
 

令和２年２月２０日 

つぼみ保育園保護者の会 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、令和元年 11月に保護者の会より提出された『2019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。 

 

１、 アプリを活用したシステムをつくってほしい 

   出欠やお迎え状況、個別連絡や園通信、これらが一括管理されたアプリを活用している保育園や幼稚園が 

   増えているようです。何よりも出欠の連絡が多い当保育園は先生の負担になっているのではないかと思い

ます。掛ける側も会社に向かう通勤電車の合間や出勤時間のわずかな時間を使って連絡する手間が省け双

方にとっても効率的だと思います。その他、イベントや給食メニューなど日々確認できると、自分が知り

たいときに知ることが出来るシステムが欲しいです。 

【回答】    

導入しましたが、まだ登降園のみ使用している状態です。これから出欠の連絡(自己都合欠席のみ)や行事

予定等、少しずつ増やしていきたいと思っています。もう少しおまちください。 

 

２、 園の門のセキュリティ強化をして欲しい(オートロック等) 

【回答】 

   門の施錠をしている時間帯が 10:00～15:00、朝夕の送迎時に施錠しておくことは難しいです。 

送迎時に施錠してしまいますと保育にも支障があります。設備を変えるためには費用と時間がかかり、保

護者の皆様にご迷惑がかからない様にしなくてはなりませんが、今後考えていく必要はあるかと思ってお

ります。 

   園児の飛び出しについては、門が二重扉になっているのは、飛び出しの危険を防ぐためです。 

門を出る時は、必ずお子さんと手を繋いでいただき、門もしっかり閉めていただきますよう 

お願いいたします。 

 

３、保育参加日程をもっと早めに掲示してほしい。 

  日程がぎりぎりで掲示されても仕事の調整がつかない。選択肢もとても少ないため(月 2.3回)貼り出された 

  当日には埋まってしまう。担任が二人いる日にしか受け入れていないという話がありました。保育参加とは 

  保育士体験のようなものだと聞いています。それならば担任が揃っている日に限定せず、日頃担任が休みで 

パートさんが保育している通常保育時にも実施してほしい。それが本来の保育士の仕事だと知る機会なの 

ではないでしょうか？ 

【回答】   

    できるだけ早く掲示(1ヶ月前くらいには）するようにしますが、それでも遅い時や予定が立たない等 

   あると思います。そのような時は、担任にご相談ください。 

    また、クラスによっては、担任が揃っていないと受けられないクラスがあります。「こっちのクラスは

良くて、こっちのクラスは良くない」言うことになっては困るので、担任が揃っていての保育参加が、原

則になります。ご了承ください。 



 

４、 子ども受け入れの際の配慮をしてほしい 

   まれに子どもが愚図っていても座ったままで泣いている子どもを受け入れて欲しいのにひきとってもら

えない時がある。先生方も手薄な時間なのも承知していますが、仕事の時間もあるため少し柔軟な対応を

して頂けたらと思います。 

【回答】  

  ・朝の時間帯、出勤時間があり１分 1秒を争うくらい忙しい時に限って、お子さんが愚図っていてどうしよ

うもないことがあると思います。愚図っている時は、こちらからも声をかけるようにしますが、声を掛け

られない場合もありますので、早番職員に「いって来ます」・「お願いします」等、遠慮せずに声をかけて

ください。 

 

５、 先生からの報告がほしい 

   夕方、遅めのお迎えに行くと、なかなか一日あった出来事を話してくれる方がいません。 

【回答】 

  変則勤務で、早番、遅番があり普通勤務は、9:00～17:00になっています。熱や怪我、いつもと違う姿が 

あった時など、その日にどうしてもお伝えしなくてはいけないことがある時は、お迎えを待っていますが 

職員にも家庭があり、保護者の皆様と同じようにお迎えに行かなくてはならない職員もおります。 

また、『働き方改革法』も施行され、職員も悩んでいることもあります。その日の園の様子や保護者の方

にお伝えしたいことは、ホワイトボードやおたより帳にてお知らせいたします。それとは別に、お子さん

の様子を聴きたい、伝えたい、相談がある等ありましたら担任にお声がけください。 

 

