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 幕張

誰よりも人見知りで、母以外受け入れない子だったので、すごく不安でした。でも保育士の皆様のお陰で行くのを嫌がること

なくとても安心しています。その様子を見ていると日々優しく接して下さっているのが、よくわかるので感謝しかないです。

よく泣き、よく笑う感情を大事に見守ろうという余裕も生まれました。

 小村井
いつもお世話になりありがとうございます。入園後色々なことに対してチャレンジする姿が見られるようになり、頼もしく感

じ沢山の刺激を園で受けているんだと伺えます。これからの成長も一緒に見守って頂けると嬉しいです。

 百合ヶ丘

入園してすぐは母子ともに不安でいっぱいでしたが、先生方の協力のお陰で、楽しんで保育園に登園する姿がみられるように

なりました。保育園が休みの日でも自分でリュックを背負い玄関に行くほどです。コロナ禍ということもあり、入園前は殆ど

同年代のお友だちと関わる機会がありませんでしたが、入園してお友だちとのかかわりを持ったことでとても良い刺激になっ

ていると感じます。

 宮本 コロナ禍でも色々と対策をとりながら、工夫をしてイベントや行事を行ってくれて子どもたちが楽しんで園に通えている。

 錦糸町

入園当初は、まだハイハイもできず人見知りもしていなかったですが、今ではすっかり歩くようになり、色々な物に興味を持

つようになりました。人見知りも始まり、色々なことへの好き嫌いがはっきりするようになり、本当に成長したなと思ってお

ります。これも保育園の先生方やお友だちがいたからこそだと思います。

 荻窪
家庭では見せない成長を感じられました。メモルなどで日々配信して下さり、コロナ禍でも園での様子をみることが出来まし

た。

 新三河島
今年度からメダカやオカヤドカリなどの小動物が飼育されるようになり、登園する楽しみが増え、親子共々喜んでいる。自宅

では飼えないので、いろいろな生き物とふれあう機会をどんどん増やして欲しい。

 浦安
子どもたちは毎日保育園に行くのが楽しみにしております。いつもありがとうございます。連絡帳も園での様子を細かく書い

て頂き毎日、読むのが楽しみです。

 ユーカリが丘

先生方にはいつも家族のように優しく接していただき感謝しています。あっという間に慣れて、ニコニコ笑顔で登園する姿に

頼もしく感じるほどです。この半年で沢山お話が出来るようになり、こちらの言う事もよく理解していて、成長の速さに驚く

ばかりです。最近はお兄ちゃんと一緒に遊ぶことも増えてきたので、お友だちとも仲良く遊べるようになってほしいと思いま

す。

 要町
保育園に行くことを嫌がっていたので少し心配しましたが、家に帰ってから保育園でどんなことしたの？と聞くと、「楽し

かった。まだ帰りたくなかった…」と言っていました。先生や友達と楽しく過ごせているのだなと安心しました。

 北習志野

いつも暖かく保育してくださりありがとうございます。今年度に入ってから言葉や文章力？が格段に上がったと感じます。

園が大好きで毎日楽しく通ってくれることを嬉しく思っています。また先生方がそれを支えてくださっていることに心から感

謝いたします。

 土気
途中入園となり始めは戸惑う様子もありましたが、先生方のおかげで楽しそうに園に通いお友だちと過ごす様子がすぐ見ら

れ、安心して送り出すことができています。

 本三里塚
今年度もトイレやお着替え、スプーンやハサミの使い方など、保育園で新しいことをたくさん覚えてきてくれました。先生

方、ありがとうございました。

 第一東池袋
園に通う中で色々なこと事を学んでいるようで名前を呼ぶと嬉しそうに手を上げたり、玩具の片づけが出来るようになりまし

た。また先生方をはじめお兄さんやお姉さん達にも可愛がられ自由奔放に伸び伸びと園生活を楽しんでいるようです。

 西船橋
コロナ禍でも子ども達に寄り添い、工夫して行事を開催してもらい有難かったです。いつも先生たちが子どもにも保護者にも

丁寧に接してくれることが素晴らしく、安心感があります。

 船橋法典
子ども一人ひとりを良く見て、それぞれの性格をきちんと把握したうえで関わっていることがわかる。丁寧に書かれていて毎

