッチで開けられるようになるのかと思ったのですが、その予定はないと伺ってます。延長保育を利用しない限りは送迎

時間の違い（電子化されることで明確になる分単位の送迎時刻）による保育料の差はないわけで、導入の意図が見えません。

むしろ早朝など人手が足りないであろう時間にもインターフォンの子機を片手に保育を行う先生達が大変そうなので、一刻も早い施錠の電子化を導

入頂きたいです。

23

特に毎年初めの保育時間決定や親の勤務状況の書類などは毎年ほぼ変更がないのに手間がかかるのでシステム化してほしい。

連絡帳などもコドモンに活用希望。

持ち物など掲示板だと主人がお迎えのときや急いでるときは見落としがち。

電子で常に誰でもどこでも見れるようにしてほしい。

24

園舎の門扉を、毎回インターホンで、保育中の先生が手動で開閉しているのをどうにかしてほしいという、父母連の声からITC化を推進が加速された

過去があると思うのですが、

結局インターホンは手動のままで、出退園をカードでチェックさせられるだけという、保護者にとっては二度手間で改悪でしかありません。

そういう事ではなく、門扉をICカードで開閉させてほしいし、連絡帳やプールカードをネットで提出出来るようにして欲しい。連絡事項もコドモンなら配信

できるのに、フェアキャストを使い続けているという２本立てで、煩雑。全くスマートでない。

25 紙と電子と使い分ければよい。すべてを電子とするとわかりにくいこともあるため。

26 簡略化と電子化の推進は同じ意味ではないので、電子化は進めてほしいですが、必要なものも簡略化するべきではないと思います。

27 せめて休みの連絡をメールで出来る様にしてほしい。園が連絡がほしい時間帯はこちらは既に出勤していたりと忙しい

28 連絡帳が3歳からなくなるのは早すぎると思う。園での様子をたまにはノートに書いて欲しい

29 掲示物や、配布プリントにあたたかみを感じる

30

電子化、キャッシュレス、オンライン面談、連絡事項の定形化や制作物やワークのタブレット利用などを入れて先生方、園の運営負荷を下げてほしい

です。モンスターペアレント対策は園の担任や園長ではなくコールセンターのようなところでの一次受入などにして現場の先生方の精神負荷も下げてほ

しいです。

31

連絡がコドモンのアプリになったのは良かった。園での写真をオンラインで注文・決済できるのは大変ありがたいが、プリントした写真ではなくデータ購入に

してほしい。値段も高いなと思う。プリントしたい人は各自でやると思う。DVD購入も高いので動画データの購入にしてほしい。保育園側の手続きも簡

素化になるはず。

32 用紙の方がしっかりと目を通せる

33
連絡ノートは、子供の園での様子を知る貴重な情報だったので簡略化されて寂しい気持ちもありますが、先生達のライフワークバランスを大切にしてい

く上ではやむを得ないと思います。

34
捺印レスを進めてほしい。毎年、同じことを書類に手書きしてるので電子化して、変更箇所のみ更新できるようにしてほしい。園との連絡を電子化して

ほしい（連絡帳アプリの導入）。

35 なし

36 便利な一方で、自身が見過ごしてしまったり忘れてしまったりすることがあるので、親自身の慣れが必要だと思います。

37
欠席の連絡やお迎え時間変更など電子化すれば楽だと思う。

日々の園での様子もスマホで動画で観れると嬉しい。

38 紙の比率をまだ減らせると思います



39
連絡帳の電子化を希望します。管理の利便性からです。また、先生のご負担が減るのであれば、年少までの毎日のやりとりを年長まで延ばしてほしい

です。

40
年間での書類、土曜日勤務証明書や普通の勤務証明書などを最初に入っているので提出済みあるいは電子化してほしい。変わった場合のみ出す

など、、、

41 紙ものの連絡は無しで良いと思う。メールでくるものとこないものが分かれているのが微妙

42 先生の負担がないように運営してもらいたい

43
一方通行でいいので、LINEポストのような短い言葉で、端的に伝えて欲しい。紙で季節のあいさつのあるようなきちんとしたものより、むしろイベント

前々日あたりにリマインドポストが欲しい。

44 写真販売も、メール連絡があると助かります。

45 連絡帳も電子化するとよいと思う

46 写真は選びにくくなった！

47 書類をファイリングするのも大変ですし、保育士の負担軽減のためにも電子化してほしいです。

48 連絡帳のコメントがなくなり、寂しいです

49 定期刊行物はデータ配信でも良いと思うが、遠足や単発イベント関連は紙で配ってほしい。

50 門と正面玄関を利用する際、いちいちインターホンを鳴らすのが手間、カードキーなどで電子化してほしい

51 欠席や、遅刻の連絡も電子化してほしいです。

52 先生方の雑務を減らすためにも電子化は必要だと思う。

53 通ると検温できる機械を導入して欲しい

54 hugnoteを導入したことで今後様々な連絡が電子化されていくと思われます。保育士の先生方の負担が減るといいなと思います。

55
アプリなどわかりやすく整理されたものなら是非やってほしいと思うが、メールにファイルを添付される等では読まなくなる可能性がある。

献立表など、いつも壁に貼っておくものはこれからも印刷されているとありがたい。

56 写真を共有してほしい

57 環境のためにも、デジタル連絡で全く問題ありません。

58
4歳児になって先生からの連絡帳のコメントが全くなくなり、園での様子がほとんどわからず、先生とのコミュニケーションもとれなくなったと感じています。簡

略化電子化は良い面もあると思いますが、必要な情報まで共有しにくくなることのないようにお願いしたいです。

59 予防接種の情報など、区で共有して何度も書類記入を求めないようしてほしい。小学校にも引き継いでほしい。

60 連絡帳などは完全WEB化して頂きたい。ペーパーレス化希望。

61 電子化を推進して欲しい

62 紙だとなくしやすい。保育園お迎え〜帰宅、寝るまでバタバタなので。

63 機械に疎いので、ついていけないと感じることがある。もし、クラス代表になってしまったら、連絡業務など出来ないと思う。

64 見落とすことがあるので重要なことは送り迎えの際行動でも知らせて欲しい

65 紙ベースのコミュニケーションが多すぎる

66 毎日の連絡帳、園からの手紙は全てオンラインにして欲しい。

67 紙だと管理も煩雑になるため、電子化を推進していただきたいです。

68 書類は書類入れに入っているのを見つけない限り、配布があったことすら不明なので、電子化でいつでも見れて記録が残る形がよい。

69 アプリが使いづらい

70 電子化が殆どされていないので、ご時世もあり、早急に整備をしていただきたいです。

71
期限が決まっているお知らせ（特に持ち物、写真類）は、電子通達していただけると非常に助かります。掲示板だとどうしても見落としが発生してしま

います。

72

フェアキャストでは、直接文京区のサイトに飛べるようリンクを貼ってほしい。園からのお知らせももっと電子化してほしい。

入退室のカードが導入されたが、結局物理的な入室は保育士がインターホンで顔を確認して行い、園の中でカードをかざすという方式なので、保育士

の負担軽減になっているようにも思えず、また、セキュリティが向上したとも思えず、何のためのカードなのか、意義がよくわからない。

73 園の保護者全体への案内が玄関にあるが、あまり確認されてる様子がないので、そういったものは電子化でもいいのではと思います。

74 毎月の園便り、重要な提出物は現状通り紙がいい。それ以外は電子でいい。

75 電子化によって先生方の負担が減るならぜひそうして欲しい。

76 連絡帳や健康診断なども電子化されるといい。

77
紙で配布されると、目につくところに貼るなど、予定やタスクを管理しやすいので、重要事項（面談、登降園のしかたの変更など）は引き続き紙配布

として欲しい。

78
欠席の連絡もアプリ等が望ましいと思う。保育園を欠席し、病児保育を利用した時は、どちらにも連絡を電話でする為、時間短縮の為にも、アプリの

導入をお願いしたい。

79 紙が多いので、メールだとゴミも少なくていいなぁと思います。

80 簡略化、が「希薄化」にならなければ賛成です。

81 連絡帳やお知らせなど、早めに電子化していただけますと有難いです。

82 保護者としては推進してほしいが、それが今以上に先生方の負担になるのであればまだ無理に進めなくてもよいと思います。

83 連絡帳は手書きでなくても良いと思う

84 連絡帳は是非とも電子化して欲しいです。

85 紙を減らして欲しい

86
手書きのものだと、親側も先生も走り書きでお互い読めない状態のことがある。たくさんかいてくださるしこちらもすごく読みたいけど読めないのが残念で

す。電子化してくださると嬉しいです。

87 特に提出書類については電子化を進めていただけるととてもありがたいです。



88

＊できうる限り全ての書類について、電子化を推進いただきたい。

＊毎月園便りに誕生日の園児の氏名、誕生日が記載されているが、自宅で廃棄する際、気をつかう。個人情報保護の観点から、園内掲示のみに

切り替えている園もあると聞いています。

ぜひ、ご検討いただきたい。

89 質問の趣旨とは違うかもしれませんが、以前はノートに園での子供の様子を書いてくれていましたが、ノートは連絡事項のみとなり、とても残念です。

90 手間が省けるのであれば電子化でも良いと思うが、簡略化はあまり良いと思わない。連絡ノートなどは続けて欲しい。

91 掲示板に貼ってあっても見落とす事があるので、メールやフェアキャストでも教えて欲しい。

92 アプリを導入して欲しい

93
紙の伝達は配布漏れ、取り忘れが発生する。また自分宛の情報が、誤って他の保護者にわたってしまうリスクもあると思う。電子化で手間とリスクが減

らせると思うので推進してほしい。

94 他園は連絡帳もアプリで出来たりと、うらやましく感じる

95 色々とハードルがあるかとも思いますが、是非推進していただけますようお願いいたします。

96 どんどん推進して欲しい。紙資料はエコの観点で廃止してほしい

97 先生の、手書きの連絡帳は温かみがあり毎日とても楽しみにしているが、負担が多いようであれば電子化を進めることも選択肢の一つかと思います。

98 電子化は遅かれ早かれの話なので、どんどん推進すべきと感じる

99
プリントで渡されても、仕事中に確認ができなかったり、なくしてしまうことなどもあり不便に思います。全て電子化にしてもらえることで確認しやすくなると

思います。

100
連絡がお手紙、掲示、口頭と色々と分かれていてわかりづらく周知が十分でないと感じることも多々ある。アプリ等で見える化し、必要な情報がいつで

も確認できるようにしてほしい。アプリが難しければ、全て手紙で統一してほしい。

101 早く全て電子化にしてほしいです。

102 やぶって使う連絡帳が保管しづらく、不便。公立園も私立のようにノート形式もしくはアプリ等を強く希望。

103 以前の園（区外、認証）ではおたよりはすべてペーパーレスでアプリ内での配信でした。いつでも見られるので便利でした。

104 もっとスピーディーに進め、先生の負担を減らして欲しい

105
認可園も紙文化は早々に刷新して欲しい！やっと入退園管理が電子化されたが、やるなら面でどんどん導入してたいかさ連絡帳や園だよりなども電

子化して欲しい。また上述のとおり、感染、怪我、事故も園内共有できるシステムを構築して欲しい。

106
入園等の申し込みに際し、毎回同じような手書きの書類を提出する必要があることに不満を感じます。電子化か、せめてExcel等での入力を認めて

いただきたいです。

107 連絡帳もウェブで良い

108 連絡ノートは残す、先生からの返信があるといいと思います

109
フェアキャストではなく連絡帳も含めてアプリに一元化してほしい。

せめてフェアキャストから区のホームページへリンクで飛ばしたり、文章添付出来るように更改してほしい。

110

データだとお便りが埋もれてしまったり、開封してすぐ閉じた場合など、わかりにくくなる可能性がある。

日々の園の様子などは電子化の方が、見返したり家族で共有するのに便利かも知れない。

111 電子化のレベルが、正直始まっているレベルと言えないので、推進してほしいが中途半端なものにはしてほしくない。

112 手書きが多すぎる。連絡帳なども通勤時間に書いて送信したりしたい。

113 書類、情報伝達の電子化（LINEやメール連絡）は進めてほしい。伝える内容は今のままで良いと思う

114 ホームページなどで、アクセスすればいつでも情報やお知らせが見られるようになると、お便りの紙を保持しなくていいので、有り難いです。

115
園ごと（会員制）のWEBページやアプリを設け、園やクラスからのお知らせが24時間閲覧できるようにして欲しいです。連絡帳も電子化すると先生

方の負担も減らせると思います。

116
いつも保育園での子供の様子など具体的に記入いただき大変感謝しております。連絡帳を携帯で入力できるようにしていただけると園・保護者ともに

お互いに負担が減るのではと思います。

117
保育士の経験が無いので分からないですが、連絡帳については電子化が先生達にとって本当に簡略化になるのか疑問があります。子どもの様子も見

ながら連絡事項を書き留めるのであれば紙に手書きの方が良いのではないかと感じています。

118 電子化して欲しいです。

119 強力に進めるべき。カードキーがあるのに入り口鍵の電子化できていないなどあまりに不合理では？予算をとって進めなければ意味がないです。

120 伝達方法の簡略化をはかり、無駄を省いた分、情報内容や伝達頻度を充実させる取り組みをお願いしたいです。

121
簡略化はよくわかりませんが、電子化はいいと思います。プリントは回収し忘れや紛失がありますが、電子化だといつでも確認できるので。連絡事項に

ついては効率化を進めていただき、先生方の負担が減るといいと思います。

122 園だよりは電子化されたが、保健だよりや給食だよりは紙なので、すべて電子化に統一したほうが良いと思う。

123 電子化は賛成。簡略化は不賛成

124 えんだよりが電子化されましたが、月間予定表があるので紙配布も欲しいと思います。

125 連絡帳や日々の保育の様子など電子化して閲覧できるようにしてほしい

126 見逃してしまうと、わからなくなってしまう。親の意識がより大事になると感じた。

127 コドモンを導入したのであれば、門やドアの開け閉めもカード式にすればいいかと思います。

128 電子化はいいですが簡略化は反対です。

129
連絡等は電子化どんどん進めて欲しいです。紙の無駄と感じます。

乳児の連絡帳は、先生方も大変ですが、紙継続でも良いかなと思います。

130 連絡帳は良いのですが、園からのお知らせや出欠、遅刻の連絡はアプリを導入して欲しいです。

131 電子化してほしい



132 電子化して頂けると、外出先でもお便りを見返せたり、連絡帳に返信したり出来て助かります。

133 祖父母が書類を見ることもあるので、電子化に着いていけないと思われる。

134 全て紙配布ではなく電子配布にしてほしい。写真販売もデータ販売にしてほしい。

135 先生方の負担が少ない方法を検討していただきたいです。

136 お互いの負担軽減につながると思うので是非進めてほしい。おたよりなども電子だと長く保存できて嬉しい。

137 手書きもいいが、スマホアプリを活用するなど、利便性が上がるとなお良いと思う

138 連絡帳をアプリにしてほしい

139 現場の先生方の働きやすい環境整備を期待します。

140 先生方にとっても簡略化されるので有ればどんどん取り入れて欲しい。

141 本当に推進して欲しい。大事なことに限って掲示板はやめてほしい。

142 連絡帳のアプリ導入や定期的なお便りのペーパーレス化を進めて欲しい。

143 お便りは楽しみにしていたので、電子版でも続けてほしい。

144
バリアフリーとして電子化の必要性を感じるシーンもある。先生方と直接お話しできないことも多く、手書きの連絡帳、電話連絡、などは双方に負担を

軽減できないのではと思う。

145 掲示物で済まされることが多いです。今年は行事予定もわからず情報が少ないと感じる

146
兄弟別園だと同じようなお知らせがいくつもきて混乱するので、せめて区からの統一したお知らせは名寄せしていただきたいです(そもそも区はどれくらい

の家庭に兄弟別園を強いているのか把握していただきたいです。現状はできていないと思われることが多すぎるので)。

NO 意見

1 不十分だと思いますがある程度は仕方ないと思います

2
保育園での三密回避は無理だと思っているので、多くの人が触るところの清拭や、マスク、手洗いの励行のみで良いとおもうが、スタッフの定期的な

PCR検査はあるといいなと思う

3 園でコロナが発生しているのでいつも不安に感じている。

4
子供が届く場所に消毒液が置いてあり、子供が触ってしまい、消毒液が目に入り眼科にかかった。非常に危険だと感じる。子供の手の届かない場所

に置くべき。

5 園がクラスターになってしまったので。

6 不安はありますが保育園では対策には限界がある（可能な対策しても感染が発生してしうる）と思い、仕方ないと思います。

7 いつもご対策ありがとうございます。外の玄関の消毒は皆あんまりしてないかもなぁと…

8 入口のアルコール消毒を使用せずに入室する親御さんが多すぎます。

9 どんな対策をしても保育園の集団生活には不安を感じます。特に乳児はおもちゃや手を舐めている時もあります。

10

保護者の手指消毒が徹底されていない。

食事も向き合って普段通り食べている。(離れて座る、つい立て置くなど対策がない。)

