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父母連アンケート2017自由回答（個別設問）

【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？
担任がいないときは難しい
学年が上がるにつれて、先生とのコミュニケーションが減っている。
連絡ノートも活用してやりとりできています。
職員によって対応が違う。
延長保育のため、担任と話をする機会が減った。
その日の先生の忙しさによるのでばらつきはある。が、重要な事がある時にについてはちゃんと話せている
と思う。（体調面などで何かあるなど）
たかな？と感じます。
はない。
怒られること、注意されることが多く、話しやすい雰囲気ではありません。連絡帳に書いてあることを伝えられ
ることが多いですが、読めばわかるので、それ以外のことを教えてほしいです。連絡帳に書かれている以上
のことまで目が行き届いていないため、話がないのかなと感じています。
で十分です。
先生方も忙しそうでなかなかゆっくり話す時間がない。こちらも時間的余裕がないので話かけづらい。
延長保育でも、担任からの引き継ぎ事項を教えてくださるので、ありがたいです。
もったいない…。
お迎えの時担任と会えない
なかなか時間に余裕がないなか、送り迎えをしており、日頃ゆっくりとは話せないが、日々の様子は伝わる仕
組みになっており、また保育参加、保護者会等がとても良い機会になっている。
その日の子供の様子などをもう少し聞けたら良いと思います。
朝も夜もお互いに時間が無くしっかり話す時間を取ることは難しい。
お迎え時に担任の先生がいないことが多く、そのときはその日の子供の様子を教えてもらえない。担任の先
生がいる場合は、ある程度話せている。
自分が忙しくて迎えに行けないことが多い。重要な連絡事項、行事の緊急な連絡は口頭や掲示板ではなく、
配布物かメール（フェアキャスト）の方が確実で先生のお手間も減るのではないかと思います。
朝夕は担任に会えないこともあり、必要最低限の連絡のみ。これまで日頃の様子を知るのに役立っていた連
絡帳が任意記載になり負担は減ったが、日頃の様子は子どもから聞くことしかわからない。
保育士が特定の保護者にばかり話しており、情報連携の偏りを感じる
ない。
が、概ね満足です。
登園時、延長番ともに、必ずクラス担任と話ができるとは言えない。
お迎え時間が遅くなりがちなのであまり聞けていない。
担任以外の人だと全く話せない
人によるが、全体的に話しかけづらい雰囲気がある。お迎え時は特に早く帰ってオーラを感じる。
保育士さんはお忙しいのに、話す時間を作ってくださいます。
お迎え時間が遅れてしまう場合、あからさまに嫌な顔や態度をする保育士と、快い返事をしてくれる保育士
がいて、対応の違いを感じる。
1歳児クラスですが、0歳児クラスのときに毎回「今日は～」とコメントを頂けていたので、そのギャップがありま
す。（クラスの人数が多くなりお忙しい状況とは思いますが）
先生に依る
印象を悪くするのが怖く、園でのきまりや習慣に対する質問や要望がしづらい。
園長先生／副園長先生、担任の先生ともに、十分なコミュニケーションが取れています。
保育中の話をもう少し聞きたいです。
は朝も門に立って出迎えてくれたり、職員室で仕事をしながらでも顔が見える席にいて挨拶や声掛けをしてく
れました。
新園長は職員室で全く顔が見えない席に座りいつもＰＣだけを見ています。
お迎えが集中する時間帯などはお話する時間がないですが、連絡帳にいろいろと書いていただいているの
でコミュニケーションは取れていると感じています。
フル勤務のため担任の先生がいらっしゃる時間になかなか帰れない。
聞きたいこと、伝えたいことをノートに書いておくと、担任の先生が時間を作ってくださいます。
以前通っていた認証園では、「変わりないです」という一言でも必ず先生からその日の様子について伝えられ
たが、今の保育園では基本的にない。
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こどもが小さいし、引きわたしの時に口頭で簡単に家での様子を親から聞いたり本日保育の様子を説明する
等話したいが、先生がいつも忙しそうで話せない。
先生がベテランで保育のプロなのは見ていてわかるが、前に通園した私立園はコミュニケーションがとれて
いて良かったなと感じてしまう。
お迎えの時間が割と早い方なので、子どもたちも多く、なんとなく遠慮して慌てて帰ってしまう。
1歳児クラスですが、0歳児のころより人数も増えたためか慌ただしい感じがして、送り迎えの時の先生方との
交流も少なくなったように感じます。
お迎え時に担任がいないと少し不安になることがある

受け入れやお迎えの時に常勤の先生が対応に出られない状況の時には、非常勤の先生が代わって対応出
来るように目線あわせをした方がいいと思います。
何か重大な事だったり、対応しきれない事なのであれば常勤の先生とお話した方がいいとは思うのですが、
例えばちょっと鼻水出てますだったり、提出物挟んでるので伝えてください程度の伝達でも非常勤の先生に
お伝えするたびに常勤の先生に確認を取っていて、１～２分とは言え保育者二人が保護者対応をしているよ
うな事態になり、その瞬間子どもから目が離れているのは親としてはとても気になります。
お迎え時、忙しい中だと思うのですが、子どものようすを丁寧に伝えてくださることが多いです。
朝も必ず、「変わりないですか。」と尋ねてくださいます。
8時半前の登園時、乳児クラスで担任の先生がいない場合どの先生に話したらいいのかわからない。4人ぐ
らい先生がおり、話を聞いてくれる先生が決まっているらしいが見分けがつかない。
先生により対応いただける場合といただけない場合がある
時間が無い時は改めて時間をとってくださるので問題ありません
乳児と比べると幼児クラスは人数も多いので、なかなか話すタイミングが取りにくいと感じます
すね。

ゆっくり話したいがお迎えが遅いので帰宅後子どもがくずってしまう。そのため早く帰りたい気持ちもあり、
さっと帰ってしまうことが多いです。
以前は私立の無認可に通っていたがその時の方が色々見てもらえていた気がする
いつも行きも帰りも一声かけてくださいますし、園の様子も教えてもらえます。
引き渡しが雑
らない。
送迎時に担任がいないことが多いので話せない
とも多い。
猶予を持ってる。
常に話せるわけでは無いので、余程事じゃない限り話しかけない。
送迎の際にいつも担任の先生に会えるわけではないので、お伝えしそびれる事などもあります。
担任がいないことも多く、他の方に伺っても答えはない
お迎え時、紙芝居や絵本の読み聞かせをしている時は、あまり話せないなと感じます。園側が伝えたいこと
がある場合は対面でお話ししに来てくれますが、特に用がない時は親から話しかけるのは難しいです。
先生方はお忙しそうです
私がバタバタしているので。先生は、お聞きすればお忙しいなかでも丁寧に答えてくださいます。
ない。深刻ではないがちょっと気になっている程度の内容だと、話すチャンスがない。うちは連絡帳をこまめ
に書いて先生とやりとりするようにしているが、幼児クラスは連絡帳が必須ではなくなったので、連絡帳をほ
とんど書かない家庭も多いよう。その場合、お節介ながら、先生とのコミュニケーションがほとんど取れていな
いのでは、と思う。
先生から話があることは少ないですが、こちらから聞けば、園での子供の様子を詳しく教えていただけます。
朝は自分も時間がなく、帰り話したいと思うが、非常勤の先生が多く、担任の先生は1人とかで、子供たちに
囲まれて忙しそうだったりしてなかなか様子を聞けない
ない。
朝の先生が忙しくされているときは声がけをためらう時がある。セキュリティ解除と親との会話と園児からの
質問に同時に答えてる先生はやはり凄いなと関心しながら保育園を後にしています。
お迎え時間ギリギリで、上の子の帰宅時間もあり、早く帰りたいため。
こちらから「今日どうでしたか？」と聞かないと何も話してくれないときがある。
朝夕の保育中は、先生方に声をかけようと思ってもお忙しいと感じてしまっているので口頭で質問するのは
気が引けます。そのぶんノートがあるので、それを介して質問ができるので助かります。
こちらから質問すれば質問したことに対する話は聞けるが、先生の方から自発的に「今日はこうでした」とい
うような話はないので、自分が聞きたいことや伝えたいことはある程度話せている。
でも、自分が知らない園での様子（むしろ一番知りたい事ですが）は話せていない。
園児が多いので、あまりゆっくり担任の先生とお話しするのもご迷惑かと思い遠慮しております。。
日も多い。
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むかえにいく時間に担任の先生がいない
自分のお迎え時間がギリギリなのでしょうがないと思ってます。
帰りは自分自身が早く帰りたいこともありバタバタしているのでゆっくり話す余裕がない。
先生方や保育園の問題ではなく、兄弟で別の園に通っているため、お迎えの時間がギリギリになってしまう
ために話したいのですが話せていません。
先生方には大変良くしていただいています。
以前通っていた認証保育所と比較すると話す時間は減ったと思うが、必要な話はできていると思います。
早朝預け延長引取りなので話をきちんと聞いてもらえない。迷惑そうにされたり挨拶すら無視されることもあ
るのはいかがなものかと思う。
こちらが急いでるので、先生たちも無理に話しかける感じではありません。
担任はもちろん副園長や園長にも話ができる。
在が大きい。その結果、聞きたいこと、伝えたいことを話せる関係が築けている。11時間の保育時間のなか
で、コアタイムにおけるクラス担任や当日クラスを担当するフリーの保育士から、その他の時間帯に保護者と
接する保育士への伝達が、台帳によって管理されて円滑に行われている。口頭での説明や連絡帳、ホワイト
ボードやちょっとした貼り紙によるアナウンスも機能している。
【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？ 
が悪化したりする。
問題ありません。
お迎えに行くと薄着の時があるので、こどもに声をかけて体調に応じた服装にしてほしい
た。
保育園が寒いと子供が言うため、厚着をさせますが、薄着に着替えている模様。
ーいつも手足が冷たく、10月は毎週熱を出しています。
担任の先生が少ないかなと思います
お迎えの必要がない程度の体調の変化で呼び出しを受けた
ろうと思う。（ただ、実際に見たわけでもないし子どもに聞いてもまだ配慮された保育なのかわからないからこ
の質問は想像でしか答えられない）
疾患を心配しすぎて活動にあまり参加させてもらえない。
はかってくれたり、鼻水や咳の状況を教えたりしてくれます。担任に限らず、職員間の情報共有がしっかりな
されていると感じます。
なく、保育士の方が何かあれば看護士に対応させている感じです。発熱の連絡等も看護士からもらいます
が、専門的なアドバイスもなくて、、、。人手不足のなか、看護士を常駐させるメリットをどう捉えてるのか知り
たいです。
おしっこの際は拭いていないと聞いて驚いた(女児）。かぶれたときなどは洗ったりもしていただけているが、
普段拭かないのは問題ないのだろうか。医者の知人は驚いていた。
す。

運動会でスキップができない子やかけっこが出来ない子のレベルに合わせられる。
毎年決まっていて１年前から分かっているので
その年齢のレベルに合わせて練習させてほしい。
こんなことをしていたら月齢の大きい子が全く満足できないので
出来ない子に合わせるなら縦割り保育をするなど工夫してくれないと
発達が非常に滞るので困ります。
園で履いているこどもの靴がいつの間にか窮屈になって指を曲げないといけない状態になっていた。気づか
ない親もよくないが園でも気づいてほしかった。
す。
食べる量などいつもと違うときには、食事の時のようすを伝えてくださいます。
発熱、嘔吐以外も、気になる症状があるときは、お迎え時に伝えてくださいます。
伝染病の子はしっかり治るまで登園させないでいただきたい
体調の少し悪いときも、全体の予定にあわさざるをえないときがあるかと、思います。
(下着について)夏は不要ではと聞くと汗を吸うからとTシャツの下に身に付けていたものの、冬前になると着
替えの下着を身に付けないことが続き、風邪をひいて休んでしまった時には、一因かと思い当たった。
離乳食のころから偏食であまり食べないのが悩みでしたが、先生が根気強く色々な食材を食べさせてくれて
いるので大変助かります。
ゆっくりしたい時にゆっくりできる場所が欲しいと子供が言っていました。
病気の子がでたときの隔離などはよい
病み上がりなのでお部屋で遊びました、など気を使ってくださいます。
要配慮の子が多く、散歩にいく頻度が極端に少なくなってしまった
ことが増えたと思う。
る。
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先生による
怪我をした場合の対処の仕方や報告については、適切に対応頂いている。担任の先生からの報告に加え
て、きちんと園長先生にも報告がされていて、園長先生からも「大丈夫でしたか」と声をかけて頂いている。
また朝の登園時に、おうちからある怪我なのか、チェックすることも細かくされている印象である。
一方で、一度、お迎えに行ったら、いつもと様子が違うので親目線ではすぐに「熱があるのかな」とわかる状
態だったが、熱が出ていることに気付いてもらえていなかったことがあった。
平熱がたかいが、すぐに連絡がくる
を感じる。非常勤1名の加配ですべて解決とはいかない。たとえば、要配慮児のための詳細な日誌や連絡
帳、施設への引き継ぎなどは正職員しかできないようで、作業に追われているようにも見える。要配慮児の
受け入れそのものは賛成であるが、区は体制を考えてほしい。
今年の４月から要配慮の子が増えたことにより保育士が手薄になっていると感じる。
てるように感じる。
お散歩がもっとたくさんあってもいいかな、と思っています
肌が弱いので酷いときは保湿クリームを塗ってほしい
昼寝にかかわることに関して、未だに頑なに調整が難しい
全体のスケジュールよりも個々を尊重してくださってありがたいです。
子供が毎日楽しそうに過ごしている様子がよく分かるから
口腔内をけがしたことがあったが、食材を細かく切るなどして対応してくれた
を参考にした子供の状態の目視確認の習慣がすべての保育士にあることは素晴らしい。体調を考慮して園
外活動を保護者の判断で自粛することが容易にできる。病み上がりなどで子供の健康に不安があるときも同
様で、お散歩をやめて園で待つことができる。保育のコアタイムには看護師の有資格者が勤務しているた
め、医学的な観点によるコミュニケーションが可能であり、これによる安心感も大きい。
【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？
給食が大好きです。
とてもおいしくいただいています。調理の方々も礼儀正しく、また給食に可愛い手作りの旗がついていること
もあります。いつもありがとうございます。
月齢の高い大きめの子どもにも同じ分量しか配給されず、量不足。公立ならではだと思う。前の私立認可園では、元々
食の細い子は同じ量を配給していなかった。残飯になるだけと目に見えているため、よく食べる子に配給していた。食
の細い子に完食の達成感を与えるためにも、個々にあった配分をお願いしたい。ちなみにうちの子は、足のサイズ始

