
東国分保育園民営化に伴う保護者アンケート集計結果 

 

対象者 東国分保育園に継続入所した   ４９世帯  回答数 ３５ 回答率 ７１．４％ 

 

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） 

すみれ    １５ 

ひまわり   １１ 

さくら     ３ 

ちゅうりっぷ  ５ 

もも      ８ 

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 ４月頭は戸惑っていたが、じきに落ち着いた。        ２ 

２ 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。 １ 

３ ６月くらいまで戸惑っていた。               ０ 

４ いまだに落ち着かない。                  ０ 

５ 特に戸惑う様子は見られなかった。            ３１ 

 

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。 

 

・持ち物、バック、園児服などが変わったので…（水筒などは説明会の時には言われなかったので、

これからもそういう物が増えるのかなと不安になった。でもそれ以降はなく、安心した。） 

・スカート、フリルが付いた上着、ズボン、チュニックの禁止など洋服に戸惑っていた。親としては

買い直さないといけないので当初は困った。 

・先生の多さ、行事など… 

 
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       ２９ 

 ２ あまり感じない   ５ 

 ３ わからない     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。 

・メール配信が始まりこれはとても便利です。 

・１日１日の行事カレンダーができていて、とても分かりやすい。バスで、出かける事も増えたり、

畑に行ったり、散歩に行ったり、先生方は大変だと思うが、子供達は楽しそうでありがたい。 

・毎月のおたよりに行事予定（毎日の）を書いてあることで、今日はどんな事をするのかが知れ、入

り口に今日はどんな事を実際にしたのかが分かり安心できる。たまに写真付きで紹介してくれたり

するので、子供が楽しんでいる様子が伝わる。仕事で普段見られない部分が多いので、写真がある

と今日はこんな遊びや勉強をしたんだな～と見ていておもしろい。他にも、太鼓指導があったり、

前より子供達に力を入れてくれていていい経験になるので、これからも続けてほしい。 

・行事が増えて、園外保育もあり子供が楽しく過ごしている。 



・お出かけが増え、自然遊びがとても増えた。 

・外でのふれあいなど多くなり良かった！ 

・お出かけが増えた。誕生日、運動会のプレゼント。 

・色々な所へバスで出かけてくれたり、外出することが増えた。お泊り保育が開始したことなど。 

・行事が多くなった。学ぶ事が多くなった。 

・園外保育が増えた。 

・行事・お出かけ・お弁当の日が増えた。 

・行事など… 

・園外行事が増えた。 

・園外保育。 

・園外保育が増えた。 

・園外に出ることが多くなり、色々な体験をさせてもらっていると思う。 

・園外に出かけたり、畑に行って自然に触れたり、楽しい体験が増えて子供が保育園に行くのを楽し

みにし、休みたがらなくなった。 

・園外保育やお泊り保育、太鼓など今までになかった事が増えたのはとても良いことと感じる。 

・今までできなかった体験をさせてもらっていること（手作りおやつなど）。 

・延長保育の時間が15分早くなった。 

・発表会の服を作ると年長さんから聞いて、作る時間もなかったりするので、それは大変です。でき

たらなしにして欲しい。 

・健康診断が小児科の先生から内科の先生に代わったことが不満。内科と小児科の診察する要点が違

う（反射や発育状況など）ので小児科の先生への変更を希望します。呼吸や心音を聴取するだけで

は健診とは言えないと思う。 

・民営化になってすぐの親子遠足（動物園）で、一緒に行く小学生兄弟や両親などの負担金のことや、

先生を探してシールを貰うというゲームで、動物をゆっくり見られず、バスの時間があるからと、

お弁当もゆっくり食べられず、バタバタの親子遠足で、何の思い出も無いまま終わり全然楽しめな

かった。運動会では、今年は子供主役と言うか、ほぼ親主役。親の出る競技が嫌な訳ではなく副園

長が一人で楽しんでいる感じ！借り物競争で「昨日、夫婦喧嘩をした人」とか「今日のお弁当をお

