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延長保育なので仕方がないと諦めている
先生がとても忙しい。子供の人数が多すぎるため、話す時間がない。
先生方は忙しい時でも丁寧に対応して下さいます。
お迎えの時間に担任がいないときもあるので話したくても話せないことはあります

乳児クラスと幼児クラスに子どもがおり、乳児クラスの担任の先生とは十分にお話しさせていただ
いています。幼児クラスの先生は、日によって担任の先生であったり、そうではない先生であった
りするので、じっくりお話をするということはあまりありません。その分、ノートでこちらからも
日々の様子を伝えたり、書いていただいたことを読ませていただいています。
延長保育を申し込んでおり、お迎えがギリギリになってしまうので、中々お話できる機会が少な
い。

朝番、帰りは延長保育なので、担任の先生に会う機会が減りました。連絡帳に紙などで入る案内で
は、こちらに届いたものしか確認できず(届かないと連絡があったことすらわからない、周知がある
と聞いていたものの連絡がないので、聞いてみたらもうだいぶ前に紙でお知らせしたと言われた、
など)、知らないで終わってしまったものもあったのではないかと思います。園の手間が増えるのは
申し訳なのですが、ネットに掲載するなど連絡・情報共有の方法を工夫して頂けると助かります。
忙しそうなので仕方ないことだと思います。（他の園も同じだろうと予想）
先生はご多忙ですから、話しかけられません。不満ではありません。
お迎え時に、特別なことがなくとも、一言二言その日の様子を聞きたいが、他の園児たちの対応が
忙しく、「さよなら」とだけ言って連れ帰る日も多く、少し残念。でも先生方のお忙しいさは十分
に理解していますし、保育姿勢には感謝のみです。
緊急で本当に重要なことであれば口頭で話してもらった方がよいですが、送迎時間帯はこちらも時
間がないので無理して話してもらう必要はないと思っています。それよりも、連絡ノートでこちら
が質問したことなどに回答を記載してもらう方がよいです。「見ました」の判子が押されるだけで
は様子がわかりません。
登園時は余裕がなく、降園時はほぼ延長なので、担任の先生と話せる時間が少ないので、たまに
ゆっくり話せたら良いなと思う事があります。
仮園舎になり、子供も親も職員室に入りやすくなったのでちょっとした雑談から相談に発展するこ
とも多いです。
忙しい時でも必ず声をかけて必要な申し伝え事項は話してもらっていると思います
預けにいく時間帯が、ちょうど担任がいなかったりする時間にあたりやすい為。でも連絡があって
声がけをすれば応えてくれるので、そこまで問題は感じないです。普段の様子など、ちょっとした
ことをもう少し話せたらなお嬉しいです。
担任の先生がお迎えの時間にいないことが多い
園児がいるのでなかなか話かけにくい。忙しそうに感じて話かけるのが申し訳ない。体調や大事な
事は伝えるがそれ以外の事はこちらからは聞かない。
忙しそうなので、すぐに子供を引き取り、家で連絡帳を見るだけの日々が多いです。もう少し今日
一日どうだったかのお話を聞けたらと思います。
園に相談しても何もしてくれないとわかってからは、特に相談しなくなりました。
通常保育の際は園での様子を伝えてもらえたが、延長保育の時はそういった話を聞ける機会が本当
に少ないと思います。
先生がお忙しそうなので、基本的に挨拶のみとなっている。
登園時間が早く、お迎えも遅いため。連絡帳などを有効活用している。
毎日延長を利用しており、お迎えがギリギリとなってしまうためかと思う
先生方から会話の場を作ってくださることが多いので、必要に応じてそうしたときに会話をしてい
ます。
朝も夕も、バタバタと急いでいることが多いですが、担任の先生は、連絡帳に書いたこと等覚えて
くださっていて、短いセンテンスでお声がけいただいて、感謝しています。
こちらが聞きたいことは何でも聞ける雰囲気で心よく答えていただいています。
また、保育ノートでも子どもの様子を丁寧に教えていただいているので、毎回読むのが楽しみで
す。
子どもの泣いた姿、怒った姿も教えてくれるので、家だけのことではないんだと安心できたり、先
生たちにも親同様安心して接しられているんだと感じます。



人数が多く、先生も子供たちのお世話で忙しそうなので会話を遠慮してしまう。
気を使って話せません。

もう少し親を見て親と向き合う先生がいれば良いと思う。仕事に追われ、家族の様子までは見られ
ていない、見ようとしていない感じがする。親の状況は子供に直接の影響がある。
早番、遅番の時間なので担任の先生に会えない事が多い
先生が少なく、他の子が気になって(安全面)、話しにくいことはあります
連絡ノートが無くなった事が原因だと思う。
話せていないが、連絡帳を活用している。
担任がその場にいないときもある。担任以外の先生で、こどもからよく名前を聞く先生がいるが、
その方の役割がよくわからず話しかけるのに困ることはある。簡単なこと、例えば今日元気だった
か、というようなこと。
18:15お迎えギリギリなので、なかなか先生と話す時間なく帰宅しています。
保育士の方々が忙しそうで、あまり引き止めるのは気が引けます。
上のことの兼ね合いもあるし、お迎え時はすでにヘロヘロで、親の方もできれば喋りたくないくら
い疲れる。
若い先生方は少し無愛想
基本的には連絡帳に書きます

お迎え時、下の子のクラスでは非常勤ではなく、担任がいるにも関わらず、様子を伝えてくれるこ
とがほとんどない。上の子はお会いすれば何かしら伝えてくださいますが。何も特になくても「元
気に過ごしていました」もないので、信頼が薄れる。こちらから聞かなければ、何もなく、不信感
でいっぱいです。声がけがない。担任間の連携ができていないのか？とも思います。
お迎えの多い夕方はやはりまとまって保育されているので先生方もなかなかゆっくり話すのは難し
いと思う。
今は改善されているが、当初は保育士が多忙そうで話しかけづらい雰囲気があった。気がかりなこ
とが起きた段階ではじめて相談したところ、日頃の意志疎通が不十分だったためか、うまく話が成
立しなかった。連絡帳は当初から熱心に書いてくださっていたが、顔を合わせて少しでも会話をし
続けることの重要性を実感した。
お迎え時、フリーの先生のみで担任の先生が不在な場合、お話ししたいことがあってもできないこ
とがあります。
延長保育では、ほとんど話せていない
他のクラスの先生や非常勤の先生も話をしてくれることがあり、心強く思う。
状況次第。担任の先生が不在だったり、忙しそうだと聞きにくい。
お迎えの時間に担任の先生から、その日の遊び、体調のことやお給食の状況など、保育園でのエピ
ソードを聞けることが毎日の楽しみです。
担任の先生が職員室にいる時は話しかけづらい。
コミュニケーション量の多少について、日によるところはありますが、総合的に子供一人一人の様
子、成長をよく把握してくださっていて、必要なことは共有してくださっているという印象です。
安心して子供を預けることが出来ており、感謝しています。
先生方から積極的な声がけが得られず、こちらから質問しない限り、会話なく引き渡し、ピック
アップが終了する体制に満足していません。
延長保育だとあまり話せず残念です
保育士の数が足りておらず担任の先生が不在なことが多い
話せないときは連絡帳に書いている。ただ、検印のみの日が時々あり、その日は保育園の様子がわ
からない。
５歳児クラスは連絡帳がないため、ちょっとした出来事などを聞くチャンスがない。

担任の先生だけでなく、必ずと言っていいほど、送りと迎え時に園長先生副園長先生が職員室にいらっしゃ
り、なおかつ園児を全てよく把握してくださっているので、担任の先生でなくても、相談出来るのが安心感につ
ながる。職員室と玄関とが開放的に繋がっていて、話しかけやすい。以前上の子は○○保育園に通っていた
のですが、そこは玄関と離れており、先生の所在自体も見えず、担任外に相談したことは一度もない。
登園退園時きちんとした挨拶がまるでない　無視されているように感じる
お迎えの時にその日の様子などいろいろ聞かせてくれる先生もいますが、教室に入るやいなやすぐ
こちらに引きわたすだけの先生もいます。

幼児クラスは担任の数も少なく、お忙しいのでゆっくり話をすることがはばかられることもある。
また、勤務シフトによっては何日も会えないこともある。急ぐ時には昼寝時間に電話をしている。
なかなかゆっくり話せないのでなにかあれば連絡帳に書いている。



おむかえのときに担任の先生がいない
お迎え時、担任の先生がいても挨拶だけのことが多く、一言でいいので子どもの様子を教えていた
だけるとありがたいと思う。
お迎え時、子供の数に対し職員の数が足りないため、話をするところまで手が回らないという印象
を受ける。
幼児は特に先生が忙しそうであまり話せない。
早朝、延長時くは先生が少なくあまり占有しては申し訳ないので。

乳児クラスまでは、毎日のようにお迎えの際にその日の子供の様子を先生が話してくれ、先生とよ
くコミュニケーションがとれていると感じていたのですが、幼児クラスになってからは担任の人数
が減ったからか、先生から話しかけられるのは何か子供に問題があったときだけになり、日常の様
子をざっくばらんにお話する機会がめっきり減ったように感じます。
先生方がお忙しそうだったり、常勤の先生がいらっしゃらなかったりで聞きそびれてしまうことは
あります。
延長番なのでクラスの先生ではないときには、話せていないときがある。
登園時や帰宅時は時間的に余裕がないので、連絡帳を活用して聞きたいこと、伝えたいことをやり
取りしています。
延長保育になることが多く、仕方がない（園の責任ではなく個人の事情）
担任の先生がいないときがある
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５歳児の運動会のプログラムが厳しすぎると感じる
いつもこまめな気遣いが嬉しいです
すこし元気がない日に、お散歩にいかないなど、体調に合わせた対応をして頂いているのか、わか
りません。先生方に対応を伺ってみたいと思っております。
アレルギーの対応をもっと柔軟にしてほしい。ほとんど毎日持参しており、また、毎月、早退や遅
刻をしてアレルギー面談に参加することも負担になっています。
熱が出た時も体調全体を見て判断してくれているように感じます。
一応、朝には体調について一声かけてくれてる。ノートの内容をどう共有しているのかは時々疑問
に感じます。
二階の保育室の換気が良くないと感じます。お迎えに行った時、かなり暑くて子供たちは皆赤い顔
をしていることがありますが、その中で風邪を引いている子がいると、だいたいその翌日には熱が
出ます。
アレルギー、痙攣、湿疹などを考慮してくださっていて、助かっています。

お役所的な対応ではなく、臨機応変に対応いただき、大変助かっており、感謝しています。
園医に登園に問題はないと事前に診断をもらい登園しても、個別の対応が必要な場合は休みを強要
される
保育園にいくとおむつかぶれが発生する
看護士の先生がいるので安心しています
集団生活を強調され、特別な配慮が必要な場合は休むよう指示される

病み上がりのこどもも基本お散歩に連れていく、というようなことには配慮がほしいと思う。プー
ルのときは別のクラスでみてくれるのに、そうでないときは、通常運転させられると、ちょっとか
わいそうに思えるときもある。私立はその辺り柔軟だと聞いたことがある。
食物アレルギーがあるのですが、献立チェックや持参献立を忘れたときなど、多々ご尽力いただき
感謝しています。
排便についての情報が適切になされていない時がある。排便は、健康のバロメーターなので確実に
知らせてほしい。
朝登園時その日の体調を伝えると、お迎えの時間に保育園での様子を話してくださるので、安心し
て仕事ができます。
担任の先生には相談しやすいけれども、看護師の先生の対応に不安を感じることがある。医療のプ
ロとして、もう少し柔軟に対応いただけるとありがたい
迎えに行くと、鼻水が出ている状態だった事は何度もあった。細かいことだが、もう少し丁寧に見
てもらいたい。
お腹の調子が悪いときに、牛乳を控えるようお願いしたが、無理だと言われた。
昼寝の時間を減らしてほしい(夜なかなか子供が寝付けないため)
夏に二保育園で度熱中症になってしまった。水分を自由に取れるようにしてもらえるといいなとは
思う。
鼻水が出ているとき、もっと頻繁に取って頂きたい
風邪なので外遊びなし、といったことには対応してもらえないので。
体調が悪い(下痢気味等)からといって、「ミルクや牛乳を与えない」選択肢がない。「おかゆにして
ほしい」という要求が通らないのは理解できるが、「牛乳を与えないでほしい」という要望が叶わ
ないのはなぜか。

個人の健康状態や体質に配慮した保育がなされるべきだと思いますが、以前に看護師から、「皆と
同じ集団生活が送れないなら登園は控えてほしい。例えば体調の関係で散歩に行けないなら登園す
べきではないし、今日はお腹の調子が悪いので牛乳飲ませないでほしいなどのリクエストは受け入
れられない」との発言があり、驚くと同時に残念に思った。もちろん集団生活なので、わがままは
言えないし、合わせなくてはいけない部分があるのは理解するが、例えば、足を怪我して散歩には
いけないとしても登園できるべきだし、個々の体調に応じてできる限りの個別対応はしてほしいと
思う。あまりに画一的な対応にがっかりした。
発達が十分でない子供に対して、対策を十分に話し合えると助かります。

風邪が治って熱が下がった時に、外遊びと中遊びを選択して保育していただけると有り難いです。
連絡帳への記載、登園時の報告などで気にして欲しい事を伝えておくと適切に対処してくれること
が多い。(便が何日も出ていないとこまめに水分を取らせてくれたり)



乾燥肌アトピーがあるので、プールの後に保湿剤を塗って貰えると本当は助かります。（認可外に
通っていた時は対応してもらえていましたが、認可に入ってからはダメになりました。医者から、
プールを辞めれば良くなると言われましたが、夏の間毎日自分だけ入らないのもかわいそうなの
で、肌荒れを覚悟で入れてました。）



【問６】給食における献立や量、提供する時間などが十分に配慮されていると思います
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給食の種類、量共に少なすぎる。
食材に関心を持たせる工夫や取り組み、給食を楽しんで食べる工夫が随所にされていて本当に感謝
しています。試食会で 美味しくてびっくりしました。
子ども曰く、おいしいそうです。親も献立を見て、勉強させていただいています。
おやつのボリュームが日によって違いすぎる
いつも美味しいと子供も大好きです！
不満は特に聞かない。保育参観などをみていると家で食べてるよりは少なく感じるが、種類が豊富
でいいなと思う。
市販のお菓子が結構出てると感じるので、手作りのおやつを提供して欲しい。
本人に聞くと「おいしい」と言っているので、よいと思います。
家では一時間以上ダラダラ食べになりますが、園では声かけが上手なのか皆んなと同じ時間で食べ
ているようです。
季節を感じせさせるメニューを提供してくれているのは嬉しいです。
園でご飯が2回あるので、別の区の方からは不思議がられます(通常は、お昼1回と、おやつのみかと
思います)。2回ある理由について教えて欲しいと思いました。
日によって食事内容が物足りないかもと思う日はありますが、美味しく食べていて給食は楽しい時
間のひとつのようです。
おやつがご飯系のしっかりしたものの時とお菓子の時と差が激しい為、栄養バランスをみてご飯系
に統一してほしい

市販のお菓子が出されることに驚きました。ふかし芋やおにぎりにしてくださると嬉しいです。
量が少ない。うちは体格の大きいほうなのでいつもお腹をすかせて帰宅する。
毎日小麦製品が出るなど、ありえない献立である。無農薬野菜を使ったり、ある程度安全な調味料
を使用して頂かないと、これからの子供の健康がとても心配である。
いつもプロの栄養士さんが美味しい給食を作ってくださっていること、メニューもドイツの月が
あったり工夫されていることを、たいへん感謝しております。
保育参観の時にみたら、準備のせいか一度におかず、味噌汁、ごはんがでておらず、一皿づつ食べ
る常態と納得いた
食生活は大事なので、沢山残しそうな日は、意思に任せずに、もっと食べさせるよう促してほし
い。
ジャムパンは糖質が多く気になります

苦手なものを残しても好きなものはおかわりさせていただいてるようで、大変うれしく思います。
全部食べなくてはおかわりさせてくれないところが多いかと思いますが、その辺り、寛容であたた
かな保育をしていただいていると思います。
おやつの内容がお菓子（クッキーやバームクーヘン）などが多いことが見受けれる
アレルギー児でお代わりができないため、それを考慮した量にされているか疑問
配属される方により、大きな質の差が出ていると思います。
量が足りていない時もある。例えば好みの食べ物でない時など。
食べ残しがある時は、口頭や連絡帳などでお知らせいただけると助かります。
あまり分からないが、子どもから不満は聞かないのである程度されていると思う。
延長保育時にお菓子ではなく、お米やパンを使った補食があると助かる。帰宅後1から食べさせると
遅くなるため主食となる炭水化物などの物を出していただきたい。
お腹の調子が悪いときに、牛乳を控えるようお願いしたが、無理だと言われたので、配慮してほし
い。
ある程度話したり楽しい雰囲気で食べる時間を充分確保できないものか、と思う。
量は少なめのように感じる

配膳量は、体重や身長が平均値より多い子でも、通常の量しか配膳されないことに違和感あり。
全体的に量が少ない気がする。
不明
いつも美味しそうな、バランスの良い食事を出して頂いています。
家では作れないような豊富なメニューで、大変有難いです。
家庭で提供する食事よりも質がよさそう。



本当に献立や、特別メニュー、食育が素晴らしく、親がワクワクしている。ありがとうございま
す。
最近お迎え時の空腹感が強いようです。量については子どもに応じ十分な量を食べられているのか
疑問を感じています。
幼児クラスのこどもは量が少ないといっている
栄養バランスが考えられていて彩りも良く、季節感もある給食でありがたい。ただ、量はもう少し
多くても良いと思う。
どのくらい食べたか、毎日の記録があると有り難いです。
よくわかりません。
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充分と書いて欲しい
おやつの内容が不明瞭。お菓子の場合でも添加物がないものにしてほしい。給食も同様。
産地や鮮度などを目で見て確認しているわけではないので、わかりません。
無農薬までは予算上難しいかと思いますが、食育も押し付けでなく、子供達の疑問に答える形で企
画されており、感謝しております。

ご飯の日をもっと増やして欲しい。土曜日のおやつもせんべいでなく作った物にして欲しい
選定をどうしているかなどはあまり目にする情報ではないと思いました。でも地元の八百屋さんな
どが出入りしているのを見るのは良いなと感じます。
選定や安全性についての情報提供はないような。しかし配慮してくれていると感じる。食堂をのぞ
くと給食ご担当者たちは衛生面等重視しているように見えるから。