アレルギーの場合、おかわりできないらしく、本人は足りなさそうにしている
帰宅後、お腹空いたと言って、夕飯前に何か必要な日があります
はそうでした。
量が少ないような気がする、家に帰るとお腹がすいた、と言い夕飯の前におやつなどを食べてしまう
ようです。
量が足りているのかどうか分かりません。 　
で歯が上下三～四本しか生えていなかったのですが、幼児食でした。そのため先生や調理師の方に細かく
切ったりすりつぶしていただく手間をかけてしまって申し訳なかったです。一歳クラスも希望すれば途中まで
は離乳食対応していただけるとありがたかったです。
アレルギーでなくても、牛乳を飲まない選択ができるようになるとよいと思います。
わかりません
おやつは手作りがいい。たまにすごく質素なことがあり、充実させてほしい。
11時に提供されているが、早くないのか気になります。提供する側の都合でしょうか？一般的には11時30分
なのではと思うと早い気がします。
寝ていて食べませんでしたという事が結構多いので、もう少し起こして欲しい。
迎えに行くとお腹が空いたと騒いでいるので、おやつの量を増やしていただけたるとありがたい。
量はちょっと少ないと感じています
以前よりも、おやつが甘いものばかりでなくなったような気がします。とても嬉しいです。
献立はよく考えられていると思うが、全体的な食事量をもっと増やして欲しい。
行事のあった日などはおやつにもちょっとした工夫があり、子供はよろこんでいます。
いつもおいしく満足そうです。
展示されている給食の量は少な目ですが、連絡帳には「おかわり」とあり、食べる子用にはそれなりの量が
確保されているのかなと思います。
あまり実態？が分からない。日々、残しているのか、足りないのか、など。特に担任の先生からコメントもな
く、子どもたちも満足そうなので、適切になされているだろうな、と推測するのみです。
楽しく食べる工夫がされており、自宅での食べる量よりお給食のほうがたくさん食べます。
ないと思っています。
業務委託になり非常に満足です。
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よく食べるため、量が少し足りないように感じます。
その子に応じておかわりなど積極的に対応いただけたら嬉しいです。
1歳児クラスなのに、砂糖が表面にたっぷりついたパイ菓子がおやつに出されていることにはかなり驚いた。
べている。
実際に見ているわけではありませんが、子どもが元気に育っているので、配慮されてると思います。
した。
おかわりしたかったのになかった、と言っていることがある。
手作りの美味しい給食をいつも、有り難く頂いています。
欲を言えば、温かいものはもう少し温かく出していただけるとうれしいですが、子どもには難しいですかね。
一月に２回同じメニューも、少し残念です。
うちの子供はよく食べるので、足りない時は「おかわりください」と言っているようですが、もし余っているもの
があれば追加でいただけている時もあるようです。
のを食べさせてほしい。
おかわりを、あげているのか不安
量が少ないとは常日頃思っている。
保育参観で、熱々のスープがお椀いっぱいに注がれているのを見たと聞いた。やけどの危険があるし、幼児
がこぼさずに運ぶのは難しいと感じた。
おかわりがもう少しあると良いのでは。
良く知らないし、子どもに質問したことが無い。
ものだったり、季節感のあるものや、保護者向けにレシピを公開していただいたり、と、とても感謝しておりま
す。
とがあります。
保育士の人数を増やして欲しいです。
見たことがないので分からない
要なのでは
いつもおいしくてバランスのいい食事をとらせていただきありがたいです。
きました。
今年から、あれが美味しかったなど給食の話題が家で少なくなったことが気になった。
量が分からない。先生が時間に追い立てられている
5才男子の息子にとっては量が少ないように感じます。
おかわりがでる保育園もあると聞くが、うちの保育園ではないのはなぜか。
栄養士の先生の食育が充実しています。
幼児クラスでさせてもらっている野菜のかわむきなどのお手伝いの機会を増やしてほしい。
量については実態を把握できずよくわからない。
肉が多い。味もおいしいがある意味塩味が濃い
その時間に寝ていると、そのまま食べずに帰ってくる。
が同じ園から小学校に入った際、保育園の給食はまずかったけど小学校の給食はとても美味しい！と感動
していた。
量は足りないのではないかと多少心配しております。
文京区の献立には、もう一工夫があってもいいと正直感じている。
栄養士の先生が退職されて、１名なので、アレルギー、離乳食などに対応してくださって、随分ご苦労なさっ
ていると思います。近隣の区立幼稚園と連携するなどし、夜おやつが手作りになるとありがたいです。
ほぼ毎日完食しており、満足しています
登園日の献立の内容を、お迎え時に実物を見て振り返ることができる。それを見て献立の内容に疑問を感じ
たことはない。午前中に子供の病院での診察があって登園が遅れる場合には、当日朝の電話連絡にて通院
後の登園予定時間を相談することによって、通院後の登園でも子供に園で昼食をとらせることができている。
【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？
安全性確保のために具体的にどのような対応がされているかほとんどの保護者には不明なため、この質問
には感覚でしか答えられないのでは。
食材の産地などの情報も提供してほしい
わかりません
されていると信じています。
今後、業者に委託する事になりどうなっていくか気になる
ミニトマトがカットされずに提供されているが、子供たちにとっては誤飲の可能性があり非常に危険。また、調
理室に調理者が私物を持ち込んでいることに不安を感じている。意図的に異物を混入させることが可能な状
態である。（ペットボトル飲料を持ち込む姿を見かけました）
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メニューは毎月提示されますが、産地や選定基準なでは提示があるわけではないため（あったことを忘れて
いるだけかも知れませんが）、知らないのが現状です
調理の先生が変わられてから食育が素晴らしい！
ね。
食材の選定方法（業者や産地など）は、伝えられていないので分からない。
よくわかっていない
肉、魚なども国産のものを使って欲しい。
どこの食材を使っているとか、献立などについての情報が園のどこにあるかよくわかってない。
缶詰めのフルーツはできればあまり使ってほしくない
ご対応されていると思いますが、実際のところは情報があまりないので判断しかねます。
国産原料を使っていただけているのは安心。調理用油などが少し気になっている。おやつに市販菓子の提
供をいただく機会があるが、その内容がわからない（給食ほどには）。
葉物やレンコンやきのこ、かんきつ類など、以前よりは低濃度であるものの依然放射性物質が検出されてい
る食材に関しては、西日本のものを提供いただきたいです。
使用されている食材の詳細な情報を知りません。
国産が多いのでありがたい
あまり情報がなく正直わからない
でと思っています。
選定方法や安全性の基準をよく知らないので知りたい。きっとちゃんと対応しているだろうという希望、推測。
ます。
既存品が少なく、家より手作りのおやつが多いなど、大変有り難いです。
乳児期のお子さんも多いので、残留農薬や残放射性物質には、いつまでも気を配って欲しいです。
毎日の献立が出ているので、見るのが楽しみで産地の表示もあり分かりやすいです。食材の選定過程や安
全性については、具体的なプロセスを説明していただける機会が（紙などでも）良いなと思います。
よくわからない
仕入れの細かいところはわからない
設問について園へ、こちらから知ろうと働きかけた事はない
食材の選定などは、正直なかなか情報が見えにくい。開示していても、気づかない。
よくわからないです。
食材の産地などが掲載されていない
他の認可私立に通う兄弟と比較すると、決まった先から仕入れているように見える
新鮮で季節のものを取り入れた献立は有難いです
よくわからない
毎日の食材産地の開示に感謝しています。毎日チェックしているので是非継続していただきたい。
分からない
食材の産地をきちんと明記したり、安全性について情報提供するよう意識されている印象である。
一方で、パンに塗るのはバターではなくマーガリンであったり、少し気になる部分はある。
今年度は放射能汚染の不安のある地域が産地である食材が見られるようになった。購入業者明らかにされ
ておらず、不安がないわけではない。
よく知らない。
対応して下さっているとは思うが、具体的なことはよくわからない。
放射能検査を更に強化して欲しい。
献立はもらうが、産地や安全性についての情報提供はない
我が子はほとんど毎日おかわりしている
献立により提供された給食の実物をみて不安に思ったことはない。園に食品その他を届けている事業者の
関係者の行動を見て、その運搬物の取り扱いに不適切さを感じたことはない。
【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？
もう少しアレルギー対応の食事を提供してほしい。
アレルギーの代替食の持参頻度が高く、負担。
小麦アレルギーがあるが、小麦を使った料理が多い。アレルギー無しの子のことを考えても、子供の腹持ち
を考えると米食を多くしたほうがよいと考える。
保育参観の時、見ていて感心しました。
0歳児クラス在籍時は、月齢に合わせて先生から、自宅で◯◯をいつまでに食べて確認しておかないと、メ
ニューが進まない旨指導があるので、助かりました。
10月の保育参加の際、クラスにアレルギー対応が必要な子どもがいることを知ったし、昼食時にどういう対応
をしているかを初めて見たが、それが十分なものかどうかは、不明。
どんな対応をしているのか、よく知らない。どこでその情報を公開しているのかもわからない。
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厚焼き玉子の具のみ提供などしていただけるのはありがたい。アレルギーに問題のない日でもアレルギー持
ちの子はお代わりなどできないというのは少し切ない（事故防止のため仕方ないとは思いますが）。
めったに出ない食材のみにアレルギーがあっても、昼食時の席は離れたところになってしまう。アレルギーの
程度や解除状況に応じて、席をみんなと一緒にするという選択肢があってもよいと思う。
自分の子供にアレルギーがないので、よくわからない
代替食を用意してほしい。
除去食がないというのが、厳しいと思う。アレルギーのある子の親御さんは代わりのおかずを用意するらしい
ので、本当に大変そう。夏場は食中毒なども心配。
他の認可私立に通う兄弟は代替を出してくれている
私立など民間経営のところに比べると、いまひとつです。
本人にアレルギーはありませんが子ども自身がお友達のアレルギーを気にして生活しているので、先生のご
努力がクラスの中のみんなでの配慮に繋がっていると感じます。
アレルギー対応をしていただいていますが、安心しています。願わくば、もう少し和食の頻度が増えると、代
替食の準備が減り、助かります。
アレルギーではないのでわかりかねますが、見ていると十分にされていると感じています。
卵アレルギーだが、問題なく過ごせている
る。
【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？
以前より、改善され、タイムリーになった
延長時間帯に保育部屋を分けている場合など、理由が掲示されるなどするとわかりやすいです。
入口のボードに掲載あり。
安全性確保のために具体的にどのような対応がされているかほとんどの保護者には不明なため、この質問
には感覚でしか答えられないのでは。
発熱や体調不良があった場合、早急なお迎えを必須とせず、数時間は猶予が欲しいです。園からの連絡は
早いので感謝していますが、仕事途中ですぐ早退できる職場環境の人は少ないのではないでしょうか。
ホワイトボードへの記載のみではなく、口頭でもお伝え頂きたい。
配慮し過ぎて、結果関係ないのに病院へ行がなければと指導があり、過剰に気にし過ぎという時もある。
入り口に貼り出してある以外の対応はわかりません
かなり目立つところに掲示されるようになったが、やはりフェアキャスト配信を！
発生したことがないためよくわからないが、夏場のしらみ発生児がいた際の連絡はされたが、どのような対応
をしたのか知りたかった。
玄関の掲示板付近が混み合うのでなかなかゆっくり見ることができない。
ルして欲しい。
昨年から他クラスの感染症情報も細かく掲示されるようになったので良いことだと感じます。
怪我・事故なども同様に周知させてほしいと思います。
園内の掲示がタイムリーな時と、そうでない時があります。
張り紙を見ない限りわからない。何名以上で流行している病気かわからない
配慮しているかしていないかで言うと、している。どのくらいかというと必要最低限。
園に行く機会が少ないのでわからない
0歳児のクラスに入る時は大人は裸足禁止、子供達は裸足で入っている。また０歳児でも他のクラスへ遊び
にいくのに、部屋の中だけ大人裸足禁止にする意味が全く理解できない。そんなに禁止にしたいのであれ
ば、2階すべて裸足禁止にする等他の対応があるはず。考えが浅はか。
発熱で休む報告をした際は、受診をして感染症の有無を確認するよう、またどの病院を受診するか、どの先
生からも同じ指示をいただきます。感染を広げないための対応がどの職員にも徹底されていると感じます。
毎日掲示板にお休みの状況が書かれていますが、更新されていない？と思われる日があるので必ず毎日
更新していただきたいです。
ニューのような場所。
感染症がどのクラスで何人出ているかなどまで情報公開してほしい。
掲示板に出ているので、お知らせされていない訳ではないが、掲示板は見落としがちなので、口頭でも伝え
てくれるといいのに…と感じる。
掲示板を見てない方が悪い、という対応をされたことがある。
掲示はされているが、急いでいると見ないこともある。
掲示のみの時があり、見ないと分からない。急いでいるときにじっくり見ないられない
玄関に貼り出されているが、実際の状況をきちんと反映されていないと思うことがよくあるので。状況把握に
必要なものなので、正確にしてほしい。
フェアキャストをもっと活用した情報発信をしていただくのは可能でしょうか。例えば感染症多発の時期には
週1での定期情報発信にするなどメリハリある対応をいただきたいです。発熱時、医師の問診で「インフルエ
ンザや他のは保育園で出ているか？」などたずねられても、答えに窮する場合があります。
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感染症発生時は、妊娠中や出生間もない乳児連れの場合は送迎時玄関対応してもらえるとのことでしたが、
あまり対応してもらえなかったです。
と思います。
園で病気が流行ったとき通達をちゃんとしてほしい。特定の感染症だけでなく発熱や風邪の子が４人５人い
る時に連絡してもらえるとこちらも気を付けようと対策をうてる
頭シラミが発生した時、他のクラスの園児にまで、沢山の園児に拡散してしまっていた。
自分でそれを見たわけではありませんので本当かは判りませんが、ここ数ヶ月間の事ですが、休園児の人
数を知らせるボードに感染症とは同定されていない川崎病が書かれていたと別の保護者から聞き、驚いたこ
とがあります。本当だとしたらプライバシーの点で大変問題があると思いました。
発熱時などは、感染症の場合は連絡をくださいと言われています。
感染症があった場合は掲示もしてくださっています。
報告はされていても結局うつるので、しっかり完治するように徹底してほしい。

妊娠中や生後間もない子を連れて行く際に、園児と接しないよう、玄関での送り迎えを徹底して欲しい
感染症が出た際のお知らせは、心構えができ助かります。
お昼寝を分けたりイベント変更したり、柔軟に対応していただいていると思います。
ので助かります。
掲示だけだと見落とすので頭ジラミなどはお知らせが欲しい。
で、汚いオムツを保護者があちこち持ち歩く(あげくのはてにはそれでスーパーに行かなければならない)ので
は感染経路を拡大するだけではないでしょうか。胃腸炎流行時にもかかわらずオムツ持ち帰りだけは「絶対」
の状況に非常に疑問を感じます。
こどもが感染してからクラスでの流行を知ることもよくある。
どのクラスで発症したのかわかると嬉しいです。
昨年病気が流行ったので。
紙の掲示だけでなく、園ごとに閲覧出来る情報共有の場があるといいです。フェアキャストもいいですが、もっ
と日常的な事項もオンラインで共有いただきたいです。
掲示板に細かく書いてあるので助かります
わかりやすいところに掲示されている
わざわざ聞かないと感染症について話題が出ない。集団で何人もかかるので配慮されているとは思えない。
心配になる
うになりました
警戒心が強いのが感じられ良いとおもう
まだ感染症が発生していないので実際の対応は分かりません
す。

職員室横に感染症の発生状況について、常に最新の掲示をして下さっているので、今何が流行りつつある
か、注意することができ助かっている。
またインフルエンザの時期になると、玄関の外（インターフォン部分）にもインフルエンザの罹患数の掲示が
なされるので、より目がいきやすく注意喚起に役立っている。
リンゴ病など、妊婦に感染すると危険な感染症が発生した際も、インターフォン部分に掲示されており、適切
な対応がなされているなと感じる。

一つお願いできるのであれば、感染性胃腸炎（ノロやロタ）が流行る時期に、クラス内で保育時間中に嘔吐し
た子がいる場合は、掲示だけではなく、クラスの担任から、その日のお迎えのときに口頭での報告もほしい。
掲示板に掲示のみなのでわかりにくい
掲示板に張り紙ありましたが、お手紙で入れてもらえるとよいかと思いました。
感染症発生の掲示が遅いと思う。病気はお互い様で、看病グッズの用意や仕事の整理をなど、半日でも早く
備えたいのに、貼り出しが夜だったりする。実際、我が子の感染をいち早く電話しても、貼り出されたのが2、3
日後だったりした。プライバシー配慮などあるかもしれないが、何とかならないか。
感染症リスクの高いオムツの持ち帰りを実施していて、区はこの対応を改善しないまま放置している。またオ
ムツ入れのバケツを複数人で共用していて更にリスクを高めている。
何かが流行るととにかく広がります。あと、感染症発症時に自分の子は具合が悪くないのに育休中だと保育
園を休むように言われます。
りつつ受けることができる。登園時の入り口に、園内で確認された感染症の最新情報が掲出されている。そ
こには発生した感染症名と発生クラス、感染者人数、その感染症の感染経路や特有の注意点が明記されて
いる。感染症を予防するための園内掲示物によるアナウンスもされている。最近、ほけんだよりの感染症特
集号が配布された。これの内容も充実しており実用的だった。
【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？ 
大勢子供がいるので、大変だと思うが、傷があっても報告がないことがある。
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報告を怠るというよりは気づいていないのかなと。
子供から報告されるが、園からの報告は、よっぽどでなければ、ない。
いつどんな怪我があったかの情報開示が全くない
傷を作って帰ってくることがあるが、その説明がないことの方が多い。
怪我などの件数が増えているか尋ねたが把握していないとのこと
コンクリートに頭を強打し流血したにもかかわらず連絡はなかった。お迎え時に知らされた。
ケガをしても保護者が気づく前にお迎え時に報告してくれると安心する。

昨年骨折が何件もあったという話を聞きましたが、繰り返し園内で起きた原因を知りたいと思いました。
事故があったこと自体、一部の保護者しかしりません。
今年も1人骨折した子がいます。大きな事故の場合は園側から何か他の保護者にも報告があれば親からも
子供に注意することができると思います。

一方で自分の子供に関係がある怪我はとても些細なことでも報告を受けています。
我が子の事故報告はきちんとされているが、他の子の報告は知らされたことがない。再発防止・注意喚起の
為に共有すべきこともあるのではないか？
定期的に報告してほしい
た。
と思うが、信頼関係があれば親としても仕方のない事と思えています。子供が遊んでいれば小さな怪我は仕
方のない事だと思っています。
子供がお友達にひっかかれた傷がだいぶ深いにも関わらず、なんの処置もされずそのままになっていた。
少しの怪我でも病院、歯医者など対応していただいて大袈裟なくらいかなと思いますが、万が一の事を考え
ると対応せざるを得ないんだろうなというのも分かるので、手間をかけさせて申し訳ないと思っています。
廊下にも物が乱雑に置かれ危険。一時的かと思っていたが、いつまでも片付けられていない。廊下の物はどかすべき。
狭いし危険。部屋の備品も乱雑に置かれており、整理整頓を心掛けてほしい。他の園にくらべ、洗濯の回数が少ない。

