
民営化後２年目における保育園の保育

内容等に関するアンケート調査報告書 

【玉島保育園】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年３月 

 



目 次 

 

 

 

Ⅰ 調査概要                           …… 1 

 １ 調査の目的                          

 ２ 調査方法                           

    (1) 保護者アンケート 

①調査対象 

②対象世帯 

③調査項目 

④調査の実施方法 

  (2) 回答状況 

 

 

Ⅱ アンケート調査結果                      …… 2 

 １ アンケート調査の概要                     

  (1) 回答状況等                         

 ２ 調査結果                          …… ３ 

  １ 保護者との連携について                  …… ４ 

   (1) 保護者への接し方                     

 ①民営化以前からの在園世帯                …… ５ 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… ６ 

 ③全世帯（全体）                      

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… ７ 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】                 

   (2) 悩みなどへの相談対応                  …… ８ 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… ９ 

 ③全世帯（全体）                     …… 10 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 11 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

    



(3) 要望・意見への対応                   …… 12 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 13 

 ③全世帯（全体）                     …… 14 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 15 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (4) 保護者の費用負担（延長保育料、保育用品）        …… 16 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 17 

 ③全世帯（全体）                     …… 18 

 ④保護者の費用負担（延長保育料、保育用品）に対する意見  …… 19 

   (5) 保護会への協力                     …… 20 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 21 

 ③全世帯（全体）                     …… 22 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 23 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (6) 保護者への情報提供                   …… 24 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 25 

 ③全世帯（全体）                     …… 26 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 27 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

 

  2 保育内容について                     …… 28 

   (1) 生活習慣（食事、排泄、午睡など）             

 ①民営化以前からの在園世帯 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 29 

 ③全世帯（全体）                     …… 30 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 31 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

    



(2) 遊び（造形、リズム、運動など）             …… 32 

 ①民営化以前からの在園世帯 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 33 

 ③全世帯（全体）                     …… 34 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 35 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (3) 異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流）   …… 36 

 ①民営化以前からの在園世帯 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 37 

 ③全世帯（全体）                     …… 38 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 39 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (4) 食育                          …… 40 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 41 

 ③全世帯（全体）                     …… 42 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 43 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (5) 子どもへの接し方                    …… 44 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 45 

 ③全世帯（全体）                     …… 46 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 47 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (6) 障害児保育                       …… 48 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 49 

 ③全世帯（全体）                     …… 50 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 51 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

 



   (7) 保育士の配置状況                    …… 52 

 ①民営化以前からの在園世帯                

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 53 

 ③全世帯（全体）                     …… 54 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 55 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

 

  3 保健関係について                     …… 56 

   (1) 健康診断の実施内容 

 ①民営化以前からの在園世帯 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 57 

 ③全世帯（全体）                     …… 58 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 59 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (2) 健康指導（からだの話など）               …… 60 

 ①民営化以前からの在園世帯 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 61 

 ③全世帯（全体）                     …… 62 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 63 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (3) 衛生対策（手洗い用石けんの常備など）          …… 64 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 65 

 ③全世帯（全体）                     …… 66 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 67 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (4) アレルギー児への対応（給食、与薬など）         …… 68 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 69 

 ③全世帯（全体）                     …… 70 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 71 

【１年目の結果】 



【１年目と２年目の比較】 

   (5) 病気やけがのときの対応                 …… 72 

（処置や日々の与薬、保護者への連絡など） 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 73 

 ③全世帯（全体）                                          …… 74 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 75 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

 

  4 給食について                       …… 76 

   (1) 給食の内容 

 ①民営化以前からの在園世帯                                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 77 

 ③全世帯（全体）                     …… 78 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 79 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (2) 献立表の項目内容（わかりやすさなど）          …… 80 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 81 

 ③全世帯（全体）                     …… 82 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 83 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

 

  5 保育環境について                      …… 84                      

   (1) 遊具や砂場などの安全・衛生管理 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 85 

 ③全世帯（全体）                     …… 86 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 87 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (2) 安全対策（不審者の侵入防止など）            …… 88 

 ①民営化以前からの在園世帯                 



 ②民営化以後からの在園世帯                …… 89 

 ③全世帯（全体）                     …… 90 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 91 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (3) 施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど）         …… 92 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 93 

