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令和 3年度 たいようこども園 保護者評価結果    令和 4年 3月 16日 

 保護者の皆様には、アンケート（関係者評価）にご協力いただきありがとうございました。 

令和 3年度も新型コロナウイルス感染症対策のため活動の制限や行事への対応等に追わ

れた年度でした。新型コロナウイルス感染や濃厚接触への対応につきましても大変ご心配を

おかけしました。保護者の皆様の冷静で前向きな態度に感謝しています。今後も、感染症予

防対策を優先して行いながら園児の育ちを大事にすることを心がけて教育・保育を行って参

ります。新型コロナ感染拡大を受けて、たいようこども園の強みが分かってきました。園の

環境です。広い園庭、保育室、廊下、それに体調不良児型病児保育室、遊戯室、子育て支援

室等の付随する施設が整っていることです。広い空間があることで感染を軽減する環境にな

っています。特に、乳児センターの開園により広い空間での教育・保育を実施できたことを

実感しています。 

乳幼児教育・保育の王道である環境を通して遊び（＝学び）を核とした教育・保育を求め

て取り組んできました。日本の教育・保育の目標である「社会を切り拓く力（生きる力）」

を育むために「心に響く体験活動」を教育・保育課程に組み込んで実践を積み重ねてきまし

た。社会を切り拓く力の基は、乳幼児期に育まれます。自制する力、未来を見通す力、最後

までやり通す力、我慢する力、挑戦する力、壁にぶち当たったときに乗り越える力等です。 

この力は、「学びに向かう力・人間性の涵養
かんよう

」と言われているものです。目に見えない力 

とも言われます。非認知能力でもあります。これらの力の基は、遊びを通して育まれます。 

心に響く活動として、造形表現活動、タニア先生と遊ぼう、リトミック活動に取り組んで

います。この取り組みの成果は、なかなか目に見えませんが、保護者の皆様の評価結果から

も見えてきていることに嬉しく思っています。長寿の郷で行った、造形作品展は高い評価を

頂きました。また、兵庫県知事から創意工夫賞の授与を受け、教育・保育への取り組みが評

価されたことに自信と誇りをもって教育・保育に邁進しなければと思っています。 

こどもたちの未来が輝くように、生涯教育を見据えた「生きる力」（非認知能力も含む） 

の育成を図ることを基本とした活動を今後も進めます。皆様からの評価をしっかりと受け止

め、次年度の教育・保育に活かします。保護者の皆様からいただいた貴重なご意見を掲載し

ています。重複するご意見はまとめています。皆様からのご意見で、防災関連や園児の様子

を画像で見えるようにしていただきたいが多数ありました。実は、昨年から HPの改修、ス

マホでの園情報の閲覧アプリの導入を進めていました。新型コロナ感染拡大で業者との打ち

合わせが進ます苦慮していました。４月か、５月には皆様にお知らせできると思います。 

 令和４年度も幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいてこどもたちの育ちを支

援・応援して参ります。環境を通して（遊びを中心にして）豊かな学びを体験させ、非認知

能力を育み、３歳児からは「幼児期までに育ってほしい１０の姿」をイメージしてこどもた

ちの育ちを支援します。今後とも保護者、地域の皆様のご期待に添うように、こども園の役

割を見据えたこどもたちの健全育成を図っていく所存です。以下に結果を掲載します。 

                             (園長 宇和野修介)  
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 保護者の皆様から見ての評価をお願いします。具体的には、言葉でお願いします。 

※基準   Ａ 十分に満足   Ｂ 満足   Ｃ やや不満   Ｄ 不満 

１ 教育・保育について（下記の項目を総合的に判断してください） 

こどもの未来が輝くように「いのち」を育むこども園をめざす（理念） 

「遊び」を通してたくさんのことを学び、生きる力を育む（目標）  

☆☆☆保護者や地域と共に生きる力の基盤を育むこども園をめざす☆☆☆ 

〇健康でたくましい子どもの育成 〇みんなと仲よくできる子どもの育成  

①教育・保育理念、教育・保育目標の具現化に努めていたか。 

○乳幼児が楽しいこども園 

○保護者や地域に信頼されるこども園 

○開放されたこども園 

②信頼されるこども園になるように努めていたか。 

上の項目について判断してください。 

 

 