おやつが市販のせんべいの時があり、塩分が心配。せめて子供用のせんべいにして欲しいです。
放射性物質・セシウム等のチェックが厳しい基準（食材の数値だけでなく生産地の水や土の状態な
ども含めて）で成されているのか、農薬の使用有無についても同様。
食材の選定や安全性については不透明なので、判断つけづらいです。
特に不満に思うことはありません。配慮していただいているものと信じています。
国産のものを使って欲しい。
よくわからない
子供達が作った料理を本人達が食べられないのは少し残念です。

毎月の献立チェックでは、事前に細かくチェックしていただいていて、大変助けられています。
人が変わり、中身もだいぶ変わります
栄養士さんがいて、安心です。
特に情報提供がないため、実際はよくわからない。
告知されないので分からない
不明
そもそもよく知らない。
区内業者から購入するというきまりがあるそうだが、業者名を開示してほしい。
手作りおやつが多いのでびっくりしています。特にお誕生日おやつは毎回楽しみです。
家庭で提供する食事よりも十分考えられている。
子供の体調や個人差があるので、100%の安全はないと思います。その中で、ある程度の安全性は保
たれてるという印象はあります。
果物の種類を増やして欲しい
同じ業者で小学校で何度も異物混入があったと聞いているので、そこはかなり不安です。
国産原材料をより増やして欲しい。
放射能検査をもっとしっかりしていただければと思います。



【問８】給食におけるアレルギー対応において、十分対応されていると思いますか？ 17

他区の認証保育園で導入しているなかよし給食など検討してほしい。先にふれたように、負担に
なっています。
もう少しアレルギーの子でも食べられるものを増やして持参の日が少なくなるとなお良いと思いま
す。
毎月アレルギー面談をさせてもらって確認できています。ただ、アレルギー持ちだとおかわりさせ
てもらえないのが気になります。
アレルギーが無いのでわからないです。
小麦なんて給食に使わなきゃ良いのに、と思います。子供の病気を増やすだけなので。
結果的に影響はなかったが、本来与えてはいけない食材の配膳があったことの報告を受けたことが
あるが、その後の対処としては問題はなかったと考えている。
除去食を充実させて持参がもっと減ると助かります。

除去食にてご対応いただきました。給食を提供いただけたことに感謝しておりますが、より子育て
しやすくなりますように、という気持ちを込めて、思うことをいくつか記載させていただきます。

アレルギー対応の手続きについては、区のフォーマットが個別に決まっており、病院で難儀がられ
ました。通常利用している一般的なフォーマットは別にあるそうです。
また、アレルギーの度合いや記載方法について、独自に区で段階を指定している点は、実際の医療
現場との認識に差異があるとのことでした。
医師の指示書を出してもらうのに、毎年5000円程かかり、負担に感じました。
指示書の内容は、〇〇除去や適宜軟膏を塗る等一般的な内容だったので、内容次第で、両親の同意
書等で代替できる仕組みがあると良いと思います。
毎月、アレルギーのメニュー確認がありましたが、対面での確認ではなく、ウェブや持ち帰りにて
確認する形にしていただけると助かります。時間が、栄養士さんのいらっしゃる時間帯とのこと
で、朝も夕も、通常の時間では間に合わず、半休取得の必要があり、負担に感じました。
また、代替食の持参は負担でしたので、代替食提供いただけると嬉しいです。
誤配の際の説明が数日後で、不信感を抱いた
誤配があった時の対応に疑問があった
柔軟さがもう少しほしい。乳製品アレルギーの場合、バターソテーのものは、サラダオイルでソ
テーする等
医師は保護者が伝えた通りの書類を書くだけなのに、除去食材の申請に医師のサインが必要な理由
が分からない。
どの園も除去対応なので、仕方ないと思うが、、
ガイドラインを決める区に、直接保護者の声が届きずらいのが問題。

自分の子供にアレルギーがないため分かりませんが、給食の力の入れ具合からおそらくきちんとな
されているお思います。特に他の保護者からのクレーム等は聞いたことがありません。
卵を使わないでも作れるもの（から揚げ、ケーキ、蒸しパン）は使わないで作る頻度を増やしてい
ただけるとありがたい。おやつでアレルギー食材を使ったメニューの場合市販菓子を提供していた
だけるのはありがたいが、その内容を知りたい（候補でもよいので）。



【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？ 31

保育園で流行っている病気や人数についてホワイトボードに書いてもらっていますが、私が育休中
で早めに迎えに行かないといけなくて、その時間帯だとその日のお休みの子や早退の子の人数の
アップデートがないことが多いです。
頭しらみの連絡が不足している。
情報をクラスごとに掲示してほしい。
先日「溶連菌」が出た際に、クラス名・人数の掲示がなかった気がしましたが、勘違いでしょう
か？
張り出されるようになってよかった。見落とすことはすくなくなった。
クラス単位で流行ってる病名をもっと知らせてほしい
下の子が感染症になった際、上の子のお迎え時間を変えれるか相談しましたが即答で断られまし
た。柔軟に対応してほしいです。一方で、園内には入れないので、酷暑の中、病気の下の子を連れ
て、外で待たされました。つらかったです。
掲示板には感染症情報が書かれていますが、メインにお迎えする親が見ていないと家庭内で情報共
有されません。フェアキャストのような配信サービスでクラス毎、園全体など流行の状況に応じて
配信下さると助かります。妊婦さんの余計な曝露も避けられると思います。(今は中に入ってから気
づいた先生に引き止められるまで曝露してしまう状況)
ルールの徹底と各家庭への配慮のバランスなど難しいと思いますが、とても柔軟です。
ウィルス感染が疑われた際にはもう少しマメに情報提供してもらいたい。インフルや手足口病など
のウィルスについては情報提供されていると思うが、胃腸炎系は判断が難しいこともあるせいか、
情報提供されていない。
入口のボードのみ。長引いているものに関しては、補足情報などがあるといいなと思います。人数
のみの時は、同じ人なのか、他の人にうつったのか不明な為。
発症者がいると掲示あり。
掲示が遅く、掲示期間が長すぎる。登園時の手洗いうがいが全くと言っていいほどなされていな
い。習慣化されていないのは、保育園の保護者への指導がされていないためだ。
入口で確認できるようになっていて、きちんとされていると思います。
玄関に常に掲示されてるのはわかりやすくていい。
毎回掲示でクラスと症状、予兆の見極め方などお知らせいただけるのが安心です。
十分すぎるくらいと感じる
張り紙がしてあるので、受診の目安や、医師に伝える時に役立っている。
ここ１～２年は、園内での感染症が拡大せず、対応がきちんとされていると感じます。
以前はクラスの子が順番に休むこともありましたが、比較的に感染症が広がらなくなった印象があ
ります。先生方の衛生管理の徹底と具合の優れない子への対応が活きている様でとても有難いで
す。
玄関の掲示板を見ないと気付かない。
入園してからまだ感染症の報告がないため実際はわかりません。
掲示以外の電子通知もあるとありがたいです。掲示の場所が変わって気づきやすくなったのはあり
がたいです。
妊婦に対するりんご病の対応などしっかりしていた。
水痘が出たらすぐお知らせいただく等、迅速かつ丁寧。
掲示板での周知が基本のよう。+口頭でして頂きたい
もう少し分かりやすく張り紙を出して欲しい。、
我が子については診断後すぐ連絡しているが、掲示に反映されていないと思うことが多い。また、
病気ではないが、シラミの発生について情報開示が遅かったことがある。
妊娠時の玄関対応等して頂いて、ありがたかったです。
園内の掲示のみでなく、ツイッターやフェアキャストなどで配信していただきたい。個人情報には
当たらないかと思います。
感染症だけでなく、○○組欠席５名（体調不良２名、私用２名、健診１名）といった風に張り出しは
できないのか（迎え時に確認したい）。



【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？

34

小さな傷でも細かに報告して頂き恐縮です。
ちょっとしたけがでも、細やかに報告して頂いていると感じます。
「ケガさせてしまってすいません」という、先生方が必要以上に謝ることがなくなってよいと思
う。「こんなことをしていて転びました」「XXくんとけんかになってかまれました」と詳細に連絡
をしていただける。このまま、「うちの子にけがさせて！謝れ！」と先生に言う人が現れませんよ
うに。
ケガをしてないのか、報告を受けたことはありません。
もう少し緊張感を持ってけがの防止につとめたほうが良いように思う。特にお友達同士のモメごと
の結果でのケガなどとなると、それは防止できることだと思うので。
些細なことでも状況を含めてよく伝えていただいています。
何かあった日は、帰りに口頭でお話してもらうので安心できます。
お迎え時に報告あり
出来る限り詳細にお話してくださり、すぐ応急処置はして下さいます。
こどもの顔の怪我に気がついていないことがありました。仕方ないとは思いますが…
子供から怪我をしたと聞いたことがあるため

あくまで主観ですが、報告を受けた際に「こうでこうでこうなりました」という説明はあるもの
の、では先生はそのとき何を？(手を出しそうな雰囲気があったにもかかわらずそのまま止めなかっ
たなど)と思うことが少なくありません。目が足りない、人が足りないのはわかりますが・・・
小さなことでもその度に報告していただけているので、安心しています。
怪我をしたとき、保護者に連絡の上病院に連れて行っていただきありがたかった。
怪我などはすぐ報告があるが、誤配などの事故の対応は遅く、数日経過した後で電話だった。それ
まで担任と話す機会が幾度となくあったが、隠されていたようで不信が残る
自分の子供が怪我をした事がないので、分からないです。
他の子供のことでも、事例としてこんな事があったというのは、アナウンスしても良いかもしれな
い。

夜電話が来たりするのは、必要であれば仕方がないが、出来ればお迎え時に聞きたい。電話を受け
た時間には帰宅しお風呂に入ったりしてしまっている上、病院がしまっていたりするため。
受診に連れて行ってくださり、結果の連絡を受けて安心した事があります。

とても小さなけがの場合でも、ちゃんと報告して頂けるので、安心して預けさせて頂いています。
夕方、先生が変わる際に引き継ぎがない場合もあると感じました。
手が出る子がいるのできをつけてほしい

手を切った時の話。ケガをさせたことを謝られたが、本質はそこではない。対応が問題。病院に行
く程ではないが、カットバンでは治りが悪そうと、素人でも判断できるようなキズ。看護師が不在
のため、キズパワーパッドを貼ってもらえず、ジュクジュク状態が続き、治りが悪く、子どもも辛
そうでした。キズパワーパッドは医療機器ですが、市販品です。一般向けに開発されているのに、
なぜ、看護師の判断が必要なのか？保育に携わる人なら、その程度の知識は勉強してほしい。
小さな子供同士のちょっとしたトラブルによる、些細な引っ掻き傷などで、園から大げさに報告さ
れたり、病院に連れて行かれたり、過剰対応すぎて逆に困る。
加害者、被害者それぞれの親同士の過剰な気の使いあいにつながっている。度合いにより、臨機応
変に対応してほしい。

家庭では、少しのケガは大丈夫と認識していますが、保育中のケガや傷については、極力原因をお
知らせいただきたいです。また、対応についても、親身になってくださる先生と、大したことない
を前提とした先生がいらっしゃいます。親身に対応いただけると安心します。
幼児クラスになり、園児数が一気に増えて、大人の注意が全員に行き届いていないのではと心配し
ている。
ケガや傷があった時のみ連絡をいただきまふ。
少し転んだ時などでも、詳しく状況を教えてくださって、先生もお忙しいのにそこまでしなくても
…と思うぐらいに情報を伝えてくださっています。
足に出血の跡があったが報告なし



子供が加害した時も被害を受けた時も、等しく相手のお名前を教えて頂きたい。今は、加害した場
合にお名前を教えて頂けず、対応がかえってやりにくい。直接連絡を取れと言うことかと聞くとそ
うでもないようで、意図が分からない。
幼児クラスでは怪我やもめごとなど、誰とトラブルがあったのかを教えてくれないのですが、自分
の子供が加害していたときに相手にちゃんと謝りたいので教えて貰いたいです。
転んでおでこに傷を負ったがキズパワーパッドを貼られ、剥がれるまでそのままにしてくれと言わ
れた(夕方のお迎え時）が、約1週間後に剥がれてみると酷い傷だった。かなりの勢いで道路におで
こをぶつけたと思われる。病院に連れて行く、または怪我後すぐに保護者に電話相談して欲しかっ
た。
ある程度の怪我(転んだ、ぶつけた、ケンカした)は絶対あると思います。逆に0という方が不安にな
ります。
第一報を入れる際の内容を選別していただきたい。詳細な経緯や責任云々の話を同時に一度に言わ
れるより、まずどんな行動が必要なのか（怪我の度合い、会社の早退か、様子見なのか等々）の判
断に必要な情報が知りたい。



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

32

きちんと保育指導頂いているのでクラスの雰囲気はとてもいい。 まとまりがあって、日々揉め事や
喧嘩があっても尾を引かずみんなが仲がいい。
家庭の中だけではできないおともだちとの経験、より年長の子どもさんとの交流を様々にさせてい
ただき、ありがたいです。
５歳児で言うことを聞けない男子を立たせている。やりすぎでは。効果があるのか疑問。
工作をさせてくれたり、マット運動などとてもよく考えられていると思います。
ドッジボール、鉄棒など、いろいろなことに挑戦していてよいと思います。
けがなどではないが、結構ツバを飛ばしてくる子どもなどがいる。これは礼儀だけでなく、ウィル
スが飛び散るもとにもなるので、もう少し厳しく注意してもよいとおもう。
先生方、行事やプログラムなどよく考慮いただいています。
その年齢にあった遊びを覚えて帰ってきてくれます。少し難しい事も友達とならチャレンジしやす
く、とても良い経験になっていると思います。
異年齢保育の時間が多いが、一人一人を見てくれている時間は少ないと思う
年々言葉使いが荒くなる。けが等を防止する方が優先ため仕方ない
もう少し踏み込んでもいいと思う。
社会的ルールはある程度は家庭で持つべきだとは思いますが、最低限「これは痛いからやめよう」
「ここではなく外で思いっきり走ろう」など声をかけて下さっています。
もっと外に行って遊ばせてほしい
0歳児クラスということもあって、まだ指導という範疇ではないと考えている。
クラスとしての年齢には応じているが、月齢を考慮した関わりは少ないように思う
年齢の違うクラスの子達との交流もあり、そういった部分は良いと思います。
子どもに伝える先生たちの言葉づかいや態度がやわらかで安心しています。子どもがやりたいこと
を共感しつつ、適切な態度へ導いていただけていると思うので、うれしいです。
子供の安全、自由を尊重してくれている分、指導という点が少し物足りない。
月齢はあまり考慮されていない
他の学年の子と関わりを持つ機会を設けていて、社会性を学ぶ経験をしていると感じる。

日本の配置基準の乏しさを考えれば、努力してくださっていると思う。が、保育士の配置を増や
し、よりきめ細かくみることができれば、今よりも発達に資する保育が可能になると感じる。
個人差があり、身についていない子もいるのではないかと思う。
個性に合わせて対応くださっている様子に学ぶことが多々ありました。

社会的ルールを身につけることも大事ですが、これからの複雑で予測不可能な社会を生きていく子
供たちには、遊びや生活を通して感性や創造性を育む視点も欠かせません。乳幼児期ならではの重
要な保育指導の柱として、感性や創造性を育む観点からの「問い」を切望します。
その辺りもコミュニケーションがないため、実態がわかりません。
トイレトレーニングの開始のタイミングが遅い気がする
挨拶をしてくれないので子供もしない
お友達を叩いてしまったりした時、割と厳しい口調で注意されてる保育士さんの姿を見て安心しま
した。
外遊び、公園とか、があまりない。いつも庭のみ。
たまに古い考えの教えをされてるのは逆に気になります。（例えばLGBTなどを無視した内容のこと
を、保育園の先生に教えてもらったと子供が言ってたことがあったので、それは間違ってる、と内
容を訂正したことはあります。確か、男の人はスカートを履いちゃいけない、とかそういうような
内容だった気がします。）
先生がイライラしてキレている感じの姿を何度か見ている



【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？ 67

乳児(1歳児)クラスだからか、園庭があるからか散歩が少ないように思う。
散歩は、月に一回行くか行かないか。園庭も小さすぎる。
園庭があるので園外がない日でも外で遊べる
園庭での活動がほとんどなので、もう少し散歩を増やしてほしい
年中、年少にもう少し遠足の機会が増えればいいな、と。
3歳以上のクラスは散歩が少ない
週に何回かは、外出して欲しい
年長では沢山の遠足が予定されており充実していると思います。私立幼稚園よりも経験値は高いと
思います。子供達にはたくさんの刺激を受けることが出来るし、外でのマナーも学べると思いま
す。
先生たちの労力を考えると申し訳ないですが、有り難く思っています。
日の当たる園庭にも感謝。
園庭があるからかもしれませんが、散歩は少ないように思います。年齢的に、「お散歩」よりも園
庭での遊びの方が楽しいのかもしれないのですが。
園外活動は年中・年長ばかりで、小さいクラスでももっとやってほしい。
幼児クラスは全学年、遠足があってもよいのでは

本人が毎回楽しみにしていてすごくよいと思います。下見もしっかりされてると思います。
乳児クラスのお散歩の機会が、他園に比べて少ない気がしています。お天気のいい日は基本外で遊
ばせてあげていただきたいです。

