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頂いた ご意見を 保育に 活かします ! 

  

 「常磐保育園の保育に関する評価」の折には、５０名の保護者の皆様から、お褒めの言葉やお気づきの点を記し
て頂いております。貴重なご意見をありがとうございました。皆様の皆様方から頂いたご意見をしっかり受け止
め、今後の保育や園の運営に活かしていきたいと思っております。なお、ご要望に対する園の対応についても、後
述させて頂いております。 
 
頂いたおほめの言葉 
≪未満児≫ 
 ◇いつもありがとうございます。少しのけがも丁寧に報告くださり、 
  連絡帳も細かく記入してくださるので、とても感謝しています。こ 

れからもよろしくお願いします。 
 ◇いつもありがとうございます。 
 ◇いつも子どもたちの安全や成長を見守り、ご支援くださり、ありが 
  とうございます。感謝しかありません。今後ともどうぞよろしくお 

願いいたします。 
 ◇毎日大変な１歳児の保育ありがとうございます。手のかかることが 
  多いのに関わらず大勢の先生に親切に観て頂き、安心して仕事に行 

けます。これからもよろしくお願いします。全然関係ないクラスの 
先生方も一人一人子どもに声をかけて頂けるので嬉しいです。これ 
からもよろしくお願いします。 

 ◇保育園に行くことをいつも楽しみにしています。やれることも日  々
  増えていき、先生方には本当に感謝しています。 
 ◇何時も楽しそうに保育園に行く息子を見て、先生方には感謝の気持 
  ちでいっぱいです。安心して仕事に向かえます。今後とも親子とも 

どもよろしくお願いいたします。 
 ◇定期的におもちゃなど、子どもたちが使う物を消毒してくださり、 
  ありがたいし、安心です。 

  ◇毎日忙しい中、園の様子、写真、一人一人のメッセージに加えて、 
朝、夕と様子を伝えてくださり、本当に大変だと思います。いつも 
ありがとうございます。また、担任の先生や遅番の先生、職員の方 
にこまめに様子を教えてもらえて、園全体で見てもらえて感謝です。 
子どもの姿から家での大変さも共感して安心できるよう声をかけて 
くださることがとてもうれしいです。 

  ◇今年度より「はいチーズ！ノート」が導入され、保護者からの連絡 
を随時入力でき降園前に子どもの園での様子を確認できるようにな 
って便利になりました。年間の行事は家ではできないこと（７月の 
笹飾り等）を実施して頂けて助かります。 

  ◇お帳面、連絡帳から「はい、チーズ」に変わり１年が経とうとして 
   います。とても便利になりました。どの先生も温かく子どもを安心 

して預けることができます。いつもありがとうございます。 
  ◇コロナ禍で大変な中、子どもたちを良く観てくださって、感謝しか 
   ありません。先生から子どもの様子を聞くと嬉しく思います。 
  ◇コロナ禍で大変な中、安全に保育して頂き感謝しています。 
  ◇何時も丁寧に思いやりのある保育をしてくださり、ありがとうござ 
   います。 
  ◇いつもありがとうございます。毎日、運レク長のチェックが楽しみ 
   です。 
  ◇いつも温かく保育してくださり、ありがとうございます。 
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≪以上児≫ 
 ◇いつも園での様子を連絡帳や送り迎えの際に、詳しくお伝えくだ 
  さり、成長を実感できていますし、家庭での接し方の参考にさせ 

て頂いています。以上児になり行事や参観が増え、園での姿を観 
ることができるのも嬉しいです。先生方もお忙しいと思いますが 
いつも丁寧に温かく子どもにも保護者にも接していらっしゃって、 
本当に感謝しかありません。 

 ◇一人一人の個性を大切にして関わってくださり、とてもありがた 
  く思っています。園長先生や藤井先生という上に立つ人がしっか 

りした姿勢で子どもに思いやりをもって接してくれているので、 
職員全員がすごく良い雰囲気なんだと感じます。子どもがケガを 
したりしたときも担任の先生をはじめ、丁寧にかかわってくださ 
り、安心して保育園に預けることができます。 