ちょっとした怪我や変化もお迎えの時にしっかり報告していただけます。
必ずお友達同士でトラブルがあった時はお知らせしていただけるのでありがたいです。
引っ掻き傷あり。前歯を欠けさせて帰ってきた。
員からは説明を受けたことがない。娘自身の体調に問題ないからかもしれないが、うつるかもしれないのに
…と不信感を感じてしまう。
職員数不足からか監視の目が不足していると思われる
報告されるのはいいが、何を対応したらよいのか、対応しなくてよいといわれるが、それも難しく、報告する制
度について理由とともに見直すとともに、保護者にも明らかにしてほしい
少しのかすり傷でも丁寧なご報告をいただけるので、いつも恐縮しています。先生方の事務処理の時間で保
育に宛てる時間が削られていないか、いつも気がかりです。
怪我の報告の時に、以前の保育園では加害者、被害者を固有名詞を出さなかったのですが、固有名詞を出
して説明されます。どちらが良いのか…考えてしまったことがあります。
たいした怪我をしたことがないので不明。連絡がないアザ程度はあったりするが、多少は仕方ないと思う
ちょっとした事でも、謝罪していただいており、逆に恐縮してしまいます。
とても良く子供たちを見ていただいており感謝します。
お友達にケガをさせた/させられた/自分でケガしたなども、子どもから聞いて知ることも多い。子どもはまだ
十分に話せないため真偽がわからないことから、先生からきちんと教えていただきたい。
けがをしてしまった場合もさせてしまった場合も丁寧に対応してくださっています。
子供同士の噛みつきについて連絡をもらったことがありますが、後からの連絡でした。
ほんの少しのケガでもご報告頂いて、恐縮です。
お友達とぶつかったとか、何かあると教えて頂けるので、安心です。
最初の連絡で、具体的な深刻度を伝えてほしいです。親としてどう対処すれば良いかや、家族との連携など
早めの対応がとりやすいからです。
小さい怪我でも伝えてくださるので、ありがたいです。
を受けることが多いです。
小さな怪我でも、伝え忘れてしまったと連絡をいただいたこともありました
30人近い人数のクラスを2名ぐらいの保育士、先生では目が届きにくいと思います。
います。年長になって子どもからの自主申告内容も明確になり、怪我などの報告もれがあるときは翌日に先
生に確認するときもあります。
自分の子どもがけがをしたときはある程度連絡ありますが、ほかのお子さんの怪我や事故については一切
報告がないので、もう少し情報を共有してもよいと思います。
問５の自由意見に記載のとおり。
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きちんと把握しているかも怪しくなる。
春に園内での怪我が多く見られ、保護者会で「怪我が多いように思うのですが」と発言があっても、園長、副
園長、担任とも困惑しただけでなんの答えもなかった。全体傾向を把握していないようだし、「成長期にはよく
ある範囲ですよ」とでも取り繕っていればまだ許せた。
あまり大きな怪我がないのでわかりません。
されすぎている。多少のケガを避けるより発達を促す関わりを優先してほしい。
いつも十分すぎるほど報告していただいています。
その都度、お迎え時に報告してくれる。
けがをしても報告なく家で傷に気づくことがある。
たまに報告されていない怪我や虫刺されがあった
供に相応の怪我があった場合、看護師有資格者からの連絡を受けることができる。冷やす等の対処で済む
ことが明らかな場合には、お迎え時に説明するに留めるという判断も適切に行われている。お迎え時に必ず
怪我の発生状況と程度の説明があるため、本人にお迎え時でもまだ痛いのかを確認し、必要に応じて医療
機関にかかることを検討してから帰宅することができている。
か？
ご挨拶、お片付けなどが身についているようです。
先生たちの忍耐はすごい。
うえで重要な「学びに向かう力」＝意欲を育む保育となっているかどうかを問いたい。保育園＝社会的ルール
の育成が真っ先にくることに違和感を感じます。幼少期だからこそ、創造的な遊びのなかで身体感覚や感性
を育むことを大事にしてほしいと願います。
先生方が計画をたてていただき、ありがたいです。
低学年であっても、いただきますの習慣は大切にして欲しい。
保育計画を見ていないのでなんとも言い難いが、クラスでコーナー遊びが定期的に模様替えされたり、クラス
内の本棚の本が入れ替えされていると発達に応じて考えているなと感じる。
片付けをもう少し子供にさせてほしい。
3歳児も5歳児もあまり大差ないため年齢に応じて対応しているようには感じない。
指導している先生を見かけたことはあるが、全員やっているかどうかは不明。よって、園への評価というより
人によるからこの質問は難しい。
一人で子育てしていたら教えられないような事(順番を守るなど)を教えていただいて有り難い限りです。
全くなされてない。
先生が登園時、お迎え時に挨拶をされない方いること、言葉遣いが乱暴なことはよくないことと考えていま
す。
3.4.5歳児は合同保育ですが、同じ活動でも難易度を変えて取り組ませていただいているようです。子供は年
上のお友達の活動内容に良い刺激を受けているようです。
正直、一年に一度の保育参観の時しか知る機会がない。もっとどんなことをしているのか知りたい。どんな保
育計画なのかを知りたい。
ないレベルです。
しい。小学生になったら、きっと当てられっぱなしになる。(娘は問題ないが、クラス全体的に下手すぎて保育
参観のときにビックリした。)
先生の話を聞く姿勢など、就学後も必ず役立つ指導が十分になされ、自信を持って小学校へ送り出せると
思っています。先生方のお陰です。
気がつくとできるようになっていたことがたくさんあります。先生方のおかげだと日々感謝しています。
色々意見があがるが結局のところ、家庭の躾が最もこどもに表れる。
保育園でここまでしてくれるのか、と思うくらいしてくれているとおもっています。
お友達とおもちゃ等を分け合う指導など、とても素晴らしいと思います。
幼児クラスが合同で遊ぶ取り組みを通して、対人関係やマナーを学んでいるようです。
今年から遊びがダイナミックになり、子ども達にとっても楽しい経験をさせて頂いていると思っています。
園長先生が事務所で年長クラスの子に教えてくださる遊びも子どもにとっては特別な時間になっています。
先生方がいろいろ工夫して下さっていると感じる。
ルールのある外遊びの種類はあまりされていない気がします。
その中での保育士の言葉が雑な事が多々見受けられる。
声かけ関わりが乏しい。放置の時間も長い。
乳児クラス、幼児クラスともに、年齢別クラスでの活動と複数クラス合同での活動を織り交ぜることにより、年
長者である児童が保育士の指導により身につけた社会的な行動が年下の児童に波及していると捉えてい
る。これは、最年長の5歳児クラスの担任保育士の小学校での生活を見据えた指導によるところが大きい。
【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？
園庭があるのであまりないのではと思っています。
ます。
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朝、登園した直後からも園庭で遊ばせて欲しい。以前、上の子が通っていた時には登園すると直ぐに園庭で
遊ばせてくれていて子供も喜んでいました。
いいのかなと思います。
もう少しできるだけ外に出て欲しい
たまたまかもしれないが、今の園長になってから、プールがとても少ない。すぐ中止になる。
遠足は十分だと思うが、散歩が少ないと感じる。
もう少し散歩など外遊びが増えると良いと思う。
園庭が限られているので、積極的に広々とした場所での遊びが展開するよう願っています。
園庭で遊べるようになってからは、あまり外の公園などに行っていないようだ。
もう少し頻度を増やしてほしい。
遠足などは十分と思うが、散歩は少なすぎると思う。
大変かと思うが、今までの認可外保育所などと比べるとお散歩の頻度は高いとは言えない。園庭で遊べてい
れば問題ないと言えば問題はないが。
ベランダや屋上多く、もっと歩かせてほしい
散歩はあまりしていないため狭い園庭で外遊びしているだけなのが不満…。
お散歩などの回数がもっと多くても良いと思います。
らが保育園に慣れていないからとの返事だった。あまり納得できなかった。馴れていなくても天気もいいのに
ずっと室内にいては、子供も気分転換にもならない。さらに、やっと外に行ったかと思えば屋上ばかり。近くに
はお散歩するに最適な場がたくさんあるのに、日焼けばかりしてアスファルトの屋上でばかり遊ばせてること
に疑問だった。
疾患を理由にほとんど参加させてもらえていないと感じる。もっとさせて欲しい。
いただけると嬉しいです。
散歩を増やして欲しい。
今後も散歩に連れて頂けるといいです。
室内の遊びばかりでなく、もっとお散歩を積極的に増やしてほしい。
年齢にも応じているとは思いますが、そこまで多くはないかなぁと感じます。
よくわかっていない。
○○が近いのに、あまり行こうともしない。もっと課外授業的なことあってもよいのではないか。
もう少し頻度を増やして欲しい。
園庭がうまく活用されており、子供たちが本当にのびのび過ごせる環境が有り難いです。
園庭はありませんがお外のお散歩を多く取り入れていただいていて、大変ありがたく思っています。
もいっていない。
です。
外に出るのは大変なので仕方ないのだと思うが、もっと頻度をあげてくれるとより嬉しい
ちです。
乳児クラスも近場でいいので遠足に行かせてほしいい
12月以降仮園舍に移り、少なくなるのではと心配しています
元々が園庭のない認証出身でそこは園バスもあり月1回は遠足の日があったのと、午前も午後も外遊びに
行っていたのでうつってきて少なくなったなとは感じてしまいます。
るみたいです！！
バスに乗ったり、みんなできちんとルールを守っているみたいで、さすがだなぁと思っています。
園に園庭があるためか外へのお散歩がほとんどない。
てしまいます。
情操教育の日は散歩はありませんが、他の日は天気がよければ散歩に連れていってくれています。
3歳児ですが、個人的にはもっと遠足があったら、子供は喜ぶだろうなと思います。
だいたい行く場所が2、3箇所でもう少し他の公園などにも行って欲しいなと思います。
年長になってこんなにたくさん遠足などに行っているんだということを知った。子どもにいい経験をたくさんさ
せていただいてありがたい。
0歳だと少ない模様。4,5歳はたくさんやっていることが伺える。
園庭が狭い分、公園などで遊ぶ機会が多く、配慮されていると感じます。
○○もあり、戸外遊びが充実していてありがたい。
遠足イベントは多いですが、平時のお散歩や野外活動は少し少ないようにも...。
年長組の遠足は充実しているが、年中以下の園外活動はもう少し充実させても良いように思う。
もっと外遊びをしてほしい。
一時保育に預かってもらいましたが、クラスがお兄さんお姉さんと一緒で、頻繁に散歩（上野動物園、芝生の
お庭等）に出かけとても楽しそうでしたので、立地の問題もありますが、年長さんになったらいろいろ連れて
行っていただけると大変うれしいです。
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現行の頻度で十分だと思っています。
お散歩の頻度が少ないです。
もっと遠足を増やして欲しい。
ただけたらと思う。
年長に偏っている気がするが、仕方ないとも思う。
園庭遊びはほぼ毎日してくれているが、お散歩は少ないように感じる。
す。
幼児クラスになると人数も多いためかえって難しいかもしれないが、乳児クラスの時より散歩や公園に出る
回数が減ったように感じる。体力作りのため毎日体を動かす機会を作ってもらいたい。
産休育休代理の非常勤の先生だと散歩に出られないらしいので、期限付き正規雇用になるまでなかなか散
歩に連れ出してもらえていなかった。どうにかならないものか。
園外へ行くことが少ない。園庭が狭いためもっと行くべき。
安全管理面で色々障害はあるかと思いますが、もっと屋外活動してほしいです。
遊び場がないので、多目にしてほしい。
散歩は頻繁に行って頂けますが遠足は父母会主催のものです。
3歳児クラスは遠足が1回しかない。年長の兄弟のお弁当をいつもうらやましそうにしているので、遠くへ行か
なくてもよいのでお弁当付きの園外保育があると喜ぶと思う。
要配慮の子が多く、散歩にいく頻度が極端に少なくなってしまった。
近隣の公園に散歩に行く機会がもう少し多くあったら、さらに良いと思います。
近くに公園がないので、仕方ない
公共交通機関を使う遠足はとてもよい経験をさせていただいてると感じます。また他園と合同で遠足に行っ
た今年のお芋掘りも貴重な交流機会がいただけたと感謝しております。
とても少ない。園庭も狭いのだから、もっと外時間遊びを増やして欲しい
2歳上の姉が在籍時は外遊びも散歩もごくわずかでしたが、在園中の息子は外遊びもイベントも多く楽しそう
です。担任による差が大きいと感じます。
10月から12月の間で園外の行事が多く、もう少し他の月に分散してもいいのでは？とも思いました。
まだ1歳クラスなので散歩の頻度が分かりませんが、時々は散歩に出ているようなので。
近場の公園や図書館など、頻繁に園外に連れて行って頂いていると感じている。こどもも園外に遊びにいっ
たときはとても嬉しそうに報告してくれるので、とても楽しんでいる様子がわかる。
小さいクラスなので、あまり外にいっているような様子は感じられておりません。
散歩が少ない。園庭が狭いので外に出る機会を設けるべき。
乳児クラスでも近場への遠足等の行事を設けてほしい。
クラスによって違いがあると感じる。お散歩によく行くクラス、外遊びはほとんど園庭のみというクラス…。
常勤の欠員がありすぎる。
保育参加した際、お庭にほとんどのクラスが出ていた。乳児と幼児で活動を計画して園庭の使用する日をわ
かるようにして使用しないクラスが散歩に行けばお庭がのびのび安全に過ごせるのではないかと思う。他区
の園では曜日によって庭を乳児と幼児で使用できる日を分けているときいた。
障害があるからか散歩にも連れて行ってもらえず、遠足も親がついてこないと留守番と言われた。加配の先
生がついているのに、なぜ一緒に行けないのか非常に疑問。
もっと散歩と遠足があってもよいかと思います。
2歳なので遠足はまだありませんが、日々のお散歩は遠くの公園まで足をのばしていただくこともあり、いい
運動になっているようでとてもありがたく思っています。
わかります。
ださっていると思う。
帰り道、子供が公園に行きたがります。もっと外で遊ばせて欲しいです。
夏は暑いからと1度も外出しない週がありました。正直不満です。プールも室内でしか出来ないし、園庭のあ
る別の認可との差が激しすぎると思います。
園庭はないもののお外へお散歩に行って体力もついてきた
問いと選択肢の答えが完全には噛み合わない感がある。安全性を考慮しながら、子供たちの経験を増やす
ことを目指して高い頻度で園外保育が行われている。園外保育は十分に行われていると感じている。
か？
増えているような気はする。
以前は近所のグループホームのご老人方との交流があったが、園長先生が代わられてからなのか、交流が
全くなくなってしまったのが残念。
様々な背景があると思うが、月に1度くらい交流があるといいと思う。
年少クラスだからというのもあるが、もう少し地域と交流できるイベントなどがあるといいと思う。以前無認可
に通っていた時に老人ホームへ行ったりしていて、普段交流のない所へ行くのは好いなと感じた。
特に交流は感じられない。やっているのかよくわからない。
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激になると思う。
（聞いてないだけかもしれませんが）以前よりも他の園との交流活動がなくなった気がします。
他団体との交流はもっと機会があるといい
年齢がちいさいため、あまりないものかと思います。
先生が毎朝門で近隣の方にも元気に挨拶されているのはとても気持ちよく、子供にも良いと思う。
してほしい。
ほとんどしてないのでは…。
年長さんはあるように思いますが、その他の学年の子供はないように思います。
みんな忙しいからしょうがないよね。
あまり、交流したということを聞かないので、実感はないです。
年齢が大きくなれば、設けられるのか不明です。
近隣の保育園のお友達との交流や福祉施設への訪問など、機会が多くありがたく思っています。
そういう機会があるのかもよくわからない。
図ってほしい。
どのくらいどのような機会があるかわかりません。何かを見れば分かるのであれば教えて頂きたい。
提携園との交流も活発と感じています。できれば就学後を見据えた地元小学校との交流を、特に年長時に
上期1回下期1回くらいに増やして頂ければ幸いです。
近隣に小学校や中学校があり、体育館をお借りしたりと、子供達も馴染み深くなっていると思います。
日々忙しい中でも、意識して機会を作ってくださっていると感じています。
5歳はたくさんやっていることが伺える。
大学の相撲部を呼んでいただいたということで、その発想と行動力に驚いています。今年の園長先生の発案
だそうで、今後もそういった自由な交流の機会がありますと親として大変うれしく思います。
こちらも年長と年中での差が大きく、年中以下にも機会を増やしてほしい。
高齢者や障がい者などとの交流も設けて欲しい。
せっかく近くに小学校や中学校があるので、もっと交流する機会があってもいいのでは。若いうちに小さい子
と触れ合う機会があると少子化対策にもなると思います。幼児は結構扱いが難しくて引いてしまうかもしれな
いので、おとなしくて可愛い乳児がいいかも。笑。もちろん安全な範囲で。
年長クラスは近くの○○幼稚園の同学年の子達との交流があるが、他のクラスは特にそういった交流の話
は聞かない。また、地域団体との交流は皆無だと思う。
近くの保育園との交流があり、楽しそうです
あまり交流している姿をみないが、たまに、○○大学の相撲部の方などと交流する機会を設けていただいて
いて、頻度としては高くないものの、問題ないと思う。
あまりしているように見えません。
中学校の園庭で遊ばせていただくのはとても良いと思っています。広々かけまわれる環境が近隣にあまりな
いためとても貴重な時間だと思います。
午後に、近隣の私立幼稚園の園庭解放などにも行けるとありがたいと思います。
ハロウィンでは商店街を歩いたり、消防署など訪問したりしている

時の園児と小学生や小学校教諭との交流は叶わなかった。地域団体との交流は、同じ事業者が運営する隣
接園の子供たちが夏に施設内設備を利用するために訪問し、預け先園の子供たちへ良い影響があった。事
例としてはこの程度であり、設問が意図している教育施設や地域団体との交流する機会が与えることを期待
するものとは程遠いと考える。近隣の人たちと交流する機会としては、個人的に徒歩による登園路に恵まれ
ているため、子供たちが登園するだけで近隣居住者との交流ができる。園の行事である夏まつりにて近隣と
の交流を試行していたが果たせていない。実際には行事に園児とその保護者が参加するだけで園舎の容量
【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？
子供は先生がたが大好きのようです。
も良いと思います。
いい先生でありがたい。
常勤の先生と比べると、産休代理の臨時の先生は能力も知識も乏しく、少々気になりました。
パートタイムの職員の何気ない言動に子供が傷ついていたことがあるので（常勤の先生ならば絶対言わない
近所のおばさんレベルのセリフ）、パートタイムの職員の教育も定期的に行って欲しいです。
多少不満はありますが、性格と子どもとの相性、親との相性がありますので、問題視はしていません。
現在表面化する件数は少ないですが、男性職員による女児への不祥事がとても心配です。家庭では子供に
よく言い聞かせていますが、まだ未就学児なので、いざというときに親がいないところで自分の身を守れるの
か・・・。行政、各園でも対策をとっていただきたいです。
怒り方が若干感情的に感じる。
出来ない事を指摘するのは良いが、指摘だけで終わらないでほしい。
仕事として大変なのはわかるが、面倒くさいというのが伝わることがある。
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とと思います。
区立は先生方が公務員だからこそ、安定した雇用があり、多様な年齢の方がいらっしゃると思います。男性
も今後もっと増えていってもらいたいと思います。

園長先生が怖いです。子供の様子について話していただくことはほぼないです。お話しする時は、ああしろこ
うしろという指示や注意が主です。
他の先生も、子供に対して、必要以上に強い口調で接している方もいます。
みなさん子供好きなのは伝わってきますが、保護者に対しては義務的に接している感じの方が多いです。
これまで私立の保育園を3園経て初めての公立保育園ですが！これほどまでに保護者への態度が違うのか
と驚いています。私立園は保護者を客として扱っています。公立園でもそのようなマインドで接していただけ
ると、よりよい関係が構築できるのではと思います。
一部人格を否定するようなことを園児に言っているのを聞いた。
保護者に対するタメ口をやめて欲しい。保育園は馴れ合いの場ではなく、子供にしめしがつかないため。
兄弟を特に可愛いがっている。）
担任なのに子どもは当該保育士との信頼関係が構築出来ていない。関わりが少ないから必然的に、信頼関
係が構築できないのかもしれない。人間なので好き嫌いがあって仕方ないと思うが仕事である以上（特に保
護者が見ている前では）態度に出さないで欲しい。そんな保育士程、保護者とのコミュニケーションを取ろうと
しないので保育士と保護者も信頼関係が構築出来ない。
ただ、人数が少ないと思います。
特に新人の保育士には十分に実践的な研修を積んだ上で現場に出てほしい。(命に関わることなので、現場
でのOJTは避けてもらいたい。)新人保育士も正規人数としてカウントされており、年度当初研修での不在期
間があったり、頼りなく不安感があった。子どもも年度初めは緊張しているので安定的な保育をしてほしい。
子供相手なので、もっと笑顔があってもいいなという保育士はいる。
今年の担任は不満あり。保育に関して気になる点を何度指摘しても改善されず、的外れの所感が返ってくる
ばかり。また、こちらに時間がない時に限って中身のないことでダラダラ話すのもやめてほしい。
一部の非正規の保育士さんに不満があります。
個別の保育士さんへの不満というより園全体としての方針に不満がある。
○○さんにはそろそろ異動してほしい。子供の心に悪影響がある。
言葉遣いの悪い保育士がいる。
転園してきて間もない頃に、中々馴染めなかったところ、温かく見守って下さってたので、ありがたかったで
す！
ダメ！とか、なぜダメなのか説明がない。ダメ！だけだとただの大人の常識の押しつけ。本当にこの保育園
は大丈夫なのか。
す。
また、本当に一部の方ですが、子供の働きかけや話に対して、傍観している方がいるのが残念です。
担任の先生はとても満足しているが他の先生で挨拶がしっかりできない人がいたりする。
丁寧さが足りないと思うことが多々ある。今のクラス担任は頑張っていると思うが、副園長不在のためクラス
にいることが少なくなっているのに、人的補填がなされていない。最終学年なのに、不安が多い。
お迎え時や連絡ノートでいつも子どもの様子を詳しく伝えていただき感謝しております。
愛情ある保育をいつもありがとうございます。
担任には満足しています。園長とは体調不良の電話連絡以外で話したことがほぼありません。ヘルプ？など
で各クラスの保育に入っているのを見たことがないので非常に不満です。
複数クラスを担当する際(朝保育等)は平等に保育して欲しい。
あんなに大勢いるのに、しっかり一人一人見て下さっているので、本当にありがたく思っています。
子供も先生大好きで、その様子が伝わってきます！