散歩が1週間で1度もないことがほとんど。月に2回程度だと思います。
非常に少なく兄も含め○○保育園卒園児は、小学校に入学し他の園の子供との体力差が歴然でした。全く納
得できておりません。
園庭が小さいですが積極的に遠くまで出かけていて、子供も地域の事がよくわかってきており有り
難いです。
園庭が狭くなったので仕方ないかと思いますが、外遊びの時間が減っていると本人は感じているよ
うです。
もう少し、普段のちょっとした散歩が増えると良いと思います。
特に午後は基本的に外に出ていないようなので。
晴れた日はなるべく外にお散歩に行ってほしい。他の園と比べてお散歩が少ない
遠足もっと多くてもいいように思う。
先生方のご負担を考えると仕方がないことだとは思うのですが、１週間に１度のお出かけはちょっ
と少ないような気がしています。
今の園長になってから、園外に出る機会が極めて減った。散歩に行ったとしても遠足前の練習とう
いう名目のもと。散歩は年に10回未満という怠慢な状態に憤りを感じている。
また、お昼寝後の外遊びが皆無になったのは何故なのか。前の園長のときはお迎えに行くと幼児は
園庭で元気よく遊んでいたので子供は楽しそうだっのだが。
外に出る機会が減ったからか、我が子の運動能力は大幅に低下していたと感じている。由々しき事
態だと思っている、
実際今日散歩に行ったのか、屋内遊びだったのかが連絡帳に書いていないとわからないので、判断
できかねます。できる限りして下さっているとは思うのですが、その報告があれば助かります。
「散歩→有　無」だけでも。
園庭ではなく、少しでもいいから近所の公園などに行ってほしい。その過程で分かる季節の移り変
わりや交通マナーなどたくさんのことが学べる。
園庭やホールがあるので必ずしも必要とも思っていない
散歩の機会は少なめですが、園庭があるので頻度はあまり気にかかっていません。
園外への散歩の頻度は低いと思います。園の周辺を歩く程度が多い気がします。
子供に話を聞くと、園庭で楽しく遊んでいるようですが、たくさん歩くという意味では、園外のお
散歩がもう少し多いといいと感じます。
安全性や、気候、お天気等にもよりますが、週1回は行く等。
他園に比べて少ない
お散歩が少ない、他の公園にも連れて行って欲しい。午後も外遊びをお願いしたい
秋に園庭での工事があり、いい季節にもかかわらずあまり外遊びができてないのが残念ですが、仕
方のないこととも思います。
乳児の外遊びが少ない



今は、年長クラスなので遠足は頻繁にあるけど、年少までは全く遠足がなかった。
近所の公園にお弁当を持っていく！というレベルでも良いから、あると楽しいと思う。
とにかく短時間だなと感じます
年々、お散歩の頻度が下がってきている。子どもの同じ年齢時で比較すると、下の子は顕著に少な
い！その理由を説明してほしい。
幼児クラスも外履き用の靴を用意した方がよい。通園靴が砂まみれになっていると、毎日の通園用
のため、十分に洗うこともできず、また、園内も砂で玄関などが汚れている。
５歳児は外出イベントが多いせいか、お散歩が減ったように思います。
年長クラスになり、スケジュールが盛りだくさんで楽しく過ごしていると思う。
4歳時クラスの遠足が少ない。お泊り保育がない。
園庭があるため、あまり外に出ることなく、月に1度程度でしょうか。もう少し外に連れ出してほし
いと願います。
乳児クラスの散歩をもう少し増やしてほしい。
年長クラスにて、外出、散歩の回数が少ないように感じる。晴れている日でも室内で遊んだとの報
告を受ける
もう少し散歩など、外遊びを増やしてほしい
もう少し外に散歩に行って欲しい
夏のプールが少ない気がした
できる範囲で園外にいくというスタンス。外にいくために何が必要かとか人手が足りないなかで無
駄な仕事をカットする努力がされてない。園庭がとても狭いのにたいして子供たちを放っているの
で衝突事故が絶えないと参観のときに感じ、その旨を年長の担任に伝えたが、基本的にこちらの意
見はスルーでした。
園庭がなかった乳児時代の園に比べ散歩は激減している。狭い園庭よりも散歩に出て欲しいなと思
う。
園庭がある故かと思うが、以前の私立園と比較すると少ない。
園庭ではよく遊んでいるが、お散歩に行く頻度が少ない
遠足や運動会などのイベント事が少なく、物足りない。
軽めの散歩の頻度はもっと増えてよいと思う
年長で園外保育がとても増えるので、年長と年中で少しならせたないか？
4、5歳クラスは良い頻度で様々な所でされていると思うが、2、3歳クラスはもう少し増やしても良
いと思う。
弁当の用意が必要となる遠足はなるべく減らして欲しい。働いているから(忙しいから)保育園に預け
ているのであって保護者に負担をかけるのはやめて欲しい。
幼児クラスはもう少し歩かせるようにして欲しい。園庭遊びが多いような気がします。
以前に比べると外出機会が減っているように感じるが、その分ベランダ遊びは頻繁にしているよう
なので、特に問題視していない。現状のままでもよいと思っている。
まだ遠足経験がないので、正直よくわかりません。
遠足はあるが、日常的散歩がない。

庭があるため、あまり散歩へ行かないが、散歩の日は子供も喜ぶので増やしてもいいと思う。

特に本駒込は園庭小さい為、出来るだけ近隣の公園に連れて行っていただいていると感じます。
もっと多いとうれしい
幼児の散歩の機会が少なめのように思う
保育士の手が足りてないからか、散歩が少ないように感じます。
園庭が小さい要素を、先生方の尽力でカバーできていると感じています。
もっとあっても嬉しいですが、かなり頑張ってくださってる印象はあります。
環境の制約がある中で、出来るだけ機会を作ってくださっていることがよくわかります。午後の身
体を使った活動がもっと増えるといいと思います。
もっと散歩を取り入れてほしい。



【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？
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不満という強い気持ちではないですが、機会が増えるといいのではないかと思います
交流は、行われているとは、思えない。
あまり無いと思う。
今度、保育園の近くに老人ホームができるので、お互い仲良くなるように多少の交流が図られるこ
とを望む。
そもそも、そのような機会が設定されているのでしょうか・・・？
同じ認可保育園どうしの交流もすればいいと思います。
どういった活動がこれに該当するのかあまり分からない。園で色々と企画してもらっているのかも
しれないが、そのフィードバックがあまり保護者にされていないように感じます。教育センターに
たまに行っているのは知っていますが、何をしに行っているのか、そこで誰と交流しているのかあ
まりイメージがわきません。
以前の園長の時は、東洋大学の相撲部の方など地域交流が盛んで子供も親も非常に満足でしたが、
園長が変わり全くなくなったので最悪です。
前の園長の方がよく交流していたように思います。
様々な年代の人と交流があると望ましいです。
もう少し地元との交流が何かあると楽しいと思います。イベント時など、特に。
少ないと思う
いろいろな機会にいろいろな人と交流してもらいたい。体験してもらいたい。
前の園長のときは、乳児も老人ホームに行って交流があったりと年に複数回機会が設けられていた
が、今の園長になってからは乳児も幼児も老人ホーム訪問は皆無である。なぜ双方にとって貴重な
機会を奪うのか。
わかりません。
あまりやっていると思わない。
保育実習に入った方のその後のレポートのような新聞を張り出してくれており、実習の方と子ども
たちの姿が見れない保護者としてはうれしかったです。
1歳児クラスなので、まだ対人の地域交流がないだけかもなので分からないです
老人ホームに訪問する等、地域との交流があってもよいように思う。
1歳クラスなのであまり、交流はないように思います。
図書館等の公共施設を利用する際のルールを教わっていて、家族と行くときもしっかりと守ろうと
しています。
年長以外でももっと交流があってもいいと思う
前は、気付いていないだけかもしれませんが、以前よりも、近くの中学校の生徒さんが保育参加さ
れていたりと、機会が増えているように思います。
近くの教育施設はともかく、地域団体・近隣の人たちとの交流に必要性は感じていないので、必須
とは思っていません。
ただ、近隣の小学校・中学校等との交流をしてくださっていることは、子供達が楽しければ、いい
事だとは思います。
乳児クラスのため、まだ経験がない。
個々の家庭では機会を与えにくい面もあり、感染症の流行時期を除いて、積極的に交流させて貰え
ると有難いです。

教育センターや図書館、近くの幼稚園に遊びにいくなど、地域活動も、盛んに行われている。
もっと増やしてほしい。
交流する側の意見がわからないのでなんとも言えないです。
回数がふえるとうれしい

3歳児までしかいない園なので、上の学年の子と接する機会がもう少し多くてもいいかな、と思う？

もっともっとやって欲しいです。例えば、老人ホームとの交流とか、障害者施設との交流など。定
期的に行って、そういう方との触れ合いが当たり前になるくらいの感覚を子供に持たせたいです。
乳児クラスでももっと交流があってもいいと思う。
あまり地域の活動、交流の場は設けられていないと思う。



【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？ 60

５歳児の保育参加した際に叱り方が冷たいと感じた。説明がわかりにくくてぽかんとしている児童
に、「自分で考えて」などと冷たく言い放っていた。
沢山の子供達の保育の大変さ、計り知れません！いつも感謝しています。
不安を感じるようなご意見を頂くことがある。心配な点を知らせて頂くのは有難いのですが、それ
であればその不安もきちんと解消される解決策まで欲しい。
いつも笑顔で素晴らしい。時には厳しく叱ってくれてメリハリがあって子供達には良いと思います
見習わないといけないです。
感謝です。
特に歳が上の先生は、経験による自信がある故なのでしょうが、決めつけや、考えの押し付ける方
が多く、
相談をしても心配が解消されないことが多き、相談をする気がなくなります。特に年配の先生の意
識を変える指導をしていただきたいです。

みなさん優しく、時にはしっかり然ってくださるので満足しています。子供も先生が大好きです。
基本的には満足していますが、先生同士のコミュニケーションにおいて、風通しがいいのか不安に
感じる瞬間があります。
担任や保育士には満足していますが、園長が保育にも参加せず職員室にこもり
顔も見えない場所に座ってPCを眺めているだけなのが非常に嫌です。
朝出勤時に会うことがありますが、半年以上保護者だと認識してもらえず挨拶もありませんでし
た。これは、表に出ないので子供と保護者が結びついていない弊害です。
時々子供の状況説明を聞く前に強い口調で叱っている先生もいます。大人も多様な対応(理不尽な事
も含めて)をするんだと社会勉強になっていると思ってある程度は許容されますが、何年も同じ担任
だったら少し嫌かもしれません。
本当に感じしてます
先生同士の関係も安定しているように見えます。
慣れすぎていて、基本がおろそかになっているのではないかと思うことがある。
子供の個性を尊重していただき、親子ともども信頼感を持っております。

現在は困っていないが、他の保護者の話を聞いていると、人によって対応が大分違うと感じる人が
いる。自分もそう感じた時期がるので、人によって…というのは出来る限りやめて欲しい。
挨拶をしても返事もしない保育士がいる。保育士の意見を押し付けてくる場合がある。
丁寧な口調、明るく話しているけど表情が無表情で一致していない。怒っている？イライラして
る？面倒くさそうと感じとれるような時がある。
良い先生に恵まれて、先生に感謝している。
おおむね、大変よくしていただいています。無表情だったり、言葉使いの乱暴な保育士も数名いる
ように思います。
一人だけ不安な先生がいる
とても愛情を持って接してくださり、とは言えいけないことはいけないとしっかり伝えて下さり、
一人一人大事に見て下さっているのはとてもよく感じます。良い所・ほめる所をたくさん見つけて
くれて、そこを伸ばしたいと思って下さるので嬉しいです。
臭い先生がいます。お風呂に入っているのかなと思うくらいです。我が子の担任になったらいやだ
なと不安に思っています。
保育士さんたちは本当によくやってくれていると思う。ただ、園長の顔色をうかがいながら取り組
んでいるようにも感じる。
権力だけで子供に接していたりする人がいて、びっくりすることがある。
おもちゃの遊び方で、上手くできなかったりした時に、違うでしょ！とか、頭ごなしに言わないで
欲しい。せっかくの子供のやろうとしている意欲が薄れてしまいそう。

時折特定の先生の叱り方を見ていると「どうであれとりあえず謝っておけばいい」と誤認させてし
まいかねないような気がします。時間や人が足りないのはわかりますが、人と人との係わり合いは
流れ作業ではありません。なぜそうなってしまったのか、謝るにしてもなぜ謝る必要があるのか子
供が理解したうえで、謝ったり許したりするというプロセスを辿らなくてはあまり意味が無いよう
に感じます。理不尽な理由の子もいるかもしれませんが、ただ駄目です、謝りなさいというだけで
は「どうせ誰も自分の話を聴いてくれないし、自分はどうせ駄目な子だ」と気持ちを抑圧する原因
にもなると思います。筋が通るかどうかは別として、子供には子供なりの意見や理由があります。
それに対してもう少しでもいいので耳を傾けて欲しいと思います。



経験豊富な先生が多く、「〇〇すべき」という考えに囚われがちな育児において、大らかにかまえ
る姿勢を示していただいていると思います。
子どもがいる先生には先輩として話を聞けるところもありがたいです。
一部の保育士の話し方が高圧的に感じることがある
大切な事に答えてもらえませんでした。
園長先生と合わない
担任を受け持っていただきたい方と、出来ればあたりたくないなという方はいます
挨拶ができない保育士がいることが残念。
子ども一人ひとりの個性を大切にしている保育士と、一方では集団としての見方が強い保育士もい
て、同じ園なのに職員の考え方の方向性の違いにとまどう。
個人的には、個性を大切にしながら接して欲しいと思っています。
先生方がいつもニコニコ笑顔で、子供が先生のことを大好きなことが伝わってきます。いつもあり
がとうございます。
若い先生
子どもに対する対応はほぼ満足しているが、親に対してはお迎え時に担任から声がけがほとんどな
く、不満。
少なくない保育士が、禁止や叱責が多い管理型の保育方針を持っていると感じる。自主性を育む方
針であってほしいと思っている。

今まで担当してくださった保育士さんたちは、とても一生懸命でいい先生方だと思います。
夕方は大変な時間帯だと思いますが、お迎え時に何の伝達もなく、慌ただしくされていることがあ
ります。非常勤の先生で、こどもたちへの接し方がきつくなっている様子を目にしたこともあり、
心配になりました。
心に余裕を持って接していただいている様でとても有難いです。たまに言葉遣いが気になる事があ
りますが子どもに合わせるには必要なのでしょか。

忙しさからか真顔で接しているのをたまに見かけることがあり、不安になることがたまにある。
ポジティブに保育士をしているとは到底思えず、単に子どもたちを監視しているようにしか思えな
い。
1歳児クラスにて、子供に対する声のかけ方が厳しいように感じる
クラスにより、担任の質にばらつきがある。
用務員さん含めて、全職員に愛されていると感じます！

昨年ですが、ひとりの非常識な保育士にたいする対処が何もされず、大きな問題となった。結局、
その保育士は他園に異動、因果関係は不明ですが、園長は体調不良ということで2月頃から休んでい
る。定年になった前園長が代わりをしてくれているお粗末な状況。区内で該当保育士が原因で悩み
を抱える子供や父母の方を想うと、異動などの対応ではなく根本的な解決をのぞみます。
私物がなくなる。そのことについて担任みんなが把握していない。
年配の保育士はこみにゅケーションをとろうと自分の子供と自分にはしてくれない
注意の仕方。優しく、適切にして欲しい。感情的だったり、決めつけだったりに気をつけて欲し
い。
本当に感謝しています！！
一部の保育士が、イライラして子供に強い口調で「なんでできないの！」とよく言っているのが気
になる。（自分の子にではないが、よく耳にするので）
満足してます。
一部の先生の言葉遣い、しゃべり方が気になります
何度か「？」と思うことはありましたが、基本的には満足しています
疑問に思うことはあるが、そんな時保護者から話ができる雰囲気である。
優しい先生が多いです。言い方がきつい先生も中にはいますが、どの先生方も子供に愛情を持って
接してくださるので感謝しています。
タバコ臭い保育士（補助の人？）さんがいるのを以前から気になってましたが、本当にタバコなの
か確信が持てないので言えずにいます。うちの子供が抱っこされてたりすると、受動喫煙が気に
なってしまいます（匂いがあるということは髪や衣服にタバコの成分が付いているということなの
で。）
疑問に思うことがないわけではないが、大変よくみてくださっていると思っています。
子供がぐずると、お母さんとの時間が足りないとか言われるのがストレスでしかない。土日はたく
さん遊んでいるしイヤイヤ期かもしれないのに何故そのようなことを言われなきゃいけないのか理
解できない。



【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？ 38

園というより国の問題
園児が多すぎる。先生は倍の人数でもいいと思う。
想像以上に保育士の先生の人数を割り当てて下さり、手厚い保育をしてくださるので安心して預け
られています。

0歳クラスでは全く感じませんが、1-2歳クラスでは先生が大変そうだと思うことがあります。
また、幼児クラスになると、年度当初は子供も慣れずに大変そうだと思うことはあるのですが、
徐々に慣れてくるためか、人員不足を強く感じることは減っていきます。

それ以上に、部屋が狭いなと思います。
先生方が本当にがんばってくださっているだけに、大変そうで心配です。
幼児クラスはあの人数とエネルギーに対して担任二人では大変すぎると思います。
時間帯によっては足りないのではと思う。
逆に、人員が多く職員の確保がしっかりとされてると思う。

２０名で２名をみるのは大変ではないかと思いますが、年令的にもんだいないのかもしれません。
ちょうどよいと思います。
保育士はさんは一生懸命だと思いますが、子供が1人で泣いているなど、目が行き届いていない時が
あります。

自由遊びの際に、誰の目も届かないところでケガなどが起きているのを見かけたことがある。
通常の保育をしながら、行事などの対応をされているので、先生方の勤務時間や業務量の過多が心
配です。
先生方の負担も考えて、もう少し人数が、増えたらいいのになと思います。
とくに非常勤や経験の浅い先生が担任になった際、ベテランの先生がとても大変な思いをされてい
るのを目にした。
日中は見られないので分かりませんが、送迎の際は忙しそうという印象です。多分、園児だけを見
るのであれば不足ではないのですが、そこに保護者対応が加わると人員不足に見えるかもしれませ
ん。そう思うと保護者対応で負担をかけたくないという思いが生まれ、保護者と保育士のコミュニ
ケーションが少し減っているのかと思います。
幼児クラスは特に、全体を見きれていないと感じました。
朝の早い時間に預ける際、まだ他のクラスと合同保育の時間だし、大変そうだなと思う。
朝夕に、20名程度の子どもを先生2名で見られていることがたまにあり、少ないと感じた。
乳幼児は手がかかると思うので、もう少し人数がいてもいいかと思う。

担任だけでみると法律ギリギリの人員配置に思う。常に、ホームページに求人がされていて不安

問１４であげた通り、注意したり叱ったりするにも時間がないのはそれに対して職員の人数を割け
ないというのにも原因があると思います。子供の人数に対して足りていたとしても、トラブル
シューティングのためにももう少し人員がいてもいいのではと思います。業務量が決まっている仕
事ではないので、人数が増えても暇になるということはないと思います。