午睡の状況はわかりませんが、隣同士で頭と足の方向を反対に寝かせるなどしてほしい。

11 子供がたくさんいる中で完全に感染を防ぐのは難しいと思いますが毎日の清掃、アルコール除菌や手指衛生の徹底はしてくださっていると感じます。

12 完全な対策を取る事は難しいと思います。子どもたちは手洗い、うがい、消毒が身についているので、良いと思います

13 お子さんの体調がいつもと違った様子である場合、安全側に立って皆さんがきちんとお子さんをお休みにされているのかがよくわからないため。

14
現在、食事の時に先生手作りの仕切りをテーブルに置いているそうです。手作りの為、空調の風が当たると倒れたりするそうで、先生達が苦労している

と子供から聞きました。先生の手間もかかるので、アクリル板の仕切りを購入して欲しい。

15 タオルかけスペースや靴箱などが狭すぎて重なり合い不衛生

16
保育園の特性上、感染対策には限界があるので、評価が難しいです。どちらかと言えば、感染者が出た時の個人情報の保護と適切な情報開示と

連絡があるのがよいと思います。

17 世界が混乱状態なので、コロナについては、何も言えないです。

18 乳幼児に3密を避けさせたり、マスクの着用は難しいと思うので職員の方にしっかり対策してもらうことが大事だと思う。

19 できる範囲で最大限やっていただいていると感じる。

20
物理的な問題なので仕方がないが、やはり喚起をしていてもクラスの面積が狭いので感染者がでた場合蔓延してしまう可能性はあると思う。また、送

迎時、玄関での引き渡しができたらより感染対策になると思う。

21 できる範囲の対策は取られていると思う。

22 送迎時の父兄の意識が低い

23

保育者がマスクを一時的に顎まで外したり、鼻が出てることがあるので気をつけてほしい。話す時こそマスクをしてほしい。職員の方の食事はどうされてる

のか気になる。休憩スペースが少なそうなので。子供がマスクをしていない、三密にもなりやすく、保育者はかなりリスクを背負って保育していただいてると

思うので、感染対策をしっかりととっていただけるよう、気をつけて欲しい。

24 私立認可園など一部は食事の時にアクリル板をおくなどされていると聞きました。

25 手洗い場の蛇口から出る水量が少ないと思います。

26 どうしても密は避けられないので、そこが不安。ただ消毒や清掃はとてもよくやって頂いてるので感謝しています。

27 保育園のだが親の感染症に関する意識と知識が低い。

28 親が園の中まで入り手洗いしてる人をあまりみない。保育士さんが気を付けていても親が園内にウイルスを持ち込んでることも考えられる。

29

①入り口にアルコール消毒液があるが使用してない保護者がいる。

②マスクではなく、口元に透明のフィルターがついてるものを使用している保育者がいる。アレルギーなどでマスク使用が難しいのかもしれないが効果があ

るのかな？と思う。

問19. 園でのコロナウィルス対策についてどのように感じますか？



30 子供達に密になるなというのが無理な話だと思うので、園にはそもそもあまり期待していない。先生方は出来る範囲で頑張ってくれているように思う

31
子供はマスク不着用のため、密になりやすい。登園時の手洗いなどの声かけを徹底して頂きたい（乳児は親が洗うので良いが、幼児は自分のことは

自分でとなるので甘くなりがちな気がしている）。

32
親としては預けている時点で子ども達に集団生活をさせることを理解しています。ウィルス対策は万全にはできないことも理解しています。園は可能な

範囲で十分対策してくださっていると思いますので不安に感じることはありません。

33 子ども相手なので、理想はあっても難しいと思っています。先生方に対して大変だなと日々思います。

34

給食の時間をずらす、広い場所を確保する、テーブルで向かい合わせにならない、パーテーションを置く、などの、ご飯の際の感染対策が全くされていな

いので不安。

幼児クラスはマスク必須にしてほしい。

体温は自主申告ではなく、園入り口に検温器を設置してほしい。

35 なし

36 ハード面での対策や大人の対策をしていただいていても、子供の動きを見ていると、完全な対策は不可能だと思います。

37
園に入る時のアルコール消毒をしていない方がいる。また、手を洗う場所も、１階のトイレ、なかよし教室の前、教室の中の流しで洗っていて統一され

ておらず、定期的に消毒しているのは見るが、ドアや階段の手すりの汚染が気になる

38 咳鼻水の児童がふえてきていること、室内遊びが長いことがこの先、冬場は不安です。加湿器を新たに追加導入していただきたい。

39

工夫してくれているのは分かるが、感染力から考えると、十分な対策というのは今のところ不可能だと思う。文京区保育園でのクラスター発生は非常に

心配だった。教育との両立は悩ましいところではあるが、図書館職員の感染などもあったので、治療法が確立していない今、できるだけ外部の人は立

ち入らないように、また、他園との交流などは自粛するべきだと思う。引き続き人口密度を減らす工夫も必要だと思う。

40
マスク着用について。赤ちゃんや、小さい子達は難しいが、例えば４、５歳クラスでつけられる子は着用させることも検討すべきでは？と感じている。

全員全く着けていない状況に少し不安を感じることがある。

41 どんな対策を取っているのか、知らされた記憶がない。

42 努力していただいてはいますが、３密や、濃厚摂食をどうしても避けられないと思います

43
園では密は避けられないし、だからこそこ子供たちの健全な育ちがあると思うので、このままで大丈夫だと思います。コロナにかからないために生きている

わけではないので。先生方も腐心されていて、感謝しています。

44
タオル掛けが隣と近く、タオル同士が触れている。また人がトイレ後のタオルは人がよく通る廊下にあり、移動の際にタオルに身体が触れて衛生的ではな

い。

45
マスクなしで保護者と会話したり、紙芝居を読んだりしている保育士の方が数名おり、気になっています。

少なくとも会話をする時にはマスク着用を徹底していただきたいです。

46 マスクなしの子供たちと毎日長時間接していただき、園での感染もなく、感謝しています。

47

コロナウイルスが発生した際、具体的な人の特定が出来ない形で連絡がありましたが、濃厚接触している可能性のあるクラスを連絡いただくことは難し

いのでしょうか。

自分の子供のクラスが対象だった場合、その後の行動で外出自粛など対応出来るので出来れば知りたいです。

48 小学校とか、マスクしているから大丈夫って驚く。せめてクラスと、先生は検査してほしいです。

49 登園時の手洗いや消毒など、やっていない家庭があるのではと思うので。

50 朝の仕度で保育室に保護者が入るので十分安全とは言えない

51

園の対応には非常に満足しているが、以前文京区の認可保育園でコロナ集団感染が発生したときの区の情報公開にとても不満があり、不信感しか

ない　クラスターと認めていない事も見苦しい　　公開しない事で感染拡大につながった部分もあり、風評被害もある　エリアさえ公開しない事で知らず

知らずにその園周辺の施設を利用していたのではないか？と不安だった　高齢者や妊娠中の方、持病がある方の不安はこれに限った事は無い

52 保育時間が長いとはいえ、幼児クラスではマスク着用や、グループを作成しグループごとに給食の時間をずらすなどコロナ対策をしてほしい。

53 多少不安だがこれ以上どうにもならない

54

乳児なのでクラス内の感染は諦めている。しかし、入り口が混む時間は保護者が手のアルコール消毒を十分に終えないままドアの開け閉めを行うことが

あり、消毒液の置き場なのか、入り口エリアの動線が良くないと感じることがあります。（オートロックなので前の人が開けたドアが閉まらないように急いで

アルコール消毒をしなくてはならない）

55 子供達の密は避けられないので、預かっていただく以上は、仕方ないと思う。不安を感じながらも、先生方には最善を尽くしていただいていると感じる

56 お友達同士の距離がとても近い時。風邪気味の子はマスクをしても良いのでは。

57 ザ・密　って感じですが、もう仕方ないと思います。

58 過剰に対策しすぎていていると思います。職員の人の業務増加による保育への関与減少が心配です(おもちゃの毎日の洗浄など)