父さんが作った人」などなど。子供は意味も分からずキョトンと。子供を楽しませる運動会では無

く、年長さんは最後の運動会だったのにかわいそうなくらいでした。それに一番楽しみにしていた

親子リレーも無くて、子どもは「なんで親子リレー無いの？」と悲しい顔をしていました。私の母

は「副園長の服装の短パンはよくないのでは！きちんと長いジャージを履くべきでないの！」と。

年配の方に失礼な服装だったと思います。午後からはほとんど親の競技ばかりで、今年の運動会は

子どもの思い出に残るものでは無かったと思います。 

・運動会がすごく良くなった。今年で最後だったが、とても楽しく、いい運動会だった。他にもイベ

ントが増え、子供の思い出に残るような事が増えたと思う。いい意味で変わって良かった。 

・運動会の内容なども今まで以上に楽しくなった。 

・誕生日プレゼントなど、「本当にプレゼント？」と思うような物だった。 

・子供達がとても楽しそう。先生方は大変そうに見えるが、幅広い活動で柔軟性を感じる。 

・昨年までも先生達はすごいと感じることが多かったが、ますます感心するようになった。（行事や

月のイベントなど）忙しくて大変だと思うが、先生たち全員が「バイバイ」など声を掛けてくれ、

雰囲気がとても良い。 

・先生方の雰囲気が明るくなった。 

・活気がある。お知らせ、その日の出来事等、写真やボードに記されてくれて分かりやすいし、とて

も助かる。 

・登園での時刻管理。 

・お薬の許可がでたこと。 

・昼の薬を飲ませてくれたり、お泊まり保育や園外での活動が増えた。 

・服装基準 



・はじめは今の園のやり方についていけなかったが、畑に行ったり、誕生日の月にもきれいな洋服を

着させてもらえたり、今はいいと思います。 

 

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 以前より良くなった １２ 

 ２ 以前より悪くなった  １ 

 ３ あまりかわらない  ２０ 

 ４ わからない      ０ 

 
問４－１（問４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） 

どのような部分がそう思われますか。 

 

～以前より良くなった～ 

・行事が多く、子供が楽しそうに行くので。 

・一日の出来事や誕生日の子が写真付きで掲示されていて、保育園での様子がわかるようになった。 

・園長先生が「今日も一日頑張りましょう！」と挨拶をして下さると、頑張ろう！と思える。 

・園長先生は以前よりいらしたので信頼している。 

・補助の先生方が増えた気がして、安心している。いつも大きな声で挨拶をしてくれるので、元気を

もらえます。 

・親近感が感じられる。 

・元々、東国分保育園の先生方はいい方ばかりだったが、前もって必要な物等、口頭、書面の連絡が

さらにしっかりしていて助かっている。 

・笑顔や声などをよくかけられるようになり、子供の名前もすぐに覚えてもらい子供たちも喜んでい

た。 

・今までもいいと思っていたが、男の先生や若い先生なども加わり、たくさんの先生方と触れ合うこ

とができていると思う。 

・活気がある。 

・男性の保育士さんが来てから、息子が毎朝事務室で、挨拶を自分からするようになった。（男性保

育士さんがいるのが初めてだからだろうか？）先生方も元気に挨拶をして下さり、気持ちがいい。 

・以前と対応は変わらず、悪いところはなかったが、男性の先生が入ったので心強いと思う。 

 

～以前より悪くなった～ 

・園長先生、以前からいらした先生方、民営化になってからの新しい先生方はいい先生方だが、副園

長先生だけは挨拶をしても無視をされ、いい印象はない。副園長は必要なのか？ 

 

～わからない～ 

・良くなった所ももちろん感じるが、以前も良く対応して下さっていたので、どちらがいいという事

はない。 

 
問５ 以前と比べ、金銭的な負担は増えましたか。 

１ 増えた        ８ 

２ 減った        ０ 

３ あまりかわらない  ２１ 

４ よくわからない    ５ 

 
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～ 

・発表会の衣装（一部）が保護者の手作りになった。 

・行事の衣装。 

・お弁当。 

・弁当・遠足（バス代） 

・ズボンなど私服が変わった所。 

・親子遠足の料金。 

・親子遠足など 

・以前に比べ少しだけ延長料が上がった。 

・延長に入る時間が１５分早くなったので、その分延長時間に入ることが多くなった。 

・揃える物が増えたように感じるが、たくさんの経験には必要なものなので「負担」とはいえない。 

 

