隼人保育園民営化に伴う保護者アンケート集計結果
対象者 隼人保育園に継続入所した ８３世帯

回答数

４２ 回答率 ５０．６％

問１ お子さんのクラス名を教えてください。（該当するクラスに○を。お子さんが複数いらっしゃる
場合は、それぞれのクラスに○をお願いします。
）
回答数（複数児童が通園している場合それぞれのクラスでカウント）
ひまわり
１１
すみれ
７
もも
１０
ちゅうりっぷ １３
たんぽぽ
４
つぼみ
２
問２ 民営化によって、お子さんが戸惑った様子がありましたか。
１
２
３
４
５

４月頭は戸惑っていたが、じきに落ち着いた。
６
ゴールデンウィークくらいまで戸惑っていたが、落ち着いた。 ５
６月くらいまで戸惑っていた。
１
いまだに落ち着かない。
０
特に戸惑う様子は見られなかった。
３０

問２−１（問２で １、２、３、４を回答された方）どのような点でそう感じられましたか。
・保育園に行くと、不安そうな顔をする。
・些細なことで泣いていた。
・朝送った後、すぐに外への活動に行きたがらない。
・新しい先生には慣れず、以前からいる先生には慣れており近寄っていた。
・知らない顔の先生が多く、朝なかなか離れなかった。
・先生方の入れ替わりや、保育室も替わり戸惑っていた。
・先生の多くが替わった。
・慣れ親しんだ先生がいなくなった。
・朝グズって泣く。
・朝離れるときに泣いていた。
・クラスの場所が変わった。
・園での生活の流れや先生が大きくかわった為、とまどっているようだった。
・民営化前と手順が違ったりして、登園・降園時は特に戸惑っていた。
・室内のレイアウトやおもちゃが全て変わった。
・新しいおもちゃを、友だちと取り合ったりしていた。
・新しいおもちゃが届き、興奮している様子はあったが、戸惑いはないようだった。
問３ 昨年までの保育園と変わったと感じることがありますか。
１ ある
２ あまり感じない
３ わからない

３７
３
０

問３−１（問３で 「１ ある」を回答された方） どのような点でそう感じますか。
・おもちゃが新しくなった。
・外遊びが増えた。
・外での活動（ピクニック、夏祭り、ダイナミック水遊び、パン・カレー作り等の料理体験）が増え
た。
・スポーツの先生が来て、運動を楽しく教えてくれる。
・子どもたちが体を動かす機会が増えた。
・いろいろな行事（イベント・企画）が増えた。
・登園後すぐ、園庭で遊べる。
・行事の内容。
・行事の内容が違う。
・いろいろな行事で、やり方などが変わった。
・子どもが喜びそうな行事が増えた。
・イベントが増え、子どもに多くの体験をさせようとする思いが強くなったと感じる。
・
「今日は○○○した！」と毎日とても楽しそう。
・丁寧な対応で助かる。子どもの為にいろいろと取り組んでいただき、子どもが生き生きとしている
・民営化によって、園の特色がでてきたと思う。
・自主性を尊重してくれる。
・個性を活かしてくれる。
・子ども中心である。
・子どもの様子がよく分かるようになり、体操も楽しみにしている。
・以前よりものびのびとした感じがする。
・太陽スポーツを取り入れ、子どもたちのイベント（公園へお出かけ、プール、水遊び等）が増えた
・プールがなくなり、水遊びに変わった。
・今度の運動会への取り組み。
・お楽しみ会がある。
・看護師がいる。
・薬を飲ませてくれる。
・発熱など、少し目が届かなくなったような気がする。
・完全給食になった。
・白飯の件。
・月１回の誕生日会にケーキがなくなり残念。
・とても身近に感じる。先生と子ども、先生と親との親近感があり、良い意味で変わった。
・以前は先生から当日の様子など、先生とのコミュニケーションも多かった気がする。今はこちらが
発言しないと、話などしてくれない気がする。
・仕組みが変わった。
・連絡帳の記入が増えた。
・写真をたくさん撮ってくれている。
・お帳面に写真が貼ってあり、様子がすごく良く分かる。
・朝保育園に来て、することが多くなった。
・荷物の片付けが以前は出来ていたのに、システムが変わり、出来なくなったり、しなくなってしま
った。変更の必要があったのか、疑問である。
・土曜保育が申込制であることに驚いたが、理解はできる。
・仕事が休みの日に、園児のお休みを勧められる（ほっとデイ）のは今までなかった。お盆期間だけ
ではなく、その前後も聞かれたのは驚いた。
・駐車場の整備。
・昨年まではゆっくりした保育園生活だったが、４月からはなんだか忙しく感じる。
・以前よりビジネス色が強くなったように感じ、初めは先生方も戸惑いがあって、それが子どもたち