回楽しみにしています。

 初台本町
入園当初、両親以外と長時間過ごすことがほとんどなかったため、本人も不安と寂しさを強く感じていたようですが、優しい

先生方とお友だちのおかげで今ではすっかり保育園が大好きなようです。

 四街道

コロナ禍で先生方みなさん大変な気配り、ご苦労の中、子どもを見て下さりありがとうございます。毎日保育園に行くのを楽

しみにしています。保育園の出来事を上手に話すことが出来ないので、アプリや面談などで日々の様子を教えていただきあり

がたいです。

 上志津
いつも美味しい給食ありがとうございます。苦手な食材も「食べた」と報告を受け嬉しく思います。季節やイベントメニュー

はもちろんのこと、郷土料理がメニューに取り入れられているのが良いと思います。

 ちはら台

家に帰ると、今日の出来事やお友達と何をして遊んだか教えてくれるようになり、以前から心配していた集団生活面はとても

良くなっていると感じ安心して保育園に預けられています。運動会では一生懸命取り組んでいる姿を見て夫婦で感動し涙しま

した。保育園の先生方のおかげでものすごい成長を感じ驚いています。

 富里

あい・あい保育園に転園して来た時は「自分で進んでやってみる」事が好きではなかったのですが、毎日保育園に行く事が昨

年より楽しみになったようで、家に帰ってくると教わった事を嬉しそうに話してくれるようになりました。保育園の準備も全

部自分で出来るようになり、お手伝いも沢山してくれるようになり頼もしく嬉しく感じています。

 麻布十番

初めての保育園で入園前は心配でしたが、とてもよく見ていただき、連絡事項の伝達もスムーズで園内での連携がとれている

こともよく伝わり安心感がありました。泣いて登園したのは１，２回位だけでいつも楽しく過ごせていたようで私も仕事に集

中することができました！

AIAI NURSERYでは、年に2回、中長期的なお子様の成長記録及び保育の経過記録として、「AIAIレポート」を一人ひとりに発行しています。

以下のコメントは、2021年度のAIAIレポートにて保護者の方々からいただいたコメント、もしくは施設の行事の際に行った保護者アンケート等にていた

だいたコメントからの抜粋になります。



 西日暮里一丁目

入園当初は家での様子とかなり異なり驚く面もありました。先生方が丁寧に接してくださったお陰で、少しずつ自分を出せる

ようになったと思います。発語も増え、意思表示もできるようになりました。最近ではボタン留めやファスナー、着替えも一

人で挑戦するようになり、先生方が温かく見守って下さるお陰だと思っています。

 西白井
先生たちの雰囲気がとてもよく、親身になって話を聞いてくれます。行事も子ども達のことを考えてくれているので、とても

満足しています。先生方の明るく元気な姿に子どもだけでなく、保護者もパワーを頂いてます。

 四街道めいわ

保育の見える化への取り組み(連絡帳アプリ、zoom保護者会等)は、保護者の負担を減らし本当にありがたいです。園内はいつ

も清潔で安全に配慮してくれていると感じています。小さな怪我もきちんと報告してくださり、先生方を信頼し、安心して子

どもを預けることができました。

 高砂
みんながのびのびしていて保育環境の良さが伺える。広い園庭ではないが、かえって近隣のいろんな公園に連れ出していただ

けているので良いと思っている。

 菅野六丁目 いつも先生方が明るく楽しく保育をしてくださっていて、息子も喜んで通えたことがうれしかったです。

 新鎌ケ谷
先生達の挨拶、声掛け、今日一日あった事などを詳しく教えていただいたり、あい・あい保育園を選んでよかったと思ってま

す。また、歩ける様になったり、新しくできる様になった事などを一緒に喜んで頂き、安心して預ける事ができました。

 北国分

いつも温かく見守って下さり本当にありがとうございます。先生方が優しい気持ちで、根気強く接してくださったお陰で、娘

が一歩ずつ新しい環境に慣れることが出来たように思います。毎日、先生やお友だちと一緒に、様々な遊びや自然を丸ごと思

いきり楽しんでいることを、心から嬉しく思っています。

 千葉ニュータウン中央
いつも保育園での様子を連絡チャットで読むのをたのしみにしています。とても具体的に書いてくださっているので、一人一