６、 おたより帳 

   先生の名前を呼ぶ際には愛称で呼ぶが、おたより帳の返信には苗字で返ってくることに違和感を覚えます。 

   これまでの呼び名についての経緯は知っていますが、苗字で統一して欲しいです。 

【回答】 

  職員を名前で呼ぶとういことは、つぼみ保育園の特徴・こだわりと捉えていただき、 

 おたより帳は、書面でのやり取りですので氏(苗字)のサインにさせて頂いております。 

 ご理解いただきますようお願い致します。  

 

７、 離乳食の表(何を食べたか)をお知らせに挟んでほしい。自宅で次に何を食べさせるか目安になるためです。 

【回答】   

  離乳食表はいつでもご家庭と保育園が見られる方が良いと思いますので来年度形式を変えて行います。 

 

８、 離乳食時の首つけるタオルをビニール製など防水仕様に変えてほしい 

【回答】 

  食べかすは、できるだけ落して返すようにしていきます。今の食事用エプロンは、自分で出来るようにとい

うことでこの形になっています。たんぽぽ組・たけのこ組の子どもたちも自分で出来る（エプロンを自分です

る『ゴチソウサマ』は、自分ではずせる）を目標にしていますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

９、よだれかけをしまう際、マジックテープでしっかり留めて、ビニール袋に入れてほしい 

【回答】 

 出来るだけマジックテープを止めてしまうようにしますが、出来ない時もありますのでご理解ください。 



 

10、駐輪場の出入口門の配慮をしてほしい 

  自転車の場合出入り口が１m 位しか開いていないので出入りしづらいです。帰りの際も門を出てすぐに 

左折 Or 右折なのですが電動自転車は小回りが出来ないので２mくらいは開いているとスムーズです。 

【回答】 

 開けておく様にしますが、開いていない・狭い等ありましたら申し訳ありません、開けて自転車の出し入れを 

 して頂きますようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

11、駐車場の出入り口が狭く中に入りづらい 

  車が大きいため入り口が狭く駐車場に入れません。雨の日などは禁止されている道路へ停めている車も多く、

駐車場をなんとか別の場所へ増やして頂きたいです。(サミットなど) 

【回答】 

 今、現在借りているところしかないので、保育園としてどうにもなりません。また、駐車場を増やすことも今

のところ(場所・予算等)無理なのでご理解いただきますようお願い致します。 

また、サミットストアーは、賃貸用の駐車場ではなく、お店の駐車場なので貸していただくことは出来ません。 

申し訳ありません。 

 

12、子ども用のレインコート置き場も設置して欲しい 

【回答】 

 すべての子どものコートを置く場をつくるのは、無理があります。各家庭で工夫していただければと思います。 

 

13、部屋に飾ってある写真を個別に配布して頂けるとうれしい 

【回答】 

 行事の写真は、配布できません。クラスで撮った写真は、学期に１回写真屋さんを通して販売しています。 

 

14、つぼみ劇場について 

  「ごっこ遊び」の延長として、保護者も子どもたちの姿を見られる機会をつくってくださった経緯もよく 

わかりました。園の方針に従い、子どもたち主体で、劇の間、写真、動画撮影できないのは正直残念な 

気持ちもありますが、カメラを向けられると緊張してしまうのも良くわかるので、劇中撮影禁止で良いとお

もいます。配慮として劇の最後のカーテンコールの時には撮影して良い時間を設けてくださったことに感謝

します。 

【回答】 

 ご理解いただきありがとうございます。こちらこそ感謝いたします。子ども(主役)、保護者(観覧者）・職員(裏

方)皆で、『つぼみ劇場』を作っていけると良いと思いますのでこれからもご理解・ご協力のほどお願い致します。 

まだスマホで撮っている方がいるようなので、約束を守っている皆さんに申し訳ないと思っております。 

 