具体的には言葉でおねがいします（ご意見） 

（５～３歳児クラス） 

・コロナでお友達と密に過ごせなかったり、給食の時も静かに食べないといけない中ですが、毎日先生方

のおかげで楽しく過ごせました。早くコロナが落ち着いて通常通り、子供たち同士、地域の方、保護者

と関われたらと思います。 

・家ではできないような作品の製作や遊びや運動など通年様々な経験をさせて頂きとても感謝していま

す。何より子供本人がとても楽しそうに通っているのを見ると園のおかげだと感じています。 

・子ども達が毎日、満足して帰ってきます。 

・何かあれば連絡帳で知らせてくれますし、優しい先生方ばかりで安心しています。 

・雪遊びは雪が降る地域ならではなので、貴重な体験ができて嬉しく思います。 

・子ども達は毎日、こども園に行くのを楽しみにしています。 

・毎日、お友達と仲良く楽しく過ごせる環境を作っていただき感謝しています。 

・毎日楽しいと言って登降園しています。新たな遊びも覚えて活き活きとしています。何かあっても連絡

をいただけるので、とても安心して信頼してお願いできてます。 

・何かあれば連絡帳などできちんと報告を頂き園として信頼しています。 

・ちょっとした質問などにもいつも丁寧に答えて頂き信頼できます。 

・コロナの中なかなか開放されたこども園は難しかったと思います。 

・毎日、子に園の様子をたずねると「たのしかったー」と言ってます。オープン保育での先生と子供の様

子もとても信頼関係が築けているようにみえました。 

・園での様子を楽しそうに話してくれたり、お迎えに行った時も笑顔で出てきてくれるので充実した毎日

なんだなと思います。 

・子どもたちのことをよく見て下さっているし、人との関わり方やルール・マナーなども身についていて

とても信頼できます。 
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（２～０歳児クラス） 

・どうして教えたらいいか悩むと、園ではこうしていますと具体的に教えていただいたり、家での様子も

聞いて頂けるので、不安がやわらぎ安心してお任せ出来ています。 

・嫌がらずに通園しており、楽しいんだなと感じる。連絡帳で詳しく様子を教えてもらったり相談も出来

てとても信頼している。 

・日々の活動や様子を過不足なく教えて下さり、又どの先生でもある程度子どもの様子や特徴など知って

下さるところが安心できると感じています。 

・子どもが通園している様子から、毎日楽しそうにしている姿が見られる。そのような姿を目にするので

親としても園の先生方の教育・保育については信頼できるので安心して通園させることができている。 

・園で覚えてきた歌を家で口ずさんだり、バスから降りて来る表情を見て楽しかったんだなとよく思いま

す。 

・嫌がる事なく園に通うことができ、休みの日は「こども園に行きたい！」と言うほど楽しい毎日だった

ようです。 

・教室やプレイルームなどしっかりした場所があり、またとても清潔感があり施設全体が満足です。何よ

りしっかり私達の話を聞いて頂けたり体調等を気を付けて見て頂ける先生方なので信頼して預けるこ

とができます。 

・連絡帳は 1日のできごとがとてもくわしく書いてありどうすごしていたのか分かりやすいです。毎日読

むのを楽しみにしています。 

・生きる力の基礎を育むためには、幼児期の育ちが大切であるという園の保育目標を実現するために、子

ども達がより良い環境の中で遊び学べるよう細かな部分まで配慮をいただきました。また、在園児はも

ちろん地域の親子を対象とした「おひさまひろば」の取組も魅力だと感じました。 

 

２ たいようこども園の年間行事について 

① 園行事等の計画とその運営は適切であったか。 

参観日、造形展、オープン保育、お祭りごっこ（お泊まり保育の代わり）、

運動会、入園式、進級式、発表会等、その他（全体で総合的に判断してく

ださい） 

 
具体的には言葉でおねがいします（ご意見） 

（５～３歳児クラス） 

・コロナの状況で、できる限りの事をさせて頂きありがたかったです。来年こそは小さいクラスもできる

事を願います。 

・考慮しつつ各行事の開催、感謝はしておりますが、やはり年長最後の運動会、親が 1人しか参加できな

いのは残念でした。参観日もある程度希望を事前に提出し、調整して頂きたかったです。 

・コロナ禍でも、色々な事を考えて下さった上で、子どもも保護者も「良かった」と思えるような活動を
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していただけたと思います。 