人をよく見てくださっているんだなと嬉しく思っています。子どもも先生大好きで喜んで行ってくれるので助かってます。

 綾瀬六丁目
親として子どもにどう向き合うか日々模索しています。なるべく本人を肯定しながら本人の意思をなるべく実現させたいと家

では考えています。先生の言葉に何度も救われました感謝しています！

 あすみが丘
職員の方がいつも明るく子ども達に優しく接し、いけないことをした子どもにはきちんと向き合い、注意してくれる様子など

見ていたら、預ける親としては安心します。

 高野
発表会ではコロナ禍で先生達も大変な中、両親で見れるよう準備してくださってありがとうございました！沢山練習したんだ

なーと感じる発表会でした。ありがとうございました。

 本八幡

入園当初は泣いていたいましたが、今ではすっかり園の生活に慣れ、朝は自ら靴を履き、バッグを持って家を出発するように

なりました。お家では、保育園で覚えてきた言葉や踊りを見せてくれます。出来ることがどんどん増えていき、先生やお友だ

ちからいい影響を受けているのだろうなと感謝しています。

 大和田 子どもの特徴や個性を大切に保育してくれている保育している。

 八千代中央

初めての集団生活をする上で、親としても、周りのお友だちと仲良く出来るんだろうか？上手く馴染めなくて保育園に行く事

が、怖くなってしまわないだろうか？と、色々不安な事が沢山ありました。しかし、そんな不安を感じていた事がムダに思え

るくらい、今では保育園に通っている娘の姿を見て、とても安心しています。

 八千代緑が丘

いつも丁寧に、子どもたちの心を大切に関わってくださります。我が子は保育園が好き、先生やお友達が大好きでいつも笑顔

で過ごすことができ、公園でのお友達との関わりや妹への関わりを見て、まっすぐで優しく成長してくれていると感じ、保育

園生活のおかげだと感じています。

 新柏

外遊びでの他クラスとの交流や食育、英語、IQパズルなどたくさんの経験をさせてもらっている。閉園間際になってしまって

も笑顔で対応して下さることにとても救われた。アレルギーに対応してくれ他児との違いを気にすることなく給食の時間を楽

しみにしているので感謝です。

 新大塚

毎日仕事に向かう時には「ばいばい」と手を振って送り出してくれます。子どもにとってこれから行く保育園が大好きで、先

生方やお友達と遊ぶのが大好きだから泣きもせず送り出してくれるのだと思います。また「今日も楽しかった？」と聞くとい

つも「はい」と手を挙げて答えてくれます。これは先生方が保育園を好きになるような環境を作っていただいているおかげだ

と感謝しております。

 菅野駅前

いつも明るく優しく接してくださりありがとうございます。毎日の連絡帳もお忙しい中丁寧に園での様子を教えていただき、

一緒に成長を喜びながら育ててくださること、とても感謝しております。生まれて初めて接する先生が、先生方でよかったで

す。

 四街道駅北口
担任以外の職員にも、子どもの事について話してくれて、うれしい。元気に挨拶してくれるので、元気が出る。

保育中のエピソードなど、細かく知らせてくれてありがたい。

 宮前平

保育園に通うようになってから出来ることがたくさん増え、成長する姿に驚きと喜びの日々です。預ける時も泣くこともな

く、笑顔でいてくれるのできっと保育園での活動がとても楽しいのだと思います。毎日保育して下さる先生方にも感謝の気持

ちでいっぱいです。

 入谷
保育園行くよ」とベビーカーに乗せると、いつもにこりとします。その表情を見ると、親としては子が本当にいい経験をさせ

てもらっているのだろうと実感します。息子に安心と刺激を与えてくださり、誠に有難うございます

 浅草

たくさんの園児がいる中、一人一人の様子や成長をきちんと見ているのが感じられ、毎日感謝の気持ちでいっぱいです。自分

でやりたいという気持ちも、集団生活の中で難しい場面も多々あるかと思いますが尊重して見守って頂きありがとうございま

す。

 石原
今まで一度も「保育園行きたくない」と言う日は無く、本当に園の先生やお友達が大好きで通ってくれるのだと思います。

毎日連絡帳の内容から、先生方に暖かく見守っていただける様子が分かり、安心をしております。