15、今まで通りの保育の質を継続してほしい 

  いつも子ども達の成長をあたたかい目で見守ってくださり、ありがたく思っています。大きな行事への取り

組み方も子ども達の状態を見ながら事前にしっかりと準備をしてくださっていたり、励ましたり、時には突き放

したりやる気をひきだしている姿をお迎えの時など見ることができました。担任の保育士さんではなくても名前

を覚えて声をかけてくださったりしているので、子どもも自分の居場所、保育園の一員として自信が持てるのだ

ろうと思います。先日の夏まつりではソーラン節の練習に、担任以外の職員さんも参加して、ど素人の私たちに

わかりやすく何度も教えてくださりとても助かりました。遅くまで練習した翌朝には、同じ先生が早番でいらし

ていたのでびっくりしました。時間休、もしくは残業、よくわかりませんが頑張ってくださっていた方の配慮が

あると良い保育の質が保たれるのだろうと思いましたので、よろしくお願いします。保護者の立場から、これま

で通り良い保育の継続をしていただきたい事が、つぼみ保育園への要望になります。 

【回答】 

 今まで通りやって行きたいと思っております。しかし、現在の社会や環境の中で出来なくなってきている事も

事実です。その中で“子どもたちが何をしたいか”、“たくましく育つ為に何が必要か”を考え、保育指針に沿っ

た保育をするには『何をするか』、『何が出来るか』、昨年度から行事の見直しを行っています。子どもも大人も

少し行事に追われているところがあり、自由に遊ぶことが少なくなっているように感じます。本来、子どもは遊

びの中で何かを発見し、学んで行きます。だからこそ、外遊び・散歩・固定遊具など、子どもの育ちにはどれも

大切だと思い、職員会議等で試行錯誤の中、これからＩＴ社会を生きていく子どもたちに“今、何が大切か”“何

を必要とするか”を話し合い進めて行こうといます。 

また、日本ならではの行事を伝承していくことも大事なことなので、失くすことなく続けて行きたいと考えて

います。 

  

  



ふじみ保育園保護者会 様 

                             令和 2年 3月 11日 

                            ふじみ保育園 

                            園 長 山城一予 

【保育園への要望への回答】 

 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。 

 

要望：基本的には裸足でいいが、災害時の避難、防寒対策の為に一考をお願いしたい。 

回答：子どもの足の発達においてはだしで過ごすことは極めて重要と考えて保育をしています。土

この乳幼児期に育成されるため、はだし保育を行っています。 

 災害時には、厚手の毛布・マットを敷いて避難経路を確保し、靴を履いて避難します。 

登園の際も運動靴をはかせて頂くことを再度お願いいたします。 

 又、防寒対策として、マットを敷いて対応したいと思います。 

 

要望：特に夏場に適宜水分を補給できているのならいいが、そうでないこともあるようなので対策

をお願いしたい。 

回答：水分補給は朝の時間、（幼児は 5月ころから散歩に保育者が水筒を持参し、途中でも水分補

給をしています。）散歩から帰って、食事時、夕方等定期的に水分補給をしています。（幼児は運動

量が多いため、自由にお茶・水を飲める環境にしています） 

 個人の水筒を持ってくる必要はないと思います。水筒は朝からだと長時間になるため、衛生上や

管理の仕方などが懸念されるため、園に任せていただきたいと思います。 

 

要望：家庭から持参するお弁当については各家庭に責任があるので、お弁当が腐る傷むことが理由

であるならば、各家庭の判断にゆだねるべき。そこまで園が介入することはないと考える。 

回答：お弁当（デザートも含む）については保護者の責任において、痛みの早いものは避けて頂き、

子どもの安全を守るうえで考えて持たせてください。ご協力をお願いいたします。 

 

要望：床暖をつけてほしいという意見もあるが、財政的に厳しいと考える。そこでホットカーペッ

トやクッションマットを廊下も含めた床に敷き詰めるなどの対策をお願いしたい。また、加湿器や

空気清浄器も設置し湿度に関しても把握していただけるとありがたい。 

回答：床暖は財政的に難しいです。マットを敷くなど対応していきたいと思います。 

加湿器等はカビや微粒子による空気感染の方が危険と考え、濡れたタオルを室内に乾したり、換気

と噴霧による加湿を頻繁に実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 



個別なご意見 

 

