
下井保育園民営化に伴う保護者アンケート集計結果 

 

対象者 下井保育園に継続入所した ３５世帯  回答数 １７ 回答率 ４８．６％ 

 

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    ８ 

ちゅうりっぷ  ６ 

さくら     ２ 

もも      ４ 

つぼみ     １ 

 

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。        ４ 

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。 ２ 

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。                  ２ 

５ 特に戸惑う様子は見られなかった。             ８ 

 

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。 

 

・朝行く時に泣いて離れなかったり、夕方迎えに行くと元気がなかったりする事が多い。 

・新しい先生が数名いた為。 

・先生方が変わったり、朝早々外に出て遊ぶようになったり…毎月のように先生の入れ替わり、慣れ

た先生が辞めたりでコロコロ変わって困った。 

・今までいた先生方が何人か急に居なくなったりして、「何で居なくなったの？」と悲しんでいた。 

・先生が変わる。 

・先生方は変わっていないので先生との接し方は大丈夫だったが、園生活面（お参り、仏歌、行事）、

夏の暑い日でも外遊びが多すぎて子どもが外を嫌がることがあった。 

・今までになかった礼拝等するようになった為。 

・宗教の保育園になったので、宗教行事に最初は何だろう？と戸惑っているようだった。 

・お寺のお参り等、いきなりお経などに戸惑った。 

 
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       １４ 

 ２ あまり感じない   ３ 

 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。 

・先生の入れ替わりが急に決まったこと。 

・受け入れ先（民営化になり）独自の行事等。 

・活気があふれている感じがする。 

・前は、朝・夕預ける時、迎えに行った時、先生が必ず一日の様子を教えてくれて、あいさつをして



さよならしていたが…それが少なくなって不安。 

・朝登園させても先生が居なく、受け渡しが雑に感じた。連絡帳もなくなったので、伝言などがすご

く不便だった。 

・クラス便りがなくなった。行事の時期。 

・いつもどのクラスもまとめられていて同じ部屋にいる事が多い。それぞれの学年の時間もあった方

が良いと思う。 

・年中・年長さんに仕事・手伝いをさせている事が多くなっている。 

・真夏でも外遊びが多すぎる（虫刺されも多く、怪我が増えた）。 

・ずっと外遊びばかり、クーラーもあまり入れず、汗びっしょり（朝から夕まで）。熱中症が毎日心

配だった。 

・外遊びの時間が以前より増えた。 

・外で遊ぶ時間が増えた。 

・外遊びが増えた。 

・やたら外で遊ばせる回数が増えた。夏の暑い時期は、水分補給するとはいえ、熱中症等気をつけ  

て欲しい（ある意味酷で子供がかわいそう）。 

・夏のクーラー、冬の暖房はきちんと早めに対処して欲しい。 

・お泊り保育や運動会での鼓隊等、今までになかったから。 

・給食のメニュー、品数などが少なく貧相になった。 

・給食がどんどんひどくなった。あんまりなメニューがあったので相談した。 

・学習がない。 

・知らない保育士がいる（新しく入った方なのか、他園からのヘルプかわからない）。 

・お寺の園ではなかったので、子ども達が楽しみにしていた行事等があっても、お参りなどで短くな

ったりする（お寺の行事優先）。 

・数珠を毎日持っていく。 

・誕生会のケーキ、クリスマスのケーキが無い事 

・毎月の誕生会でのケーキがなくなり、ゼリーなどに変わった。 

・運動会や親子遠足などの行事の月が変わり、同じ月に２週続けて行事が重なって大変。 

・あったが話し合いでだいぶ先生達も前の様になり、給食＆クーラーの件も良くなったので良かった

が、やはり少しは字の練習を取り入れてほしい。 

 

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  １ 

 ２ 以前より悪くなった  ３ 

 ３ あまりかわらない   ９ 

 ４ わからない      ３ 

 
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～ 

・４月スタートした時の園長の態度・保育士たちとの園の方針との対立？（連携がとれてない）等、

気になる所があったが、今はとても良くなってきていると思う。 

 