担任の先生に加え、非常勤の先生方にも大変よくしていただいていると思っています。別のクラス
の先生にもあいさつをしていただいたり、園全体で保育をしていただいていると思っています。
幼児クラスが散歩に行くのを見て、子供の人数に対して引率の保育士が少ないのでは？と、感じる
時があった。
怪我や子どもの対応など、見きれない事もあるのでは。
幼児はお友達とけんかしてすみっこで泣いていたりしても気づかれない
問11と同じ
一人ひとりに気を配り、じっくりと保育できていないように見える。子供と接する仕事以外もいろ
いろあると思うので、大変そうだと感じている。
特に幼児クラスに上がってから感じている。



保育士の人員不足というより、子供の人数に対する教室空間があまりにも狭すぎて、子供も保育士
も悲惨な状況です。保育の質の向上という点で、環境の拡張（工事）が難しいのであれば、子供の
人数（定員）を減らし、然るべき保育士の人数を確保するべきだと思います。
担任保育士が1名不足していて補って頑張っているのは分かるが担任は指定の数必要だと思う。区と
して手配出来ないことに憤りを覚える
アルバイトだけの時もあるように見受けられる。

幼児クラスでも、4人常駐で先生を配置してくれれば、もっと子供へ目が行き届くと思います。
上の子はが民営化認可園に通っていたこともあるが、そこと比較すると職員の定着がよく、充分な
人数で保育いただけてありがたいです。
補助の先生がいつもフォローに入ってくれています。
公園へ行く時など、2人の保育士で20人以上の児童をきちんと見られるのか心配。
補助の先生方が多くいらっしゃるので、サポートが少ないと感じたことはない。
先生へのご負担が、大きいように思います。
トラブル（怪我など）の現場を誰も見ていなくて、という説明を受けたことが複数回あったので、
常に十分だとは感じない。
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園でして頂いている取り組みで子供が食べ物に興味を持ち、いろいろ吸収している姿を身近に見
て、感じてる者として は、正直、民間委託ストップして欲しい。先生方の情熱が、民間企業にある
かな。。。と不安におもう。「食べられれば良い 」という給食提供になるのではないかと心配。で
きれば従来の園内調理を続けて欲しい。
アレルギー対応などに柔軟に対応できるなら良いことだと思う。
保育園の栄養士や担任の先生との連携がきちんととれることが大切だと思う。
今の園での食育が素晴らしいので、どうなっていくのかと不安です。
委託先がしっかりしているかの調査はしっかりして欲しい

同じ業者を○○小学校が利用しているが、異物混入や調味料の使用間違い等、この半年で2回もお詫びがあ
り、かなり不安に感じる。
外で調理した食事がおいしくなくて、こどもの食事が進まない話(小学校？)を聞いたことがあるの
で、少し心配しております。
現時点では対象外のため、以前と比較して特に変わった点がないため
さしがや保育園の食育が好きなので、

○○保育園は来年から新園舎に移りますが、民間委託となるなら厨房をもう少し狭くして、園児の部屋に面積
を広めに取れたのでは？と思ってしましました。
中野区では民間に切り替えた途端にアレルギー児にアレルギー食材の提供があったそうで、うちの
子はアレルギー児ではないですが、信頼面で不安です。
食材の中身や、添加物に対しての基本的な考え方が民間ではコスト重視になるのではないか？安全
性について、充分な議論と、行政の補助が必要だと考える。
始まるまでは不安を感じていたが、今のところ問題はなく、不安を感じてはいない。
味や食材のランクが落ちるんじゃないかと心配である。
効率化され、質が上がるのであれば何も問題はないと思います。
むしろ民間の方が企業努力されてるのではと思います。
既に今民間委託にされていますが、調理師さんたちが非常によく、園児とも密にコミュニケーショ
ンをとってくれ、食育の場も増え、子供も嬉しそうに給食の話をしています。なんの不安も不満も
ありません。
在園中に民間委託に切り替わったが、こちらの印象としては以前より食育を意識して色々と企画し
てくださっているなとむしろ良い印象を受けていた。今思い返せば、最初の年だけだったように思
うが。誰が作って提供するかよりもその内容と子供達との向き合い方に焦点を合わせて欲しいと思
います。

給食は以前の方が美味しかったと感じていますが、どの部分の差によるものか分かりません。
材料の安全性や栄養面でのチェックはどうするのか。

何かあったときの責任の所在、今後どうするかなどどうしていくかなどが、気になります。

委託済園である。保護者会時に給食担当者との顔合わせや、親から給食に対する感想を言う場があ
り委託業者へのプレッシャー？、感想を伝えることによる励ましになっていると思う。

コスト削減を目的ではなく、これまでと同等かそれ以上の品質を目指すための民間委託であってほ
しい。保育園において、どのような職種であれ、給与や時間を含む働く方の環境を悪化させること
は、保護者として全く望んでない。改善のためであれば、相応の負担は受け入れられる。
産地などの情報が正しく開示されるのかが心配です。

生後4ヶ月半で入園し、離乳食は初期からお世話になりました。離乳食をステップアップする月齢の
頃に喘息を発症した時に、栄養士さんが体調を見てステップアップするのを遅らせてくれ、とても
有り難かったのですが、委託になるとそういう融通が利かなくなるのではと心配です。



業務委託とは外注ということなのか？そうであれば、このような印象を受ける⇒民間ということは
機械的な大量生産のようなイメージを持ってしまう。業務の効率化や人件費の削減も大切だが、食
は、当然わかっておられるかと思うが、単なる栄養摂取ではない。子供たちが「給食の先生たちが
つくってくれているんだ！」と感じられる環境は、分析栄養学以前の大切で基本的な食育だと思う
のだが、、、給食室があれば、作っている様子を眼で見て、耳でつくっている様子をきいて、鼻で
香りを感じて、出来上がったものを舌で感じるといった五感を養成できるのではないか？
だからこそ、業務委託をするのであれば、その効率だけでなく子供たちの食育にどのような影響が
あるのかもしっかりと明確化して欲しい。保育園は教育機関ではないが、毎日のことなので食する
ことがそのまま教育につながってしまうから。
我が子はアレルギーが無いので、全く不安はないが、アレルギーのあるお子様の親御さんはご心配
だと思う。

神奈川県の給食委託のニュースを見て、酷い状況だと思い、同じことにならないと願っています
国内生産の食材のみを使用してほしいが、そのような開示をペーパーなどで全保護者に報告してほ
しい
園ごとに調理形態や味などに差がでるのではないかと不安がある
食は生活の根幹です。利益を念頭に置かざるを得ない民間業者の参入にはどうしても不安がありま
す。
保育と調理が一体となって、子どもを総合的にみてくださることを期待します。
外部の方の園への出入りが気になります。
また仕入れに関して、産地や鮮度等が価格マターにならないか等、常にチェックし続けることはで
きるのかが気になります。
委託するという時点で業者を仲介して話が行くので、もし何かトラブルがあった場合の報告や対応
がスムーズに行きません。現場から話が上に行くまで、あるいはその逆でも時間のロスが大きくな
るのであまり賛成できません。
自分が子どもの頃のことを思うと、給食はその施設内で作った方が温かでおいしいものが提供され
ると思ってしまいます。
また、栄養士と保育士の毎食ごとのチェックがあるのが当たり前の現状からどう変わるのか、細か
な対応がどうしてもできないのではないのか等気になります。
　安全な材料でこれまで通りと変わらなければ良い
家庭的な食事が提供されるか心配。
委託でなく、土曜保育の給食や補食の調理を簡素化し、他の曜日で調整できるはず。現在補食に市
販のお菓子を提供している回数が多いが、それも土曜保育の給食調理簡素化で対応は可能かと考え
る。
例えば、給食外部委託で、遠足の弁当も園の調理室で作るということなら、賛成などに意見が転じ
るかも知れない

アレルギー対応を柔軟にやってもらえるのか？和食中心のメニューにしてもらえるのか？おやつ
も、出来あいのではなく、手作りの温かみのあるメニューを提供してくれるのか不安。
園に調理施設があるのが区立園の魅力だったので、民間委託には不安があります。
調理に関して何か問題があった時の責任や、園との連携をどの様にしていくのかが気になるところ
です。
私立認可保育園でお子さんがケガした際に、都の基準では報告がいらないレベルのケガだと言って
いたそうで、区への報告はなされなかったと聞いています。そういうことがおきるのではないかと
思うと、不安でたまりません。
これまでとどこに違いが出てくるのか知りたい
やはり集団食中毒が心配。それに出来立てのごはんの方が安心ではある。
以前、委託園に通っていた。味の濃いおかず、できあいのおかずが目立った。今の園は薄味で丁寧
に作られている。委託はできれば避けたい。
「調理を民間に委託する」事自体には不安はないが、文京区が責任を持って、安全性と質に関して
適切に管理・モニタリング・結果の公表をしていく必要があると思う。今後安全性・質に問題が生
じないようにするべきで、それは、園で行う調理の場合でも民間に委託する場合でも同じであると
思う。
利益優先になって、食材選び等で質の低下が起きないか心配。
企業が取引書類や質疑応答調査を査察等で行っている様に、委託先企業を全責任を持って管理して
欲しい。委託先企業が設定する基準、保護者の求める基準、区の基準に差があるか調査し、改善し
て欲しい。
委託でも、きちんと仕事をする業者を選べば問題ない思う。



何かあった時の責任の所在が不明確になりそうで不安。
不安になることが理解できない。どんどん民間委託すべき。
調理の担当者が民間委託に移行し、ゆくゆく園運営自体も委託されてしまうのではないかと、不安
もある。
区が内容などチェックする体制は必要だと思う。
委託事業者に対しては、調理面の不安というよりも、園児との交流がどこまで可能なのかが気にな
るところです。園児との交流があって、顔がわかって、調理に心がこもるものかと思います。イベ
ントごとの対応もどうなるかな、と不安な点も多いです。
給食施設はどこも従事者不足の中、人材確保ができる民間委託会社であるか。

民間であっても、きちんと区役所が定期的なチェックをするのであれば不安はないと感じている
いまのかたちがやはり安心です。
保育料が上がっても構わないので、安心できる給食わ提供していただきたい
図書館も民間委託になって、よくなったようにも思えないので、コスト削減のためだけではないか
とか、質が落ちるのではないか不安に思う。現在の給食に満足しており、委託の必要性を全く感じ
ない。
実際に利用されている園の生の声を知りたい。委託業者に0歳児向け離乳食の細やかな対応ができる
かどうかよく分からない。
民間委託の計画があるので 区立保育の入園を希望していません
とても残念です。
調理をしているところが子供たちから見え、とても良いと思うので、委託は反対。
民営化されてから様々な食育の様々な取り組みが行われていると思います。
栄養士は必要に応じて調理室に入るということだが、経験の浅い（３、４年未満）栄養士について
は、区として十分なサポート態勢がなされることを望みます。

民間業者が保育園内の調理室で調理されるのでしょうか？外部で作られた給食（出来立てではな
い）ものを子どもに与えることに関しては、衛生面、美味しさかなどの点で不安があります。
　以前私立の認可保育園に子どもが通っていたことがありますが、園内で作られていて、衛生面、
美味しさ等特に問題を感じたことはありませんでした。そいった民間委託であれば、いいかな、と
も思います。
委託される前は区の判断を信じたかったのもありそこまで不安はありませんでしたが、委託開始直
後に同じ業者で異物混入が何度もあったことを聞き、今はとても不安です。
現在も非常勤スタッフの交代はよくあることなので、実質的には変わらないのかもしれませんが、
食の安全や食育の質の保証の観点からは不安がある。
献立や食材の確保、栄養士の配置などが今まで通りで、検食がきちんと行われるなら問題ないと思
う。
食材の調達には区が関与（基準設定、定期的な監査等）を行ってほしい。



【問19】「文京区版子育て応援BOOK」についてお答えください。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0164/0537/201710615344.pdf
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「文京区版子育て応援BOOK」は頂いてなかった。引っ越ししたからかもしれません。
知らなかった
受け取っていません
子育て支援は平日昼間のものが中心で、専業主婦や育休がとれる親に集中していると感じた。仕事
復帰が早かったり所得制限で支援のないひとり親だと利用できる支援は少ない。

おそらく、ほとんどの親が中に書かれていることを知識として（あるいは理想として）よくわかっ
ていて、しかし生活の中でしっかり実践することが難しく感じていると思います。なので、知識と
して、参考にはなるけれど・・・と感じます。
親が子にとって安全基地たるには、親にとっても何かが安全基地として機能している必要があると
思います。実家が近くにない家庭も多いでしょうし、自ら安全基地を見つけ頼れる親ばかりではな
いですし、サポートを知っていても活用にハードルを感じる親も多いでしょう。親としてあるべき
姿の発信とともに、親の安全基地としてのさらなる発信を望みます。
園には親にとっても十分に安全基地となっていただいており、ありがたいです。
存在自体知らない
授乳も慣れて、ついスマホを見ながらするようになっていたので、子供のサインに気づいていな
かったかもしれないなぁ、、と反省できたからです。
手が空いた夜に読むと眠くて頭にはいってきませんでした。
新生児、乳児向け情報が多いので、来年幼児クラスになる我が子には、既知若しくは遅い情報だっ
たため
文京区の子育て支援施設のリストが役に立った
冊子、読みやすく助かります。

内容は充実しているが、（漫画部分の）文字が細かくて読みづらかった。Q&Aは参考になった。
手元で読むことを忘れていました
既知の内容だが、子育てを見直すきっかけになった。
通り一遍の他でも見るような内容の再掲に感じられた
赤ちゃんの時期が終わってしまっている
持っていない。
だいたい同じようなことが育児本には記載されてるため。
右も左も分からない育児１年目の両親には、ある程度有益だと思う。雑誌等は情報と広告がないま
ぜになっており、必要な情報とそれほど大事でない情報と混在しているので、コンパクトにまと
まっているのは良いと思う。
子育てする上で参考になることが詰まった冊子だと思います。また子育ては個人の問題だけではな
く、地域あげての事だと言う体制がわかり、良い取り組みだと思います。
理想ばかり書かれていて産後鬱になりそうな内容でした。
第三子のためあまり接近に情報収集していなかった
上のURLを確認してみましたが、ホームページに飛びませんでした。
配布された記憶がなく・・・すみません。
転入したので
第一子の時はこういう冊子はとてもありがたかったです。

参考にはなったが、他の区に比べ子育て支援や産後ケアが遅れている。急務であると思う。
知らなかったから。
４歳で文京区にきたから存在を知らない。
1歳ぐらいまでのときにはこうしたものに関心を寄せ手にとっていたが今はその時間もないし、園の
先生や兄弟のいるママに相談等するから
簡単でいいので、動画による情報提供も検討して欲しい。
夫婦の会話のきっかけにはなった
知らなかったため
わからないことはインターネットで調べてしまう
内容を把握出来ていない為。
3歳児のときに引っ越して来てもらったか定かではない
必要な身近な情報がコンパクトにまとまっていたので



知っている部分や、ある程度は個人差があるため、参考程度に、という印象で読みました。
大半が乳児向けの為流し読み程度
この様な本があることを知るチャンス（＝機会）が無かった
どこで受け取れるのか教えて欲しい。リンク先を開いたが、文字が多いなという印象。

子供がもっと小さい時であれば役に立ったかもしれない。ほとんど知っている内容だった。
ケース別に全事項がまとまっている
引っ越しをしてきたばかりで存在を知らなかったです。
興味がわかなかったから
参考にしていることがあるから
上記をもらってない。
このアンケートで初めて知ったので。
存在を知らなかった。
こういったものが発行、配布されていることをいま初めて知りました。
自分が無気力な上にたくさん配布物がありすぎて、読んでいられない。
親が子供の安全地帯になるということに共感したため
2番目の子だったから
冊子の存在を知らなかった
内容のwebに飛べませんでした。
URLがhttp://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0164/4685/201710615344.pdf　のようです。イラストや
漫画などを使いながらわかりやすく書かれていて読みやすかったです。
初めての子育てで不安があったから
もう赤ちゃんではないので、年齢的に対象外
他にもたくさんこのような冊子があるため、目新しいことはなかったから
2人目なのですでに知っている内容。新米ママには役立つと思う。
特に新しい情報はなく、インターネットや他から得られる情報ばかりだった為
新しい情報はなかった
リンクが開けなかったので確認できずすみません。
閲覧する機会が無かったから
もらった記憶がない
低年齢向けなので、もう少し早く欲しかったです。
ネット検索の方が使いやすい
あまり目新しい情報はなく、本当に子育てが大変な時期の親に寄り添う内容ではないと思うが、あ
る程度の指針にはなると思う。
現在第二子が保育園児であり、子育て支援については第一子の時に調べたので、ある程度知識があ
るため。

上に姉がいるので、いつもの慣例で、病院など決まっているので、特に読みませんでした。
情報がなかった
読む時間がなかった
存在を知らない。初めて知った
保育施設や病院についての情報を得られたため。
見たことがない。
pdf開けなかった。
上記のリンクが無効であったため、内容を確認していない。
利用したことがある
子供が既に幼児だから
読んだかもしれないが覚えていない
手元にないため。
読んだかもしれないが、あまり印象に残っていない
一歳になってから転入してきたので、あまり困ることがなかったため。
PCで開けなかった
第一子のときにあれば熟読したかも。とはいえこのような冊子は氾濫しているので文京区から発行
する必要性は感じない。
わざわざ読んでいる時間がなく、必要な情報はネットで検索する習慣があるから。
目にする機会、手に取る機会がなかったため。
どこで配布されたか知らない
上記ウェブページのリンクが切れています。



ページを開けなかった
近くの
存在を知りませんでした。
一通り目を通してそうなんだーと思うことが書いてあったので。
上の子がいるので
どこで配布されているのかすらわからない
いつ貰ったか不明。
発行されたときには既に幼児年齢で、主な対象ではなくなっていたため。
貰った記憶が無いような
もらった記憶がないです。まだなかったのかも。
絵が変わったのか、あまり記憶にないが、生まれた時に頂いたものでしたら、とても役に立ちまし
た。
どこで配布されているか知らないため。
赤ちゃんの頃何度か参考にさせていただいたので。
存在を存じ上げておりませんでした
今年下の子を出産したが、知らなかった。告知不足ではないかと思う。今回初めて知り、読んでみ
た。内容自体はある程度参考にあった。
デザインが変わりましたか？出産時にいただいた冊子は活用させていただきました？
どのタイミングで貰えるかわからない。読んだ記憶がないです。
どのように子育てすればよいか子どもの発達と関連付けて説明されているから
リンクが開かない
子供が小さい時は見ていたが、大きくなるとあまり見なくなった
時間がとれずすみません
すみません知りませんでした
初めての育児だったので、発熱などした時に参考にしました。