 ◇送迎時、子どもの様子を教えてくださったり、何かあると声をか 
  けてもらえたりと、配慮頂き、ありがとうございます。懇談も初 

めて実施して頂き、先生とお話でき良い機会になりました。 
 ◇園生活を通して家では教えられないことを教えてくださり、何か 
  あったときには子どもと向き合って頂いてありがたいです。朝早 

くから保育してくださり、ありがとうございます。 
 ◇いつもありがとうございます。先生方からは子どもに対して愛情 
  もって頂いているなど、ひしひしと感じています。 
 ◇コロナ禍でありながらも、保育参観や運動会等、制限がありなが 
  らもおこなってくださり、とてもありがたく思っています。いつ 

もありがとうございます。 
 ◇コロナ禍で難しい状況の中、いつもやさしくお声掛かけしてくだ 
  さってありがとうございます。 
 ◇何時も担任の先生やそれ以外の先生、職員の方が温かく見守って 
  くださっていることが伝わってきます。体調不良で欠席する歳は、 
  密に連絡くださり、子どもや家族に対し気遣ってくださることも 

心温まります。お迎えに行った際もその日の出来事や最近の様子 
を細かに教えて頂き、そんな一面があったんだと、微笑ましく思 
うことも多々あり、嬉しく思います。コロナ禍でも細々な工夫を 
して行事を行って頂き、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 ◇運動会や生活発表会等の大きな行事では、緊張しがちな娘ですが、 
“ママ！青チームになったよ ”“こうやって歌うんだよ”“楽しい 
んだよ！”と嬉しそうに話をしてくれ、年々成長を感じます。日 
々安心して生活できる温かい雰囲気と、子どもが主体となって楽 
しんで取り組める保育を行ってくださる先生方に感謝します。い 
つもありがとうございます。感謝しかありません。 

 ◇毎日、１５時頃に「はい チーズ！ノート」が届き、仕事中に保 
  育園での子どもたちの様子が観られて、とても癒されます。先生 

に甘えたり、わがままを言ったりとご迷惑をおかけしますが、子 
どもが先生たちを信頼しているからだと思います。  

 ◇お迎えに行ったときに、その日の子どもの様子を詳しく教えてく 
  ださるのでとても嬉しいです。安心して預けることができます。 

いつもありがとうございます。大変ですが、よろしくお願いいた 



します。 
 ◇いつも安心して保育をお願いできています。朝や帰りにも、子ど 

もの様子を教えて頂けることがとても嬉しく楽しみにしています。 
また、違うクラスの先生方も子どもを気にかけてくださり、嬉し 
く思います。いつもありがとうございます。今後ともよろしくお 
願いいたします。 

 ◇行事は子どもにとって大きなモチベーションになります。コロナ 
禍ではありますが、予防対策をしつつ、行事等、いろいろな経験 
をする機会を今後も大切にして頂けたらと思います。 

 ◇子どものことを一番に考えて接してくださるので、とても嬉しく 
  思います。ありがとうございます。 
 ◇いつもありがとうございます。忙しい中、「はい チーズ！ノー 

ト」の返信も嬉しいです。  
 ◇「はい チーズ！ノート」で日報を確認できるようになったので、 
  お迎えに行きない日も１日の出来事を知ることができるようにな 

り、保育園での出来事について、子どもと会話する時間が増えた 
と思います。毎日子どもが楽しそうに保育園に登園するので、保 
育園での活動の楽しさやお友達との関係が良好なことが理由だと 
思うので、先生方が一人一人を大切に保育して下くださっている 
んだなと伝わります。感謝の思いしかありません。季節に合わせ 
たイベントがあったり、学ぶ機会があったり、日本の文化などの 
教育にも力を入れてくださって、とても嬉しいです。「獅子舞」 
のことも話してくれてびっくりしました。いつもありがとうござ 
います。 

 ◇先生方、いつもありがとうございます。子どもたちのことを第一に考え、ステキな保育をして頂けている
なぁと感じています。そのおかげで日々成長していく子どもをいくのは楽しいです。親も楽しい 
と思いながら通わせて頂けたことにただ感謝しております。残り２ヵ月、まだまだ楽しい思い出を創って
ほしいと思っています。 