 ③全世帯（全体）                     …… 94 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 95 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

 

  6 年間行事（内容）について                 …… 96 

   (1) 参観、懇談 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 97 

 ③全世帯（全体）                     …… 98 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 99 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (2) 誕生会、運動会など                   …… 100 

 ①民営化以前からの在園世帯                 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 101 

 ③全世帯（全体）                     …… 102 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 103 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (3) 園外保育（遠足など）                  …… 104 

 ①民営化以前からの在園世帯 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 105 

 ③全世帯（全体）                     …… 106 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 107 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

 



  7 児童と保護者について                   …… 108 

   (1) 子どもの通園の様子 

（お子さんは喜んで通園していますか） 

 【民営化以前からの在園世帯】 

 【民営化以後からの在園世帯】 

【全世帯（全体）】                     …… 109 

【１年目と２年目の比較（全世帯（全体））】          

  

 (2) 保護者の安心感                     …… 110 

 

（保護者自身が安心してお子さんを預けていますか） 

 【民営化以前からの在園世帯】                

 【民営化以後からの在園世帯】 

 【全世帯（全体）】                     …… 111 

【１年目と２年目の比較（全世帯（全体））】          

 

  8 その他、民営化について                  …… 112 

 

 

Ⅲ 保護者アンケートまとめ                    …… 119 

①民営化以前からの在園世帯 

 ②民営化以後からの在園世帯                   …… 120 

 ③全世帯（全体）                        …… 121 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）      …… 122 

 

【参考資料】 

 民営化後２年目における保育園の保育内容等に関するアンケート（資料１） 

  



1 

 

Ⅰ 調査概要 

 

１ 調査の目的 

このアンケート調査は、これまでの民営化後における保育園の保育内容等に関する

保護者アンケートなどにおいて、保護者の方から民営化後、2年目についても、簡易な

保護者アンケートの実施を要望されていたことや、移管後の保育内容等に関して、よ

り多くの保護者の方からご意見をいただき、意向を把握するとともに、民営化事業評

価の参考にすることを目的として、民営化後１年目における保護者アンケートと同時

期に実施しました。 

 

２ 調査方法等 

(1) 保護者アンケート 

① 調査対象 

平成３０年１月１日現在、「玉島保育園」の在園児童の保護者全員 

※ 兄弟、姉妹関係は、１世帯としている。 

② 対象世帯 

９９世帯 

 

③ 調査項目 

別添「民営化後２年目における保育園の保育内容等に関するアンケート（資料１）

のとおり」 

④ 調査の実施方法 

玉島保育園で全世帯にアンケート用紙を配布し、平成２９年12月４日（月）から

平成３０年１月１5日（月）まで回収ボックスを設置し、回答を投函いただき、平成

３０年１月１６日（火）に事務局（市）が回収 

 

(2) 回答状況 

アンケートの結果については、「Ⅱ アンケート調査結果」において記述してい

るため、ここでは、回答状況についての概要を示しています。 

 

 玉島保育園 

対象世帯 ９９世帯 

回 答 ４２世帯 

未回答 ５７世帯 

回収率 ４２．４％ 
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42.4% 

57.6% 

回収率 

回答  未回答  

50% 50% 

回答者の属性 

民営化以前 

から在園世帯 

民営化以後 

から在園世帯 

Ⅱ アンケート調査結果 

 

１ アンケート調査の概要 

この度のアンケート調査については、平成２８年４月１日から民間保育園としての

運営が始まった、玉島保育園（元玉島保育所）の保護者を対象に実施しています。 

アンケート調査の結果については、「民営化以前からの在園世帯」の「移管前」と

「移管後」、「民営化以後の在園世帯」の「移管後」また、民営化後１年目に実施し

た同内容の民営化後の保育所における保育内容等のアンケート（以下、「１年目のア

ンケート」という。）の結果と比較するなどし、満足度（意向）の変化や推移を整理

し、とりまとめています。 

 