～以前より悪くなった～ 

・慣れていないせいもあると思うが、子ども達に目が届いていないように感じる。 

・人がコロコロ替わる。新しい先生もいきなり居る感じで、紹介もなし。 



・朝の挨拶に笑顔がない人がいる。出迎えない日がある。今日は誰がうちの子をみるの？という日が

ある（担任が休みの日）。今日は私が担任ですと言ってほしい。 

・新しい先生の紹介はお知らせで貼られていますが、色々な先生がいすぎて（入りすぎて）誰が誰な

のか今もわからない。 

・園長先生も（理事長先生も）、最近は前より外で会う機会がないように感じる。 

・クラスを持っている先生がしょっちゅういないという事をよく言っている。きちんとクラスの把握

が出来ているのか謎。 

・一人の先生が挨拶もしなく態度が悪い。 

 

～わからない～ 

・先生にもよる。先生のお休みが前より少なく感じる（疲れを感じる）。今居る先生方が辞めてしま

わないか心配にもなる。 

 
問５ 以前と比べ、金銭的な負担は増えましたか。 

１ 増えた        ２ 

２ 減った        ０ 

３ あまりかわらない  １４ 

４ よくわからない    １ 

 
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～ 

・買ってはいないけど本の購入など。 

・延長の時間が早くなったので…。 

 

～あまりかわらない～ 

・今の所は… 

・今年度は前年と比べてあまり変わらないように感じたが、今後、保護者会費や絵本の購入や、その

他の行事等が増えてくると費用負担は増えてくると思う。 

・強制ではなかったが、外遊びの時にはくスリッパをすすめている。買った人達は以前は買っていな

かったので、負担は増えていると思う。 

 

 
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        ４ 

２ 減った        ２ 

３ あまりかわらない  １０ 

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～ 

・夜の集まりがあった。 

・保護者会や説明会。 

・最初の説明会で、決定はしていないが夜の保護者会などを定期的にとあるが、夜７時頃からではと

てもじゃないが無理がある。 

・運動会の練習で毎日体操服だったので、毎日洗濯しないといけなかった。 



・毎日９時～練習だったので、早起き・準備でバタバタした。→手間だったし、大変だったけど、子

供たちが逞しくなったので、結果良かった。 

・以前より何かと配布するプリント等が増えた。 

・伝達事項は掲示板に貼り出すようになり、その量や回数もかなり増えた（用紙代や手間など、以前

よりもすごいと思う）。 

・降園時で夕方に迎えに行った時に、親子で制作させる事がある。（時間的に無駄だと思う。夕方か

ら仕事、家事と忙しくなるのに、時間を取られてしまう）。 

・お泊まり保育など行事の準備のため、行事後などに早く迎えに…や、午前保育で終了するので昼迎

えに来てください…などたまにある。何のための保育か…。預けてもそれでは仕事ができない。仕

事をするために預けているのに意味がないし、仕事に支障が出る。 

 

～減った～ 

・水筒を持って行く期間が短くなった。 

・お茶の水筒を持って行くのが、運動会の練習が始まってからだから前より楽にはなったが、コップ・

歯ブラシを園が預かるため、歯ブラシにカビが生えたりして、親が毎日確認できない分汚さが気に

なった。 

 
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  ２ 

２ 以前より悪くなった  ３ 

３ あまりかわらない   ８ 

４ よくわからない    ３ 

 
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。 

～以前より悪くなった～ 

・先生方に余裕がないように感じる。 

・宗教色が強いと思う。もう少し、保護者の意見も尊重して頂きたい…。国分、隼人の他の保育園と

同じレベルで保育して頂きたい。 

・わからない事などあり、先生方に尋ねても新園のシステムなど先生方が理解していなかったり、不

安な事もあった。 

 

～よくわからない～ 

・悪くなってたけど、最近は良くなってきた。 

・最初は工事や安良保育園の先生たちが来ていることについて、何の工事なのか？いつの間にか屋根

がついている、あの人たちは誰なのか？と気になったり、今後の行事等の事前のお知らせがなく、

行事の日が仕事と重なる…などがあったが、今は改善されています。 

 
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  １ 

 ２ 以前より悪くなった  ４ 

 ３ あまりかわらない   ７ 

 ４ わからない      ４ 

 

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～ 

・前よりおいしそう。 



 

