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平成２７年度公立保育園の運営に関するアンケート 

（自由記述等） 

１ 全体評価 

 (1-a) 

 ① 満足している 

  くりのみ保育園 

まだ０～1歳で、分からないこと、心配なことについて相談するとすぐに返答していただける。 

保育士の方は子どもの事を良く考えてくださっていると感じます。親に対してもよく気をつかってくれてい

ます。 

いつも優しく愛情をもって接してくださっているのがよくわかる 

子供を長い時間預けるにあたり、保育内容もそうですが、保育士さんの信頼です。子供の変化に対応して頂

き、困った時など、相談にのっていただいたり、大変よくして頂いてありがたいですし、心強いです。 

①について：天気の良い日には１日に二度（午前と夕方）も外へお散歩に出してくれます。太陽をきちんと

あびて、とても健康体です。 

②について：目を見てきちんと接してくださるので、子どもたちはみんなニコニコして信頼しているのが伝

わります。 

③について：体調不良の時など、担任と看護師、他にも延長先生までも病気をはあくしていてくださり、よ

く体温も測ってくださり、安心です。連絡ノートにも毎日細かく書いてくださっています！ 

異年齢保育のおかげで小さい子に優しくすることを学べて良いと思います。 

不安に思うことがあれば個別面談対応をしてもらえ、担任保育士への信頼は大きい 

保育士のスキルは必要で、ベテラン保育士は頼りがいがあり相談しやすい。 

休職に関して「おいしくない」という評判を聞いたことがないくらい演じも保護者も満足していると思う。 

子供たちが健やかに園で過ごせる。 

保育士と父母のコミュニケーションがとれている所は重要。 

障がい児保育での専門の先生との相談日など、他市ではない丁寧な対応に感心しています。保育士さんの子

供にわかりやすい対応や、接し方に感心するとともに見習うところもたくさんあると感じています。 

給食の献立もメニューが豊富でバラエティにとんでいる。この先、小学校でも給食のお世話になる上で、み

んなと同じ物を食べられるようになるのは大切な事だと思います。 

②⑦ 園児一人ひとりをよくみて対応していただいていると思います。 

⑧⑨⑩ 保育室に十分なスペースがあり、園庭も広くプールもあり、申し分ないと思います。 

障がい児に対して、いろんなアドバイスをもらえ、感謝しています。 

 

  わかたけ保育園 

何よりも、園児１人１人に対してきちんと接して頂いていると感じています。担任の先生を始め、他のクラ

スの先生方まで見て頂いていると感じることが多く、とても安心しています。 

今の園はとても満足していますが、やはり１番は保育内容（信らいしてお願いできるか）だと思います。忙

しい中子供連れとの関わりを大切にして下さっているので、もっと人数を増やして安定した保育ができる様

にしてもらいたいです。 

⑮ 

子どもが登園を楽しんでいる＝良い環境だと思います。特に重要といえば保育士さん方の質、そして遊びの
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質だと思います。 

⑦ベテラン保育士が大切にしてきたことを若手に伝えることで小金井の良い伝統保育と新しい保育が重な

り合ってよりよい保育をすることにつながると思うから。 

②保育士さんの園児への対応が、とても優しく、③の父母への対応もとても良いと思います。 

子どもをみていると楽しんでいる。親への対応もよい。先生の方からその日のようすを伝えてくれる。 

②保育士の園児への対応 子供は保育士さんクラスのみんな、わかたけ保育園が大好き。大きなトラブルも

なく安心して預けられます。 

保育士の経験・スキル 保育士不足が全国的に懸念されていますが、公立保育園はおそらく民間保育園に比

べて保育士の対遇が良いと思うのでベテラン保育士が多く安心して子供を預けられます。 

②保育士の園児への対応 どの保育士さんも温かく丁寧に我が子を保育して下さり、感謝しています。 

保育士は親、子、共に良いコミュニケーションをとっていると思う。園庭があるのは素晴らしい。 

保育内容は晴れの日、雨の日を臨機応変に対応してもらい大変満足しています。またわらべうたで遊んだり

する所も良いと思っています。保育士の先生も子供達に注意深く目を配って下さり、その日の様子をくわし

く日誌に書いてくれるので、どんな様子で過ごしているのかよくわかります。 

自然と触れあう機会が多いコト 

⑦ベテランの保育士さんがいることにより若手が育ちやすい。その結果保育の質が上がると思います。 

子供たちをとても丁寧に見てくださっていると感謝しています。 

お泊り保育 多くの先生が長い時間をかけて子供の為に準備・運営して下さった努力は、子供たちのよい思

い出になるでしょう。 

①長女なので年上と交わることができる異年令はありがたい。園庭の広さ、野川の自然は最高！給食には、

栄養面はもちろん食育も頼りきってます！保育士さんたちの子供への愛情がうれしいです。 

②保育士の園児の対応 経験のある保育士の対応は余裕があり、素晴らしいと思う。保育園としても○があ

る分、経験が蓄積されており、危機対応（園児がけんかしてケガしたときの対応etc）などで信頼できる。

経験だけでなく公立であることも余裕の理由になっていると考える。（民間を利用した経験との比較） 

・経験豊かな保育士さんがたくさんいて、園全体に安定感（落ち着き）があると感じます。子供に良い影響

を与えていると思います。・広さのある園庭でよく遊んでいることで、体の成長とこの時に養われるべきス

タミナ（基礎体力）がついていること。小学校に上がった兄を見ていると、わかたけ保育園の子はみんな、

本当に体力があります。 

園庭の存在がありがたい。散歩も楽しく貴重な経験だが、日々の外遊びが安全に確保できるという点で、園

庭の存在は大きい。 

保育士のスキルは大事。親への対応よりも、子供への接し方を重視してほしいと思う。 

子どもを預けられる⇒親が保育士を信頼しているから預けられる、のだと思っています。やはり親が保育士

たちと良好なコミュニケーションをとり、かつ色々なスキルをもって子どもたちに接してくれているからこ

そ、信頼関係を結ぶことができると思います。わかたけ保育園の周辺環境（野川など）を生かした保育を考

えてくれたり、散歩も色々工夫したり、外遊びを通じて自然、四季をきちんと感じとれる子に成長してくれ

ていると思います。そういう保育体制を大切に守っていってほしいと思います。 

 

 

 

  小金井保育園 
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保育士の経験・スキルがあってこそ日々の保育、園児への対応、父母への対応とつながるので保育士の育つ

環境は重要だと思います。 

きちんとどのクラスも保育目標が立ててあり、それにそって保育をしてもらえて子供たちが育っていると実

感できています 

6,17 適正にしていただきたいです。 

①保育の内容について、よく遊び、昔からの遊びや季節感を大事にしているところ、また、遊びやおもちゃ

も工夫が見られ、大変満足しています。 

④食事について、とてもおいしく工夫されていて毎日のことなので大切と感じています。 

それぞれの子供に合った保育をしてくれること。看護師の大切な話を子供たちにしっかりとお話してくれる

事等に大変満足しています。また、園庭やプール等、子供らしい生活を送るのにとても良いと感じています。 

保育内容 

園児への対応 

認可の私立保育園から転園してきて、一番先生方の保育スキルの高さを一番感じ、大切だなと痛感していま

す。子供が楽しく大人が安心して預けられるのは公立の保育園（の先生方がいるから）だと思っています。 

①②③⑦ 保育の内容や保育士さんの経験、スキルなどが、子供と関わる上で大切と思います。父母に対し

て育児のアドバイスが頂けるのはとてもありがたく思います。 

④給食の内容 

国産の食材を栄養のバランスよく園で手作りしてもらう事は子どもの健康にとってとても重要だと思う 

園庭が広くプールもある。障がい児への加配保育があるのでよい。 

乳幼児期の体験や関わりはその後の成長に大きな影響を与えるので、保育園には質の高い保育をしてもらえ

るとうれしいです。 

①毎日の遊び等ももちろん重要ですが、とにかく安全にということが第一優先です。 

② 保育士が一人ひとりの子どもを大切にしてくれ、父母の相談にも親身に対応してくれる。その積み重ね

で信頼感が生まれるのに、それがないと安心して子どもを預けるｋとができないと思う。 

子どものことを第一に考えて、親にもときには厳しい指導をしてくれる。泥遊びを思いっきりさせて小さい

ときの五感をたっぷり使った遊びをさせてくれる。その後の子ども一人ひとりを洗って、着替えさせて、顔

をふいて・・・を考えると本当に有り難い。 

子どもに熱があったり、病気の疑いがあればすぐに連絡頂けるのでありがたいです。 

わからない事などとても親切に教えていただけるので、初めての子育ても安心して預けられる。 

 

  さくら保育園 

子どものその時期に大切にしたいことを大切に見守る保育をしていただいているように思います。保育士の

方々の対応に安心して子どもを預けることができるので。 

安心して子どもを預けられているので保育の質に満足している。 

とにかく子どもたちが健やかに育ってくれるよう環境をつくっていただければと思っており、第一には保育

士の方々とのやり取りが重要だと思います。 

⑨⑩ 公立だからこその広さ（園庭も） 

サービスは拡充できても設備（土地）は買えないので 

お迎えに行く時間に担任の先生は帰られており直接話す機会はないが、連絡帳を丁寧に書いて下さり、様子

がよくわかります。 
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保育士の人数・・・都の基準より多い配置はとても重要。安全管理だけでなく、保育士への負担が軽減され

ることが保育の質の向上につながっている。 

乳幼児期にどういう考えの保育園でどんな保育士に育てられたかが人格形成にも大きく影響すると思う。大

人の都合や親へのアピールのための行事や作品づくりはいらないと思うし、子どもならではのどう遊びや体

をつかった遊びが大切だと思う 

狭い園庭だな・・・と最初は思ったのですが、季節ごとの植物が果断にはあったり、年齢ごとの朝帯び場の

スペースの釘近田だったり、さまざまな発見ができるよう工夫が凝らしてある園庭がおもしろいと思いま

す。 

保育園は教育機関ではないので家庭でできる範囲の保育の代わりと思っていますが、家庭で継続するのは難

しい給食や（栄養バランス等）発達の見守り等していただき満足しています。 

保育士が安定した身分の保証のもとやりがいやモチベーションを保って仕事をしてもらえること（人員配置

の充足も含み）が子供にとってのよい育ちにつながると思う。 

保育内容 

いつの間にか、歌や言葉や生活習慣を覚えて帰ってくる。子も楽しく過ごせているようで、寝る前に「あし

た、ほいくえん、いこうねー」とよく言っている。 

保育園の先生方の対応に満足しているため不満なし。 

 

  けやき保育園 

保育士の皆さんがよく子ども達を見てくださっているので、安心して預けられます。子ども達の様子も良く

教えてくださるので親子で楽しめています。 

保育士の園児への対応は最も大事。また、それを保護者も実感できることが安心につながる。けやき保育園

保育園はこの点がとても丁寧で感謝している。 

保育士の皆さんが暖かい目で子ども達の成長を見守りサポートしてくださっていること。 

保育士の方々の対応に満足しています。また、異年齢保育によって子どもがどのように友達と接するのかを

感じ取ることができるので、重要だと思います。 

保育士の園児の対応 

とても丁寧にみてくださりキズが出来た時、少し腫れていたりなどを教えて下さり、食事の際のごはんの食

べ方など、とても良くして頂いております。 

保育園児への対応 

言葉使いや応対の仕方、丁寧にしてもらえていると思います。 

園庭や公園に遊びに行く環境は良いと思います。のびのびと色々な遊びを経験してほしいです。 

先生方が保育目標をもって日々、子どもに接してもらえるのはとてもありがたいと思っている。保育園は。

ただ時間預かりの場ではなく、教育の場。よりよい遊び、個性を確立するための場であってほしいと思って

いますが、ほぼ望んだ形で保育してもらっていると思います。 

保育士の方が細やかに子どもの様子を教えてくれ、家庭との連携が取れていると思う。 

保育士さんはじめ保育園の設備など子どもが安心できる環境づくりに感謝しています。 

保育理念についてずっと子どもには現況よりも何よりも生きていく力を養って欲しいと思っていました。た

くさんの遊びの中で「できた」がたくさんあり、認められる立場であることが素晴らしいと思います。 

毎日楽しそうに保育園に通っているので、あまり心配はない。 

⑦若い先生もいてベテランの先生もいるからこそのバランスがとても良いと思います。子どもは若い先生に
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全力で遊んでもらええて嬉しいですし、親はベテランの先生に相談できたりすることで本当にありがたいで

す。 

①、②、④、⑮は、今後の子どもにとっての礎になるので大切です。①、②、④、⑮の為に⑪を大切にする

ことも重要だと思います。 

②保育士の園児への対応 

１日８時間以上、保育をお願いしているのだからこれ一番大事です。毎日のノートにはちゃんと個人の１日

の出来事が書いてあり、とても頼りにしています。足りない場合は口頭で教えてくれたり。１クラス２３名

ですけどちゃんと対応していると思います。 

保育士の園児への対応 

⑨ 施設、設備がキレイでしっかり遊べるスペースがある。 

 

 ②おおむね満足している 

  くりのみ保育園 

園児への接し方、及び何かあった時の父母への細かな説明・連絡 

異年齢保育でさまざまな年齢の子供と接することで、自然にお兄さん、お姉さんになってくれる。 

②安心して子供を預けることができること。 

認可保育園かつ私立の保育園のため、保育士さんの数や保育室の面積が十分に確保されている点が良いと思

う。 

成長段階に応じた細かな対応をしていただき、必要な場合に個別面談もして下さり、大変感謝しています。 

まだ保育園を利用し子供を預けて２年目のため、全体像での回答ではないのですが、今のところ保育士の

方々への園児への対応、父母への対応は満足しており、感謝しています。 

保育園に入ってからの成長ぶりがすごいので園での教えが良いのだと思います。年上の子も一緒なので。 

経験がある肩がいることは大切だと思います。働き続けられる職場でないとスキルを積んで理論と実践で伝

えていくことができないと思います。 

子供が充分に活動できるスペース（遊び場や休憩場所）があり、それを見守りサポートができる体制がある

ことが重要だと思います。 

①② 子どものオムツ外しのときの対応の素晴しさにおどろいた。以前の保育室では親にも厳しい指導があ

った為。 

③ 子どものことだけでなく、両親のことにまで目を向け配慮してくださる。 

⑩ 子供たちがのびのび遊ぶのに必要不可欠 

⑰ 保育室の時は今の３倍以上払っていたので・・・。 

⑱ 土曜も別料金なしで保育があるのが本当に助かっている。 

安心して子どもを預けられるかどうか。 

保育士の質・そして経験。 

子供に対しての接し方など、親にとっては重要なことだから 

異年齢は上の子をみて少し背伸びしたことができるようになるいのでいい。年少、年中の子が参加・発表で

き、成長を感じる場があればなお良い。 

子供を安心してあずけられるのは、保育士さんの子供たちへの対応を信頼しているからです。それにはけい

けんとスキルの裏づけがあるからですが、今のまま正規職員を採用せず、場当たり的に穴埋めをしていく状

況であれば大変心配です。 
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保育内容・保育士の人数・スキル・設備・子どもを預けるにあたって納得がいく内容でないと親として心配

で預けられない。 

②子どもたち一人ひとりをきちんとみてくれ、子どもの性格によって大人の対応をかえている（声をかけた

ほうがいいか、待ったほうがいいか）など、安心して子どもをあずけられる。 

仕事上、保育日時の変更があると、他利用を考えなければならず困る。 

➀ 子どもに対して行事が多くあり楽しんで保育園に通うことができていると思うから。 

➀② 一番重要だと思います。正職員だけでなく、パートの分も含めて園児への統一した対応を徹底して欲

しい。 

④ 給食のないようにとても満足しています。今後も質を落とさないで欲しい。 

障がい児に対する先生方の対応は、充実していると思いますが、生涯の内容にもよると思いますが、受け入

れ人数をもっと増やして頂けるといいと思います。 

②厳しいときは厳しく、楽しいときはみんなでいっしょに楽しんで接して頂き、本当に感謝です。 

⑮上の子が異年齢が始まる年に天延したのですが、同学年の子がクラスに少ないのでなかなかなじめないよ

うに見えました。小学校のことを考えると同じ学年ですごしていくほうがスムーズに就学できるのではと思

いました。 

園庭が広くこどもがのびのび遊べる。 

異年齢保育については、現在、兄弟、姉妹が少なかったりご近所づきあいも昔ほど密ではないなかではよい

かと思います。ただ、異年齢なので上の子の影響をうけやすく言葉遣いや態度の荒さが気になることもある

ので、異年齢だからこそ学べること、注意することを配慮して今後も保育をしてほしいです。 

 

  わかたけ保育園 

保育園の方が、園児に対する対応がとても良いと思っています。 

①②③子供が毎日楽しそうに保育園に行ってくれるのは先生方のお陰だと思います。保育園での様子をノー

トや口頭で教えて下さるので助かります。相談なども聞いて下さるし、アドバイスも頂けて、先生方の園児

&父母への対応は素晴らしいと思います。 

（⑥以外は満足している理由として選択）保育士の人数が不足している様に感じる。待機児童解消のため受

入人数MAXで対応してもらっていると思うが、それに対して保育士の人数は適切なのが不安に感じることが

ある。 

②子どもたちへの見守り保育 親の前と子どもの前でも同じであることが大切だと思います。（特に変化が

あって書いたものではありません。） 

他の園では、おゆうぎ会などでみんな一緒にとりくむことがあるのと、ひらがななど、年長の子だけ少しち

がった内容があるとうれしい。 

幅広い年令層の保育士が、自分の子育て経験を踏まえて対応して下さっている。最近は男性の保育士もいて、

とてもよい。プロ意識を感じる。 

⑱幼稚園では時間が短く就業することはまず不可能です。 

④について 以前他園に通っていました。給食室はなく仕出し弁当を食べていました。離乳間もない頃にコ

ロッケ、からあげ等、家では与えないようなものを毎日食べ、おやつも塩のたくさんついたせんべいや果物

も缶詰めでした。現在は栄養バランスの取れた手作りのものを食べさせていただきありがたく思っていま

す。 

・保育士の園児への対応 子供が納得して通園してくれている。良いことも悪いことも含めて親身に対応し
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ていただけてるのだと思うのでそこに一番感謝しています。 