～減った～ 

 
問６ 以前と比べ、保護者負担（時間的・手間）は増えましたか。 

１ 増えた       １４ 

２ 減った        ０ 

３ あまりかわらない  １９ 

４ よくわからない    １ 

 
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～ 

・毎日の水筒がまだ慣れないが、頑張ります。 

・水筒持参 

・水筒。 

・水筒。 

・１８時からの延長は厳しい。たった５分でも大きく変わります。 

・園外保育が増えたのでそれの準備。 

・園外保育があまりなかった頃と比べると仕方がないことだが、衣類の準備。 

・発表会の衣装（一部）が保護者の手作りになった。 

・発表会の衣装 

・皆さん仕事をされているのに、「今年の発表会で必要な衣装を親御さんで作ってください」と…。 

・弁当作りや衣装作りなど 

・行事・お出かけ・お弁当の日など。 

・弁当・行事ごと。 

・外出する事が増えたので、弁当など作る回数が増えたが、子供たちは喜んでいるのでこれは仕方な

いのかと思う。 

・朝と帰りの時間記入。 

・登園の時刻管理では増えたと思うが、慣れてしまえば手間とは感じない。 

 

～減った～ 

 
問７ 園の保護者への対応はどうですか。 

１ 以前より良くなった  ９ 

２ 以前より悪くなった  １ 



３ あまりかわらない  ２１ 

４ 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～ 

・メールでの連絡が始まったこと 

・メール配信など 

・ボードや画像入りのお知らせなど、日々の様子を分かりやすく伝えて下さる。 

・一日の流れのスケジュールや、前もっての準備の伝達 

・安全面（交通）の相談をしたところ、すぐに対処して下さり良くなった。 

・よく違うクラスでも声をかけて頂けて嬉しい。 

・園外保育が増えたことにより、準備などのサポートを口頭でもしてくれている。 

・外遊びが増えた気がする。お泊まり保育はいい経験となっている。 

・名前をすぐ覚えてもらい、声もかけてもらえているので話しやすい。 

 

～悪くなった点～ 

・園長先生や先生方はとてもいい先生方だが、副園長先生の対応が。 

 

～あまりかわらない～ 

・良くなった所ももちろん感じるが、以前も良く対応して下さっていたので、どちらがいいという事

はない。 

 
問８ 給食内容について、どう思われますか。 

 １ 以前より良くなった  ３ 

 ２ 以前より悪くなった  ２ 

 ３ あまりかわらない  １３ 

 ４ わからない     １１ 

 

問８－１（問８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。 

～以前より良くなった～ 

・手作りおやつが増えた気がする。 

・手作りのものが増えた（おやつ） 

 

～以前より悪くなった～ 

・彩り 

・牛乳がスキムミルクになった事が少し嫌。牛乳のほうがいい。 

 

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 以前より良くなった １１ 

２ 以前より悪くなった  １ 

３ どちらでもない   １３ 

４ よくわからない    ７ 

 
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～ 

・出入口付近の注意喚起の看板が増えた。 

・門近辺などに子供たちが通るという看板ができたり、掲示板の充実度も上がり、他のクラスで出た

病気も確認しやすくなった。 

・日よけなどがすぐついた。 

・バスがある。 

・外での活動。 

・１か月に一回、園外保育に行っているのは子供たちも楽しみだと思う。 

・花や野菜などたくさん植えてあるので、子供たちにも良いことだし、見ているこちらも癒される。 

・畑等、外に目や体で触れられる所。虫や野菜等についても子がどんどん知識を増やせている。 

・子供たちで野菜を育てたりするのがいいと思う。 

・季節の野菜などを子供たちと植えたりして、子供たちの食べ物に対する食育などに良いと思う。 

・田んぼや散歩など自然で遊ぶことが増え、子供も楽しそうに話すようになった。 

・東国分保育園の先生方はとても笑顔が素敵で、預けている私達保護者にも気さくに話しかけてくれ

る。民営化の前から預けていて、とてもいい園だと思っていたが、さらにより良くなりこちらの保

育園を選んで良かったとしみじみ思う。 

 

～悪くなった点～ 

・もも組の入口の木の柵の鍵が掛けにくいので不安。 

 