≪暑さ寒さ対策について≫ 

○真冬はどこまで暖かくさせたらいいのでしょう？肌着は半袖指定ですが、それで大丈夫なものでょうか。また

裏起毛の服はＮＧですよね？行き帰りが不安で･･･。 

→行き帰りは、裏起毛大丈夫です。日中は、動いて汗ばむため肌着は吸収率の良い綿素材をお願いします。 

○寒い時期にベストは寒いのではないかと思います。袖のついたものが良いのではないかと思います。 

→袖があると動きにくく、固定遊具などで遊ばせる時に危険があるためベスト着用です。おなかを中心に体感を

保温し、動くことで体温が上昇するため、手や足も血流がよくなり温かくなります。 

○特に夏の扇風機が直にとてもよくあたる場所で昼寝をしたと思われる時には必ずといっていいほど風邪をひ

いてきます。風が直撃するところでの昼寝などはさけてほしいです。（保育参加しないとわからないことでした） 

→風が直撃しないよう気を付けていきます。 

○温度よりも湿度の方が気になります。加湿や除湿の対応はしているのでしょうか。また、サングラスやマスク、

日焼け止め等天気にあった小物の着用を検討していただけると助かります。 

→マスクの着用は、大丈夫です。日焼け止めについても朝塗ってくることは大丈夫ですとお便りに出しています。

サングラスは、保育中危険が生じることや管理上難しいと考えています。 

○夏自転車で登園する子どもが暑い室内に入るのは本当にしんどいと思う。冬やはり自転車で登園する子どもが

外と変わらない室内に入るのは本当にきつい。登園にあたり不安や緊張も室内の温度で大幅に緩和されるのにと

いつも思う。暑い夏涼しい部屋で迎える、寒い冬暖かい部屋で迎えることは園に行く子どもの気持ちを大きく変

えると思う。子どもは寒くないや子どもは薄着、は昭和的で前時代的に感じる。先生方も暑くないのか寒くない

のかとても不思議。 

→大人はそう感じますが、子どもたちは、特に乳児は急激な気温変化に対応が未熟なため、子どもたちが移動し

てから暖房をつけるなど少しずつ気温を温める方法をとっています。 

 

≪安全対策について≫ 

○柵や手すりが老朽化していないか等、点検をしっかり行っていただけると安心です。→定期的に点検 

○門の鍵が時々開いたままになっているのが気になります。→保護者に呼び掛け守っていただく。 

○絵本が展示されている時のテーブルが危険と感じます。角の丸いテーブルが良いのでは（角に布やテープを貼

るとかじゃなくて危険度が低いテーブル、高さも今のテーブルはちょっと危ないかと） 

 →低い角のない丸テーブルに変更します。 

○グランドの飛び出しや侵入（車のつっこみ）等は危険かと思います、何かポールをたてたり、ロープをはった

り対策ができるといいと思います。 

 →グランドで遊ぶ時は、ネットを張ってカバーします。 

○玄関は時間でオートロックになっていますが、保健室やくるみの窓が開いているのを見ると、ここから侵入者

があることは想定しているのだろうかと思うことはあります。 

 →（早番時は）保健室とくるみ北側の窓は開けない事とします。 

○パジャマの着替えをなくしていく⇒災害が起きた際のことも考えて洋服の方が良い。お昼寝中に災害が起こる

こともある。（パジャマ着用をなくしている園が増えてきている。 

→パジャマの着用を災害時の事を考え廃止。指先の遊びを遊具や遊びの中で取り入れ豊かにしていく。 

 

 



ほんちょう保育園保護者の会 様 

 

令和 2年 2月 18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 2 年 1 月 17 日付で保護者の会よりいただいた「保育要求アンケート」につきま

して、以下の通り回答させて頂きます。 

 

1. 安全対策・設備などについて 

 ①門の扉を早く修理して欲しい。 

 ②駐輪場のセンサーライトが反応しないことが多い。常に点灯させてほしい。 

【回答】 

①門扉については以前より頻繁に不具合が生じており、その都度対応しておりましたがなかな

か根本的な改善に至らないところでした。 

 頻繁に不具合が生じる原因として、飛び出しを防ぐため門の上部にフックを付けていました

が、そのフックが軸に負荷をかけ扉が下がってくるため何度直しても根本的な改善ができず、

先日の修繕時上部のフックをはずしました。 

 今般、子どもたちの安全対策のため門扉を終日施錠する旨を、各クラス懇談会でお知らせい

たしました。保護者の皆様には、開閉時は必ず「カチャッ」とロックが掛ったことを確認して

頂くことと、懇談会でお願いしました約束を必ずお守りいただくよう、ご協力をお願い致しま

す。 

 ②保護者の皆さまのお迎えの時間に、職員が駐輪場付近に行くことがほとんどなくご指摘のよ

うな状況に気づかず大変ご不便をおかけし申し訳ありませんでした。 

確認しましたところ、反応が遅い個所も見受けられましたが点灯する状態でした。ただソー

ラーでの蓄電のため日によって反応が鈍いことがあるようです。 

  今後、定期的に巡回しご不便をおかけすることがないよう点検してまいります。 

 