保育士等への支援は、各園、年にどの程度行われていますか。巡回支援によって、発達段階に応じ
た保育や発達障害のある子供への保育の仕方等、保育技術の向上に繋がることを望みます。
 ５歳なので、知ってる情報が多かった

子育てに関する入門書としては参考になると思う。
この本の存在を知りませんでした。
Q&Aの最初に授乳中のスマホ使用を否定するコラムを持ってくるのはいかがなものか。長い授乳時
間をストレスにしないためにも悪くないという医師もたくさんいる。
リンクが切れていたため。
もらってすぐは読んだが度々読み返すことはなかった。



【問21】その他、保育園の業務で効率化やＩＴ化して欲しいものがあれば教えてくださ
い。
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連絡帳、休むときの連絡、急病の時の保育園からのお迎えの連絡
連絡帳
連絡帳をメールでのやり取りにしてほしい。

連絡帳のアプリ化、入口のオートロック化で先生方の業務を減らしてはどうかと思います。
スポット利用のネット化、リフレッシュ利用のネット申込化、
普段の日常保育のようすをウェブカメラで配信してほしい
行事写真のカメラマンの質が低いと感じる。こどもの撮影が好き、得意というカメラマンはたくさ
んいると思うので公募できると良いのではないかと思う。
連絡帳と当日の欠席連絡、園だより、行事後のアンケートのIT化。特に行事後のアンケートについ
ては、保護者が手書きしたものを保育士がPC入力し、印刷・配布しているようですが、メール
フォーム等で募集すればコピペするだけで配布物が完成すると思います。
毎年提出する勤務証明
連絡帳をはじめ、紙のお便りをIT化すると便利だと思います
連絡帳や保育園への各種連絡(延長保育の申請や、仕事でちょっと送り迎えの時間を変更したい場合
の連絡など)化できそうな気がします
連絡帳をぜひお願いします。園だよりなどもぜひメールでお願いしたいです。
連絡帳（通勤時間に書けるため）
欠席連絡
連絡帳、スポット延長申請
もしあるとすればノートでしょうか。ノートまでIT化は反対ですが。
写真のweb化をして欲しい
ぜひネット販売を導入してほしい。全家庭でなくても、大多数が賛成なら導入すべき。
おたより、献立は、紙不要。連絡帳。
連絡事項・案内など
年度初めに提出する書類、連絡帳、園からのお便り
連絡帳。入力の方が早いので。でも手書きもありがたいと思っています。
入園ゲートの確認、毎回先生方が手作業で顔確認されてて、大変そう
毎日の連絡帳書き
玄関の開閉を電子化してほしい。おたよりも電子化してほしい。
連絡帳をWebにしてほしい
電子署名
連絡帳のIT化を導入していただきたい。
連絡帳！！！です！！！
ノート（連絡帳）の記載、園だより
お昼寝用シーツやタオルを園側(区側？)で用意、洗濯してほしい。月曜、金曜の荷物が多く大変で
す。
特になし
写真については、利便性と先生方の保育以外の負担の軽減のため、実施すべきだと思う、
お休み連絡。感染情報のメール配信。
小学校でも行っているので是非ネット販売にしてほしい
連絡帳に一人一人記入する時間がないときの壁新聞（？）を予めLINEでグループを用意しておいて
クラスの保護者に共有して頂けると、その日の送迎にいけなかった家族も内容を知ることができて
いいと思います。
現在ホワイトボードで行われている連絡事項をメール配信にひてはどうか。
連絡帳をIT化してほしい
オンライン販売業社の自由化（競争させて値段を下げたい）、連絡事項の電子化（お迎えに行かな
い時期が続くと行事の持ち物が分からない）
連絡事項等の壁への掲示以外の伝達方法(eメール等)
月のお便り、献立、行事の練習日のお知らせなど



①写真販売はぜひ進めてほしいが、園としては「写真販売は本来業務ではない」とのことでなかな
か話が進まない。こどもの普段の様子を伝えるツールのひとつであるので、そう言い切られてしま
うと非常に不安を感じる。②連絡帳。私立園は連絡帳がアプリになっています。手書きより楽で管
理もしやすい。③登園カード。セキュリティカードにして門の開閉をできるようにしてほしい。
送迎時間について、毎日先生が手記入していることが大変そうに見受けられます。電子記録に替え
てはと思います。
連絡帳のIT化は便利かもしれないと思う一方、多忙だとは思うけれど先生方の手書きの文字で子ど
もの様子を知れるのは意味のあることだと思う。今後日々の連絡業務をIT化するにあたっても、紙
媒体と選べるようにしてもらえると良いかなと思います。（もちろん先生方の無理のない範囲で結
構だと思います。）
毎年、父母の会でネット販売の為にアンケート＆承認をとる案内を出していますが、たった1人が反
対しネット販売できない。非常に迷惑しております。
行事のお知らせ。持ちもの変更などのお知らせ。お迎えメインに行っている夫が掲示物を毎回見て
こないので。
お便り、行事予定

連絡帳はWEBで。また年末年始・お盆など事前に予定が分かる欠席はWEB登録でよいのでは？
写真は保育園受取にして欲しい
掲示板を見逃して忘れ物をしたりすることがあるので、連絡事項が常に確認できるブログのような
ものがあればうれしいです。先生方もドキュメントを作る手間がなくなるので効率的かなと思いま
した。
アンケートは電子化が助かります。行事連絡などがクラスごとに電子で回ってくるともっと楽なの
にと思います。
保育の様子を保護者のみ見られる鍵付きのサイトなどで定点カメラでライブ配信してもらえるとと
ても嬉しいです。

おやすみするときの連絡がネットでできたら嬉しい(風邪などの時は朝から小児科へ行くため)。
連絡帳のらIT化を希望。
園への入退場(開錠)

お知らせなど、紙ベースは残しつつ、バックナンバーをネットで見られたらよいと思います。
感染症の発生報告、クラスの予定、写真などお知らせ
連絡帳の電子化、写真購入の際は写真の提供ではなくデータの提供をしてもらえるようにしてほし
い
思いつかない
昼寝をもっと短くしてほしい。平日夜なかなか寝ない。

延長保育の申請・キャンセルをネット上でできると便利。ただし、なんでも効率化すればいいとい
うものでもなく、あえて先生達とコミュニケーションを取るように仕向ける必要も感じます。
その日にあったできごとをweb化してもらいたいです。お知らせ事項なども合わせて確認できると見
落としも少なくなるのではないかと思います。
むしろあまり効率一辺倒にしないでほしい。
スポット延長保育の予約
保育園で毎日どのような歌、本、遊びをしたのか教えてほしい。家でも同じことをやってみたい
が、連絡帳欄では報告内容に限りがあるし、乳幼児は保育園でやったことを喋れないと思うので、
教えてもらえるとありがたいです。
反対に近年は睡眠時チェックなどをIT化している傾向があり、電磁波による子供への影響など心
配。し過ぎないでほしい。
セキュリティゲートがインターホンで無くセキュリティカードなどにした方が待ち時間もなく対応
する人の手も煩わせないのではないかと思います。

災害時の保護者と園との相互のコミュニケーションの取り方がまったく検討されていないのが気に
なる。園からの一方的な譲歩伝達だけでは有事の際に保護者の状況が縁園で把握できず
運動会もDVD販売してほしい。
働く方が一番わかると思うのでその方に確認した方がよいかと思います。

遠足などのお知らせをメール等で知らせてほしい。配布されないので、写真に撮っている。



写真のキーコードなどは、配信をお願いしたい。祖父母が送迎をしており携帯も持っていないの
で、写真の認証コードがなかなか父母に伝わらない。子供の世話で精一杯で掲示板やそれについて
メモをすることまでは祖父母ができない。
お休みする時の連絡
掲示板や口頭でのお知らせだと、祖母がお迎えの時等に情報が伝わらない事が多いので、メール等
で、お知らせいただく方がありがたい。
各クラスの連絡事項や感染症情報の掲示物
園での様子がネット回線で中継されていたら、遠方の祖父母にも様子が見れていいかなと思いま
す。
お迎えの連絡が、電話以外の方法もあってもいいと思います

昼食の前の着替えは、はたして毎日必要なのか疑問です。ランチで多少服が汚れたまま昼寝をする
こともあるのだから、外遊びでひどく汚れていない限り、着替えは必要ないのでは？と思います。
写真販売もダウンロードで取得できるようにしてほしい
なし
写真のネット販売は良いが、データを購入できるようにしてほしい。プリントした写真の購入は時
代に合っていないと感じる。
延長保育、欠席連絡
800-1815で保育を利用させていただいていますが、混む時間帯は入り口のインターホンで待たされ
ることも多く、時にはそれが原因でお迎え時間を過ぎそうになることもあるので、カードによる自
動解錠等実現いただけると助かります。
タイムカードのようなもので入退園を記録できれば保育士業務軽減になると思う。連絡ノートの
ネット化。園の門、玄関の電子開閉化。現在はインターホンだが、保育士が忙しい場合開けてもら
うのに時間がかかることがあるため。
連絡帳の記入の電子化。先生方の負担軽減にもつながると思います。
IDカード
写真は、データ販売を安価でしてほしい。連絡帳がIT化され、写真が毎日のようにアップされると
嬉しい。
便利になりました。ありがとうございます。
掲示板の内容の一斉メールでの配信(情報が新しくなっていても更新したかどうかがわかりにくいた
め)
特にありません
玄関の解錠を保護者、職員のみ持つ、カード式にする
遠足や保護者会などの連絡事項
連絡帳のweb化を希望します。

写真や連絡帳や全体のクラスの様子メモや疾病状況などネット化してほしい。先生方の報告書など
の対応工数を減らしてもっと業務負担を減らしてあげたい。積極的にIT活用すべき。
普段の連絡事項も災害用ライン等を通じて配信して欲しい。例えば、遠足や病気の感染状況。区か
らの子育てに関する情報。
日々のお知らせ・連絡事項。
お金の支払いが振り込み等になると助かる
写真のネット販売は当たり前になってくるので、どこかで、強制的に踏み切るほうがいい
お休みの連絡をWeb化して、２４時間受け付けて欲しい。
園の便りや献立表はPDF送信でよいと思う。
ITの意味を誤って解釈しないでください。

入り口のセキュリティ。カードキー等にするなど。門が開けっぱなしで電子ロックにまで至らない
ときも多いが、保護者に呼び掛けても改善しないなら、セキュリティについては検討するべき。
欠席連絡、園だより一式、日々の活動内容の掲示物や連絡事項

写真のWeb閲覧は共働き家庭には必須。送迎時に他の方と譲り合い閲覧してメモを取るなど、この
時代に反していると思われる。これで閲覧時にボールペンで、怪我するなど、いつものあの状態で
写真の冊子を何人かで閲覧しなくてはいけないなど、非常にやりづらい。
献立表や保健便りなど、最悪流出しても影響がない配布物はメール配信で良いと思う。
1日の出来事、連絡帳、出欠
遠足の持ち物などの連絡
連絡帳が電子化などされると時間短縮になり助かると思います。



お知らせや各種案内等はメール配信もしくはクラウド管理してほしい。その方がどこでも見られる
し、リマインド設定も容易。
保育園の入り口をセキュリティーカード&パスワード方式にする。給食の献立のメール配信
お迎えカード、扉の開け閉めをカード式にしてほしい。
先生方が楽になるなら何でも対応していったほうが良いと思う。
イベントによる登園時間のお知らせなど、見忘れたかもしれない、お知らせなどの写真をクラウド
もしくはメールなどで見られるようにしてほしいです。普段は自分でお知らせの写真をとります
が、子どもの休みが続いたりシッターさんのおむかえがあるとポケットや掲示板を見忘れてしまう
ことがあります。
連絡ノート
年間行事などのお知らせや案内のデータベース化
連絡帳やお知らせ。
お休みの連絡。8時半から連絡できるが、仕事と前に連絡入れておきたいこともあるから。
現状で良い。
連絡事項
写真のネット販売について、できればクラスごとのカテゴリーに分けてもらえると、子どもが２学
年にいるので探す負担が軽くなります。
持ち物の連絡を掲示板だけでなく、メールなどでも連絡して欲しい。
園行事などもネットで見られるとありがたいです。主人が迎えに行った際に、翌日の準備物などを
聞いてきていないことが多いため。
連絡帳はIT化した方が先生方が楽かなと思います。また、入園時のシーツや布団カバーを個別に作
成するのに衝撃を受けたので、せめて一括外注して頂いて代金を払う形の方が保育園に預ける家庭
の都合にも合うかと思います。
園だよりや行事の予定などは配布でなくWebサイトにアップしてもらう方式でも良いと思う
給食メニューはメール配信してほしい。病欠情報もHPなど、随時更新して、仕事中にも閲覧できる
ようにしてほしい。
欠席連絡をメール行う。
連絡帳のやりとりの電子化
写真販売がネット化されたのはいいが我が子が写っているのは大体どの家庭も数枚だと思うがそこ
から買いたいと思うものは1.2枚だと思います。そこに写真代金かそれ以上の送料までかかると買う
のを躊躇する。ネットで決済までして全部保育園に届いてそこから各家庭に行くシステムならもっ
と利用しやすいと思う。

保育士の方の事務負担が減るのであれば、入退室管理や連絡帳もWebかアプリでもいいと思います
個人情報の流出・セキュリティの問題に大変不安を感じている。業務効率化には賛成であるが、IT
化が進むのには大きな不安がある。
現状でも満足しているが、連絡帳や出欠連絡がIT化されると便利かもしれません。
連絡帳が手書きなのでICTシステムの導入を希望。コドモンを利用している他の区の知り合いが便利
と言っていました。
写真のネット販売は、是非とも実施してほしい。
各イベントや感染症のお知らせ、遠足の準備、等ネット上のカレンダーで年間スケジュールが確認
でき、そこで詳細も確認出来るようにしてもらえると助かります。
イベントの案内や持ち物の連絡等
父母会の負担軽減。
お休みやお迎え時間変更の連絡がメールでできたら嬉しい
欠席の連絡をIT化できれば先生方が楽になると思う
効率化で便利になることもあると思いますが、実際目の前に「もの」があることの強みもあるの
で、一方向に向かわなくても良いと思います。また、IT化の際には、そのレクチャーが不十分だと
逆効果のこともあるので、注意深く進めたいところです。
写真のネット販売を強く希望します！
掲示物の電子配信
連絡帳。特に、熱や朝食や排便など必須記入がある乳児クラスや、プール時期などにそう思いまし
た。月曜日の毛布かけに時間がかかるのがストレスなので、外注化できるようならないでしょう
か？
連絡帳をIT化してほしいです。
値段が高すぎる。電子データで欲しい。その後のダイレクトメールも迷惑である
送迎票の電子化希望。毎年紙を提出するのはばかげている。各児童のアカウントを作成し、マイ
ページからオンラインで変更箇所を随時更新できるようにすべき。
父母会自体をアウトソースして保護者の負担を減らしてほしい



期日までに対応が必要な連絡事項（保護者会の出欠連絡、上着や紙袋の用意等）をFairCast等で送信
して欲しいです。
午睡中のSIDS確認をIT化（各児の布団にシステムで監視）し、保育士の負担軽減が必要であると感
じる。
別々の保育園に通う子供が二人以上いる場合の送迎の順番ですが、0歳児を除き必ずしも下から順で
なくてもいいと感じています。下の子を連れて上の子の保育園に行くことは労力が必要ですし、下
の子は免疫力も弱いので感染症の拡大にも繋がると思います。その時の状況に応じて送迎の順番を
変えられるといいです。
写真の閲覧時間の制約が厳しい過ぎる。ネット販売にして欲しい。
写真は延長保育時間は片付けられて見られないため、閲覧する機会がとれず、心よりWEB化を希望
します
連絡帳が手書きではなくインターネットで送受信できると、とても助かります。
連絡帳の記入
価格の値上がりと、画像があまり良くない
例えば午睡時のバスタオル不要等の事務連絡を園内への掲示だけでなく、メール配信もお願いしま
す。
手書きの連絡帳やりとりをメールやフォームにすることで双方負担が少なくなるのではないでしょ
うか。
ペーパーに関しては、PDFなどのファイルで確認したい。給食メニューやお便り
写真のネット販売
日々の連絡帳記入や日程のお知らせ
連絡帳のアプリ化。

欠席連絡の電話の指定時間がもう少し早くから受け付けてもらえると助かる。またはメールなど。
周知は掲示ではなく、メールでお願いしたいです。
行事の連絡
アレルギーの面談を改善してもらいたい
感染症のお知らせを紙で掲示するだけでなくメールで配信してほしい
出欠遅刻などの報告
毎日の連絡張
日誌の簡素化
写真はネット上でデータを販売してほしい。紙媒体は収納や共有に不向きです。
写真のネット販売化がされていないので不便。反対した家庭があると聞いたが、反対派が少数なら
ば進めるべきだと思う。
連絡帳・感染症連絡・行事やスケジュール
写真をいつでも見れ、スマホやPCなどで保存できるようにして欲しい。
Web化と写真販売をして欲しい
写真の販売のweb化。園と父母会のやり取りをe-mail可能に。
写真のネット販売は実施して欲しい
写真のデータ販売をしていただきたい。
連絡帳、発育カード
園の様子をスマホ等で見られるようにしてほしい。
欠席連絡・連絡帳・延長保育連絡
連絡事項の掲示板制度はやめ、メールやライン、保護者専用サイトなどで確認できるようにしてほ
しい。夫婦で分担して送迎する場合や第三者に送迎を頼む場合など、園に毎日行くとは限らないの
で、何が起きているかなどわからない。
入口のゲートを、インターホンではなく、ICカードをかざして入るorQRコードかざして入る、等に
してほしい。
違う業者が良い。締め切り期間が短い、事後的に買えない。
連絡帳、保護者会、行事連絡等の資料
毎日の園での様子、お知らせなど(壁に貼っているもの)。
特にない。
○○保育園もネットで写真を選ぶようにしてほしい
連絡帳、スポット延長保育申請、入園申請など
保育士の数は規定を満たしているが、子供の個性（発達障害、機能障害等）に応じて、園の希望に
より、柔軟に保育士やパート職員が増やせるよう、区の配慮を望みます。教育には、人的力が不可
欠と考えます。
園のおたより
毎日の連絡帳の記入、園からのお便り