・子ども達の成長した姿を見たいですし子供も楽しみにしていたので、感染対策をして開催して頂けた事

がとても良かったです。ありがとうございました。 

・コロナ禍いろいろ対策をしていただき、ありがたいと思います。お祭りごっこでは、長時間お友達と過

ごし、とても素敵な経験をさせてもらえたと思います。運動会はひまわり組だけでも 2名の参加をお願

いしたかったです。場所も柱にかからない場所を作ってほしかったです。 

・お泊り保育の代わりに「なつのつどい」も、楽しめるよういろいろ考えてくださって、子どもはとても

満足していました。 

・造形展とても良かったです。子ども達も自分の作品が、あのような場所で展示されてうれしそうでした。

先生方の作品も素晴らしかったです。制限がある中、行事を開催して下さり、楽しみがなくなることな

く、感染対策をして頂いて安心して参加出来ました。 

・コロナ対策をとりながら、中止という判断になさらず、行って頂けてありがたかったです。 

・コロナ禍で大変な中、コロナ対策をしながら実施して下さり本当にありがとうございました。 

・造形展は全園児の作品を見られとても良かったと思います。運動会は、本部席をあんなに広く設けなく

ても、あの位置が一番見やすいので、来年はもう少し配慮していただけたらと思います。 

・子どもが成長する節目に保護者参加型の行事が計画されていて、家では見られない子どもの一面が見ら

れ親としてとても有難く感じています。 

・予防対策をして可能な限り実施していただいてありがたかったです。この反面、先生方の負担や安全は

確保されているのか懸念しております。先生方の多忙感が減り、時間的にも精神的にもゆとりがある中

で運営していただければと思います。 

・長寿の郷での造形展開催はよかったと思います。 

・オープン保育や発表会も昨年と同様、密にならない工夫がされていて、適切だったと思います。 

・他の園では中止になっていた行事も色々考えて下さり計画を立てていただき感謝しています。 

・コロナの影響もありますが、入園後まだ遠足を経験していないので来年度はコロナウイルス対策を行い

実施して頂ければありがたいです。 

・今の状況ではしかたないことだと思います。制限のある参加になるのは残念ではありますが、その分ゆ

ったりできるのも良い点だと思います。 

・運動会は園庭でとなりましたが、コンパクトにお落ち着いて見れてよかったです。席がクジだったのも

当日席取りのあせりもなくよかったです。 

・学年ごとの発表会は、これからも同じ流れでしてもらえたら嬉しいです。我が子が近くで見れるので。

DVDで上の学年の子の発表も見れて良かったです。 

園より：厚生労働省・文部科学省の乳幼児期の新型コロナ感染対応を参考に感染防止対策を行います。運

動会、発表会等の参加の仕方につきましても、安全・安心を最優先に取り組みます。ご理解をい

ただきたいです。新型コロナ対応治療薬等の開発状況も踏まえ、子どもたちの「育ち」を考えて

教育・保育を行います。 

（２～０歳児クラス） 

・２歳児は運動会も見れなかったので残念でした。参観日も１人しか見れないので動画か写真を撮れたら

（プライバシー、個人情報等難しいと思いますが）ありがたかったです。 
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・コロナ禍でも保護者の意見を積極的に取り入れようとして下さる姿勢が見られ限定的ではありますが、