に伝わっていたように思う。
・子どもたちは外遊びなど遊ぶ時間が増えて楽しそうだが、先生方に余裕がない感じがする。バラバ
ラに子どもたちが遊んでいるので、先生の負担が多いように思う。どのクラスの先生も、すれ違っ
てもあいさつが少なくなった気がする。
・朝園庭でのお預けに変わったこと。４〜５月は PM２．５、夏場は朝でも日差しが強いので、外に
出すことが気になる日がある。
・スペースの都合なのか、オルガンが無く、昨年のように１６時頃の帰りの歌など元気な歌声が聞こ
えなくなった。
問４ 民営化によって、保育士の入れ替わりも有りましたが、保育士の対応についてどのように思われ
ますか。
１
２
３
４

以前より良くなった
７
以前より悪くなった
７
あまりかわらない
２５
わからない
２

問４−１（問４で 「１ 以前より良くなった」
、「２
どのような部分がそう思われますか。

以前より悪くなった」を回答された方）

〜以前より良くなった〜
・子どものことをよく観てくれている。
・連絡帳の記入をよくしてくれている。
・手紙や言葉で、親への報告を細かく伝えてくれている。
・お迎えの時に、子どもの情報、連絡など詳しく話していただき助かる。
・先生たちに活気がある気がする。
・看護師の先生が増えたので、目の近くを虫に刺された時、わざわざ教室まで来てくださり、処置の
仕方など説明してもらった。すごく安心して預けることができた。
〜以前より悪くなった〜
・保育士の数が少なくなった気がする。
・いつも忙しそうにしているように思う。
・先生方が忙しそうで、余裕がなくなったように思う。
・先生方一人ひとりが、園児一人ひとりの事をしっかり把握しようとしているのか？
・外にいることが多い、直接伝えたいことなど話せない。
・クラスによるが、先生方の入れ替わりで、子どもも慣れない先生になり、コロコロと先生が替わる
ので「保育園に行きたくない」と時々言う。
・保育はきちんと行ってくださっているが、新しい先生や牧之原から来られた先生は、こちらからあ
いさつをしないと、保護者を無視して仕事をする先生がいる。
・先生方のあいさつが減ったように思える。
・親同士まであいさつしなくなった気がする。
・知らない先生が増えたことで、コミュニケーションが少なくなった気がする。また、入れ替わりも
あり、誰がどのクラスの担任なのかも分かりづらい。
〜あまりかわらない〜
・以前も今も変わらず、とても良い。
〜わからない〜

・子ども目線にたつ先生、そうでない先生と様々であるように感じるため、よく分からない。
問５
１
２
３
４

以前と比べ、金銭的な負担は増えましたか。
増えた
２
減った
３
あまりかわらない
２９
よくわからない
７

問５−１（問５で 「１ 増えた」
、
「２ 減った」を回答された方） どのような部分がそう思われま
すか。
〜増えた〜
・時間外保育の為、倍になった。
・延長保育料（18：30〜）100 円→200 円。
・全体的には減ったように感じるが、自己では増えたように感じる。お弁当とおにぎりの日と、月１
回が２回になった。
〜減った〜
・月々の保育料が下がった。
・毎日のごはん、夏は毎日お茶を持っていっていたので、食費の面で若干減ったように感じる。
・運動会の準備などの全クラスでの話し合い。
問６
１
２
３
４