写真のデータ提供。園を欠席するさいや、保護者会の日程調整など、メールやネットでできるとあ
りがたいです。
写真のIT化の際、サービス内容の比較検討をしたという情報はなく、業者ありき（従来の写真販売
業者と同じ）になってしまっており、ベストなサービスとは言えない。支払い方法やデータの取扱
い、セキュリティなどベストとはとても思えない。選定理由などクリアにしていただきたい。感染
症発生情報はITを活用して発信して欲しい。
連絡帳、お迎え時間の変更連絡
掲示板の内容を、メールまたはWEBサイト上で知らせてほしい。園だよりもWEBサイト上で見られ
るとうれしい。写真のネット販売化は本当にありがたかった。
日々の連絡帳や献立の連絡、プール可否など電子データによるやり取りができると良いと思いま
す。



【問22】父母連やその活動についてどの程度ご存知でしたか？ 18

今年渉外係になり、とても興味深く拝聴しています。
あり方協議会に参加。大変有意義でした。ありがとうございました。
いつも活動ありごとうございます
保育の充実を目指した活動に感謝している。
父母連があるからこそ、文京区の保育の質が高い水準を目指せていると思います。ありがとうござ
います。

父母連担当になった保護者などの一部しか活動が理解されていない。そして係になると負担が多い
イメージがある。運営委員などの負担が大きい。活動内容はとても素晴らしいと思われるため低学
年から係に参加できるように（係の人数自体を増やして、運営委員の負担を減らすなどの目的で）0
歳児同伴でも参加できるようなしくみに変えていければよいと思う。
区立保育園にとっては父母連の活動は心強いものだとは思いますが、私立保育園にとってはあまり
恩恵を受けないように思いました。(オムツを園で処分してもらえるのが区立保育園のみ、、という
結果を見てそう感じました。)
クラス役員なので知っていた
オムツ持ち帰りがなくなり、負担が軽くなるだけでなく衛生的にも良くなりました。
担当係になったことで活動に参加するようになった。
仕事と育児を両立しながらクラスの役員や父母連の活動に参加することは大変だったが、保育のこ
とをもっと真剣に考えるきっかけになった。
発足の経緯は理解できるが、継続する意義は感じられない。協議会もノルマ参加の保護者ばかりで
保護者の負担となっている。
入園時に説明があった方が良いかと
いつもありがとうございます。
ありがたい活動です　区と園をつなぎ意見交換できる重要な場所だと思います。他の園の状況も聞
けて良いですが、本部を運営している方々が大変だと思います。

文京区の保育園児をもつ親の団体ということで、とても意義のある団体だと思います。ただ、一部
の役員等に負担がかかっている気がします。区の会議出席等。子育てと仕事などで日々大変だと思
うので、何とか分担できたらいいのに、と思います。
もっと団体について知ってもらい、参加者を増やすことで分担できるのでは、と思ったりします。
区に直接意見を伝えていただけることは保育の質にとってとても重要なことですし、歴代メンバー
の方に感謝しております。昨年のアンケートのPDFが文字切れが複数ありました。



【問23】本アンケート内容や、保育全般（保育行政、園の施設・設備、保育士・職員、な
ど）について、全体的なご意見・ご要望を以下にご記入下さい。

普段からよくして頂いてます。保育士さんの人員不足は感じるので、可能な限り配置して頂いて保育

士さんひとりひとりの負担が少なく、働きやすくなることを願います。 要望, 感謝

安心して子どもを任せられるとてもいい保育園で感謝しております。が、園長によって園の雰囲気が

変わりすぎると感じるときがある。 感謝

文京区は年少からは幼稚園と同等の教育を行うことを掲げていると思いますが、それについての項目

が抜けているのではないでしょうか。 要望

写真販売の業者選定がおかしい。他に比べて値段が高すぎる。比較検討すべき。 要望

園内もクラス内もとても良い雰囲気です。安心して子供を預けて働ける環境を提供して下さっている

先生方に日々感謝しています。四季折々の行事や食育などありがとうございます。子供が様々な事を

吸収しています。 感謝

特になし 感謝

今年で子供が卒園となり、合計9年間お世話になりました。大変なこともありましたが、助けて頂い

たことが多々あり、感謝の気持ちでいっぱいです。 感謝

保育園への子供の私物（かわいいティッシュケースなど）について、先生方の保護者案内を徹底して

ほしいてます。

子供が同じものをほしがりますし、他のお子さんが持ってきているのに、確認したらダメですと言わ

れたこともあり、よくわかりませんでした。 要望

保育園全体で丁寧かつ手厚い保育をしていただいていつも感謝しています。 感謝

沢山の保育士がおり、違うクラスの先生も名前を覚えて下さり感謝している。看護師の先生がいるの

も安心できる。 感謝

保育士の皆様には非常によくしていただいていると日々感謝の気持ちでいっぱいです。一方で施設面

では不安に感じる面があります。例えば園庭と道路との柵の低さです。悪意を持って乗り越えようと

思えば簡単に越えられる高さで、女性と子どもばかりの環境の中、何かあったときに本当に大丈夫な

のか心配です。もう少し柵の高さや強度を見直してもらいたいです。 要望

オムツの持ち帰りがなくなって助かります 感謝

いつも保育園のスタッフの皆さまには感謝しております。毎年ここに記載していますが、就学前まで

預けられない保育園の卒園後が非常に心配です。卒園後の転園先の保障と、兄弟がいる場合には極力

同じ園に入れるようにしてもらいたいです。 要望, 感謝

子どもは園の裏庭が大好きです。素晴らしい環境と、整備してくださる先生方に感謝いたします。 感謝

区立保育園と私立保育園の差が明確過ぎる。私立保育園は色々と融通を利かせてくれるのに、認可は

何でも杓子定規。送迎の時間を厳しく指導されたり、病気の兄弟がいて、迎えに行くと、元気な子供

も一緒に連れて帰らなくてはならない等。私立出来ることが区立で出来ないはずはないのでぜひ改善

して欲しい。 要望

今の保育園に十分満足しております。連絡帳だけではなく、お迎え時に口頭で園の様子が聞けていま

す。 感謝

園のイベントの練習は、子供の成長を促すことはありがたいものの、練習やイベント自体を子供が苦

痛に思うようなプログラム、指導はやめていただきたい。 要望

年長園児は後半になると課外活動が多く、色々な経験ができるので感謝しております。 感謝

幼児クラスになってから、気がつくとひらがな、数字の読み書きが出来るようになっていました。保

育園で遊びを通して楽しみながら覚えたようです。時計の読み方も習っている様子、日々感謝です。

平日夜、中々寝付けないようなので、お昼寝の時間が長過ぎるのではないかと思う事があります。 要望, 感謝

おやつをもう少し充実させて欲しい 要望

主人が園長と副園長のお顔をつい最近まで知らなかった（！）と。毎日朝の担当は主人なのに、びっ

くりでした。担任の先生たちとは触れ合いが沢山ありますが、園の事務方に回りがちな園長副園長が

もっと父母たちに近い存在になってもらえると嬉しいです。園には大変満足しています。たくさんの

ことを園で学んで大きくなっている子供たち。安心して預けられる環境づくりにいつも感謝の気持ち

でいっぱいです。 要望, 感謝

いつもよく見て下さり誠にありがとうございます。現在の園の先生方、保育体制に不満は全くありま

せん。いつも感謝しております。しかし、3歳児クラスまでの小規模園のため、4歳児クラスの保活を

またせねばならず、また友達とも離れ離れになってしまい、子供の負担が大きく、不安です。3歳で

の一旦転園は仕方ないにしろ、どうにか4歳でまた認可園に入れればよいですが、入園できなかった

り、入学予定の小学校学区からあまりにも遠く知り合いが全くいない園になってしまったり、兄弟

別々の園になってしまったらと思うと、文京区のマイナス面に触れることとなりとても残念に感じま

す。どうか子供たちに優しい文京区行政でありますよう、改善をお願いいたします。 要望, 感謝

いつも子供達を温かく見守ってくださり、先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。有難うございま