 ◇いつも子ども達に向き合い保育をして頂きありがとうございます。今年もコロナに翻弄された１年でした
が、その中でもたくさんの行事や体験活動を行って頂き感謝しています。平日は１日のほとんどを園で過
ごしていますが、楽しみいっぱいで毎日元気に登園してくれています。 

 ◇コロナ禍の大変な中でも、子どもたちが楽しく過ごせるように行事も開催してくださり、ありがとうござ
います。今年で卒園になりますが、上の子の時からお世話になった保育園、先生達がいつも子どもに寄り
添い温かく観てくださるので、安心して通うことができたし、大切な幼児期を常磐保育園で学び、大きく
成長できました。たくさんの先生方にお世話になり、ありがとうございました。卒園して６年経ったお姉
ちゃんも保育園の先生が大好きです。 

 ◇担任の先生はとてもよく子ども達のことを観てくださっていると思います。「はい チーズ！ノート」での
連絡の対応もとても丁寧です。子どもが毎日楽しく保育園に通え、とても感謝しています。 

 ◇先生方が子どもの成長や悩みを一緒に喜び、考えてくださっていて、安心して園に預けることができ、と
ても助かっていますし、感謝しかありません。毎日本当にありがとうございます。 

 ◇いつも子どもの様子を教えてくださり、大変ありがたく思っています。 
 ◇いつもお世話になっております。 
 

頂いたご意見に対して 

≪課題・要望とその回答≫ 
  １ 保育・職員に関して 
   ◯１歳児クラスの先生はもう少し多い方がいいような気がします。まだ、できないところからのスタート

なので、一人一人成長スピードも違う、自我ができてくる大切な時期だと思うので。 
    →ご心配をおかけしております。保育士の配置につきましては、厚生労働省が基準を設けており、その

基準以上の配置ができるように心がけています。 
その基準は以下のとおりです。 

     ◯０歳児 園児３名に保育士１名。８名に対して３名。 
     ◯１歳児 園児６名に保育士１名。２４名に対して４名。 
     ◯２歳児 園児６名に保育士１名。２７名に対して４～５名。 
     ◯３歳児 園児２０名に保育士１名。２８名で２名。 
     ◯４歳児 園児３０名に保育士１名。３３名で１～２名。 
     ◯５歳児 園児３０名に保育士１名。３３名で１～２名。 
 この他に、主任保育士及びパート保育士がクラスに加わって保育にあたっています。 
１歳児の場合、４～６月あたりまではクラス担任として５名配置し保育にあたってきました。現在は、



クラス担任３名と主任保育士及びフリーの保育士が加わって保育にあたっている現状です。 
今後も、配置基準を上回る配置によって保育できるように努めてまいります。 

◯“クラスみんなで取り組む”ということが例年に比べて少ないように思いました。中の良い子が固定さ
れているイメージがありました。コーナー遊びが多いせいかもしれません。 

    →運動会や生活発表会など、クラスの仲間が力を合わせて取り組む活動を大切にしています。また、集
団遊びも随時取り入れています。その一方、一人一人の個性的な活動も大切にするため、コーナー遊
びも積極的に取り入れています。常に活動のバランスを取りながら、今後も進めていきたいと考えま
す。 

 ◯子どもの行動でよかったところだけでなく、悪かったところ、直してほしいところなどの注意点も連絡
帳を通してでもよいので、教えていたただければ。自宅でもその日の内に一緒に話し合えるように。こ
どもとともに改善点を考えるきっかけにできればと思います。先生の負担のない範囲で構いませんが。 

 ◯忙しいことは重々承知の上で申し訳ありませんが、帰りの引き渡しの際、子どもがどのように過ごして
いたのか、一言でもよいので教えて頂きたいです。連絡ノートにも記入いただいていますが、先生によ
って連絡帳の内容と伝えて頂く様子が違うことがありましたので。 
→気軽に各担任に声をかけてください。特に、その日に伝えておきたい内容（けがの内容や指導した内
容等）については、できる限りその日の内に直接お話するように心がけています。 

