
令和 4年 2月 15日 

つぼみ保育園保護者の会 皆様 

                                      つぼみ保育園  

園 長 佐久間 文子  

 

日頃よりつぼみ保育園の事業につきまして、ご理解・ご協力いただき感謝申し上げます。 

さて、令和 4年 1月に保護者の会より提出された『2021年度保護者の会より園への保育 

要望』につきまして以下の通り回答いたします。 

 

＊コドモンで連絡帳機能を使えるようにして欲しい。 

＊電子版にすることで、手書きよりも双方の負担を遥かに減らすことができると思うし、伝えたいことをより詳

細に記載できると思います。 

 

【回答】 

・コドモンでの連絡帳は、今のところ考えておりません 

 パソコン時代に手書きというのは時代に逆行しているのかもしれませんが、子ども達一人ひとり  

の様子を書いてお伝えしたいと思い続けています。 

 

＊持っていくものなど、園内掲示板にしか記載がなく、見落としがち。そういったお知らせもコドモンで連絡し

てほしい 

 

【回答】 

・クラスだよりでお知らせし、コドモンで見られるようにして行きます 

・今現在、コロナ禍におきまして、お迎えは園内に入らずにということになっていますが、落ち着き 

ましたらもとに戻ります。その時は忘れずクラスのホワイトボードを毎日確認していただきます 

ようお願いいたします。 

 

＊園での生活 

 我が子ではないですが、転んで泣いている園児に保育士が『泣かない！泣かない！』と言ってい 

る光景をみてびっくりしました。泣いているのは何かしら理由があります。実際その園児は転ん 

で出血するほどの怪我をして痛がっていました。もともと泣きやすい子なのかもしれませんが、 

『泣かない！』という声かけは、あんまりだと感じました。その後も気になって見ていると『絆創 

膏貼ったんだから大丈夫、泣かない！』と言っていました。時間帯は朝 8：40頃です。 

担任の保育士さんでそのような場面に出くわしたことはありませんし、今までお世話になった 

保育士さん達は、親が感情的になってしまうような場面でも、プロとして子どもの気持ちに寄り 

添ってくださる方が多かったので、本当に驚き、そして心配になりました。 

保育園でお仕事されている方には、子どもの楽しいとか嬉しいなどのプラスの感情のときはもち 

ろん、悲しい寂しい痛いなどのマイナスな感情の時も、常に気持ちに寄り添った対応をお願いし 

たいです。 

 

【回答】 

・ご指摘の通りだと思います。物事には前後があると思いますが、それでもこの対応では良くない 

ので、職員皆で読んで再確認しました。子どもに寄り添うことは必要です。寄り添い過ぎても 

気持ちの切り替えができずに引きずってしまうのも子どもたちが可哀想です。 

そこを見極めて声をかけるのが保育士だと思います。伝えて頂きありがとうございます。 

今後声のかけ方・接し方等、園内で研修や話し合いを行っていきます。 



 

＊生活に必要なことは、最低限教えてほしい。今は感染対策が優先かもしれないが感染症対策とな 

るうがい、虫歯予防の歯みがきはやって欲しい 

 

【回答】 

・うがい・歯みがきをすることで、ウイルスの飛沫につながると思い、今は中止しています。 

とにかくコロナ禍が収束する、落ち着く等したら再開します。 

 

＊朝の送り時、子どもが行き渋っていても挨拶はおろか声かけや誘導もなく、ただ座っているだけ 

のパート職員を何度か見かけました。そういう光景を見ると保護者の目のない昼間、子ども達へ 

の接し方など不安を覚えます。職員の勤務への姿勢や園児への対応など、時折確認する機会を 

設け、間違いのないよう徹底してほしです。 

 

【回答】 

・機会を設けて研修や確認していくようにします。 

 

 

＊早番・遅番時、子どもの人数に対して大人の数が少ない気がします。特に朝外で遊んでいる時、目が行き

届いていない気がしてしまいます。 

誰が登園したのか？の把握をできているのか、もしその時に災害や不審者が出たとき等、人数名前等、把

握できていないと大丈夫なのか不安です。 

 

【回答】 

・基準通りであります。それより少し多めに配置しています。ただ、広い園庭で拡がって遊んでいるとそのよう 

に感じるかと思います。しっかり把握して、保育して行きます。子どもたちとも遊び方等、話していきたいと

思います。登降園時には、必ず保育士にお声掛けください。よろしくお願いいたします。 

 