2. 行事について 

 ①子どもたちの成長を見る機会（歌や劇、親子で参加できる行事など）をもう少し増やしてほ

しい。 

 ②運動会にダンス、親子競技など入れて変化がほしい。 

【回答】 

 ①子どもたちの成長を見る機会を増やしてほしいというご意見は毎年頂いており、どのように

保育の中に位置づけ、より良い保育に繋げていかれるかと検討を重ねてきました。昨年は楽し



める場に繋げる第一歩として、子どもたち同士で見せ合う場を計画していましたが、感染症の

流行で実施できませんでした。 

  養護と教育を一体的に行い、行事があるからやるのではなく、子どもたちの「やりたい気持

ち」を大切に保育を積み重ねている「過程」を観ていただきたいと、来年度「成長を観ていた

だく機会」を計画しています。感染症が流行る前の時期（12月頃）を予定しています。詳し

い行事名、日程等は今後の決定になりますので、今しばらくお待ちください。保護者の皆さま

と一緒に、子どもたちの成長を喜び合う機会にしたいと思っております。 

 ②運動会の種目について、今年度の反省を活かし時間配分やプログラムを含め、子どもたちの

気持ちに寄り添いながら来年の取り組みに繋げてまいります。 

 

3. 保育内容について 

 ①外遊びを増やしてほしい 

（園庭だけでなく外に出してほしい。おやつ後も外で遊ばせてほしい。お昼寝を短くしてほし

い。など、もう少し体を動かしてほしいという意見が多かったです。） 

【回答】 

①季節を感じ地域の人とのふれあいや興味に繋がる発見ができる外遊びは、子どもたちの成長

発達において欠かせません。外の気温や健康状態、生活の流れ等、子どもたちに無理のないよ

う年齢に相応しい活動に取り組んでまいりたいと思います。 

 

4．その他 

 ・パートさんの説明が難しい。着替えのカゴが小さい。ひざ丈のズボンを探すのが大変。職員

と保護者が連絡を取り合っている。職員が職員を怒っている、注意しているのをよく見る。写

真販売の期間を短く区切ってほしい。ケアセンターの職員の車の止め方がひどい時がある。保

育参加の日程を早く知らせてほしい。朝体温計がない時がある。送迎時間の関係で２階の掲示

板を確認できないことがあるので、送迎表に一言つけてほしい。 

 【回答】 

 ・職員としての振る舞いについて、ひとり一人が自分を振返り子どもたちと関る大人として 

なお一層気を付けていきたいと思います。 

・ケアセンターの車の停め方について、職員にお伝えしました。柱の横は 2 台までの駐車で 

お願いしていますが、送迎時 3 台停まっていることもあります。ルールを守り今後も気持ち

良く使えるようお互いに気を付けていきましょう。 

・日々の保育に関する事柄は、ご不便をおかけすることのないよう細かな確認を忘れないよう

にしてまいります。 

・写真販売の期間について、期間が長いと枚数が多く閲覧するのに時間がかかってしまうとい

うことでしたので、販売回数を増やし１回の枚数があまりに多くならないように、写真屋さん

と検討したいと思います。 



 

＊最後になりましたが、「感謝していること、助かっていること」をお伝えいただき、感謝申

し上げます。肯定していただけるということは、大人も大変うれしくモチベーションに繋がり

ます。貴重なご意見を保育に活かし、今後も子どもたちのより良い成長を一番におき、保護者

の皆さまと一緒に育ちを見守ってまいりたいと思います。 



 

                                 令和２年３月１７日 

ひよし保育園保護者の会 様 

                                   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２年２月１４日付にて保護者の会より提出された「アンケート」につきまして、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。 

 

保育士の対応について 

・ あいさつをする職員としない（声が小さい？）職員がいる。 

・ 受け入れをちゃんとしてほしい。（返事がないことが多いと思う） 

・ 声かけをする時の言葉がきつい先生が数人いらっしゃるので言葉も気を付けてほしい。 

・ 園の方針として「お休みの時もお預けください」とあるが、休み時や所用の為半休をとってからの出

勤時、普段と服装が異なるからか「今日はお休み？」と聞かれることが多く、休みで預けることに罪

悪感を抱くことがある。休みの時の所在を知りたいのか、保育士個人の感情（休みなのに・・・）が

のっているのか真意がわかりづらいので園としてもう少し方針を統一してほしい。 

→職員一人ひとりがもう一度振返りを行うとともに、引き続き内部研修等を行っていきたいと思い

ます 

 