毎日手作りで美味しいバランスのとれた給食を提供頂けていること感謝しています。やはり園庭で元気に遊

ばせてもらえることも満足しています。 

②と③ですが、やはり園児とむきあい、きちんと見てくれている様子が伝わってくる対応が最も重要だと思

います。ケガの状況やその後の対処が適切だと安心できます。 

自然環境の中でのびのびと育つことができるのが伝わり、”子どもをまん中にして”親と共に関わるという

方針がわかるので感謝しています。職員体制など、制度のことについては市に対し現場や保ゴ者に方向性を

早く示してほしいと思います。 

周辺環境 立派な園庭がある上に野川も近く、子供達が自然に触れやすい 

子どもが楽しくのびのび過ごせることが一番重要だと思います。毎日帰ってくると、保育園でやったこと、

食べておいしかったもの、お友達の様子など楽しそうに話してくれるので、安心しています。 

②子供に関わる大人の対応が子供を育てると、悪くも影響すると思う。 

⑱通勤時間をさしひいても、１９時までだと残業が不可能。近場に祖父母もいなければ、大変厳しい状況。

保育時間は、～２０時までが理想です。 

プールや砂遊び等、家庭ではなかなか取り組みにくい内容があり、保育内容には概ね満足しております。 

⑩⑬園庭、野川の近くということで自然が多く、小さいうちから自然に触れ合う機会を持てること 

保育内容 お友だちとの関わりかたや、あいさつ等日常生活に必要なことを遊びの中で教えてもらってい

る。 

異年齢保育：小さい子の時は、上の子に憧れ、真ん中の子は小さい子より大人で、上の子に甘えることがで

き、大きい子は１番上のお兄さん・お姉さんとして保育園で過ごせるから。（同学年だけのクラスでは経験

できないこと） 

⑤お泊り保育について、子どもの思いや考えを尊重しながら話し合いの時間を設け、準備しているところが

よい。七夕など、幼児クラスだけでも集い、歌を歌ったり紙芝居を見たりしてもよいのでは。⑨⑩歩廊の雨

もりがあり、建物の腐食や子どもたちのケガが心配。専用の駐車場を確保してほしい。⑮異年齢保育のメリ

ットが強調されがちだが、今年幼児クラスに入ったばかりの息子は年上の子たちのパワーに圧倒され、クラ

スになじむのに時間がかかっている。先生方には子どもの思いを汲み取りながら、きめ細かな対応をお願い

したい。 

⑮兄弟の少なくなっている現代、異年令ならではの子供同士の学びが得られる。大きい子、まん中の子、小

さい子それぞれに学びがあり、それを保育士が支援してくれていることは大きいと考える。⑩⑮園庭があり、

子供達が安心して遊ぶことができる。すぐ側に川があり、川遊びができる環境はすばらしい。⑥決められた

必要数の保育士、看ゴ師がおり、安心できる。 

①保育内容 他の内容も含めて、まとめると①保育内容の良さにつきると思います。小金井市の公立保育は

とてもレベルが高いと感じております。市の無形文化財です。 

園庭も広く、周りの自然環境もよくのびのびと体を動かして遊ばせていただき大変感謝しています。 

良い点：⑦⑩⑬⑮ 改善すべき点：④（もっと米中心に。どうしてパンやめんが多いのか？？）⑥（非常勤

の方がコロコロかわりすぎ。園児のメンタルに関わる）⑨（セキュリティに対する設備が甘すぎ）⑫（働く

親にとって、ここを家庭で行うのはとても大変。昼寝の年齢ももっと早くから切り上げるべき） 

異年齢保育を公立の園で取り組んでいる事はすごいと思う。現状止まりではなく、保育士の方も更にスキル

アップと学んでいる部分への姿勢。お泊り保育を通じての経験、よくしてもらっていると思う。 

おもいっきり園庭や野川といった自然の中で遊べる。 
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①自分で考えさせる保育。⑤お泊り保育はすばらしく良かった。他、縁日ごっこやプレーデー 

家庭よりも保育園で過ごす時間が長い分、やはり先生対子供も大事だが、先生対父母というのも重要と考え

ます。父母と先生との信頼関係がなければ安心して預ける事ができません。子供の気持ち、親の気持ちを一

番に考えてくれている今はありがたいと思っています。以前預けていた保育園では親のストレスは相当な物

でした。それを思うと今は親も子も心底信頼できます。 

保育内容。子どもの時は体をつかってへとへとになるまで遊んだほうがよいと思っています。自由保育で好

きなように遊べるのはとてもよいと思います。また川遊びや木登りなどができるのも環境がよいからだと思

います。 

先輩の保育士さんの指導が保育士同士でもされていると感じました。 

⑥保育士の人数 少ないと思います。特に、朝はあずけるのに少し子どもを不安等あるなか、担任ではなく

パートの為、なかなか子ども自ら部屋に入れないので。担任が朝いるときはとてもスムーズ。 

わかたけ保育園は園舎も古いし、設備も整っていませんが、広い園庭や、野川など、周辺環境がとてもよく、

外でいっぱいあそぶことができるのが魅力だと思います。 

 

  小金井保育園 

園のスタッフの皆様には、保育への態度、プログラム運用、さまざまな面で良く動いてくれていると思う。 

保育内容 

月１回開催される全体懇談会にて、保育園での遊びを通して育まれる社会への適応やコミュニケーション力

等、先を見通した保育を行って頂いていることがよく分かる。 

保育士の先生の年齢が幅広く、若い人からは子供たちがパワーをもらい、ベテランの方からは生きていく上

で大切なこと（マナー、挨拶）を指導してもらっていると感じます。親の方も悩みがあるとベテランの先生

に相談できて良いと思う。 

職場が遠いので通勤時間を含め、もう少し早め（6：30～）や遅く（7：30まで）の保育時間にして欲しい。 

人格の形成に関わるから 

食育の面から、給食は大事だと思っています。いつも季節のものを使っておいしい給食を作っていただき、

大変感謝しています。 

保育氏の方が一人ひとりはとてもよく対応し、丁寧に報告もしてくださいます。 

⑮同年齢との交流を大切にしたい。 

ベテランの先生がいるので安心感がある。 

環境（園舎、園庭）と保育士の先生です。企業の保育所を利用したことが兄弟共にありますが（わりとやめ

ていく先生が多く、若い方が多いようです）、公立の園だとベテランの保育士さんが多く、意見をいただい

たりとこちらの気持ちとしてとても助かることが多いです。親として直したほうがいいところなどもわかり

うれしいです。企業ですと「お客様」扱いであまり家族での改善点など言ってくれません・・・ 

園庭がない保育園はありえない。 

保育士さんの対応は浮上に満足しております。現在の質の維持・向上のため、人数の維持・向上を期待しま

す。 

1.2 子供が毎日楽しかったと帰ってくるのでそれが一番です。 

②保育園の職員が園児の対応を大切に保育を行うことをもっとも重視しています。 

① 保育内容 子ども一人ひとりに目を配っている所 
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②保育士の園児への対応 

小さなキズ１つみのがさず、しっかりみてくれています。まだ１歳ですし、私自身も母１歳で不安が多い中、

とても心強く、ありがたく思っています。 

保育士の園児への対応は最も重要でありながら、園次数と保育士数のバランスが取れていないため、｣必然

的に対応はおざなりになり、目の行き届かない場面や配慮しきれない部分が出てくる。 

月齢ごとに先生方がよく工夫して保育していただいていると思います。 

 

  さくら保育園 

子どもの楽しめている様子が感じられる為と保育士の方々との関係も良く感じられる為 

給食は手作りで野菜や品数も多く、ありがたいですが、日本の保育園においては米が少なく麺やパンが多い

ような気がします。食べやすいからでしょうか。米を食べるのは大切なことと思います。 

保育内容が子供たちの気持ちに沿ったものになっていると思うので最も満足しています 

土曜日に仕事をしているため、土曜保育を受けてくださるのは本当に助かります。 

他の保育園はよくわかりませんが、毎日のNOTEへの返答がきちんとしているし、保育に対してきちんと勉

強されている方々だと思われる。安心できる人材だと思う。こちらもとても勉強になります。 

異年齢保育で子供たちが自由に遊びを選び、伸び伸びと過ごせる点が良いと思う 

適切な言葉使い、声掛けによって園児への影響を及ぼす 

保育内容について毎日の連絡帳や朝夕の送り迎えでその日の様子など知ることができて安心できます。給食

も毎日バランスの取れた献立（手作り）で感謝しています。 

保育士の経験、スキル 

安心して子供を預けるためには、経験豊富な保育士が必要だと感じる。(民間の保育士には市立の保育士ほ

どのスキルがない。）上の子が市立、下の子が民間でその差をすごく感じる。 

保育はおおむね満足。 

年配の保育士の方の対応が古いと感じることあり。 

保育室が狭い、古い。 

保育士への信頼感、コミュニケーションがとれているかは、子どもを預かっていただく上で安心感、満足度

につながると思う。 

 

  けやき保育園 

幼児クラスの保育士が足りないと思う。ないている子がいても放置されていたり、熱のある子が事務室へ行

くときに年長さんを付き添いにしていたりする。 

先生のことが大好きで、一人一人と向き合っていただいているので、安心して預けられます。 

とても立派な施設で保育士さんも一生懸命にしていただいて感謝しています。 

のびのびと保育してくれていると感じる。園児一人一人を大切にしてくれていると感じる。いい意味で親よ

り子どもを保育している。 

③保育士の父母への対応 

１～２歳代でおこりやすいかみつきなどのトラブルについて、入園すぐに口頭でもお便りでも案内があり、

親が心配せずに子どもを送り出せる情報を入れていただけて感謝しています。 

保育士が子どもの扱いになれていること。また、長くみてくれている保育士がいることの安心感が親子共に

必要だと思うため。 
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保育士の人数は多いと感じるため、その点は満足している 

保育士の園児への対応 

① 保育内容 子ども達にとって良いものになっているか。 

保育園の広さや子どもが楽しめる環境が一番だと思っています。２番目に自分の働く環境に合うのは助かる

と思っています。 

入園以来クラスが変わってもずっと見守ってくださる先生には感謝しています。付き合いの長くなった先生

が園にいることは安心で信頼でもあります。 

身体を思いっきり動かせる広い庭や大きいプールなどは幼児クラスくらいの（３歳児以上～）子どもには大

切かと思います。 

乳幼児期の大切な期間に接する保育士の対応は子どもの成長に大きな影響を与えるものと思います。よっ

て、保育士の対応は重要要素だと考えます。労働環境の整備、教育等、働きやすい職場の構築をお願いしま

す。 

⑦ 経験の多い保育士はやはり安心だし、父母への対応もきちんとできていると思う。あいさつだけではな

い対応ができると子どもへの対応もきちんとしてくれるんだなと感じる。 

⑱日曜、祝祭日、年末年始すべて両親とも仕事なので子どもの預け先に困っている。 

保育内容、保育士の園児への対応 

１９時お迎えの際、軽食では足りないので料金を上げてしっかり夕食を出して頂けると助かります。 

施設が広くて新しいので、キレイで清潔なので安心して預けられます。 

異年齢保育は、上級生を敬う心、下級生をケアする上級生の心をはぐくむと考えるため。 

又、空いた時間はTVを見るのではなく、園庭で体を動かすことができる、という面で園庭の存在は重要。 

②、⑦が幼児期に大切な心の成長につながると思う。 

 

 ③あまり満足していない 

  くりのみ保育園 

保育士不足だからか、子供を迎えに行って引き取るとき、パートの人しかいない。一日の様子や離乳食の進

み具合など、保育士とコミュニケーションをとりたいのに、ノートでしかやり取りできないのは効率が悪く、

すれ違いも多い。2年前は保育士も一人はおり、十分にコミュニケーションがとれた。今年はかなりひどい

と思う。 

保育士の人数が少ない為か、子どもの見落としが目立つ。物が無い。うんちに気付かない等 

朝と夕方以降に担任が一人もいないため引継ぎもできていない。施設が古い。汚い。行事が少ない。園庭の

水はけが悪すぎる。ボウフラとかわきそう。 

 

  わかたけ保育園 

職員の中に、こちらがあいさつをしても返しすらしない者がいる。その職員は機嫌によって明らかに対応が

違う。そのような職員がいる保育園に子供を預けていいのか不安である。 

保育の質の向上がみられない。どのような方針で日々保育しているのかが伝わってこない。 

 

  小金井保育園 

⑱ 土日祝の働務者もいるが、保育の依頼枠がなく不便。土日祝中心に受け入れている園あってもよい。（市

内でいくつか） 



11 

 

⑲ 通常の保護者会や園の行事手伝いなどはあってしかるべきだが、休日のイベント企画や園内の広報活動

などはなくてもよい。負担が大きい。 

 

  さくら保育園（記載なし） 

 

  けやき保育園 

異年齢保育に対して保育士の人数が少ない 

年少にはもう少し目が向くようにしてもらいたい 

行事が少なすぎる。秋祭りの食べるまねでなく本物でやって欲しい。ごっこって・・・ 

全員で歌ったり学ぶことを増やして欲しい 

⑤保護者が参観できる行事が無さすぎる。「おゆうぎ会」や「運動会」がない保育園なんて聞いたことがな

い。友人にいうとすごくびっくりされる。少なくとも、うちの保育園の保護者は不満に思っている人ばかり。

子どもが小さいときの思い出を作って欲しい。⑲「母の日」「○○の日」にちなんだ作品作りをもう少しや

ってほしい。 

 

 ④不満である 

  くりのみ保育園（記載なし） 

  わかたけ保育園（記載なし） 

  小金井保育園（記載なし） 

  さくら保育園（記載なし） 

  けやき保育園 

保育の行事について、異年齢保育のためなのか、大きい子ばかり行っていて他の学年には発表の場がなく大

変不満である。幼稚園や他の市の保育園では年少、年中児でも運動会、お遊び会で発表を行い大きな自信を

つけているのに小金井市の保育園ではその機会すらない。また、母の日、父の日、クリスマス等何の配慮か

わからないが、全く関心もなく行事を行わないことにも納得がいかない。 

 

 （1-ｂ）理由 

 ⑲ その他（自由記述） 

  くりのみ保育園（記載なし） 

  わかたけ保育園（記載なし） 

  小金井保育園 

父母会活動（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

 

  さくら保育園 

全体的トータル的に（1-aで「①満足している」選択） 

 

  けやき保育園（記載なし） 

 

 （1-ｃ） 

 特に重要と考える内容 

  くりのみ保育園 
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（1-aで「①満足している」選択） 

まだ０～1歳で、分からないこと、心配なことについて相談するとすぐに返答していただける。 

保育士の方は子どもの事を良く考えてくださっていると感じます。親に対してもよく気をつかってくれていま

す。 

いつも優しく愛情をもって接してくださっているのがよくわかる 

子供を長い時間預けるにあたり、保育内容もそうですが、保育士さんの信頼です。子供の変化に対応して頂き、

困った時など、相談にのっていただいたり、大変よくして頂いてありがたいですし、心強いです。 

①について：天気の良い日には１日に二度（午前と夕方）も外へお散歩に出してくれます。太陽をきちんとあ

びて、とても健康体です。 

②について：目を見てきちんと接してくださるので、子どもたちはみんなニコニコして信頼しているのが伝わ

ります。 

③について：体調不良の時など、担任と看護師、他にも延長先生までも病気をはあくしていてくださり、よく

体温も測ってくださり、安心です。連絡ノートにも毎日細かく書いてくださっています！ 

異年齢保育のおかげで小さい子に優しくすることを学べて良いと思います。 

不安に思うことがあれば個別面談対応をしてもらえ、担任保育士への信頼は大きい 

保育士のスキルは必要で、ベテラン保育士は頼りがいがあり相談しやすい。 

休職に関して「おいしくない」という評判を聞いたことがないくらい演じも保護者も満足していると思う。 

子供たちが健やかに園で過ごせる。 

保育士と父母のコミュニケーションがとれている所は重要。 

障がい児保育での専門の先生との相談日など、他市ではない丁寧な対応に感心しています。保育士さんの子供

にわかりやすい対応や、接し方に感心するとともに見習うところもたくさんあると感じています。 

給食の献立もメニューが豊富でバラエティにとんでいる。この先、小学校でも給食のお世話になる上で、みん

なと同じ物を食べられるようになるのは大切な事だと思います。 

②⑦ 園児一人ひとりをよくみて対応していただいていると思います。 

⑧⑨⑩ 保育室に十分なスペースがあり、園庭も広くプールもあり、申し分ないと思います。 

障がい児に対して、いろんなアドバイスをもらえ、感謝しています。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

安心して子どもを預けられるかどうか。 

保育士の質・そして経験。 

子供に対しての接し方など、親にとっては重要なことだから 

異年齢は上の子をみて少し背伸びしたことができるようになるいのでいい。年少、年中の子が参加・発表でき、

成長を感じる場があればなお良い。 

子供を安心してあずけられるのは、保育士さんの子供たちへの対応を信頼しているからです。それにはけいけ

んとスキルの裏づけがあるからですが、今のまま正規職員を採用せず、場当たり的に穴埋めをしていく状況で

あれば大変心配です。 

保育内容・保育士の人数・スキル・設備・子どもを預けるにあたって納得がいく内容でないと親として心配で

預けられない。 

②子どもたち一人ひとりをきちんとみてくれ、子どもの性格によって大人の対応をかえている（声をかけたほ

うがいいか、待ったほうがいいか）など、安心して子どもをあずけられる。 
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仕事上、保育日時の変更があると、他利用を考えなければならずj困る。 

➀ 子どもに対して行事が多くあり楽しんで保育園に通うことができていると思うから。 

➀② 一番重要だと思います。正職員だけでなく、パートの分も含めて園児への統一した対応を徹底して欲し

い。 

④ 給食のないようにとても満足しています。今後も質を落とさないで欲しい。 

障がい児に対する先生方の対応は、充実していると思いますが、生涯の内容にもよると思いますが、受け入れ

人数をもっと増やして頂けるといいと思います。 

②厳しいときは厳しく、楽しいときはみんなでいっしょに楽しんで接して頂き、本当に感謝です。 

⑮上の子が異年齢が始まる年に天延したのですが、同学年の子がクラスに少ないのでなかなかなじめないよう

に見えました。小学校のことを考えると同じ学年ですごしていくほうがスムーズに就学できるのではと思いま

した。 

園庭が広くこどもがのびのび遊べる。 

異年齢保育については、現在、兄弟、姉妹が少なかったりご近所づきあいも昔ほど密ではないなかではよいか

と思います。ただ、異年齢なので上の子の影響をうけやすく言葉遣いや態度の荒さが気になることもあるので、

異年齢だからこそ学べること、注意することを配慮して今後も保育をしてほしいです。 

 

（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

保育士不足だからか、子供を迎えに行って引き取るとき、パートの人しかいない。一日の様子や離乳食の進み

具合など、保育士とコミュニケーションをとりたいのに、ノートでしかやり取りできないのは効率が悪く、す

れ違いも多い。2年前は保育士も一人はおり、十分にコミュニケーションがとれた。今年はかなりひどいと思

う。 

保育士の人数が少ない為か、子どもの見落としが目立つ。物が無い。うんちに気付かない等 

朝と夕方以降に担任が一人もいないため引継ぎもできていない。施設が古い。汚い。行事が少ない。園庭の水

はけが悪すぎる。ボウフラとかわきそう。 

 