こどもへの保育はきちんとしてくれて本当に感謝している。
ただ言い方が怖かったり、男女差別をする人がいる。

１歳になりたてで入園をした時にスプーンとフォークがうまく使えなかった。「まだスプーンとフォークが使えな
いの？」という言い方をされて傷ついた。

ママが同じことをしても特になにも言わないのにパパがやるとすごく感謝をしたり怒らなかったり対応が甘
い。先日も保育参観の時に夫婦で臨んだらパパにだけ「休んでくれたんですか？！ありがとうございます」と
言っていた。ママも休んだのにおかしいと思う。このようなことが何回かあった。
同じ名字の別の園児とたびたび名前を間違えられる。
名前をなかなか覚えてもらえなかったり、イライラした表情で子供達に接している様子が見受けられるので、
もう少しおおらかに見てもらえると嬉しいです。
る。
どの先生も、笑顔で、子どもたちと接してくれています。子どもが保育園大好きです。
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素晴らしい先生方しかおりません。
担任の先生方はもちろん、非常勤の先生も熱心でいつも笑顔で接してくださってます。他のクラスの先生で
あっても自分のクラスの子のように可愛がってくださり、時に指導してくださって素晴らしいです。
担任の先生方には本当に手厚い保育をしていただいていると思っています。毎日飽きないように遊びを構成
していただいたり、子どもがもっと遊びたがっている際に1人先生が残って少し付き合っていただいたり、保育
士の数が行き届いていること、先生方に大らかに子どもを受け止める覚悟があることが大変うれしいです。
子どもへの関わり方保護者への態度が気になるところがあります。
ありがたいです。
乳児クラスで迎えに行った時に、その日の様子を教えてくださる先生とそうでない先生がいる。一言でもよい
ので、先生の口から教えてもらいたい。
自分のクラスではないが、廊下で見ていて一部ヒステリックな先生がいるように思う。
言葉がきつい先生もいます。皆さんが優しく接しているとは限らない。
挨拶をしても目を見て返さない、元気がない、やる気がなく感じる方もチラホラ。
それじゃあ子供の手本にならないし、子供達との接し方も心配。
保育士の個人差がある。
関わる先生は限られてはいますが、みんな子供を大切にしてくださってるのがよくわかります。
感じることもあります。特に朝、出勤される途中の先生にお会いしたとき。まだお仕事は始まっていないとは
いえ、おはようございます～とお声をかけて返事がないと子供もあれっ？となってしまうので……。
あと、園長先生がもっと顔をみせてほしいです。前は玄関で立ち話をすることが多くて身近な存在でしたが、
いまはそうでもないので。
可愛がってくれているのがわかり、安心して預けています。
子どもは先生が大好きだと言っています。それだけで十分です。
先生、保育士の方が正直、児童の数に対して足りていないように思います。
要配慮の子供が多くいるクラスでは通常の配置人数の先生では全く手が足りていない  散歩にもいく機会も
減ってしまい、とても残念。
変助かっています。
あいさつがない方、臨機応変に対応できないで保護者への負担ばかり求める方がいるように思います。
よく子どもを観察してくださっており担任の先生方に感謝しております。
子どもに生活を根掘り葉掘り聞くのをやめてほしい。
先生によっては、保護者対応に丁寧な方と、そうでもない人との差が大きい。
基本満足している。こどもにきちんと向き合い、笑顔で対応いただいている。たまに、笑顔の少ない先生もい
ますが、個性だと思える範囲です。
よくみてくださっております。
自分の受け持っているクラスの保護者にしか挨拶をしてくれない先生がいて気になります。
る、保護者に意味の無い意地悪対応。真剣に指導する、と言うよりは面倒くさいから早く終わらせたい感が伝
わってくる指導の仕方。

るほどの事もありました。今まで、これほどノートにマイナスのことしか書いてもらえない園は初めてです。泣
いているなど、特に目立った様子以外の子どもの様子を、日中見てもらえていないのかなと感じました。
自分の子どもの悪口を他の子どもに対して話している場面に目の前で遭遇しました。一生忘れることはない
と思います。
クラスの担任ではないけれど携帯電話を保育中に使用している場面にも遭遇しました。ありえません。
保育参加させていただきましたが、その中で保育士同士の子どものこととは関係ない私語が多くて驚きまし
保育士さんの問題というより園の方針に不満を感じている。
す。
以前私立認可園に通っていたため、園の保育方針がブレることなく保育士さんの育成を徹底されていた。区
立は異動などがあるので仕方ないとは思うが、比較してしまえば不満は多々ある。
わが子のクラスの先生には不満がありませんが、他のクラスの先生で、暗い顔、真顔しかみたことのない先
生がいらっしゃるのが気になっています。こどもにも同じ表情で接しているようです。何か辛いことがあるの
か？心配しつつ、わが子の保育には関わらないといいな…という心配も、正直してしまいます。
が多い。保育士としてよりも社会人として質が低いと感じる。親にそのような対応だと、子供に対してもそうな
のだろうと思ってしまう。
私たちが見ている限りは配慮されているかと。
皆さん、本当に魅力的で尊敬しています。感謝しかありません。
しっかりしている先生が多く、また子供たちと上手に関わっている
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た、近隣の新設園へ異動した保育士も2名あった。どの保育士も能力の差はあれど、安全と愛のある保育の
実践を努力していたと考えている。現在も在籍する保育士は開園から継続して勤めるものが多く、園長の考
える園の方向性と保育士個人が考える保育のあるべき姿に接点を見つけて保育に取り組んでいるとみてい
る。保育士同士がわかりあう努力をしていることが結果として園児に良い影響を与えている。このように園に
勤める保育士全体をふり返ってみた結果、総じて満足度は高い。
【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？
いつも先生が引っ張りだこで忙しそうだな、と思います。大変そうです。
目立たない子が埋もれると感じる。
沢山いらっしゃるなと思う日もあれば、少ないなと思う日もあります。
朝の時間の人員が少なく、手が足りていないと思う。
う。
上のクラスの子が、狭い教室内でケンカしている姿を見かける。こどもが怖がっている。
男の子に叩かれたと言っている時がある。ちゃんと見ているのでしょうか。
時間帯によっては手薄と感じることはあります。
1歳児、2歳児クラスはもう少し個々をみれるようにしてほしい。
産休代替がない
適正配置人数だと感じる。
す。
産休の先生がいるが、増員されず。非常勤の先生でなんとか回している状況。
たまに法令の先生の人数に満たない事も。
今までの保育園経験の中では一番、充分なほうなので。
大きいクラスになると担任が減ってしまう。
み取得にあてる人？！とにかく説明もなく不安だった。保育はたんなるアルバイトに出来るような簡単な仕事
ではないはず。
税金とのバランスですよね。叶うならぜひ給与と人員を増やして欲しい。
加配の先生をつえてもらっているが早番や遅番の人手不足のため正規の時間預かってもらえない。遅番早
番帯にも加配の先生の配置が必要だと思う。
今年の夏は観察する保育士が少ないとかで、全然プールに入れなかった。週に1回の頻度も入れていない
のではないか。他園に聞いたが、そんな頻度の少ないのは聞いたことがないと言われた。
産育休や病休に入られる先生の代わりの非常勤の先生などを区は柔軟に配置するべきだと思う。園内の先
生方でその穴を埋めるのは難しいのではないか。
が見受けられました。
このご時世に保育士さんは非常に大変だと思います。
早急に文京区をモデル地区にして、保育士さんの待遇をよりよくしてください。
大変そうなので。
補助に入る先生が数名辞めているのに補充されていない。
のは不満。
０歳クラスは特に手厚いと思います。ありがとうございます。
てしまっているとは思う。
乳児クラスでは感じないが、幼児クラスになると急激に人員不足を感じたりします。ですが小学校だとひとク
ラス担任の先生は１人になる等、成長に応じて変化するもの、だと受け入れています。
ありません。
乳児→幼児は基準も変わるので切り替わったばかりの頃はそう感じてしまうと思います
いように感じられます。
他の先生がお休みの時、大変そうだなぁと感じることはあります。
お迎えに行ったときに、お部屋にほとんど先生がいないときがたまにあります。
人数が多ければ多いほど安心ではありますが、予算の関係もあると思います。担任以外の先生も入ってくだ
さっていて、特に不足は感じていません。
今は0歳なので今後は人員不足を感じるかもしれない
不足しないように配慮していただいているのであり、先生方は大変なのではないでしょうか。
親の立場からは担任の先生の数は十分なように感じますが、実際の先生方の立場からすれば、お手伝いの
先生があと1人〜2人いれば助かるのではないかと思います。
登園やお迎えの時が他の保護者と重なると、先生のもとを離れたくない子供が多いなか不足を感じること
や、親として充分に先生と話せない時に感じるときはあります。
ある男児の暴力を把握していないことが何度かあった。
産休育休中の代理の先生問題。それにより散歩が減る、など。
非常勤が多いように感じる、特に夕方の保育。
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特に夕方のホールは少し心配になります。
体制を整えていただきたいです。子どもたちの笑顔と先生方の笑顔のためにも臨時でよいので、柔軟なサ
ポート要員の配備が整う制度を導入していただき、先生本来の業務に専念できる環境を整えていただきたい
です。
人数不足による保育品質について不満を感じたことはありません。それよりも保育士の皆さんの激務を緩和
することを目的とした人員増加は常にその必要性を感じています。待遇向上と共に。
朝/夕方は受け入れもあるので皆さん忙しそうです。
今年度から要配慮児が増えて対応に苦慮しているように見える。先生が忙しすぎ、休みは取っておられる
し、とってほしいが、その日は手薄感がある。
小学校に入ればもっと行き届かなくなると言われればそれまでですが、子どもたちのやり取りに目が行き届
いていないなと感じる時があります。
常勤が春から一人欠員、夏に一人長期休職は異常。
加配が必要と判断しているなら早番遅番にも加配をつける必要があると思うので早急に対応して欲しい（仕
事に支障が出ています）。
朝早くの受け入れで預けるが、その時の連絡が担任まで申し送りされてないことがある。
とがある。
お庭で遊んでいる時一人でぽつんとしている子がいた。誰も声掛けできていなかった。
とても細やかに見て頂いていて感謝している
クラスでもみることが可能なフリーの保育士が充実していることから、結果として保育士の人員不足
には至っていない。クラスの子供の人数に対して保育士が十分か不足かと問い直すと、保育士個
人の力量や目の届く範囲、容量といったものに関係するため、現在の優秀な保育士によって構成さ
れたチームであるから不足が感じられないだけであると考えることもできる。
【問17】調理を民間に委託することについてどのように感じますか？
小学校給食も、民間委託である。
先日のニュースでの残念な給食(中学校でしたっけ)を見て、民間業者の選定方法に不安を覚えます。
真心を感じない。
説明会での説明を聞く限りでは問題ないように思いましたが、園の先生が直接お話ししにくくなるなど不安要
素もあるので、注視していきたいと思います。
アレルギー面が心配です。
民間委託の流れに不安があるわけではないですが、現在専任の栄養士の先生がいることで大変恵まれた
環境にあることは日々感謝しています。現状ほどのサービスは得られなくなるのではと予想しています。
給食の質が落ちるのではないか不安がある。
しっかりとした業者を選定してもらえれば問題ないと思う。
区の雇い上げだから安心ということもない。結局は「その人」がどうか、ということだと思うので、各園も調理師
の居心地をよくして、調理師さんと職員、保護者との意思疎通がよく測れるようになればいいなと思います。
これまで食育の充実度に非常に感謝していたので、残念には思います。ただし、調理師が高頻度で退職され
ている実際を見ていますので負荷をかけるのを心苦しくも感じています。食育は子どもの一生に影響するこ
とだと考えていますので、個人的な意見ですが、食育を充実していただけるのであれば、保育料があがって
も構いませんし、むしろ保育士、調理師その他の職員の皆さんの待遇改善は必須だと考えています。
区の運営方法と同じで、人員も変わらないのであれば不安はありません。
何かしら問題が起こったときどうなるかが、やはり怖いです。責任の所在など。
今のところ不安は無いですが、業者切り替えが起こったときにどうなるのかは不安です。
これまで専属の栄養士さんが季節に合わせた献立を考えてくださったり、楽しく食べられるような工夫を独自
にしてくださっていたため、そういったことがなくなるとすればとても残念に思います。
委託先がどこかをしらないため不安。
区立一斉献立で自園調理なのであれば、外部業者への委託でも問題ないかと思う。
これまでのキメ細かい対応（薄味、季節を感じる食材・演出）がなくなってしまうととても残念です。
現状は出汁もきちんと作っていただいているので、委託後簡素化されてしまわないか心配です。
定期的な品質チェックをお願いします。
プロフェッショナルな日々の取り組みをみているので、委託して欲しくない。
これまで通り行っていた安全性の取り組みや、子供との交流などは、しっかり行う約束することを、最低条件
にしてほしい。委託が金銭面だけで決められないようにしてほしい。
今の給食システムに満足しているので、変わりなく楽しく美味しい給食だと良いです。
民間でも企業努力がされていれば良いと思います。
保育園に特徴があり、○○保育園は給食に力を入れていると聞いています。そのような保育園においては
給食の質が低下するだろうと予測されます。当然、民間の給食を利用したほうがコスト削減になるかもしれま
せんが、削減されたコストが保育士の給与や人員増加（保育園の価値向上）につながるのであれば賛成で
すし、何を目的として給食の民間委託を目指しているのか、その理由によると思います。
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神奈川の小学校のような事態になったら困る。
園の先生方から、きちんと監査をしていただいているので、不安は特にありません。
不安、というよりも、現在の保育園の給食が本当に素晴らしいので、残念という気持ちです。
させてもらっています。
不安です。
自由競争でより良いところへどんどん変えて行くべきだと思う。子供達の環境は時と状況により柔軟に変化さ
せるべき。変えるのは手間かもしれないが、ずっと同じところとなあなあである必要は一切ないと思っている。
思うが、なしくずしに原材料の選定まで委託に、など徐々になっていき、食の安全が担保されなくなることが
ないか不安。
品質管理のレベルは他区と比較してもレベルが高い認識ですので、親とのコミュニケーションの機会・指示系
統や問題発生時の速やかなエスカレーション体制が確立していれば特に問題は無いと思います。
昨年、区役所での説明会に参加させて頂き、お話を理解しました。
精神的により安心してお任せできるように、衛生面はどのように配慮しているのか、配達はどのように行うの
か、食材の放射線量はこども数値の基準内であるか、そういった内容を公開して頂きたいです。
うことですよね。
産地はハッキリと表示されるのか。食の安全の確保してほしい。
詳細について認識していないため何とも言えないが、料理提供時の温度が気になる。折角調理室があるに
も関わらず、冷めきった料理を出すのは反対です。
大磯の給食問題（虫など混入）騒ぎなどもあり、見えないところで作られることに非常に不安を感じています。
月1回の定期検査など食材、衛星面の確認がされているなら不安はない。
全面でも不安である。
ある。
現在の質が保てるのか少し疑問です。
先日ニュースになった、残食率の高い民間など管理や内容に問題がある可能性があるので不安。毎日の送
り迎えで給食の先生と顔を合わせる、見かける事で安心感がある。給食サンプルは継続してほしい。
何故民間への委託を進めたいのかを詳しく知りたいです。
われるのを目にする。理想論かもしれないが、民間委託をするのであれば透明性のある業者選定と定期的
なウォッチ（こどもの意見も取り入れる）が絶対に必要である。また、その場での調理ではないことにより調理
から時間が経過したものを口にせざるを得ず、食中毒の懸念とそれを防止するための対策により質低下が
起きるようであれば問題。
行動をします。
すでに実施済みであり不満はない。栄養士が配置され、食育が充実した点は良かったと思う。
保育園の調理というのは、神経をつかい、大変な仕事です。
調理業務委託、という仕組みはよくわかりますが、飲食業界が人手不足の中、委託の人も豊富とは思えませ
ん。委託のすべての人が一定のスキルがあるとも正直思えません。
民間委託により、内容が良くなるかもしれませんが、食材の安全性(農薬など )には妥協をしない業者さんに
してもらいたいです。食材は「生活クラブ生協」から仕入れるなどしてもらいたいです。
以前に勤務をしていた会社が、保育士さんの派遣や給食委託の業務をしていましたが、委託になると職員さ
んがすぐに辞めてしまったりして、職員さんの質の確保か難しいように思います。
取ってくれるので。
用にして頂きたい。
園内調理をしていただけれるのであれば、特に不安はありません。
こどものいのちに関わるという責任感を持ってもらえるのか心配。
なりました。
かりました。
調理の先生との献立やレシピに関する会話や質問交流があった家庭として、それが維持できたらいいなと
思っていた外部委託開始初年度でした。しかし外部委託会社の若い調理師先生とは残念ながら親としての
交流までは現時点でたどり着くことができませんでした。子どもからは毎日の調理さんの様子が伝わってきて
いたので、子どもながらガラス越しに給食を作っていただいているという実感はあるようでした。
調理場は従来通り、保育園内とするなど透明性確保に一定程度配慮して頂ければ懸念は解消する。
他県で民間に委託された給食がニュースになり、同じようなことが起きないか、気になるところではある。より
良くなるための委託であると思っているため、そのようなことが起きないことを希望します。
す。
民間業者の質については不安があります。
常にこの業者に委託するというように固定化してしまうと慣れあいによる質の低下につながるため、一定期
間ごとの契約とし、都度、委託業者の見直し、比較検討を行って決めていく必要があると思います。
委託にすることで、作りたてでなくなるのが不安。温め直したりするにしても、やはり作りたてが美味しいと思
う。味覚が育つ時期なので、園内調理に比べて嫌いな物が増えるのではと心配です。
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育/教育の受益者は個人ではなく、社会です。その観点からも保育/教育は公共事業です。公共分野の人員
不足対策が「民間への委託」というのは思慮が浅すぎます。是非、原点に立ち返って再検討をお願いしたい
です。
とは思えない。
不安はありますが、きちんと連携されていれば問題なと思いますが、営利を目的として材料の質が下がるこ
とが怖いです。まだ何か問題が起きた際の責任の所在にも不安があります。
公務員よりも職員のモチベーションがありそうで民間のメリットもあるかと思う。
今年から○○保育園でも始まっていますが、美味しく、特に問題を感じていません。
昨今の給食報道などを見ていると漠然とした不安はあるが、話し合いの都度報告がしっかりされるので、具
体化されてくれば大丈夫だと思う。
○○の業者さんは悪くないと思う。以前より良くなったような気がします。
昨今の待機児童のことや、私立保育園との格差を考えれば、給食調理業務の委託はもっと進めて、むしろ、
公立保育園が委託を出すことにより、委託業者全体の質を高めていけばよいと思う。
前述の通り、１名で26人分対応してくださっているので、具合が悪くても休めないのではないかと心配です。
先生に過度の負担がかからないよう、また、体調不良などの緊急時も対応できるよう、区立保育園等と連携
園で調理されており、満足しているため、このままを継続してほしい
のの校舎への持ち込み・配膳によるものだったため、調理業務の民間委託についての問題点がわからな
い。現在、子供を通わせる私立認可園は園舎内に給食室があることにより、それに携わる職員を「給食の先
生」として児童・保護者ともに認識しており、出入口では顔を合わせて挨拶できることで安心感があることは
事実だ。
【問19】スターティング・ストロング・プロジェクトについて、知っていた事を教えてください。（いくつでも可）
スターティングストロングプロジェクトという名前についてですが、日本語の方が認知しやすいと思います。
し人的、時間的な余裕がないと、ご指導も活かせない(先生方がますます大変になる)のではないか、というこ
とが心配です。
ました。
幼児教育、注目されてますね。おもしろいと思います。
行政は、この活動を療育の代替とはとらえてほしくないです。本当に必要な子どもへのサポートが減らないよ
うにしていただきたいです。
専門家の目が増えることにより、気になる子の早期発見や保育士加配などが、園長の力量によらず各園で
確実に行われるようになると嬉しく思います。
何を具体的にしているのか教えてほしい。指導をした実績は保育園の掲示板で報告するなどしてほしい。今
年度は一度も見かけていないが実施しているのか知りたい。
な活動を期待しています。
区報等で、紹介文は読みましたが、実際現場で何が変わったのかはわかっていません。
全園一律になるようにしてほしい。
積極的にやって頂きたい。
実際の関わり等、詳しく知りたいです。
全く知らなかった。
実際にお世話になっています。
親だと気付かなかったことを、専門家の方が見て支援して下さるので、助かっています。
保育士のスキルをあげて欲しい。
内容も言葉も覚えにくい。結局なんなのかよくわからない。
現場出張型、良い印象です。
実際にどう取り組んでいるのかが見えてこない。
区報でもう少し特集して頂きたい。
知らなかった。
実際に関わっていただき感謝しています。表示、説明など個別性に対応していただき、のびのびと園での生
活を送ることができているようです。チームとの面談は、開始時点または中間と、終了時での評価で年単位
程度に、もう少し長期で関わっていただけると良かったと思います。
の駆け込み寺となるような一元化された組織が必要と考えています。窓口や制度を複雑化させることなく、シ
ンプルな育児支援の体制の確立を望みます。
兄弟ともにお世話になっています。
親では気付かないことを指摘して頂いたりと、助かっています。
定期的に通うことで、少しずつ改善してるなぁと感じます。
内容は区報で知ったが、保育園での具体的な施策まで落とし込まれていないという印象を受けている。
父母連の集まりで区から説明がありました。パンフレットの内容にとどまり、会場からの質問に答えられな
かったので必要性のある事業なのか分かりませんでした。
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理想を掲げることは非常に大切だが、足元を見て現実的なこと、やるべきことを明確にして、着実にやるべき
ことからやる方がよいのではないかと思う。
遊びグループというのが具体的にはよくわかりません。
頂きたい。
自分は親の判断で自発的に教育ｾﾝﾀｰに通っているので、内容は何となくわかるが、今年は手探り状態だっ
たので、この制度を発揮させるため数年かかると思った。また、この広く浅い制度の為に、療育の範囲が狭
まった事は、本末転倒だと思う。少数かもしれないが、必要としてる人が受けられないのは良くない。
その予算があるなら、どうか保育園の増設と、認可外保育園を余儀なくされている家庭への補助(4万でも全
く足りていないと思います)、保育士(私立園)の待遇改善に充てて下さい。
知ってはいるが、実際にどう役立っているのかがわからない。
何もわかってないです。すいません。
保育士の先生は十分知識と経験をお持ちだと思いますが、なにかプラスアルファされてさらに良くなるなら良
いと思います。ただ、対応に時間をとられてただでさえ忙しい先生の負担が増えるのは心配です。
親への研修は受けてみたいです。
チラシ配布を覚えています。その啓蒙内容がどんな機会に発信されるのかどんな機会で触れられるのか意
識していたのですが現時点ではそれらの内容に接することができていません。
詳細に関する情報を保育だよりに記載するなどお願いしたい。
プロジェクト自体はよいが、実際に園にプログラムが来た後に話を園に聞いても、職員が理解した、効果が
あったとは思えない。1回来ただけで何の意味があるのかと思う。
まだこれからだとは思うが、療育を園や家庭に任せようとする狙いなのだろうが、うまく行くようになるには相
当な時間がかかると思う。
文面で見ると立派だが、実際にやっていることは薄っぺらいものに思えました。
案内はみたがそれ以外具体的には全くしらない。
横文字で表現するのをやめてほしい。格好いいかもしれないが意味が伝わりづらい。
政策名は覚えてなかった。
【問20】保育士体験をしたことがありますか。
11月に体験予定です。
体験したいが、簡単に仕事が休めないため、困ることがある。
子どもも希望しているようなので、卒園までには体験したいと考えています。
先生たちの負担もあるようで、日程がかなり制限されてます。
保育参観とは別物ですよね？自分の子供のクラス以外で体験をしてみたいです。どうしても自分の子供がい
るとその子に気が行きがちで、子供も親のところにべったりになるので。
平日では無理。
体験すべき理由がわからない。
自分の子どもが園でどの様な様子か見たいので、期間が設定されていると参加しやすいと思う。
今年行われた、保育参観の内の一部程度が丁度よい。
子供と関われ、保育園の様子も観れるとても良い取り組みだと参加して感じた。
凄く良い機会だと実感しております。
たいです。
安心できるため。
興味はあるものの時間がないので参加が難しい。
体験できると、今以上に保育士さんへの理解が深まると思いますが、保育参加など様々な行事がある中、追
加で有休をとってまでは参加する必要はないと思っています。
できれば、父と母とどちらも参加させてほしい。
保育参観があるので、それで様子がわかるのであまり必要を感じない。
を預けるのも不安かと思います。
保育士体験のプロジェクトより、現保育士さんの待遇改善を文京区ＮＯ１でやって頂きたくよろしくお願いしま
す。
平日だと親も仕事なので、なかなか叶えられず残念。
園に募集と書いてあったのを見たことがあるが、忙しそうで聞きにくい雰囲気がある。本当はやりたいが参加
の敷居が高いと感じている。
来週する予定です。
子どもが通っている保育園は保育参加や参観がなく、代わりに保育士体験なのでそれだとゆっくり子どもた
ちの様子がみれないので保育士体験は自由希望でよい。
きめ細かく見えない仕事を知ることができそうですが、無駄な仕事も多い印象なので体験すると不満や疑問
を持ちそうで体験したくないです。
なかなか休みが取れないので興味はあるが難しい。
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保育士の先生方のご努力や創意工夫や大変さを実感することで、感謝の気持ちが生まれるとともに、自分
の子供の発達レベルについての気付きの場となる大変貴重な場です。是非皆さんに活用して頂きたいです。
文の意図もわかり、相互理解に繋がると思いました。また、ちょっとした行動も勉強になることが沢山あり、初
めての子育てにはとても役に立ちました。
年一度の保育参加で満足しています。
普段のこどもの生活を参観する感じでの体験は続けていきたい。
保育参加の日程がもう少し幅があるとありがたいです。
保育士の先生方の苦労を知り、当たり前ではなく感謝と協力をする気持ちが必要だと思います。とてつもなく
大変な仕事だと思います。
学生時代に体験し、大変さを痛感しています。
が持てた。
一方でオペレーションが複雑でもっとシンプルな導線にした方がよいと思う。モノの置き場所等を変えれば無
駄な仕事が減らせるのではと思った。
強制参加制ではなく、希望制にして欲しい。
保育参加で十分です。
体験はしてみたいとは思うが、自分の子供がいるとなかなか難しいと思う。
年に二回ある保育参加で充分だと思う。
先生方の大変さが分かり、改めて先生方に感謝しました。
複数未就学児が居る状況ですと各子供で保育士体験を強要される状況（雰囲気）は親の仕事的にもかなり
厳しい状況でした（過去形ですが）。兄弟姉妹で同じ日に体験出来るようにしていただけると助かります。
自身が保育士なので特にその必要は感じませんが、父親が体験してみるのはいいことかもしれないと思うの
で、ひと家庭につき一人参加なら父親に行かせます。
ともよくわかるようになる。
ます。
園の都合か、先生が積極的にすすめてくださらない。
制度の名称にやや違和感があります。やりがいや大変さを体感する職業体験の類ではないのですから、保
護者の保育参加や保育参加型参観の方が適切なのではと思います。
前回はじめてだったので全然参加できなかった。
保育士さんではないですが、イベント託児でお子さんたちを何人かお世話することはありました。
任意といえない。
保育参観のことですか？
保育参観で十分。
にくい。
体験の仕方がよくわからなかった。保護者参観との違いなど。
年一回の保育参観（保育参加）を年二回開催してくれるとありがたいです。新しいお友達が増えたばかりの
頃より、慣れた頃の様子も見たいため。
我が子への接し方に悩んでいた、今より幼い時にやりたかったが、同時に、有休は体調不良で取っておきた
く、また、自身に余裕が無かった。
保育参加というイベントがあるので特に要らないです…。
途中から入園した身としては、名前と顔を認知する機会、自分の子が、どれくらい皆に馴染めて居るのか知
るには良い体験だと思います。
時間がないです。。
一度体験して先生の大変さ、すごさをおもい知ったので……笑。
在園中一度は体験するといいと思います。
体験したいが、それ以外の保護者会や個人面談・参観、子どもの病気で仕事を休まないといけない日が多
いことを考えると、保育士体験にまで手が回らない。
要配慮の子供が多くいるクラスに参加をしてみて、実際お散歩に付き添ったのですが、先生は要配慮の子の
だっこに手を取られていて、人数がもっといないと通常の子供たちの保育に手薄感がある。
保育参観でもある程度体験できている感じがします。
興味はあるが、本当に大変そうなので、会社の有休を使ってまで体験したいとは思わない。
ていただきたいです。
年に1回程度であれば、楽しく体験できると思いますが、毎日こどもたちと接している保育士の方々は、楽し
いだけではないと思います。毎日、安心して預けることができ、親として感謝の気持ちでいっぱいです。
で、不要かとも思います。また、今回は事前準備等が必要なものでしたが、日頃勤務している身分には負担
が大きく感じました。
保育士の皆さんからすると、ほんの入り口部分に触れたにすぎない経験ですが、日々の感謝と尊敬の念を
抱くきっかけになった体験でした。
しかし仕事が休めない。
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是非もっと体験したいと思います。
1歳児クラスで体験させていただきました。子供たちに嫌がられないか不安でしたが、保育室に入った瞬間か
ら子供たちがたくさん集まってきて、そのパワーに圧倒されつつも、楽しく過ごすことができました。たくさんの
大人に囲まれて育つことの良さも感じることができました。
もともと子供が苦手なので、向いていない。
普段の保育を知れた上、とても楽しい体験でした。
教えてください。
保育参観、親子体操教室
イベントや行き帰りの先生方とのコミュニケーション
運動会、保護者会、歯科指導。クラスの他のお母さん、お子さんの様子がわかるので安心できた。