(1) 回答状況等 

当該保育園は、平成２８年４月１日から社会福祉法人親和会が運営しています。 

アンケートの回答状況については、平成３０年１月１日現在における全世帯９９

世帯のうち、４２世帯から回答をいただいており、回収率は４２.４％となっていま

す。 

また、回答のあった４２世帯のうち、民営化以前からの在園世帯は、２１世帯、

民営化以後の在園世帯は、２１世帯となっています。 

この結果を１年目のアンケートの結果と比較すると、１年目の回収率は、４８.５％

であり、今回のアンケートでは、６.1％減となっています。 

また、回答者の属性を比較すると、１年目に回答のあった４８世帯のうち、民営

化以前からの在園世帯は、３８世帯、民営化以後の在園世帯は、１０世帯となって

おり、今回のアンケートでは、民営化以前からの在園世帯の方の回答が、１年目と

比較して２９.２％減少しています。 
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２ 調査結果 

今回実施した、「民営化後２年目における保育園の保育内容等に関するアンケート

調査」では、1年目のアンケートと同様、「保護者との連携」として６つの設問、「保

育内容」として７つの設問、「保健関係」として５つの設問、「給食」として２つの

設問、「保育環境」として３つの設問、「年間行事」として３つの設問、合計６項目

２６設問の満足度（意向）調査と併せ、平成２２年度（平成２３年１月１３日）に実

施した保護者アンケートのうち、「児童と保護者自身」について、２つの設問を、ま

た、「民営化に関する意見について」自由に意見をいただき、保護者の満足度（意向）

48.5% 

42.4% 

51.5% 

57.6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

回  収  率 

回答 未回答 

79.2% 

50.0% 

20.8% 

50.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

回答者の属性  

民営化前からの在園世帯 民営化後からの在園世帯 
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を把握し、民営化事業評価の参考にしたいと考えています。 

なお、昨年度のアンケートでは、各項目ごとに自由な意見を記入いただいていまし

たが、民営化後２年目であり、「簡易なアンケートの実施を」というご要望をいただ

いていることから、各項目ごとの意見欄を省略し、「民営化に関する意見について」

として、総括し、回答者の負担の軽減を図ったものです。 

また、６項目２６設問については、「移管前」と「移管後」を比較し、その満足度

（意向）を把握し、それぞれの設問の全世帯の移管後の満足度を１年目のアンケート

結果と比較し、満足度の推移を把握しています。 

なお、民営化後から在園することとなった世帯の方の「移管前」については、「不

明」であると回答いただくことが多く、「民営化後に入園することになった世帯の方

が移管前の状況について判断するのは難しいのでは」とのご意見もいただきましたの

で、今回のアンケートから、「移管後」についてのみ回答いただいています。 

移管前と移管後及び１年目のアンケート結果との比較における保護者の満足度（意

向）の結果については、今後の民営化後における保育園運営と存続する公立保育所の

運営の参考にいたします。 

 

１ 保護者との連携について 

(1) 保護者への接し方 

保護者への接し方として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度の結果について、１年目のアンケートの結果と比較して

います。 

 

  

33.3% 

23.8% 

42.9% 

57.1% 

19.0% 

14.3% 

4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者への接し方 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、４２.９％であり、両方を合計すると、７６.２％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

９５.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、５７.１％であり、両方を合計すると、８０.９％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、９５.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

 

 

 

 

42.9% 28.6% 19.0% 9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

保護者への接し方 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、７１.５％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、９.５％であり、９.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前の満足度については、民営化以前からの在園世帯の方にのみ回答をい

ただいておりますので、全世帯の移管前の回答状況は、「①民営化以前の在園

世帯」の【移管前】と同データとなります。 

以下の項目においても同じですので、世帯全体の結果分析については、【移

管前】の項目を省略させていただきます。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、４２.９％であり、両方を合計すると、７６.２％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１６.７％であり、この方々を含める

と、９２.９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

33.3% 

33.3% 

42.9% 

42.9% 

19.0% 

16.7% 

4.8% 

7.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者への接し方 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、７.１％であり、７.１％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方の比率が、０％で

した。 

 

 

 

④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、３９.６％であり、両方を合計すると、６２.５％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１.３％であり、この方々を含める

と、９３.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.１％、「やや不満」であると回答

した方も、４.2％あり、６.３％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３３.３％と、１年目と比較

して１０.４％増加しており、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して３.３％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１４.６％減少してお

22.9% 

33.3% 

39.6% 

42.9% 

31.3% 

16.7% 

4.2% 

7.1% 

2.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

保護者への接し方 

（全体・移管後の前年との比較）  

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が９３.８％、２年目が９２.９％と、２年目において０.９％減少して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目が２.１％、２年目が０％で２