  わかたけ保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

何よりも、園児１人１人に対してきちんと接して頂いていると感じています。担任の先生を始め、他のクラス

の先生方まで見て頂いていると感じることが多く、とても安心しています。 

今の園はとても満足していますが、やはり１番は保育内容（信らいしてお願いできるか）だと思います。忙し

い中子供連れとの関わりを大切にして下さっているので、もっと人数を増やして安定した保育ができる様にし

てもらいたいです。 

⑮ 

子どもが登園を楽しんでいる＝良い環境だと思います。特に重要といえば保育士さん方の質、そして遊びの質

だと思います。 

⑦ベテラン保育士が大切にしてきたことを若手に伝えることで小金井の良い伝統保育と新しい保育が重なり

合ってよりよい保育をすることにつながると思うから。 

②保育士さんの園児への対応が、とても優しく、③の父母への対応もとても良いと思います。 

子どもをみていると楽しんでいる。親への対応もよい。先生の方からその日のようすを伝えてくれる。 

②保育士の園児への対応 子供は保育士さんクラスのみんな、わかたけ保育園が大好き。大きなトラブルもな
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く安心して預けられます。 

保育士の経験・スキル 保育士不足が全国的に懸念されていますが、公立保育園はおそらく民間保育園に比べ

て保育士の対遇が良いと思うのでベテラン保育士が多く安心して子供を預けられます。 

②保育士の園児への対応 どの保育士さんも温かく丁寧に我が子を保育して下さり、感謝しています。 

保育士は親、子、共に良いコミュニケーションをとっていると思う。園庭があるのは素晴らしい。 

保育内容は晴れの日、雨の日を臨機応変に対応してもらい大変満足しています。またわらべうたで遊んだりす

る所も良いと思っています。保育士の先生も子供達に注意深く目を配って下さり、その日の様子をくわしく日

誌に書いてくれるので、どんな様子で過ごしているのかよくわかります。 

自然と触れあう機会が多いコト 

⑦ベテランの保育士さんがいることにより若手が育ちやすい。その結果保育の質が上がると思います。 

子供たちをとても丁寧に見てくださっていると感謝しています。 

お泊り保育 多くの先生が長い時間をかけて子供の為に準備・運営して下さった努力は、子供たちのよい思い

出になるでしょう。 

①長女なので年上と交わることができる異年令はありがたい。園庭の広さ、野川の自然は最高！給食には、栄

養面はもちろん食育も頼りきってます！保育士さんたちの子供への愛情がうれしいです。 

②保育士の園児の対応 経験のある保育士の対応は余裕があり、素晴らしいと思う。保育園としても○がある

分、経験が蓄積されており、危機対応（園児がけんかしてケガしたときの対応etc）などで信頼できる。経験

だけでなく公立であることも余裕の理由になっていると考える。（民間を利用した経験との比較） 

・経験豊かな保育士さんがたくさんいて、園全体に安定感（落ち着き）があると感じます。子供に良い影響を

与えていると思います。・広さのある園庭でよく遊んでいることで、体の成長とこの時に養われるべきスタミ

ナ（基礎体力）がついていること。小学校に上がった兄を見ていると、わかたけ保育園の子はみんな、本当に

体力があります。 

園庭の存在がありがたい。散歩も楽しく貴重な経験だが、日々の外遊びが安全に確保できるという点で、園庭

の存在は大きい。 

保育士のスキルは大事。親への対応よりも、子供への接し方を重視してほしいと思う。 

子どもを預けられる⇒親が保育士を信頼しているから預けられる、のだと思っています。やはり親が保育士た

ちと良好なコミュニケーションをとり、かつ色々なスキルをもって子どもたちに接してくれているからこそ、

信頼関係を結ぶことができると思います。わかたけ保育園の周辺環境（野川など）を生かした保育を考えてく

れたり、散歩も色々工夫したり、外遊びを通じて自然、四季をきちんと感じとれる子に成長してくれていると

思います。そういう保育体制を大切に守っていってほしいと思います。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

保育園の方が、園児に対する対応がとても良いと思っています。 

①②③子供が毎日楽しそうに保育園に行ってくれるのは先生方のお陰だと思います。保育園での様子をノート

や口頭で教えて下さるので助かります。相談なども聞いて下さるし、アドバイスも頂けて、先生方の園児&父

母への対応は素晴らしいと思います。 

（⑥以外は満足している理由として選択）保育士の人数が不足している様に感じる。待機児童解消のため受入

人数MAXで対応してもらっていると思うが、それに対して保育士の人数は適切なのが不安に感じることがあ

る。 

②子どもたちへの見守り保育 親の前と子どもの前でも同じであることが大切だと思います。（特に変化があ
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って書いたものではありません。） 

他の園では、おゆうぎ会などでみんな一緒にとりくむことがあるのと、ひらがななど、年長の子だけ少しちが

った内容があるとうれしい。 

幅広い年令層の保育士が、自分の子育て経験を踏まえて対応して下さっている。最近は男性の保育士もいて、

とてもよい。プロ意識を感じる。 

⑱幼稚園では時間が短く就業することはまず不可能です。 

④について 以前他園に通っていました。給食室はなく仕出し弁当を食べていました。離乳間もない頃にコロ

ッケ、からあげ等、家では与えないようなものを毎日食べ、おやつも塩のたくさんついたせんべいや果物も缶

づめでした。現在は栄養バランスの取れた手作りのものを食べさせていただきありがたく思っています。 

・保育士の園児への対応 子供が納得して通園してくれている。良いことも悪いことも含めて親身に対応して

いただけてるのだと思うのでそこに一番感謝しています。 

毎日手作りで美味しいバランスのとれた給食を提供頂けていること感謝しています。やはり園庭で元気に遊ば

せてもらえることも満足しています。 

②と③ですが、やはり園児とむきあい、きちんと見てくれている様子が伝わってくる対応が最も重要だと思い

ます。ケガの状況やその後の対処が適切だと安心できます。 

自然環境の中でのびのびと育つことができるのが伝わり、”子どもをまん中にして”親と共に関わるという方

針がわかるので感謝しています。職員体制など、制度のことについては市に対し現場や保ゴ者に方向性を早く

示してほしいと思います。 

周辺環境 立派な園庭がある上に野川も近く、子供達が自然に触れやすい 

子どもが楽しくのびのび過ごせることが一番重要だと思います。毎日帰ってくると、保育園でやったこと、食

べておいしかったもの、お友達の様子など楽しそうに話してくれるので、安心しています。 

②子供に関わる大人の対応が子供を育てると、悪くも影響すると思う。 

⑱通勤時間をさしひいても、１９時までだと残業が不可能。近場に祖父母もいなければ、大変厳しい状況。保

育時間は、～２０時までが理想です。 

プールや砂遊び等、家庭ではなかなか取り組みにくい内容があり、保育内容には概ね満足しております。 

⑩⑬園庭、野川の近くということで自然が多く、小さいうちから自然に触れ合う機会を持てること 

保育内容 お友だちとの関わりかたや、あいさつ等日常生活に必要なことを遊びの中で教えてもらっている。 

異年齢保育：小さい子の時は、上の子に憧れ、真ん中の子は小さい子より大人で、上の子に甘えることができ、

大きい子は１番上のお兄さん・お姉さんとして保育園で過ごせるから。（同学年だけのクラスでは経験できな

いこと） 

⑤お泊り保育について、子どもの思いや考えを尊重しながら話し合いの時間を設け、準備しているところがよ

い。七夕など、幼児クラスだけでも集い、歌を歌ったり紙芝居を見たりしてもよいのでは。⑨⑩歩廊の雨もり

があり、建物の腐食や子どもたちのケガが心配。専用の駐車場を確保してほしい。⑮異年齢保育のメリットが

強調されがちだが、今年幼児クラスに入ったばかりの息子は年上の子たちのパワーに圧倒され、クラスになじ

むのに時間がかかっている。先生方には子どもの思いを汲み取りながら、きめ細かな対応をお願いしたい。 

⑮兄弟の少なくなっている現代、異年令ならではの子供同士の学びが得られる。大きい子、まん中の子、小さ

い子それぞれに学びがあり、それを保育士が支援してくれていることは大きいと考える。⑩⑮園庭があり、子

供達が安心して遊ぶことができる。すぐ側に川があり、川遊びができる環境はすばらしい。⑥決められた必要

数の保育士、看ゴ師がおり、安心できる。 
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①保育内容 他の内容も含めて、まとめると①保育内容の良さにつきると思います。小金井市の公立保育はと

てもレベルが高いと感じております。市の無形文化財です。 

園庭も広く、周りの自然環境もよくのびのびと体を動かして遊ばせていただき大変感謝しています。 

良い点：⑦⑩⑬⑮ 改善すべき点：④（もっと米中心に。どうしてパンやめんが多いのか？？）⑥（非常勤の

方がコロコロかわりすぎ。園児のメンタルに関わる）⑨（セキュリティに対する設備が甘すぎ）⑫（働く親に

とって、ここを家庭で行うのはとても大変。昼寝の年齢ももっと早くから切り上げるべき） 

異年齢保育を公立の園で取り組んでいる事はすごいと思う。現状止まりではなく、保育士の方も更にスキルア

ップと学んでいる部分への姿勢。お泊り保育を通じての経験、よくしてもらっていると思う。 

おもいっきり園庭や野川といった自然の中で遊べる。 

①自分で考えさせる保育。⑤お泊り保育はすばらしく良かった。他、縁日ごっこやプレーデー 

家庭よりも保育園で過ごす時間が長い分、やはり先生対子供も大事だが、先生対父母というのも重要と考えま

す。父母と先生との信頼関係がなければ安心して預ける事ができません。子供の気持ち、親の気持ちを一番に

考えてくれている今はありがたいと思っています。以前預けていた保育園では親のストレスは相当な物でし

た。それを思うと今は親も子も心底信頼できます。 

保育内容。子どもの時は体をつかってへとへとになるまで遊んだほうがよいと思っています。自由保育で好き

なように遊べるのはとてもよいと思います。また川遊びや木登りなどができるのも環境がよいからだと思いま

す。 

先輩の保育士さんの指導が保育士同士でもされていると感じました。 

⑥保育士の人数 少ないと思います。特に、朝はあずけるのに少し子どもを不安等あるなか、担任ではなくパ

ートの為、なかなか子ども自ら部屋に入れないので。担任が朝いるときはとてもスムーズ。 

わかたけ保育園は園舎も古いし、設備も整っていませんが、広い園庭や、野川など、周辺環境がとてもよく、

外でいっぱいあそぶことができるのが魅力だと思います。 

 

（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

職員の中に、こちらがあいさつをしても返しすらしない者がいる。その職員は機嫌によって明らかに対応が違

う。そのような職員がいる保育園に子供を預けていいのか不安である。 

保育の質の向上がみられない。どのような方針で日々保育しているのかが伝わってこない。 

 

  小金井保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

保育士の経験・スキルがあってこそ日々の保育、園児への対応、父母への対応とつながるので保育士の育つ環

境は重要だと思います。 

きちんとどのクラスも保育目標が立ててあり、それにそって保育をしてもらえて子供たちが育っていると実感

できています 

6,17 適正にしていただきたいです。 

①保育の内容について、よく遊び、昔からの遊びや季節感を大事にしているところ、また、遊びやおもちゃも

工夫が見られ、大変満足しています。 

④食事について、とてもおいしく工夫されていて毎日のことなので大切と感じています。 

それぞれの子供に合った保育をしてくれること。看護師の大切な話を子供たちにしっかりとお話してくれる事
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等に大変満足しています。また、園庭やプール等、子供らしい生活を送るのにとても良いと感じています。 

保育内容 

園児への対応 

認可の私立保育園から転園してきて、一番先生方の保育スキルの高さを一番感じ、大切だなと痛感しています。

子供が楽しく大人が安心して預けられるのは公立の保育園（の先生方がいるから）だと思っています。 

①②③⑦ 保育の内容や保育士さんの経験、スキルなどが、子供と関わる上で大切と思います。父母に対して

育児のアドバイスが頂けるのはとてもありがたく思います。 

④給食の内容 

国産の食材を栄養のバランスよく園で手作りしてもらう事は子どもの健康にとってとても重要だと思う 

園庭が広くプールもある。障がい児への加配保育があるのでよい。 

乳幼児期の体験や関わりはその後の成長に大きな影響を与えるので、保育園には質の高い保育をしてもらえる

とうれしいです。 

①毎日の遊び等ももちろん重要ですが、とにかく安全にということが第一優先です。 

② 保育士が一人ひとりの子どもを大切にしてくれ、父母の相談にも親身に対応してくれる。その積み重ねで

信頼感が生まれるのに、それがないと安心して子どもを預けるｋとができないと思う。 

子どものことを第一に考えて、親にもときには厳しい指導をしてくれる。泥遊びを思いっきりさせて小さいと

きの五感をたっぷり使った遊びをさせてくれる。その後の子ども一人ひとりを洗って、着替えさせて、顔をふ

いて・・・を考えると本当に有り難い。 

子どもに熱があったり、病気の疑いがあればすぐに連絡頂けるのでありがたいです。 

わからない事などとても親切に教えていただけるので、初めての子育ても安心して預けられる。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

園のスタッフの皆様には、保育への態度、プログラム運用、さまざまな面で良く動いてくれていると思う。 

保育内容 

月１回開催される全体懇談会にて、保育園での遊びを通して育まれる社会への適応やコミュニケーション力

等、先を見通した保育を行って頂いていることがよく分かる。 

保育士の先生の年齢が幅広く、若い人からは子供たちがパワーをもらい、ベテランの方からは生きていく上で

大切なこと（マナー、挨拶）を指導してもらっていると感じます。親の方も悩みがあるとベテランの先生に相

談できて良いと思う。 

職場が遠いので通勤時間を含め、もう少し早め（6：30～）や遅く（7：30まで）の保育時間にして欲しい。 

人格の形成に関わるから 

食育の面から、給食は大事だと思っています。いつも季節のものを使っておいしい給食を作っていただき、大

変感謝しています。 

保育氏の方が一人ひとりはとてもよく対応し、丁寧に報告もしてくださいます。 

⑮同年齢との交流を大切にしたい。 

ベテランの先生がいるので安心感がある。 

環境（園舎、園庭）と保育士の先生です。企業の保育所を利用したことが兄弟共にありますが（わりとやめて

いく先生が多く、若い方が多いようです）、公立の園だとベテランの保育士さんが多く、意見をいただいたり

とこちらの気持ちとしてとても助かることが多いです。親として直したほうがいいところなどもわかりうれし
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いです。企業ですと「お客様」扱いであまり家族での改善点など言ってくれません・・・ 

園庭がない保育園はありえない。 

保育士さんの対応は浮上に満足しております。現在の質の維持・向上のため、人数の維持・向上を期待します。 

1.2 子供が毎日楽しかったと帰ってくるのでそれが一番です。 

②保育園の職員が演じの対応を大切に保育を行うことをもっとも重視しています。 

① 保育内容 子ども一人ひとりに目を配っている所 

②保育士の園児への対応 

小さなキズ１つみのがさず、しっかりみてくれています。まだ１歳ですし、私自身も母１歳で不安が多い中、

とても心強く、ありがたく思っています。 

保育士の園児への対応は最も重要でありながら、園次数と保育士数のバランスが取れていないため、｣必然的

に対応はおざなりになり、目の行き届かない場面や配慮しきれない部分が出てくる。 

月齢ごとに先生方がよく工夫して保育していただいていると思います。 

 

（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

⑱ 土日祝の働務者もいるが、保育の依頼枠がなく不便。土日祝中心に受け入れている園あってもよい。（市

内でいくつか） 

⑲ 通常の保護者会や園の行事手伝いなどはあってしかるべきだが、休日のイベント企画や園内の広報活動な

どはなくてもよい。負担が大きい。 

 

  さくら保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

子どものその時期に大切にしたいことを大切に見守る保育をしていただいているように思います。保育士の

方々の対応に安心して子どもを預けることができるので。 

安心して子どもを預けられているので保育の質に満足している。 

とにかく子どもたちが健やかに育ってくれるよう環境をつくっていただければと思っており、第一には保育士

の方々とのやり取りが重要だと思います。 

⑨⑩ 公立だからこその広さ（園庭も） 

サービスは拡充できても設備（土地）は買えないので 

お迎えに行く時間に担任の先生は帰られており直接話す機会はないが、連絡帳を丁寧に書いて下さり、様子が

よくわかります。 

保育士の人数・・・都の基準より多い配置はとても重要。安全管理だけでなく、保育士への負担が軽減される

ことが保育の質の向上につながっている。 

乳幼児期にどういう考えの保育園でどんな保育士に育てられたかが人格形成にも大きく影響すると思う。大人

の都合や親へのアピールのための行事や作品づくりはいらないと思うし、子どもならではのどう遊びや体をつ

かった遊びが大切だと思う 

狭い園庭だな・・・と最初は思ったのですが、季節ごとの植物が果断にはあったり、年齢ごとの朝帯び場のス

ペースの釘近田だったり、さまざまな発見ができるよう工夫が凝らしてある園庭がおもしろいと思います。 

保育園は教育機関ではないので家庭でできる範囲の保育の代わりと思っていますが、家庭で継続するのは難し
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い給食や（栄養バランス等）発達の見守り等していただき満足しています。 

保育士が安定した身分の保証のもとやりがいやモチベーションを保って仕事をしてもらえること（人員配置の

充足も含み）が子供にとってのよい育ちにつながると思う。 

保育内容 

いつの間にか、歌や言葉や生活習慣を覚えて帰ってくる。子も楽しく過ごせているようで、寝る前に「あした、

ほいくえん、いこうねー」とよく言っている。 

保育園の先生方の対応に満足しているため不満なし。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

子どもの楽しめている様子が感じられる為と保育士の方々との関係も良く感じられる為 

給食は手作りで野菜や品数も多く、ありがたいですが、日本の保育園においては米が少なく麺やパンが多いよ

うな気がします。食べやすいからでしょうか。米を食べるのは大切なことと思います。 

保育内容が子供たちの気持ちに沿ったものになっていると思うので最も満足しています 

土曜日に仕事をしているため、土曜保育を受けてくださるのは本当に助かります。 

他の保育園はよくわかりませんが、毎日のNOTEへの返答がきちんとしているし、保育に対してきちんと勉強

されている方々だと思われる。安心できる人材だと思う。こちらもとても勉強になります。 

異年齢保育で子供たちが自由に遊びを選び、伸び伸びと過ごせる点が良いと思う 

適切な言葉使い、声掛けによって園児への影響を及ぼす 

保育内容について毎日の連絡帳や朝夕の送り迎えでその日の様子など知ることができて安心できます。給食も

毎日バランスの取れた献立（手作り）で感謝しています。 

保育士の経験、スキル 

安心して子供を預けるためには、経験豊富な保育士が必要だと感じる。(民間の保育士には市立の保育士ほど

のスキルがない。）上の子が市立、下の子が民間でその差をすごく感じる。 

保育はおおむね満足。 

年配の保育士の方の対応が古いと感じることあり。 

保育室が狭い、古い。 

保育士への信頼感、コミュニケーションがとれているかは、子どもを預かっていただく上で安心感、満足度に

つながると思う。 

 

（1-aで「③あまり満足していない」選択）（記載なし） 

 