＊駐車場の入り口が狭くて、車が大きいので止められない。台数も少ないので、他の駐車スペース 

も確保して頂きたいです。 

＊保育園の規模に対して駐車場が少ない過ぎるので増やしてほしい。サミットが閉店するまでは混 

雑することもなかったのに、閉店してからは明らかに駐車場待ちが増えました。 

他の保育園と比べても少ないし、多少利用料を払ってもでもいいので近くの空家や空き地を駐車 

場に出来ないでしょうか 

＊駐車場の台数を増やしていただきたいです。現在の園の駐車場には空きがあるようですし、駐車 

場利用者から少しずつでも料金を徴収して、支払いをしている人は駐車場に停めてられるようにして欲し

いです。 

 

【回答】 

・駐車場に関しましては、今以上のことは出来ません。申し訳ありません。 

・今使用しています駐車場も、お借りしていますので空きがあるのかもわかりません。 

・園で駐車場代を保護者の皆様から徴収することも認可保育園では出来ません。 

もし、どうしても駐車場ということになれば、園庭を活用することを考えるしかありません。 

  

＊他クラスで保護者会を開いている時にお迎えに来た際、自転車置き場に自転車がたくさん駐輪し 

て置きづらかったことがある。例えば保護者会の日は対象クラスの自転車は園庭に置くことはできないの

でしょうか 

【回答】 

・上手く止められるよう検討して行きます。 



＊つぼみ劇場での動画の許可 

＊保育園で YouTube開設をし、保護者へのパスワードと IDをお伝えし、関係者だけ見れる様にし 

て行事の様子などを配信する。 

 

【回答】 

・以前、園内に掲示してある写真を保護者の方が自身のＳＮＳ上に投稿し、問題になったことがある為、

YouTubeでの動画配信に関しましては、個人情報保護の観点から園としては行わない方針です。 

  つぼみ劇場については、お手紙も出させていただいております。劇遊びは、子どもの今の(その時の)姿

を見てほしいです。その他の行事については、写真・動画を撮らないでくださいとはお願いしません、た

だ、劇遊びだけは どうしてもその場の全体、そこにいて演じている子ども達・雰囲気を観て感じて、子ども

たちと一緒に感動や気持を共感したりしてほしいです。どうか劇遊びの動画の許可については、ご了承

いただきますようお願いいたします。 

保育園・保育士のお願いです。 

 

＊書面での連絡が必要な物は、配布・掲示して欲しい 

 

【回答】 

・おたより・お知らせ等、配信と配布・掲示するようにして行きます。 

 

＊基本的な部分を徹底して欲しい 

 

【回答】 

・ コロナ禍で、行事に関しまして、二転三転することがあり、申しわけありません。 

基本的な部分は変わらないのですが、コロナ禍で通常が通らないこともあります。 

保護者の皆様にご迷惑をお掛けしてしまいましたことは、大変申し訳なく思います。  

すみませんでした。 

コロナ禍が過ぎるのは、もう少しかかると思います。できる限り通常通り、行いたいと思います。 

 

＊保護者の環境を考えて欲しい 

・夏季のサンダルについて 

 

【回答】 

保育園では基本運動靴で登降園してもらっています。散歩や災害時に避難する時等、園外に出る時  

には、必ず靴を履きます。暑くなり、園庭で遊ぶ時に靴を履いて遊ぶと暑い・足が蒸れる等ではだしで 

遊ぶ子もいます。裸足を嫌がる子は、“サンダル履いても良いね”ということで、夏の間サンダルを持参 

してもらっています。これについて必ずではありません。おたより等でお知らせして、その様に思わせて 

しまったのは、園の伝え方が悪かったと思います。今後工夫し、お伝え致します。 

 

 



ふじみ保育園保護者会 

会 長 様                             令和４年２月２８日 

                            ふじみ保育園 

                            園 長 山城一予 

【保育園への要望に対する回答】 

 日頃より、ふじみ保育園の運営にご理解、及びご協力いただき感謝申し上げます。保護者会より

ご要望を受け、全職員で検討させていただきましたので、ここにご回答申し上げます。 

 