オープン保育など開催して下さっていると感じています。ただ、オープン保育参加日について、希望日

を選べるようにして頂けると助かります。 

・乳児等ほぼ行事ができず残念です。ふだんの様子の写真等もっと出して頂く方がありがたいと思います。 

参観では小さい分普段の様子を見たくても離れないので意味がないと思ってしまいます。 

・新型コロナウイルスの感染対策を徹底されていたと思いますが、オープン保育の制限や小さいクラスの

発表会がないことは寂しく感じました。たんぽぽ、ちゅうりっぷ組は新園舎でちょっとした発表会があ

ったら嬉しいなと思います。 

・昨年に続き中止が多く、しかたないとは思いますが残念でした。 

・運動会やクリスマス発表会は、年少～年長でわけるなら、２才～０才だけでやってほしかったです。 

・乳児センターでは、コロナの関係で運動会や発表会がないのが残念です。 

・造形展は様々な手法を用いた作品があったり工夫されていて、先生方の作品もあったりと華やかでとて

も楽しませていただきました。参観日は、コロナ禍ということもあり、できたらオンライン参観などパ

ソコンで子供たちの様子が見れたら嬉しいなと思いました。 

・来年度は運動会、発表会でのかわいい姿が見られたらいいなと思います。 

・運動会と発表会 0歳児の参加がなく、乳幼児期の行事の姿も見たかったです。 

・子どもが低年齢のため行事については分からない部分が多いですが、保育参観は親にとって我が子の普

段の様子を知るための貴重な機会なので、コロナ対策を徹底した上で両親そろって参加できる日が来る

ことを願います。  

園より：０歳児から２歳児までの運動会・発表会につきましては、前のような０から５歳児までを同日に

参観する方式は、コロナ禍では難しいです。普段の様子とか、運動会・発表会に変わる形での活

動の様子を見ていただく保育参観等を考えたいと思っています。クラスの様子を配信するアプリ

を導入して、毎日の様子をスマホで保護者だけに配信する予定にしています。（５月連休明けか

ら）参観日の希望日につきましては、色々なご意見がある事は承知しています。日程を早めにお

伝えするように努めます。 

 

３ クラス・学級について 

① クラスの教室環境を整備し、清潔感と共に保健安全に心がけていた

か。 

② ３から５歳児は、助け合い協力する園児の姿が見られたか。 

③ 乳幼児理解に心がけ、一人一人のよさや可能性を伸ばす配慮や指導を

心がけていたか。 

 

具体的には言葉でおねがいします（ご意見） 

（５～３歳児クラス） 

・お友達との関わりが年々増えていく中で、楽しいことダメな事、その都度子供たちに話をしてくれてあ



6 

 

りがたいです。 

・何か思うこと等、ノートに記入すると迅速に丁寧にご対応いただき先生方に感謝しております。 

・教室、トイレ、おもちゃなど消毒をしていると聞いてますので安心しています。なかなか出来なくてイ

ヤな気持ちになってしまっても先生、お友達が応援してくれできるようになり自信につながりました。 

・園児同士の距離はとりつつ、一緒に遊べる環境を作っていただいてありがたいです。 

・お友達の姿が刺激になって、様々なことがひとりでできるようになったと思います。 

・消毒やコロナ対策等毎日大変だと思いますが、毎日安心して通える環境を作っていただきありがとうご

ざいました。雪が降った日は、みんなで協力して大きな雪だるまを作ったり、みんなで一緒に遊ぶ楽し

さを学んだり貴重な体験、いつも温かく見守っていただきありがとうございます。 

・運動会や発表会を通じて、去年からの成長も感じました。 

・このコロナ禍で閉園せずに可能な限り運営いただけることだけでも、環境整備や保健安全が徹底されて

いる証だと感じます。子どもはよく相手の事を思いやる言葉かけをするようになりました。園内で先生

方含め皆さんで共有されているからだと感じております。 

・清潔感があって日当たりの良い教室だと思いました。うちの子はリトミックや演劇、ダンスなどが好き

なのですが、先生方がよく見て把握して下さっているなと思います。 

・発表会では、お友達とたくさん練習した様子がうかがえました。 

・いつも換気をされており子どもたちが気持ちよく生活できていると思います。 

・具体的に、自分の子がどのように良さや可能性を伸ばす配慮をしていただいているのか教えて下さると、

子育ての参考になります。 

・子どものことを、よく見て下さっていると感じました。（日々のノートや保護者面談など） 

・言葉や連絡ノートでいつも細かく報告して下さり提案などもしてくれて、日々の成長につながっていま

す。 

・クラス内の環境も良く、子どもたちが遊びやすく活動しやすいと思いました。 

・園全体に清潔感を感じます。 

・給食が進まなかった時、子どもがプレッシャーを感じてしまっていました。食べ終えるまで 1時間かけ

るというのは、そこまでやらなくてはならないのか少し考えてしまいました。 

（２～０歳児クラス） 

・担当制にして頂き、担当の先生とお話や相談が出来でありがたい。先生が子どもたちの間に入ってコミ

ュニケーションの仕方などを介入して下さっているのがとてもありがたい。 

・失敗もポジティブにとらえて下さり、受けとめて下さる様子を感じられます。危ない事はしっかりと言

葉で伝え、その時の本人の様子も教えて下さるのでしっかり関心を持って保育をして下さっているんだ

なと感じます。 

・いつもノートに様子を記入して下さっていてありがたいです。 

・成長の幅が大きい年齢ですが、その子にあった対応をされていることがすばらしいと思いました。 

・園での生活、どのように遊んでいるのかを細かく教えて下さるので、助かります。 

・玄関外での受け渡しを始め、手指消毒の徹底もあり清潔感や保健安全を心掛けておられると思います。 

・担当保育でしっかり向き合って見ていただいてありがたいです。 

・連絡帳、送迎時、園だよりで様子を見聞きさせていただくなかで、一人一人を大切に見ていただいてい
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ると感じています。 