す。 感謝



先生方には本当に感謝しています。ご苦労もたくさんあると思いますが、園と保護者はお店とお客様

ではない、一緒に子供たちを育てるパートナーだと思っています。これからも協力し支え合いながら

子供達を見守り育んでいければと思います。 感謝

病児保育ルームの施設数や収容人数を増やしてほしいです。保育園に通うようになって、子供が病気

にかかることが増え、保育園でも病児ルームでも預かってもらえないことが多くて、その都度、仕事

を休んでいます。同僚に負担をかけてしまいますし、自分がいつかクビになるのではないかと、心配

にもなります。

保育全般に関しては、設備や保育士さんの対応にも満足しています。 要望, 感謝

いつもありがとうございます。概ね保育に問題なく、大変ありがたく思っております。写真のネット

販売・連絡の共有方法など工夫して頂けると、便利になりますし、親も子もより安心して過ごせるよ

うに思います。 感謝

公立保育園での幼児クラスの学習方針を提示して頂きたい。厚生省管轄とはいえ、私立園では学習プ

ログラムをやっている園もあるし、文京区という土地柄から保護者の多くが求めているように思いま

す。新たにやって欲しいという話ではなく、こうしてますというもので良いと思いますが。 要望

待機児童がたくさん出ている中、祖父母の迎えが頼めるような人や、早く迎えに来て習い事に連れて

いけるような家庭が、人気の公立園に入れているのがいつも不思議に思う（片親家庭は除く）。公平

性に欠けるのでは。祖父母が駆けつけられない遠方にいたり、勤務時間が長いなど、本当に保育が必

要な児童が入園できるような選考方法にした方がよい。

また、選考の際の兄弟加算の２点が大きいため、兄弟がいないと公立園に到底入れないのも不公平

で、一部家庭の既得権益のようになっている。兄弟が入れていれば、勤務時間が短くても同じ園に入

りやすいのは不公平。１点程度にした方がよい。 要望

保育園の安全に対する危機管理体制はとてもしっかりしていると感じる。また、保育園に通わせて良

かったと感じてることが沢山ある。その分保育士の方々の負担が心配である。保育士の方々への待遇

をもっと良くして欲しい。 要望, 感謝

保育園での過ごし方や行事に関して、保育士にとってはルール化された当たり前のことも、各家庭で

やり方(常識)の違いがあると思います。例えば、髪を結ぶ長さ、髪止めの種類、キーホルダー、遠足

のおやつの種類など。集団生活なのでやり方を合わせることには抵抗ありませんが、事後に「これは

ダメなんです」と言われたことが何回かあり、子供にも説明しにくいです。他の保護者も同じ経験を

している人がいるので、担任が全体連絡時に予めルールをお伝えいただくだけでお互い気持ちよく過

ごせるのではと思います。 要望

今の保育園には満足しています。 感謝

非常勤のベテラン先生が大好きでしたが、70歳なので退職させられてしまいました。非常勤に年齢制

限があるのでしょうか？ 質問です。

いつも感謝しております。日頃の育児の悩み相談も親身になって聞いてくださり、本当に心強く感じ

てます！ 感謝

保育園不足の中、保育園が増えることは有り難いですが、「認可」の中でも保育の質や対応にずいぶ

んとバラツキがあると聞きます。区には細かなチェックをお願いたいです。 要望

いつもありがとうございます。楽しく通わせていただいています！ 感謝

現在お世話になっている先生方には、感謝しかありません。先生方も楽しく、意欲をもって働いてい

けるよう公的な制度も整っていくようにと願います。

また、最近できる保育園は園庭なしのものが多い。０歳児は外遊びも限られているので、マンション

の一角でよいので、園庭のある保育園は1歳児以下を預かる、というようにしたり・・・　わたし

は、マンション一室の保育園に子供を預けるのは罪悪感がありました。 要望, 感謝

特に担任の保育士さんには、丁寧に子供の保育をしていただき大変感謝している。このまま現在通う

保育園に就学まて通いたいがそれができないことだけが残念。 感謝

日々保育をしていただき感謝しています。

要望として、お祝い会と卒園式を別日で開催して欲しいと思います。

卒園式は、子供にとっても親にとっても大切な行事です。そして、発表会もひとつの大きな行事で

す。子どもの成長をじっくりと感じ、その後別日に卒園式を迎えたいと思います。我が子はまだ卒園

を迎えてませんが、一緒の様子を見てあまりのあっさりとした卒園式に驚きました。なので、絶対に

別日での開催を希望致します。 要望, 感謝

お迎え時に今日の様子などを必ずしも報告してくださるので安心しています。 感謝

平日フルタイム勤務で、家の用事等で有給を取る際、仕事が休みだから子供も保育園を休ませること

が原則だと認識していますが、リフレッシュ保育制度があるのに、通常保育の場合はリフレッシュで

は休めないことに矛盾を感じています。申告制にするなど、何らかの方法で対処出来ないか考えて頂

きたいです。 要望, 感謝

思うところがないとは言いませんが、いつもお世話になっており、大変感謝しております。子供が楽

しそうに通っているので、それがすべてだと思います。 感謝

いつもありがとうございます 感謝

先生方にはいつも感謝しています。

人手不足を感じるときがありますので、職員の増員をお願いしたいです。 要望, 感謝

特にない 要望



認可認証認可外の別に関わらず特にゼロ歳児等乳児の保育の提供が恒常的に不足している状況が続い

ているが、年度途中での正式入園は空き状況の観点から必ずしも現実的とは言えず、また緊急一時保

育事業などの代替措置も最大利用期間の制限(3ヶ月)があり、それらの方策が使えない状況になった場

合には保護者が自宅で養育するくらいしか対応策が考えづらいのが現状です。緊急一時保育の利用期

間の制限は、実際の保育の必要性に応じてある程度柔軟に延長などの対応ができても良いのではない

か。 要望

先生方の異動が多すぎます。極力長く同じ先生にみていただきたい。 要望

いつもありがとうございます。 感謝

仕事をしながらの育児ができるのは保育園のおかげです。大変感謝しております。 感謝

待機児童が多く、対応も大変かと思いますが、窓口対応を丁寧にしてほしいです。保育園探しをして

いる親の不安を少しでも取り除ける対応に期待します。 要望

いつもお世話になり、大変感謝しております。更に子育てしやすい環境を行政としても作って頂ける

ことを期待しております。 感謝

園では狭いながらもいろいろと工夫して過ごして頂き感謝しています。もう少し広さがあるとなお素

晴らしいと思います。 要望, 感謝

もう少し子どもの様子や園での活動を教えて欲しい。

送り迎えのとき、保育士と一切話さないことがよくある。今日の様子など色々聞きたいが、忙しそう

かと思うと声かけるのがためらわれる。 要望

保育士の皆さんには感謝をしております。いつもありがとうございます。

一方で、エリア的に庭が狭いのは仕方ないが、その庭に何クラスも集まるのは狭すぎると思う。天気

などにも影響されるかと思うが、ある程度ローテーションを組んでも良いのでは？と思います。

また年齢が高く人数が多くなるに従って教室が狭くなる。という矛盾を解消して欲しい。子供の運動

不足が心配です。 要望, 感謝

昼食後、歯磨きをして欲しい 要望

運動会の際に、シートを用いての場所取りをやめてほしい。朝の準備係の人が客席の最前列を独占し

てしまい、通常の時間に来た人の席がない。同じ係の仕事でも、運動会中の係や片付け係に対して準

備係だけが有利になっている状況がある。シートにより、無駄な空白が生まれるため、見づらい思い

をする人が増えていた。シートがなければもっと詰め合えるので見やすい席でより多くの人が座るこ

ともできる。また、晴れでも暑すぎるので運動会の開催は体育館にしたほうが良い。 要望

他の区で保育した経験がないので比べることはできないのですが、父母会も熱心でその声を受け取ら

れる側も事情がある中で耳を傾けていただいているという印象があります。 感謝

文京区とは、意見を交わす機会も十分にあり、その仲介ともなっている父母連絡の活動は今後も続け

てほしいです。 要望

保育士の増加を希望します。質を落とさず給料あげて、人が増える事を希望します。

設備は防犯にもう少し力を入れて欲しい。

日々の生活面では本当に感謝しています。子供達は保育園を楽しんでいて、先生方からのお話の中で

よく見ていてくれていると感じられるととても嬉しいです。 要望, 感謝

スモックのようなものがあると嬉しいです 要望

保育士は十分に配置してほしい

待機児童問題も急務だが、兄弟が同じ保育園に確実に入れるようにしてほしい。2年入れず、ダブル

送迎に疲れ切り、仕事を変えなんとか毎日こなしている現状をなんとかしてほしい。倒れそうな毎日

です。 要望

いつも細やかな対応に感謝しています。主体性を重視する保育園、協調性を重視する学校教育の

ギャップが大きいと感じます。

特に卒園後の戸惑いがあるので、一貫した教育、指導の環境を是非整えてほしいです。 要望, 感謝

こじんまりとした良い園です！ 感謝

様々な保育園がある中、保育士さん、職員の方に恵まれた良い保育園に入園でき、安心して預けられ

ています。お子さんのいる保育士さんと、同じ親目線でお話が出来るのも心強いです。ありがとうご

ざいます。 感謝

保育園と幼稚園の目的は異なるが、保育園にも教育という視点をより盛り込んでいただけるとありが

たい。 要望

公立、私立問わず、保育園に携わる方には、本当に感謝し、頭が下がる思いで預けています。無償化

も結構ですが、文京区独自にでも、子どものことを考えて仕事に就かれた保育士さんが働きやすい環

境を整備したり、給与面での抜本的な処遇改善を強く期待します。

なお、Googleフォームを、ここまで回答しやすくカスタマイズして提供できる技術力と心意気に感謝

します！ 要望, 感謝

頭が良くなるような遊びをたくさん提供してもらえて、とても助かってます。 感謝

幼稚園のように、教育要素を取り入れてもらえるとありがたい。

保育士の先生には感謝です。子供が自宅で先生の名前を言うのを聞くと、普段の接し方がとても良い

ことが分かります。 感謝

冬のお迎え時に日が落ちて暗くなっているので、門や庭のあたりを明るくして欲しい(不審者がいても

分からないくらい暗い) 要望



園長の態度と保育に対する姿勢に不満を感じている。特に、外遊びや散歩の頻度の大幅な低下は子ど

もの発達において非常に問題だと思っている。運動会での子供たちの様子から、全体的な運動能力の

低下が明らかに感じ取れた。運動系の教室に通っている子ばかりが目立ったように見える。 要望

総合的に満足しています。 感謝

いつも丁寧なご対応していただき、ありがとうございます。是非保育士の方にこの感謝がわかりやす

い形で還元されますよう、つまりお給料アップになりますよう、行政にお願いしたいです。 要望, 感謝

園に入ってからずっと、同じ園に通うお子さんのお母さんから嫌がらせをうけており、担任の先生

方、園長、文京区子育て支援課、子育てを応援してくれている区議会議員のせんせい、教育委員会に

相談してきました。わたしだけなら我慢してきましたが、三年経った今となっては、そのお母さんの

お子さんから、うちのこどもが虐めを受けるようにもなりました。何度か園に相談に行きましたが、

様子を見ますとだけ言われ、全く何もしてくれませんでした。それどころか、こちらが不審に思った

ことがあった際に、本件について以前から相談していますが…と念を押したところ、全く気にしてい

ませんでしたと言われたことすらありました。区の方針として、こちらの子供同士や親御さんとのト

ラブルには一切介入しないということなのでしょうか。わたしはこのストレスで病気にもなり入院し

ました。これから先も長い付き合いになるかと思うと、もうどうして良いのかわかりません。 ご報告です。

園長の対応が業務的・昔のお役所的な感じで心情や気持ち等心に関する面で話しづらく相談しにくい

（逆に、各種手続き等について等の相談は合理的で無駄はないが、、、）、看護師は基本的な挨拶

（おはようございます、さようなら　など基本的なこと）がほとんどできおらず不快である（ただ、

園の衛生管理や児童の健康状態の把握等は非常に優れていると思うし、子供への接し方はとても優し

いのでこの不快感は相殺される）、保育士は様々な個性のタイプがおられて子供たちにとっては有益 要望, 感謝

園の父母参加行事（保護者会等）が平日日中に設定されており、仕事の関係で参加できないことが多

いのが残念です。参加出来ない家庭への情報共有や意見の吸い上げをお願いしたくおもいます。 要望

引っ越しをしてきて保育園幼稚園の情報を得るのに大変だったので、区役所で転入手続きをした際な

ど、対象になる子供がいる家庭については何かしらの声掛けがあったらいいなと思いました。 要望

保育園に通園でき、手厚い保育を受けられて、本当に感謝しています。ありがとうございます。 感謝

ありがとうございます。 感謝

父母連運営委員のみなさま、いつも地道な活動を継続してくださりありがとうございます。

現在は、比較的安定して保育園運営がされているように思いますが、施政者の考える方針と子供の利

益が反すると考えられるようなときには、保護者の意見を施政者にとどけ、子どものための保育がな

されるよう働きかける役割を果たせるよう、父母連が機能し続けることを願っております。 感謝

お祝い会について。

スペースの問題で、乳児・幼児の兄弟を1日通して保護者が兄弟と

参加できないのは悲しい。

時間で分けられており、参加人数の関係で上の兄弟のところに下の子と保護者の一部が参加できな

い。運動会は小学校の体育館を借りているので、同じく小学校体育館や難しければ区の建物、ホール

を借りるなど対策して頂けないものでしょうか？ 要望

●朝の送迎時に玄関のオートロックが外されて開けっ放しになっており、オートロックの機能を果た

していない。開閉のための先生方の手間を省くためなのは理解できるが、セキュリティ上問題がある

ので改善してほしい。

●兄弟姉妹で保育園に通っている場合、子ども1人が体調不良により休み、親も会社を休み、元気な子

を保育園に預けた場合、仕事を休んだ親が保育園を休んだ子を連れて16時半までに迎えに行くという

対応をデフォルトで求めるのは疑問がある。休んだ子の体調悪化や園内への病気の拡散などを鑑みる

と、休んでいない子を仕事を休んでいない親が18:15までに迎えに行くという対応がデフォルトでよい

のではないか。 要望

友人・知人から聞く他保育園の話と比べても、全般的に保育には満足しており、大変助かっていま

す。

引続きお世話になると思いますが、よろしくお願い致します。

保育士は保育のプロとしてとても尊敬しています。プロの自覚をもって仕事をしてもらうことが預け

る側の安心でもあります。ですので、給料面や待遇など改善して頂き、プロとしての評価をして欲し

いです。保育園で子供が亡くなるような、教育やプロ意識の不足しているような保育園には預けたく

ありません。 要望

子供たちが失敗したりチャレンジしたりするゆとりある環境をお願いします。 要望, 感謝

育児に関して、日々サポートしていただき、大変有り難いです。 感謝



保育士さんや職員の皆さま、毎日大変なお仕事をありがとうございます。皆さまのおかげで仕事と育

児を両立できています。行事なども準備がすごく大変だと思いますが、充実した内容で実施していた

だけとてもありがたいです。

一点、持ち物関連で要望ですが、口拭きタオルは衛生的に問題があると感じており、使い捨ての

ウェットティッシュ式の口拭きをOKにしていただけるとありがたいです。家でもそうしているので。 要望, 感謝

気持ちを大事に関わって頂いています。 感謝

担任の先生以外の先生がよく園児を見ていますが、どういった立ち位置の先生なのかの紹介がどんな

媒体でもよいので欲しいです。他のクラスの担任等はなんとなくわかりますが、それ以外の方がほと

んど名前などもパートなのかどうかもわかりません。また先日、朝の送りの時間に教育実習生がクラ

スに初めて参加した場面がありましたが、既存の先生方がほとんど教育実習生に無反応で、実習生が

困っていた様子を目撃しました。その後の指導など見ていたわけではありませんでしたが、園内での

人材育成の方針や指導方法など、不安になりました。 要望, 園への感想

いつもお世話になりありがとうございます。皆さん、優しく明るく、子供たちはのびのび楽しんでい

ると思います。子供特有の小競り合いもありますが、相談すると丁寧に状況を教えてくださいます。

泥んこ遊びを取り入れていただけませんでしょうか。以前から、子供にはとても良いと聞いていま

す。他の区の友人に聞いたところ、園庭に泥を導入して、日常的に遊べるようにしていると聞きまし

た。そういったことはできますでしょうか。ご検討よろしくお願いいたします。 要望, 感謝

園には足掛け８年お世話になっており、一度も嫌な思いをしたことがないです。本当にいつもありが

とうございます。感謝しかないです、

他の区では役員というものがないのでいいなぁと思っていました。が、逆に卒アルは保護者有志で作

成しないといけないそうで、卒アル作成を先生がしてくださる文京区(全部でなければすみません)、
ありがたいです。 感謝

保育要員の求人が年度初めから常に出ている状況で、行政は募集をしているのみで、他にどのような

対応をしているのでしょうか？募集をしても人材確保に至らないのであれば、原因を追求し、改善す

る努力が必要だと思います 要望

いつもありがとうございます。丁寧な保育で、非常に満足しています。 感謝

先生方はたいへん丁寧にみてくださり、連絡も密におこなってくださいます。むしろ、先生方のご負

担が重くないか心配です。 感謝

保育園の先生方には大変感謝しています。仕事と育児で日々忙しくしている中、子どもは保育園のお

友達や先生との触れ合いで多くの事を学び、私も先生方や保護者の方々との触れ合いの中で多くの事

を学んでいます。

これからも安全であたたかい保育園であって欲しいと思っています。 感謝

集団活動が出来る生活のはずですが、午前も午後もフリータイムが多すぎる。歌やダンスの時間や外

遊びなど身体を使った時間を増やして欲しい。朝の会がなく、いきなりおやつの時間で驚きました。

連絡帳の内容が簡素過ぎる。昼食やおやつをどれくらい食べたか、昼寝の時間はどれくらいか知りた

い。乳児なので、本人に聞いても分からないので。 要望

園内で働いていただいている方々には子どもを預ける身として、日々感謝しています。働きやすい環

境や人配置、十分な給与、取りやすい有給等は余裕を持った保育につながり、子どもたちのためにも

なると思っていますので、ますますのご配慮をお願いしたいです。 要望

いつも子どもを可愛がって下さり感謝しています。細かいことにも柔軟に対処してくださるのでとて

も助かっています。こちらの保育園に入園出来て良かったです。 感謝

毎日楽しく通わせていただいています。先生方は皆さん優しく、時に厳しく、安心して預けられま

す。ありがとうございます。 感謝

毎日子供がその日の楽しかったことを話すほど保育園生活を楽しんでいるので、ありがたいです。 感謝

保育士さんの業務負担がよりすくなるような業務改善などしてほしい。 要望, 感謝

小学校になると、今の園からあがるお友達がいないので、区内の他の保育園との交流があると良いと

思う。 要望

私立園や幼稚園と比べ教育面の手薄さが気になる。特に幼児クラスになってからは、月に何回か、オ

プションでも良いから、英語や美術、運動などのクラスを取り入れてほしい。 要望

保育園と教育センターを子供の必要度に合わせて併用できるよう、教育センターの療育キャパシティ

を充実させて欲しい。 要望

いつも丁寧な保育をありがとうございます。リフレッシュに休暇を取りたい時に本当は子供を預けた

い時があります。体力面で育児しながらのフルタイム勤務、残業が辛い時があります。 要望

全体的に満足している。 感謝

十分満足です 感謝

父母の会、必要ですか。なぜ必要なのか、保護者に説明してますか。それをなしに存続について考え

たり、会の活動をするのは、ただ面倒くさいことをやらされている気持ちになり疲れる。

保育園の先生が休めているのかが心配。 感謝



本当に子供の事を考えた対応がされているのか疑問である。保護者に寄り添っているとも言い難い。

集団生活を強調し、要望に対して出来ないと否定ばかりではなく、個別性に配慮した保育の質を高め

てほしい。 要望

小学校などにいるスクールカウンセラーのような立場の方が保育園にも非常勤でいいのでいてくれた

ら、いいな、と感じることがある。子育て全般、園での人間関係の悩みを相談できる人がいたら、助

かると、感じます。 要望

今まで、複数の認可園や無認可園を経験しましたが、現在の保育園の皆様はとても気持ちよく接して

くださっていて感謝しています。甘くないけど冷たくなくて、生活の基盤として、親子共々頼れる存

在です。過剰でもなく、不足もない、現状 感謝

毛布の衛生管理について不安を感じています。認可保育園統一の運用ルールを策定していただきたく

考えています。 要望

特になし

保育士さんの給与を上げて、より良い環境で保育してもらいたい。 感謝

夏の猛暑時の保育対策など、安全に配慮していただいていると感じております。安心して預け入れる

ことができています。 感謝

保育自体には満足だが、もっと紙からネットに移行してほしい。手紙などの管理が大変。 要望

先生と連絡帳を通じて又はお迎え時などに直接コミュニケーションが取れる点はありがたいです。 感謝

家庭だけでは教えてあげられない集団生活での係わり方など、教えていただいてありがとうございま

す。 感謝

都会の園なので、園庭が狭いのは寂しい気持ちがするが、保育士のレベルは高く人的な要因は満足し

ている。 感謝

子どもだけでなく、子どもを育てる親も支えていただき、感謝しています。 感謝

私立保育園だけでなく、公立保育園も0歳クラスを3ヶ月から受け入れて欲しい。

私立の保育園よりも人手があるのに、受け入れがないのはなぜでしょう？ 感謝

保育園の周辺住民の方々に、保育園並びに子供、子育てへの理解を求めたい。もちろん相互に配慮す

べきことは当然であるが、周辺から苦情があるなど通知があると、送迎時に萎縮してしまう。子供た

ちが伸び伸び生活し表現することが、遠慮や我慢に置き換わってしまうことは残念である。

おむつの持ち帰りがなくなったり、写真がネット販売になったり、保育の内容に工夫がされていたり

と、本当に助かっております。ありがとうございます。 感謝

いつも大変お世話になっております。子供をしっかりと見守って頂き、子供が喜んで通園しているこ

とが、とてもありがたいです。

門がオートロックになったりと、安全面でも、満足しております。 感謝

小規模保育が増えすぎており、３歳児での保育園入園が難しくなってしまうのではないかと懸念しま

す。うちは保育ママ→３歳児保育園入園で入れませんでした。 要望

未就学児に○○ができなかったなどのネガティブなフィードバックはいらないと思う。 要望

アレルギーに対して除去ではなく代替食の提供があると大変助かります。 要望

全体的に区立保育園の運営には大変満足しているが、（どうしても人間なのであることとは思うもの

の）保育士間の人間関係の亀裂が垣間見えたりすると、子供に影響がないか不安になる。

園長先生、担任の先生だけでなく、他クラスの先生方も子供と保護者に熱心に寄り添っていただき感

謝しています。

常に子供にポジティブなメッセージを投げ掛けて接してくれるので、とても良いと思います。 感謝

兄弟で同じ園でお世話になっていると、一人が病気のとき、早番でもう一人を預けられないと言われ

た。体調が悪いのに、病人を園まで連れていくのは安静が必要なのに、非常識。もちろん、近くに親

族がいれば協力をお願いできるかもしれないが、身寄りがない場合はそれが出来ない。核家族の子育

て世帯には配慮してほしい。

近年、夏の猛暑は年々酷くなってきている。プールに関しても、猛暑日は実施されないなど、対策が

されてきたが、朝の登園時も猛暑で、水分補給が必要。朝一で登園する場合は二時間も水分補給でき

ないにも関わらず、人手が足らないのを理由に対応できないなら、他に対策を考えるべき。ウォー

ターサーバー設置など。地球環境変化は数年で大きく変化している。もっと柔軟に対応すべき。 要望

保育園の増設はもちろん必要ですが、詰め込み保育にならないことを願います。 要望

いつも子供の様子を詳しく伝えて下さり、優しく見守って頂き感謝しています。 感謝

質の高い保育で基本的には満足している。設備の老朽化(トイレ)は少し気になる。 要望, 感謝



・保育士さん達は、非常に一生懸命に親身に保育してくださっていて、いつも大変感謝しておりま

す。保育士さんや、保育園で働いている方達への不満はありません。現在のいい保育を継続するため

にも、保育士さん達への待遇がより良くなるといいと思います。また、保護者等からの要望について

は、保育士さん達の負担が増える形で解決するのではなく（雑用が増えることによって本来の保育に

支障を来すことになるので）、区のレベルで、保育行政の改善により解決するようにして頂きたいで

す。

・保育行政に対する要望です。未だに待機児童が多い状況を改善してください。今後第2子・第3子の

出産を考えていますが、待機児童になる可能性がある現状では出産を控えています。また兄弟で別の

園に入園することになると仕事との両立が非常に困難であるため、安心して同じ園に入れられるよう

にして頂きたいです。

同様の悩みのために第2子以降の出産を控えている人は多いです。 要望, 感謝

朝もお迎え時も、担任の先生がいらっしゃると安心します。こどもも登園時にぐずることが少なく、

慕っているのがよくわかります。シフト等の関係で、早い時間は難しいかもしれませんが、できる限

り、担任の先生お一人はいてくださると助かります。 要望, 感謝

保育園の先生方から教えられることも多く感謝しています。個人をよく見てくれていると思います。 感謝

運動会が和気あいあい過ぎて、ある程度の規律が欲しい。こんなこと出来るようになったんだ！やる

ときはビシッとなるんだ！という感想が全くない。ちょっとでもいいので、文字や数字の書き取りの

時間があるといい。小学校で幼稚園との差が気になる。 要望

・英語や音楽など、私立で行っているような内容も保育に加わるとありがたいです

・お昼寝あとにも体を動かす、などしてもらえるとありがたいです

・園長先生をはじめ、先生方には丁寧に関わっていただけて大変感謝しています 要望, 感謝

食事用エプロンのポケットに食べ物が残っていて、臭いがあったり洗濯する上で手間がかかっていま

す。保育園の方で食べ物を落として、簡単でいいので洗っていただけると助かります。 要望

・園の出入口に傾斜があるのに、タイルが雨に濡れると滑りやすい。

実際うちの子供が滑って後頭部を強打しました。

滑りにくい材質を選ぶべき。

・外門の上に屋根が無いので、雨の日は必ず濡れる。布製で手動で出し入れするような簡単ので良い

ので、門の外まで屋根が欲しい。

子供が滑らないように手を繋ぎ、傘を差し、外門を開けるには手が三本必要です。 要望

成長に合わせて丁寧に対応していただいている様で、子どもも保育園に通うのが楽しいようです。多

忙な中に有難いです。

多数の保護者のいらっしゃる前で個人的な事を大きな声で話されることがありました。配慮して欲し

いです。 要望, 感謝

先生同士で園で情報共有をしているか。

1人の先生に話していたのに、当日や直前になってアレがある、コレがあったなど言われても、対応

できることとできないことがある。

また説明不足を感じることもある。 要望

区立保育園の保育士の待遇は、他の自治体と比べてどうなのか気になっている。保育の質は、保育士

によるところが大きいと思う。定員の確保は当然だが、良い保育士が私立園や他区に引き抜かれない

よう、待遇面でも検討してはどうか。 要望

子どもたちが別々の園に通っていることもあり、園どうし、また認可園内でも区立と私立、公設民営

園とで情報の共有に差があるように感じます。子どもたちを安心して預けられる環境に感謝しており

ますが、大人（保護者と保育者その双方）ももっと安心・コミュニケーションがとりやすい環境づく

りに期待いたします。 要望

アンケートはウェブ化されて回答しやすくなった。

先日、文京区の区立保育園で使う昼寝用ブランケットの洗濯が一度もされていないと聞いて驚いた。

(干してはいるようだが)衛生上、問題ないのか疑問。区立保育園全体で洗濯する方向にならないか。 要望, 感謝

今年運動会が行われた体育館が広くて見やすかったので来年も同じ場所で実施してもらいたい。 要望

文京区は認可外の保育園が少ないので、認可園に入れなかった場合、行き場が無くなりやすいと思

う。認可外（自分で選択して必ず入園できる保証がある園）も増やして欲しい。 要望

今年認証保育園から認可保育園に入園でき、保育士や職員の方々のレベルの高さを実感しておりま

す。毎日安心して子供を預けることができ、また色々な遊びを教えて下さりとても有難く思っており

ます。 感謝

先生方がいつも笑顔で温かくご対応くださるので、喜んで通わせてもらっています。

乳幼児期は「生きる喜び」の素地を形成する最も重要な時期だと思います。その点で、感性を育み遊

びを創り出す経験をより豊かにしていただけるとありがたいと思います。 要望, 感謝

web形式でよかったです 感謝



病気が理由で利用させていただいており、体調によっては早めに預かっていただくこともあり無理を

お願いして申し訳なく思っています。

病気の場合、「保育短時間」扱いなので、きちんと申請して「保育標準時間」に変更しましたが、人

員不足だからか園より断られてしまいました。

病気の場合、もう少し長く預かってもらえるともっと助かります！

でも、先生方には無理をきいていただいたり、話をきいていただいたり、感謝の気持ちでいっぱいで

す。

係についても、病気の場合は免除など負担が軽くなるといいなと思います。 要望, 感謝

先生方は本当に一生懸命に子供のことを考えてくださり、ありがたいと思います 感謝

活動ありがとうございます。役員の方の負担が減る方向に進めばよいな、と考えます。 要望

現在通っている保育園の先生方には本当に感謝しています。 感謝

現在の保育時間（07:15〜19:15)を朝夕共に時間を拡大してほしい。他の区は朝07：00からのところ

も多く、また夜も20:00〜20：30まで預かり可能であったりする。 要望

父母会は廃止してもよい

幼児用に階段に滑り止めをつけてほしい。 要望, 感謝

アンケートの回答督促が何度も来ていますが、回答しない保護者が多いのはこういった活動に必要性

を感じない保護者が多い証左ではないでしょうか。私立園が脱退するのもわかります。自分の園（認

可園）も父母連から脱退してほしいです。

医師の書類がないと投薬をできないのは不便。看護師さんや園医との連携を深めるなどして改善して

ほしい 要望

前述した鼻水の件や、結んでいた髪が夕方に乱れていたり、着衣が乱れていたりと、もう少しだけ見

てもらえたらなと感じる事がある。 要望

平日に親が参加しなければならない行事や、父母会の役員等は負担なのでやめてほしい。 要望

文京区の区立保育園においてもオムツ持ち帰りがなくなり、非常に良くなった。どの園もそうだが、

保育士は多々園内外の研修に参加しているが研修に参加して保育の質を高めていることを保護者にPR
してもいいのではないかと思う。また保護者参加行事がもう少し増えると嬉しい。保護者参加行事は