59 努力はしてくださっていると思うが、未就学児を集団保育する以上、十分に安全と感じる対策は難しいと思う。

60
コロナの自粛要請はしっかり出してほしい。職場にも説明しやすい。普通でいいとするなら、やはり症状あっても熱あると連れてくるパターンが増えると思

うし。

61
コロナの自粛要請を出していただいているので、皆がコロナを広げないように意識して過ごされているのを感じます（保育園内での保護者のマスク着用

や、自粛のために風邪でも長めに休むということを通じて）自粛要請を受けて、自分の子供も風邪で1週間休みましたが、納得しています。

62
先生が話がある時、近寄ってこられる際、距離が異様に近い（マスクしてるから聞き取りづらいと思うのか）と思うことが多々ある。正面から話すのでは

なく、せめて話す方向を横からにするなどすれば、多少近くても気にならないのですが。

63 マスク着用がなく大丈夫かなと思いつつも、保育園児に長期的に終日マスク着用は難しいなと思っています。

64 園児は対応のしようがないと思います。できる範囲で対応していただけていると感じています。

65 不安は感じますが、どこまでやれるか、やるかという難しい問題でもあるので、現状できる範囲でご対応いただいていると思います。



66
保護者が園内に入るということがリスクが大きいと思う。玄関で子供を預けるという方式にし、保護者は園内には入らないという方式は、保育士の負担

が大きく難しいとは思うが、感染症対策という意味では有効であると思う。

67 子どもたちは、遊んでいる間はノーマスクなので、うつるときはうつってしまうんだろうな、という認識でいる。

68 乳幼児対応では、ここまでが限界かなと感じています。

69 咳をする園児に登園自粛を要請していただきたい。

70 コロナウイルス対策と園生活を楽しむことの両輪は難しいと思うが、十分に配慮されていると感じる。

71 掃除・消毒もこまめにしていただいています。

72
大まかな対策は掲示されていたが、世の中の感染者数も増加しているので、具体的対策を保護者に書面を作成してもらえると安心できる。子供たち

は夏場はマスクをせずに過ごしたが、冬場もこのままで良いのか不安もある。

73 もし、園内でコロナの疑いがあり、PCR検査を受ける人が出た場合、その時点で教えてほしい。その際にはできる限り、お休みしたい。

74 マスクの着用をもう少し勧めていただきたいです。食事も間隔を空ける配慮をしている保育園もあるようで、検討していただきたいです。

75
このご時世なので、誰がどれだけの対策をとっても不安は残るという意味での選択です。園でできる対策は取っていただいているとは思います。園児にマ

スクはさせられませんし、保育してただいている以上、不安には思いつつお願いしているという意味での「いつも不安を感じている」の選択です。

76 幼児クラスはもう少しマスクを付けて生活してもよいかな、と思います。

77
園での予防は難しい所があるが、

緩いと感じてしまう事がある。

78 自分の家庭が気を付けていても、他の家庭の親が気をつけてくれているか不安。

79

乳幼児を預けているので誰か一人感染したらみんなうつる事を覚悟した方が良いのだろうけど、今のお願いベースなのは甘いのではないか？

発熱後２４時間は登園禁止の徹底（周知）、登園時に全員検温位しても良いと思う。

感染者が出たらどうなるかの周知をして欲しい。

80
もし園で感染者が出た時、他の方への感染広がりだけでなく、感染者への配慮（差別的な発言とか、噂話とかないように。）を十分にしていただきた

いと思ってます。

81 先生方のマスクの徹底をお願いしたい

82 保護者の出入りが感染拡大しないか心配

83 園内での三密回避は、難しいように思える。

84 出来る限りの対策をして下さっていると思う

85 教室の前での受け入れのため、子供の様子がわかりずらい。伝達した事が伝わってない事がある。

86

園の対応に不満はないが、ウイルスの性質上完璧な対策を取ったとしても十分に安全とは思えないのでBにしました。園よりも、文京区側の情報開示

対応の方に不安を感じました。区立保育園で感染者が出た際の区の方針は情報非公開でしたが、そのことが逆に噂の流布を呼び、ウソかホントか分

からない情報が飛びまわってしまっていました。

87

是非私立園の状況を確認して参考にしていただきたいと思いますが，昨年度上の子が通っていた私立園では，保護者に対する要請も厳しかったで

すし（登園禁止ルールや保護者が体調不良時の施設への入室禁止など），幼児クラスはマスク着用必須でした。幼児クラスでもマスク着用を推奨

していないのは管理の難しさ（保育士の負担増の懸念）でしょうか？少なくとも年長はもうすぐ小１で，学校では自分で管理して常時着用は当た

り前なので，この冬は推奨した方がいいのではないでしょうか？

88 制約のある中で、最善を尽くしていただいていると感じる。今後寒い季節に移っていくが、換気は引き続き徹底していただきたいと思う。

89 気を付けていても，かかるときはかかってしまうものなので，できることをきちんとするしかないです。先生方のご負担も増えていないか心配です。

90 密になる機会がある、特に玄関や送り迎え時。

91
向かい合って食事をしているようなのて気にはなりますが、全員が同じ方向を向いてと言うのも楽しくないだろうと思うので、不満があるわけではなく、たま

に咳をしているお友達がいたりすると気になるという程度です。

92
コロナ以前に園の広さに対して児童数が多過ぎるので、先生方は感染対策に苦労されていることと思います。このような事態に備えて適切な児童数

を見直ししてもらいたいです。

93 むしろ、対策を取って通常運営してくださり、先生方に感謝です。

94 保護者の手洗いを徹底してほしい、保護者が使えるペーパータオルを置いてほしい

95 マスクをつけて欲しい

96 園の問題ではなく保護者の問題である

97
ソフト面で、小さい子供の集団生活の健全性を保ちながらコロナ対策をするのは難しいと思う。ただしハード面で言えば、水道の蛇口は自動化するな

ど早く整えて欲しい。

98 アルコールなどあるが、普段それ以上の対策がされている様には感じません。やっているとは思いますが。

99

園内での感染防止はこども相手なので難しいのは分かっている。ディスタンスなどはどうしようもないし、そこに力を入れても無駄だし、こどもの情緒教育

に差し支えるとも感じている。

トイレからの履き物移動やお茶や水の配膳の際に取り間違いなどがないようなプロセス作りをして欲しい。

100 園のコロナ対策に不満があったので、意見をしたが、やはりコロナが発生しました。

101 家庭から持ち込まれる場合もあるので、園内だけでは限界があると考えます

102 やはりマスクが出来ない園児がいるので最大限防げるわけではないが、色々と配慮してもらっていると思います。

103 発熱の制限が、基礎体温の高い子どもと大人と同じで37.5度なのは、現時点では区の基準では改善できないでしょうか。

104 クラスを超えて同時保育している時間帯があり、不安に感じます

105
園側は意識して対策対応していると思う。

問題は、子供たちの行動やその家族の行動なんだと思う。

106 登降園時の保護者の手指消毒が徹底されていない。

107 子どもたちはマスクをしていないので不安だが、子どものことを考えるとする様にルールを変える必要はないと思う。



108
園での対応ではないが同じ文京区内の保育園で感染者が出たならメールで全保護者に連絡するべきだと思う。小学校や他の区の保育園は連絡が

きている。かなり不満です。

109 大勢のお子さんを預かる以上、対策にも限界があると思うし、現状、十分やっていただいていると思う。

110

保育園の玄関にて、検温、手洗い、消毒が必須で行われていない。任意。

また送り迎えの親は自由に保育室へ入っている。

知り合いの保育園では、玄関先で検温がなされ、手の消毒をしてから玄関にて入れるそう。また送り迎えの親は保育室に入らず、玄関先で子供を預

けているとのこと。

それに比べると子どもの通う園の感染対策に危機感を感じます。

111
・コロナ禍では、マスク無しの異年齢保育は控えるべきだと思う。

・ひどい咳をしている親が迎えに来ていた。きちんと体調管理や確認ができているのか疑問に感じた。

112 小さい子に対策なんてあってないようなものだと思っているので仕方ないです。

113 十分に対策を取られていると感じるが、子どもの行動特性上感染を完全に防ぐことは困難と思う。

114

各園についてではなく、文京区全体の対応に対しての意見です。プライバシー尊重のためにコロナウィルス罹患者の情報を当該学校名やクラス名まで

隠すのは、利用者の不安をあおり、生活を侵害するというデメリットが大きいと感じています。隣園でクラスターが出たときも、園の名前すら公表しないた

めに自力での情報収集に多くの時間を取られました。（結果、生活圏が同じ子どもが多数いるとの判断で休ませました）。また、自園で保育者に感

染者が出たときも、どのクラスの職員なのかすら教えてもらえません。違うクラスの職員の罹患であれば登園させましたが、それすら隠されるために数日

間を自宅保育としました。情報を出さないことによって、余計な心配と独自情報収集のために時間が取られます。プライバシー保護の重要性は理解し

ておりますが、現状の秘匿範囲は区民の生活、および知る権利を侵害していますし、過度な情報秘匿に対しては保護者のリテラシーを軽んじていると

感じます。ほとんどの保護者は保育者に対して感謝の念を頂いており、誹謗中傷に加担する者はごく一部のはずです。そのような問題が起きたときに

は厳格に対処する姿勢を見せて、必要最低限の情報を出していただくことを切に望みます。必要な情報なしに、適切な判断を下すことはできません。

適切な情報公開は民主主義の基本ではないでしょうか。

115

降園時の保育室や玄関において、園児や保護者、保育士さん達で密集しており、スムーズに帰宅できない。また、保護者の上着や鞄が他の園児に

当たっている。

当初の頃より慣れてしまったのか、保育士さんも保護者も感染制御が甘くなっていると感じる。せめて、アルコール消毒を携帯して指衛生の徹底やマス

クを外したりずらさない、ポケットに入れたティッシュの使い回しは避けるようお願いしたいです。

116
マスク・手洗いなどコロナウィルス対策はしっかりされており、運用上仕方がないとは思うものの、お迎え時の夕方に保育士・園児が一か所に集められて

いる状況を見て、密を感じたことはあります。

117 全員マスクした方が良いと思います。

118 過度な気もするが適切に対応頂いている。

119 お昼寝の場所や食事の時間を分けて欲しいです。

120

保育園の性質上、コロナを防ぎきるのは難しいと思います。過剰に対策をしたところで、罹るときは罹ると思います（今年風邪を引かなかったお子さ

ん、いるでしょうか。一度でも罹ったことがあるなら、それがたまたまコロナかコロナだったかの違いというだけだと思っています）。

現状の対策は現実的な対策として十分であり、これ以上対策したところでさほど追加の効果はでないと思います。

預ける側も仕方がないと思っておりますので、あまり過剰な謎対策で現場の先生方が疲弊したり、園児の成長が阻害されないことを望みます。

また、園児のマスクについては現状通り、任意としてください。

保育課の方が仰られているように、園児にマスクを強制しても、触る、ずらすなど負の面が大きく、総合的に実際どの程度効果があるかは疑問が残りま

す。効果の程がわからないような対応で、人との関わり方を学ぶこの大事な時期に、他者の表情を見る機会が損なわれることもまた心配です。残念な

がら家族以外の大人の顔を見る機会をほとんど失ってしまったこどもたちですが、せめてこども同士では顔を見せ合い、そこから少しでもたくさんの学びを

得て欲しいと願います。

お友達の気持ちを表情から察するなどは、まさに年中・年長以降で少しずつ見られる光景で、年齢を重ねて段階的に発達しているのだと実感していま

す。乳児期には、保育参観で親が少し変装しただけで親だとわからない姿に驚いたものですが、今の乳児さんたちはどんな世界を生きているのでしょう

か・・・

マスクをつける練習は家庭でできます。就学前健診でも皆さん特に問題なく過ごしていましたので、就学前に園で準備する必要はないかと思います。

121 手洗い励行ありがたいが、手をよくふくよう指導もしてほしい。冬は手荒れがひどい。我が子もお友達も。

122
マスクではなく、隙間のあるシールドしかしていない先生がいる。

玄関に置いてある消毒液が、子供が届く位置なので危ない。

123
かなり気を付けられているだろうし、これで感染者が出ても仕方ないと思う。感染が絶対嫌な親は預けないという選択肢も区から用意されているので

預けなければいい。

124 完全に感染防止できるわけではないので、現状の対策が精一杯だと理解している。職員の努力に感謝します。

125
毎朝大変だと思うが、チェックしてもらえ安心している。消毒剤は朝は外に置いておいて欲しい。玄関が混んでいると、やりにくい。又はもう１つ設置して

欲しい。

126
結果的にクラスターは出ましたが先生方は本当によくしてくださっていると思います。

感謝しかありません。

127 マスクではなくマウスガードをしている保育士がいた



128 卒園児が園内でお迎えを待っている家庭もある。他の家庭は外で待たせるなど、園内に入らないようにしているのに、先生方はなぜ注意しないのか。

129 大人のように子どもたちを対応できないことはよく理解しています。

130
毎日通い、1日の大半を過ごす場所なのでこどもはマスク無しで顔と顔を合わせた保育であるべき、だとは理解しつつも、コロナウィルスが発生したら一

気に拡大してしまうだろう、という不安もあります。

131
以前いた私立認可では、コロナ以前でも加湿器を毎日消毒したり感染症が出たあとは床など各所を消毒していた。現在の区立ではそのような事をし

ているところを見たことがなく、不安を感じる。

132 預かって頂けるだけで感謝しています。マスクもできない子供達は、もう感染は仕方ないと思っています。過剰な対策は不要と思います。

133

コロナウィルスが流行し始め、園の自粛要請も始まったばかりの当時、仕事はテレワークで出来ないのか？と何度も聞かれたり、その際の電話対応では

厳しい口調で対応されることもありました。先生方が懸念されるのは分からないわけではないですが、そもそも仕事をしているから保育園に預けなけれ

ばならない、というのを改めて意識していただきたい。このような大変な状況の中で、色々と難しいですが。。ですが、先生方には本当に感謝しておりま

す。

134 仕方のないことですが、子ども同士はどうしても密になってしまいますね。先生方のご対応にはとても感謝しています。

135 園ではなく、区からの情報発信が十分ではなく、不安になる。

136
検温を徹底いただくようになって以前より安心感が得られた。外から持ち込まないことが重要と思うので、咳など風邪症状のある子ども、親ともに園内に

入れないよう徹底をお願いしたい。

137 幼稚園はマスクをさせているが保育園の同学年はさせない理由が不明

138 出来る限りの対策は実施して頂いているとは思うが、保育の環境(子供同士や保育者との密な状態は不可避)での完全な対策は難しいと思う。

139 不満はありませんが、正解がないので回答が難しいです。

140
登園時およびトイレ後を見ると、手洗いを子供任せにしている実態がある。食事前など他の場面での手洗いも非常に心配になる。しっかりハンドソープ

を使って、正しい洗い方を教育、徹底させて欲しい。幼児では、咳やくしゃみの際は、きちんと口を覆うことも指導すべきではないだろうか。

141 致し方ない部分ではありますが、子どもたちはマスクをせずに密着して遊んでいるので、誰か出れば感染が広がる状況だと感じています。

142 マスクもしておらず、安全とは言い難いが、子どもがずっとマスクをつけていられないことも事実で、親があまり神経質になりすぎることの方が心配。

143 多少登園降園時間を減らしたり、手洗いうがいなどできることをやっていてもをしていても、あとは運次第と感じる。

144 送迎者がマスクをしていない。

145 集団なので対策に限界があるのは仕方ないと思います。

146 感染対策の方向性がわかりづらかった

147 これから寒くなる時期ではあるが、換気と加湿をぜひ十分に行っていただきたい。効果が国に認められていない除菌剤等の使用は行わないでほしい。

148 先生方には、マウスシールドではなく、マスク着用をお願いしたいです。

149 不満とまでは言わないが、幼児であればマスクをもう少しつけさせてもよいのではと思う

NO 意見

1

早くから在宅勤務でも預けて良いと言われている人もいて、在宅勤務なら預けないでと言われていたので不公平だと感じる。

それぞれに状況はあるものの、全員に等しく自粛を頼むならクラスを分けて交代制にするなど一部の家庭にのみ自粛の負担を押し付けるような善意に

任せるやり方はいかがなものかと思う

2
コロナは関係なく、まだ1歳なので、できるだけ肉親とともにいる時間を長くしてあげたいと思っていたので、自宅保育時の保育料返還は非常に助かって

います。

3 自宅で仕事をできる場合にはなるべく登園させないように、というのは(強制ではないとはいえ)間違っていると思う。子供がいては仕事はできない。

4
育休中のため、登園を減らしてほしいと言われて実施していますが、ほかの育休中の方や他の区立園の方の話を聞くと、登園対応がまちまちで、不平

等に感じることもあります。

5 緊急事態宣言期間は完全に自粛していたが、その後は平日は通常通りの通園、土曜日は在宅出来るようになったので休ませている。

6 平日仕事が休める日は保育園も休ませ、少しでも早めにお迎えに行けるよう対応している。

7 両親とも医療者のため、これまで通り保育していただき、大変感謝しています。

8 子供が登園したいと言っているため、自粛していますが、やや不満を抱いています。

9 コロナ禍で業務量が減る仕事ではないため。

10 本来ならば定時勤務に戻さなければならない年齢だが「家庭保育の協力要請」から会社に時短延長をしてもらっている。

11 親の発熱時などは登園自粛している

12 体調不良でも無理して保育園に預ける親に指導してほしい。

13 ひとり親、非正規だから休めない。

14 乳幼児は登園自粛、幼児は登園中

15 医療従事者などのエッセンシャルワーカーを除いて、家庭保育できる場合は皆が少しずつ登園を控えることで密が緩和されると思う。

16
両親ともに医療関係者のため通常通り預かっていただいております。実際に他区で預かり拒否の園もある中、迎え入れてくださり大変感謝しておりま

す。

17 周りの状況がわかりにくい。休んでいる間の園の様子が共有されない。

18 なし

19 会社が出勤ベースでコロナ前とあまり変化がないので、通園が必要。

問20. コロナウィルス禍により、お子様の通園頻度・園での保育時間に変化はありますか？



20

マスクを着用していない園児が多く、大声を上げて遊んでいることも多い。仕方のないことだが非常に不安を感じる。インフルエンザでさえ、クラス中に広

まるのに、増してや新型コロナウィルスは感染力が強く、治療法も確立していないため非常に不安。幼児クラス、特に５歳児クラスは小学校へのつなぎ

となる学年でもあるので、マスク着用をもっと強く推奨して良いと思う。家庭保育のご協力や、園児の密度を減らす工夫も引き続き行うべきだと思う。

家庭保育のご協力を行わないようであれば、休むことによる退園の基準の緩和、明確化、短時間保育への協力などを推進して少しでも密度を減ら

す工夫が必要だと思う。

21 そろそろ元に戻して欲しい

22 夏までは休園していましたが、その後は通常通り預かっていただき助かります。

23 5月6月は登園なしとしました

24

テレワークがほぼみとめらないので、自粛期間中は大変困りました。登園する日を提出して、ほぼ毎日ということでしたので、保育園側に怪訝な顔をさ

れて、心苦しかった記憶があります。そもそも、テレワークと子供の面倒も両立するのは不可能だと思います。よほど子供の面倒をみるのに慣れている親