 印西牧の原
みなさん、すれ違うと「今日は○〇だったですよ～」等お話してくださって、私も娘も毎日通うのも通わせるのも楽しみな保

育園です。沢山成長させてくれてありがとうございます。



 久住

保育園のお陰で、食事もよく食べ、日々活発に過ごしている。家ではなかなかできない遊びも体験でき、とてもうれしく思

う。IQパズルの取り組みはありがたく、小さいうちから考えるということが、大切だと思う。勉強が好きなようで、AIAIに通う

ようになってから、字を書いたり、数字を書いたり出来る事が嬉しいようだ。

 日本橋浜町

日々のことを細かく連絡帳に記していただいたり、直接話をしていただいたり、子どもの細かい成長がわかりました。先生と

は一緒にいる子育てをしているパートナーだと勝手に思っております。毎日愛情をもって接していただき、本当に感謝してお

ります。毎日疲れていても先生とお話をするととても元気になります。いつも親子共々ありがとうございます。

 三番町

毎日保育園からの帰り道や夕ご飯時、楽しそうにその日の先生やお友達とのエピソードを話してくれてとても嬉しく思ってお

ります。先生方や保育園でも伝える楽しさをおしえてくださっているおかげで、お話がとても上手になりました。これからも

保育園で、色々なお友達と接したり、遊んだり、時にはケンカをすることで沢山学んでほしいなあと思っています。

 西荻窪

保育園に入園してからお友達との関わりや先生方との関わりがとても楽しいようで、たくさんお話ししてくれ社会性が身につ

いているのだと感じていました。レポートでは個性も書いてくださり、また、先生の接し方などエピソードがあったため日々

の園生活を想像することができました。保育のプロなんだな～と尊敬と感謝の気持ちでいっぱいです。

 西小岩

初めての育児で不安や心配の多い日々を過ごしていましたが、保育園に通うことができてから、保育園の先生方に普段の子ど

もを見てもらえる安心感が生まれました。日々の成長を一緒に見ていただくことができ、とても楽しい毎日を本人も過ごすこ

とができ感謝でいっぱいです。

 君津
日々のCCS NOTEのコメントやアイアイレポートを読んで、友達との関わりから協調性や集団生活の決まりを守ること、自立

心が芽生え始めていることがわかり、安心すると同時に成長を実感しています。

 西三里塚
お迎えに行くといつも笑顔で迎えてくれ、コロナ禍の大変な中安全に過ごせているのも先生方のお陰で感謝しています。

一人一人よく見てくれていて、また園での様子も伝えてくれてありがたいです。

 北綾瀬
毎日楽しく過ごせているようで安心しています。ご時世柄もあり、人の集まる場所や人と会うことを避けていたため集団生活

ができるか不安でしたが、日々の連絡帳のコメントやブログの写真、面談等でよくみてもらえることが分かりました。

 妙典一丁目
夫婦共々至らない点があり、ご迷惑をかけることが多々ある中、嫌な顔一つせず笑顔で気持ちよく、お出迎え、お見送りして

いただきとても感動しています。本当にいい保育園に巡り会ったと感じております。いつも心から感謝しております。

 妙典五丁目
いつも子どもに温かく、優しく接してくださりありがとうございます。早くお迎えに行くとまだ遊びたかったと怒り、休みの

日も「きょうはあいあい？」と聞いているので本当に園で楽しく過ごせているのだと感謝しかありません。

 浦安北栄
保育園に通わせることに正直不安も多かったのですが、先生やお友達に恵まれとても嬉しく安心して通わせる事ができていま

す。

 妙典六丁目

子どもと公園で一緒に遊んだときに、子どもが１～２歳位の小さなお子さんと出会った時に話しかけたり、あやしてみたり、

積極的に関わる姿をよく目にしました。お友達を優しく大事にする心が育まれたと思いました。これもすべて日頃から先生方

が熱心にご指導してくださっている賜物だと思います。本当にありがとうございました。

 流山おおたかの森
どの先生も優しく、施設もいつも清潔である。給食について子供が食べやすいように工夫されていて、嫌いなものも少しずつ

食べられるようになった。IQや英語などが充実していてうれしい。

 中野坂上

入園した頃は、お友だちや先生との関わりに対して警戒心が強かったですが、今では「○○ちゃんと○○先生と遊んだー！」