～以前より悪くなった～ 

・今は改善されているようだが、献立メニューが提示しているのですが、一時は残飯のようなメニュ

ー（作り方がおいしそうではない）があり驚いた。 

・保護者の方々が話をしてから以前の様に戻って、今は７月までに比べて大分良くなった。 

・相談してからだいぶ良くなったが、ごはんを持参するので他園に比べ米代など浮いているはずなの

に、おかずが乏しい（おかずにならないようなメニューもあった）。くだものも減り、手作りおか

しも少なく感じた。毎月誕生会のケーキも無くなり特別感がない。 

・以前は、誕生会の時にケーキ等出ていた様だが、全くない様子。 

・手作りおやつの持って帰ってきたもたのを食べてみたが、もう少し子供の嗜好に近づけた方がもっ

とおいしいかと思った。 

・とにかく品数が減った。 

・メニューがかなり貧相になった（たったこれだけ？とびっくりする程の時が多々あった）。 

 

～あまりかわらない～ 

・民営化当初は悪くなったが、現在は改善されて安心している。 

 

～わからない～ 

・質素になったと周りからよく聞く。 

・給食の先生がやめたりしてバタバタしていた時期の給食は粗末なメニューだったが、最近は良くな

ってきた。 

 

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  ３ 

２ 以前より悪くなった  １ 

３ どちらでもない   １１ 

４ よくわからない    １ 

 
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。 

 

～以前より良くなった～ 

・少し屋根ができていたり、すべり台の所が木になっていたりと、子供のことを考えてくれていると

思う。 

・影を作る工夫がされた。 

・テントの設置。すべり台のステンを木に変更。 

 

～以前より悪くなった～ 

・年長と年中は分けてほしかった。保育参観等、前より満足しない。人数も多すぎて、子供たちも親

も先生達もバタバタで、みんながする事を自分の子は忘れられたりした。 

・教室に置かれている子供たちのバッグをしまう棚が小さく、荷物が収まっていない。棚も安価な３

段ＢＯＸなので、カビの着きやすい素材。ちゃんとした棚を購入すべきでは。 

 

～どちらでもない～ 

・園庭はテントを張り、日陰を作って頂き、すべり台の底面も木板にして頂き、少し環境が良くなっ

たが、保育室においては老朽化しており、床板や壁等は補修して頂きたい。 

 



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   １２ 

 ２ 無かった   ５ 

 
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。 

・先生の入れ替わり。保育内容の変更など。 

・子供が環境の変化に対応できるか不安だった。 

・全体的にどの様になるのか…。 

・子供達が今までと違う生活になれるか不安だったが、今までいた先生達がいたので慣れていて、変

わらず生活しているのでよかった。 

・前よりケガなどが増えた。子供だからケガをするのは当たり前だが、続けてだと目が行き届いてな

いのかと少し不安。 

・何がどう変わるのかが分からなくて不安だった。 

・環境がガラリと変わって欲しくなかったから、変わる事が不安だった（先生達はみんなそのままだ

と聞いていたのに、結局後々辞める人がいた）。 

・何もかも 

・民営化されるにあたり、詳しい内容が公開されなかった（民営化される前と後の保育内容等、宗教

の事や、ワークの時間がない事等、民営化されてからわかった点が多かった）。 

・説明会や資料からでも今までの園生活や行事が大きく違い、生活する場やお友達、先生方はあまり

変わらないのに他園に移った位の変化があった。 

・絵本購入の話が出ていて、民営化される前より出費が増えるのではと不安だった。 

・園からの説明が一方的な感じだったので、先生方が辞められたり、色々ありそうな感じで４月がス

タートしたので、不安にしか思わなかった。 

・保育料の増加。 

・保育士が全て変わってしまい、子供たちが戸惑うのではないか？ 

・一日の流れ、リズムが変わって子供たちの精神面、不安がないか？ 

・制服や他備品等の一斉変更で買い直しにならないか（出費のかさみ、無駄）？ 

 
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     ７ 

 ２ 解消されていない  ４ 

 
～解消されていないと答えた方の不安～ 

・園からの説明が一方的な感じだったので、先生方が辞められたり、色々ありそうな感じで４月がス

タートしたので、不安にしか思わなかった。 

・環境がガラリと変わって欲しくなかったから、変わる事が不安だった（先生達はみんなそのままだ

と聞いていたのに、結局後々辞める人がいた）。 

・説明会や資料からでも今までの園生活や行事が大きく違い、生活する場やお友達、先生方はあまり

変わらないのに他園に移った位の変化があった。 

・前よりケガなどが増えた。子供だからケガをするのは当たり前だが、続けてだと目が行き届いてな

いのかと少し不安。 

 