・低年齢の育児担当制は、子どもにとっても心強いと思います。信頼している担当の先生にお世話してい

ただけるということで、子どもの体調や生活について家庭での保育と園での保育が大きく変わることな

く相互に作用するので、子どもの気持ちに寄り添うことができるのだと思います。今後も一人ひとりの

可能性を伸ばす配慮を継続していただきたいです。 

園より：今まで以上に園児一人一人に寄り添い、園児の不安を払拭するように努めて参ります。 

  

４ 保健・安全・給食について 

保健・安全・給食の指導について。 

① 歯磨き・うがい・手洗い等の基本的な生活の習慣化が図られていた

か。 

② 避難訓練や安全・危機管理ついては充分に対応できていたか。  

 

① 給食についての満足度はどうですか。 

 

具体的には言葉でお願いします（ご意見） 

（５～３歳児クラス） 

・家でもうがい手洗いが習慣化し、言わなくても消毒したり、丁寧に手洗いをするようになったので、 

園でしっかりと教えてもらっているんだなと思いました。給食は家では嫌がって食べない食材も食べ

てくるので本当にありがたかったです。 

・スーパーに行った時も自らする姿に感心します。給食もバランスが取れていて家ではとてもマネでき

ないので助かっています。 

・災害のお話等とても良い機会だったと思います。 

・避難訓練など、学んだことを親に教えてくれました。よく勉強をさせてもらっているのだと思います。 

・家では食べられない野菜も給食は食べられると言っています。量は減らしてもらっていますが食べき

る事の大切さも分かっているようです。お友達と一緒に食べることで頑張れる所もあると思います。 

・「今日はおかわりした」と言うことが多くなり嬉しいです。苦手な野菜も食べてくれるのでとても助

かります。 

・様々なメニュー構成で手作りされていることに驚きます。いつもおいしい、おやつはこんなだったと

教えてくれます。 
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・しっかりとした手洗いの仕方が身に付いて安心しました。 