記 

●要望１：送迎について 

・送迎のピークタイムは乳児クラスの扉の鍵を玄関に近い方だけでも開けたままにしてほしい。 

回答：0歳・1歳児クラスへの扉の鍵は、閉めて頂きたいです。 

理由：不審者侵入防止の対策でも有効（実際の訓練でも時間稼ぎが出来た）、受け入れスペースで朝のお支度で

保護者が忙しい為、子どもが不意に扉から出る、子どもの指はさみ等のリスクも回避したいため。 

 

・混雑と接触事故防止のため、送迎のピークタイムだけでも行事の際に駐輪場として使用している場所を普段で

も使わせてほしい。 

回答：行事の際に駐輪場として使用している場所は、他施設の敷地なのでお借りすることはできません。 

理由：行事の限られた時間のみ、許可を頂いてお借りしています。朝は施設の利用者が通勤や訓練棟に移動す

る時に通ります。お体がご不自由な方もいらっしゃるため、自転車が行き来することは危険ですし、平日の朝

夕は業者の車の往来もあり、保護者や園児に危険が及ぶ可能性もあり、お借りすることは出来ません。ご了承

下さい。駐輪場の止め方を整理できるような工夫を考えてみたいと思います。 

 

●要望２：衛生面について 

・乳児クラスのトイレにハンドソープを置いてほしい。 

 回答：常時、置けないので使用するときにハンドソープを洗面におろして使っています。 

 

・乳児クラスはトイレの後、足を拭く等の対策をしてほしい。 

 回答：トイレは 1日に 2回以上清掃し、汚れたら直ぐに清掃を心がけ常に清潔を心がけています。 

 理由：その都度、子どもの足を拭くのは一人一人雑巾を変える時間がかかり、保育が手薄の状況になる。子ど

もの足が湿っていると転倒の危険がある。 

 

●要望３： 

・同じ内容でもその都度対応が異なる事がある為、ガイドラインや方針を明確にし、それに準じた対応をしてほ

しい。 

 回答：申し訳ございません。こちらの要望については、具体的にどのような事例があったのかを教えて頂ける

と助かります。この様なことで不快な思いをさせてしまったのなら、しっかりと謝罪申し上げなければなりま

せんし、改善しなければならないと思います。 

ご意見や要望を受けた場合は、即刻、主任園長に報告し全職員で情報共有の上、方針が決まっていることに

ついては直ぐにお伝えし、方針が定まっていなければ即刻話し合い、方針を固めて職員間で共有し、保護者に

お伝えしております。 



ほんちょう保育園保護者の会 皆様 

令和 4 年 1月 21 日 

ほんちょう保育園 

園長 右田 尚子 

 

日頃よりほんちょう保育園の事業につきまして、ご理解・ご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、令和 3 年 11 月 22 日に保護者の会よりいただいた「保育要求」につきまして、以下の

通り回答させて頂きます。 

 

1. 担当以外の保育士さんも、子どもの名前や親の顔を覚えてくれてとてもありがたいとの声が

上がりました。保護者サイドからも「保育士さんの顔と名前を覚えたい」「わかるようにして

ほしい」との声が上がっております。顔写真と名前の入ったパネルを貼り出していただいてい

るのは存じていますが、覚えきれず、とっさの時に名前がでないので名札などのご検討をお願

い申し上げます。 

【回答】 

 昨年度、今年度と保護者の皆さんに園内に入って頂けない期間が長かったため、園内の顔写

真パネルを観て頂くことができず、顔と名前を覚えて頂く機会もなかったと思います。 

 名札についてですが、抱っこをしたりしゃがんだ時にどうしても子どもたちの顔付近に当た

る位置になり、不意の対応時等にケガに繋がることがないよう、また、子どもたちと散歩に出

た時、職員の名前が不特定多数の方の目に触れることも、昨今避けなければなりません。 

以上のような理由で現在身に着けていませんが、マスクを着けているため、顔写真だけでは

なかなかわかりづらいかと思いますので、子どもたちに危険のないもの、また園外での活動時

に容易に取り外しが可能なものをただいま検討しております。年度中には間に合わないかもし

れませんが、もうしばらくお待ちください。 

 