  けやき保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

保育士の皆さんがよく子ども達を見てくださっているので、安心して預けられます。子ども達の様子も良く教

えてくださるので親子で楽しめています。 

保育士の園児への対応は最も大事。また、それを保護者も実感できることが安心につながる。けやき保育園保

育園はこの点がとても丁寧で感謝している。 

保育士の皆さんが暖かい目で子ども達の成長を見守りサポートしてくださっていること。 

保育士の方々の対応に満足しています。また、異年齢保育によって子どもがどのように友達と接するのかを感

じ取ることができるので、重要だと思います。 
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保育士の園児の対応 

とても丁寧にみてくださりキズが出来た時、少し腫れていたりなどを教えて下さり、食事の際のごはんの食べ

方など、とても良くして頂いております。 

保育園児への対応 

言葉使いや応対の仕方、丁寧にしてもらえていると思います。 

園庭や公園に遊びに行く環境は良いと思います。のびのびと色々な遊びを経験してほしいです。 

先生方が保育目標をもって日々、子どもに接してもらえるのはとてもありがたいと思っている。保育園は。た

だ時間預かりの場ではなく、教育の場。よりよい遊び、個性を確立するための場であってほしいと思っていま

すが、ほぼ望んだ形で保育してもらっていると思います。 

保育士の方が細やかに子どもの様子を教えてくれ、家庭との連携が取れていると思う。 

保育士さんはじめ保育園の設備など子どもが安心できる環境づくりに感謝しています。 

保育理念についてずっと子どもには現況よりも何よりも生きていく力を養って欲しいと思っていました。たく

さんの遊びの中で「できた」がたくさんあり、認められる立場であることが素晴らしいと思います。 

毎日楽しそうに保育園に通っているので、あまり心配はない。 

⑦若い先生もいてベテランの先生もいるからこそのバランスがとても良いと思います。子どもは若い先生に全

力で遊んでもらええて嬉しいですし、親はベテランの先生に相談できたりすることで本当にありがたいです。 

①、②、④、⑮は、今後の子どもにとっての礎になるので大切です。①、②、④、⑮の為に⑪を大切にするこ

とも重要だと思います。 

②保育士の園児への対応 

１日８時間以上、保育をお願いしているのだからこれ一番大事です。毎日のノートにはちゃんと個人の１日の

出来事が書いてあり、とても頼りにしています。足りない場合は口頭で教えてくれたり。１クラス２３名です

けどちゃんと対応していると思います。 

保育士の園児への対応 

⑨ 施設、設備がキレイでしっかり遊べるスペースがある。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

幼児クラスの保育士が足りないと思う。ないている子がいても放置されていたり、熱のある子が事務室へ行く

ときに年長さんを付き添いにしていたりする。 

先生のことが大好きで、一人一人と向き合っていただいているので、安心して預けられます。 

とても立派な施設で保育士さんも一生懸命にしていただいて感謝しています。 

のびのびと保育してくれていると感じる。園児一人一人を大切にしてくれていると感じる。いい意味で親より

子どもを保育している。 

③保育士の父母への対応 

１～２歳代でおこりやすいかみつきなどのトラブルについて、入園すぐに口頭でもお便りでも案内があり、親

が心配せずに子どもを送り出せる情報を入れていただけて感謝しています。 

保育士が子どもの扱いになれていること。また、長くみてくれている保育士がいることの安心感が親子共に必

要だと思うため。 

保育士の人数は多いと感じるため、その点は満足している 

保育士の園児への対応 

① 保育内容 子ども達にとって良いものになっているか。 
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保育園の広さや子どもが楽しめる環境が一番だと思っています。２番目に自分の働く環境に合うのは助かると

思っています。 

入園以来クラスが側ってもずっと見守ってくださる先生には感謝しています。付き合いの長くなった先生が園

にいることは安心で信頼でもあります。 

身体を思いっきり動かせる広い庭や大きいプールなどは幼児クラスくらいの（３歳児以上～）子どもには大切

かと思います。 

乳幼児期の大切な期間に接する保育士の対応は子どもの成長に大きな影響を与えるものと思います。よって、

保育士の対応は重要要素だと考えます。労働環境の整備、教育等、働きやすい職場の構築をお願いします。 

⑦ 経験の多い保育士はやはり安心だし、父母への対応もきちんとできていると思う。あいさつだけではない

対応ができると子どもへの対応もきちんとしてくれるんだなと感じる。 

⑱日曜、祝祭日、年末年始すべて両親とも仕事なので子どもの預け先に困っている。 

保育内容、保育士の園児への対応 

１９時お迎えの際、軽食では足りないので料金を上げてしっかり夕食を出して頂けると助かります。 

施設が広くて新しいので、キレイで清潔なので安心して預けられます。 

異年齢保育は、上級生を敬う心、下級生をケアする上級生の心をはぐくむと考えるため。 

又、空いた時間はTVを見るのではなく、園庭で体を動かすことができる、という面で園庭の存在は重要。 

②、⑦が幼児期に大切な心の成長につながると思う。 

 

（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

異年齢保育に対して保育士の人数が少ない 

年少にはもう少し目が向くようにしてもらいたい 

行事が少なすぎる。秋祭りの食べるまねでなく本物でやって欲しい。ごっこって・・・ 

全員で歌ったり学ぶことを増やして欲しい 

⑤保護者が参観できる行事が無さすぎる。「おゆうぎ会」や「運動会」がない保育園なんて聞いたことがない。

友人にいうとすごくびっくりされる。少なくとも、うちの保育園の保護者は不満に思っている人ばかり。子ど

もが小さいときの思い出を作って欲しい。⑲「母の日」「○○の日」にちなんだ作品作りをもう少しやってほ

しい。 

 

（1-aで「④不満である」選択） 

保育の行事について、異年齢保育のためなのか、大きい子ばかり行っていて他の学年には発表の場がなく大変

不満である。幼稚園や他の市の保育園では年少、年中児でも運動会、お遊び会で発表を行い大きな自信をつけ

ているのに小金井市の保育園ではその機会すらない。また、母の日、父の日、クリスマス等何の配慮かわから

ないが、全く関心もなく行事を行わないことにも納得がいかない。 

 

 ⑵ 保育内容に関する意見・要望等 

  くりのみ保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

もう少し、子供の作製物があるとうれしいです。（実質、先生方が大変になってしまうとは思うのですが・・・） 

最低でも19：00ぐらいまでの残業ができないと、できる仕事が限られてしまうので、20：00までの延長保育

をお願いしたいです。そのための負担増はやむをえないと思っています。 
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（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

保育士と楽しく遊べるのはありがたいが、子ども同士でもっと遊べるように誘導して頂けると嬉しい。 

父母会の活動が多くわずらわしい。極力無しで会合等減らしてほしい。 

ただ、保育士の人数の少なさ、臨時職員での対応には保育園の現状の保育が維持できなくなるのでは？と心配

です。民間委託にも反対です。 

子供を尊重していただいていると思います。感謝しています。保育士が足りないので夕方延長利用していたと

きに、パートのみという点で誰が責任をもつのか。パートではなく正規だと思いますが、負担が多すぎます。 

全体的にベテランの保育士が減っていると思う。子供のケアはよくしていただいていると思うが、父母への対

応の面はもの足りなく感じる。数年間園は、親とのやりとりももっと濃かったように感じる。 

学校に入学する前に集団行動ができるようになり、友達、命の大切さを気づく子供になるよう保育園でもやっ

てほしい。 

保育するに当たって、ちゃんと子土門に対応できるような人数で常にやってほしい。 

お泊り保育の仕込み（？）が本当にすごい！聞いているだけの保護者もワクワクします。先生方は大変だと思

いますがぜひ続けてほしいです。 

保育の質が高いと思います。本当にこの保育園に入れてよかったです。 

 

（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

パートの人の教育はどうなっているのか？ 2歳児は手がかかるのは分かるが、パートの人が大きな声でガミ

ガミ注意したり、「あのさー、これやめてくれない？」とか、言葉遣いが気になる。たくさんの子供や親以外

の大人とコミュニケーションが取れる保育園のいいところを活かして保育をしていただきたい。 

廊下は靴でも良いですが、教室内は３～５歳児は裸足にしてほしいです。 

 

  わかたけ保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

保育士の人数が少ないと、園児への対応が不十分になる心配があり、ここ数年の正規職員不足は非常に気にな

っています。 

正規の保育士の人数が足りないと聞くので、心配しています。 

特別な事情がない限り、夜間保育や休日保育はいらない。（今のままでいいです。） 

まだ保育行事に参加する年齢ではないのですが、子供達が考えたり、協調性が身につくような行事があればい

いと思います。 

運動会をやって欲しい。 

・経験豊かな保育士さんが多い、と書きましたが、この数年でどんどん減っていっているのも感じます。クラ

ス担任が入替わることもほぼ毎年です。できればもう少し落ち着いてほしいです。・ブロックやパズルなど、

子供の五感をフルに使って遊べるおもちゃがたくさんあるのもありがたいです。・ドロ遊びや川遊び、散歩が

多いおかげで、とても元気でパワフルに育っています。・異年齢保育のおかげで、年齢に関係なくお友だちと

つき合える子になっています。また、上の子から刺激を受けて、文字や数字に興味を持ってくれます。 

あたたかく見守っている感じで、見ていないようで子どもが気付かない時にも見て下さっている。自由にのび

のびさせてもらっていて、でも視界は広く、「見てないようでも見ている」という姿勢が素晴らしいと感じて

います。 
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親も忙しくてとりいれられない日本の四季の行事をとりいれてくれたり、食育としても畑を利用したりお魚を

目の前でさばいてくれたり、そういう勉強でなく生きていく上でとても大切なこと、を保育にとりいれてくれ

ていることにとても感謝しています。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

朝のあいさつ、帰りのあいさつ、給食の時に一緒に、「いただきます。」など、あいさつにも少し力を入れて

ほしいです。帰りも朝も自由な感じはいいのですが、もう少しあってもいいかなぁと思います。 

先生方がいつも子ども達を温かく育てて下さっていることに感謝しております。 

正規職員さんが減っていることに不安を感じます。 

・デング熱などもあり、蚊の対策を強化してほしい。トイレに網戸をつけたり、出入口に網戸をつけたり（？）・

正保育士とパート方の情報連携か監視が行き届かない、大人人数？が足りないのか、甘い。・2才児クラスは、

男の子が多く部分がある気がする。余裕のある人員配置にするか、男女比（子供たちの）も調整したらどうだ

ろうか。 

子どもそれぞれの個性やぶつかり合いも多くなって、ご苦労されていると思います。保育者の方のスキルが問

われていると感じます。厳しい状況（民営化など）の中、モチベーションを保って頂けるのか心配です。 

スマイル保育の際に費用が発生しても良いので、捕食（軽食）があると助かります。延長で帰宅後に食事だと

遅くなってしまうので。感染症もあるので、難しいとは思いますが、便やおう吐の際も簡単な水洗いでいいの

で対応してほしい。時間が経つと落ちません。 

「感謝」の一言です！ 

他市の公立保育所では、お迎えに行くと必ず保育士さん（正職員・パートを問わず）が今日子供がこんなこと

をしていた、これが出来るようになったと伝えて下さり、保育士さんと父母のコミュニケーションが図られて

いたので、こういう取り組みがあるといいと思います。 

幼稚園に行っている子と小学校で一緒になったときに、差がでないよう又、民間園でもやっているように、体

操のクラス、工作のクラスなどあると、更に良いと思う。正規職員の 

異年齢保育のねらいとするところは園からの説明でも理解できたが、子供達の実態を見ていると現状ではねら

いを達成することは難しいと感じている。（幼児の発達段階、保育士の体制等）また、異年齢保育を行うこと

により、逆に３才４才５才それぞれの年齢に合わせた活動が充分に保障されていないのではないかと不安に思

っている。異年齢保育の評価や同学年保育についての検討も進めてほしい。 

連絡ノートを幼児クラスになっても続けて預けるのは大変ありがたいが、担任の方になかなか会えない時間の

登校園の時間にせめてパートさんではなく職員対応にしてもらえるとよりよいと思う。 

遊び中心で自由で楽しい園ですがみんなで机について大人の話を聞いたり何か作ったりする時間が少な目で

しょうか。小学生になるとギャップがありすぎて座ってついていけるか心配。 

障がい児保育の時間を８：３０～１７：００と限定しながら正規の保育士では対応してもらえず、一日を通し

ても同じ保育士にみてもらえない現実があり、改善してほしい。 

給食を作るだけではなく食育もしてくれてありがたいです。行事も多すぎず少なすぎず、この点も以前の保育

園とくらべて満足です。 

育児経験がある方の関わり、保育 

小さい子も参加できる行事を増やしてほしい。また保護者も参加できる行事を増やしてほしい（運動会や発表

会）設備が古く危ない所もあるので改善してほしい。（保育室へ入るゲート等）部屋が狭いのもとても気にな

ります。 
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（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

連絡帳に（担）だけで記載がない日が多く保育園での子供の様子が分からないため、もう少し改善してほしい。 

 

  小金井保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

園や保育士さんたちは本当によくこの人数体制で対応しているなあと心配になるので人の補充を正規職員で

してほしい 

将来的に利用したいので、検討していただきたいです 

担任とパートさんとのスキルの格差をとても感じます。視野が狭く、子供たち全体を見れていない事。朝、登

園した時に、ことらば「お願いします」と言っても何の反応もなく、子どもが登園している事に気付いている

のかも分からず、不安＆不満に感じることが度々あります。担任の先生の対応に関しては非常に満足していま

す。 

「とことん遊ぶ」という小金井保育園の方針に大賛成です。またひとりひとりの成長に合わせてくださるのも

とてもありがたいです。 

国産の食材なので給食の放射能測定をもっと頻繁に行って欲しい 

いつも工夫をこらした遊びなどを考えていただいておりありがとうございます。 

朝から夕方遅くまで利用しています。いつもしっかりみてくれていたり、病気の連絡も早く助かります。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

補助の先生方が１年（短い期間）などで変わるのがイヤです。子どもが不安を感じる。→パートさんが短時間

しかできないのなら正規職員を取るべき。 

効率保育園の先生方のほいくを、これから増える認可外保育園等の民間保育園のスタッフ達にも広げられるよ

うな事を市主導でやって欲しい。子供には、公立・私立・民間など関係なく良い保育を受けさせたい。公立保

育園の先生をもっと活用すべき。市の職員として、そういう活動（保育の質を高める）をして欲しい。 

世紀の職員の人数が不足していると聞いているので、事務等正規でないとやれない事に特定の人がいつも時間

を取られて子供と過ごす時間が少なくなっていないか心配 

小金井保育園のちゅうりっぷ組の担任が２人なのはなぜでしょう？他のクラスは最低３人いるのに。１人増や

して欲しいです。 

現在の質の維持のため、民間委託は避けていただきたい。 

プレーデー等乳児たちも少し参加できたらいいなと。 

保育内容に関して、とは少し違うかもしれませんあｇ、お食事用のタオル、エプロンをした洗いだけでもして

いただけると、ありがたいです。自宅であけるとすでにくさく、においがなかなかとれずに悩んでいます。 

 

（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

・個性に合わせてのびのびとさせてもらっている所はとても感謝している。 

・行事のときのけじめのメリハリが弱いと思う。場がしまらない雰囲気がある（特にプレーデー） 

 

  さくら保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

異年齢メインでなく、学年別ですごす時間も多く欲しい。 
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バラバラになるのは寂しいので。 

引き続き同公立保育園に保育を依頼したい。 

おいしい給食、広い庭、あたたかい保育士、すべてに満足しています。 

正規職員の保育を増やしてください。 

一年の途中で担任やクラスの先生が変わってしまうようでは、子どもたちが落ち着いた信頼関係や生活を営む

ことができない。継続、安定した雇用が必要であると考えている。 

①保育内容 ⑤プレーデー 

自由保育でのびのびと子どもが生活できる。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 

これからも子どもが楽しめて安心して過ごせる保育園環境をお願い致します。 

保育士さんは人によってカラーが違うので、そこもまた良いと思います。１人たまに来る人で厳しい人がいま

すが、愛ゆえなら良いと思います。 

保育士のスキルが人によってさまざまなのはそれで良いと思うが、責任を自分で取ろうとせず園長、保育課に

問題を回してしまうことが非常に多いのが残念。 

今のまま、質を落ちなければ言うことなしです。 

欲を言えば、もっと外で遊べるといいのですが・・・ 

特に散歩が週一なのは不満です。人手不足のせいかと思っています。 

色々、季節ごとに取り組んでいて満足している。 

年度途中で突然クラス担任が辞めてしまった後、臨時職員（とても良い方なので安心していますが）でずっと

対応しているので、手は足りているのかなと少し不安に思っています。クラス便りも昨年度より減っているの

で少し気になります。 

他園での園児を公園に置いてきてしまった件等耳にしたので、保育し一人ひとりの経験・スキルはもちろん大

事だし、保育士どうしの連携も非常に大切だと感じる。互いに情報交換や研修を行い、集団としての技量も高

めていってほしい。そのためには正規職員を増やしてほしい。 

施設の老朽化が気になります。注射の台数が少ない。 

 

  けやき保育園 

（1-aで「①満足している」選択） 

もう少し親が参加したり、見学したり、また、先生がたと交流できる場があるといいなと思います。（日常の

様子なども見てみたい） 

発達のことなどに詳しい先生なので連絡帳で相談させて頂いております。とても心強いです。 

わらべ歌、おもちゃなど、家でも遊びが深められらるよう教えてもらえる機会があったらとてもうれしいです。 

異年齢保育は最初は、大きい子（あまり良くない）を真似してきたり、大きい子のパワーに押され気味に感じ

たりしましたが、ひとときの事で安心しました。 

父母への報告がもう少し細かく欲しいときがある。 

現在の状況で良いです。職員の皆さんが働きやすい環境であることが子ども達の保育に大切なことであるの

で、国や市にもっとがんばって欲しいです。 

 

（1-aで「②おおむね満足している」選択） 
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５歳児になり、同年齢の集まりが増えてよかったと感じる。３、４歳時ももっと同年齢の集まりがあっても良