と。毎日とても楽しそうに話してくれます。家でも一人で出来ることや、よくそんなことが思いつくなーと感心するような遊

びをしたり毎日の成長がとても嬉しいです。やはり、自宅では、集団生活においての思いやりや過ごし方等教えられることに

限界があるなと常々思っているので、保育園での生活が本当にありがたく、本人も本当に楽しそうにしております。

 祐天寺
保育園に通うようになってから歩けるようになり、言葉数が増え、お話しすること、歌をうたうことなど、できることが多く

なりました。丁寧にかかわってくださりありがとうございます。

 東葛西

行事ではAINIに実際に触れることが出来て、とてもいい経験になりました。いつも連絡用のアプリで外で遊んでいる様子を読

んでいますが、砂場で使用しているおもちゃなども見ることが出来たりしたので、こんな風に遊んでいるんだなぁと感じるこ

とが出来ました。

 豊四季
コロナ禍の中での運営は大変な事だったと思う。そんな中、先生方がいつも笑顔で保育してくれて心が癒された。新年度は行

事などの計画がスムーズに行えることを願っています。

 大森

年中からの転園で新しい園に馴染めるかが心配でしたが、楽しく過ごすことができているようで安心しました。特に、少人数

で年上・年下の異年齢のお友だちと関わりを持つ事が楽しいようで、よくお友だちの話をしてくれます。英語や知育プログラ

ムも前向きに取り組んでいるように感じます。

 第二新柏
職員全員が子どもの事を把握し話しかけてくれる。休みの日も保育園に行きたがるくらい保育園が好きな様子。安心して預け

られる。

 第二流山おおたかの森
いつも笑顔で接していただき、人見知りの我が子が先生に抱き着いていく姿を見て嬉しく思い、安心しました。調理員が食育

を行うなど子供との交流を持ってくださることが嬉しく、給食への安心感があります。

 阿波座
園に通うようになって1年が経ち、1人でできることも増え、日々楽しそうにしているので嬉しく思っています。話せる言葉も

少しずつ多くなってきて、意志もはっきりしてきたので、成長に合わせて見守ってくださる先生方に感謝しています。

 桜川

連絡ノートやブログから、その日の活動や普段の様子がよく伝わり、安心して預けることができた。

お迎えの際、担任だけではなくどの先生も様子を詳しく教えてくれるので、園全体でしっかり見てくれているのだという安心

感がある。

 北巽
丁寧に接してくれているので安心して預けられる。運動会など保護者が参加できる行事はなかったが、配信してくれたので子

どもの様子を知ることができた。



 中之島
子どもが楽しく毎日通っているので、それが一番良いところだと思います。外遊びや製作など、色々な取り組みをされている

のも良いところだと思います。違う年齢の子とも一緒に遊ぶ時間が設定されているのも良いと思います。

 桜ノ宮
AIAIのほんわかと優しい雰囲気が大好きです。いつも優しく声をかけて下さる事で安心して仕事に行く事が出来ています。

いろいろな先生に声をかけていただき、いつも子どもが嬉しそうにしています。

 太子橋今市
沢山の先生に関わっていただき、小規模保育園の良さを実感しました。先生一人ひとりが丁寧に接してくださり3年間安心して

仕事に行くことができました。

 長堀橋
6年間、様々なことを保育園で教えてもらう事ができ、とても感謝している。コロナ禍でも、できることをしていただき、子ど

もが喜んでいた。保護者参加の行事がなかなかできなかったが、動画撮影など楽しめるように工夫されていた。

 本町

先生が熱心に子どもに接してくれたなと思います。プール・体操・英語・IQパズルなど毎週いろいろな行事を予定してくださ

り、毎日が充実した園生活でした。日々のほんの些細な事でも、きちんと丁寧に説明してくださり、子どもも親も毎日楽しく

通うことができました。

 高殿
こんなコロナ禍でも保育園を開けてくださるので、おかげで仕事ができている。感謝でいっぱいです。子どもも手洗いや消毒

の習慣がついたので、日頃から感染症対策をしっかりしてくれているんだな、ということがよくわかる。

 新深江

コロナ禍で、行事やその他の活動が制限される中、出来る限りのことをしてもらい嬉しく感じている。