2. 前年度に引き続き「外階段にライトをつけてほしい」との声に加え「駐車場が暗い」という

声が上がりました。また「玄関や２階ドア前のボード、テラスに貼られているお知らせが暗く

て見えないのでコドモンに流してほしい」との声が上がっています。ライトなどを設置してい

ただき大変感謝しておりますが、コドモンの活用も含め、今一度、対策をご検討お願い致しま

す。 

 【回答】 

  新型コロナ感染防止対策として、しばらくの間外階段からの送迎をお願いしようと考えてお

りましたが、かなり長い期間になっておりご不便をおかけしています。時期によっては暗くな

る時間も早く、お迎え時に階段が暗いとのご意見を頂いたため、昨年度末外階段にセンサーラ

イトを設置致しました。外階段は送迎に使用することを想定していない造りなので、両側がコ

ンクリートの壁になっていることと、電源の位置や安全を考慮するとライトの設置位置が限ら



れるため、光が届きづらいことがあるようです。 

また駐車場は、i タウン内の建物としまして、照明の色や建物外側の明るさ等は周囲の住宅

との兼ね合いもあり、駐車場を照らすほどの照明の設置はかなりの手続きが必要になり時間が

かかるものと思われます。降園はお子さんと手をつないでいただき、暗くなるのが早い時期は

十分にお気をつけいただきますようお願い致します。 

  幼児クラスのその日の出来事をお知らせするボードは、2 階玄関前から１階玄関内に移動致

しました。お知らせはコドモンでもできるだけ送信するように致します。 

 

3. コロナ禍での保育や対策に感謝の声が多く上がりました。一方で「入口の消毒液が出ないこ

とがある」との声も多数ありました。こちらも設置していただき大変感謝しておりますが、こ

まめな補充と対策をお願いいたします。 

【回答】 

 感染拡大防止のご協力を頂き、ありがとうございます。 

 いろいろなもので対応しておりますが、なにぶんにも外へ設置していることで、自動のもの

は砂ホコリ等でセンサーの反応が悪くなったり、使う頻度が激しいこともありスムーズに出な

くなることも多く、申し訳ありません。 

 状況の確認をこまめにし、ご不便をおかけすることがないように気を付けてまいります。玄

関内に、ポンプ式の消毒液も設置していますので、そちらもお使いください。 

 

4．コロナ禍で例年通りの行事が難しい中、運動会や発表会の開催ありがとうございました。一

方で「運動会と発表会を全クラス行ってほしかった」「親が参加できる行事を増やしてほしい」

「お泊り保育をやってほしい」との声も上がっています。コロナ禍で大変な中、行事を開催し

ていただき大変感謝しております。今後、通常にもどったときの一意見として参考にして頂け

ますと幸いです。 

 【回答】 

  令和 2 年度、3 年度は新型コロナ感染防止の観点から、例年通りとはいかず全てにおいて

見直しが必要でした。運動会は密集を避けるための対策として幼児３クラスでの開催としたた

め、0.1.2歳児クラスの保護者のみなさんには、お子さんの成長を観て頂くことができず申し

訳ありませんでした。 

保護者のみなさんに、園への出入りの仕方、健康観察、人数制限などたくさんのご協力を頂

かなければ行事を実施することができませんでした。本当にありがとうございました。 

  コロナ禍での見直しをきっかけに、行事は通常の保育の積み重ねの延長線上にあること、結

果ではなく当日までの過程が大切だと、あらためて確認して取り組んできました。そして保護

者の皆さんに子どもたちの成長を観て頂くことはもちろんですが、一人一人が目標に向けて主

体的に取り組めることが最も大切です。それぞれの年齢に相応しい内容と取り組み方で、子ど

もたちの成長を育めるよう振り返りと反省を次年へ繋げ、より良く変化していきたいと思って



います。 

  令和 4 年度の行事もコロナの状況を注視し、何より子どもにとって楽しく、成長に繋がる

取り組みになるよう検討したいと思います。 

 

5，その他の意見 

  その他として頂きましたご意見も、職員全員で共有しています。保護者の皆さんのご心配に

繋がることがないよう子どもたちの様子、保育の内容について詳しくお伝えしていきたいと思

います。大切なお子さんを心配や不安なくお預け頂けるよう、お気づきのことは遠慮なくお声

掛け下さい。 

 

最後になりましたが、 

「感謝の言葉」を添えて頂き、職員の頑張る力に繋がります。ありがとうございます。 

今後も、保護者の皆さんと一緒に子どもたちの育ちを支え、見守ってまいりたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 



                                                                令和４年３月 25 日 

ひよし保育園保護者の会 

    会 長  様 

社会福祉法人村山苑 

ひよし保育園 

                                    園長 舩木 芳枝 

 

 