いと思う。特に３歳時には、異年齢保育に疑問を感じた 

写真の販売を月１位で実施してほしいです。撮影→写真セレクト→販売の案内→枚数とりまとめ→現像→振り

分けなど一連の業務が効率化できていなくて本来の保育に支障が出ないような回数なのかもしれませんが、写

真関連のお仕事をしている親もいるので効率化のノウハウは持っていたりします。親に聞いてみたり、１家庭

年間５００円から１０００円集めて新しいカメラやソフトを導入するなどしてみても良いのではと思います。 

現存のところなし。 

異年齢保育に慣れるまで、子どもが保育園に行きたがらず大変でした。子どもたちが徐々に慣れるよう進めて

欲しい。 

保育行事が小さい子にもあれば嬉しい。親向けにお遊戯会なども 

この項目かどうか迷いましたが記入します。光化学スモッグが出たときの対応について 

他市はスモッグが出ると夕方、外に出ないようにしているところもあります。小金井はどうしているか聞いて

みたいです。 

一部の個別ケースでもありますが、困っているときに何か一緒に考えて見ましょうとか、この辺りなら折り合

えるのではといった提案もなく、へらへらできませんな内容を告げられると、相談してくださいと言われても

何を？です。 

親のみならず子どもにも思い込みで話を良く聞かずに片付けてきなさいというのも根は同じ気がします。（保

育園内では見たこともないおもちゃが広場にあり、拾った子が届け出たという状況）そんな保育士さんもいら

っしゃるとういうことだけと言えばだけですか。人によるばらつきも大きいということでしょうか。きらりを

紹介するなら自らもきらりで何をどんなことをしているか勉強してください。ピノキオさんとも交流があるの

に。親子をムダに不安にさせないで。 

不満は保育士の人数です。朝夕はしかたない部分かもしれませんが、正規職員がうすく目が行き届いていない

気がします。異年齢保育もトラブルが多く、それも目が行き届いていないことから起こっている気がします。

上の子が下の子をいじめたり、からかったりする話を周囲からも聞きますし良い面だけを強調しがちですが、

本当にそうか疑問です。先生の指導の仕方にも不安を感じるところもあります。 

保育園の良いところ、幼稚園のよいところがミックスされたプログラムに近づくと良いと思います。保育園は

保育するだけ（されるだけ）の場でとどまらない事を願います。 

父母参加の行事が少なすぎると思う。オートロックにしているが、自由に出入りできる時間があり、オートロ

ックの意味がないと思う。 

親子遠足など、親も一緒に活動する行事が増えれば良いと思う。 

20：00までの延長希望 

子どもと一緒にできる行事や子どもの成長を感じられる発表会などをしてほしいです。 

保育内容、保育の質というものを経験者のみが語るのではなく、具体的に説明できる等、可視化の必要性があ

る。 

 

（1-aで「③あまり満足していない」選択） 

父母会に力を入れる位なら、子どもや親が参加できる行事に力をいれてください。父母会は、負担でしかない。

なぜ、公立園だからと言ってやるのか。こんなもの無くても保育園は成立する。 

 

（1-aで「④不満である」選択） 
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異年齢保育では日々他学年との関わりがあり、刺激し合えるのかもしれないが、不必要なほどの関わりが多す

ぎると感じた。その年齢ならではの素直な感性や活動が他学年との関わり（例えば、からかいや強い声掛け）

によって疎外されていると思う。多くの子ども達のそういった関わり合いは保育士によってすべて見守ってい

ないので、基本を同学年の保育にした方が良いと思う。 

 

２ 保育ニーズについて 

 ⑴ Ｕその他（自由記述） 

  くりのみ保育園 

音楽や体育指導などのプログラムの充実 

短時間勤務が３歳の誕生日前までなので、ファミサポやシルバーと併用しなければならない 

保育の質の向上 

公立園と他施設との保育に格差がありすぎるので市で独自のチェック機能を設け、公立園に入れていない世帯

も安心して子どもを預けられるようにして欲しい。 

提出する書類が多い。 

正規雇用による継続的な保育体制 

 

  わかたけ保育園（記載なし） 

 

  小金井保育園 

 

  さくら保育園（記載なし） 

 

  けやき保育園 

園庭に木陰ができる大きな木が１本あるといのにと思います。 

民間委託だけは絶対にしないで欲しいです。公立の良さは失ってからじゃどうしようもないものなので 

 

 ⑵ 要望理由 

  くりのみ保育園 

2位 朝夕の送り迎えのときに正規職員お方が不在で子供の様子を聞いたり、話したいことを伝える機会が失

われている。一昨年はそのようなことは少なかったと思う。臨時職員の方が増えた影響かなと思っている。 

他の病児(後）保育施設は条件がきびしすぎて預かってもらえない。（診断書が必要、時間の制限、予約、費

用など）保育園で対応できるよう取組してほしい。 

急な病気の際、どうしても仕事を休めないこともある為。 

① 特に祝日は大型連休になると仕事の調整が難しく、祝日が関係ない仕事なので 

② 月に１～２回程度、職場で時間外に勉強会があり、スキルアップに参加したい。 

入園できたので私たちはラッキーでしたが、他にも働いている/働きたいのに保育を頼めず困っている人が多

くいます。女性の社会参加と国でいうのであれば、もっと取り組むべき。保育士は保育施設出最も重要。きち

んとした待遇で雇用すべき。 

病児保育施設つくって下さい!! 

公立保育園は絶対民営化しないでほしい!! 
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今の保育園ではとても良くして頂いていますが、自宅から少し離れているため、日によっては登園が大変な時

があります。待機児童が少しでも解消されて、希望する園に入れるとありがたいと思います。 

子供たちの平等な環境での生活、成長が阻害されるのでは？と心配。 

お金の問題 収入の差で子供たちに差が出る。子供は社会が、地域が皆で育てていくべきだと思う。 

次の兄弟ができても、同じ（上の子と)保育園に入ることができ、安心して職場復帰が叶うようにしてくださ

い。待機児童率ワースト１というのは・・・正直はずかしいです。 

門が誰でも勝手に開けて入って来られる造りなので、悪意のある人の侵入が容易であることが不安です。また、

三か所施錠する決まりですが、ちゃんと守らない保護者もいるため、電子錠の導入やオートロックの鍵をつけ

る等の対策をお願いしたいです。 

子供の安全・きめ細かな保育希望 

自分自身が困っているというより、穴埋め的に保育士のパート補充をやめてほしい。保育士がただいればよい

という考えではなく子どもの生活や情緒、安定には正規の職員で対応すべき問題。子どものことをどう考えて

いるか行政に問いたいです。 

待機児童に関して 

保育園に入れるかわからない状況では職場復帰したくても、会社に返事できなくて困ります。認証に預けられ

る程の金銭的余裕がない人の優先も必要だと思います。 

乳児はもちろんだが幼児の１クラスの人数に対し保育士の人数が少なく目が行き届かない面も多々あると思

われる。人数を増加させるべき。 

１・２位 子ども達、一人ひとりが健康で安全な生活を送るためには人員の確保や衛生管理が必要不可欠であ

ると思います。 

３・４位 就労以外の理由で保育を必要とする家庭もあります。問題が深刻化する前に相談できるような場所

があると良いと思います。 

５位 設備の老朽化が気になるので・・・。 

待機児童が多いということは行政が児童福祉に熱心でないととられても仕方ないと思います。児童福祉に熱心

でない行政に保護者がついていけるはずもなく、子どものいる世代の市外転出が起これば行き着く先は高齢化

であり、行政の行き詰まりであると思います。そうなることを市民としておそれています。 

先生方の熱意と努力と工夫だけでは解決できないほど人が足りていないのをひしひしと感じる為。子ども達と

先生方の信頼関係は時間をかけて生まれ、その中で子ども達の健やかな発育があると思うので、コロコロ見る

方が環境は望ましくないと思うので 

東京には平日が休みで休日出勤の方が多数います。週の保育日数が5・6回と制限があってもよいので休日保

育をやってもらいたい。 

常に保育士さんが不足していて、保育士の方の負担が多いと感じる。正規の採用が必要と思う。 

仕事に復帰できるか不安なまま産休に入るので落ちつかない。 

門からの視界が悪い。各クラス2～3名の保育士がいるのなら、外へ演じのお出迎え等で立っていてもいいと

思う。 

１ 安心して保育園に預けられる為には、保育士の人数や質をおとしてほしくないから。 

０歳児クラスの時に認可に入ることができなかったので、小学校のようにすべての保育を希望する人が入園で

きればスムーズな復職につながると思います。 

市の都合で本来補充すべき正規職員を採用しないことで子供たちに負担や不利益が生じるのはおかしいので

は？ 
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財政再建といいながら、職員の給与は上げているのですから、それでしたらちゃんと保育士を採用してくださ

い。子育てに関することは市の中での優先順位が低いと感じる。 

３位 市全体としての保育計画をきちんと示して欲しい。きちんとしたプランがなく、民間委託だけ勧めるの

は保育の質の低下をもたらすだけ。どれだけの財政効果が得られるか示されていない中、「民間委託しました」

という実績が欲しいだけでは？ 

年間通して要望・署名が多いような黄がします。要望・署名組織が多くなったのが原因か？ 

何かあってからでは遅いので、ｔｙなんとどんな場合も対応できる態勢をしておいてほしいから 

園の玄関（門）がだれでも入れるようになっているので不安です。セキュリティの強い門にしてほしいです。 

体制不足で先生たちに余裕がなくなると、子どもたちへの対応が後手（トラブルになってから）に回り、トラ

ブルがおこってから対応するので対応にも時間がかかって、その間に更に別のトラブルがおこったり、周りの

別の子が不安定になったりと悪循環がみられる。先生たちは本当によくやって下さっているので、先生たちに

は何か要望するのは申し訳なく・・・。 

➀ ほとんど延長にならないが、仕事の都合上延長になる可能性があるので申し込みしていてももったいない

と思うから。延長を申し込んでいなくて延長になった時、気まずい思いをしてとても嫌だったことがある。 

② 現在の鍵では誰でも入れてしまうから不審者が入った時怖い。 

③ 毎年保育士が不足していると聞くので、さすがに不安になる。 

④ 雨が降ると園庭が水浸しになっている。水はけが悪い。 

⑤ 姉に通園している保育園へ妹が入れず、通園が大変。できたら同じにしてほしい。 

どんなにすばらしい施設があっても、保育は「人」であると考えているので、市にはもっと積極的に正規職員

を増やす取り組みをしてほしい。４位にした委託問題が正規職員を増やすことに歯止めをかけていると聞くの

で、早く解決してほしい。 

夫が単身赴任で、祖父母も遠方。仕事が休めないときに病気になられると本当に途方にくれてしまうので。 

障害を持つ子のいる家庭こそ何かとお金もかかるわりに、程度によっては手当ても少ないため働かざるを得な

いのに預ける先がないために、生活も苦しく精神的にもつらいと思います。健常児でも子育てに悩んだり、助

けて欲しい気持ち等で母親のストレスがあると思いますが、障害があれば更にそれらの負担も共有できる環境

が必要だと思います。 

３位の病後児保育については預ける時間を7：30や８時など早めて欲しい。 

１ 玄関・テラスのドアが開け放しのときが多い。網戸がないため、虫が入り放題。蚊、またハチなど危険・・・ 

２ 部外者が誰でも入ってこれてしまう。このご時世、何があるかわからないので、不安。 

現在、障がい児は行ける所が本当に少ない。どこでも混んでいる状状態。親も仕事をしなければなりません。

もし保育園も専用の先生をつけていただければ本当に助かると思います。 

駐禁を２回もとられ、とても困りました。ただ少しの間だけなのに・・・。 

また、自転車で行けない状況（３歳以上の子がいる・家から園までが遠い）で車を使わざるを得ないので、駐

車場がほしいと思いました。 

１位 第二子の入園を希望しているが、待機児童問題で第一子と同じ園に入れるかどうか、また、違う園へも

入れないという事態になるのではないかと不安だ。 

病児病後児保育については、以前小金井市でなかった時に三鷹市の利用をしましたが、市外ということで高額

でした。ただやはり、あずけないと何日も仕事を休むこともむずかしいので、高額でも利用せざるをえないこ

ともありました。小金井市にももう少し増やして欲しいのと、他区市で利用した場合も補助金を出せる制度が

あるとたすかります。 
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  わかたけ保育園 

保育園に入れるまで、本当に大変で、沿線の保育園の見学を子ども連れでしていました。心労も断えず、仕事

を辞めなければならないのかと考えていました。また、このような思いをすると考えると次の子供を産めませ

ん。 

仕事復帰をしなければならないのに入園できなければやめなくてはいけないから 

自分の近くで子供を見ていられないので、災害時の園と親の連携は、もっと強化した方が良いと思う。また園

でどの様な訓練をしているかも知りたい。 

Q待機児童解消 小金井市は待機児童が多いと有名なので、今後子どもが出来た時にすんなり保育園に入園で

きて仕事を辞めずに続けられるか不安な日々が続くのかと思うと辛いです・・・。 

第二子妊娠中だが、下の子も同じ保育園に入園できるのか非常に不安。 

１歳児、２歳児での入園枠を増やしてほしい。病後児保育の施設を武蔵小金井駅周辺につくってほしい。 

（１）今は延長保育を利用してますが、一時利用があれば便利です。せめて、3日前申請くらいが理想です。 

①④に対して、企業に務めていない接客業やサービス業は、休日や夜の労働が一番求められているため、対応

があるとうれしいです。 

抜け道になっているので幅員の割に交通量が多くキケン。 

現状で困ってはいないが、（１-ｃ）で特に重要だと思う´保育氏の質｀を保つためには必要充分な人数をそ

ろえて体制を整えることが一番大切と思うから。 

正規職員の穴うめのためのパートの職員を細切れで採用するのではなく、きちんと1人の人が保育をしてほし

い。子ども、保護者との関係作り、責任を持った保育をすることで信頼関係が深まると思うから。 

保育士がより大変な状況で働いており、そうした負担が通常の保育内容や、さらには子どもの安全を脅かすの

ではないかとの恐れを抱く。 

子供が病気で利用したくても、家から遠くて使えないので。 

子供の病気は、熱が下がっても咳などがずっと続くなどして、なかなか仕事に復帰できずに困ったことがある

ので。 

来年度、入園させたい下の子がいるが、待機児童になる恐れがあり今後の複職に不安がある。 

園の前の道路が少し見通し悪い。特に、車が駐車していると、より悪くなって危ない。 

「正規職員を新たに雇用せず、その人数が減少し、市の公立保育が維持できない為民間委託にします」という

ようなズルズル委託にするようなことのないようにしていただきたいと強く希望します。 

どうしても仕事の都合で遅れることがある。月単位の延長保育は利用しづらい。当日でも１７：００までに連

絡すれば延長保育して頂ける体制があると助かる。（例）１５分単位７０円で月単位で精算、その場で現金精

算でもよい。（銀行窓口でしか支払えないのはやめてほしい）＊現状１ヶ月単位の延長申請は銀行の窓口だけ

で支払いができるがコンビニなどでも支払えるようにしてほしい。昼間に銀行に行くひまがない。または、市

の口座にふりこみでもよい。 

B病児保育 子供は体が弱く２週間に１回熱を出していました。近くに預けられる人がいなかったので、仕事

のスタッフ、遠くにいる祖父母にかなり迷惑をかけてしまったから。 

ここ数年、正規職員不足を期間限定の職員で補っているため職員がコロコロ変わって不安です。 

人員体制をぎりぎりにすべきという行革の答申も全く納得いかないし、その方向に導くための委託に絶対反対

だからです。保育士の職場、学習環境は大切にすべきで、それは子どものためです。目的を見誤らないで欲し

いです。 

臨時職員の方ばかりでつないでいる状態では子どもの不穏な状況をまとめ上げるのは難しいと思います。保育
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者の方の未来が見える計画的な保育方針の明確化を望みます。 

B病児保育、及びC病後児保育 身近に預けたり、手伝ってもらう親等がいないため、登園禁止になると会社

に行けなくなってしまう。病気時は仕方ないが、病後まで休むのはとても厳しい。 

安心して子どもを産み、保育園に入れることができて、仕事も頑張れるような環境を作ってほしい。認可外保

育園の利用者には、認可に入れた時を上回る分の保育料は補助を出すべき。認可に入れないうえ、金銭的負担

も大きいのは不公平だと思う。 

朝夕、保育士資格を持ってない人がいる時があって、何かあった時、どうするのか、と思う。 

小金井市は多摩地域でも待機児童が多く、周りでも園に入れず困っている親がたくさんいます。私自身も２人

目や３人目を欲しいと思っても、園に入れるか分からない現状では子供を産むのもためらいます。できるだけ

早く待機児童は解消してもらいたいです。 

残業したい、しなければならない時も、保育時間が１９時までなのでできない状況。 

小金井市は多摩地域で最も待機児童率が高く、育休を切り上げて０歳４月で復帰するか、１歳で保育園に入れ

なければ仕事を辞めなければならず、非常に精神的に苦痛だった。他市では産休前に下の子の保育園予約（入

園を保障するものではありませんが）が出来、なるべく兄弟同園になるような配慮があってよかった。 

１才未満児の公的な預かりを行ってほしい。小規模の保育園に勤めているため、長期間の休みが取り辛く、休

みも取るにあたり周りへの負担が大きくなるので・・・ 

親２人の勤務場所が遠く（片道１時間２０分位）、なかなか休めない。祖父母も近くにいるわけでもなく、体

調も良くないので、病気の子供をみていてほしいと言いづらい。たのみづらいので、病児保育を利用したいと

考えているが、受入の施設も１日の預かれる人数が少ないため、当日利用できるか心配。もう少し人数を増や

してもらうか、新しい施設を作るか？気軽に利用できるようにしてほしい。 

土曜日は仕事以外の用事でも別料金でもイイので預かってほしい。 

理由（Hについて）①雨の日の送迎に車を利用したい。②路上駐車が多く危険を感じる。 

（U）市の仕事納めが２７日で２８日～３１日までまだ働いている人も多いと思います。自治体によっては、

どこか市内の保育所１ヶ所に希望者を集め保育してるようですが、小金井は全くされてません。検討お願いし

ます。 

トイレや窓のあみ戸など修繕が必要と思う。 

下の子を来春より預けて職場復帰したいと考えているが、認可園に入れる保障がない。第二子以降も（できれ

ば上の子と同じ園に）確実に入れるようにしてほしい。万が一、認可も認証、その他の園も入れず育休を延長

することになった場合でも、上の子の園の継続入所を認めてほしい。 

①公立園に入れず、電車で子供をだっこして通園していましたが電車の中で、降りろと言われたり、子供の声

がうるさいと言われたり、子供と一緒の通勤が苦痛で仕事も辞めようかと考えることがあった。女性雇用促進

の今、保育受け入れの間口が狭すぎる。 

担任の先生は事務作業をしていて外遊びの時にパートさんだけの時がある。見ていてもケンカの仲裁もせず遠

まきに見ているだけ。立場的に言えないのか？ただお世話しているだけに感じる。”保育”をしてほしい。そ

のために入れかわりが激しいパートではなく、しっかり子どもを見られる正規職員を増やしてほしい。保育の

質、下がってます。 

止むを得ず、１８時を過ぎてしまう日もある為 

自転車or歩き通園を推してる割に、交通量が多い道路になりつつある（抜け道になってる？）車の速度が速

い。スクールゾーンになっておらず、保育園の存在にも気づきにくい。（←ファンシー＆ポップな壁画を描く

のはどうでしょう？） 
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働くママにとって、子が認可保育園に入れるか否かは死活問題。入れなくても育休を延長した経験があり、そ