ならまだしも、父親など、保育に不適格な親が家で適当に面倒をみていたら事故の元です。今後、外出自粛になったとしても、保育は何とか、維持し

ていただきたい、、開けていただきたいと思います。

25
育休中なので園長から保育時間を短くしてほしいと頼まれ今も15時半に迎えにいってますが、意味があるとは思えないので一日でも早く家庭保育協

力期間を止めてほしいです。

26 可能な時は送迎時間を調整している

27 9月までは多少自粛していたが、現在は普通に通園している。自粛要請期間が長すぎる。

28 在宅勤務しながら子供の面倒をみるのはかなり負担である

29
通園を9月からにさせていただきました。(4月入園予定でした)また、入園前は来年以降は延長保育を検討しておりましたが、現在は通園時間が短く

なるよう延長は再来年以降に改めて検討する予定です。

30
緊急事態宣言時は会社も毎日リモートだったので家で見ていたが、今はほぼ毎日通勤になってしまったため、心配ではあるが、通園させる以外手段が

ないため、毎日通園させています。

31
コロナ禍であっても、仕事が減るわけではないし、申し訳ないと思いながらも普通に通わせてもらってます。確かに、緊急事態宣言の後はお休みしてい

ましたが、それも長期となると難しいと感じる。また、お休みさせないといけない事態になってしまったら、仕事を辞めなくてはならないかとまで考える。

32
在宅勤務日もあるため、週2程度は休ませるようにしています。

毎月月末、家庭保育の協力要請を延長する連絡を受け、ただただ延長するのみの対応に少し不信感はあります。

33

保育園に預けること自体が常に感染リスクと隣り合わせで不安を感じるし、市中感染の状況によってはまた通園を控えたいと思っています。ただ登園す

るようになってからの本人の成長ぶりをみると、家で動画漬けになっていた時期を振り返ってみて、多少リスクがあっても、集団生活、学びを経験させて

あげたいと強く思うようになりました。都合がつく範囲で時短しながら通園を続けています。担任の先生方は皆、プロフェッショナルで信頼しています、職

員の方には感謝しきれません。

34 お休みや早お迎えに、柔軟に対応していただいています。

35 医療従事者の家庭にも自粛を毎日勧められたが、何の嫌がらせかと思った。

36 4ー5月は休園しました

37 園での保育時間を短くしてなるべく協力している。

38 延長保育の日数を少し減らしています。

39
勤務先の理解を得てできる限りのところで家庭保育の日を持ちましたが、文京区だけ要請期間が長いことに驚かれます。一方で要請があることで勤

務先には相談しやすかったです。

40 可能な際は仕事を早めに切り上げ、少し早めにお迎えに行くようになりました。

41 在宅勤務の際、小学生の育成室休ませられても、乳児クラスの子供がいたら仕事にならないので…。

42 自分の働き方も多少変化してることもありますが、なるべく延長をしないように心がけてます。

43 在宅勤務の際は、出来る限り保育時間短縮になるよう調整に努めている。

44 この状態では、仕方が無いと思う

45 5月6月はB、7月以降がA。

46 育休を延ばしました。また、復帰後もなるべく早くお迎えに行けるような日を作るようにしています。

47 保護者の要請次第で保育時間を延長してもらえてしまうことに多大な不公平感があった。

48 8月までは、回数を減らしたり、お迎え時間を早めた。

49 風邪の症状があれば、熱がなくても可能なかぎり休ませるようにしています。時節柄仕方ないと思っています。

50
毎月、幼児保育課から「家庭保育の協力要請」のメールがくるので、できるだけ時間を短くしようと思ってはいるが、会社の方も人が減ったりで、社員の

業務量が増えており、それもままなならない。

51 緊急事態宣言中は登園自粛していましたが、解除後は通常登園に戻しました。

52
保護者のリフレッシュ目的やテレワーク可能な家庭での預かり、前日や当日の発熱や体調不良の園児等は、引き続き通園を減らすよう協力依頼を

お願いします。

53
緊急事態宣言時は、水際作戦と思われるような園長からの圧力が多々あった。あなたが登園することで、園の先生がコロナの脅威に晒されるというこ

とを何度も言われた。

54

４・５月などは減りましたが、今は普通に通っています。４・５月の休園や、コロナ休園、少しの風邪でも休む、などで例年より休まなくてはいけない日

が多くなってしまった分、逆に普段の保育時間が長くなりがちです・・・（短くしたいです・・・）

共働き家庭には厳しい時代になりました・・・

55 保育の継続ありがたい。子供が一緒の在宅勤務は非常につらかった。感染対策をしっかりして日常の生活を維持したい。

56 仕事の勤務体制が変わっていないため、頻度を減らすことがなかなか難しい。

57 週3回登園し、週2回は実家で祖母が見ています。

58
ウイルス対策をしていただきながら、保育していただけているので、助かっています。

休園措置は仕方なかったと思いますが、やはり、テレワークで対応していても、自宅に子どもがいる中での勤務は難しかったので。



59 延長保育について、極力利用を控えるようにしている。

60 当初は通園日数を減らした。

61 在宅勤務時には早めに迎えに行っている。頃な状況に応じて、区からもう少し強い要請を出しても良いように思う。

62 濃厚接触者にならないよう配慮してほしい

63 緊急事態宣言期間中は登園せず、その後は通園頻度を減らし登園、現状はこれまで通り登園している。

64 登園自粛期間が大変長いために、生活リズムが乱れたり、子供が保育園での生活に不安を感じている。

65
自粛要請への強い圧力を感じる。緊急事態宣言は即時に赤い大きな垂れ幕？を玄関に掲げており、園児への心理的影響を考慮しているか甚だ疑

問だった

66 保護者が在宅勤務ができない業種であるため、変化ありません。

67 自分の意思ではないが園から減らすよう強制されている。

68

区の要請に従い連続して通園を見合わせていた期間、登園している子がどのような活動を行っているのかほとんどわからず、お便りの郵送も不定期で、

登園を再開したときに集団生活についていけるかなどとても不安だった。せめて各種掲示やお知らせが電子配信されていたら、と思った。登園を再開し

た後は、やはり片手間でない保育を受けることは子供によい影響を与えると実感できたので、より休園時のもっと園の様子を知ることができたらよかった

と思った。

69 ５月末までは登園自粛しました。また、兄弟で何方か風邪の症状があるときは、もう一方も休ませています。

70 臨時休園があって以降、テレワークで預けることをよく思われていない気がして、早めに迎えに行っている

NO 意見

1
出来る限り自宅保育に努め、育休延長で対応しましたがやはり経済的に厳しくなり、7月から復職、保育園に預けるようになりました。コロナの影響で

室内遊びが増え、除菌類や遊具購入により1人10万円では足らず、欲を言えばもう少し定期的に補助があれば助かりました。

2 コロナウイルス関連で休園したときは子供を預ける手段として何も代替案がありませんでした。

3 経済的支援があったとは思えない。返金されただけではないか。

4
保護者判断での自粛であれば日割り還付で十分でしょうが、園で感染者が出た際などの登園制限であれば、代替サービスの料金は保育料の日割り

還付では足が出ることがほとんどだと思うので、足りないということになるでしょう。

5 実際問題として家庭内で世話をしながら仕事をするのはかなり難しいです。

6 緊急事態宣言中は、遠方の実家に子供を預けざるを得なかったので、保育料の戻り分があっても、交通費でマイナスの月もあった。

7 食事代やおやつ代、遊び道具代がかかりました。

8 緊急事態のときも預かってもらえたので大変助かった

9
東京の初動が明らかに遅かったので、妊婦だった為、他県の園に通わせたが、文京区から補助が出なかった。ちなみに、他県では住民に対して、妊婦

が里帰り先で一時保育に通わせた場合、補助が出ていた。休園届けも出していて、保育費用は掛からないのに、何だかなと思った。

10 保育料を返金されたところで、会社を休んだ分の給与減の金額には遠く及ばない。

11 企業により支援は様々なので、休めるご家族は休みをとる、在宅ワークをしてほしい。

12 保育料は返還されましたが、自宅保育する分出費は増えた。保育料以外の支援があると良いと思った。

13 なし

14

仕方がないことかもしれないが、強制力が無いので保護者任せになり、勤め先への対応と、育休を限度いっぱい延長してほしい園との板挟みになり辛

かった。毎月登園自粛期間延長の連絡が遅い上にダラダラ続くので、最新の文書を示した上で都度職場への連絡が必要になるのも精神的に辛かっ

た。長期的な自粛要請方針を予め示した上で、短縮する場合のみ改めて通達される方が良いと思う。

15

半日預けても一日でも同じ返金なら、1日預けたいと感じる。

育休だとはいえ、頼りにしていた保育がなく、2人目育児で悲惨な日が続いていた。助けて欲しいと自ら相談しないと、園からの声かけや区からのフォ

ローなどなく支えてもらえる社会ではないんだと疎外感を感じた。遠慮して登園してない人がいるかもしれないので、登園しやすい書面に変更してあげて

欲しい。

16
幼児保育無償化で、登園すればその恩恵がうけられるが、自宅保育期間は全く恩恵をかんじられず、給食やおやつがないぶん、食費もふえた印象が

ある。

17
世の中的には緩んでいるが、病院などに行くと、ヘッドキャップやフェイスシールドなど、むしろ以前よりも警戒を強めて診察を行っているように思う。世の

中のゆるみにつられることなく、警戒を続けるべきだと思う。

18 保育料が少ないので、自粛しても変換されないので進んで利用したいと思えない

19 返金手間がかかり大変だと思いますが、ありがたかったです。

20 経済的支援の存在を知らなかった！！！

21 経済よりも仕事を休むことに対する責任問題があるので、経済支援よりなるべく休まないで済むように何とかしてほしい

22 保育料の還付だけだと、シッターを雇いきれない

23 経済的支援もだが、とにかく子供を預かってくれる制度が利用出来なければ、特に母親は非常に大変である。

24
保育園からできることは限られていて、完全に支援は難しいと思うし、保育園としては十分に対応していただいていると思います。それ以上は国の役割

だと思う。

25 そんなのあるんですか？うちは1月頃から警戒し始め、3月から8月まで行かせてなかったのですが、どんな支援があったのか教えて欲しいです

26 3歳児クラスなので対象外です。

27 経済的支援は特に何ら効果性のある取り組みはされていないと捉えています。

28 保育園に登園できない間にベビーシッターに頼んだがそちらへの経済的な負担につき、もっと補助してほしい。

29 経済的には十分支援があったと感じています。精神的なケアという部分は欲しかったとは思いましたが仕方のないことだったとも思います。

30 育休延長をして、復帰期限まで自宅保育を行い自粛しました。

31 経済的支援の趣旨が分からない。昼食費、昼食のサポート等でしょうか。

32 登園自粛に協力する家庭に対する経済的支援があることを知らなかったです。

問21. コロナウィルス禍を受けた、保育園の登園自粛に協力する家庭に対する経済的支援等に関して、どのように感じますか？



33
年長でそもそも保育料がゼロだったのは、そもそもありがたい話だが、自宅保育中の負担については、全く担保されなかったこときは、文京区の施策に

対する不満を感じた。

34 経済的支援策があることを知らない

35 経済支援は良いがもっと休めるよう会社へ要請してほしかった。わかりずらかった。

36 幼児のため保育料は無償です。そのため、経済的支援は何があるのかわかりません。

37 そのような支援があることを全く知らなかった。情報は発信されていたのですか？

38 登園自粛日数分保育料の返還を速やかに行ってくださるので、とても助かっています。

39
預けなかった分の保育料は返金されるが、自宅で保育しながら仕事行うと仕事が出来ない。有給がある人はいいですが、欠勤したら減給になるので

その補充は無いですよね。

40 十分な支援を受けられるかどうかは勤務先の状況によると思うのでどちらとも言えない。

41
内閣府が企業主導型ベビーシッター利用者支援支援事業の使用制限を緩和しているように、文京区も子育て訪問支援券の使用枚数・使用年齢

制限を緩和していただけると非常に助かります。

42

４・５月はまだ未知の部分も多く、また、一時的な対応として登園自粛協力依頼およびそれに対する経済的支援には意味があったのかなと思いま

す。が、長期的な対応としてはどうだろうか、というのが正直な感想です。コロナ禍で保育園を必要とされる方もより増えているのかなと・・・もし登園人

数を減らすべきなのであれば、次年度以降は（自粛ではなく）そもそもの定員を見直した方が良いのではと思います。

43

文京区は子育て支援が進んでいると思っていたが、東京都に掲載されていたベビーシッター支援の開始が遅かったり、公園等の閉鎖状況からかなり保

守的な面もあると認識を新たにした。登園自粛の厳しさは園ごと？園長により？差があったように思う。子どもの通う園は受け入れてくれた方だとは思

うが。

44 保育料を日割りで返金して頂けるので、助かっています。

45
休園でも仕事は全く休めないので、文京区の訪問支援券も助かっていますが、東京都のベビーシッター補助制度が使えると経済的にはなお有り難

い。

46 特に区からの協力家庭への経済的支援はなかったと認識している。もし経済的支援があったなら民間のオンライン保育サービスを使いたかった。

47 登園自粛時の仕事と家事と育児の両立は極めて過酷でした。

NO 意見

1
年長さんのリレーやバルーンくらいは、保護者が見学できる機会を設けてあげてもいいのかなと思います。例年は小学校の体育館で開催していますが、

雨天中止覚悟で運動場で開催する方法もあったのかなと思います。個人的には中止でも全然気になりませんが。

2
行事に保護者1人でも参加させてほしい思いはありますが、参観できないのは仕方ないと思っています。中止にならず、子どもの成長の場をつくってくだ

さり感謝しています。運動会のDVDがもう少し安かったら…嬉しかったです。

3
そろそろ、感染の不安よりも子供の行事が見られないことへの不満の方が大きくなっており、正直感染の心配が多少ある程度ならば行事を見たいと考

えています。

4 区立保育園全体にいえることだが、2歳児クラス以下はプールはなし、お祝い会もなし、ことごとく体験がなくなっていることに不満を感じる。

5 とっても難しいところですが…！最終学年の子たちには是非実施してあげていただきたいなと思います。

6 隣にある区立の幼稚園や小学校、近所の私立保育園は実施していたので、実施して欲しかった。

7
ほかの区では縮小で運動会を行っていたので、文京区もやってほしかった。2年？連続でできていないため残念。

運動会の内容ももっと濃い内容に検討してほしい。盛り上がりに欠けてしまう。

8
運動会は保護者入れ替え制にすればいいのに、無観客で行われたので保護者が見に行けなかった。それはひどい、やり過ぎと思う。運動会が終わった

今でも残念で仕方ない。

9 他区の状況を聞くと、保護者の人数を制限して実施しているところもあったため、実施してもらえたらありがたかった

10 中止は仕方がないが、寂しい気持ちがする。

11 お祝い会や卒園式等は卒業学年だけでも対策を取り、保護者も参加できる形で実施してあげて欲しい。

12 仕方ないとは思っていますが、年長クラスの親からするとクラスごとでいいので、1演目だけでも生で見たかったです。

13 卒園式は中止にせず、保護者2名参加できるようにして欲しいです。場所が狭いのであれば、近隣の公共施設などを借りてでも開催して欲しいです。

14 実施方法を変えないとすると、近年の運動会の見学者の人数や混み具合を見ると仕方ないかなと思います。

15
一部の私立保育園や幼稚園や小学校では運動会やイベントなど実施しており、区立保育園だけが実施しないことでどれだけ効果があるのか疑問で

す。子供たちも、「なんでウチの保育園はやらないのに幼稚園や小学校は運動会できてるの？」と聞かれても答えようがないのが困ります。

16 区内でも運動会を実施した小学校はあったようです。そのは差分が分かりません。保育園も実施していただきたかったです。

17 今年度は準備期間も少なく仕方なかったと思うが来年以降は保護者も見られるように工夫していただけたらと思う。

18
実施してほしい気持ちはあるのですが、先生方の対応にも限界はあると思いますので、強く希望することは難しいです。特に運動会は小学校の施設を

借りることになりますし、園の意向だけでは決められません。今年はビデオなどで対応して頂きましたが、これが最良なのかなといまは感じています。

19 経験を全て奪ってしまうのはかわいそうだが、安全対策として仕方がないとも思う。

20

DVD代が子供が映ってるのは一部なので、どうにか安くならないものかと思う。

演目毎のDL形式にするなど。

園ではなく、父母会の問題かもしれないが。

21
保育園最後の年なのでできる限り実施してあげたい。

周りの区との差があり過ぎて仕方ないとはいえ、残念です。

22 中止措置は充分理解できるが、とても残念ではありました

23 今年度は難しいと思うので、来年度(五輪後？)から徐々に再開してほしい

24 保護者なしの開催になりましたがこのような状況で十分にやっていただいて感謝しています。

問22. コロナウィルス禍を受けた、運動会など保育園の行事中止等に関して、どのように感じますか？



25 中止を徹底してほしい。どうしても開催したい親が多数いた。

26 これからまだ続くので薬の開発がすすむまでは同じ対応で安全にしてほしい

27
入園式をやってほしかった。他の保育園、幼稚園はやっていた。大きなイベントに関しては文京区で統一してほしい。

いろいろ行事が減っている中、上記に記載した様に感染対策が不十分な保護者、保育者がいることに違和感がある。

28 代替として、オンラインでの行事を増やしてほしいです。

29 他の私立園では、対策をとって親子遠足などあると聞いたので少し寂しい。しかし園の規模を考えると仕方ないのかもと思う。

30 今年度は致し方ないですが、来年度以降は何かしらの対策をとった上で実施できるものがあれば良いなと思っています。

31 なし

32 初めての行事が全て中止になるのは悲しいので、クラスごとや少人数で開催、保護者の観覧ができるようにして欲しい

33
全ての行事や全学年でなくとも、少なくとも色々なことを理解している幼児クラスでは何かしらの行事を親御さんに見せてあげられると園児も喜ぶと思い

ます。

34 仕方がないとは思うが年長で最後の運動会や劇の姿を直接見たかった。

35 保護者が参加出来ないのは仕方ないけど、代打案を検討してほしい。

36
今年度は中止が必要な措置だと思う。来年度は参観者を自分の子どもが参加する学年のみ参観可能とした入れ替え制にすることや屋外での開

催、距離を十分にとるなどは検討する余地があると思う。

37 やらないのであれば全ての園でやらないなどの統一をしてほしい。

38
子供同士での感染は少ないことが、日本小児科学会等の調査で示されている。活動は子供の成長に資するもので、徐々に復活させてほしい。保護

者が集まることにはリスクがあるので、見学できないことはやむを得ないと思う。

39
園児同士や先生の交流はありつつ、保護者が入らないというのは、感染対策と健やかな育ちの両立上ベストだと思う。運動会はそもそも別になくても

良いという考え

40 今後続くのであれば　学年ごとの開催も検討してもらいたい

41
他の区立保育園は、運動場で行っていた。来年の自分がこのようになりたいと想像する上で必要だったと思う。

来年度もコロナはあるでしょうから、運動場案も早めに検討していただけたら嬉しいです。

42
子供にとっては今しかない時期で、日常と違うことをするのは貴重な経験となる。一緒に近い距離で遊んだりご飯を食べたりするほうがリスクは高いと思

うので、行事を中止する必要性はないと考える。

43 最後の歳、運動会のリレーを見れなくてとても残念

44 区立園で、園によって対応の違いはあるのでしょうか。(小学校は対応が異なりました。)