以前と比べ、保護者負担（時間的・手間）は増えましたか。
増えた
１０
減った
５
あまりかわらない
２４
よくわからない
２

問６−１（問６で 「１ 増えた」
、
「２ 減った」を回答された方） どのような部分がそう思われま
すか。
〜増えた〜
・朝の準備が、親も一緒だと甘えてしない。時間がない為、結局親が準備してしまう。朝はバタバタ
するので、負担をなくしてほしい。年少以上の児童は、先生方がついて準備させた方が言うことを
聞くと思う。
・朝体温を測る。
・イベントが増えたので、体操服、エプロン、浴衣など、着替えや持ち物が増えた。
・体操服、リュック、水筒が必要な日が多い。ボード、プリント等でお知らせがあるが、うっかり見
逃してしまうこともある。だた、忘れてしまっても園でのフォローがあり、イベントがあることで
子どもも楽しんでいるので、不満があるわけではない。むしろ、好ましいと思う。
・朝の準備など、時間がかかる。
・親参加行事が多い。見られるのは嬉しいが、どれが親参加行事なのか分かりづらい。
・朝の準備、夕方のお片付け。今までは全て降園前に終わっていたが、今は園児と一緒に親がしてい
る。
〜減った〜
・保護者会の廃止。
・毎日のお米（ごはん）がいらない。
・
（夏）園で準備してくれるので、水筒を持たせなくてよい。

・２歳を過ぎて、おむつからパンツになったことや、スプーンセットを持参しなくても園で用意して
もらえること。エプロンが必要でなくなったこと。
問７
１
２
３
４

園の保護者への対応はどうですか。
以前より良くなった
６
以前より悪くなった
４
あまりかわらない
３０
よくわからない
２

問７−１（問７で 「１ 以前より良くなった」
、「２ 以前より悪くなった」を回答された方）
具体的にどのような部分ですか。
〜良くなった点〜
・連絡帳にいろいろと書いてくださるので有難い。
・週１回、連絡帳に写真が貼ってあるのは、とてもいいと思う。
・親の目のつく場所に、必ず掲示板があり分かりやすい。
・園や先生にお願いごとをすると、クイックに対応してくれる。
・メール配信、写真、ビデオなど園での様子が細かく伝わってくる。
・先生との会話で、子どもたちの生活や活動などの１日の出来事を教えてくれる。
・先生方と話をする時間が増え、どんなことをしたのか分かりやすい。
〜悪くなった点〜
・民営化の時の説明会での話とは、全く違うような気がする。いろいろな事が、勝手に進んでいる気
がする。
・送り迎えの時、あいさつしてくださる先生が減った。
・行事が多く、行事の変更・詳細等の連絡がきちんと回ってこない。
・前園長は降園時などに会うと、あいさつをいつも笑顔でしてくださり、とても気持ちがよかった。
今はあまり会うこともなく、ただ行って帰るだけという感じで、コミュニケーションは減っている
と思う。
〜あまりかわらない〜
・以前も以後も、その先生個々の性格もあり何とも言えない。
問８
１
２
３
４