はない。保育士体験を預け先保育園にて行うことで得られるものもあるだろうが、現在でも充分以上に園児
たちとの関りがある状況において、預け先園での一日保育士体験が園の運営に良い影響を与えるとは考え
づらい。また、他園にて一日保育士体験をすることを考えた場合、一日だけで何かができるほど保育は簡単
なものではないと考える。それよりも、一日しっかり参観する。または、調査・観察の目線で毎日の送り迎えに
て保育をみることが重要と考える。保育士の側に立って保育をみることにより、保護者が初めてわかることが
ある。そのために保育士体験の機会が設けられているという制度には賛同する。
【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？
行政との橋渡し、いつもありがとうございます。
ます。
入園前の3月開催は役にたった。（注：父母連では３月にパパママトークというイベントを開催）

正直負担が大きい。共働き世帯がほぼ100%なので、簡略化できることはどんどん削って良いと思う。長い資
料やメールも送られても見る時間がない。
区の状況や考え方を知る良い機会。
いつも保育園全体のために活動いただきありがとうございます。
お忙しい中、子どもたちのためにいつもありがとうございます。
現在、父母会役員兼父母連担当のため。
父母連のみなさま、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
昨年度、クラス役員（父母連担当）をしていました。
父母連みなさまの活動に感謝しております。今年は臨時のアンケートなど参考意見がたくさんいただけたの
で父母連は心強い存在だと改めて感じました。
運営委員さんには頭が下がります。
文京区の保育の現状を調べていて存在を知った。継続して行われているアンケート調査や、それを基にした
保育のあり方協議会での議論は重要なものであると認識している。

以上
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父母連アンケート2017自由回答（全体コメント）

対象 内容 オムツの持ち帰りについて

園 要望, 感謝

今年は、保育参観がなくて、保育士体験が必須と言われましたが、保育参観でいいで
す。なぜ急に必須になったのでしょうか。
保護者会のスリッパが今年度からなくなったのですが、職場から直行することもあるの
で、原則持参にするとしても、用意もしておいて頂けるとたすかります。お茶はいらない
です。
オムツの持ち帰りは早急になくして頂きたいです。一度集めたオムツを各個人に再分
配することは、無駄な労力であるだけでなく、感染管理上ありえないと思います。
防災着は、必要なのでしょうか。私立園では用意しません。全く着ずに小さくなってゆく
服を準備して、布を縫い付けるのは負担です。ビブスのようなものを、園で一括準備す
る方が、皆の負担が少なく、実際の避難時にも子供の見落としが防げて良いのではな
いでしょうか。
いろいろ思うことはありますが、毎日楽しく通っている様子で、感謝しています。

行政 要望 費用負担があってもオムツは持ち帰るべきではなく、園で処理した方がいい。

行政 要望
おむつを保育園で処分して欲しい。早めに迎えにいくとおむつを仕分けするために職員
が拘束されていたり、帰ろうとすると渡せてなかったオムツを持って追いかけてこられる
が、園で処分すれば人員に余裕ができるのではないか。

行政 要望

使用済みオムツを園で廃棄して頂きたいです。私立保育園では殆どが廃棄して頂ける
中、敷地的にも広さを確保出来ている区立だけ持ち帰りが無くならないのは何故でしょ
うか？
持ち帰り開いて確認される方は皆無かと思います。園廃棄となれば、園、保護者両者
の負担軽減になるのは間違いないと思われます。

行政 要望

オムツの持ち帰りが不衛生だと思います。健康状態を知りたい親がいるからと行政は
言っていますが、それは連絡帳などに便の硬さなどを書いてもらえれば事足りると思い
ます。一億総活躍社会で働くママを応援するのであれば、負担を少なくして欲しいで
す。保育料上乗せでも良いから処分でし欲しいです。

行政 要望

（毎年出る意見だとは思いますが）おむつの持ち帰りは、保護者はもとより保育士さん
にも仕分けやオムツ箱の洗浄などで負担になっているのではないかと思われ、早く無く
なればよいのにと思います。他の区でも聞いたことがなく、なぜ文京区だけ頑なに持ち
帰りルールを継続しているのかわかりません。

行政 要望 オムツの持ち帰りをやめてほしい。
行政 要望 オムツの持ち帰りを早急に廃止して欲しいです。
行政 要望 オムツの持ち帰りはそろそろやめたい。

行政 要望
長年意見があがっていますが、オムツの持ち帰りは衛生面のためにも、止めるようにか
えて欲しいです。

行政 要望
オムツを持ち帰ることに疑問を抱いています。なぜ持ち帰るのでしょうか。保育園、家庭
の両方にとても負担がかかるので、すぐにでもやめていただきたいです。

行政 要望 おむつの持ち帰りをなくしてほしいです。

行政 要望
不衛生なので、おむつの廃棄を検討してほしい。私立園でできているのは、少人数の
ため廃棄に費用が少ないからなのかと憶測している。区立園は大人数のため、費用が
かかると思うが、私立も区立も保育費用は同じななので、できるようにしてほしい。

行政 要望 毎回出ているとは思いますが乳児のオムツ持ち帰りをやめてほしい。

行政 要望

認可園にはベテランの先生も多く日頃の保育内容には大変満足しております。しかしそ
の気持ちを打ち消し且つマイナスなものにさえしてしまう意味不明の習慣がオムツの持
ち帰りです。毎年こちらで意見を書いていますが、全く改善さません…
雑菌まみれのオムツを園内はおろか、町中までも持ち歩かなければならないこの決ま
りは本当に異常です。胃腸炎が流行すると園ではいちはやく警告のレター等が貼りださ
れますが、胃腸炎に感染している(かもしれない)子供のオムツをバケツに保存し、夕方
まで放置する今のシステムで感染予防をうたっても全く意味がないと思います。
エコの風潮の中で、毎日大量のレジ袋を消費することにも大いに疑問を感じます。
早急な撤廃を求めます(3年目のお願いです)。

行政 要望 オムツの持ち帰りをやめて欲しい。

【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。
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行政 要望
これまでの認証保育園では、オムツは処分してくれていましたが、今の保育園では持ち
帰りになっています。使用済みオムツを人別に振り分ける保育士さんの負担軽減にも
なると、思います。

行政 要望 オムツの持ち帰りをやめて欲しい。
行政 要望 おむつの持ち帰り制度の見直し議論の強力な後押しをおねがいします

行政 要望

毎年議論になるオムツの持ち帰りについては今年こそ対応していただきたい。困ってい
る親が山ほどおり、他区と比較しても遅れている(もはや持ち帰らない保育園の方が多
いのでは、新規の私立でも持ち帰りはあまり聞かない)と思われる。また現場の保育士
の意見としてはどうなのか。オムツに持ち帰りにより、衛生面が悪く感染する可能性も
ある。(もちろん持ち帰りにより家族が感染する可能性も高い)

行政 要望 オムツの持ち帰りは必要ない

行政 要望
保育全般には満足しております。おむつ持ち帰り廃止が実現できるとさらに全体の満
足度が向上すると思います。

行政 要望 オムツの持ち帰りをしないでいいように改善をお願いしたいです。
行政 要望 使用済みおむつの持ち帰りをなくして頂きたいです。

行政 要望

おむつ持ち帰りはありえないし、その理由が衛生的理由やら、健康チェックというのは
本当におかしなこと。不衛生極まりなく感染症の予防の観点からは、非常識である。来
年から変わると聞いて安堵したがこの冬が、恐怖。これで今までやってきたというのが
しんじがたい
しかし変わるのは父母連等のおかげだとおもう。今後も期待している。給食委託は絶対
反対

行政 要望, 感謝

オムツ、シーツの持ち帰りをやめてほしい。子供が複数の場合、雨が降った場合、月曜
と金曜の負担が極端に重い。
子供の支度が終わらないと預けられない制度を再考してほしい。保育時間内であれ
ば、その理由がわからない。
延長の時間帯に翌日の支度を乳児室で出来ない制度を改善してほしい。
ただ、保育士さんには大変感謝している。