保育内容等について 

・ おむつの持ち帰りをなくしてほしい。保育士の皆様の負担も減ると思う。（２） 

 →昨年度も御意見を頂いておりました。回収業者の選定等を行い４月より回収が可能な形で最終の

打ち合わせをさせて頂いております。決まり次第お知らせさせて頂きます。 

・ 保育参加と面談を同じ日にしてほしい。 

・ 保育参加や面談の日程が限られていて、予定が出るのも遅く休みがとりづらい。 

 →保育参加と面談日をなるべく同日に行えるよう、工夫をして参りたいと考えております。 

保育参加の日程につきましても早めにお知らせが出来るよう努力してまいます。また今年度も保

護者の方からの参加可能日をお伝え頂く形でも調整を行っておりますので担任にお声掛けいた

だければと思います。 

・ 送迎時間とお迎えの人をノートに書く必要がないと思う。（カードタッチして保育室前でも書いて・・・

そんなに何度も書かないといけないのか、と思う） 

・ 基本的な送迎時間とお迎えの人は、カードに登録しておいて、異なるときだけ部屋の前で書けばよい

のではないでしょうか。 

 →ICT 化を導入した後も災害時等に持ち出しできるようお迎えの人また時間の記入をお願いして



 

おりましたが、４月より職員の方でおこなう事といたしました。 

・ パートの保育者さんの名前が覚えられず、４月だけでもいいのでネームプレートを付けてほしい。 

 →新年度はじまり４月中は全職員ネームプレートをつけさせていただきます。 

・ ０歳クラス９人の食事を担任の先生３人で介助するのはとても大変そうで子供たちも食べこぼす量

が多く充分に食べられていないのでは？と少し心配になりました。子供一人一人にもう少し介助でき

るよう大人の人数が増えると安心です。 

・ 運動会のプログラム内容の充実（組体操、竹馬など）お忙しい中大変かと思いますが、それぞれのク

ラスの演技等があると嬉しいです。 

・ 夏祭りの開催場所、方法について要検討（キャパシティの点で） 

・ 仕事の調整が難しいので平日に親が参加する行事をもう少し減らしてもらえると助かります。 

・ けがをしていることに気付けていないのか情報がないことが多く、不安。子供が言っていることが本

当なのかわからない。 

・ 泥んこ遊びをした後の服の砂をもう少し払ってもらえるとありがたいです。 

・ お昼寝用に毛布、冬用布団カバーとどちらも用意しましたが、毛布の使用期間が短く、どちらか一方

だけで足りるのではないかと思いました。 

→その他たくさん御意見を頂ました。保護者の皆様の声に耳を傾け、今後の保育運営に生かしてま

いりたいと思います。 

 

園舎設備について 

・ 玄関ドアの開閉の暗唱番号を押す機器が、屋根のない場所にあるので雨だと濡れながら押さなけれ

ばならない。傘をさしながらではドアをすぐ開けるのに不便だし、屋根があるとよかった。 

・ 自転車置き場から玄関までの間に屋根があるとありがたいです。 

→ご不便をおかけし申し訳ありません。建設中の時から設計士さんには相談をさせて頂いていた

のですが、賃貸での建物である事もあり、希望通りに進まない部分もありますのでご理解いた

だければと思います。 

 

駐車場について 

・ 駐車場が大変狭いのも仕方ないですが利用者としては苦慮しております。３台埋まっている場合、

迂回してくるのは正直大変です。 

・ 駐車場、いつか事故が起きないかひやひやする。 

・ 駐車場利用の方のマナーが悪い。雨の日や混雑時には、身障者用に停めたり、どこも埋まっている

時には入り口に駐車して出待ちをしたりしていることもある。右折出庫も当たり前のようです。駐

車場に監視カメラがあるかと思うので、時々映像を見て抜き打ちチェックをし、マナーの悪い特定



 

の方には個別注意をお願いしたいです。マナーが悪化し、事故が起こるとき、犠牲になるのは子供

かもしれません。厳しい対応をお願いします。 

→限られたスペースで駐車場を使用しています。子どもたちが事故に巻き込まれることなく過ご

す事が一番です。駐車場を利用される方には再度マナーを守っての利用をお願い致します。ま

た今後声かけだけでなく文章等でも注意喚起させていただきます。 

園の良いと思われる点を含め、保護者の方々に多数ご意見を頂きました。提出されたご意見等を

踏まえながら、今後の園運営や保育の質の向上に活かしてまいりたいと考えております。貴重なご

意見をありがとうございました。 
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