日頃よりひよし保育園の事業につきまして、ご理解・ご協力いただき感謝申し上げます。 

さて令和 4 年 2 月 7 日付にて保護者の会よりご御意見を頂いた内容について以下の通り回答させ

ていただきます。尚、今回改善点の部分で職員の特定ができる記載があった個所につきましては、一

部文章を伏せさせて頂いておりますことをご理解下さい。 

 

 ① 朝の受け入れについて 

  【回答】 

    職員により受け入れの仕方が変わる部分があるご意見を多数頂きました。 

    職員一人一人が自分の受け入れ方を振り返ると共に、今後学期毎に行う会議の中で振り返り又

気づき等含め確認を行ってまいりたいと思います。会議後その都度内容を掲示させて頂きます 

 ② 洋服の入れ間違い・砂について 

  【回答】 

    一人ひとり確認しながらお返ししている所ですが間違いがあり申し訳ありません。又、年齢に

より自分でしまう事もありますので、クラスでの取り組みを含めクラスだより等でもお伝えさ

せて頂きます。 

    砂につきましては、今後気を付けてまいります。 

 ③ 駐車場について 

  【回答】 

    利用されている方、利用が無い方、それぞれのご意見を頂いております。 

    限られたスペースで駐車場を使用しています。今後も子どもたちの安全を一番に考えてまいり

ます。又駐車証発行台数等についてはお知らせしていく方向で検討させて頂きます。 

 ④ お昼寝について 

  【回答】 

    保育時間が様々なお子さんをお預かりし保育を行っています。基本体を休める目的でお昼寝を

行っております。現在も個々での対応をさせて頂いておりますが、今後お昼寝の時間を含め職

員と検討してまいりたいと思います。 

 

  コロナ禍での生活が長くなり、保護者の皆さまにはお子さんの園での生活を見て頂く機会をなかな

か作ることがでず申し訳ありません。園と保護者の皆さまで子育ての共有を行う為にも時期を見な

がら誕生会、保育参加等行えるようにしていきたいと思います。 



他頂いたご意見は職員全員で共有しております。保護者の皆さんのご心配に繋がることのないよう

にしてまいりたいと思います。大切なおこさんを心配なくお預け頂けるよう、お気づきのことがござ

いましたら遠慮なくお声がけください。 

   