のようなママを今後作りたくない。 

小金井市の待機児童問題は、本当に深刻です。働きたくても働けない父母がいることが、どれだけ社会的な損

失となっているか、市は重く受け止めていただきたいと思います。 

保育士さんのみなさんは一人ひとり丁寧に子供達に対応して下さっていると思うが、一人の保育士に対する子

供の人数が多く目が行き届かない部分があると感じている。異年齢保育を今後も継続していくのであれば、年

齢に応じた活動を保障するためにも各クラス（幼児クラス）３人は正規の保育士を配属してほしい。 

１：←左に書いた通り。ベテランで、１年を通していてくれる先生が年々減っている、と感じます。２：上記

の通りです。民間保育園にいた時は延長料金（１回ごと）を払えば内容に関わらず預けることができて、母親

（自分）の心身ともにピンチのときに何度も救われましたが、公立園に入ってからはそれがなくて本当に辛い

時期がありました。 

自分たちは入園できている側だが、まず入園できないと何もはじまらない。働きたくても働けない、子どもを

作りたいけど生んだら働けない状態がまず一番解消すべきこと。でもただ解消するだけでなく、一定以上の質

があることが大前提！！ 

育休を１年取れる職場の体制はあっても、４月入園で考えないと保育園に入れない現状。また０～２才児の待

機児度への対応が近隣の市に比べて悪すぎる。働いても預け先がない現状、認可と認証園の保育料の大きな差。

４位 公立園で異年齢保育を行っている事に対してもっと評価が必要。今の時代だからこそより！！ 

保育士さんの対応や保育の内容が素晴らしいと感じている。そこに無理はないですか？無理なく長く続けてい

けるように、体制は整えてほしい。 

兄弟で別々の園で下の子は認可外に通園しているので本当に困っている。補助金も一律９０００円で３才まで

しか補助してもらえないし認可との差がありすぎる。 

欠員は、きちんと正規の保育士を配置してほしい。 

今のままでも安全だとは思うが十分過ぎるくらいの安全対策があってもよいと思う。 

小金井市の保育園は保育内容、給食がすばらしいと思う。民間委託は絶対反対です！ 

子供の具合が悪い時は仕事を休みたいと思っているが、感染系の物など休みが長引くと休みづらい状況になり

ます。そんな時に病児保育があると1日は休んで1日は病児保育・・・という感じでできたらいいと思ってい

ます。 

下の弟が同じ園に入れず、現在２つの保育園それぞれに通っている。送迎が大変で、実家の協力を得ながら何

とか通っている状態である。経済的な負担も大きく大変困っている。 

子どもを預けている間に民間委託されて保育士が全員かわり、保育内容も全くかわってしまったらどうしよ

う・・・と思います。委託して市の財政をどうにかしよう、ではなく、保育園公立五園残して、他の部分で市

の財政を整えよう、という考えはないのでしょうか？小金井市の宝は子ども!!子どもがのびのび育つ市は親も

働き、税収入もUPして結果住みやすい街になるのでは？今の保育、小金井の保育はすばらしいと思います。

それを誇れるようにアピールすればよいと思いますが。 

色々困難な点もあると思いますが、働く親のサポートとして病児保育は必要だと思います。今、フローレンス

（病児保育）を利用しており、1日～2万かかっています。それでも仕事を休めないため、泣く泣くの出費で

すし、慣れている保育者でないため、病児への負担も大きいのが実情です。 

なるべく早く子供を迎えにいきたいと思ってるので、延長にならないようにしていますが、やむをえず延長を

お願いする時もあるので日割りにしてくれた方がよいです。（月ごとだとお金払ってるからいいやになりがち

だと思います。） 

１・現時点で小金井市で利用できる病児、病後児保育はほぼない（実質ない）・他市も、市民が優先であり利
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用できない。４・兄弟が生まれても利用できるか心配。その場合小金井市から転出も考えなければいけないと

感じています。 

（１-ｃ）で書いた通りです。 

1歳児の枠がとても少なく、下の子が入園できるかとても不安。新制度の1才になって初めてむかえる4月に

保育園に入れてないと（仕事復帰しないと）上の子まで退園というのはやめてほしいです。認証保育所へ入所

した場合の補助も上げてほしいです。 

 

  小金井保育園 

手が足りていないのがわかる。その中で先生方もがんばられているが、先生方の病欠などかさなったとして、

そのしわ寄せが子供にくるのでは困る 

保育を必要としている人が、確実に利用できることが一番重要であると考えるため 

毎年毎年欠員でスタートするのは困る。一番忙しい春先に、先生方がバタバタしているのがよく分かる。正規

職員の補充を最優先し、長期的に働ける人を採用して欲しい。民間委託の話と、正規職員を募集しないことは

別問題にして欲しい。パートを探す仕事を延長がしている時間は無い。 

体制の問題はとても重要。 

日々の保育で目が行き届かないことが多くなったり、ヒヤリハット、トラブルなどにもつながる。子どもが安

定しているためにも体制は重要だと思います。 

人員不足は保育の質に大きく関わることだと思う。人が足りず、子供たちが十分な保育を受けられなくなって

しまうのが一番心配。ミスが怪我や命に関わることにつながるので、人員には余裕を持ってもらいたい。やは

り正規職員お人員がずっと不足していた状態が続いているのは問題だと思う。 

1・2位 職場が遠いので通勤時間を含め、もう少し早め（6：30～）や遅く（7：30まで）の保育時間にして

欲しい。 

３位 姉と兄が私立高校に在学し、お金がかかるのに保育料がすごく高い！年が離れていると行政では何でも

３人目としてみてくれなく、一人っ子と同じ扱い。費用は年が近い家庭よりもかかっています。 

誰でも簡単に園内に入れるため、悪意を持った人が侵入しないか不安 

病児保育（病後）の施設について、「くるみ保育室」は駅から遠いし、武蔵小金井駅からも近い場所に欲しい！ 

保育時間も17：00は短いです。18：00までにして欲しいです。 

どう考えても人が足りていないように思います。現状の先生たちが体調を崩したりして回らなくなってからで

は遅いと思うので人の補充をしてほしい 

通常は１８時までに迎えに行くようにしているのだが、どうしても仕事で迎えにいけない場合、１９時なら主

人が迎えに行ける場合がある。また、１９時までなら迎えにいけるという場合があり、使えたらありがたいで

す。 

0.1.2歳の待機についてはひどすぎる。また、認可への以降はすすんでいるが、園によっての保育格差も大き

い。認可保育園での欠員やパートでの対応等、現場の先生たちに負担がかかっており必然的に質の低下、安全

面での低下も行っていると思う。 

誰でも入れてしまう現状の玄関は、変な人が増えている中、とても怖いです。何とかしてください。 

病後の様子をみるために会社を休むのは大変 

待機児童 

そもそも保育園は就労する親の支援の為にあるはず。その目的が果たせず、入れないのでは仕事が現在あって

も辞めざるを得なくなり、意味がない。一度辞めて再就職など簡単にできない。認可外保育もそもそも少なく
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「何とかする」方法も少なく大変困る。 

現在、延長を利用してもその時間に帰宅できず、ファミリーサポートさんにお願いしています。子供にとって

はかわいそうかもしれませんが、家でファミサポさんといるより園でお友達と一緒の方がいいのかと・・・。 

①保育士の欠員は大変不安です。一時的に補充されても不安です。できるだけ長期的に安定して十分な保育士

の数が確保されることを望みます。 

②施設の老朽化を感じます。少しずつでもリフォームしていただけたらと思います。ドア、トイレなど。 

休日に急な仕事が入った時に対応してもらえると助かります。今は会社に連れていって結局仕事もはかどら

ず、うまくいってません。 

他の園はもっとセキュリティが強化されていると思います。入口のカギなど。 

民間では時間利用が行われている。急な用事ができることもあるため、柔軟に対応してほしい。 

B,C 私の今の会社は休ませてもらえるが（子供の介護のため）、前の会社だと無理だったので、園で無理な

場合はもっと「どこで預かってくれるか」「ここなら明日空きますよ」とか掲示しているなり、わかりやすく

なってくれればいい 

0歳～2歳クラスまで兄弟共に公立園に入れず企業の保育所を利用しましたが、保育料の差額は約10倍です。

働いて食べていかねばならず、しかし高額な保育料があると、より働かねばならずというサイクルは産後の母

親にとっても大変な労力とジレンマです。小金井は待機児童の状況が非常によくありませんので、認定園に入

れる家庭がより増える自治体となることを切実に願います。 

１-ｃで書いたとおり力の差が民と公であるのは確かです。民のスキルアップとともに、見本となるような公

立を無くさないでください（５園でも少なすぎ！） 

Ｋ 民間委託することで方針や体制などが変わる不安がある。公立保育園の保育の質を保つために委託せず公

立の運営を続けてほしいと思っています。 

待機児童解消に積極的予算の投入が必要 

民間委託されてしまうことで、保育の質の低下、園児の危険性の増加を懸念しております。そうなると、安心

して子供を預けられないため、非常に困ります。そうなった場合、公的な保育園が充実する別の自治体への移

住なども検討しなければなりません。 

民間委託により、保育内容や竜金等がどう変わるのか、まったく情報が入ってこないので、長期的なプランを

立てて公表して欲しい。 

カギが全て手動となっており、園の関係者以外も簡単に園内に入れてしまう。不審者対策が全くなされていな

いと思う。 

民間委託後に保育の質の低下や保育料の値上がりが起こるのではないかと心配。参入企業の選定を厳格にして

ほしい。 

正社員雇用がないため臨職２名とすると１ヶ月以内期間があったり、入れ替わりが多い。欠員を補うため別の

クラス担の担当職員が応援に行くことでそのクラスに欠員が生じる。年齢が大きいクラスは大人一に対して子

供の人数が多いのに更に大人に欠員が出るのは困る。 

どうしてもつきに1．２回ギリギリになってしまうことがあります（おむかえが・・） 

日割りにしていただけると、きもちにゆとりができるのですが・・・。 

職場復帰が近づくにつれ、保育園に入れなかったら、という不安な気持ちが強く、とてもストレスになってい

ました。また、４月でないと、０歳からでないと預けられないだろうということで、月齢が低いうちから保育

園に預けなければならず、待機児童がなく、希望したときに預けられる環境だったらな、と思います。 

現在、妊娠中ですが、出産後、保育園に入園できるかわからず不安です。育休期間もハッキリせず会社からも
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せっつかれる為、大変困っています。また、入れたとしても別の円になる可能性等もあり、不安は多いです。 

延長保育を日割で利用可能にすればもっとニーズが増えると思う。 

１ 災害時の連絡手段が形骸化 

２ 門扉のオートロックを望む 

子どもが生まれて預けられない不安から、これ以上子どもを持つことを避けています。働くこともできないと

いう不安が少しでもあるという事が解消できれば小金井市に住み続けても良いと思える 

駅に近い事もあり便利な場所にあるがゆえに車通り、駅に向かう自転車、歩行者も多いかと思います。駐輪ス

ペースも現状に合わせて変えていってほしいと思います。その園の中に入るまでのスペースを、かぎを自動に

するなど、少しでも滞在時間が近くてもすむようにしていただければ、と思います 

突然入ってしまった仕事の対応に苦慮しているため。 

毎年欠員が出て、不足することで、いまいる先生方に負担がかかることが問題。人員確保できてこそ、ゆとり

ある保育が出来るのでは? 

 

  さくら保育園 

昼寝中でも開錠してあるので。 

２位 学齢で過ごす時間がもっとあればいいのに、と思う。 

３位 委託されてもいいウワサを効かない。 

４位 他市でやっているのだからできるはず。 

５位 ４月から高くなった人が多いと思う。 

充実した体制で保育していただくことが子どもたちの安定につながると思うので。現場の方々に負担がかから

ないようにしていただきたいです。あと散歩などは常勤（？）の方が何人以上でないと行かれない・・・など

もききました。 

職種がサービス業なので日・祝日もあけてほしい 

災害時の連絡手段について、防犯、防災に関するメール体制の構築を希望したい 

困っている訳ではありませんが、行き帰りの通行が多くなる時間帯だけでも警備の方に立っていただけるよう

なら、より安心です。 

育休を１年以上取る人は、そうとう不利なので、政治の流れと逆行している。アベ政権は、３年間だっことい

うが、そんなことをしていたら仕事の再開ができない。しかし例えば遅生まれの子など生後半年以内に保育園

に預けるのは、どうしてもの人以外、育休が取れて母親も望むなら、１年と少しくらいは手元で育てて、１歳

児クラスに入れることが自然だと思います。 

１ 正規の職員が１歳児クラスに１人しかいない。配置された任期付職員は２ヶ月で辞めることになり、交代

しました。子供は何も言えないけれど不安だったと思います。 

２ 一時利用に関しては、以前から要望しており、市も実施に向けて動いているとの回答だったと思いますが、

（２年前）まだ実施されないのでしょうか。 

誰でも園に入れる状態なので、防犯上心配 

認証と認可で保育量に差がありすぎるため、認証に空き（０歳児でも）があるにもかかわらず大気児童が生じ

る矛盾が生じている。必ずしも保育環境がよくない小規模保育施設を増やす前に現有施設の有効かつ一体的な

活用を考えるべき。 

保育園や学童を委託するということは、指導員が頻繁に変わり発育に問題が出ます。絶対に反対します。 

「どうしてもこの日だけ残業しなければならない」ということは意外と多い。そのようなときに一時利用がで
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きたらなあと考えている。 

ピカピカの施設より信頼のできる保育士さんの確保をお願いします。いつも人手が足りていない印象で、いつ

雇用を切られるか不安な心情を抱える人にわが子を預けるのは不安です。長い将来を見通せるかたにぜひ！ 

３年間ずっと待機児童だったため、一時保育を利用していたが、なかなか大変でした。同じ思いを今されてい

る方のためにも何とかして欲しいと思います。 

正規職員の補充を臨時職員が行うことで継続した保育の関わりが難しく、安心して預けることができないと感

じることがありました。 

どうしても仕事で休めない日や、大事な研修が入っている日に発熱すると、近くに頼れる人がいませんので本

当に困っています。 

１ 正規職員を増やして下さい。 

２ 公立園は必ず残して下さい。 

保育士の欠員は保育の質低下につながると思う為 

①保育士がゆとりをもって働くことができないと事故につながるだけでなく、保育の質も低下すると思うから 

記述したとおり、クラス担任が臨時職員でずっと対応していることで勤務時間の問題や、今後の保育の質はし

れで果たして保つことができるのかが不安です。園の門のところにいつも求人が出ているので人手不足なので

なと感じます。 

病気をすると2～３日は仕事を休まなければならず、最後の１OR２日目はほぼ元気に近いので、病後児保育の

体制が整っていればいいのにと思います。 

仕事を継続するために保育園での保育は不可欠であり、仕事や家庭の状況に合わせて育児休暇を取得するには

この問題の解決がまず必要です。現状では０歳児クラスに申請しないとまず入れないのでそれに合わせて休暇

を取得しなければならない。 

兄弟同じ園に優先的に（というか必ず!!)入れるようにしてほしい。今の順位どうこうでなく上の子が入って

いるのだから下の子も入れるようにしてほしい。（必ず） 

何年も別々の園に預けている金額や送迎の負担はかなりのものです!! 

残業は偶発的に起こることが多く事前申請は難しいため 

次世代を担う子どもを持つことに抵抗や不安を感じ、安心して子育てができない。子どもを作る勇気が出ない。 

病児保育、病後児保育が少なく、さらに金額が高く、預けることができない。練馬区より転入してきてこの差

（病児保育）におどろいた一人親として病後児を長期間仕事を休みみるのは大変つらいので、ぜひ市営でも医

師会でつくるでもよいので、強く希望します。 

フルタイム勤務で、いまだに（特に１歳児）認可に入園できないのは、小金井市の責任だと思う。認可ではな

く認証に入園できれば待機児童にカウントされないが、実際認証では保育料も高く安心した保育とは言いがた

い。二人目、三人目と出産しても、また入園できずに大変な思いをすると考えると、出産をためらってしまう。

兄弟が年が離れてしまうとますます入園は難しく、出産をためらうことになるのではないかと思う。 

1 学童を民間委託したらかなりいいかげんな運営になってしまった所があると聞いたことがあるので、認可保

育園の民間委託は反対です。保育内容・質はいまのままがいい。 

２ 民間の件も含め、財源がネックなのであれば、認可保育園の保育量UPもやむなしか？と思うこともある。

特に、待機児童の問題と保育士の欠員問題は深刻。保育料が安いのはありがたいが、子供にしわよせが行くの

はよくない。例えば、ひとり親世帯を除いて一律5～10％UP等・・・。少しでもマシになれば良いが。 

同じクラスの子の担当の方が（障がい児担当）4月の1ヶ月間不在だった。たとえ一ヶ月でも子供の影響は大

きい。なんとかしてほしい。同じ人がいられるようにしてほしい。 
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本当は1歳になってから保育園に入れたかったが待機児童になることの不安から0歳から入園させたため。1

歳で入れないから0歳で入れる人が多いのはおかしい気がする。（それで1歳がより入りづらくなる悪循環） 

保育園の室内では、はだしで保育してほしいが、汚いため上履き、靴下を要する。 

近くに預けられる知り合いがいない。完全に治るまで休み続けるのは難しい。 

 

  けやき保育園 

保育士さんがゆったりと子どもに接するためにも人数を確保してほしい。はたから見ていても保育士さんは忙

しそうで大変そうです 

民間になってしまったら、保育士の皆さんが変わってしまうのではないかと不安です。せっかく子どもと大人

達の信頼関係も築けているのに、それが崩れてしまうのは不安です。 

年度途中でも入園できることが１番理想。今の状況をみてはじめから入園希望を出していない家庭も多いは

ず。申し込みが来てから考えるのではなく、妊娠届けにアンケートを追加するなどして予測することが大切で

はと思います。 

我が家は二人とも入園でき感謝しているが、入園までは数年待ちで大変困った。保育施設を増やしてほしい。 

異年齢保育は週１位が希望です。 

園の前の道路（南側、北側）の交通量が（特に南側）多く、スピードも出ていることがあるので、注意をさら

に促してほしい。 

１：臨時職員の方もよい方はたくさんいるが期間が短かったりすると、名前や話し方等理解する間もなく変わ

ってしまう。長いスパンで見て欠員のしっかりした補充をしてほしい。 

２：異年齢保育がなぜ良いのか。メリットはわかるが存在するデメリットをもっとよく考えてほしい。そのデ

メリットをもっとフォローできるようにするために何が必要か。フォローできないならばいっそ行わないよう

にする等してほしい。 

自分が所属している園には不満がないが、周囲の認証・認可園でトラブルが多いと聞いている。そもそもの保

育園の数自体が多ければ所属先を選択することもできるが、転園が望め無いため、不安・不満を抱えたまま預

けざるを得ないのは非常に辛いだろうと思う。 

地域で最も待機児が多いと聞いています。第２子が保育園に入園できのかという不安もあります。認可であれ

ばよりよいですが、認証も含めてより多くの子が入園できるようにしてほしいです。④、⑤急に都合で延長で

きないことで負担となることがあります。スポットでも対応していただいけるとより安心できます。 

先生の立場が、環境が安定しないと良い保育が完結しないと考えるため 

１ 障がい児の受け入れ態勢の強化  公立園では３歳クラス以下の受け入れがなく、入所を希望する場合は

親が個別に民間の園に受け入れてもらえるか確認しなくてはならないと聞いたことがあります。公立園でも３

歳以下の受け入れを検討してほしいです。 

２ 施設面での改善  原則、車利用はダメだったかたと思うのですが、実際は路上駐車も多く特に園から注

意は無いようです。雨の日などは来るまで登園したいこともありますが、原則にしたがっています。駐輪場に

屋根があればもう少し車登園も減ると思うし、子どもを乗せ降ろしする際に雨にぬれる時間を減らそうとあわ

ててやっていて危ないので、改善してほしいです。 

保育園に入れるかどうかとても不安だったので 

けやき保育園園内に保健室、病後児保育があると仕事を休まなくて良いのであると助かります。 

保育の質の低下が懸念されるため。実際に私立保育園の対応が不十分の場合に市へ訴えてもできることが少な

く改善されなかったため。 
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延長の一時利用したいです。普段はないけど、子どもが熱などで休んで仕事がたまっている時など、利用した