 
２ 行事・参観・懇談会に関して 
 ◯行事は子どもにとって大きなモチベーションになります。コロナ禍ではありますが、予防対策をしつつ、

行事等、いろいろな経験をする機会を今後も大切にして頂けたらと思います。 
 ◯運動会など未満児も参観できる機会が増えると嬉しいです。 
 ◯コロナが落ち着いたら、保護者が参加できる行事が再開していくと嬉しいです。 

→行事は子どもを育てるために大切な活動であるとの思いは同じです。新型コロナウイルス感染症も５
月中旬には「５類相当」にもなりますので、感染予防対策はしっかり行いながらも、以前のようにでき
る限り行事を実施していく予定です。保護者の方々の参加いただける行事（運動会・給食試食会等）や
未満児の行事を増やすことも検討していきたいと考えます。 

 
◯行事の案内がなく、出席できなかったことがあり、残念でした。 
→申し訳ありませんでした。今後はしっかりと案内させて頂く手配をいたします。 

 ◯懇談が初めて実施して頂き、先生とお話しできて良い機会でした。反面フルタイムで働いていた時は、
なかなか先生とお話する機会も少なく、今後フルタイム勤務に戻ることがあればその点心配です。 
→今後も懇談会は実施していきたいと考えています。また、日頃も担任に声をかけて頂き、話し合える
機会を持っていただけるとありがたいです。 

 
３ 「はい チーズ！ ノート」やＨＰに関して 
 ◯手書きの連絡帳の時は月１～２回は園の様子を教えて頂いていましたが、「はい チーズ！ノート」にな

ってからはそれがないので、お話しできるのみで少し寂しいです。 
   ◯はい チーズ！ノート」は大変便利になりましたが、その反面ノートだと形として思い出に残せたので、

少し寂しいです。（年度が替わったり、卒園後に見返すことができたりできるので）  
→それぞれの保護者の思いはあると思います。手書きの連絡帳がご希望の方は、各担任にご相談くださ
い。ご希望に沿っていきたいと思います。 

 ◯保育園での毎日の様子が以前に比べてのる写真が少なくなったように感じます。昨年度までは毎日玄関 
  にクラスごとに６枚の写真、ＨＰの「行事にっき」、「園長にっき」として毎日２・３枚あり、週に１度  

程度のフォトアルバムの更新もあり、良かったのですが、今は１日５枚のみの写真です。以前のように
写真更新をしてほしいと思います。 

   ◯「はい チーズ！ノート」の写真が５枚なので、子どもの人数も多いので、今後、枚数が増えると嬉しい
です。  

◯園のＨＰで孫の写真を観るのを楽しみにしていた祖父母が少し残念がっておりました。送信した内容の
確認の仕方がわからず困ることがあります。 

    →「はい チーズ！ノート」の写真の送信は、送信容量によって、現在は５枚が限度となっております。 
今後容量の改善などが図れましたら、送信枚数を増やしていきたいと考えます。ＨＰにつきましても 
定期的に情報発信していくように努めます。 

◯土曜保育の申請もペーパーレスになると良いと思います。 
    →技術的に可能かどうか検討します。お時間をください。 

◯アンケートは初めからＢＯＸへの提出が良いと思います。 
  →アンケートの回答について、「はい チーズ！ノート」の活用により、スマフォから回答できるかも含

めて、検討いたします。お時間をください。 
 

４ 食育・給食・おやつに関して 
 ◯延長保育の時の軽食も献立表があるとありがたいです。 
  →1 カ月単位での献立は難しいですが、1 週間単位での献立について具体化に向けて進めてまいります。 
 



５ 園舎・遊具等の安全対策にいて 
 ◯お迎えに行くとき、廊下に他のクラスの子どもたちが広がり、通れないことがあるので少し困ります。 
  →ご迷惑をおかけしました。できる限り廊下に置くものを減らしたり、子どもたちに意識させたりしな

がら対応していきたいと考えます。 
 
 
６ 駐車場に関して 
 ◯もう少し近場に駐車場があるとありがたいなといつも思っています。 
  →近くに借りられる土地があれば対応したいのですが。なかなか見つかりません。 
◯可能であれば駐車場を砂利から整備して頂きたいと思います。 

 ◯砂利になっていて、水溜りができていたり、べちょべちょになってしまったりしています。 
 →駐車場はお借りしている土地ですので、アスファルト・コンクリート舗装にすることは難しいところ