・食育で教えてもらった事を家で話してくれます。季節の行事や食べ物の事が学べて楽しそうです。ク

ッキングがなかったのが残念です。 

・園でしているのが習慣化しているのか、歯磨きをいやがることなく自分からしています。 

・いつも美味しそうなバランスの取れた給食に「今日おかわりしたよ」と嬉しい言葉をきいています。 

・給食については、園を選択する、決めてとなるくらい満足感謝しております。 

・園で訓練があった日に、子供が私に地震があった時はこうするのだよ！と教えてくれ訓練のおかげで

危機管理能力が付いてきているのだと感じました。 

・給食はメニューを見ているだけでも私も食べたいくらいです。 

・家では苦手なものも給食でがんばって食べており、手洗いの仕方も丁寧にできており、園でしっかり

教えてもらえ、規則正しい生活習慣がよく身についていると感じています。 

園より：新型コロナ感染対応のため、クッキング体験活動が出来ませんでした。落ち着きましたら再開

をする予定です。 

（２～０歳児クラス） 

・外から帰ると何も言わず手を洗いに行くので習慣になっているのだなと感じています。 

・うがいが出来るようになった。 

・家で手洗いする時に「バイキン バイバイ！」と楽しそうにしてくれるので、楽しんで様々な事が出

来るよう園で習慣化して下さっているのだなと感じています。給食は献立表に使用される食材など詳

しく記載があり、助かりますし栄養面でも安心しています。 

・食べやすいように工夫して下さったり、おやつも手作りと本当によくして頂いています。 

・いつも給食を「ぜんぶ たべた。ピッカピカ。」など教えてくれ本人も満足している様でありがたい

です。 

・献立表を見ておいしそうなメニューだと思っています。給食の量や実際の給食を見てみたいです。 

・家でもアルコール消毒をすると、手をすりすりして、園で教えてもらったおかげだなと思います。給

食では体調が悪い時は、食べやすいようにしてもらえるので、助かります。 

・アレルギー持ちなので調理師さんにはご無理を言って感謝しています。 

・おしぼりについて使い捨ての物が良いのかと感じています。有料もしくはウエットティッシュ持参な

どもあっても良いかもしれないと思っています。 

・アルコール消毒もしっかりしていただいているので、お店や家でも自分から手を出して行うようにな

りました。 

・離乳食の進み方によって、その子に合わせて出していただいているのでありがたいです。 

・子どもが自分で挑戦できることが増えたのは、園での基本的な生活が習慣化できているからだと感じ

ました。給食中のスプーンの使い方などを指導していただいたので、家庭でも抵抗なく自然にできる

ようになっていると思います。積雪時の除雪はもちろん、登園時に登園時にすべらないよう声かけを

して下さるので安心できます。給食は一人ひとりの離乳食状況に合わせて細かな形態の変化に対応し

ていただけるので、子どもも無理なく離乳を進められています。家庭では一度に調理できる具材に限

界があるので、あらゆる食材を使用した栄養たっぷりの内容で満足です。 

園より：ウエットティッシュは、子どもが扱いにくいことが予想できます。おしぼりについては、毎日



9 

 

きれいに洗いしっかりと乾燥させて下さい。生乾きのものについては、臭いやカビの原因にな

ります。ケースも同様です。塩素につけることで菌の繁殖を防ぐことができます。ご協力よろ

しくお願いします。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症対策について 

 

新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行っているか。 

 

 
気づかれたこと自由にお書きください。 

（５～３歳児クラス） 

・マスク着用や手洗い消毒等を習慣づけていただいたおかげで、感染が広がらず最小限で収まったのだ

と思います。ありがとうございました。 

・最近マスクを着用するようになりましたが、対応が遅すぎると思います。朝つけて行かせても遊ぶ時

に外すよう指示されたり帰る時も外して出てきたり不安でした。特に年長は小学校に入るとほとんど

マスクをつけて生活するので、練習のためにももっと早い時期からつけて生活させてほしかったで

す。 

・退園の時も手の消毒をしっかりされており、良いと思います。外出先のお店の消毒も必ずするように

なりました。 

・消毒やイベント等では人数を減らしたりしっかり対策されていると感じました。 

・こまめな消毒、手洗いをしている様子が伺えた。マスク着用もすぐ対応して下さり安心できた。 

・今年に入って感染者が出ましたが、早めの対応でクラスターにもならずよかったです。しばらくは、

マスクの出来る年齢の子はマスクをする声掛けをしてもらえるとありがたいです。 

・行事等が中止縮小になることがありましたが、しっかりと感染症対策や予防をして頂けたと思います。

また、園よりお知らせやおたよりの紙面にて状況や情報を知らせて頂くことで安心して通わせること

ができました。 

・特に年が明けてからは、どこで感染してもおかしくない状況の中大変だったと思います。忙しい中で

対応をして下さり感謝しております。 

・出席が出来ない間も、電話での体調確認をしてもらえて良かったです。 

・コロナが増えているのに、もちつきがあったのは不安でした。ＨＰにコロナ関連の事を載せてもらえ

たらと思いました。（感染者数や年齢、軽症等の病状など） 

・体温管理や消毒等、しっかりと行われていると思っています。クラスごとの登園禁止措置など、迅速

な対応に満足しています。 

・陽性者が出ても、大きな広がりにつながらないよう対策がされていると思います。 
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・マスクをつけるのが苦手でしたがクラスのみんながつけている！ということで慣れたようです。 