行政 要望, 感謝
オムツの持ち帰りは、手間も時間も場所もとる上、不衛生なので、園で処分して欲しい。

行政 要望, 感謝

基本的に保育士さんたちには患者している。よく見てくれており、愛情が込められたコ
ミュニケーションをとってくださっていると感じる。
要望というか、一点指摘になるが、園に置いてある靴に、その日履いた靴下を入れ、そ
れを一週間掃かせるのは不衛生です。大人でもそんなことはしないし、ましてや子供の
足は多汗。それが普通になってしまっている保育士さんらの感覚のズレが気になりまし
た。
また、親が有給の際には子どもはなるべく自宅で見るよう言われたが、親にも通院や休
息など事情がある。働いている親は休んではならないかと苦しくなった。子どもを預けて
自分が休むことは後ろめたい事だなんて、なんて苦しい社会なのか？ある程度は許容
してほしい。
おむつは園で処分してほしい。

行政 要望, 感謝
いつも細やかに子供を見てくださり感謝しています。要望を挙げるとすれば、できれば
オムツの持ち帰りは廃止して頂きたいと感じています。排泄物の持ち帰りは衛生的に
見て不安があります。

行政 要望, 感謝 オムツ持ち帰りの廃止を、はやく。

行政

待機児童数がいる中、遠方の保育園へ通われている方がたくさんいらっしゃいます。
そんな中、乳幼児のオムツの持ち帰りは改善する必要があると、おもいます。現在の状
況が分かりかねることから意見させていただきます。
バスなど利用して登園する際、オムツの匂いや衛生的にとても気になります。特に雨天
時は尚更バスを利用するので、閉め切った車内、迷惑です。
また毎日のことを考えると両者にとって負担が大きいので、ご検討ください。

対象 内容 主に園（各園や保育士個人）向け

園 感謝
命をあずかり、成長を見守ってくださる大変なお仕事を…本当にありがとうございます。

園 感謝 いつも良くしてくださってありがとうございます。特に園の運営に不満はありません。
園 感謝 概ねよく見て頂いていて感謝している。
園 感謝 いつも丁寧に子どもを見ていただき、感謝しています
園 感謝 保育士さんには良くしていただいて感謝してます。
園 感謝 忙しい中、連絡帳で1日の様子を教えていただきありがたいです。
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園 感謝
いつも子どもたちの成長を見守ってくださっていることを感謝しています。その一方で、
体調を崩されたり、退職されたりする先生方が多く、心配しています。

園 感謝

いつも、色々なことにご配慮頂いた保育をありがとうございます。子どもも保育園が大
好きで楽しんで通っております。
連絡帳を通して園での様子はわかるのですが、延長保育になってしまったため、日中
の様子を担任から聞く機会が減ってしまいました。今のところ、確認したいことがあれば
別で連絡、確認するようにし、大きな問題はありませんが、残念ではあります。

園 感謝

学び（数や文字など）を取り入れた保育内容に変わり、保育園でその経験がなかった上
の子に比べて、下の子は格段に頭の出来が異なり、保育時間中の学びの大切さとあり
がたさを実感しています。先生方にはいつも感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとう
ございます。

園 感謝 いつもきめ細かな保育をしてもらえて園にはとても感謝しています。

園 感謝
先生方には、毎日お忙しいなか子ども達にあたたかく接していただいていつも感謝して
います。

園 感謝 すごく良い環境で教育を受けていると感じます。先生方には感謝をしています。
園 感謝 先生方にはとても感謝しています。ありがとうございます。
園 感謝 設備がよく、ありがたいです

園 感謝
子供が毎日楽しく園での生活を送ることができているのも、保育士、職員の皆さんのお
かげだと日々感謝しております。今後ともよろしくお願いします。

園 感謝
毎日忙しい中、必ずお迎えの時間に声をかけてくださる先生方に本当に感謝していま
す。連絡帳を毎晩夫婦で読むのがいやしの時間です。

園 感謝
大変助かっています。先生方には、よく子供を見ていただいて、子供も園に行くのを毎
日楽しみにしており、安心しています。

園 感謝
いつも温かく子供達を見守り導いてくださり、感謝の気持ちでいっぱいです。また、より
良い保育を目指して日々試行錯誤してくださっている点も大変有難く思っています。

園 感謝
保育士の先生には、とてもよくしていただいて、感謝していますし、先生として敬意を
持っています。
ただ、人数的に、少なくて大変そうだな、と感じています

園 感謝 とても環境の良い園なので、少々距離があっても通わせ続けたいと考えています。

園 感謝
愛情深く、しっかり面倒見ていただいていると感謝しております。食事や遊びも家庭で
体験させられてないこともたくさん体験させていただいてます。

園 感謝
しっかり子供達を見守って頂き、子供の日頃の成長にも目を見張るものがあり、大変感
謝しております。

園 感謝
いつも温かく子ども達を見て下さり、保護者とのコミュニケーションも密なので、安心して
子どもを預けられます。

園 感謝 園の保育士の質の高さに満足しています。

園 感謝
園長先生はじめ職員の皆さまが充実した園生活になるよう日々力を注いで下さってい
ることに感謝しております。

園 感謝
先生方のお陰で娘は毎日楽しそうに保育園へ通っています。いつもありがとうございま
す。

園 感謝
いつも娘をみてくださり助かっています。年長になり、先生方のおかげで本当に成長し
たなと思っています。
ありがとうございます。

園 感謝
環境のよい恵まれた園に通わせていただいていると思っています。父母連運営委員の
みなさまにも感謝しています。

園 感謝
育児で悩みができても、先生方から我が子の性格を見ての助言を頂けるので、ありが
たいです。
本やネットで調べるより良いです。

園 感謝 いつも突然起こる事態に柔軟に対応していただけることに本当に感謝しています。

園 感謝

色々あった園なので、いまも思うところがある方がたくさんいるのだろうと思いますが、
先生方も、親御さんも、結束してみんなで園をより良くしようとがんばっています。辛い
思いをしてしまった皆さんのためにも、この園を良くしていきたいです。今いる先生がた
にも、辞められた先生方にも深く感謝しています。

園 感謝

とてもアットホームな園で通園できることを有り難く思っています。園庭が狭いことが気
になっていましたが、近所の公園にお散歩に行ったりと考慮もしていただけて安心して
います。また、園でたくさんのことを学んでいるようで気付いたら出来ることが増えてい
ることが多く、家庭の代わりをしていただけているので本当に感謝しています。

園 感謝 とても感謝している
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園 感謝 保育園に入れてとてもありがたく、先生方とても良くしてくれて感謝です。

園 感謝
いつもありがとうございます。安心して子供を預けております。今後とも、どうぞよろしく
お願いいたします。

園 感謝
いつもありがとうございます。子供の体調にも配慮して保育していただき感謝していま
す。今後とも宜しくお願いいたします。

園 感謝
いつもありがとうございます。保育園に入れたおかげで親子ともに世界が広がりまし
た。

園 感謝 保育園は正に働く親の支援者

園 感謝
区立の保育園に関しては、どこも均一な保育を保障している印象があり、安心感があり
満足しています。先生方みんないつも明るく対応して下さり、とても信頼し、感謝してお
ります。これからもよろしくお願いします。

園 感謝 色々と相談にのってくれたりアドバイスを頂いたりいつも助かってます

園 感謝

いつも大変お世話になっております。子供達も楽しんで通えてるみたいで、とても満足
しています。
来年には卒園を控えていますが、保育園で培ったことを、今後にも活かして欲しいなぁ
と思っています。

園 感謝

クラスを超えて先生方がお声を掛けて下さったりお話しを聞いて下さり、良くして頂き感
謝しています。また毎日の子供たちの対応やお世話でお忙しい中、運動会やお祝い会
などの道具や舞台セットの製作は大変だと思いますが、工夫されていてステキでいつも
関心してます。比較的恵まれた環境(遠足があったりプールや園庭があり)の中で生活
ができ良かったです。

園 感謝
保育園を利用できていることに感謝の気持ちばかりです。
保育士の人員不足で皆さまの負担や体調など気になります。

園 感謝
いつも子供に優しく接していただきありがとうござます。行事などでは働く父兄の代わり
に準備をしていただき、大変感謝しております。

園 感謝
保育の質が保たれているおかげで安心して仕事ができ、かつ子供も適切な社会的介
入を受けながら成長できていると感じています。優しく気長にご指導いただいている先
生方に大変感謝しています。

園 感謝

先生方の日々の保育に感謝の気持ちしかありません。いつもありがとうございます。
ニュースでも保育士の仕事、待遇が取り上げられることが多い昨今、それでも保育士を
してくださっている先生方のおかげで私自身が働くことができています。
先生方が少しでも働きやすい環境を作っていくために、何かできることがあれば、ぜひ
協力したいです。
また、知人から、子どもを送った後のママチャリが猛スピードで歩道を走っていてとても
恐いという話をされました。
保護者側も、地域の中で保育園を受け入れてもらう努力が必要だと感じています。

園 感謝 担任になる保育士さんは子供たちのことをよく見てくれているので、ありがたいです。

園 感謝
毎日感謝しかありません。
ありがとうございます！！

園 感謝 いつもありがとうございます。毎日楽しく通っているようで，安心しています。

園 感謝
基本、仕事ができる体制に感謝しています。
当然のこととは思いますが、先生方の対応の差はあり、親が本当に救われ助けられて
きた先生方がおられる一方、事務的だなと思うときもあります。

園 感謝 子供の個性を伸ばすよう、関わってもらえていると感じます。
園 感謝 先生同士の申し送りも良くできていて、安心して預けられます。
園 感謝 保育園では先生方によくやっていただいていると感謝しています。

園 感謝
園内イベントの先生方の創意工夫にいつも感動しております。子供たちも毎回楽しんで
参加しているようです。

園 感謝 現在の園の施設や、保育士、職員さんには大変満足しております。
園 感謝 いつもありがとうございます
園 感謝 園の先生には感謝しています。父母会の方々も、様々な活動を有難うございます
園 感謝 特に問題はなく楽しく日々過ごしているようです。

園 感謝
入園以来、親子共に楽しく通わせて頂きました。園の雰囲気、運営がこのまま変わらず
だといいなと思います。

園 感謝
子供達がのびのびと遊び、学んで成長しているので、園長始め、先生方に感謝してい
る。

園 感謝
子供のことを考え、色々対応してくださっており、先生方には感謝の気持ちでいっぱい
です。とても可愛がってくださっています。
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園 感謝
年長クラスですが、子供の自主性に合わせて考え、話し合いで活動を決めていくような
取り組みもあり、素晴らしいと思います。また、工作など資材をふんだんに与えて自由
に制作させてくれ、とても楽しんでおります。

園 感謝
いつもありがたい気持ちでいっぱいです。よく子供のことに気づいてくださっています。
卒園済みの上の子含め、いまのとこ二人でのべて10年間、一回も保育園に行きたくな
いと言ったことがないのが、いい園である何よりの証拠です。

園 感謝 素晴らしい環境に毎日こどもを預けて安心して働けており、感謝しております。

園 感謝
とにかく子どもは楽しんで通っているので、それで十分です
製作もたくさんしているようで、いろいろな経験をさせていただいていると感じています

園 感謝 少人数でゆったり過ごせていると思います

園 感謝
いつも丁寧な保育をありがとうございます。皆さんのお陰で安心して預けて働くことがで
きています。重ね重ねありがとうございます。

園 感謝
幼児クラスが合同で遊ぶ機会が増え、他クラスの先生や友達と親しくなれたことで人見
知りや物怖じが減ったように思います。他クラスの先生方も目をかけてくださっていて大
変感謝しています。

園 感謝 現在の保育体制には充分満足しています。

園 感謝
兄妹で毎日楽しく通わせていただいております。先生方には日々のあたたかい保育、
本当に感謝しております。ありがとうございます。

園 感謝
子供の特徴、先生なりの長所・短所の分析はしていただいており、聞いている限り、家
庭内でも同感する部分が多く、しっかりと見てくれていると思う。

園 感謝

集団生活の中で、家庭ではなかなか教えることができないルールを教えていただき助
かっています。
また、なかなか家庭では敬遠しがちな遊びや体験を考えてくださり、ありがとうございま
す。

園 感謝 いつも安心して預けることができ、満足しています。

園 感謝
きめ細かく、日々見てもらっていると感じております。子どもの人数も多い中、クラスの
先生方はいつも落ち着いている雰囲気があり、安心して預けています。

園 感謝

園長先生、副園長先生は、玄関の出入りという短い時間の中でも、いつも温かく声を掛
けてくださり、すこしの不調にも気がついてご配慮くださって、その細やかな気配りに大
変ありがたく思っております。このまま転勤なくずっと同じ先生方にわが子を見ていただ
けたらどんなに幸せかと思います。クラスの先生にも、難しい年頃のわが子を温かくご
指導いただきいつも感謝でいっぱいです。

園 感謝 よく見ていただいていると思います
園 感謝 いつもありがとうございます。　日付が変わってしまい申し訳ございません。

園 感謝

長男が幼稚園、次男を保育園に入れて保育園の至れりつくせりな体制に本当にびっく
りしました。そして登園時間も降園時間もまちまちな中で、課題を持って関わって下さ
り、イベントも工夫して下さる事にとても感謝していると同時に、先生がたの大変さが気
になります。専門家の介入、とても良いと思います。
また、区立保育園へ一時預かりをお願いした際の職員の先生の大雑把なきつい対応
に心底幻滅していましたが、我が子が通う私立保育園は温かい先生ばかりで落差にも
驚きました。

園
感謝, 悩み

ごと

体力ある子のお昼寝について。夜が日々遅くなり実は現在ほぼ毎日24時の就寝で成
長関係を心配してます。昼寝も大事と思いますし先生方も休まる時がないと思います
し、文句ではなく悩みです。

園 要望 お昼寝の時間が長い（3時間以上？）ようなので、もう少し短くして欲しいです。
園 要望 保育士の先生方が、無理なく、長く勤められることを望みます。
園 要望 幼児クラスに関してもっと課外活動をしてほしい

園 要望

門の開閉の際、ベルを鳴らさなくても保護者同士で扉を開閉するので、保護者では無
い方が入る事を防げないので、危険者が入らないか不安である。お迎え札も徹底して
おらず、保護者かどうかの確認が判別しにくい。冬に近づき辺りが暗くなったので余計
に不安である。お忙しいとは思いますが、どなたか立っていただいて、目視していただく
などが検討頂きたいです。

園 要望 玄関の階段は非常に危ないです。特に朝の雨の日は階段から落ちそうで怖い。
園 要望 園児に対して保育士の人数が少ないと思うことが多々ある。
園 要望 玄関が狭く、送り迎えの時に混み合って困る
園 要望 他の保育園のことがわからないので、交流してみたい。
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園 要望
先生への評価的なものを伝える場があると嬉しいです。先生のこういうところに感謝を
している、気をつけてほしいなどを具体的に伝えることで今後の参考にしていただけた
ら嬉しい。全体的なアンケートじゃなく、具体的に担任へ、など。

園 要望
お迎えの時に自転車を並べるスペースが限られているにもかかわらず、次に来る方の
事を考えないで置く人が多い。今後、ペンキなどでラインを引いてくれた方が皆、それに
合わせて駐輪すると思います。

園 要望
プールの実施回数が少ない。7月は梅雨で実施が少ないし、まだかなり暑い9月にはも
うシャワー実施だけになってしまう。梅雨明けの頃7月半ばから9月半ばまでの期間を
プール開催期間に検討してほしい

園 要望
園内でおきた大きな事故、怪我については保護者全体に周知させて欲しいです。園側
だけの責任ではない場合もあると思います。保護者も一体となって再発防止に努める
べきと考えます。

園 要望
子どもの苦手な部分を取り出して保護者にネガティブな報告をする保育士がいるので、
改善を希望します

園 要望
保育士さんがもっと働きやすい環境を保護者も含めて作っていきたいです。それが質
の良い保育につながることだと思います。

園 要望 担任の改善は早急にお願いしたい。

園 要望
先生と保護者のコミュニケーションの時間がもう少し取れると良いかと思います。
イベントがもう少しあっても良いと思います。
お散歩や外遊びの機会が増えると良いと思います。

園 要望
年に2回ある害虫駆除の日程が予めわかっているなら、早目に教えて頂きたい。土曜
日の休みの調整をつけるために。直前ですと、休みの調整が困難です。

園 要望

先日男女平等センターでの展示を拝見しましたが、区立の認可園の中でも特に他園と
比較してあまり園の特徴がないように思います。残念ながら、希望の園に必ずしも行け
るわけではないという状況の中、園によって差があるのは不公平だなと感じています。
保護者がお金を出し合ってでも、体操の先生を呼んで体操プログラムなどを実施してい
ただきたいです。

園 要望 外遊びの充実

園 要望
お知らせがギリギリなのでもっと余裕をもってアナウンスしてほしい。（持ち物や、布団
の切り替えなど）

園 要望
兄の在園時に比べ，食育の時間が激減している．通園先が異なるため，園の問題なの
か，最近の傾向なのかは判断できないが，非常に残念．

園 要望
送り迎えが祖父母にお願いする事が多く、お知らせなど確認出来ない事や知らない事
が沢山あるので連絡、通達をこまめにしてほしい

園 要望

よく子どもをみてくれ日々の様子を細かく話してくれる先生もいてそれについてはとても
感謝しているが園としてのやり方や考え方には日々不満を感じるし保護者と園とのやり
とりも全く(保護者会がないので話し合う機会もない)ないのでこれから先もこのような状
況なのかと日々悶々としている。

園 要望

クラスだよりはクラス担任によって頻度が変わるものなのか。乳児クラスのときは行事
のお知らせ以外はなかった。なかなか送迎時にクラス担任に会えることがないので、ク
ラスだよりは出して欲しいと思っていた。
また、副園長が病気がちだったことは前年度から予想されていたと思うが、卒園児のク
ラス担任が一番ベテランだからと代替し続けているのは納得いかない。結局一人担任
状態になっているように思う。きちんとした対応を求める。

園 要望 泥んこ遊びの際はそれ用の洋服と靴を用意し、持っていくシステムにしてほしい。

園 要望

今年から着任した園長と全くコミュニケーションが取れない。
この園長に子供の成長を任せるのが心配でなりません。
また運動会のプログラムは一部の子供に合わせ、かけっこやスキップが無くなったりと
その年齢の成長に応じた健全なプログラムで無くなっているのも園の怠慢です。
去年までは、年長クラスで自転車が乗れるようになるまで園長先生が1人1人に付き
合ってくれたり、年中や年少でも鉄棒が出来るよう細かな対応がありました。
このままでは、子供の発育に影響を与えそうで心配です。
至急園長の変更および保育の内容を改善してください。

園 要望
保育士から保護者への持ち物等の口頭連絡について、聞いていなかった、ということが
何回かあった。口頭だけでなく、書面での連絡もしてほしい。
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園 要望