です。デコボコをできる少なくするよう、砂利を入れるなどして整備していきます。 
 ◯駐車場の線が見えにくく、止めにくいです。 
 ◯駐車場のラインをわかりやすいものに変えてほしい。ラインが切れている。夜は見づらい。 
 ◯駐車場のロープが見にくくなると、駐車しづらいので、定期的に新しくしてもらうか、別の方法を工夫 
  してくださると嬉しいです。 
  →駐車場のラインについて、一番いいのは、舗装して白いラインを引いてもらうことですが、前にも述

べましたように、借地ですので舗装することはできません。見やすいラインを引き変えます。 
 ◯冬は駐車場の灯りが少なく、歩いている人や駐車線等、暗くて見えないので、もう少し伝統を増やして

頂けるとありがたいです。 
  →明かりについても借地のため設置は難しい所です。 
 ◯駐車場で親さんたちがお話をしていて、子どもたちは遊んでいてとても危なく怖いです。特に、入り口

付近で話していることが多いです。夕方暗くなってから電灯の下でお話されています。とても怖いので
やめてほしいです。 

 ◯最近、駐車場にてエンジンをかけたまま、車の中に子どもを待たせていたり、子どもが近くをうろうろ
していたりするところをよく見かけます。危ないので注意してほしいです。 

 ◯駐車場の停め方が気になります。電話ＢＯＸの手前に停める人がいて、保育園側から入ってきたとき、
見えなくてぶつかりそうになったときがあります。急いでいて少し手前に停めたい気持ちはわかります
が、ラインを引いてくださっているので、停める位置も守れるといいと思います。 

  →駐車場が狭くご迷惑をおかけしております。限られたペースですので、お互い譲り合いの心をもって
進めて頂くよう、お願いいたします。 

   他の保育園では駐車場内で事故が発生し、お子様が命をなくしてしまう事故もありました。事故が起
きてしまってからでは大変です。お互いに注意し合って、安全な駐車場づくりにご協力ください。 

 ◯駐車場が一番大変だと思います。朝の登園中駐車場からいつものように歩いていたのですが、子どもが 
ぐずぐずしている時に郵便車が歩道前の道路の目の前で止まり、そのタイミングで子どもが手を振り払 
って走ってしまいました。その先に車が止まっていたので、大きい道路に出てしまい、後ろから来た車 
とぶつかりそうになってしまいました。すごくヒヤヒヤした出来事で、手をつないだ手を振り払うと思 
わなかったので、もっと手を強く握るか、だっこしていれば…。気を付けたいと思います。 
→登降園時も交通安全に心がけて頂きたいと思います。事故が起きてしまってからでは遅いですので、
しっかり手をつなぐかだっこするかし、できるだけ歩道のある所を活用して頂きたいと思います。ま
た、決してラインからはみ出さないよう、心がけてあげてください。 

 
７ 「ジェンダーフリー」「インクルーシブ」に関して 

  ◯今後、今よりもっと多様性が尊重される世の中になっていくと思います。運動会や発表会の衣装、役割
等、性別にとらわれすぎないこと、子どもたちに固定概念をもたせないような方針も取り入れて頂けた
らと思います。 

  →「ジェンダーフリー」「インクルーシブ」等、今日的な課題に対しても職員間で研修に努め、正しい理
解の上で、一人一人の子どもたちの思いや個性を大切にした保育に努めていきたいと考えます。 

 
 
新型コロナウイルス感染症の流行も３年間がなってしまいました。保護者の皆様方にはご不安やご心配をおか

けしてまいりました。何とか今日まで無事にくることができましたこと、本当に感謝であります。まだまだお子
様の成長に最大限寄与できたかといえば、反省も多々あります。今回頂いたアンケート結果やご意見に対し、真
摯に受け止め、さらなる改善、対応をしていかなければと思います。 
 

 かけがえのないお子様を安心して預けて頂ける「信頼ある保育園」づくりに向けて努力し続けていく所存でご
ざいます。何卒、今後ともご理解とご協力を頂きたく心から申し上げ、令和４年度の御礼といたします。 
 誠にありがとうございました。 