45 代替で子供が楽しめる形でイベント開催していただき、大変ありがたく思います。

46 正直子どもの成長をみたいので、密にならないよう入れ替え制などにしてもよいのではないかと感じるが、この状況では難しいとも思う。

47 各クラスごと。など、小規模ではだめでしょうか？

48 時期をみて、通常通りに少しずつ戻していってほしいです。いつまでも収束はしないと思うので、過剰に自粛する必要はないとは思います。

49 クラスごと入れ替えなど、応援は一人、など限定しても、目の前で見たかったなという親心があります。

50 規模は当然限られるが、クラス毎とかで行ってほしい。

51

大人はgotoキャンペーンをやっているのに、子供の世界は相変わらず、式やイベントの中止・自粛である。子供の心の発達の一番大事な時期、コロナ

のせいで空白になっていかないように、情緒の発達を優先し遠足や他学年・地域の交流など続けていってもらいたい。それは子供達を持つ私たち親が

面倒でも、主張していかなければならないと思う。

52 子供達が季節を感じられるように行っていただければ十分だと思う。

53 運動会は乳児クラスと幼児クラスのように分けて開催して欲しかった。

54
通常保育がやっているのだから、行事もやっていいと思います。

出欠席の判断は各ご家庭に委ねていいと思います。

55
運動会はビデオであっても実施いただき、間接的に参観でき助かりました。ただ、同じ区内の小学校は運動会を実施していたので、3歳以上のクラス

は屋外のどこかの小学校校庭を使用して実施しても良かったのでは、と思います。特に卒業する年のクラスの方達は可哀想に思います。

56 小学校は学年入れ替え制にするなど工夫して実施しているので、できれば保育園も実施してほしいです。

57 今年は中止ばかりで、残念な対応でした。他の私立の認可では対応しながら実施してくれていたところもありました。

58

子供の園での様子を知る場としてとても楽しみにしていたので残念ですが、多数の人を集める行事の感染対策は徹底するのが難しいと思いますので

中止は仕方ないと思います。その分、園での様子を映像や写真などで見る機会を増やしていただけると嬉しいです。面談も１人だけでしたので、夫に

も子供の園での姿を見せたいと感じました。

59 中止はやむを得ないと思うが、できる範囲では実施して欲しい

60 状況によると思います。

61 運動会ごっこみたいのはやってくれましたよ。

62 先生方の負担になることは承知していますが、極力行事は減らさないでほしいです。

63
保護者不参加でしたが、運動遊びを開催いただき、感謝しています。

写真で子供の成長した姿を見られました。

64
今年度は状況が見えないため、中止もやむを得ないと思います。映像や写真の提供だけでもありがたく感じています。来年度以降は、必要な対策の

レベルがある程度見えてくるようであれば、少しでも元の形に近づけられたらと願っています。

65

行事や保育参加等が一律中止となったが、クラスごとに時間を分けて保護者も参観できるようにするなど、実施する方法もあったのではないかと思う。

コロナの影響が長期化することが予想されるなか、子供たちの成長の貴重な機会を奪ってしまうことになるため、難しい判断ではあると思うが、工夫して

実施することを検討してほしい。また、保育参加も中止となったが、日々の送迎で保育園内に保護者が入っているのであるから、実施できないというこ

とはないのではないかと思う。

66 配慮の上色々工夫して実施して頂いてると感じます

67 やむを得ないので、今年の方式は良かったと思う。

68 特に園児クラスには中止ではなく親が見られる機会なども配慮してほしいです。特に幼稚園との差がありすぎます…。



69 各家庭での参加人数などを決めて行けるようにしてほしい。

70 とても残念でしたが安全第一で仕方ないことと理解しています。

71 乳児に関しては、運動会は不要なのではと思うので、幼児以上の参加で良いのでは無いかなと思います。平常時。

72 はじめから中止ではなく保護者の意見も聞いて欲しい。対策をすれば実施も可能である

73

お世話になっている園は中止となり、その決定は支持しています。また、現在保活中で、いくつかの園は安全対策をとって実施されたとのこと。私立園

は独自の動きができるという利点があるので、その点を区のホームページ等で共有していただくのもいいかな、と思います。一律中止にしてほしい、等の

がちがちに私立園も守るようなルールをつくっていない点は、区の方針もよいと思います。

74 保育園が中止だったのに、近所の区立幼稚園が開催されてるのが納得いきませんでした。

75 先生方の負担もあるため平日で構わないので、クラス毎など小規模、かつ、親は両親のみとし、窓の外から見るなどにより実施して欲しかった。

76
今年度は初めての事態に対策も難しかったと思うが、運動会は屋外施設を借りたり、保護者を入れ替わり制にしての発表会等、検討して頂きたい。

また、せめて、入園式や卒園式は対策をとって短時間でも実施して欲しい。

77 やむを得ないとは分かっていますが、子供の事を考えたら、対策を練って実施してあげて欲しいと思ました。命には代えられませんが...

78
今年度は初めての事態に対策も難しかったと思うが、運動会は屋外施設を借りたり、保護者を入れ替わり制にしての発表会等、検討して頂きたい。

また、せめて、入園式や卒園式は対策をとって短時間でも実施して欲しい。

79
ただ、成長を見届ける機会としては存在してほしいので、保護者不参加のＤＶＤ撮影のみでもあると嬉しく思います(ＤＶＤの撮影はいっそ定点カメ

ラでも十分です)