給食内容について、どう思われますか。
以前より良くなった
４
以前より悪くなった
３
あまりかわらない
２９
わからない
６

問８−１（問８で 「１ 以前より良くなった」
、「２
具体的にどのような部分ですか。
〜以前より良くなった〜
・手作りのお菓子が増えた。

以前より悪くなった」を回答された方）

〜以前より悪くなった〜
・おやつが乏しくなった気がする。
・くだものが減ったような気がする。
問９ 現在の保育環境（園庭や保育室など）はいかがですか。

１
２
３
４

以前より良くなった ２９
以前より悪くなった
１
どちらでもない
１０
よくわからない
２

問９−１（問９で 「１ 以前より良くなった」
、「２ 以前より悪くなった」を回答された方）
具体的にどのような部分ですか。
〜良くなった点〜
・駐車場が整備された。
・模様替えで、子どもが「遊ぶところが変わっている」など、はしゃいでいるので有難い
・保育室も子供たちの部屋という感じでいい。
・以前は、保育室がおもちゃや遊び場等、遊びの時しかなかった。今は、常にいろいろな場所・物が
準備されていて、以前は教室という感じだったが、今は子どもたちも違和感なく過ごせて良いと思
う。
・部屋がコーナー毎に分かれているので、活動しやすそう。
・コーナー遊びが充実していて良い。固定されておらず、変化があるのが良い。
・以前は雑然としていたが、今は部屋を区切り、遊びによって分かれているので、メリハリが出来て
いると思う。
・年齢で違うと思うが、年中組では遊ぶものによってグループ分けされており、集団生活でのルール
や過ごし方など、家の中ではどうしてもできない環境がつくられている。以前はそういう部分が目
に見えていなかったので、すごく良いと思う。
・おもちゃのキッチンセットや絵本などが置いてあり、それぞれに場所が決まっていること。
・玩具や室内のおもちゃ、ままごとセット、積み木等のおもちゃがきちんと分けられており、子ども
たちがそれぞれ、好きな場所に行って遊べるようになっていて良いと思う。
・保育室が大きく変わり、楽しく遊ぶことができている。
・保育室など遊びながら、勉強ができる。
・保育室にコーナー毎におもちゃがいろいろある。
・うちには女の子がいないので、女の子の遊び（キッチンコーナー等）が体験できるのが楽しいよう
だ。
・木のおもちゃが増えた。
・知育おもちゃが増えた。
・食育やおままごと等、以前よりもおもちゃも充実している。
・室内で遊べるものが増えて、子どもが喜んでいる。
・道具などたくさんあり、飽きずに遊べている。
・おもちゃやプールなど、遊ぶものが増えた。
・太陽スポーツクラブの導入。
・常時看護師がついていることで、子どもが怪我などした時も安心。
・子どもの為に良いと思われること（イベント）などが常にある。
・玩具や環境、設備、安全面など注意されてから改善しているように思う。
・親への報告やビデオ、写真鑑賞もあり、とても有難い。
・一人一人に、手帳にメモや写真が貼ってあるので、楽しみになっている。
・玄関にいろいろな情報が書いてある。
・園庭にテントがあり、日陰をつくっている。
・つぼみ組の柵がなくなった。
・魚を飼うようになった。
〜悪くなった点〜

・プールがなくなった。
・園庭は雑草等が多く感じる。以前は、よく草刈り等されていた。
・虫刺され（蚊）が多い。
〜よくわからない〜
・よく分からないが、子どもは楽しそう。
問１０ 民営化されるにあたって、不安に思っていたことはありましたか。
１ あった
２ 無かった

２８
１３

問１０−１（問１０で 「１ あった」を選択された方） どのような点でそう感じていましたか。
・子どもへの影響。
・先生方がかわるのは、控えたほうがいいと思う。
・保育士の入れ替わり。
・先生方の異動などで、子どもが慣れるのか不安。
・今までの先生がいなくなり、子どもが不安にならないか。
・保育士の減少。
・保育内容について。
・方針。
・子どもが戸惑うのではないか。
・保育料の負担がふえるのではないかと、心配した。
・金銭面的なこと。
・制服やカバンの購入の有無。
・先生や園の雰囲気が変わることで、子どもたちが不安になったり戸惑ったりすることがないか不安
だった。
・委託先が本当に信用できるところなのか不安。
・民営化によって、どこがどう変わるのか、よく分かっていなかった。
・どのように変わって、子どもが不安になったりしないか。
・どのように変わるのか、明確に想像が出来なかった。
問１０−２（問１０で 「１ あった」を選択された方）
１ 解消された
２８
２ 解消されていない
０

その不安は現在解消されましたか。

問１１ 今の保育園に満足していますか。
１
２
３
４
５

大変満足している
おおむね満足している
どちらでもない
やや不満
大変不満

１４
２４
１
２
０

問１１−１（問１１で 「４ やや不満」
、
「５ 大変不満」を選択された方） それはどのようなこと
ですか。
〜やや不満〜
・民営化されたばかりで仕方ないことなのかもしれないが、保育士の入れ替わりが激しすぎる。次か