いケースがあります。 

待機児童の多さに保育園に入れたとしても、なぜか入れなかった方に後ろめたさを感じる。また、保育園に入

れないかもしれないことに第２子について欲しいが考えてしまう。 

自分のことではないですが、周りに兄弟で別の保育園に通わなければならない子がたくさんいます。朝晩、２

か所の園に行かなければならないこと、行事×２あること、仕事を持つ身としてはとても負担です。なるべく

希望の園に入れるようにしていただきたいです。 

待機を経験した。どこにも入園できず、仕事に復職できないのではないかと不安だった。一人でも減らして欲

しい。 

普段は延長なしでＯＫでも突発的に仕事が入ったときに18：00にお迎えに行けるよう調整が大変なことが何

度かありました。 

病気のとき、近くに親戚等がいないため、本当に大変です。長くなれななるほど大変なので。 

子どもを保育していただく上で、人が足りない（又、人数が足りていればいい・・・というような補充では意

味がない）ということは大問題です。現場の保育士さんのがんばりで今、何とかなっているからと言って、こ

のままでいい訳がありません。 

自分が「感染症になった」という理由でもなければ休めない職場なので。もし子どもの病気を理由に休むと「危

機管理がなっていない」とものすごく怒られるし委員会などもはずされてしまう。 

父親が不在で祖父母も地方のため、日曜に用事がある場合、預けることできず困っている。料金は多少高くて

も利用したい。 

１クラスに対しての保育士の数は決められたとおりだと思うが、異年齢クラスにした場合の保育士の数はプラ

ス１人という基準になれば良いと思う。２歳クラスから異年齢クラスに上がったときの放置感が親も子も戸惑

う。 

現状の異年齢保育では、保育のメリットがあまり感じられない。メリットは保育士にあるだけのような気がす

る。 

上の子どもが３年近く待機し、金銭面の負担が大変だった。認可と認証ではマンパワー、設備に大きな差があ

り、できれば認可に預けたいので 

1位にあげた保育士の欠員を含めた問題は、結局のところ Ｋ委託の問題が解決しないと先には進まないつも

りなんだろうとは思いますが、大事なのはやはり、人の体制、待遇も含めて理想の保育士の気持ち、志望だけ

では限界な部分を解決しないと子どもへの対応に出てくるのでは？３位 障がい児の受け入れ 公立でもあ

るので世の中の多様さに対応すべき。プロといいながらきらりが隣にありながら園児にきらりを紹介しながら

障害児やきらりについて呆然とするほど知らないのは当事者ではないからでは？ 

今は保育園（しかも認可）に入らせていただいているので、本当にありがたいですが、入れないとういうこと

は生活すべてが変わってきます。市への要望はとにかくそういった不幸な人が出来ないことを一番に考えて欲

しいということです。そのためには現状が少しくらい不満があっても認可園に入れている人はガマンできると

思います。 

保育士の欠員 

これは本当に重要です。子どもたちが毎日、笑顔で過ごすには、まず大人が笑顔であるべきです。でも保育士

さんだってスーパーマンではないですよね。だとしたら「余裕」があるってとても大切なことだと思います。

大人のイライラは必ず子ども達に伝わります。 

Ｑ：待機児童解消について 

認証保育園を認可にくら替えして「認可を増やしました」というのは反則でしょう。認可と認証はニーズが違
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うし、全体での受け入れ人数は増えていない。フルタイム以外の人の行き場が無くなってしまう。 

直接生活に支障をきたすため 

市の職員でもある保育士の方が欠員等で困っており、市民もその問題の解消を求めている事に市がもっと目を

向けてくれる事を願っています。 

①・②長く職場を離れないといけない場合、少しでも預かってもらえるだけでも助かる。同園内で作ってもら

いたい。 

③欠員が多すぎる 

④認可保育所くらい市で運営してほしい。民間が保育園を作りやすい制度を作ってくれれば保育所が増え待機

児童が減るのでは、と考える。 

苦労して第一子を入園させたので、第二子を考えたくても保育園に入れるか心配です。 

日曜、祝祭日、年末年始すべて両親とも仕事なので子どもの預け先に困っている。②～④位についても、早朝、

深夜問わず両親とも仕事のため、要望したい。 

第２子の際も、けやき保育園にお願いしたく・・・早期解決を望みます。 

保育園（認可）になかなか入れず、職場復帰が危うかった。各家族、ﾌﾙﾀｲﾑの外勤で入園できないと退職する

しかない。 

１位：仕事で遅くなるときもあるので、一時で預けられたら助かります。そういう声をよく聞きます。 

たまに仕事が遅くなってしまう時などに利用したいです。 

待機児の解消は常に対応していかないと増えていく一方で子育てしにくい町になってしまう。少子化大対策に

もつながると思う。 

待機児童解消を単年でも成し遂げた自治体もある中で、当市の体制、動きは非常に遅く、行政の怠慢としかい

えない。子育て世代の転出が増えているのはその証拠。保育した異性の欠員についてもとにかく市の怠慢。こ

の表裏の問題は、今後の市の将来に非常に大きな問題と考えるため。 

第２子、第３子を考えるに当たって、常に希望の保育園へ入れるかどうかがネックになるので 

 

３ 病児・病後児保育について 

 ⑴ 理由（自由記述） 

  くりのみ保育園 

  ①できれば利用したい 

兄弟が居ると連続して会社を休むことになりがち。有休も数が限られているし、特に病後。家で安静を強いら

れたときは、仕事の心配と子供の元気さで精神的に参ってしまう。 

仕事を長期間休むのが難しいことがあるから 

子供は熱を出したり、風邪を引くのは当たり前なので、多少の熱程度は受け入れして欲しい。 

仕事上、急にお休みをとれない場合があるため。 

何日も仕事を休むのが難しい事もある為。 

たよれる親戚がいないので。 

近隣に親族がおらず、仕事を休まざるを得ない。 

どうしても見れない場合、（親に頼れなく）医療機関で見ていただけると安心 

会社員ではない為、急に休みを取れる仕事ではない為。最悪、現場に子どもを連れて行くか、悩むことがあっ

たため。 

有休があれば過程で保育がしたいが、どうしてもやむをえない場合、あると安心。 
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インフルエンザなど １週間仕事を休むことはできないため。 

幸い、丈夫な子供でよかったが、登録はしています。 

周りに保育をしてくれる身近な親族がいないから 

近くに親や親族がいないので 

父母以外で子どもをみてくれる人がおらず、どうしても仕事の都合がつかない時などに利用できるととても助

かる。 

仕事の都合上、周りにもみてもらえる人がいなかったり、職場にいなければならないときにあると助かる。な

るべく自分でみるのが基本だと思いますが。 

基本こどもが体調不良のときは母が休むため有休などギリギリ（または欠勤 足りず）になりやすく、職場で

の立場もあり、こどもの病状・仕事状況により利用してみたい・（父は激務のためムリ） 

看護休暇の日数も限られ、利用できるのであれば利用したい。 

 

  ②できれば病後児のみ利用したい 

職場の理解があるのでそこまで困ったことはないですが、長引いたときには病後児保育は助かると思う。 

やむを得なくあずけられなければならない時大変助かるから 

病気が落ち着いてきたときに預けられるところがあまりないと思う。 

職場での急な休みが取りにくいため 

 

  ③利用したいと思わない 

今のところ、子供の体調不良時には休める仕事、職場におり、子供についていてあげられる為 

体調の悪い時に集団生活はしんどいと思うので、家で休ませます。 

元気になるまで看病したいから 

現状祖父母で対応可能なので 

実家が近いので 

 

  わかたけ保育園 

  ①できれば利用したい 

子供が病気になった際、だれも看てくれる者がおらず会社を休まなければならず、休暇が足りない。 

急なお迎えに対応できない時もあるため、身近に頼れる人がいないため 

仕事上すぐにお休みができないため、他の病児保育におねがいしている時があるので、できれば病児保育をし

てほしい。 

病気の間中ずっと利用したいわけではないが、急に仕事を抜けられない時のバックアップがあると心強い。 

父母ともに仕事を休めない日、地方の祖母に来訪してもらうのも翌日となってしまうから。 

仕事を休まなくて済むので、利用できればありがたいです。 

近くに両親がおらず、父母共に絶対に休めない日がある為 

身近に頼れる親や知人等いないため 

子供が小さいと○○などの回復は遅く、1週間も職場を休むことがあった。完全に治るまでだと大変厳しい。 

上の子の時は１０ヶ月で２８日も会社を休んだ。もちろん会社での立場もなくなるので、少し回復したら預け

られる場所があれば助かります。 

（２）に同じ 
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・近くに親がいないため・仕事を何日も休めないため 

仕事が休めナイ。 

制度がよくわからない。なるべくは仕事を調整しようと思っているが、どうしても調整できない時などは利用

したい。 

病状が長引く場合、仕事を長期で休むことが難しい。 

仕事が欠員が出ると１日の人数、リーダーが決まっており、休むことができないため。 

仕事をしているから預けている。どんな職場でも「子どもが・・・」と休んでいい顔をされるはずがない。 

数日続けて会社を休むと周りに迷惑をかける。 

止むを得ないときのみ利用できると助かる。（親が近くにいないので） 

おじいちゃんおばあちゃん等に全くお願いできないので、子供の長期（数日）のお休みには親が仕事をあきら

めるしかありません。有給休暇が全く余裕なく、自分（親）の病気でも病院に行けない生活が続いているし、

仕事上周囲との関係も悪くなってとても辛いので。 

子供が病気の時の預け先がないため。 

例えばインフルエンザだと5日以上休まなければいけない時に全てを仕事を休むのは休みづらかったりもす

るので休みづらい時には利用したい。 

産休・育休を経て職場復帰しましたが、所得が減りました。そのくらい理解がない仕事場のため、子どもの病

気で休むことにも理解してもらえないです。 

・社会的に度々、仕事を休むのは無理であります。・仕事をするうえでの責任もある。 

どうしても仕事を休めない日は、いざという時に預けられると助かるので。祖父母が遠方＆仕事をしていて、

なかなか預けられないので。 

 

  ②できれば病後児のみ利用したい 

病後の回復期、通園している園に病後児保育があれば利用したい。祖父母が遠方に在住のため父母以外基本的

にみる人がいないので。ベビーシッターなども考えるが、単発の利用、病後児保育での利用となると利用する

か考えてしまう・・・。 

病児はやはり心配なので自分が休んでみたいが病後は利用しやすい環境があれば助かる。 

子供は熱を出すと平均２日は仕事を休まなければならない為、様子見で大丈夫そうな日は病後児保育を利用し

たい。 

②登園禁止期間もあるがそんなに長く会社を休みにくい。 

病児の状態で預けようとは思えないが、水ぼうそう等お病後元気な時は預けたい。 

子ども自身元気でも、登園できないで、長期仕事を休むことが困難な為。 

 

  ③利用したいと思わない 

病気の時くらいは、親の側にいさせてあげたい 

会社の理解や親の助けもあるので、今のところは必要性を感じていません。 

子どもに負担 

できれば子どもが具合が悪い時はそばにいてあげたいから。 

職場に病児・病後児保育所が併設されているため 

具合の悪い時くらいは側にいてあげたいと思っています。 

親が守るべき範囲と考えるので 
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どうしてもは仕方ないが、（一人親など）病気してるので家で安静にしたい。 

現在は子供が大きくなったので必要なくなったが、０才、１才児の時は三鷹まで預けに行っていた。 

悪化しそう 

理想を言えば、子どもが病気の時は、そばにいてあげたいのです。 

子どもが具合の悪い時位はどうにかして自分でみてあげたいと思う。どうしてもダメな時は利用を考える。 

場所が遠い。利用金が高い。 

 

  小金井保育園 

  ①できれば利用したい 

会社を急には休めないため 

身内が近くにいないため 

両親がすごく近くに住んでいる訳ではないので 

長期にかかる場合、仕事を長期で休むのは難しい。また近くに祖父母もいなく、父も休みをとれず、すべての

負担が母にかかるので厳しい。頼る人がいない者にとっては必要。 

軽度や治りかけのときにも数日間ずっと続けて仕事を休むのが厳しい状況がある。 

子供が病気のとき、長期間（3日間以上）続けて休むのは困難です。少し回復したとき、まだ保育園へは行け

ないけれど、預かってくれるところがあれば大変助かります。 

すぐにお迎えに行けない時があるので。 

会社を休む負担の軽減、保育園内の病気蔓延防止 

子どもの病気があっても仕事を休む事ができないため 

仕事を急に長期で休むのは辛い。近くに祖父母がいない。 

子どもが病気のとき、基本的に仕事を休むのは全て自分なのと、その他祖父母にみてもらうのは難しい場合に

必要 

転職したばかりで年休がないため 

長期休む事で生活に支障が出る為 

 

  ②できれば病後児のみ利用したい 

インフルエンザの時のように、良くなっているにもかかわらず一定の日にちを休まなければいけないときに使

えたら大変助かる。 

祖父母が遠方におり、父母だけでは仕事の休みの調整が難しいため 

長く仕事を休むことになる 

本当はしたくないです。でも、仕事の立場上、どうしようもないこともあるので。 

休みが長期間になると父母のみで対応するのは難しくなる為。登園の目安が病後一日は登園しないとすること

が多いが、本人（子ども）は元気なことがほとんどの為。 

どうしても、という時以外は使用しないとは思いますが、病後児で、自宅待機という日であれば、たとえ半日

でも使用できればな、と思うことはあります。特に兄弟が増えてくると特に助かります。 

 

  ③利用したいと思わない 

知らない方に預けるのは心配で私は出来ない 
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子どもが具合悪いときにそばにいられる仕事の環境があるため 

あずける事が出来るなら便利かもしれないが、またぶり返すのではないかと少し心配な事もある。ただ、長い

休みを取ることは難しいので時と場合による。親に頼めない場合、利用したい。 

できるだけ病時くらいは自分でみるので。 

病気の時くらいは一緒にいてあげたい。けど現実難しいとは思います。 

病気の時位は自分がしっかりと看たいと思う。 

祖父母は遠方のため病児・病後は仕事を休まなくてはならないが、子供の辛いときに今までと違う環境でさら

に不安にさせるように思うため、利用はできる限りせずに家庭で看たいと思います。 

人見知り、場所見知りで大泣きすると思います。そのストレスで病気も良くなるとは思えません。 

利用できれば便利だとは思いますが、子供が弱っているときは可能な限り、そばに居てやりたいという思いで

す。 

体が弱っているときになれない人に預けることへの抵抗がある。 

 

  さくら保育園 

  ①できれば利用したい 

急に仕事を休むと他に迷惑がかかるため 

休むのはやはり仕事をする上で信用が減ります。だから女性には仕事を頼みにくい、と思われるのが辛くて離

職する人も多いのです。 

お客ありきの仕事をしており、本当に休めない日があるので。 

急に仕事を休めないので 

小さな子どもは病気にかかりやすく、仕事を休んで家庭保育をするのに限界がある。 

いまあるくるみ保育室は遠方。仕事を休むことが多くこま手散る。 

 

  ②できれば病後児のみ利用したい 

どうしても仕事を休めない時もあるので 

休みが長引く場合、仕事との兼ね合いでどうしても困ることがあるから 

病児だといろんな病気にさらにかかりそうで、結果的に完治が遅れそう。 

何日も続いて仕事を休むことが難しい時に病後児保育を利用できればありがたい 

体調が回復していても登園停止期間があるため 

一番大変なときは親が看るべきだが、続けて仕事を休むことが難しいときには回復期のみ利用したい。 

苦しがっている間はなるべくそばにいて看病したいが、メインの症状が消えているなら預けて仕事に行きたい

（というか、行かなければならない。） 

登園許可がでるまでに休み続けるのは難しい。 

 

  ③利用したいと思わない 

おそらく祖父母含めた家族内で対応できるかと思うので 

まだよく内容を知らないので、これを機に調べてみようと思います。 

子供の病気が理由なら仕事のお休みを頂きやすいので。 

なるべく子どもの具合が悪いときは、両親又は祖父母等なれた大人で子どもが安心できるように看てあげたい

から。 
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親族で対応可能なので 

よく知らないので どういうときに利用できるか等 

 

  けやき保育園 

  ①できれば利用したい 

兄弟が立て続けに病気になると休みが足りなくなる。周りに迷惑がかかるので休みを最小限にとどめたい。 

病気のときは一緒にいてやることが基本と思うが、どうしても仕事に行かなくてはならないときのため必要。

または、安心して働き続けるために必要。 

仕事を休めないときがあるので 

休んでばかりはいられないから 

病気の時くらい家で一緒に過ごしたいのはやまやまだが、どうしても仕事を抜けられない時もある。都度、利

用が望ましい。 

働いているかぎり必要だから 

どうしても仕事を休めないときがあるので。 

病後児保育のみだと病気回付するまでが長い場合は、預けることが出来ないため。 

どうしても仕事を休めない時利用したことがあります。今後も利用したいです。市内に病児保育の施設がほし

いです。○○の市外利用は遠い上に価格も高く大変です。 

頼れる親が遠方の為。仕事が休みづらい 

職場の体制上休みが取りにくいため。 

長期の休みになってしまったときに利用したいと思う。 

休めない職場なので 

祖父母になかなか頼れず、親も休みを取りにくい為 

ただし。時間（職場との往復だけで３時間ともなると預けられても何時間働ける？というのも）や金銭面。預

けたい時に枠があるのかの心配がある。 

病気のとき、頼れるのは肉親のみです。（知人には感染リスク等を考えると依頼できる案件ではありません）

そんな中、有資格者の医療保育機関が存在することは唯一の救いです。 

すこしでも出社できれば、職場にも最小限の迷惑ですみ、とてもたすかる。頼れる人が近くにいないと、ずっ

と休むしかない現状に限界を感じている。 

どうしても仕事を休めない時もある。 

やむをえず休むのが厳しい状況があるから 

病児・病後児に子供の面倒を見てくれる人が近所にいない為 

 

  ②できれば病後児のみ利用したい 

病後は元気だったりするので、お医者さまのＯＫが出るまでの日数が病気と合わせると長期の休みになってし

まうため 

病後保育をお願いできるとなると会社への復帰が早まるため。 

インフルエンザとかの後の５日間、ずーっと仕事を休むのはキツイ。 

病後があると、どうしても休めないときに助かります。 

 

  ③利用したいと思わない 
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遠い。子どもが嫌がる（慣れていないため） 