先生方の温かいサポートのおかげで、日々刺激を受けながら成長しているのを感じている。いつも親切に対応していただき感

謝してる。

 鷺洲
初めてのことや難しいと感じると尻込みする点を心配していましたが、保育園ではその点を受け止め援助し、本人が楽しみな

がら成長していることを感じ安心しました。

 鴫野駅前
子どもの成長や他のお友だちとの関わり方が見れてとても良かったです。先生方のあたたかいサポートで子どもたちとも毎日

笑顔で過ごせているんだなあという事も改めて実感しました。

 大淀中

担当クラスの先生だけでなく、色々な先生方に声を掛けてもらい、子どもを安心して預けることができます。

コロナの影響で、保護者が参加できる行事が殆どなくなってしまったが、年度終わりに保育参観・発表会で子どもたちの成長

や様子を見ることができて、とても嬉しかったです。



各施設苦情一覧（2021年4月1日～2022年3月31日受付分）

※同様な内容で複数いただいているものは一部のみ掲載しています。

施設名 受付 誰から 内容 対応

 幕張 なし

 小村井 2022年2月 保護者 お迎えの際担任保育士が居るにも関わらず、挨拶がなかった。
保護者に謝罪した上で、職員全体で改めて話し合う場を設け、保護者が気持ちよく

登園、降園が出来るようにし、再発防止に努めた。

 百合ヶ丘 2022年3月 保護者 先生の入れ替わりが多く、残念。

今後は安定して保育できるよう、また、継続して成長を見守っていける園となるよ

うに努めていくが、少人数制の園なので、担任に限らず、いろいろな保育士の刺激

を受けながら、全職員で全園児を見守っていることへのご理解もいただいた。

 宮本 なし

 錦糸町 なし

 荻窪 なし

 新三河島 なし

 浦安 なし

 ユーカリが丘 2022年3月 保護者
人不足なのか、対応が遅いな…と思うことがあります。もう少しコミュニケーショ

ンがとりやすい温かい環境ならいいなと思います。

職員会議でアンケート結果を周知し、保育士と共有して対応改善に努めている。

 要町 なし

 北習志野 2021年7月 保護者
送迎の際に園の職員が他の保護者にはフレンドリーだが、自分にはそっけない態度

をとってくる。

施設長が電話で事実確認をしたうえで不快な思いをした事は事実として受け止め、

内容や対応について職員間で周知した。

 土気 2022年3月 保護者
幼児組の活動に関して欠席者へも毎日配信していた一斉メールを止めてほしい。 幼児組の活動に関する一斉メールに対しての配慮不足を謝罪し、ホワイトボードに

記入したものを玄関に掲示する方法に変更した。

 本三里塚 2022年3月
お迎えに行くと、毎回のように「活動途中だから終わるまで待って貰えますか？」

と待つのが当然のように言われてしまう。
職員に共有し、お迎えに来た際はスムーズにお返しができるようにした。

 第一東池袋 なし

 西船橋 なし

2021年8月 保護者 体調不良後の登園なのに職員からは、様子を一切教えてもらえなかった。
連絡漏れがないよう職員に再度周知。また、保護者には、帰りに口頭で伝える旨を

ノートに記載するようにした。

2022年1月 保護者 怪我報告を降園時ではなく早く知りたかった。
怪我に対して連絡ノートでその都度伝え、保護者の依頼があれば病院受診をするこ

とを伝えた。

 初台本町 なし

 四街道 2021年5月 近隣住民 保護者の朝の登園時の運転の仕方が危ない。
おたよりで保護者へ周知を行う。職員が朝の登園時間帯に駐車場に立ち注意喚起し

た。

 上志津 2021年4月 近隣住民
保護者が目の前の道路を横断していて、危険だと感じる。横断をやめて欲しい。

ちゃんと守っている人もいるので園からも注意して欲しい。

玄関先に横断禁止の張り紙にて周知。また、横断をしそうな人やしている人に

声掛け。保護者会にて全体に再度周知した。

 ちはら台 なし

 富里 なし

 麻布十番 なし

 西日暮里一丁目 なし

 西白井 なし

 四街道めいわ 2022年3月 近隣住民 園の前の歩道に砂が積もっていて歩行がしづらいので清掃して欲しい。 状況を確認し清掃をした。再発しないよう確認作業を行うようにした。