・学級閉鎖になった時の連絡など丁寧に対応して頂きました。保護者としても慣れていない中、不安で

したのでとてもありがたかったです。 

・コロナで休園になった際、もう少し具体的に説明がほしかったです。 

・子供は感染防止策についての意識がなかなかです。先生方の感染防止のためフェイスシールドやゴー

グルも良いかもと思います。 

・養父市内でもかなり流行し、園児の内にも感染者は出ましたが、園内で感染拡大することなくしっか

り対策して頂けているのだと思います。 

・可能な限り開園して下さっており、ありがたいです。 

・お迎えに行った時には、先生方が毎日床を掃除されていたり、園児みんなに手の消毒もしてくださり、

そういうのを見てすごく安心しています。 

・コロナの患者が出た時に休園ではなく学級閉鎖にしていただきありがたかったです。 

・クラスからコロナ陽性者が出てしまい電話対応をして下さっていたのですが、ある時から電話での連

絡がなくなり、子どもも園に行けてないので園の状況もわからず、コロナが他のクラスも出ているの

か、すごく不安に感じていたので、ＨＰなどの保護者だけが見られるようなものがあれば不安な思い

も解消できたかと思いました。 

園より：新型コロナ感染対応の難しさを痛感しています。それぞれの個々のお考えがある事は承知して

います。園では、乳幼児の「育ち」を優先した園生活を優先しています。小学校以降の学校生

活と乳幼児のいるこども園生活では、活動の仕方が違います。乳児期では、遊びを通して学び

を深めています。どんなに規制しても濃厚接触を繰り返して生活します。小学校以降では、机

を離して学習することが指示をすれば出来ます。ソーシャルディスタンスを考えてみて下さ

い。こども園職員の指導で定期的に換気をする、手洗い・うがい・消毒を徹底するができます。

職員が手分けして教室内などを消毒する事もできます。不要不急の外出を避けることは、保護

者の皆様にお願いすることになります。３つの密を避ける、マスクの着用をするは、小学校以

降の生活では内容を理解して、指示通りに学習する事は可能です。しかし、乳幼児期の生活で

はマスク着用は育ちを制限してしまうことになります。０から２歳児のマスク着用は、むしろ

危険な行為になります。３歳から５歳についても活動を制限することになり、専門家は推奨し

ていません。この違いがなかなかわかっていただけません。安全・安心を担保しながら、子ど

もの育成に努めます。ウイルス菌を園に入れない。人に感染させない等を優先します。 

    情報提供につきましては、個人情報や人権に配慮しながらお伝えしたいと思っています。登録

されたスマホで情報提供を５月からする予定です。 

（２～０歳児クラス） 

・乳児センターに迎えに行った際、先生たちが消毒をしっかりしているのを拝見しました。口に入れる

年齢ですので安心しました。 

・休園になった理由や、経路を書面で教えてもらえて安心できた。 

・陽性者が出た時でも、他の子どもたちはみんな陰性とのことで、充分に気を付けて下さっていたと理

解しています。病院の受診の依頼も保護者側へは伝えにくい事と思いますが、的確に不快のないよう

に依頼されているのも安心だなと感じています。 
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・外出先でアルコールを見かけると進んで手を出します。 

・アルコール対策、換気等しっかりされていて安心しています。 

・対策しつつも感染者が出ました。しかし、その後の対応をしっかりして下さり安心することができま

した。 

・帰る時にアルコール消毒が習慣になっている、換気もをきちんとしてあると思います。 

・感染者が出た時の対応がスムーズでした。不安もありましたが、消毒を十分にされていると聞き、安

心して登園させることができました。 

・薬の投与表を持って行かせた際、記入ミスで飲まずに帰ってきた日がありました。電話などで「どう

しましょう」など連絡確認があっても良いと思います。 

・具体的にどのような事をしているか詳しく教えていただけたらありがたいです。 

・低年齢の子どもたちも消毒の習慣をつけていただきありがたいです。 

・日々の対策はもちろん満足していますし、感染者が出た時の対応もしっかりして頂けたので、こちら

も冷静に行動する事ができ、会社にもしっかり報告ができました。 

・最初は不安もありましたが、しっかり保育して頂いている先生方、又、充実した施設にすぐに安心し

て預けて仕事も集中できるようになりました。これからも、今と変わらず保育して頂けたら嬉しいで

す。 

・園で初めてコロナ陽性が出た時は、職員の方々も人数が減っている状態にも関わらず、消毒作業等迅

速な対応をして下さり、本当にありがとうございました。マスクができない低年齢の子ども達が集団

生活をしているので不安もありますが、降園時の手の消毒等、今できることは最善策を取っていただ

いていると思います。 

 

６ 自由なご意見 

たいようこども園のための提言、ご意見をお願いします。（自由に） 

（５～３歳児クラス） 

・「おにぎりの日」って、やっぱり必要なんですか？ 

・1年間の子どもの成長はめざましく、園での先生方のご指導やお友だちとの良いかかわりのおかげだ

と思います。満足した表情で帰ってくると安心します。ありがとうございます。 

・いつも心よく対応してくださるので安心しています。 

・コロナが流行してから 2 年、たくさん不安がある中で子供たちが登園できるように尽力していただ

き、本当にありがとうございました。先生方は本当に大変だったと思います。 

・先生にも友達にも恵まれ、毎日楽しく元気にこども園に通うことができました。たいようこども園

でつけていただいた力を、小学校でも発揮してくれることと信じています。 

・先生方の保護者や園児への言葉かけや対応、子供の表情や様子等をみて園の対応や状況が分かり有

難く思っています。園の取り組みや行事等では地域に密着したものであり、地域からも信頼される

こども園の運営だと感じています。 

・コロナ陽性の園児が出た時に、そのクラスの保護者にしか連絡が来なかったですが、他のクラスの
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保護者にも伝えることで、保護者によっては休まようと思う人もいるのでは？と思いました。一斉