80
子供たちだけで運動会ごっこや、生活発表会を行なっているので、ビデオでしか見ることができないのは残念だが、中止にせず取り組んで貰えているの

で良いと思う。

81 運動会など子供の成長を見れる場があると嬉しいです（可能な範囲で）

82 この状況が収まるまでは、全ての行事は中止か、園内だけで行うべきだと思う。

83 特に最終学年だけでも配慮して欲しかった。

84 通常の園活動は密なのに、行事を非公開するのが理解できません。せめて年長児の保護者だけでも公開していただきたいです。

85 今年は無理もないと思いますので、来年度以降は開催した例を参考に、開催していただければ嬉しいです。

86 年長クラスは保護者1名でも良いので参加させていただきたいです。

87 非公開のイベントのために、先生が過度な負担を負っていないか心配です。簡略化していただいていいと思っています。

88 他の区を見習い時間差で実施するなどの代替案を取って頂きたかったです

89 クラスごとに時間を分けるなどして開催して欲しい。

90 子供にはかわいそうだと思うが、変わりに楽しめるプログラムを考えて下さって感謝しています。

91 同じ区でも屋外で実施したり、対策をとって実施しているところもあり、差が大きい。

92 来年以降は対策をとって実施してほしい

93

実施予定か不明ですが，卒園式などできる行事もあると思います。保護者も参加するものの場合は，保護者も含めた家族全員に体温記録を1週

間付けてもらうなどして対応している園もありました。感染症対策に関しては，リスクもある中子供達を預かっている保育園，保育士さんなので，預

けている保護者に対して，コロナを園に持ち込まないように，園からそれなりの依頼（協力要請）があっていいと思います。

94

他の区は運動会も開催してるなか、卒園年のクラスにも関わらず開催なしで非常にショックでした。文京区はあまりにことなかれ主義ではありません

か？子どもの時間は戻りません。卒園式は必ず保護者立ち合いのもと開催してほしいです。開催に問題ないこと、適切な感染症対策はもう確立され

てると思います。

95 中止は必要と感じる一方で残念な思う気持ちもあります。子どもたちが親のいる前で張り切る姿を見たい気持ちがあります。

96 先の見えない状況であったため、今年度の中止は仕方なかったと思うが、来年度以降は実施する方向で検討していただきたい。

97 子供にとっては長い1年のうちの貴重な行事ですので、できれば中止ではなく対策をとって実施していただきたいです。

98
園行事を通して，お友達と協力する，練習してきたことを人の前で発表するなどは，子どもたちの成長過程では，とても大事なことです。

一様に中止にするのではなく，感染対策と子どもたちの教育の機会とのバランスをとりながら工夫しながら園行事等も行ってもらいたいです。

99 中止はやむをえないと思います。運動会ごっこ、などの行事を企画して頂いて子供はとても喜んでいました。先生方ありがとうございました。

100 他23区では、クラス毎の開催とする、など保護者の観覧の機会を設けていたが、文京区では、それが無かったことが残念。

101 一律中止しているので、人数を減らすなどの対策で、柔軟に対応してほしい。

102
運動会は保護者の参加はなくDVDでの配布となったが、コロナ禍の中行事をやっていただけたことに感謝している。ただ、DVDの受け取りが行事の2

か月後というのは遅すぎると感じている。

103

今回は保護者の参加を制限して実施となったが、寂しさはあるが良かったと思う。行事でのDVDや写真での保育の様子の共有について、問い合わせ

（この行事は撮影しなかったのか？などの問い）などすると、保育業務との線引きを盾に保護者に問い合わせの遠慮や、写真があるだけ有り難いと

思え、という態度を取られる。このようなことは認可園に入って初めて経験した。我が子を預け、その様子を知ることは当然の権利だと思う。それは認

可、認可外も変わらないと思う。そのような指導方針は行政側から改善して欲しい。

104 年長最後の運動会はやはり見たかったです。配慮した上で保護者参加もやってほしかったです。

105
運動会は屋外だったので、公園の外からでも見られるようにしてほしかった。夏祭りのオープニングについても、園庭での実施だったので、門の外からでも

いいから見てよいことにしてほしかった。最終学年である５歳児クラスについては、もう少し配慮してほしい。

106 野外の開催、5歳児年長クラスのみなど開催できる方法はあったと思います。父兄の意見も聞かず一方的で残念でした

107
せっかく園庭があるし活用して入れかえ、人数制限をして行なって良いのではないか。小学校は行うのに何故保育園はダメなのか。明確な解答が欲し

い

108
行事の中止は子どもたちも残念に思っている。例年とは違うかたちで行って欲しかった。コロナの影響で閉鎖的保育園になっているので、唯一園での様

子を見られる場だったので残念。

109 運動会をDVDでみましたが、やはり生でみたい。感動が薄れる。

110 仕方ないとは思うが、年長組なので、最後の運動会は普通に開催して欲しかった。

111
大人数が集まることは避けてほしい。行事は撮影されDVDで配布されるのはありがたい。

卒園式は卒園児とその保護者１名とし、最少人数で実施してほしい。



112
父母にとっても年1の成長を見れる機会であるのに、父母参加なしの判断がはやすぎたのではないかと思う。代替え案が充分議論されたのが、他区は

行えている分、納得感が低い。

113 5歳クラスだけでも保護者参観を認めていただきたかった。非常に残念です。

114
5歳児クラスとか最後の思い出が無くなるのはかわいそう。3歳児クラス以上とか、親子さんだけとか。空間開けて実施とかで対応して頂ければ有り難い

です。

115 縮小でできたのでは？と思いました。

116
通常の運動会は中止しつつも、保護者なしでのイベントを開催いただき、後日、写真や動画を販売いただくなど、新しい生活様式に対応する形で工

夫をしていただき感謝しております。

117 誠に残念なことです。

118 制限の中で出来るだけのことをしようとしてくれている先生の愛情を感じている。

119

コロナ禍で判断が難しいのは充分理解していますが、9月の運動会に関しては、屋外（園庭）でしたし年長クラスのみ演目を限定して保護者観覧

有りでも良かったのではと思います。今年は様々なイベントや保育参加も中止・縮小となっていますし、発表の場を経験させてあげたかったなと思いま

す。また保育園最終年度で親も子も見たかったし見てもらいたかったのではと思います。

120

今年度、行事を維持していただき、ありがとうございます。

うつる時は通常保育の中でうつります（実感しました）。夕涼み会や運動会、その日、そのわずかな時間を控えることにどれほど意味があるだろうかと

思いますので、こどもたちが楽しみにしている行事は今後も中止にせず実施して欲しいなと思います。今年度、すべてが中止にならなくて本当に良かっ

たです。ありがとうございました。

一方で、なぜ保護者がここまで参観できないのかな、と思います。せめて年長児だけでもなんとかならないのでしょうか。

運動会も学年ごと、保護者が参観する余地はあったのでは、と思います。また、発表会も今年から幼児のみ、各学年ごとに１時間枠をとっても３時

間で終わります。実際には30分程度の短時間ではないでしょうか。運動会もでしたが、発表会も、こどもは親に見てもらいたいようです（DVDでごまか

されてはいますが、映像だとやはりすべては見てやれないと感じています）。親も見るのを楽しみにしていました。マスクをし、無言で30分参観することが

それほど控えるべきことでしょうか。それを控えることが、通常の保育と比べて、「実際のところ」どれほど違いがあるのでしょうか。

区立幼稚園は保護者が運動会参観できたと聞きました。今年最後の年ですが、昨年度のお祝い会以来、夕涼み会、運動会、発表会、ずっとこども

の発表を見ていません・・・親子ともに最後の年を楽しみにしてきました。こどもにとっても、保護者に見てもらうという経験はいろんな意味で意義があるの

ではないでしょうか。先日会った小６のママさんから、（同じ最終学年だけど）保育園の最終学年がやはり一番思い出深いと聞きました・・・

一生に一度のことなのに、このまま最後まで何も見られず終わるのでしょうか。とても悲しいです。

121
運動会ごっことして、各学年のメインを実際にさせるなど工夫しながら子供の成長を見せる機会を作ってくれている等いろいろ考えてくれていることに感

謝。

122 保育園での様子を直に見ることが出来るいい機会だったので、行事が無いのは残念です。

123 保護者が見に行けないが、子供たちは園での運動会ごっこやイベントを楽しんでいるようなので、コロナ禍であっても十分と感じています。

124 中止対しては残念だと思うが、運動会ごっこを開催してくれ、子どもの気持ちを考えてくれたことが嬉しい。

125 どんな対策をしても人が集まれば感染の可能性は出てくると思う。今は我慢するしかない。

126 今後実施できる方向を探索できればと考えます。

127 どんどんイベントが少なくなり子供の様子が見られなくなるのが辛いです。こちらも頑張って協力しているのだから、参加や見学をさせて欲しい。

128 希望は実施して欲しいですが、対策が大変なら不要です。

129 仕方ない事ですが、年長さんの親御さんは残念だったかと思います。

130 最後の年の運動会中止は残念だが、クラスターが起こってしまっては元もないので仕方ない、と思っております。

131 保護者会は開催してもよいかなと思う

132 代替行事を実施してくれるのはありがたいですが、いつどんな行事をするのか、早めに教えてほしいです。

133
芋掘り遠足など実施していただき感謝している一方、コロナで子供の様々なチャンスが奪われている。特に年長児などには配慮のうえ、保護者参加で

きる形で対応していただけるとありがたい。

134 今後上の年齢になるほど、行事中止の子どもへの影響が心配。是非実施の方向で検討してほしい。

135 実施して頂きたい反面、クラスターを起こしてしまったらと考えると判断に迷う。

136 ビデオ撮影など代替案を取っていただき感謝しています。

137
行事がなくなり残念です。園内でクラス別に行うにどの対策をとってほしかった。今年で最後の年（年長）なので、もうやり直しは行えないことを考えて

ください！

138 開催している情報などを聞くと、当該園でも実施して欲しいとは思うものの、今年度は仕方のないことだと思っている。

139 今年度はやむを得ないと思う。

140 無理して感染者が出るより、今は中止した方がいい。

141
中止か、延期か、他のイベントとの同時開催か、などの連絡が不足しているようには感じますが、いつもの年とは違う１年なので、仕方がないとも思って

います。

142
運動会・発表会がないのは本当に残念でなりません。子供たちに直接大きな影響はないとしても、見てもらえたらより嬉しかったことでしょう。クラスごと

に時間を区切って入れ替えで行う・参観人数を制限する等の対応で、実施は可能ではないかと思います。

143 園児だけで行って、その様子を撮影したDVDを後で購入するのは良いアイディアだと思いますが、クオリティの割に価格が高いと感じます。

144 保護者参加なしとはいえ開催していただき、撮影もしていただいているので有難いです。しかし実際に見るには及ばないので



145

せめて幼児クラスには限定的に保護者参加を認めるなど、何かよい方法を探っていただきたいです。見られることで子供も成長していきますし、映像対

応だと仕方ないとはいえ映りが少ない子もいます。何より私立園や幼稚園は行事を開催していて区立園だけは中止など、同じ学年なのに預けている

場所で子供の経験に差が出るのも、仕方のない状況とはいえ納得し難い部分もあります。

NO 意見

1 コロナのためだと思いますが、活動への呼びかけ自体を行われていないと思います。

2

父母連父母会のあり方も見直しが必要と思います。そもそも共働きで大変だから子供を保育園に通わせているのに、保育園での仕事ができるのはナ

ンセンス。

また最近では文京区の私立認可保育園で父母会のない園の方が率が高く、父母連の声が保護者代表としての十分なインパクトを区に対して持って

いるとは思えない。

仕事ももっとスリム化して、私立区立関係なく参加する形を取った方が良いと思う。

3
なかなか認知されにくいですが、重要な活動だと認識しております。役所との交渉自体難しいものと認識しており、参加費などを増額して外部の有識

者のサポートなどを貰ってもよいのではないかと感じています。

4 父母連の必要性があまり分からない

5 保育課や保育園に要望を出すことも必要だが親は自分の家族の育児に主体的になる必要があるのでは。

6 ひとり親はすべてひとりでやらないとならず参加は厳しい

7 なし

8 入園して関わりがあまりないので、役員以外で連絡先の必要性が現在の時点では不明

9 父母会は必要ない。共働き世帯への負担になる。やめてほしい。

10
お世話になっております。

いつも有難うございます。

11 負担無理のない形でしていただけますと良いかと思います。

12 不要。本当に負担。

13 父母連は人数が少なくなったのに創意工夫して継続していてくださり大変ありがたい存在と考えています。今後も活躍をお願い致します。

14 父母連のおかげで保育園が頑張っていることがわかったので、これからも良好な関係を続けてほしいです。

15
メールで連絡がくるし、また色々協議もされていて、まだ入園して半年足らずなこともあり私が力になっておらず大変恐縮なのですが、できる限り手伝っ

ていきたいと思っています。

16
今年から区立保育園に通わせていただいていますが、3月までは別の区の私立の認可園だったため、父母会のようなものはありませんでした。

父母会からでなく、先生からの連絡でいいのでは？と感じる事も多いです。

17 いつもありがとうございます！

18 保護者と保育園・文京区との貴重なかけはしになってくださりありがとうございます。

19

父母連をなくすのは無理でしょうか？

イベント（今はないですが新年のとか）で父母が仕事を休んで取り組むのは、他の区民が参加できるのものなので（区報にも掲載あり）、違和感が

あります。

20 転園したばかりなのでよく知らない

21 過去に保育のあり方協議会に行ってみた事があります。

22 区立保育園だけでなく、すべての認可保育園が参加するのが理想的だと思う

23

アンケート取りまとめありがとうございます。父母会は区の保育の質を担保するために重要なものだと理解しています。だからこそ、メンバーへの参加ハー

ドルが低くなるように、また忙しい合間を縫って運営してくださる役員の皆さんの負担を減らせるように、運営方法の効率化や、いらない仕事を無くす

(人数合わせのための仕事を作らないなど)取り組みが必要だと感じています。

24
公式にそんなものがあるのだなぁと思いましたが，人数が多いからか，保護者間のつながりは他園よりないと感じます。今年はコロナで活動が制限され

ているからかもしれませんので，次年度以降期待したいと思います。

25 子どもの通う園は、やややり過ぎ（父母会が色々やりすぎだし、園も伝統から父母会に当然のように求めてくることもある）に感じる。

26 多少意見が偏っていると感じたことがある。

27 今年はあまり活動が出来ず残念だと思う。

28 役員の皆様、お忙しい中 ありがとうございます。

29 皆様お仕事や家事育児を抱える中でご対応いただき、また、メールベースで保護者の負担にならないような配慮も垣間見え、大変感謝しております。

30 コロナ禍では対面の父母会活動は一切辞めるべきと思う

31 いつもありがとうございます

32
取りまとめありがとうございます。コロナ禍で父母連の活動も大変かと思います・・・お仕事もお忙しい中、係の方にはいろいろとご尽力いただき、本当に

ありがとうございます。

33
父母連もしっかり活動いただき、保育の充実につながっていると感謝している。父母連の活動、たくさんはできないけれど、応援できることがあれば呼び

かけていただければ協力したい。

34
今までの皆様の活動のおかげで、オムツ持ち帰りなどがなくなり、本当に感謝しています。ただ、新しく入所された方々は、それが当たり前なので知らな

いと思います。父母連の働きによるものだということは、伝えていかねばと思っています。

35
必要な時だけ都度ボランティア募集で良いと思う。強制的に参加させられていると感じる。広報誌もなくて良い。

クラス会もなくてもなんの支障もない。

36 父母会は不要に感じます。

37 これまで活動に興味はあったがオンラインで参加ができない部分があったのがネックだった。

38 本当に必要か疑問に思う。

問23. 父母連やその活動についてどの程度ご存知でしたか？



NO 意見 対象

1
オムツ替えの際におしりふきを使用してほしいです。

砂場等で汚れた服は汚れたままでいいので預けてる使い捨ての袋に入れてほしいです。何度かバッグの中が砂まみれになってしまったので、、
保育行政

2
保育園、保育士さんには心から感謝申し上げます。毎日本当に助かっています。保育士さんたちも安心して豊かに暮らせるような行政支援を期待い

たします。
全体

3

人員配置も多く、安心して任せられる園だと思います。今年度の園長先生はいつでも親身に相談に乗って下さり、育児の悩みや疑問をしっかり解決

して下さいます。非正規の先生は長く勤務されている方が多く、年度を超えて成長を見守って下さっている温かい雰囲気があるように思います。食事

があまり美味しそうではない印象なのと、食育を3歳未満でももう少し取り組んでもらえるとより良くなるかと思います。

全体

4

保育園の職員の皆様、ご自分の家庭都合も様々にある中で、職務を全うしていただき、感謝しております。

コロナ禍の自粛については、正直、過剰とも思うところがありますが(幼児の重症化例は無い、感染症は他にも多数あるため集団生活でコロナだけ特

別扱いしても仕方ない等)、世間的に致し方ないかとも思います。

ありがとうございます。

保育園・保育

士・職員

5
おもちゃや本が少ない、古くて汚く感じる物も多いと感じる。

ベビーカー置き場が狭すぎる。

園の施設・設

備

6
家庭保育の協力要請期間における、区が園に確認している日割り還付に該当する日数がこれまで通知されたことがなく、正しく伝わっているのか不安

です。園の負担が増えそうで嫌ではあるのですが、何月は何日だったか通知いただけるとありがたいです。
保育行政

7
コロナ下で先生や職員の方々の生活も大変な中、預かっていただけてとても感謝しています。家庭の負担が多少増えたとしても、ぜひ、ぜひわかりやす

くお給与に反映する形でお渡し願えればと思います。
全体

8

問3について。Eと回答しましたが、兄弟同園にしたく長年転園希望を出していましたが全く叶わず上の子の年長進級を機に諦めました。行政はどれく

らいの家庭が兄弟別園により負担を強いられているのか実態をきちんと把握して対策やフォローを考えていただきたいです。送り迎えの負担はもちろん、

2ヶ所通園により勤務時間を短縮せざるを得ないことや延長したりといった金銭的・時間的負担、面談や行事など有休を使わなくてはならない日が倍

増するなど、入園時のポイントで振り分けただけであとはそのまま、では納得できない部分が大きいです。

保育行政

9 今のところありません。 全体

10
コロナ禍で保育園を運営くださっていることとてもありがたいです。今年入園したばかりなので、子どもが保育園でどのように過ごしているか実際に見ること

もできず、部屋に入ることもできず、、、少々不安に思っております。早く子どもが過ごしている保育園の環境を実際に見てみたいです。
保育行政

11 いつも臨機応変に柔軟に対応してくださり、助けられています。何より子供たちを愛してくださり、ありがとうございます！
保育園・保育

士・職員

12 保育料無償でなくても保育は必要な保護者が多いです。保育士さんの待遇がもっと上がることを希望しています。 保育行政

13
担任の保育仕さんは良い方々で感謝しているが、生徒20人強に対して保育士２人では少ないと思う。何か怪我するような場面が起こった時に保育

士がその瞬間を見ていないことが多い。
全体

14

今年の4、5月は夫婦で在宅勤務をしながら大変な思いをしつつ登園自粛しており、5月に一度保育園から電話がありました。『一応電話で状況確

認をしている』という事務的な感じでした。その後、区のホームページで、『心密』というキーワードを打ち出し、在宅勤務でも必要あれば保育園登園可

能である旨が記載されていることを知りました。保育園からの電話ではそのようなことは一切言われず、単にホームページに記載しているだけで、『心密』

というキーワードはよいですが実効性がないものだと感じました。

保育行政

15

コロナ禍の大変な中、色々と配慮して頂きながら保育園を運営してくださりありがとうございます。

保育課からの手紙が保育士の負担削減、子供の命を守ると言った事を盾に、保育自粛依頼や行事中止の案内がきますが、いささか情に訴え過ぎ

のように思えます。内容によっては、慇懃、不快に感じてしまう事もありました。

決定事項のみの案内にして欲しいです。

全体

16 卒園後の転園先を検討したいので、オンライン上での保育園紹介を充実させてもらうか、限定的にでも、保育園の見学を可能にして欲しいです。 保育行政

17 もっと親切してくれればいいと思います。 その他

18 園のセキュリティに非常に不安を感じる。園庭の入り口が誰でも入れる形は早急に変えて欲しい。
園の施設・設

備

19 子供の状況にも合わせて対応して下さり、子供の成長を感じています。この保育園でよかったと思っています。
保育園・保育

士・職員

20 産育休中の保育時間短縮については、もう少し柔軟に対応して欲しい（家庭の事情によって、保育時間を伸ばして欲しい） 保育行政

21

認可保育園の数が増え、待機児童が減った事は大変ありがたいと感じる。一方で現在通っている私立認可保育では、人手不足感が強く、先生がい

らいらしている、保護者と十分話しをする時間が無い、こどものちょっとした怪我に気づいていない等の状況がある。

次の段階として保育の質を向上するような対応をお願いしたい。通う園の先生から、私立園はどうしても採算を重視しなければならない面があると伺っ

た。私立園への金銭的支援も含め、区立も私立も認可園であれば差が出ないような保育を提供して欲しい。

保育行政

22
いつも安心安全に保育してくださり誠にありがとうございます。意見はより良くするために出させていただいたもので、不満やクレームではありません。いつ

も優しく子供達に接してくださる先生方には本当に感謝しています。いつもありがとうございます。

保育園・保育

士・職員

23

今年度からお祝い会が廃止となり、発表会が12月に行われますが、何故乳児クラスがなくなったのか、十分な説明がなかったとの認識です。「負担が

大きいため」というようなご説明があったように記憶していますが、一体誰の負担なのか（保育士？子供？）も明確でなく、成長の場を見る機会が失

われとても残念に思っています。今一度こちらの件について再検討いただきたいと思っています。

保育行政

24

とあるご家庭のお母さんが外国人で子どもたちのたわいのないケンカに大きく口を出してくる人がいる。

なるべく関わらないようにしているがそういう人がいると安心して子どもを預けられない。

園に対してというより、区としてそういった問題にもしっかり対応してもらいたい。

保育行政

問24. 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・ご要望があればお書きください。



25

私立の認可園が急激に増えて、区の保育園担当の方も把握しきれてない様子です。区立はその点、きちんと区でも把握されていて、父母連もあり、

安心です。

活動は仕事もありながら大変だと思いますが、頑張って下さい。

全体

26 園の施設が狭いため近隣のある程度の広さがあるところで遊ばせてあげたいです。
園の施設・設

備

27 アンケートを毎回回答しているがこの活動で具体的に実現した事項について父母へ報告してほしい。 父母連

28 先生方にはいつもありがとうの気持ちです。
保育園・保育

士・職員

29 コロナの影響により密状態を防ぐため、年長組でのお昼寝を廃止してほしいです。 保育行政

30 保育士の方々への金銭的、体力的援助をお願いいたします！！ 保育行政

31 園庭をもっと広くしてほしい。 保育行政

32
コロナ対策でマスク必須ですが、先生の口元が見えないため表情がわかりません。表情や口の動きで言葉を読み取ろうとする子供には先生の表情は

とても大切だと感じます。透明なマスクにしていただけないでしょうか。文京区から保育士の先生方に支給してはいかがでしょうか。
保育行政

33 園の入り口の施錠がICカードで開くようにしてほしい。毎回開けていただくのも申し訳ないので…
園の施設・設

備

34

息子は体力があるので昼寝に関して困っています。

(保育園なので仕方ないですが)