 
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     ２ 

２ おおむね満足している   ６ 



３ どちらでもない      ２ 

４ やや不満         ７ 

５ 大変不満         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～ 

・子供達が今までと違う生活になれるか不安だったが、今までいた先生達がいたので慣れていて、変

わらず生活しているのでよかった。前よりケガなどが増えた。子供だからケガをするのは当たり前

だが、続けてだと目が行き届いてないのかと少し不安。 

・みんなで字の勉強をしないこと。 

・子供達も毎日園で色んなことがあって、楽しい事、悲しい事、嬉しかった事、嫌だった事、あると

思うが、その日を笑顔で終れる様、園にももう少し子供たちを見守る時間の余裕ができればと願い

ます。家でも気をつけていこうと思う。 

・あと一年だから我慢するか…。工作が減って、外遊びばかりの事や、ぞうりにする事や、クーラー

をなかなかつけてくれない事など。 

・外で遊ぶ事は大事だが、周りの空気を読み、静・動の区別が子供達の中で判別できる様になるのか

心配。 

・気になった事など伝えても「改善します」と言うだけで改善されなかったり、返事も遅く、市に相

談してからすぐに実行されても、園の誠意が感じられない事もあった。子ども優先と言いながら、

そうでもない部分も多い。 

・年長が年中と同じ事をしている事。なぜ年長でたて割り保育になったのか…年中の子供達はいいか

もしれないが、年長の親としては大丈夫なのかと思う。 

・ワーク等がなくなったのが気になる。説明会でも遊び中心で…と言っていた様だが、子供達が文字

に興味が出てきても教えてもくれないのは、はたしていいのか？子どものためなのか？ 

・民営化になってから、現在までに方針の違い等でついていけないと辞めた先生がいる。恐らくこの

先も辞めていく先生が出てくると思う。 

・最近、保育士の入れ替えで、一気に数名の保育士が増えた。子供たちを把握していない先生が増え

て、大丈夫か不安が続いている。以前からいた保育士とは話すが、新しい保育士とはほとんど会話

もなく、園と保護者との溝が深いと思う。 

 
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。 

・年末の先生の移動は仕方ないとは思うが、急に貼紙で辞めます…と伝達されても、送迎時間により

お世話になった先生へのあいさつもできない。辞める先生が多く感じた。慣れ親しんだ先生を、子

供も親も必要としていると思う。 

・保育士の名前がエプロンなどに書いてあるといいと思う。新しい先生方も入られ、誰がどの方なの

かとわからない。 

・何かあって先生に聞いても、先生達も民営化になって初めてのことで、先生達が分かっていない事

も多々あった。先生の入れ替わりも不安。でも新しい先生がニコニコしてくれるのでうれしく思う。 

・保育園毎に特色があるのは良い事だが、あまりに保育園毎に保育の質に開きがあるのでは？と思う。

民営化された園が良くなるのであれば良いが、悪くなるのでは、民営化するのは辞めたほうがいい

と思う。他の民営化された園はどうなのか？良くなっている園もあるようだが、個人的には前の霧

島市立の時の方が良かった。先生方は一生懸命子供達を保育して下さり感謝しているが、もう少し

良くなる事を期待している。 

・新しく先生方が増えているが、掲示板で名前だけ知らされても、一人ではなく何人かで入られても

顔と名前が一致しない。しばらくはネームを付けたり、顔写真入でおたよりプリントがあってもい

いのでは？ 



・新しい先生達が増えて、名前を配られた紙や掲示に名前が貼ってあったりもしたが、どの先生がど

の名前かわからない。新しい先生には、ひらがなでネームを付けてもらうか、掲示板（顔写真すぐ

横に名前）等対策をとってもらえないだろうか？ 

 