保育園に入園させるまでは、病児・病後児の利用を希望しており、充実を希望していましたが入園してから気

持ちが変わりました。子どもの具合が悪いときに知らない大人＆知らない施設に預けて不安にさせたくないと

思うようになりました。普段通っている園に、病児、病後児の部屋があるなら利用してみたいと思います。 

病気のときまで保育園に預けないといけないとなるまで働きたくないという理想 

病気の時くらい一緒にいてあげたい。 

体調不良の中、知らないところに預けるのは気が引ける。 

インフルエンザとかの後の５日間、ずーっと仕事を休むのはキツイ。 

 

 ⑵ 意見等（自由記述） 

  くりのみ保育園 

  ①利用したことがある 

営業時間（8：30～17：00）が短く、不便。要改善。 

 

  ②利用希望（登録済み）だが、利用したことがない 

病気のまっさかりに利用できないのはしょうがないが、残念 

 

  ③知っているが未登録 

病後というのは使いにくい 

保育時間が短いので利用できない 

もっと早い時間から預けられるようにしてほしい 

 

  ④知らない（記載なし） 

 

  わかたけ保育園 

  ①利用したことがある 

安心して子供をあずけることができました。料金をもう少し安くしてほしい。大変感謝しています。 

 

  ②利用希望（登録済み）だが、利用したことがない 

受入時間が短いので、会社へ出社しても休暇扱いになってしまう。（勤務時間不足） 

実質使えない 

 

  ③知っているが未登録 

利用を迷う。武蔵小金井付近にもあればと思う。 

´病後｀という特定の状態に我が家の子供達はったことがない。必要なのは病児～です。 

登録が平日でないとできないのはちょっと不便かも 

利用したいが、８：３０～１７：３０（？）と短い時間のため、なかなか利用できないでいる。１日の預かれ

る人数が少ないので、必要なときに預けられるか心配。 

場所が行きにくい・遠い・利用時間が短い 

出勤時間が７時のため利用できない。預かり時間を７AMからにしていただきたい。小金井市の保育開始時間
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に合わせて欲しい。 

遠くて行けない 

熱が下がってることが条件となっており、利用できなかった。→熱が下がっていれば保育園に通わせる。 

 

  ④知らない（記載なし） 

 

  小金井保育園 

  ①利用したことがある 

遠い！ 

保育時間が短い 

病児も看てほしい 

 

  ②利用希望（登録済み）だが、利用したことがない（記載なし） 

 

  ③知っているが未登録 

１歳児のときに一時預かりを利用しておりました。先生方の工夫とアイデアで子供たちは楽しく過ごしてお

り、３歳になる娘は未だに「楽しかったー」と言っています。 

開所時間が短く、利用しにくい 

 

  ④知らない 

あるのは知っていたが、場所も知らない、料金も知らない。全員に案内を配ってほしい 

 

  さくら保育園 

  ①利用したことがある 

畔田先生のお人柄に子供もすぐなついていました。保育の方も大変親切でした。困っていたので本道に助かり

ました。 

 

  ②利用希望（登録済み）だが、利用したことがない 

利用してみたいが、知らない所に病後の不安な時期につれていくのが少々かわいそうな気がして利用してませ

ん。 

どこからも遠すぎる！そして利用できる時間が短い！ 

なので、登録はしているが、実際は義母宅に預けたりしています。 

 

  ③知っているが未登録（記載なし） 

 

  ④知らない（記載なし） 

 

  けやき保育園 

  ①利用したことがある 

朝が遅いので、結局会社に遅刻してしまう。 
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感染症などにかからないように個室があると良いと思います。 

病後のみではなく、病児保育もやって欲しいです。 

せめて18時まで開園して欲しい 

これからも継続運営して頂きたい。 

 

  ②利用希望（登録済み）だが、利用したことがない 

条件に合わず使用しづらい 

 

  ③知っているが未登録 

利用時間をもう少し早くからにしてほしい。 

登録、予約などは現実難しい。子どもの病気は予測できないし、定員もあり、利用しやすいとは思えない。 

事前登録が面倒。登録なしでの利用希望 

 

  ④知らない（記載なし） 

 

 ⑶ 利用したことがある施設（市外） 

  くりのみ保育園 

三鷹市 あきやまこどもクリニック 

 

  わかたけ保育園（記載なし） 

 

  小金井保育園 

国立市 つくしんぼ 

武蔵境 プチあんず 

 

  さくら保育園 

武蔵境 プチあんず 

練馬区 ぱるむ大泉学園 

 

  けやき保育園 

武蔵境 プチあんず 

三鷹市 あきやまクリニック 

国立市 さくら保育園っこ保育園  

 

 ⑷ 重視する点 

  ⑨その他（自由記述） 

  くりのみ保育園 

熱だけの場合、38.5度以下まで預かって欲しい。保健室のような場所の確保。 

駐車場 
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  わかたけ保育園（記載なし） 

 

  小金井保育園 

スタッフの経験、スキル 

 

  さくら保育園 

看護師の常駐 

 

  けやき保育園 

他の病気を移されない体制 結局、長引いたら意味ないので 

安全性 

 

 ⑸ 病児・病後児保育に対する意見 

  くりのみ保育園 

上述した⑧が一番望ましいです。 

明日でも予約できるなど、現実のニーズにそった運営が必要 

病気時でイレギュラーな場合こそ、しっかりした一日の過ごし方や食事、万が一の連絡方法が重要と思います。 

よくやっていると思います。 

保育時間をもっと長くして欲しい 

利用定員を増やして施設ももっと増やして欲しい 

市内に一ヶ所だけでは利用しづらいので、何ヶ所か作ったほうが良い。 

いろいろ意見はあると思いますが、本当に病気で具合が悪いときは、自分（親）がそばにいて様子をみてあげ

たいと思ってます。 

 

  わかたけ保育園 

多様な働き方がある今、必要としている家屋はたくさんあると思うので、受け入れできる園を増やせたら良い

と思う。 

登録を事前にしないといけない所ばかりなので、急な時に対応できない所が多いので、いつも行っている園で

あれば一番助かります。 

フローレンス、あるいはベビーシッターなど、訪問型病児保育の可能性を探って欲しい。既存の事業者の利用

時の助成でもいい。 

食事代を払うので食事を用意して欲しい。アレルギーが心配な子は自分で用意する事にすれば良いと思う。 

小金井市内に病児保育室をつくってほしい。 

くるみ保育室は市の端にあり、一番離れた所に住んでいるため、利用したくてもできない。あと数ヶ所、片寄

らないように設立してほしい。 

どうしても必要な人に届く保育体制であるように。 

１ヶ所だけではなく、もう何ヶ所か増やして欲しい。 

１才未満児の受け入れ・利用時間の拡大（７：３０～１８：００など）施設の増設（市内に１つは少なすぎる・・・） 

はじめの登録が面倒。病気の子供を抱きながら駅から少し離れた施設に行って登録をして帰ってと、意外と時

間がかかる。 
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通常市に支払っている保育料の中で利用できるようにしてほしい。 

公立園にせめて病後児保育ができると、親としてはいつもみていただいている保育園にみてもらえるという安

心感がある。やはり、ほとんど知らない保育士さんに病気の子を預けるのは親も不安だし、もっと不安な子供

は病気の治りも遅い。 

近くに開いて欲しい。 

受け入れ先を増やしてほしい 

病児･病後児を移動させることの大変さ（子供への負担）を考えると近所にないと厳しいです。また、自宅に

派遣してもらって、負担の少ない金額でやってもらえるように補助がでる、などでもいいと思います。 

普段通っていて子どもも慣れた保育園でないと預けるのは難しいかなと思います。慣らし保育がなく、いきな

り病気の子を預けるのは不安。でも、どうしても父・母共に休めない日などは病児保育をお願いしたいし・・・

親の気持ちは複雑です。 

 

  小金井保育園 

武蔵小金井駅の近くにも欲しい！ 

武蔵境のプチあんず位のレベルの施設が欲しいです！ 

突発的に対応してほしい案件である。予約枠が充分など、オペレーション上の利用しやすさを望む。 

そのような施設があるだけでとても助かります。予約がとりやすくて、例えばHPなどですぐ見れると良いで

すね！ 

市内に病児・病後児保育士説をもっと増やしてほしい。 

小金井に病児保育があるようなことを聞いたことがあるが遠くて利用できない（車がない） 

仕事を持つ母として、とても悩みます。わがままだとは思いますが、子供の体調のわるいときは、できる限り

知っている人や場所で、お願いしたいと思います。 

フローレンスに登録している。市の子育て支援として杉並区のように補助がほしい。 

 

  さくら保育園 

病後児とはとても範囲が狭いですね。みずぼうそうやインフルエンザの回復期はとても元気なのに登園できな

いのが長く、病児保育サマサマでした。マンツーマンで対応してくださる保育士さんが仏様に見えました。 

利用枠を広げていつでも利用できるようにしてほしい。 

給食も作っていただきたい。ぱるむ（上記）では、病気にあわせた食事がでており、弁当対応が難しい時でも

安心であった。 

小金井市内に１つのみでは少ないので、もっと増やしてほしい。 

市内の各駅のわりと近いところに病児保育があれば利用したい。 

まだ本調子ではないからこそ、子どもが安心できて、いつもの様子を知っている先生にお願いできれば親とし

て心強い。 

 

  けやき保育園 

出来れば普段通っている園で行ってもらうと子どもの負担も親の負担も少なくて済むため、 

いつも通っている園の近くにあると安心です。 

ベッドでゆっくり休める環境があると良いと思います。 

38.5℃で預けられないので、困ったことがある。利用時間、8：30～17：00が短い。 
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利用はしたいが、小さい子どもの場合、慣れない場所に突然家族なしでおいて来るのには、とても抵抗がある。

いつもの園の中にあれば良いのに・・・と思います。 

定員数が増員できると利用しやすいのかなと思います。 

具合が悪いときくらい、親がそばで看てあげたいので、その理解が得られる職場・体制をのぞみます。 

体調の悪い子どもを電車に乗せて、親も子も慣れていない遠方の施設に預けるのは体力的にも精神的にも非常

にきつかった。できれば慣れている園で預かってもらえたら親も子も安心できると思う。 

本当であれば、（もともとの体制であれば）出勤しないといけない日にこの病気や子から移されたインフルエ

ンザで出勤が出来ない事態になって以来、会社に働きかけて最低限の仕事は家でもできる環境が整いつつあり

ます。仕事の内容によるでしょうが、会社に物を言うのをあきらめすぎてないですか？ 

利用時間、予約（当日も）取りやすいことが重要。病児保育は、頼れる親族等がいない家では本当に必要な施

設 

 

４ 市または運営協議会に対する意見・要望等（自由記述） 

  くりのみ保育園 

市 父母会などからの質問にはきちんと答えましょう。うやむやな回答、あいまいな回答では市民は理解でき

ません。 

市 これから一番大事なのは社会を担う子供たちです。子供たちの保育・教育を最優先してください。 

公立が対応しないから民間でとの考えではなく公立VS民間になってたたかわせるのではなく公立でも柔軟に

対応していただければよいのではないかと思う。そのために資金は必要だがそれは投資すべき。公立が対応し

きれないから民託でだと職員待遇は悪くなるのは当たり前。そして続かない。 

市 くりのみ保育園保育園の歯科検診の歯医者は子どもの虫歯が発見できなかったので、きちんと診ることの

できるようにしてほしい。 

正規の保育士を増やして欲しい 

建て替えをして欲しい体育館に移動する時に外へ出ずに移動できるようにして欲しい。 

PTA活動を簡素化してほしい。 

市 子どもを安心して預けられる環境をどうか守ってほしい。 

待機児童解消 

 

  わかたけ保育園 

正規の保育士さんを採用して下さい。今後も、今の市立わかたけ保育園を維持して下さい。 

待機児童の解消 

公立保育園を残してほしい 

保育園委託の効果は職員削限以外に何があるのか？保育士の定数を法制度ぎりぎりに下げることや、保育サー

ビスの多様化等メリットデメリットをはっきりさせて利用者に提示して下さい。目が行きとどかなくなる危険

と、子どもと向きあえなくなる対制が子どもの福祉にかなうとは思えません。何が子どものためかを等１に考

えない理由は何ですか。 

保育制度、施策の未来像、具体像を早く示してほしい。保育料を上げてでも質を確保すべき。 

本当に保育に困っている人に限って保育園に入れない。選考の基準が全く理解できない。 

市：待機児童対策を最優先でお願いします。駅前の文化センターや貫井会館を作るなら、そこを保育園にすれ

ばよかったのでは？と思っています。 
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子育てしやすい、住みやすい市となってほしい。 

市：２０年後に、ちゃんと若い世代がいる街作りを考えて下さい。今のままでは子供は減っていくだけだと思

います。子供を産み育てるには親の負担が大きすぎて、「生まない」「生んでも一人で精一杯」という人が多

くなるのは当然です。甘やかくくらいメリットがつかないと生まないと思います。 

小金井市の公立保育園は保育内容、イベント等、伝統に培われた優れた保育ノウハウがたくさある。これらの

ものを０にしてしまう民間委託は絶対反対です。子どもたちの最善の利益のために、真剣にとり組んで下さい。

市の無形財産を守りましょう。 

多少保育料上がっても、今ある保育の質はおとしてほしくないです。（かといってものすごく額が上がるのは

困りますが・・・）今子育て出来ているのは保育園のおかげです。本当に感謝しています。 

 

  小金井保育園 

保育をもう少し真剣に考えてください。 

保育員の正規職員の採用をしてください。 

運営協議会 

何を話し合いたい場なのか分からない。民間委託したいのであれば、早くk明言した上で話し合うべき。他市

を見ても、民間委託を明言してから最低２年は話し合っている。今のやり方だと何も良くならない。何のため

の時間稼ぎなのか分からない。 

市 早期の待機児童解消 保育園による格差の是正 認可保育園の職員の採用の基本方針の改善 

市 小金井市の保育の質が良いと他市の人から聞いています。落とさないようにお願いします。 

市 運営協議会 

何年も同じ課題を残し続けることなく解決に向けて計画的に進めて欲しい。意見出しても無理ならば、可能な

範囲で何ができるか代案が欲しい。忙しい中、会議やアンケートをしている意味がなくなってしまう。 

小金井の幼稚園も考えていたところ、3歳児から保育園に入れてありがたく思います。 

で、幼稚園だと月3万5千円ですが、保育園だと高くても1万円位ときいています。このとても安い保育料は

市民の税金で賄われていると思うのですが、保育料を倍でもいいと思います。あまりに申し訳ないと思います

ので（市民の皆様に対して） 

私立と公立の差が大きいと思った次第です。 

待機児童の状況の改善と利用状況の変化（利用料、民間企業との提携ｅｔｃについても）について市民との話

し合いのうえで決定されるようになることを願ってやみません。 

民間保育園と公立保育園の保育の質の違いを両方に預けたことのある立場としては市にもしっかり知って頂

きたい。待機児童解消のために民間を増やすなら表面的サービスではなく質もみて、できる限り公立の長年の

経験を共有して同じ質にするようなとりくみをしてほしい。子供たちに良い保育を提供してほしいです。そし

て公立をなくすことは絶対にやめていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

アンケートや意見等、よく求められますが、フィードバックはあっても実際の運営にどう反映されているのか

（もしくはどう反映していく予定なのか)が見えにくいので改善をお願いします。 

市が財政難なのはｗかるが、魅力あるしとして移住・永住される市であるために子育て支援・子育て中の親支

援が充実していることがどれだけメリットになるか一度本気で考え、無駄な所を省き、必要な所にお金をかけ

て取り組んでほしい。 

市 子ども手当ての受取人の変更が収入の多い方の親ではなく、面倒をみている親に変更できるようにしてほ

しい。 

市 子どもたちの成長を重視した保育を望みます。民間委託については反対です。 
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  さくら保育園 

市 保育課は小金井市の優良な私立の保育園、保育室の質の高さを知って、市立の運営に活かすべき。保育士

の質など見習う点が多いと思う。 

市 民間委託は反対です。こどものことを第一に考えた対応をお願いします。 

市 委託で経費カットするようなら市長の給料を削ってください。 

近くに親、親戚もおらず、保育園がなければ第二子を産もうという気にはとてもなれなかったと思います。小

金井に引っ越せば保育は任せられるというポジションになれば働く世代が増え、税収もアップすると思うので

すが。 

他自治体では民間のベビーシッター事業者と提携し、一部助成を行っていると聞いています。資源の少ない小

金井でも同様の対応がとられるとありがたい。 

所沢市のように、第二子育休中の退園等の処遇は小金井市では推進しないでいただきたい。安心して子供をう

み、預け先がある安心感が子育て中は大事と思います。 

市 ２Pにも書いたが、重大な事故がないよう、職員配置を国基準より上乗せし、父母も子も安心できる環境

を作ってほしい。先生方がより集団としての技量を高め連携し会えるよう、正規職員の採用をし、保育園とし

て能率的な運営ができるようにしてほしい。 

 

  けやき保育園 

ﾏﾝｼｮﾝもこれから建ってくるので、また待機児問題は深刻になると思います。家が多く建つ地域で保育園が足

りているのかも考えていって欲しいです。 

学年に応じた活動の重要性をもっと考えてほしい。一つの学年で活動していればもっとゆっくり成長できるの

に異年齢保育では上の学年のペースに巻き込まれてしまう。異年齢との交流は週に１回や２回など少なくてよ

いのではないか。 

運営協議会の傍聴に何度か行っているが、内容が前進せず、資料などの準備不足の印象を毎度受ける。実りの

ある会議にして欲しい。 

保育の民間委託は白紙に戻してください。絶対に絶対に反対です。公立保育園を作った初代の方々（働く親）

の努力を踏みにじることになることに気付いてください。 

認証、無認可園利用の際の補助金を高くして欲しい。 

委託ありきの方向は、少しは見直し入りましたか？運協で本来協議するはずだった内容を時間をかけて詰める

のはアリだと思います。 

待機児童が解消されたつもりでいるみたいだが、保護者は全く納得しておりません。とりあえず0～2歳を増

やしただけに見えます。これだと３歳からはどのようにしたら良いのか？３歳から他の園に転園できるのか不

安にかられてしまいます。また、公立を民営にした場合、このような声はちゃんと届くかも不安が残ります。

正直に言うと市を信用できません。 

先生が短期間で替わることは子どもに悪影響だと思います。現在、このような事態を直接影響を受けたことは

ありませんが、人材不足の問題、労働状況の改善（特に臨職者の待遇改善）に至急取り組まれ、安心して働け

る環境を作ってください。それが子どもを日中、先生にお願いしている親の安心になります。 

欠員が多すぎる。パートさんも長期で続けられるようにしてほしい。 

認可保育所は市での運営をしてほしい。 

民営化する必要を感じない。 
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子育てしやすい、住みやすい町づくりを。小金井市に住んでいることをうらやましがられるようになりたい。 

市 ぎょうせいのやるべきことを、財政問題のせいにして行わないのは自治体の体をなしていない！ 

（市に対して）保育問題に対して人ごとのように感じます。 

 