保育園の玄関は、本来インターフォンを押して保護者が確認された後に保育園側で解
錠するものであるが、朝夕にはドアストッパーを付けて開けっ放しのことがよくある。こ
のような運用では、オートロックの意味がなく、不審者対応として不十分であるといえ
る。先生方に解錠の負担があるのは理解できるが、厳格な運用をお願いしたい。

園 要望

保育士について…父親母親への対応は平等にしてほしい。親への言い方に気を付け
てほしい
保育内容について…モノの置き場所が分散しすぎて、保育士の仕事を増やしている
上、親もいつまでたっても置き場所が覚えられず間違えて保育士に迷惑をかける。お互
いのために１１か所もタオル・靴・靴下・洋服・袋・オムツ等の置き場を分散させるので
はなく、置き場所を少なくした方がよい

園 要望 夏期は上履きを履かずに、裸足で保育して欲しい。

園 要望
持ち帰った食事エプロンの中に食べ残しやソースなどが入ってることがあり洗濯がしに
くく、黒かびが発生しやすいです。衛生的でないので使い捨ての紙エプロンなどを各自
で持ってきてもらう(もしくは選べる)のはどうだろうかと考えます。

園 要望
年中や年長の年齢になったら、体操や音楽を学ぶことができる機会を設けても良いと
思う。

園 要望
公立園の保育士にはサービス業の概念が全くない。親への態度も威圧的（敬語も使え
ない）人もいるのには驚き。

園 要望 教育に関する事もやってほしい(時計の見方やひらがな、数字など)

園 要望
年に数回でも、外部講師によるリトミックや英語、体操などの機会を取り入れてほしい。

園 要望
音楽はCDで流すのではなく保育士が肉声で歌うべきだと思います。日中の活動で体操
など意外な時には使う必要はないと思います。

園 要望
保育参加のあとの面談で、保育園での子供の様子を担任から聞いたお母さんから聞い
た話ですが、ダメ出しばかりで落ち込んだそうです。保育士の指導としてアドラー心理
学の勇気づけを学ばれることをオススメします。

園 要望
保育参加のあとの面談で、保育園での子供の様子を担任から聞いたお母さんから聞い
た話ですが、ダメ出しばかりで落ち込んだそうです。保育士の指導としてアドラー心理
学の勇気づけを学ばれることをオススメします。

園 要望 歯みがきをさせて欲しい

園 要望
散歩にもっと行って欲しい。保育参加は完全任意にしてほしい。運動会の準備は保育
園ですべき。

園 要望 幼児クラス1階のトイレついて、子供と保育士は上履きを履いているが、保護者は靴下
のまま送迎の際に子供のトイレに付き合わなければならず、靴下が濡れるので苦痛。

園 要望 語学教育、運動などにもっと力を入れてほしい。

園 要望
以前通っていた園では取り組みのあった英語や文字習得ワーク、体育などの授業を幼
児クラスから設けてほしい。

園 要望
子供の言葉遣いが気になる。園で覚えてきた言葉の中で、恥ずかしいような言葉やき
れいでない言葉が含まれているので、保育士は十分に注意してほしい。負の連鎖であ
ると思う。

園 要望

現在、お知らせを、園の張り紙で周知する方法がとられています。
同一文書でも更新されたか都度気を配る必要があること、学年対象文書が一目できな
いことから、
メールでいただけるとありがたいなと思います。

園 要望 マニュアル通りと感じることが多々ある。もう少しフレキシブルでもいいと思う
園 要望 年長クラスのお昼寝を秋以降は中止して欲しい。小学校に上がる準備の為。

園 要望

子ども同士のトラブルが起きて手が出てしまった時に、手を出した方と出された方双方
の親に相手の名前を伝えるのは何のためなのかと疑問に思います。
子どもたちの成長過程でそういったトラブルが起きることも仕方ないことだと思うのです
が、親に報告が行くことで必要以上に感情的になってしまったりどう対処するべきなの
か悩んでしまうことがあります。（すぐにお詫びの電話をするべきか等）特に「なぜそう
なったのかは見ていなかったから分からないのですが…」と言われた日にはこちらも困
惑するばかりです。
保育園によっては「園内で起きたトラブルは保育園で解決する」というスタンスの園もあ
ると聞き、そのように対応していただけると有難いなと思いました。
もし相手の名前を伝えるのであれば、なぜそうなったのかきちんと経緯が確認できてか
らにしていただきたいです。
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園 要望 今日はどんなことをしたとかこんなことがあったとかお迎えいったときに教えてほしい

園 要望
意地悪で園児や保護者を操作する、保育園のある一部のやり方に、ホトホト疲れまし
た。

園 要望 保育士の方のモチベーションが低く感じます。改善を希望します。
園 要望 園長先生が変わると園の方針や保育士の対応も大きく変わってしまうので戸惑う。

園 要望, 感謝
基本的に、子ども一人一人に目を向けてくださり、保育には満足しています。幼稚園に
比べると「歌」の時間（先生の指導のもと皆で同じことをする時間）が少ないのではない
かと感じるので、決まった時間に取り入れてほしいです。

園 要望, 感謝
子供も信頼をしてますし、担任保育士に本当に感謝しています。しかし、担任に送迎と
もお会い出来なかったり、忙しそうでお話を伺う機会が幼児クラスになってかなり少なく
なりました。

園 要望, 感謝

０歳児の戸外活動がもう少し多くても良いと思う。体力作りを出来る環境を積極的に
作って欲しい。
毎日毎日、とても楽しんで過ごしている子供を見てると本当に幸せを感じます。保育園
で十分に保育して頂いているおかげだと有り難く思っています。

園 要望, 感謝 いつも感謝しています。笑顔で優しい先生が理想です

園 要望, 感謝

プラスアルファになってしまうかとは思いますが、
・個性を伸ばす保育
・季節感を感じられる工夫
・お泊まり保育など自立性を伸ばす保育
をしていただけると有り難いです。
いろいろ記載していますが、一番にお伝えしたいのは感謝の気持ちです。
子供たちの成長のために尽くしていただき、非常に感謝しています。

園 要望, 感謝

保育のみならず、食事や生活マナー、お友達との関わり方も教えていただき感謝してお
ります。こちらが学ぶことが多くあります。
もう少し充実していたら良いと思う点は、幼稚園のように園庭に遊具を置いたり、見て
楽しめる飾りや色合いの園舎だと良いなと思う時があります。

園 要望, 感謝
全体的によく見ていただいており、感謝しています。ただ、園長によってカラーや雰囲気
がガラリと変わるのは如何なものかと思います。良くなるなら良いのですが。

園 要望, 感謝

今年度担任の保育士さんには、細かいところまで気にかけて下さりありがたいと思って
います。
保育士さんによって、色々差が大きいと思います。
また、お迎えの際に連絡帳の受け渡しは直接行われていませんが、受け渡しをして、
子供がどうだったか保育士さんとお話できたらいいな…と、思っています。

園 要望, 感謝

他の年齢のクラスや兄の時の担任に比べて、クラス便りやホワイトボードでの日常報告
が少ない気がします。隣のクラスは頻繁に更新されているのになぁ、と思ってしまうので
すがその分、お声かけいただきお話しする機会を作っていただいていることにはとても
感謝しています。

園 要望, 感謝
子供は保育園を楽しみに毎日登園しているので感謝しております。
ただ一部の先生が先生自身の業務軽減のために保護者、子供、他の保育士へのあた
りがきつく、園の雰囲気を悪くしている部分が見受けられます。

園 要望, 感謝

保育園の先生たちはお忙しい中よく対応してくださっておりますが、先生自身が風邪を
ひいている場合など、無理されているのが感じられますので、ぜひ増員していただきた
いと思います。
また、少し体調が悪くても預かっていただけますが、咳がひどい場合など預かれない基
準など明確にしていただけたらこちらも仕事を調整できますので、遠慮なく子供優先の
コミュニケーションをとっていただきたいと思います。
最後に、もう少し先生とお話しする時間がほしく、保護者面談の数を増やすのもよいの
かなと感じております。

園 要望, 感謝
概ね満足しており保育園には感謝しております。ただし、保育士不足は常に感じており
ます。

園 要望, 感謝

子供の発達を考えた保育をしていただいていると感じています。お忙しいなかでイベン
トのコーディネートや手作りのものなどを常に作っていただいたり、「みんなで遊ぼう」と
いう企画を頻繁にしていただいて感謝しています。
また、愛情を持って日々接してくださっていることも感じれております。
来年以降もLaQなどや積み木などで大作を作ったりする活動を引き続き作れるような環
境づくりをお願いできましたら幸いです。
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園 要望, 感謝

以前に比べ、今年は保育士や園長先生と話す機会も増え、職員からのプレッシャーや
高圧的な対応はなくなって、安心して登園しています。
いつも感謝しています。ありがとうございます！！！
要望
うんちがもれた服は出来れば水洗いして頂けないか
牛乳を飲んだあとのコップにそのまま麦茶はつがないで、ゆすぐか逆の順番にはでき
ないか

園
要望, 感謝,

意見
(園児によって体力や健康状態は異なりますが)昼寝の時間を調整できるようにしていた
だけると助かります。

園 要望, 苦情

本園については、今年度、園長はじめ職員が入れ替わってからの保育の質の低下が
顕著である。
夏祭り、運動会などの行事も過去のよいところが引き継がれず、筋の通らない理由で
変更し、危険な状態さえ引き起こした。
随所で職員のやる気が感じられず、職員の人間関係も良くないように見える。
平素の見守りも不安がある。実際、怪我が多いように思う。
園への信頼が薄れ、不幸な事故が起こらないか不安。
希望を見いだすため、保育士の人員体制など労働条件を整えてほしい。

園

謝恩会の会費保護者側負担や、進級前の担任の先生への多少の記念品贈呈などは、
公務員だからだめというのは、もう少し柔軟にしてほしい。
ほんとに感謝していて、謝恩会にご臨席していただきたいのに、会費負担をお願いした
くないです。

園

夏場の水分補給の頻度はどのようになっているのでしょうか。お迎えにいくと喉が乾い
たと言っていることが多い。家を出る前に水分補給していても登園後すぐに喉が乾いた
ということもあり、幼児クラスでは自由に飲んだりできるシステムや設備があってもよい
のかもと思ったりします。

対象 内容 主に行政（区や行政）向け

行政 感謝

いつも先生方にとてもよくしていただいてとても感謝しております。小さいころからいろん
な先生方にたくさんの愛情を注いでいただいたことは子供にとってきっと宝物になると
思います。いつも本当にありがとうございます。
働く親にとって安心して子供を預けられる保育園は心のよりどころの一つです。素晴ら
しい運営をされている先生方の給与や休暇などの待遇の改善を強く願っております。

行政 要望 園児に対して保育士の数が足りないと思う。
行政 要望 第一子、第二子は同じ園に入れるよう配慮いただきたい

行政 要望, 感謝

日々の保育運営に感謝しております。
保育士という職業は子どもの人格形成期に、保護者よりも長い時間子どもと接し発達
に応じた関わりを行う必要がある専門職であると感じています。
安全な保育を行うには、子ども達から片時も目を離すことなく常に神経を張っている仕
事だと思います。
保育士が肉体的にも精神的にも余裕を持つことが出来れば、子どもの接し方にも余裕
が生まれ子ども達がのびのびと園生活を送れると思います。1人ひとりの子ども達が健
やかに成長出来る保育環境を整えることが引き続き行政に期待することであります。

行政 要望

公立保育園を従来通り区の方針として残して欲しい。食事の外部委託なども予算との
兼ね合いであると思うが、やはりお手本になるべき所、あるべき姿は残して、レベルを
保ち、これから導入されていく企業主導型保育園など含め認可外や私立認可保育の目
標となるような立ち位置にいて欲しい

行政 感謝
保育園の先生方には、慢性的な人員の不足や、他の職業と比較し待遇がよくないと言
われるなか、子供達に真摯に向き合っていただき、感謝しています。行政には、保育士
の待遇改善による人員の確保（からの待機児童の削減）を切にお願いしたいです。

行政 感謝
保育士さんたちの専門性とおおらかに子どもに接してくださる姿勢にいつも感謝してい
ます。
保育士さんたちの就労条件や環境がよりよくなることを願っています。

行政 感謝
認可保育園の中でも公立私立によっては保育内容、保育体制が随分と差があるように
思いました。我が家は満足していますが、私立園に通園されてる友人の話を聞く限りで
は不満に感じるばかりです。区内全体でもう少し統一感を測れるとよいなと思います。

行政 感謝 保育士さんへの待遇強化
行政 感謝 保育園のカリキュラムを保護者にもわかるように説明してほしい。
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行政 感謝
いつもよく接していただいています。不満はありません。
あるとしたら、4.5歳児の保育がなされないことでしょうか。就学前まで、通わせたかった
です。

行政 感謝
保育士の方々が、よりよい環境になれば、子供たちにとっても、よりよい環境になると思
います。

行政 感謝
公立の認可保育園に通園していますが、保育士の方々、園の快適な環境を維持してく
ださっている職員の方々には感謝しか無く頭が上がらないです。文京区はいい人材を
選び確保しているなと感じます。

行政 感謝

今までの保育園生活の中で、区立保育園に対して不安と疑いの念が大きくなっている
一方です。区立だから、と信頼していた気持ちが一部の保育士対応のせいで崩れてし
まっている状況です。
区立の園長をした方が区立の私立認可保育園の指導にあたっていると聞きましたが、
区立保育園は他者から指導は受けないのでしょうか？まずは区立の自分たちの園の
運営について見直すべきなのではないかと思います。
もちろん全ての先生がということではありません。ほんの一部の保育士やその対応で
全体のイメージが下がってしまうのはもったいないと思います！
普段たくさんの先生方にあたたかく見守っていただき、子どももすくすく成長しており、
感謝の気持ちもいっぱいです！いつも可愛がってくれる先生方、声かけてくださる先生
方にも感謝しております！！

行政 感謝
不満などあれば話ができているので、不満はない。先生たちの負担がもっと減らせるよ
うに、ICTの導入などを、各園の裁量ではなく区全体で進められると良いのでは。オムツ
を持ち帰らなくて良いのは本当にありがたい！

行政 感謝
保育士問題をニュースで良く見かけるので早く状況が良くなるといいと思う。うちは良い
保育園に恵まれて感謝している

行政 提案
財源の一部は企業に担ってもらい、保育士の給与を看護師と同等まで段階的に増や
せれば人数も質も解決できると思う。

行政
要求（課の
ＨＰで回

答）

●保育行政
・文京区は認可保育園の入所不承諾問題（今年3月の新聞報道では23区で３番目に高
い不承諾率となっている）を解決する意志があるかどうか、ぜひ父母連と議論してくださ
い。
・他の区では待機児童ゼロを公約としていろいろ取り組んでいるのに、何もせずただ民
間保育事業者の進出を待ったいるだけのように見えます。
・文京区幼児保育課の職員には認可保育園希望者（申込者）全員が入所できない場合
は児童福祉法に違反したペナルティを課すべきだと思います。
例えば入所不承諾者が1名発生するごとに課職員全員が1か月給与ゼロにする。
100人発生すれば100か月給与ゼロとなり、かなりやる気が出ると思われます。
（参考）
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_4463/

行政 要望
自身の家庭は認定園にもれることなく兄弟で8年間お世話になりましたが、まだまだ区
内の保育園は待機児童が多いと聞きます。働く家庭をバックアップできるように、保育
園の増設、保育士の待遇改善を望みます。

行政 要望 今よりもっと園庭がある保育園が増えればいいなぁと思います。
行政 要望 育休中の保育時間が短縮されるのが納得できない。せめて保育料を減らすべき。

行政 要望

上の子が0歳児クラスのない認可保育園に通っている場合、下の子を0歳児から入れる
場合は同じ保育園に通わせたくても必然的に別園になってしまう。1歳児で転園させよ
うとすると、転園には新規ポイントがつかないため、同じように上の子が認可に通って
いて、下の子を一歳児から入園させる子より点数が低くなってしまう。こういったケース
で早く復職した人が不利にならないようなポイント制度にしてほしい。

行政 要望

毎年、「育休中ももっと預かれ、お金払ってるんだから」という意見をみかけるが、甘え
てるなあと思う。行政として、保育費用のどれだけが税金で賄われているのかをもっと
知らしめるべき。そうすれば、保育園や保育士の先生方に対する不当な要求も減るの
では。

行政 要望 保育士の確保をして欲しい
行政 要望 保育士さんの評価制度を整備する必要があると思う。

行政 要望
区立保育園でも教育面を強化して欲しい。小学校入学時の保育園卒園児と幼稚園卒
園児の子どもの能力の差を強く感じる。保育園幼児クラスの午後の時間の使い方(お昼
寝・自由遊び)には物足りなさを感じる。
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行政 要望
トイレの数が足りなく、間に合わないので増やして欲しいです。出来るのに間に合わなく
て汚してしまうと自信をなくしてしまったりするため。

行政 要望 給食業務委託から、夕食提供可能への道が拓ける事を、切に願います。

行政 要望
(人事について)長らく担任だった先生が、最後の年長クラスのときに転園となり、とても
衝撃を受けました。様々な点を考慮すべきだとは思いますが、子どもの心にも配慮して
いただきたいです。

行政 要望
認証園を経験後に区立認可に転園すると人員体制の無駄や、特定のあり得ない人格
の保育士の存在に唖然とします。こどもの成長に悪影響を及ぼす存在を放置するしか
ない状況に改善を求めます。

行政 要望

1歳児クラスに入園すると、年長組と同じメニューが提供される。1歳6ヶ月までは本来離
乳食が終わっておらず、月齢にあった食事が取れない。0歳児クラスですぐ1歳になる子
は月齢にあった食事が提供されている。区の栄養士、保健師に事前に相談したところ、
「離乳食時期に幼児と同じメニューではいけない。保育園がそんな乱暴なことをするは
ずがないので対応してもらえるだろう」という回答が複数あったが、実際は対応不可で、
入園までに月齢には早いもの（青魚など）も試してくるよう言われた。幼児と同じ食事で
今まで問題は出ていないといわれたが、医師からは幼児と同じメニューの提供は内蔵
に負担をかける可能性があると言われた（短期的に問題がでるようだったら幼児にも適
していないと思いますが）。早生まれはただでさえ０歳での入園ができないのに、さらに
月齢に合わない食事になってしまうのは不利益が多いと感じられた。計画的な出産の
傾向を促進しているのではないか。このこと（月齢に合わない食事が提供されること）に
ついて区から公式な説明をしてほしい。塩分や油分の量は乳児（離乳食時期の子供）
に適しているのか、食材はどうなのかなど。
冬の間は毛布を園の毛布を使わせていただき、カバーのみ持ち帰って洗濯だができれ
ば毛布も持ち帰って洗濯したい。衛生のことも気になるが、月曜日の朝園でやる作業は
少なくしたいので持ち帰ることができれば事前にセットした状態で持ってこられます。カ
バーも園のものなので、備品を持ち帰れないということはないように思いますが。
オムツかぶれでお尻を洗っていただいた際、保湿剤（ワセリン）程度は塗布していただ
けると悪化が防げるのでは。それも医療行為になってしまうのだろうか。