園外のもう少し広いスペースで実施して欲しい。 要望, 感謝

保育園の先生方には限られたスペース・人員のなか、良くして頂き、大変感謝しております。

一方、保護者のなかには、特定の保育士に対する不満を、直接のコミュニケーションによる相互理解

の努力もせず、園長などを通じて一方的に批判をする方がおられ、大変残念です。保育士の言い分、

考えについて説明の場も与えないやり方は、保育士の意欲の低下をもたらし、離職率の増加にもつな

がりかねないと危惧します。

園側も保育士に対する思い、考えは各家庭それぞれで、批判的な見方をする家庭だけではないことを

念頭におき、一方的な批判に対しては、保育士を守ることもお考え頂きたくお願い致します。

毎日頑張って保育していただいているが、連絡ノートか会話する時間がもう少し充実すれば、日頃の

子どもの様子が分かり有難い。 要望, 感謝

何園か経験した私立と比べて、区立はあまりに取組みや姿勢に劣るものがあると感じます。

企画はともかく、子どもとの関わり方で原点に立ち返り、改善すべきものがあるのではないでしょう

か。

迎えに行くと、先生方（とは思えない）、監視役の方々はただ眠そうに子どもらを監視している役の

ようにお見受けしますが、これが認可クオリティなのでしょうか。 要望

保護者が平日有休のときも、リフレッシュのために子どもを保育園に預けさせてほしい。 要望

保育園の先生方、環境ともにこれ以上ない恵まれた境遇で大変感謝しております。 感謝

愛情を持って子どもに接していただき感謝しています 感謝

例えば午睡時のバスタオル不要等の事務連絡を園内への掲示だけでなく、メール配信もお願いしま

す。 要望

いつも保育園の先生方には大変お世話になっており、感謝しかありません、ありがとうございます。 感謝

男性同等に働いているフルタイム勤務者に配慮した保育をお願いしたい。平日昼間の行事やお弁当の

頻度など、大切なのは理解しているが、世の中の大多数の民間会社は保育に費やす時間等に対応出来

ていない現状を区に理解してほしい。 要望

感情的ですぐに怒る保育士は、子供の害になる為、3歳以上のクラスの担当にならないよう今後も配

慮して下さい。 要望

正社員の保育士の数が少ないので、待遇を良くするなどして一定の人数を確保してほしい 要望

トイレトレーニングなど、保護者のニーズに合わせて対応してほしい。夕方は人が不足してるから

と、家ではパンツのみなのに、夕方はオムツを履かせるとは子どもの人権を無視してる。何歳以上だ

と、バイトしかいない時間帯だからと人手不足によるオムツを履かせるとのこと。ルールなどは、区

で基準を設けた方が良い。3歳でも人手不足でオムツとは、私立保育園より人が潤沢である公立保育

園が行うのは、単純に甘えであると感じる。 要望

3歳児までの小規模保育園なので、その後また保活をするのが大変。元々区立園なのだから、5歳児ま

での区立園に必ず進級できるようにして欲しい。 要望

昼寝の時間を減らしてほしい 要望

希望する人がいつでも入園・転園できるようにしてほしい。 要望



害虫駆除はできれば土曜の午後ではなく、保育時間外でお願いしたいです。 要望

いつも細やかなご配慮とご対応、ありがとうこざいます。 感謝

子供たちが元気に楽しく保育園に通えていることに感謝しています。いつもありがとうございます。

ここ数年、以前に比べると職員数が少なくなっているように感じます。先生方の忙しさも増している

のを感じます。是非先生方がご自身の生活も充実させつつ、仕事に臨めるように体制を整えていただ

きたいと願っています。保育の内容を考えると、保育料の値上げも検討していただいて構わないと個

人的には思っています。

今後もどうぞよろしくお願いします。 要望, 感謝

受け入れする玄関のスペースをもう少し広くしてほしい。朝の混雑時や荷物を多く持っての登園時な

どスペースが無くて待たなくてはならない。また、玄関までの階段は非常に危険だと思う。 要望

お食事エプロンを水でいいので使用後流してもらいたい 要望

基本的には丁寧に子供と向き合っていただき、感謝しています。しかし、区立保育園は第三者評価が

1度もされず、職員の方たちの仕事ぶりが改善されない環境であることを感じます。保育士の方がよ

り働きやすく、子供たちが快適に過ごせる工夫をすぐにでもやってほしいです。 要望, 感謝

私物がなくなる園にはいたくない。

返さないクラスメイトの親にも呆れるが保育士が管理をしっかりしてほしい 要望

全体的にとても満足しています。 感謝

上の子が育成室に通っており、父連と同じような区連協がありますが、加盟率の低下が問題となって

います。本部役員の担い手不足とならないようにと願います

いつもありがとうございます。お陰さまで兄妹揃って楽しく通わせていただいております。 感謝

登園退園時先生がこちらと目が合っても挨拶してくれない　自分だけなのかと思う節がある　挨拶の

習慣を教えてほしい家庭での教育といわないで協力してほしい 苦情

先生方にはとても感謝しています。全体的に満足しています。 感謝

3歳児クラスまでしかない園なので、転園の際は加点ではなく絶対にどこかの園に入れるようにして

ほしいです。 要望

満足しているので、特になし

5歳の昼寝は子供によって必要ないと思います。

眠たくない子も必ずベッドで寝ないといけない子供の状況に不満を感じます。無理に寝なくていいよ

うに保育する方法はないでしょうか。昼寝をするおかげで体力があり、夜早く寝かせることができな

いで毎日苦労しております。 要望

子供のうちは裸足で遊んだ方が良さそうなので、幼児クラスの上履きを無くして欲しい。区立園だけ

でしょうし。 要望

事務室(先生がいらっしゃる部屋)の窓にカーテンがつけられたのは何故か？子供・親と先生方とで顔

が良く見えたのが良かったと思うが、あえてつけたのは見えないようにするために思われ、理解に苦

しむ。 要望

・先生方の文章力向上にむけて区として努力して欲しい。配布される各資料は内容を理解するのにい

つも苦労させられる。

・子どもの教育上、保護者へのタメ口をやめて欲しい。

・子どもを見てやっている感を改めて欲しい。私立園とは大違い。保育料には雲泥の差があります

が、そういう問題ではない。

・保育料が上がってもいいので、すべてにおいて質を上げて欲しい。 要望

昨年度はたまたま問題が顕在化し、とりあえずは人事異動で解消されたが、対応があいまいなままだ

と感じている。潜在する問題はまだあるだろうし、たまたま顕在化した問題の原因の分析等なされた

のか疑問である。原因に保育士の繁忙も一つあると思われ、それも含めて、第三者の目で監査するべ

きであると考える。 要望

待機児童についてどうにかならないのか行政にもっと考えて欲しい。

保育士の方々に少しでも負担が少なくなるようにして欲しい。保育する園児がいないのに出勤するな

ど無くせないのだろうかと。 要望, 感謝

英語やリトミックなどを取り入れてほしい。 要望

働く親にとって、保育園はとてもありがたく大切なものです。効率化によって子供に不具合がでない

ようにしてもらいたいです。 要望, 感謝

感謝しています。先生方の給与やその他の環境が向上し、長く健康的に働けるよう行政の支援を期待

します 要望, 感謝

園庭、ホールがある保育園をもっと増屋してほしい 要望

保育士の待遇改善を望みます 要望

とても助かっています。 感謝

保育無償化に伴う影響で、保育士の待遇が下がったり、設備投資が不十分にならないようにして欲し

い。 要望



今通っている園に、両親、子供、共に満足しており、安心して通わせていただいています。子供は保

育園での楽しい出来事をいつもお話してくれますし、帰りの際には、先生全員にさようなら〜という

姿から、よくしていただいているのが伝わります。また、洋服を畳んだり、お片づけしたり、家では

甘えてなかなかやらない事も保育園ではできているようで、指導してくださる先生たちに感謝してい

ます。

３歳児までの園のため、進路に不安があります。保育園の転園は厳しいという話を聞くので、年少か

ら家に一番近い私立幼稚園に通わせるのもいいと思い、説明会に行きましたが、午前保育の水曜日

や、夏休みなどの長期休暇中は預かり保育がないとの事で、断念しました。区立幼稚園は家から遠

く、募集人数も少なく、現実的でないような気がしています。

区立の幼稚園では建て替え後こども園になる園もあるようですが、私立幼稚園でもそのような動きが

あると選択支が増え、進路に対する不安が減るような気がします。

要望, 感謝

育休中の短時間保育はやめるべきだと思う（希望に応じて時間を伸縮できるようにすべき）

短時間保育になると、育休を取ってない方（主に父親）は送迎や帰宅後の育児に参加できないため、

育休前は夫婦で分担していた送迎や育児全般が、育休中は一気に（主に）母親に集中する原因にな

る。男女ともに育児に参加することが当たり前になってきているのに、男性が参加したくてもできな

い制度は不都合なので変えてもいいのではないか。

また、子供にとっても生活リズムが大きく変わり混乱の原因になる。せめて、復帰前1ヶ月程度は通

常保育時間で預け子供にも慣れさせるなどできるようにしてほしい。 要望

0歳児の時からお世話になっており、担任、担任以外の先生方にも良くしていただき、楽しく通って

いる。 感謝

しらみが発生した際に感染源を特定するような発言が先生からあり、子供が悲しい思いをしました。

感染源の可能性はたくさん考えられ、特定されないと思います。個人の考えや推測を子供に伝える際

は十分に気をつけていただきたいです。子どもは先生の言うことはいつも正しいと思ってしまい、お

友達からも、先生がそう言っていたから、と決めつけられ嫌な思いをしていました。 要望

基本保育園は、勤務している保護者に代わって、子供を預かって頂いてるという前提は重々承知して

ますが、保護者が体調不良で勤務できない場合は、出来れば通常の保育時間子供を預かって貰える

と、なおありがたいなとは思います。 要望

現在徒歩3分圏内に２つの認可保育所があるにも関わらず、自転車で10分の園に通園しています。子

供との生活の質の向上を考えると、時間はかけがえのないものですので、自宅からの距離にも配慮し

た割り振りを希望します。 要望

いつも温かい保育をありがとうございます。個人を大切に尊重してくださる姿勢と行動は先生方の御

努力の賜物と考えます。 感謝

じかに接してくれる担任の先生にはとても良くして頂き毎日感謝でいっぱいです。

園長が変わると園も変わるが、愛想がない園長が多い。子供のことよりも事務的な接し方で笑顔もな

く、朝一番に目につくのでいつもいい気分にならない。事務所に子供がおはようございます、さよう

ならと声をかけても声だけ返す、または返さないということもあり、こちらを向くことがあまりな

く、どうかと思う。

子供には興味がなく、問題なく園がまわれば良いのだなと感じる。

無理なことを言っていないのに、嫌な顔をし、融通がきかないことも多い。 感謝と要望

保育士さんには非常におせわになっており、いつも感謝しております。

十分な給与が支払われているのか、給与の面から離職されることがなければよいのだが、という点の

みが懸念点です。 感謝

特になし 特になし

先生方が丁寧に対応して下さり本当に感謝しています。こどもも楽しんで行っています。外あそびで

きる機会、時間が長くなることを望みます。 要望, 感謝

先生方には非常に丁寧に保育にあたっていただいていて、親子共々安心して保育園生活を送ることが

できている。国レベルで保育士の先生方の早急な処遇改善を切に願う。 要望, 感謝

3歳児までの園ならではの意見にはなるが、とてもいい園に通っているので4.5歳児まで見て欲しかっ

た。

また、現在、転園先を探しているが、区立園の受け入れが少なすぎて、私立園や預かり保育のある幼

稚園に丸投げしているように感じる。

人員の配置や部屋の広さなど、条件はあるのだろうが、もう少し区立園で受け入れるようにしてほし

い。 要望

来年度のゴールデンウィーク10連休中に保育予定があるかを知りたいです。

集団生活の中で色々な事を学ばせていただき、ありがたく思います。 感謝

全般的に園や先生方にはよくしていただいています。都心の文京区といえど、これからの人手不足で

保育士の確保は困難になることも考えられます。保育士さんにとって働きやすい待遇・環境が実現で

きれば、そのぶん子どもたちに目をかけられることになりますし、ぜひＩＴ化など進めてほしいで

す。外国籍の保護者にとっても、ＩＴ化などは助かるのではないでしょうか？ 感謝

とても良く考えていただいています。 感謝



保育園、保育士に要望したい事は、どの親も尽きないどの思いますが、園、保育士と日々の連絡を取

り合う、顔を合わせたら子供の様子を少しでも話すなど毎日の関わりが一番重要だと思います。保護

者も園もお互いが理解、協力し合って子供のためにより良い環境を作っていける事を希望します。 要望

色々な制限がある中で、現場の先生方が本当に苦労されているなと感じています。現場あっての保育

行政ですので、先生方のさらなる待遇改善を願います。 要望, 感謝

安心して子供を預けられています。ありがとうございます。 感謝

本当に保育園には感謝しています。引っ越しするタイミングがあったのですが、恵まれた保育園環境

を手放さないよう、近所で引っ越しをしました。このまま良い環境で子どもには育って欲しいです。 感謝

クラスに関わりなく、1歳6ヶ月未満の乳児には幼児と同じものではなく離乳食を提供してほしい。

毛布は区で予算をつけて定期的に洗浄すべきでは。

有休の際の対応について園で違いがある（園の裁量の範囲になる）のはおかしい。他の認可園ではOK
のことが自園ではNGだったり、園の先生からNGと言われたことを区に確認したら、園の裁量だが聞

いてみますと電話しOKになったこともあった。就労が在園の条件であり、有休はその条件に反してい

ないので、有休の際の保育を一律で区に認めて欲しい。受診科や体調不良の理由などを求められる場

合が過去に複数回あり、他の保護者の方もいらっしゃる場だったため抵抗があった。通常保育とは違

うというのであれば、緊急一時保育やリフレッシュ保育同様費用負担をするので保育をしていただき

たい（あるいはそれらの制度を利用したい）。

保育料は家計にとって楽なものではありませんが、それでもとても安いと思えるくらいよい保育をし

ていただいています。先生方の労働環境、労働条件が守られることを強く希望します。 要望, 感謝

遊びを通じて学習する機会を盛り込んでいただけるとありがたいです。 要望, 感謝

日々、保育士さんや職員の方々に感謝しています。保育士さんや職員の方々にとって働きやすい環境

(給料や休暇など)が子どもの健やかな保育園生活にも繋がると思うので、どんどん良くなっていって

欲しいと思います。 感謝

区立園は私立園よりも規律が多いと思うが、その中でできるだけ子供たちの個性に即した保育がされ

ていると思う。 感謝

オムツ廃棄の件は、ちょうどオムツが取れた後だったのですが、目に見える大きな成果で良かったと

思います。学童保育の区連協の活動をしており、文京区の保育環境が他所に比べてとても恵まれてい

ることを感じています。区連協、父母連の連携を取ってこの良き環境を維持していければと切に願い

ます。 感謝

いつもよく接してくださり感謝しています。毎日の様子の掲示がありすごく嬉しかったのですが、そ

れをこちらで撮影禁止になってしまったのが残念でした。 感謝

子どもがイヤイヤ期だが、お母さんとの時間が足りないとか言われるのがすごくストレスである。ま

た私服で送り迎えしている人は家で着替えたりしているのだと思うが、こちらはそのようなことをせ

ず直接最寄駅から送迎しているのに、少しカジュアルな服装のときに、わざわざ休みですか？とか聞

いてくるのが、嫌味として感じている。

また育休中の人に対して、家にいるなら週に2日ほど休むべきと言っているのを聞いたが、保育士の

仕事を減らしたいようにしか感じられなかった。2人の子どもを自宅内で面倒見るよりは子どもも生

活リズムの整った保育園に通うべきと考える。 要望
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