2022年3月 保護者
朝お部屋にパートの先生しかいないときに、スムーズに引き渡しが出来ないことが

何度かあった。

受け入れの仕方については、常勤、非常勤関係なく同じ方法で受け入れをできるよ

う話し合い、昼礼で周知した。対応方法を保護者へも周知した。

2022年3月 保護者
保育園からの電話に第一連絡先が出ない場合、第二連絡先にかけてほしい。父母の

両方に電話をかけてもらうことができないか。

第一連絡先にかけて不在だった場合、折り返しを待たずに第二連絡先へ電話をかけ

るよう職員で共有した。

 菅野六丁目 2021年11月 近隣住民 保育園からの音がうるさい。 換気のために窓を開けていたが活動中は閉めて行うようにした。

 新鎌ケ谷 2021年8月 近隣住民

水遊びの水を全部園の前の歩道に流しているため、周囲が水浸しになっている。点

字ブロックまで流れているので危険。水の処理方法をもう少し考えて欲しい。ま

た、朝歩行者が通っても気にせず掃き掃除を続け埃をまき散らしている。周囲に気

を配って欲しい。

水遊びで使用した水は、花壇や排水口で処理をする。また、朝の掃き掃除は、園舎

外から園舎内に向かって行い、埃をまき散らさないようにする。歩行者がいるとき

には掃除を中断するようにした。

 北国分 なし

 千葉ニュータウン中央 2021年10月 保護者 連絡ノートアプリに記載されていた内容に傷ついた。
謝罪したうえで、職員全体で連絡ノートアプリの記載内容や記載方法についてあら

ためて話し合う場を設け、再発防止に努めた。

2021年6月 保護者 園児のカバンに使用済みオムツが入っていた。
施設長、担任からお詫びをし、降園前に子どもの荷物の確認を徹底することを伝え

る。

2022年1月 保護者
ベビーカーを園に置いてよいと聞いていたが園のルール・対応が以前と違ってい

た。
謝罪の電話をし、施設内の認識を統一していくことを伝えた。

 あすみが丘 なし

 高野 2021年4月 保護者 同じ園児からの度重なる噛みつきがあった。

謝罪するとともに、再発をできるだけ防げるよう月齢差で2グループに分けて少人

数制保育を取り入れる。噛みつきの背景として進級による環境の変化や言語発達に

違いがあることを保護者にも説明しご理解をいただいた。

 本八幡 なし

 大和田 2022年3月 保護者 卒園するのに退園届を書くのは初めてです。書面一つでの保護者の負担になる。
卒園を証明する根拠として必要であることを伝えた。またわかりやすいように退

園・卒園届と名称を改めた。

 八千代中央 なし

 八千代緑が丘 2022年3月 保護者
登園自粛期間中の風邪症状が認められる場合においての対応について改善してほし

い。

施設と保護者で自治体から確認した内容が相違したため、保護者に誤解を与えるこ

ととなった。自治体に今後同様の案件が発生しないよう、正確な情報の周知徹底を

施設から要請した。

2022年1月 保護者 年度内の職員や担任の入れ替えがあった為、不安だった。その都度伝えて欲しい。 お知らせボード等ですぐにお知らせするようにした。

2022年1月 保護者
連絡帳アプリがわかりづらい。大事なお知らせがまぎれてしまい、見逃してしまう

ので、改善してほしい。
題名などを工夫するなどして、わかりやすく配信するようにした。

 新大塚 2021年11月 近隣住民 特定の公園に複数の保育園の子ども達が集まって騒音である。
再度職員に周知を行い戸外活動時のルールや地域で生活する上でのマナーを見直し

た。今後も地域のルールに準じて安全な保育に努めていく。

 菅野駅前 なし

 四街道駅北口 2021年6月 近隣住民 送迎の車が駐車場より公道へ出る際、一時停止せずに出てきて危ない。 エントランスに文書を掲示し保護者へ注意喚起を行った。

 宮前平 なし

 入谷 なし

 船橋法典

 高砂

 綾瀬六丁目

 新柏



 浅草 2021年4月 保護者
降園時に応対した保護者からのお電話にて、職員が子供を睨んでいたのではないか

とご指摘があった。

昼礼で全体に保護者応対や普段の保育の声掛けについて気を付けるよう周知した。

指摘があった職員については個別に指導を行い、特に身だしなみ・声掛け方法を改

善できるように伝えている。

 石原 2021年9月 近隣住民 屋上園庭使用時に騒音となる。
屋上園庭使用時には、子ども職員共に、声の大きさについて配慮を行う。使用時な

ど防音シートを使用する等して、周りへの防音措置を行った。

 印西牧の原 2022年3月 保護者 保護者会など、行事のお知らせをもう少し早く出してほしい。
年間予定で変更になった行事日程は、おたよりの周知だけでなく、お手紙やアプリ