メール等があればコロナの時だけでなく災害等のお迎えも早く分かっていいかなと思いました。 

・もし可能でしたら、保護者会費や絵本代等集金分を口座引き落としに変更できたら便利だなと思う

のですが。 

・コロナでたくさんの制限がある中、笑顔でこども園の話をしてくれる子どもを見ていると安心しま

す。 

・絵本は希望者のみ買い取りというようにしてほしいです。役員決めは去年から紙面で投票する形式

になっていますが、まだ投票用紙が配られていません。2 月中旬か 3 月なら 3 月と時期を統一して

ほしいです。 

・HPの警報時の対応、7時の時間をきっちり守って掲載してもらいたいです。 

・まだまだコロナ禍により難しい判断が多々あると思いますが、保護者も協力しながら過ごせたらと

思います。 

・緊急時等、保護者へ一斉にメール等により連絡できるシステムがあればと思います。クラス毎での

配信が出来れば保護者間での情報共有ができ便利で役立つのではと思います。 

・タニア先生との英語やリトミックもとても楽しみにしています。 

・ライン、メール等による連絡網を作ってほしい。 

・子どもたちは、聞いてないようででも聞いていたり、大人がわかりやすい反応をしていなくても伝

わっていることもあると思います。ぜひ信頼してコミュニケーションをとっていただきたいと思い

ます。 

（２～０歳クラス） 

・その時々にアドバイスや提案などをして下さるので安心できた。いつでも相談できるのがありがた

いです。 

・園から帰ってきて 1日の様子を聞くと、「先生」と「お友だち」と楽しく過ごしていることを一生懸

命に伝えてくれます。先生方が、愛情深く接して下さっているおかげで、子供もお友だちや家族に

優しい気持ちで接する様になってくれています。 

・小、中はホームページでなり連絡メールがあり対応ができます。園の方でも同じようにして下さる

とありがたいです。一度ご検討して頂きたいです。 

・園からのお便りＨＰ、先生方の連絡帳でのやりとりを通じ保護者への配慮は充分に感じ取れます。

子どもの姿に大きく成長が見られる点は園の教育・保育の力だと思います。今後も子どもを育て、

地域を育てるたいようこども園を応援しています。保護者として協力できることは努めていきたい

と思います。 

・子どもが楽しそうに通う様子を見れば、こども園が本当に好きなことがよく伝わってきます。担任

の先生方の関り方はもちろん、他のクラスや看護師、栄養士の先生方も温かく接して下さって安心

してのびのびと園生活を送れていて成長を見せてくれることが嬉しいです。 

・帰りの荷物に忘れ物が入っていたり、連絡帳の入れ間違えはさすがにショックでした。個人情報も

書かれている物ですし、このような事は二度とないようにして頂きたいです。毎月のおたよりに人

気のメニューのレシピを何品かのせていただけると楽しめると思います。 

・口拭きタオルを、濡らした状態で登園時に持って行くのは不衛生だと思うので他の方法はないでし
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ょうか。お弁当の告知を２，３日前からして頂けるととても助かります。 

・迎えの時間を連絡帳に記入してあるのに、待たされる時間が長い事があり、気になりました。ブロ

グですが、クラスの状況様子をもっと載せてもらえたら嬉しいです。 

・参観日の日程ですが、希望を少し聞いていただけるとありがたいです。 

・親にとっては仕事をしている間でも子どもの様子は気になるもので、個人情報には配慮しながら、

可能な限りＰＣやスマホを通じて、園で過ごす子どもの様子を発信していただきたいです。また、

警報発令時の登園可否など安全面を考慮しながらもう少し柔軟に対応していただけると就労家庭が

助かる部分もあると思います。 

園より：園だより、クラスだより、保健だより、HPで行事予定、新型コロナ感染対応について、その

他のことについてお伝えをしています。なかなか全てをお伝えし切れていない部分はありま

すがたよりを観ていただきご理解下さい。 

    情報アプリを導入して迅速に情報をお伝えするように準備をしています。 

    貴重なご意見を拝聴して、安全・安心で信頼できる園をめざしますので、今後ともご支援。

ご協力、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

※重複したご意見は掲載しておりませんが、ご了承ください。 