 最後になりましたが、「良い点」を多数頂き、職員の頑張る力に繋がります。ありがとうございまし

た。また今後も、保護者の皆さまと一緒に子どもたちの育ちを支えて、見守ってまいりたいと思いま

す。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 改善してほしい点 

1．運動会の内容の充実。 

大変かとおもいますが、健康体育の延長ではなく、組体操など子供達が力を合わせて取りくむ演技を見

たいです。 

2．いつも保護者の意見に耳を傾けてくださり、大変助かる。 

しかし、1 人の否定的意見が保護者の総意のように過剰に受け取られているように思う。例えば、職員

の方へのクレームなどは個人的意見だと思うので、全体的なお便りなどには載せなくてよいと思う。 

3．手洗いをする機会が増え、手荒れが酷くなったので、お湯で手洗いができるようになって欲しい 

4．朝、子供を預けるときに一部の先生ですが、子供の名前を呼んでくれない、あいさつをしてくれない

ことがありました。担任ではないので仕方のないことだと思いますが、その日たまたま子供が泣いてい

て準備が進まず困っていましたが、助けにも来てくれず、お願いしますと抱っこをお願いして初めて少

し手を貸してくれ、少し寂しく感じました。今までこのようなことがなかったので少し残念でした。子

供も勘づくと思うので改善頂けると嬉しいです。 

5．一時期ですが、服やタオルの入れ間違いが連日のようにあり、困りました。園の方針で名前もしっか

り書いているのに…一度でなく頻回してた時が多かったので気をつけてほしいなと思いました。 

園の遊びや取り組みには親として賛成なのですが衣類に砂がたっぷりと入ったままビニール袋に入れ

られて知らずに開封して家の中が砂だらけがありました。可能な範囲で砂を払ってから袋に入れてい

ただけると助かります。 

朝の受け入れがひどかったです。子供が保育園の登園に難しい年頃でなかなか思うように部屋に入っ

てくれないとき、それに気づいていながら対応してもらえませんでした。朝の親は職場に向かうのに 1

分 1 秒の世界で動いています。保育士によっては朝嫌がる子供（我が子）を抱き抱えて安心して行っ

て きてくださいと見送ってくれる方もいるのに、保育士によってさまざまでとても困ります。 

少なからず子供が登園拒否している時は少し手を貸して頂かないと母も後ろ髪ひかれますし、とても

不安になります。今一度朝の受け入れや帰りの迎えの時の対応を検討していただきたいと思います。 

6．①外玄関のタッチキーが汚らしいので、出来れば非接触にして欲しい。厳しければ、こまめに消毒を

していただきたい。 

②外玄関のアルコールスプレーが汚らしいので、足踏み式かオートディスペンサーにして欲しい。 

③夏の時期に使用するタオル入れの牛乳パック？がカビていて汚らしいので、素材の改善をお願いし

たい。 



④男性職員がいないのが防犯的に不安がある 

⑤家庭の事情も考慮せず、頭ごなしに何度も「朝早く起きるように」と言われるのが苦痛。 

⑥毎日飲む牛乳は放射線物質などの品質が気になる。また、出来ればパスチャライズかノンホモにして

欲しい。 

⑦日々の早番、遅番、日中の担当の先生が誰か分かるようにして欲しい。 

⑧給食を試食できる機会が欲しい。 

7．こちらもクラス掲示板を毎日見ていないのが悪いのですが、〇〇日に〇〇が持ち物で必要など、掲示

板だけでなくおたより or 口頭 or 連絡ノート等でお知らせ頂けると助かります。 

園というより他の保護者の方に対して・・・ 

自転車で送迎される方が、園の玄関扉を出た後、門扉を全開にされて自転車を出しやすいようにしてい

ます。電動自転車で子供を乗せると非常に身動きが取りづらく、重たいのは承知していますが、その前

後に出入りする子供が急に駐車場に飛び出したりする姿をよく目にします。危ないのでやめて頂きた

いです。園から発信して下さると幸いです。 

8．お昼寝の時間が長い気がします。低年齢の乳児さんは必要かもしれませんが、３才以上も 3 時間必要

でしょうか？夜が遅くなりがちです（いろんな原因がありますが） 

改善というか、どういう感じでお昼寝時間を決めているか知りたいです。（ねむくない時など、どうし

ているのか？など） 

9． 駐車場の許可を厳しくしてほしい。やはり車が停まっていると怖い。せめて、現在何台許可してい

て、許可理由の内訳を開示してほしい。 

10．遊びをたくさんしてくれてありがたいが、着替えた洋服を袋に入れる際に、砂を払い落してから袋に

入れて欲しい。（洗面所や風呂場に砂がたくさん流れて、一度詰まってしまって大変でした） 

少しの微熱でもわりと多く電話がくるところ。（コロナ状況も分かるし、37.5℃越えたら分かるが）、

37.7℃とかでもひんぱんにくる。仕事をしていて遊んでいるわけではないし（わりと 15 時以降は眠く

てぐずぐずで体温が上がるのは毎日見ている中で分かっているはずだから）もう少し配慮（考慮）して

欲しい。 

駐車場が少ない。増やしてほしい。 

11．まつぼっくり程度の年齢になると、お昼寝しない子もいるので、園でもお昼寝をしない子は、しなく

ても良いことにしてもらいたい。（夜眠くならず、遅くまで起きていることになり、成長に影響しそう

で心配なので） 

先生によって連絡帳の内容の丁寧さにバラつきがある。 