その他の面では、満足しています。

いつも柔軟に対応していただいており、とても助かっています。

何か心配事や疑問があっても相談しやすい環境ですし、親身になってご対応くださいます。

あと半年、素敵な思い出をたくさん作って欲しいと思っています。

保育行政

35 子どもの通う園の門が狭く、閉まる時も勢いがあって危ない。何年も意見しているが一向に変わらない。
園の施設・設

備

36 なし その他

37

今年度は特に例年とは状況が異なり、正解がわからない中での情報収集、判断、対応、と先生方も大変なご苦労が続いていると思います。

保護者も、親として社会人としてどう対応するのがいいのか、迷う場面が多いです。

そんな中でも子供達の笑顔を引き出してくださる先生方の姿に、親まで勇気づけられ、改めて強い感謝の念を抱くようになりました。いつも本当にあり

がとうございます。

周りに対して否定的、攻撃的になりやすい状況下ですが、子供達にとっては今しかない大切な時間です。先生方や保育園と連携しながら、明るく優

しく乗り越えていきたいと思います。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

保育園・保育

士・職員

38

園児の人数が多いのに、いつも細かく気にかけて頂いて感謝しております。

園庭や周辺の散歩へも頻繁に連れ出してくださり、天気が安定しない日もタイミングを見計らって外遊びをさせてくださってありがたいです。

1歳からの登園の上に自粛が長く、先生方のお顔とお名前の一致に若干自信がないところがあります…。あと補助？の先生方など、見て頂いているの

にお名前が分からないので、エプロンに名前をつけて頂けると親近感が湧く気がします。

保育園・保育

士・職員

39

園長が今年度からかわったが、挨拶が全くなく、日頃も接する機会がない。前園長は積極的に声がけをしていてり挨拶をしてくれていたのに比べると、

やる気のない園長に感じてしまう。子供も園長の名前を知らないほど接する機会がないようである。せめて挨拶をしっかりしたり、子供の様子を把握す

るように努めてほしい、

保育園・保育

士・職員

40 コロナのためなのか、園長が変わったからなのか、登園時の声かけが少なくなり、距離があり寂しく感じる。
保育園・保育

士・職員

41

いつも先生方には、大変感謝をしています。

その上で、感じていることを書かせていただきます。

常勤と非常勤の先生の間に、とても大きな壁があると感じています。

親としては、勤務形態関係なく、非常勤の先生とも気軽にお話しや質問をしたいのですが、非常勤の先生とあまり話してはいけないと言われました。

クラスによって差があるのかもしれませんが、今年は特にそう感じております。

保育園・保育

士・職員

42
自粛を経験して、保育園の存在の大きさを痛感しました。登園再開後は、集団生活から学べる機会の大切さを実感しています。登園してから、子ど

もが新たにできるようになったことも増えており、成長を支えてくださっている皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。いつもありがとうございます。