～よくわからない～ 

・良くなった所ももちろん感じるが、以前も良く対応して下さっていたので、どちらがいいという事

はない。 

・前の保育園の時からだが、流行病の時はできるだけクラスごとに保育をして欲しい。うつる率が高

くなるので。 

 
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   １６ 

 ２ 無かった  １７ 

 
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。 

・時間帯が変わるのか？金額も変わるのか？先生たちも変わるのか？不安でしたが、大丈夫だった。 

・選んで公立に入れたので、私立になること自体が不満だった。他の民営化された園の評判が悪いも

のばかりだったので、不安だった。 

・保育園の費用があがるのでは？制服になるのでは？ 

・保育料、先生 

・どのように変わるのかが不安だった。 

・金銭面など 

・金銭的に負担が増えるのかと思っていた。 

・はじめてのことで、戸惑いがあった（保育時間など） 

・出費、先生方の混乱 

・先生方の入れ替わり 

・一年の行事などの事や、太鼓の事など今までしたことのない事ばかりなので不安だった。 

・子供の不安や金銭面の変化 

・無かったが、良くなると思っていたのに、まさか悪くなるとは思わなかった。 

・何がどの様に変わっていくのかわからず不安だった。また料金も心配だった。 

・食育や生活の流れが大きく変わるのではないか。 



・何が変わるかよくわからなかったので。 

・保育時間。 

 
問１０－２（問１０で 「１ あった」を選択された方） その不安は現在解消されましたか。 

 １ 解消された     １４ 

 ２ 解消されていない   ２ 

 
～解消されていないと答えた方の不安～ 

・一年の行事などの事や、太鼓の事など今までしたことのない事ばかりなので不安だった。 

・保育時間。 

 
問１１ 今の保育園に満足していますか。 

 

１ 大変満足している    １７ 

２ おおむね満足している  １３ 

３ どちらでもない      ３ 

４ やや不満         ０ 

５ 大変不満         １ 

 
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。 

 

～大変不満～ 

・行事など全てにおいて 

 
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。 

・海や川、畑、各施設などにたくさんの所で良い経験ができ、会話もたくさん増えた。 

・延長開始時間を戻してほしい。 

・卒園した兄弟がいますが、毎日玄関に書いている黒板（一日の出来事）を読んで、「いいなーバス

で色々行って…」など、羨ましがっている。たまに掲示板に写真などを張ったもので様子を見られ

るので、それが楽しみ。 

・子供が体調の悪い時など、担任の先生をはじめ、園長先生や主任、副園長先生、みんな心配してく

れて、とても救われます。 

・新しい先生たち（既存の先生ではない新任の先生や、大窪からきた先生たちも含み）がフレンドリ

ーすぎて、子供たちに「さよなら」ではなく「バイバイ」と言う。子供にとっては目上の人なので、

ちょっと気をつけて欲しい。 

・すみれ組の先生方はやさしくて、子供も元気に楽しく通っているので感謝している。 

・園外保育の時の費用（交通費・弁当・利用料など）を負担しているのか？助成や予算（行政の）が

あるのか？知りたいところです。 

・部屋から出てすぐの土間に、１ｍ位のすのこなどで、上靴で歩く所と外履きの靴で歩く所に分けて

ほしい。土間を靴や上靴で歩いてそのまま部屋に入るのは衛生的に良くないと前より思っていた。

早めの対応をお願いしたい。 

・保育園内で保育後、希望者はお金を別で払うので何か習い事があればいいのに…と思った（他の園

ではサッカー等聞いたことがあるので）。 

・園長先生や他の女性の先生方はよく動いて、男仕事などされていらっしゃるのに「副園長って何し

てるの？」って感じです。駐車場から園内に行くまでの歩道は車の交通で危ないので誘導したりと、

仕事は多々あると思うので、積極的に動くべきだと思います。でも副園長は必要なのでしょうか？ 

・男性の先生もバスを運転して下さり、子供の話にもよく出てきます。雰囲気はとても良いのではな



いかと感じている。 

・運動会で親の競技が多すぎる。子供の運動会なので親子競技だけで十分なのでは？ 

・以前と比べるよりも、今の保育園の強みや良さをできる範囲で活動して頂ければと思う。 

・いつも楽しく登園しています。特にバスに乗っての園外保育が楽しみの様で、そんな子供の姿を見

ると、親としても嬉しく思う。年長に上がるとお泊まり保育や、さらに沢山の園外保育…民営化さ

れ、子供に負担なく楽しい活動があり、有難く思います。今のまま、のびのびと過ごせる園生活を

希望します。 

・民営化に伴い、先生方の負担が増え、仕事も増えたと思う。それを先生方は、工夫して保護者や子

供たちに不便な思いをさせない様に努力しているのが目に留まりました。 

 