ら次へ担任がかわり、何の説明もないので（なぜ入れ替わるのか、なぜ退職をしたのか等）、預け
ている親としても不安に思う。親子で先生の話をしようとしても噛み合わないことがある。
・運動会が体育館であること。
〜大変満足している〜
・メール配信があったり、連絡帳を記入してくれたり、子どもたちに向き合っていると感じる。何よ
り、子どもが楽しそう。
問１２ 現在の保育園において、その他お気づきの点があれば記入してください。
・朝子どもが登園した時に、新しい先生方があいさつをしないことがある。
・出来れば、登園した時には「何もなかったですか？」など、迎えに来られるか、一言声をかけてい
ただけないか。最初の説明会では、迎えに来られるとのことだった。
・先生方の勤務の状況なのだろうが、９時前に各クラス２名以上の先生方を配置したらどうだろう
か？朝は、子どもがグズったり泣いたりと、対応するのが大変かなと感じた。
・私は主人に任せてたまにしか送迎をしないが、子どもたちは本当に楽しそうにしており、良いと思
う。
・いろいろなイベントがあり、先生方が大変そう。先生方にも無理がないような体制であってほしい。
・来年一年生なので、書くことを勉強させてほしい。出来れば、ひらがなを教えてほしい。
・ほとんどの先生方は、送迎の時にあいさつをしてくれるが、たまに担任ではないからなのか、あい
さつをしてくれない先生もいる。
・教室に保護者からの連絡欄があると有難い。
・民営化になりまだ１年間過ごしていないが、いろんなイベントが増え、子どもは楽しみが増えたよ
う。
「今日は〜をしたよ」と、保育園の出来事をよく話してくれるようになった。
・子どもたちが楽しめるように、先生たちがいろいろと工夫をしていて、子どもも楽しんでいる。
・子どもたちにとっては、すごく良いと思っている。ただ、先生方はどうなのだろう。保育者に余裕
がないと子どもたちにも影響するので、無理はしないでほしい。外遊びも増え、課外もあり、牧之
原の先生方に運営していただき、良かったと思っている。ただ、もう少しあいさつをしてほしい。
・すみれ組の横のトイレを通る時、いつも臭いが気になる。
・連絡事項欄にいろいろと書いていても、その回答が無く、写真だけなのは考えてほしい。
・隼人保育園で今までずっとしていた行事も無くされて、牧之原保育園方針で全て行うのもどうかと
思う。
・親子遠足が無く、少しさびしい。
・行事や園内の掲示物等も充実し、子どもも喜んで保育園に通っている。楽しみが増えた。
・初めて男性の先生が入り、防犯面では、女性だけよりは安心できると思った。今は男性が園長先生
だけなので、男性の保育士さんが入っても良いと思う。子どもたちも女性の先生だけより、男性の
先生がいることで、いろいろな面で関わり方が違って良いのではないかと思う。
・週１回、子どもたちの写真がお帳面に貼られており、すごく楽しみにしている。また、月末にイベ
ントがあり、子どもたちも楽しく通園していると思う。下の子も早く入園させたいと思うが、空き
が出ない。市としても、保育士の確保の協力を是非ともお願いしたい。
・先生たちがとても良くしてくださり、有難く思っている。民営化になってからの先生たちもすごく
良い先生だが、以前からの先生方も残ってくださり、とても有難く嬉しかった。
・先生に対して、子どもに「〜ちゃん」で呼ばせていることには抵抗がある。小さい頃から、上下関
係など教育していきたい。
・民営化されて良かった。もっと早くから民営化されてほしかったと思う。
・子どもたちの遊びやスポーツなど活動することが増えて、とても喜んでいる姿に嬉しく思っている
が、個々がバラバラに動いているように思う。みんなで何かをする機会も増えるといい。
・連絡帳に写真がたくさん貼ってあり、園での様子も分かり、大変嬉しい。時々、すごい表情の時が
あり、ベストショットでなくていいのだが、険しい表情を見るとちょっと・・・。