小さい子のクラスで、もう少しこまめに鼻を拭いたり、おしりかぶれにワセリンを塗ったりと、清潔さ

にも気を配ってもらえると、より、ありがたい。 

12．年間予定表に開催時間（AM or PM でも OK）を書いて頂けるとありがたいです。 

土日に仕事をしているので休む時の目安になります。 

平日の懇談会等も目安がわかると助かります。 

13．今のところ特にないが、運動会は今年のように年齢ごとに分けて頂けるとありがたい（園庭も狭いの

で、人数が多いと見づらい為） 

改善する点ではないのかもしれませんが、男性保育士さんがいないので、多様性が少ないのかな？と思



う節がある。 

14．朝登園の際、先生と目が合わずなかなか預けられない日がある。 

目が合っても、あいさつしても、子供を引き取ろうとしてくれず、なかなか出発できない事があった。 

親と園の連絡ツールとしてアプリ（コドモン）があるので、コドモンの入力された連絡内容を確認して

欲しい。（保育時間中は確認できないという理由であったが、こちらも勤務中電話できる状態ではない

日もあるので、コドモンで連絡可というようにしてほしい。→延長保育を休にお願いする時など） 

園での様子が分からない（写真購入できる機会の頻度が少ない） 

お迎え時、たまたま担任の先生がいればこちらも聞けるが、そうでない場合は正直聞けず、分からな

い。 

15．金曜日のお迎えの時に布団カバーを入れ替えられるととても助かる。 

先生を「～ちゃん」とは呼べないので呼ぶときは「スミマセン」と呼ぶしかない。先生方は私たちのこ

とを「パパ、ママ、お父さん、お母さん」と呼ぶのに、こちらからは「～ちゃん」はアンフェアだと思

う。せめて苗字とかにして欲しい。 

16．コドモンに、お休みした日がいつだったか、振り返ることができる機能があると助かります。 

おたよりをオンラインで共有できると、外出先から確認ができたり、家族での共有が簡単になるので有

難いです。 

駐車場利用の方のマナーが悪いと思います。身障者用のスペースに平気で停めているお父さんなど見

かけます。右折で出て行くのも普通のことみたいです。 

いつもは自転車なのに、雨の日だけ車で来ている方なども疑問です。駐車許可が緩いのではないか？と

感じます。駐車場が混み合っているのをよく見かけますが、本当に必要としている方の妨げになってい

るのではないでしょうか。 

お芋堀りのお芋が・・・美味しくないです・・・農家さん手を抜いているのでは？と思うような味です。

お芋堀があることはありがたいです！ 

17．園に対しては特にないのですが、この場をお借りして 1 点だけ。 

昨年度、保護者用くつ箱が導入され、玄関周りの同線の混雑が緩和されて大変助かっています。しかし

ながら、ときたま、靴箱をご利用されていない方もまだいらっしゃって、何足か保護者の靴が並んでい

たりすると、小さい子供の靴をはかせる際に道を防ぐ形なってしまい、ワタワタしてしまいます。特

に、コドモンのタブレット付近が混雑することが多いと思い、この機会に靴箱の利用を促してくださる

と助かります。 

18．汚れ物への砂の付着がひどい。 

19．特にありません。コロナの中で先生たちにもさらに負担がかかっていると思うので、簡素化できるこ

とはしていただいて、先生たちの大変さを少しでも軽減してもらえたらと思います。いつもありがとう

ございます。 

20．もう少し写真や画像で保育の様子を見たいです。 

子供の立場で話を聞いてくださるのはわかりますが、少し遅れてしか参加できないときなど「〇〇ちゃ

ん自身が可哀想」と言われてしまうと確かにそうだなとは思いますがモヤモヤします。 

21. 土曜日に登園しているのですが、金曜日に園で使う靴の持ち帰りをやめてほしい。 

22．改善してほしい点は特にありません。 



以前、園の方から玄関のトビラは「あけておきますね」ではなく、「しめておきますね」としての対応

のお知らせがあったと思いますが、うちの子供は衝動的に外へ飛び出してしまう事があり、いつも注意

はしていますが万が一のこともあるので、保護者の皆様に再度協力のお願いをしたく思っています。宜

しくお願いします。 

23. 園内で掲示されている写真をスマホで撮影したい。（家庭で、その日のうちに家族で話したいので） 

運動会や発表会などの行事も写真撮影していただきたい。 

24．朝預けるときに、子どもになかなか気付かず、声をかけてもなかなか届かず…という日が多い。忙し

いのもわかるので改善してほしいというよりは、こちらが何も言わずに預けている気持ちになるので、

こちらの印象が悪くないかな～と少し不安な程度です。 

25．改善ということではないですが… 

毎年楽しみにしていた保育参加、再開は中々難しいとは思いますが、在園中に再開できたら…と淡い希

望を抱いています。 

こちらもコロナ禍で苦渋の選択とは思いますが、子どもたちの歌が再開できるといいなぁと思います。

季節の歌を口ずさむ子どもたちが、かわいくて楽しそうで大好きです。 

26．コロナで園でのイベント、集まりがなくなったので、なかなか園の様子がわからない。 

ホワイトボードとごんちゃんのかわら版、朝夕に少しだけ先生や他の保護者のおしゃべりするのがと

ても貴重です。コロナが収まらない限り改善しようがないですね…。 

 

 