保育園・保育

士・職員

43 保護者会などもオンラインで開催できるようにして欲しい。柔軟な対応をお願いします。 保育行政

44

保育園の水道から出る水の温度は冬も適度な温度に保たれているのでしょうか。水が冷たいと手洗いもおろそかになりがちなので、もし水道から冷たい

水しか出ないようであれば、ぬるい水が出るように変えるべきだと思います。

保育園の保護者会は雑談が多く、いつも重要な話はほぼ20分ほどと、少ないので書面もしくはオンライン開催を通常の開催スタイルとするよう検討す

るべきだと思う。

園の施設・設

備

45
以前は先生方の顔写真が玄関に貼られていたので、先生の顔と名前をすぐに見て確認できていましたが、今は貼り出しがないためもう誰がどのクラスの

先生なのかさっぱりわかりません。

保育園・保育

士・職員

46 園長がかわったが、歴代の園長と対応がことなり、今だにどのかたが園長かわからないぐらい関わりがないのが不安
保育園・保育

士・職員

47

兄弟の登園・降園の順序のルール(下の子を後で登園させ、先に降園させる)を撤廃してほしい。自宅・勤務先・園の場所はそれぞれなので、一律に

決めないでいただきたい。特に別々の園に通っているので、聞き分けや我慢が難しく、身体も弱い下の子を、必要以上に連れまわすことになる。寒暖の

厳しい季節や、悪天候のときは非常にかわいそうであるし、実際に親の負担が大きい。コロナ禍を考えても、下の子が連れまわされて他園で動き回って

しまうことは望ましくないと考えます。

保育行政



48 園長先生にお会いしたことがない（園の掲示で写真のみ拝見）
保育園・保育

士・職員

49

保育内容は充実していて、満足しています。できれば幼稚園のような勉強的な要素も少し取り入れてほしい。またネイティブの先生による英語レッスン

なども頻度は少なくていいので取り入れてほしい。

保育士の皆さんはとても信頼できる方々ばかりですが、人数が足りないと感じています。先生方の努力だけでは補えない部分だと感じます。

また、もっと広い園庭があるといいな、と思います。全園児が遊ぶには少し狭いし、小さい頃は思い切り外で遊ぶ経験をさせたいです。広い園庭であれ

ば、もう少し色んな遊具も置いてほしい。駒込保育園のような園庭は広さもあり、ジャングルジムや坂のトンネルなど遊具も充実していて素敵だと思い

ます。

全体

50
保育園レベルの判断ではないとは思いますが、区内保育園でのコロナ発生情報については、園のエリア、感染経路、兄弟関係など、具体性がなく、た

だただ疑心暗鬼を生む状態でいかがなものかと感じます。
保育行政

51 昼寝について、体力に応じて必要のない子もいることを理解してほしい。夜更かしにつながる懸念をどう考えているのか 保育行政

52

門の鍵の開け閉めが遅い。大変だと思うので、カードキーなどでのロック解除になれば良いと思います。

最近、先生方も疲弊されているのか、笑顔が少なく元気がないと思います。

園の施設・設

備

53
子ども一人あたりの面積は多いほうがよい。幼稚園とならしてほしい。区立を増やしてほしい。区立を減らすのはもってのほか。区立の保育士の質がと

ても良い。
全体

54 なかなか普段意見を言う機会がないため、アンケートは大変貴重な機会です。ありがとうございます。 父母連

55
園での写真がここ５年いつもピンボケ（画質、画素数が低い）している。古いカメラなのかもしれないが、費用面問題ないなら早く変えるか、ほかの方

法で園のタブレットやスマホ撮影などで質をあげてほしいです。

園の施設・設

備

56
朝の集団保育場所が、コロナになってからホールへ変更になったので広くて良い。これからも以前の狭い部屋ではなくホールのような広い部屋で過ごし

てもらいたい

園の施設・設

備

57 ドアを開けてもらうのにインターホンを押すのは少し面倒です。オートロックにして欲しい
園の施設・設

備

58 コロナの中、保育園には大変感謝しております。
保育園・保育

士・職員

59 保育士の人数的な負担もあるとは思います。区にも補助などを訴えていけたらと思いました。 保育行政

60 育休中の方も預けたい気持ちはわかりますが、本当であれば避けるべきではと思いました。子供のためというより、先生方の負担を減らすために… 保育行政

61
コロナ禍の難しい状況の中、保育士の皆様、保護者ともに十分な工夫がなされていると感じています。皆様のご協力でこの危機を乗り越えていければ

と思います。父母連の皆様も厳しいことがあるかもしれませんが、引き続きよろしくお願い致します。
全体

62 子どもの通う園の一階トイレ床が黒カビだらけで不潔です。お掃除業者を入れてください。
園の施設・設

備

63

登園させている園については、概ね満足している。一方で、区全体の保育の質を上げる為には、保育者（職員の方）と保護者、相互の理解や関

係性が重要であると認識している。保護者の意見も大切ではあるが、保育者の声はしっかりと行政に届いているのだろうか。

先生方のご意見やご要望も保護者に情報共有するべきではないか。

保育行政

64 やはり児童あたりの保育士数は多い方がいいのと、区の保育園は過密なので保育園が出来次第、過密を緩和していってほしいです。 保育行政

65 保育園が増えたら、区立保育園は以前の園児数でゆとりある保育を目指してほしいです。 保育行政

66
熱が出てお迎えになった場合、たとえ元気でなんの心配もなくとも次の日必ず保育園を休まないといけないということになっているが、このルールの意図

がよくわからない。
保育行政

67
入退出の管理がカードになりましたが、門の開け閉めもカードでできるようにして欲しいです。

（インターホンで開けたタイミングで、他の方も一緒に出入り出来てしまうので防犯上の不安があります）

園の施設・設

備

68

０歳クラスはお昼寝マットを使ったり、ベビーワゴンで寝たりしているようで敷きマットを手作りで準備する必要があるのか疑問。食事の際サイズ指定のタ

オルを準備しているが、衛生面の観点からウェットティッシュの使用も可として欲しい（文京区内の私立保育園の準備物はもう少し簡素化されてい

る）。

保育行政

69

非就労日の通常保育について、前回の議事録にて「保護者の方が休暇を取得している児童につきましては、保育の必要性がないことから、制度上

難しい」との回答があったが、保育の必要性があることは、保育施設に在籍することができるかの要件であり、毎日満たす必要がある要件ではないので

はないか。「制度上難しい」という理由（具体的な法令・通達等の根拠）を教えてほしい。現在でも、区立園では育児休暇中や、転職に伴う一時

的な休暇の際には保育園を利用継続できるし、私立園では有給取得日の通園を認めているところもある。また、保育園を利用していない人ならリフ

レッシュ一時保育を利用することができる。それにもかかわらず、区立保育園に在籍している子供の保護者が単発で有給を取得する際には利用でき

ないというのは、どういう理由によるのか。制度上の障害があるのであれば、その具体的な内容を教えてほしい。保護者自身の通院等、子供を連れて

いけない用事をすませる必要がある場合もあり、その都度ベビーシッターなどを利用するのは、子供たちにもストレスになるので、通常の環境で預かって

いただけたら大変ありがたい。子供にとっても園は生活の場であり、親にたまたま仕事があるかどうかで利用できるかどうかが変わってくるというのは、不安

定でもある。

保育行政

70
緊急事態宣言中、登園できなかった際に家で保育しながらの在宅勤務していましたが、保育園の有り難さが身に沁みました。状況に応じて工夫しな

がら保育していただいていることに感謝しています。

保育園・保育

士・職員

71 コロナの発生した保育園や学校などはホームページで開示してほしい。 保育行政

72
門と入り口の開錠をセキュリティカードなどで自動化して欲しいです。

毎回2回インターホンを鳴らして開ける手間、対応される先生方の負担を考えると早急に対応すべきかと。

園の施設・設

備

73

保育課への要望なのですが，

保育課からの登園自粛要請やICカードの導入など，保育課がそう判断した理由が明確でないと感じています。もう少し丁寧な説明が必要と感じて

います。

保育行政

74 父母連の皆様にはお忙しい中、問題意識をもって活動していただき、ありがたく思っております。 父母連

75 ゆくゆくは、こども園のように、幼稚園の内容もどんどん取り入れてもらえるとありがたいです。 保育行政



76
コロナ禍で生活様式が変わり、日常生活の中で、個人的にまだ慣れないこと、不安なこともあります。集団保育の現場の先生方のご配慮、ご心労も

拝察いたします。この場を借りて、感謝の気持ちを伝えたいと思います。いつもありがとうございます。

保育園・保育

士・職員

77

緊急事態宣言発令時、未就学児が2人いて、片親だけが在宅ワーク可能だったので、片親が2人の面倒をみて、在宅ワークで仕事をしていたが、か

なり大変でした。保育園自体がクラスター発生しなくとも、自粛要請を区が発令するなら、民間のシッター利用の全額補助をするなり、今後、またこう

いう事態が起きた時を想定して対策を考えて欲しい。

経済的にもきつかった。

保育行政

78

行事の開催について、アンケート結果で実施希望者が多い場合は、父母連からの要望書として提出していただきたいです。他区では運動会も開催さ

れていますが、我が子の園では開催されず、開催について慎重であるように感じています。コロナは心配ですが、行事は子供たちの大切な成長の機会

です。このままだと、お祝い会も卒園式も入園式もできなくなりそうなので、園庭や屋上などの屋外で開催するなど、対策を取った上で開催を目指して

いただきたいと思います。

父母連

79

園の行事に関して、コロナ禍の今に限って言えば、撮影などは全員が映る場所(正面など)で定点で撮影してほしいです。変に一部の子を抜いたりしな

いで親の視点で見られる撮影が希望です(たぶん本来であれば皆さん自分のお子様をずっと見るはず)。現状ある程度編集されるようなＤＶＤ撮影

業者だと特定の子だけを映したり、映像としては素敵なのですが、親の視点からは「凝らないでいいからずっとみんなを映して」と思う方も多いのではない

でしょうか？？

その他

80
園がバリアフリー化されておらず、下駄箱前の段差や、玄関の階段がとても危ない。実際に転んでいる園児をよく見かける。園内の階段も一部出っ張

りなどがあり、とても危ない。特に迎えの時間に園児たちが集中する時間など、密集していて危ない。

園の施設・設

備

81
水分補給の際に牛乳を入れたコップを洗わず、麦茶を注ぎ足すことに抵抗感があります。お忙しいのはわかりますが、コップをもう一つ用意するなど、何

か対策があると嬉しいです。

園の施設・設

備

82 子供も保育園が大好きで、いつも先生方には感謝の気持ちでいっぱいです！
保育園・保育

士・職員

83 コロナ対策予防が甘い。 保育行政

84
大型の区立園なので仕方ないが、子どもの個性を見て言う事聞かない子は困ると言わずに、面倒を見てあげてほしい。

嫌な先生がいるので進級時は変えてほしいくらいです。

保育園・保育

士・職員

85 保護者と会話してほしい…
保育園・保育

士・職員

86 保育園が狭い、身体を動かすスペースが足りないように感じる
園の施設・設

備

87
以前、偶発的であるが、園の二階ベランダ格子柵の間から一階園庭に乳児が物を落下していることを見かけた。格子柵の間から物が落下しないよ

う、ネットを張る等対策いただけないか。園庭に園児がいなかったことが幸いでした。。

園の施設・設

備

88 いつも細かな対応に本当に感謝しています。子供は保育園が大好きです。
保育園・保育

士・職員

89

毎日と連絡帳等だけでなく、入園の申込書類などについても電子化を推進いただけるとありがたいです。小さい子供がいると寝かしつけた後でないと書

類を広げることができないですし、毎回（兄弟の入園や転園手続きの度に）一から全て書き直すのが大変手間に感じます。また、電子化することで

書類不備・入力漏れを減らしたり、区の職員の皆様の確認稼働も減るのではないかと思います。

園の施設・設

備

90
コロナ対策は私立園を見学する，対策状況をとりまとめるなどして，全く状況が違うことを認識していただきたい。文京区の区立園は人数が多いこと

もあり，大規模クラスターのリスクが高くて（実際に発生しましたし）不安です。
保育行政

91

保育行政にはとても満足しています。先生方もお忙しい中対応いただいていると思います。

先生方の頭数を増やすことは難しいと思いますが、せめて一人一人のご負担を減らして保育いただくためにも、諸連絡の電子化は進めていただきたい

です。

全体

92
園長先生、副園長先生をはじめ、先生方がとてもよく見てくださいます。給食の内容も栄養のバランスの取れたもので、よく考えられていて素晴らしいと

思います。

保育園・保育

士・職員

93 保育士さんは、ベテラン保育士さんから新人さんへの指導があるなぁと感じますが、園長への指導は区から徹底していただきたいな、と思います。 保育行政

94 園にはいつも配慮いただいて大変感謝しております。引き続きよろしくお願いします。
保育園・保育

士・職員

95
兄弟が病気の時に病気ではない兄弟の登園を控えてほしいと言われた。病気の蔓延を防ぐ為なら仕方がないが、病気の兄弟が休まらない事もある。

一定のルールがあるのか？
保育行政

96 コロナという状況下においても、子どもたちとの関わり合いを大切に、楽しい園生活を提供していただいてることに感謝の気持ちでいっぱいです。
保育園・保育

士・職員

97
コロナの人数が気になるので

保育の人数を制限したり休園してほしい。子どもたちにマスクの着用と手洗いうがいを徹底してほしい。
保育行政

98

アイウエオを教えて欲しいです。

来年から一年生なので、一年生みたいに昼寝しないようにとか，ちゃんと静かに座って先生の言う事を聞くとか，一年生みたい事を練習して欲しいで

す。

保育行政

99
いつも本当にお世話になっており、ありがとうございます。おかげさまで安心して通わせることができています。コロナの状況下でも、様々なクラス内での行

事や取り組みを工夫して続けていただいて、子どもたちも不安を感じたりすることなく楽しく通っているようです。

保育園・保育

士・職員

100
写真関係や進級祝い選定等事務仕事が父母会の仕事となっているが、各園に予算をつけて事務員を採用するなどしてアウトソースするほうが効率

的。
保育行政

101 関係する皆様に御礼申し上げます。いつもありがとうございます。 全体

102 園庭のある他の保育園では毎日午睡後も園庭で外遊びをしているが、子どもの通う園はほとんどしていないので、午後も外遊びをさせて欲しいです。
園の施設・設

備

103 先生方がいろいろな知恵を出し合い、いつでも子供に適切な保育をしてくださり、本当に感謝しております。
保育園・保育

士・職員



104 保育園の先生方にはいつもあたたかく見守りご指導いただいています。
保育園・保育

士・職員

105
毎年保育園を増やしていただき、各保育園でも工夫をしていることがわかるので、感謝するばかりです。ただ、保育園の増加に伴う公園の過密化等に

は不安も感じています。また、紙の書類のやり取りが多いと感じるので、更なる電子化、効率化を望みます。
保育行政

106 未就学児の兄が区立幼稚園の年長にいます　項目がなかったため 父母連

107 とても助かっています！ その他

108
写真販売をネットで行うようになったのだが、データ販売が1データ250円と高額すぎる。是非父母連から保育課に意見してもらいたい。写真が150円

程度なのに差がありすぎて買い渋りが起きてしまいます。
全体

109

今年度はコロナの影響もあるので仕方のない面はあるとは思うが、子どもが、本来その年齢で身につけられるはずであろうことを身につけられていないよ

うに感じる。来年就学の５歳児については、その点、不安に感じる。区は毎月「家庭保育の協力要請」を出し、行事の縮小を決定したりしているのだ

から、その学年が小学校に上がったときに、今までの学年と同じには行かないことを予めわかった上で、小学校に申し送りなり、支援なりをしてほしい。

保育行政

110 いつも子どもたちをよく見てくださっていると思います。どの先生も感じが良く、児童に寄り添ってくださっていると思います。本当にありがとうございます。
保育園・保育

士・職員

111 このような状況下で、気をつかないながらも、子どもたちには今まで通り接してくださる先生方に感謝の言葉しかありません。
保育園・保育

士・職員

112
保育士さんの給与を含めた待遇が悪いと聞いていつも心を痛めています。非常にお世話になっているので待遇の改善は是非とも進めていただきたいで

す。
保育行政

113
保育士の先生方や施設面には大変満足。クラス人数が多い事で

子供達が落ち着かなかったり、コロナ下では行事運営が難しいのを思うと、クラス分け？等なにか対策があればいいなと思う。
全体

114 子供の熱を測る体温計を非接触型にして欲しいです。
園の施設・設

備

115 現在通園している保育園においては、日頃の保育で柔軟な対応をしていただいており、感謝している。
保育園・保育

士・職員

116 今年は特に全体的に不満です。 その他

117

認可園が増えているのは、待機児童削減には良いのですが、増園されたところは、どこも園庭がナイに等しい所ばかりです。　国の決まりだけでなく、

[文京区に有る保育園]としてどうなのか？を考えて貰えるとうれしいです。

区立園だけでなく、私認可私立園にも行政の目がもっと向くとうれしいです。

保育行政

118 不満はありません 全体

119 預ける親側にとっても園側にとっても現状不便や不満のあるところなどが改善されていけば良いと思います。 保育行政

120
他の区と比べて、インフルエンザやコロナに対する感染症対策が甘く、不安を抱えながら登園させている。

感染者が数十人になる前に、親にわかるよう改善していただきたい。
保育行政

121

我が家は夫婦共に日曜日祝日や夜間や早朝に勤務があることもあります。

保育園がやっていない時間や日祝は他に預けたり、ファミサポに預けたりして、夫婦どちらかが平日休みの日は保育園をお休みしています。

公立保育園の保育時間や日祝がお休みということについて、平日日勤の人が利用しやすい環境になっているのは不公平だと感じます。

週末が休みで日中働いている人ばかりではなく、我が家のように日祝や夜勤の仕事をしている人も多くいます。

一部の園だけでも日祝、夜間、早朝の預かりをしてもらえないでしょうか。もしくは平日お休みして利用していない分は返金するか、日曜祝日、深夜

早朝に他に預ける金額を補助してほしいです。

保育行政

122
行事については、他区の話を聞いていると、工夫をしながら保護者の参加もできています。運動会もお遊戯会も、後日映像で見るようになっています

が、可能ならば目の前のこどもたちの活動を見たいです。
保育行政

123
在宅が出来るなら預けないでというのは精神的に追い詰められています。

在宅の事どう思って何か勘違いしているのでしょうか。
保育行政

124

保育園の先生方、幼児保育課の方々には、幼い、かけがえのない命を預かって頂いており、本当にありがとうございます。コロナ禍ではひとつの決定や

行動が子供の運命を大きく変えてしまう可能性があるので、平時にも増して大変な重責を担われているのだと理解しています。アンケートの民意は大

切ですが、責任ある決定と多数決で決めることとは別だと思います。

全体

125

「解熱後２４時間登園禁止ルール」を検討し直して頂きたいです。発熱したら翌日も登園不可というのは、保育園の保護者（勤労者）としてはと

てもきついです。たびたび発熱コールを頂いていますが、９割以上は鼻水を出しているだけで帰宅後には平熱に戻っており、翌日はほぼ全快です。健

康な状態で病児保育園にお願いするのはかえってリスクが高いので、自宅保育としています（よって、ほぼ働けません）。３７．５分でコロナ罹患可

能性を考えるのであれば解熱後２４時間以降も登園はできないはずなので、その根拠にも疑念があります。もちろん子どもの体調が悪ければすぐにお

迎えに行きますし、翌日もそうであれば当然登園を控えますが、良好な健康状態なのに登園禁止とされるのは負担がとても大きいです。翌朝、平熱

に戻っていれば、登園可能としていただけますよう、心よりお願い致します。

保育行政

126
連絡事項が紙による伝達など一方的なので、アプリなど閲覧したことが双方わかるようなシステムを導入してもらいたい。あと、玄関の開錠作業が双方

にとって効率的でないので、ICカードによる開錠ができるようにしてほしい。

園の施設・設

備

127 保育園の建物が古く、耐震等が心配なので、検討して欲しいです
園の施設・設

備

128

写真販売についての要望です。今年より写真のデータ販売形式が変わりました。購入枚数にもよりますが、実質かなりの値上げだと感じています。昨

年であればプリントした写真＆データCDという現物があったものが、今年度は現物なしでデータのみで購入者にて1枚ずつダウンロードする負荷が増

え、逆に業者の方の手間は激減かと思うのですが、価格的には昨年度よりはるかに高額になりました、ので、ちょっと金額に納得感がありません。購入

枚数が少ない方にはいいのかなとは思うのですが・・・（でもやはり高い、という声ばかりを聞きます）。特に今年は行事が無観客となってしまったため

に、写真はすべて購入でしか入手できない状況です。データ価格を見直していただく余地はないのでしょうか。

保育行政



129

子どもの荷物を感染症対策で、親がやらず保育士にお任せしているが、この対策で感染を抑止できていると思えない。科学的な根拠はあるのか。親

が感染症対策を講じ、荷物を管理すればよい。保育士の業務量を増やさず、親が負担するべき事は親に任せてほしい。保育士が疲れ子ども達と寛

容な心で向き合えないなら本末転倒なのでは。保育士の業務負担軽減を望む。

保育行政

130 こうした活動が保育の充実につながっていると実感している。 父母連

131 アンケートが長すぎます。 父母連

132 父母連や保護者の役員の仕事が軽減するよう、もっと保育園に担ってほしい仕事があります（例えば運動会のDVDの販売など）。 保育行政

133

玄関の靴箱前の段差、ドア、門までの階段、すべてにおいて危ない。

また、お迎え時は走り回ってる子や、ふざけて外階段の手すりにぶらさがってる子などがいて、こどもとぶつかりとても危ない。早急に改装工事などできな

いのであれば、先生の見張りをつけるなど対処してほしい。

園の施設・設

備

134 区立園でも体操や映画など外部の先生を呼んだカリキュラムを行なって欲しい。 保育行政

135
区立保育園と私立保育園のサービスを平等にして欲しい。お昼寝シーツの貸し出し、クリーニング、体操教室、英語教室、リトミックなども区立保育

園でやって欲しい。
保育行政

136

今年は本当に大変だったと思いますが、いつも笑顔で接してくださり子どもも親も安心しております。ありがとうございます。

手先を使用し考えながら遊べるおもちゃがたくさんあり、子どもの発達にとても良い影響を与えてくれていると思います。子ども達が作った作品を見るのが

楽しみです。

保育園・保育

士・職員

137 園だよりで当月の行事などをチェックするが、仕事の都合もあり、月初ではなく前月末（１週間前など）にできないだろうか。 保育行政

138

葛飾区では親が有給休暇でも子供を9時から4時であれば預かってくれる。仕事をしていないときは預からないという回答であったが、週4勤務や平日

休みのある方は休みの日は全員登園していないのか？登園している家庭もあるように感じる。制度の公平性がないなら、有給休暇も預かって欲し

い。

保育行政

139

保育園生活全般に大変満足しています。コロナ禍の休園から保育再開後も、園児や保護者のためにできる限りのことをして頂いていると思います。

むしろ、職員の方々は、事務や消毒などの業務が増えているでしょうし、基本的に残業して頂いているように見えるので、きちんと休んだり有休などしっ

かりとれているのか心配です。

保育園・保育

士・職員

140
用務の先生の、子どもに対する注意の仕方に不満があります。もちろん注意されるようなことをしている子どもが悪いですし、注意していただけるのもあり

がたいのですが、否定ばかりされてこどものやる気が削がれています。

保育園・保育

士・職員

141
連絡帳について、「家庭の様子を知りたいから」とこちらからの記入は要求され、園からは毎日ハンコのみ。「話せる年齢だからおうちで聞いてみて、話し

てみて」とのことですが…。先生方が家庭での様子を知りたいように、こちらも園での子供の様子も知りたいです。

保育園・保育

士・職員

142 濃厚接触者の定義から円卓での食事をやめ、室内のマスクの着用を年長児には対応して欲しい。 保育行政

143 安心して子どもを預けることができます。いつもありがとうございます。
保育園・保育

士・職員

144
兄弟で預ける場合、下の子を後に預け、先に迎えに行くとなっているが、違う園に預ける場合、下の子を連れ回すのは大変なので、（特に雨の日な

ど）どちらでもよくして欲しい。
保育行政

145 毎日楽しく通っています。いつもありがとうございます。
保育園・保育

士・職員

146

父母連の皆さま、いつもお忙しい中様々な取り組みをしてくださりありがとうございます。

保育園には日々大変お世話になっています。年少クラスまでしかないので今年度で卒園（転園）となりますが、年長クラスまで整っていたら迷わず就

学前まで通い続けていたと思います。

園長先生をはじめ、担任以外の職員も皆さん優しく接してくださいます。子供も毎日楽しく通っています。

先生方は日々お忙しそうなので、デジタル化を推進するなどして少しでも業務の負担が軽減されればいいなと思います。

父母連

147
コロナ禍で大変な状況ではありますが、先生方皆さま一生懸命に活動されています。行政から職員の方へ支援の充実・強化を図っていただければと

思います。それが子どもたちに対する保育の充実につながることになるのでは。
保育行政

148
保育園にまわる予算が増えたことにより、園内の備品類、消耗品類の種類、数が増え、数年前から比べると、子どもたちが伸び伸びと自由に想像力

を膨らませた創作が出来る環境になったと感じる。ありがたいと感謝している。

園の施設・設

備

149
幼児の連絡帳の記入を辞めたこと、先生にとっては楽かもしれませんが、子供の様子は分からなくなりました。全体の様子は分かりますが、やはり自分

の子供がどうだったか分かりたいです。
保育行政

150
首から下げる保護者証がアナログなのでやめて欲しい。保育士も確認していないし、いちいち解錠してもらうのがめんどくさい。カードキーを配布すれば

良いだけ。

園の施設・設

備

151 区立保育園の質が高いと思うので、民営化せずに維持してほしい 保育行政

152
何中クラスから準備をし、年長クラスは4月から昼寝をなくして欲しい。昼寝のため夜寝付くのが遅く、結果朝起きられない。週末自宅では昼寝を一切

しません。また、幼稚園児は昼寝をしていません。以前から度々出ている意見だと思うので真剣に検討して欲しい。
保育行政

153 もし可能なら食後の歯磨きを園でも出来るようにしてもらいたい。 保育行政

154

自宅保育協力要請の文書が区から出されていたのはとてもよかった。会社との話し合いがスムーズになった。

コロナ対応で大変だと思うのでなかなか保育園の先生方には言いづらく、区に相談するのもためらわれたので、こうやって意見を取りまとめていただけて

ありがたく思っております。

保育行政

155 より保育園と保護者との信頼関係が深まるようにアンケート結果を活用いただきたいです。 全体

156 連絡帳のオンライン化を希望します。前の園ではコドモンで、入退室、連絡帳、お休みの連絡など全てスマホでできており便利でした。 保育行政

157 コロナにより休園したが、開園の連絡が遅いと感じる 保育行政

158
問3につきまして。下の子が1歳で入園し3歳の上の子と別園になって以来、同園への転園申請をずっとしていましたが叶わず、上の子が年長になった

のを機に取り消しました。
保育行政

159
いつもありがとうございます。コロナでますます大変だと思いますが、子どもが保育園からたくさん学ばせていただいており、本当に大好きな場所のようです

ので、どうか今後もよろしくお願いいたします。

保育園・保育

士・職員