の連絡等でも早めにお知らせをするよう改善した。

 久住 2021年10月 近隣住民 園庭で遊んでいる子どもの声（主に泣き声）がうるさい。
泣いてしまう子どもに対しての関わり方を園全体で共通認識をもった。また、泣い

てしまう子がいる場合は、一時的に窓を閉め、声や音漏れを防ぐよう対応した。

 日本橋浜町 2022年1月 近隣十院 ゴミ収集車が車両新入禁止範囲に停車し収集していた。
当該業者へは収集の際のルールを確認し徹底してもらうよう伝えた。近隣の住民の

方へ施設長より謝罪するとともに今後の対応策を伝えた。

 三番町 なし

 西荻窪 なし

 西小岩 なし

 君津 なし

 西三里塚 2021年9月 近隣住民 園児に対して保育者がイライラした様子で話をしていたのを見た。
全職員に情報共有を行うとともに、子どもとの関わり方についてカンファレンスを

行い園全体で気を付けていくことを再確認した。

 北綾瀬 なし

 妙典一丁目 なし

 妙典五丁目 2021年5月 保護者
早番の職員に答えたことが遅番職員・担任に連携されておらず、何度も同じ質問を

された。

保育者間の連携が出来ていなかったことを謝罪した。早遅番共有ノー トを作成

し、情報共有を書面化し確実にできるようにした。

 浦安北栄 2022年3月 保護者 ケガについてお迎えの時に報告が無かった。
保育者からの報告がなかったことへの謝罪と、今後は報告漏れがないように職員間

で共有を行うことを、書面にて保護者へお伝えした。

 妙典六丁目 なし

 流山おおたかの森 なし

 中野坂上 なし

 祐天寺 なし

 東葛西 なし

 豊四季 なし

 大森 2021年8月 保護者 ＮＯＴＥアプリの内容が他の子のだった。名前も間違っていた。 内容を確認し謝罪した。以後同じことの無いよう職員間で共有した。

 第二新柏 なし

 第二流山おおたかの森 なし

 阿波座 2021年7月 保護者
帰宅時におむつが濡れていることが多く、普段からきちんとおむつを替えてくれて

いるのか心配。

謝罪するとともに、職員会議を開きおむつ替え以外でも確認するタイミングを共通

理解するようにした。

 桜川 なし

 北巽 2022年2月 保護者 クラス担当で新しい先生が入られたときなど、できる範囲で声を掛けてほしい。 社員・パート職員も含めて保護者に送迎時等に紹介をする対応に変更した。

 中之島 なし

 桜ノ宮 2022年3月 保護者 「手ぶら登園システム」の登録や解約が手間でした 今後検討していくとともに個別に対応していく旨をお伝えした。

 太子橋今市 なし

 長堀橋 2022年2月 保護者 ビルなので仕方がないが、自然換気ができるだけしてほしい
換気については24時間換気や2か月に1度、空気の濃度を調べていることを伝え

た。

 本町 2022年1月 保護者 連絡ノートのアプリが前のよりも使いにくくなった 使い方を都度丁寧に伝えていきサポートした。

 高殿 2022年3月 保護者 行事を開催してほしい。参観日などで親同士の交流を希望する。 コロナ禍で制限が多かったが、徐々に工夫してすべてできる方向で検討していく。

 新深江 2022年3月 保護者 駐輪スペースに屋根が欲しいです。送迎時に濡れてしまい不便です。
施設設備変更となり、行政への申請や工事を行わないといけないため、時間がか

かっているが各方面と相談し解決策を検討中。

 鷺洲 2021年11月 保護者 運動会の開催については動画ではなく保護者観覧を望む。 保護者の参加数を制限しクラス別で実施できるようにした。

 鴫野駅前 なし

 大淀中 なし