行政 要望 保育士さんの待遇改善に関しても議論したほうがいいと思います
行政 要望 質の高い保育士の確保、増員をはかれるよう、行政の整備を望みます。

行政 要望

本駒込南と青柳保育園で、有志の先生方による自主勉強会が年数回企画されている
のはご存知でしょうか。リズム運動や理科の実験教室などのテーマで開催され、区内
各園から先生方が参集されています。主催・参加側ともに先生方は交通費や参加費含
め、全て手弁当で開催されています。開催は平日の18時以降ですが、時間外手当も支
給されておりません。是非区側で予算化していただきたい事項の一つです。
本件は2月の保育のあり方協議会での質問を予定しております。

行政 要望
里帰り出産時の休園の期間が短いと思います。せめて三ヶ月あると、もっと早くに里帰
りできて予定より早い出産に備えられ安心です。

行政 要望
保育園の改修、新築時には、既存施設の問題解決や、子供、職員の行動をよく理解し
た上で、計画して欲しい。

行政 要望

保育時間（お迎えの時間）の設定が、終業時刻から逆算して早すぎます。間に合ってお
迎えに行けたことがありません。会社によっては、終業時刻の後で、業務の後片付けを
することになっていたり、いろいろあるので、保育時間の決定の際には勤務時間の数字
だけでなく内情も多少考慮してほしいです。

行政 要望
保育士の離職は他の業種に比べて高いと感じている。特に結婚や出産に伴う離職は、
自分の会社では希望者のみでやむを得ずの離職は考えられない。

行政 要望 保育士がもう少し多くていいと思う。小さい子の園外保育は少ないと危ないです。

行政 要望
保育園における幼児教育の取組みについて行政としての今後のスケジュールを知りた
い

行政 要望
コットベットについて、身長の大きい園児用の大きいサイズのものをもっと充実させてほ
しい。体を縮めた昼寝はストレスが高いが、本人はそういうものだと思っていて不満を
口にしない。我慢している子はそれなりにいると思う。

行政 要望
保育士の給料をあげてください。
もっと待遇をよくすべきです。

行政 要望
転園がかなわず、きょうだいで別園となる場合、送迎や園の行事などの負担が倍にな
り、かなり大きい。きょうだいポイントを加算するだけでなく、きょうだいは希望すれば必
ず同じ園に入れるように配慮してほしい。
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行政 要望
きょうだい別園は共働き世帯には厳しいので、入園・転園の際にぜひ配慮してほしい。

行政 要望 保育士、先生方をもう少し増やして欲しいです。

行政 要望
保育士の心の余裕が家庭と園の子どものより良い保育に直結すると感じている。負担
は可能な範囲で減らして良いのでは？と思う。

行政 要望
今更難しいとは分かっているが、子供が安全に思いっきり走れる場所や施設が少ない
ので、広い公園などが増えたら良いと思う。

行政 要望

2子目妊娠育児中、配偶者介護中等の1子目保育時間についてです。現在の9時～16
時30分を前後1時間程度延長できるようにして頂きたいです。退社後に迎えに行けるよ
うなれば、産前産後の母体に負担が掛からず、会社(同僚)の負担も少ないです。早急
に制度改正をお願いします。

行政 要望
二人目、三人目の子供の育児休職の際、父親の保育参加を促すためにも、夫婦で育
児休職をとっていたとしても、上の子供を保育園で預かってくれるような制度にしてほし
い

行政 要望

保育課の保育行政と先生方のご努力に深く感謝しております。先生方の笑顔が子ども
たちの笑顔につながると日々感じております。保育師という体力的精神的にも大きな責
任を伴うご職業だからこそ、区の臨時保育師の追加増員を切にお願いします。先生方
が急なお休みにも安心して対応できるよう、また積極的に研修に参加する機会が得ら
れるよう、就業環境の整備にご配慮をお願いします。

行政 要望

給食について
幼児乳児の大切な成長期の給食では、毎回『お米』を主食としたメニューを提供して頂
きたいです。子供は放っておくと欧米型のメニューを好みがちになります。ご飯のメ
ニューには自然とだしや野菜を含む日本食となります。パンや麺類は、たまのお楽しみ
程度に、もしそれらのメニュー提供がされる場合はおやつをおにぎりにすることを徹底
して頂きたいです。
また、食育の機会を乳児クラスから取り入れて頂きたいです。

行政 要望
給食後の歯磨きがない為、虫歯になりそうで心配です。虫歯のリスクの軽減の観点か
らも園の生活に取り入れていただければ幸いです。

行政 要望 保育士の教育を徹底してほしい。安心して預けられる園を望みます。
行政 要望 保育士さんが辞めたときに補充がされずに居ることが不安です。

行政 要望
どこも保育士が足りないと言われている状況かとは思いますが、保育士資格を持つ方
がパートでも働けるよう、行政も積極的に動いていただきたいと思います。

行政 要望
同じ認可でも環境の差がとても気になります。園庭があって人気のある園には第一子
や高収入の家庭は入りづらく、税金も保育料も高いのに…と思ってしまいます。入った
園によってなるべく差が出ないように配慮してほしいです。

行政 要望, 感謝
通園している保育園は園庭がありますが、文京区はやはり園庭がない保育園が多い
のでそこが気になります。通園保育園に関してはおおむね満足しています。

行政 要望, 感謝

いつも活動ご苦労様です。保育士の方々には感謝しております。ただし文京区の保育
や教育環境については、子ども達の将来をどのように考えているのか、（人材育成は大
切だと思いますが、ないがしろにしていると感じる）心配になる時がありますので、不安
を解消していただけるような保育行政を望みます。

行政 要望, 感謝
現場スタッフはとてもよくしていただいてます。
行政への意見として、保育士、職員への待遇を充分にしていただきたい。

行政 要望, 感謝

現在の園に関してではないが、以前に行かせていた園が認可ではあるが保育士の質
や施設に不満があった。子供を保育園に行かせていることに罪悪感を感じる日々で
あった。子供や親は園を選べる状況ではないので（区に振り分けられている）、認可で
はあっても広さが十分でないと感じる園や保育士の質等もう少しチェック機能を使い、
人生において大切な時期である幼児期を過ごす保育園の質向上に区全体で努めて欲
しい。現在の園は先生方も本当に信頼でき、施設に関しても日々の園での生活に関し
ても感謝することがたくさんあり、行かせていて安心だし、行かせてよかったと思ってい
る。

行政 要望, 感謝
若い先生方が結婚、出産し、また戻ってきてもらえるよう制度や給与面の待遇を良くし
てほしい。関わっていただいた先生は皆とても良くしていただいているので、何人子供
を産んでも、ちゃんと戻ってこられるよう先生の子供の保育環境も整えてほしい。

行政 要望, 感謝
食事は外部委託ではなく、園内での調理を続けて欲しい。安心して子供を預けられるこ
とをいつも感謝しています。
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行政 要望, 感謝

行政は様々な制度の周知にも積極的に対応して頂きたい。特に保育園料の減額に関
わる事項等。イベントの広告等は良く見るのでそちらはありがたいと思う。また、土日も
子供と安心して遊べる場所が増えるとありがたい。
保育園の先生方は日々の子供たちへの接し方が積極的でどの方にお会いしても子供
に声をかけてくださり感謝。安心した環境で保育して頂いていると感じる。イベントや食
育も工夫されていると感じる。

行政 要望, 感謝

Webでの回答は、非常にいいと思います！
保育園の先生方にはいつも大変お世話になっております。
ただ、保育施設の老朽化が気になります。外から見ると、少し薄暗い雰囲気があるの
で、改善されたらいいなぁと思っています。

行政 要望, 感謝
保育士の考え方が古い。その古い考え方を子供や保護者に押し付けないで欲しい。保
育士も毎月、毎年なんらかの研修をうけて、新しい知識を見に付けるべき。

行政 要望, 感謝

保育料をネット銀行からも引き落としもしくはカード決済できるようにしてほしい。紙のや
りとりが多すぎて、時間の無駄を感じる。キッズルームシビックも同様。それしかないの
で仕方ないが、手続きが面倒で利用が億劫。
職員の方は良い方が多い。

行政 要望, 感謝

保育園には大変感謝しております。子どもの様子はもちろんのこと、親の様子もよく見
て下さっており、家庭でも穏やかに子育てができるように助言を下さったり、相談に応じ
ていただいています。給食も子供が大変喜んでおり、「今日は手作りコロッケだったんだ
よ」や「給食はおいしいから全部食べられる」と話してくれて、本当に嬉しく思います。
区に対しては、保育園の先生方が、精神的にも身体的にも健康に勤めていただけるよ
う、勤務体制の負担軽減などを区には要望したいです。また、保育参観をして公園にお
散歩に出かけた際、狭い公園に４園も来て、早い者勝ちや譲り合いなど、各園の先生
方がとても苦労されている様子に胸が痛みました。園庭のない園をこれ以上作るなら、
公園も同時に作らないと、子どもが思いっきり体を動かせません。また、公園にたばこ
などのごみが散乱しており、遊ばせる前に先生方がゴミ拾いをして下さっている姿に胸
が痛みました。本来なら先生方の仕事ではないはずです。公園整備の課の方に、その
あたりはしっかりお願いしたいです。我が家は３歳クラスまでの小規模園であるために
これだけ手厚い保育をしていただけているのだと思います。とても感謝しておりますが、
その一方で、無駄と知りつつ毎年転園希望を出す負担や、卒園後の進路確保など、不
安定な材料もあり、政策転園の復活を強く希望しております。

行政 要望, 感謝

先生方には良くしていただいていると思います。小規模園のため卒園後の進路が心配
です。昨年度、卒園後の進路が決まらなかった家庭（少なくとも卒園後の数ヶ月はどこ
の園にも行っていらっしゃらなくて、その後のことはわかりません）があったので、受け
皿を増やしていただいたり、情報共有していただきたいです。

行政 要望, 感謝
給食について自分の園では直接関係は無いが、親としては近くにいて子どもの顔を
知っている園内の方に作って頂ける事は凄くありがたく思っているのでどうにかならな
いかと思う

行政 要望, 感謝

保育士の質がまだ未熟なところもあると感じています。ハードなお仕事で継続して行く
のは大変だと思いますが、それだからこそ、研修などを行い若い保育士の質の向上、
また本人たちのモチベーションアップが必要だと思います。利用者側は保育園があって
働きにいけているので非常に感謝しております。子供を預ける家庭が安心して預けら
れる保育園である事を望みます。

行政 要望, 感謝
保育園には感謝しています。公立認可園は遊びを通じて、色々な事を学んでいく場所と
理解しています。沢山体を動かして欲しいと思っています。もう少し公立保育園の特徴
を入園前の保護者に知ってもらうような活動をした方が良いかと思います。

行政 要望, 感謝
保育士の環境をよくすることが保育園の環境を良くすることにつながります。先生方の
保育士に関する仕事の場合は例え少しでも必ず手当てを出すように、休みもしっかり取
れるようにして頂きたい。

行政 要望, 感謝

もっと先生方の、お給料が上がって、でも保育料は安くなんてのは、思ってもいいのか
な？もっと3歳から入園できる保育園が増えて欲しい。女性の先生ばかりで、びびりな
娘は安心できるけど、男性の先生も二、三人いた方が良かったりするのかなと、考えま
す。小学校に入ってから、男性の先生になった時中々受け付けられないかなと、心配で
す。

行政 要望, 感謝
子供がいつも楽しそうに通っていてこれ以上に嬉しいことはありません。
保育士さんの処遇改善が進んでいるのか、気になります。
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行政 要望, 感謝

保育園では上の子が大変お世話になっていて、感謝しています。来年度は下の子を入
園させたいと思い、様々な保育園を見学している最中です。そうした中で、認可保育園
が新設されていて心強く思う反面、認可保育園間で質(環境や先生の経験値など)の差
があるように思えて心配になります。どの園でも子供が過ごしやすいような環境整備を
進めていただければ、保護者としても安心して働くことができると思いますし、結果的に
文京区がより安全で魅力的な街に成長させることができるのではないかと思います。

行政 要望, 感謝
保育士の待遇が改善され、保育体制など十分な人数での対応やゆとりある保育で今ま
で以上に安心安全な園の運営をしていただきたいと思います。

行政 要望, 感謝
少しでも早く待機児童がゼロになることを望みます。
保育園の職員、先生方には大変良くしていただいているので、賃金含め職場環境が更
に改善されていくといいと思います。

行政 要望, 感謝

お忙しいなかありがとうございます。
ミサイルなどの非常時、どのように対応するかを話していただけるとありがたいです。個
別の園での対応では無理があると思うのですが、全体から区議会などに働きかけてい
ただけるとありがたいです。

行政 時間外保育の枠を広げてほしい。フルタイムで月10回のスポットでは足りない

行政
行政へ
区立保育園と私立保育園、他の園はどんな保育内容で、どのような行事があるのか等
文京区内の保育園の一覧表があると
通っている園の強み弱みが客観的にわかっていいなぁと思います。

行政

同じ労働者なので、保育士の方々とは対等だと思っているし、日々感謝していますが、
区立園の人事異動と、園の方針の継承性について、自身の園に疑問を持つことが増え
た。様々な年齢、様々な方に触れるから、区立園を選んだが、逆にそれが、継承性や
方針の乱れになっているのかと思ってします。

対象 内容 主に父母連向け・その他

父母連 感謝
みなさん意識が高い教育方針・理念をもってこの父母の会を運営していて本当に尊敬
するばかりです。

父母連 感謝 ウェブになって便利、意見が言えて助かる
父母連 感謝 ウェブ化されて回答がしやすくなりありがたいです。

父母連 感謝
父母連の活動については、ネットやメールなどのツールを積極的に活用している印象
で（幼稚園や小学校と比較して）、働く親としてはとても感謝しています。

父母連 感謝

東京都の23区内において、特に待機児童の問題が深刻である文京区にて、保育園の
数と必要な保育士の人数を確保するため、行政から民間事業者までが保育の質を高
めつつ、よく現状の維持と新設園の開園に取り組んでいると感心している。預け先の保
育園については、開園から3年経って、改めて巡りあわせの幸運と関係者の努力に感
謝している。良い状況を維持し続けられるように、今後も園をよく見て、保護者の声を敏
感に聴き取り、園の保育士と協議を続けていきたい。本アンケートの作成から周知・締
め切り後の集計にかかる労には並々ならぬものがあると察する。子育てと家事と仕事
があるだけで十分に大変な状況において、父母連関係社各位のこのような活動に敬意
を表する。今後とも、より良いものとして本アンケート活動が継続されることを期待す
る。最期に設けられた【問23】の2つの選択肢である「要望」と「感謝」に知性を感じる。両
者は隣同士にあって初めて社会は良い方向へ進むのではないか。その他のチェックに
「怒り」を込める利用者や、保育園を利用できていない者がなければ幸いだが、そうで
はないだろう現実もあると考える。

父母連 要望
父母の会は任意参加で良いのではないか？夫婦共働きで時間が取れないため保育園
に入れているのに、父母の会は半強制的に参加しなくてはいけない状況は矛盾してい
るように感じます。

父母連 要望
本アンケートにおいて、子どもの社会的ルールの育成に関することのみならず、子ども
の主体性や創造性など感性の育成に関する保育が行われているかどうかを問う質問
項目を入れてほしい。

父母連 要望
わからない、場合、チェックの仕様がないのですが、チェックしないと先に進めませんで
した。

父母連 要望
意見要望を現場に届け対応するように活用しないと意味がないと思います。来年度か
ら変化がある事を祈ります。

父母連 要望
このようなアンケートがぜひ保育園に携わる関係者の利益向上につながるよう今後共
がんばってください。
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父母連 要望 アンケートなどを通して要望が園や区に伝わるとありがたい。
父母連 要望 毎年アンケートを実施されていましが、具体的な成果を教えてください。

父母連 要望

昨年のアンケートの方が内容が詳しかったような記憶があります（勘違いでしたらごめ
んなさい）。今年のアンケート内容は全体的に当たり障りがなく雑駁な印象を受けまし
た。保護者側による園を越えての集計というせっかくの機会なので、区政の調査のよう
な形式的な質問ではなく、保護者目線の項目を重視していただけたらと思います。

父母連 要望
父母連に入っていない保育園が心配。父母連があることを知らない新設園の父母もい
るかと思うので、声かけをしてみたらいいのではないか。

父母連 要望 Webだと自由記入が面倒に感じる。紙媒体がいい。

父母連 要望
スマホで回答中にリンクに飛んで戻ると回答が消えていた。必ず別ウインドウで開く様
な設定にできればいいのですが…。

父母連 要望, 感謝
普段保育していただき、感謝しているが、アンケートの結果が保育やその他の事にしっ
かりと活かされ、より良い保育になればと感じる。

父母連 要望, 感謝
これだけ素晴らしい環境を与えられているにも関わらず、まだ文句を言う親御さんがい
る事に非常に遺憾です。　保育士さん、保育園には感謝はあっても、それ以外のご負
担にならないよう、各園で保育園側の保護者代表もだして頂きたいです。

父母連 要望, 感謝
定期的なアンケートをとるということ自体が何か問題などある場合の迅速な対処につな
がると思いますので、このようなアンケートを続けて頂きたいです。

父母連 労力を使う割には意見が反映されにくいように思います。

その他 感謝

父母連の皆さま、いつも大変お世話になっております。
おかげさまで、行政・保育園・保護者と適度な関係が保っているかと思います。
理想を言えばきりがありませんが、できる範囲でベストな状態かと感じております。
また、保育園においては、園長先生をはじめ、担任の先生、諸先生方、関係者の皆さま
のおかげで、息子も楽しく通園しており、私も安心して仕事をすることができておりま
す。
時代の変化も激しく、行政、保育園における設備・環境等も変化していくと思いますが、
お互い良い方向へ一緒に子供たちのために進んでいけるよう、今後ともどうぞよろしく
お願いいたします。

その他 感謝 意見及び情報交換ができ大変有り難く感じている。
その他 感謝 いつもありがとうございます。

その他 要望

保育園に対する要望ではないが、多くの区立保育園が利用しているという写真屋の対
応に不満を感じる出来事があった。昨年度から写真のデータ販売に対応頂けたことは
感謝しているが、せっかく購入したデータの画像サイズが小さく(業者の言い分ではL版
プリントに十分なサイズとのことだが)卒園アルバムに利用する印刷会社の指定サイズ
に満たない。園を通じて購入データのサイズを大きくしてもらいたいという交渉を行った
が、全くとりあってもらえなかった。時代の流れもあるので(フォトブックなどで指定の写
真サイズはどこも比較的大きい)、写真屋にも時代に合わせた対応を期待したい。

以上
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