年目において２.１％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目４.２％、

２年目は７.１％と、２年目において２.９％増加しています。なお、「不明」で

あると回答した方は、１年目、２年目共に０％でした。 

 

(2) 悩みなどの相談対応 

悩みなどへの相談対応として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不

満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくと

ともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較し

ています。 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、４２.９％であり、両方を合計すると、８１％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、９５.３％の方は、それほど大きな不満はないといくことが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

38.1% 

23.8% 

42.9% 

38.1% 

14.3% 

38.1% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

悩みへの相談対応 

（民営化前からの在園世帯） 
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【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、３８.１％であり、両方を合計すると、６１.９％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

 

 
 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、７１.４％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

９０.４％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は、４.８％あり、９.６％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

52.4% 19.0% 19.0% 4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

悩みへの相談対応 

（民営化後からの在園世帯） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、６６.７％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、９５.３％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は２.４％、「やや不満」であると回答し

た方は２.４％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているという結果が

でています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

38.1% 

38.1% 

42.9% 

28.6% 

14.3% 

28.6% 2.4% 

4.8% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

悩みなどへの相談対応 

（全体） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、１８.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２５％であり、両方を合計すると、４３.８％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４７.９％であり、この方々を含める

と、９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.１％、「やや不満」であると回答

した方は、６.３％であり、８.４％の方が、何らかの不満を有しているという結

果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３８.１％と、１年目と比較

して１９.３％増加しており、「やや満足」であると回答した方も、１年目と比

較して３.６％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１９.３％減少してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が９１.７％、２年目が９５.３％と、２年目において３.６％増加して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.１％、２年目２.４％と２年

目において０.３％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目６.３％、

２年目２.４％と、２年目において３.９％減少しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でした。 

18.8% 

38.1% 

25.0% 

28.6% 

47.9% 
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6.3% 

2.4% 

2.1% 

2.4% 
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悩みなどへの相談対応 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



12 

 

(3) 要望・意見への対応 

要望・意見への対応として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、４２.８％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５２.４％であり、この方々を含める

と、９５.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は４.８％、「やや不満」であると回答し

た方は、０％であり４.８％の方が、何らかの不満を有していたという結果がで

ています。 

なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、３３.３％であり、両方を合計すると、６６.６％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、９５.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているという

結果が出ています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

23.8% 

33.3% 

19.0% 

33.3% 

52.4% 

28.6% 4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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要望・意見への対応 

（民営化前からの在園世帯） 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、５２.４％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方が４.８％、「やや不満」であると回答し

た方が４.８％であり、９.６％の方が、何らかの不満を有しているという結果が

でています。 

なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

42.9% 9.5% 38.1% 4.8% 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.４％であり、両方を合計すると、５９.５％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、９２.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.４％、「やや不満」であると回答

した方は４.８％で、７.２％の方が、何らかの不満を有しているという結果がで

ています。 

なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 
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52.4% 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２５％、「やや満足」であ

ると回答した方は、３７.５％であり、両方を合計すると、６２.５％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１.３％であり、この方々を含める

と、９３.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.１％、「やや不満」であると回答

した方は４.２％で、６.３％の方が、何らかの不満を有しているという結果がで

ています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３８.１％と、１年目と比較

して１３.１％増加していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目

と比較して１６.１％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において２％増加しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が９３.８％、２年目が９２.８％と、２年目において１％減少しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.１％、２年目２.４％で、２

年目において０.３%増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目４.２％、

２年目４.８％と、２年目において０.６％増加しております。 

なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 
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(4) 保護者の費用負担（延長保育料、保育用品） 

保護者の費用負担（延長保育料、保育用品）として、「満足」、「やや満足」、

「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を

選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケ

ートの結果と比較しています。 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」

であると回答した方は、４.８％であり、両方を合計すると、２８.６％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、７１.４％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、３３.３％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、６６.７％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、

共に０％でした。 

23.8% 

23.8% 

4.8% 

9.5% 

71.4% 

66.7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者への費用負担（延長保育料、保育用品） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、０％であり、両方を合計すると、４７.６％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５２.４％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

47.6% 52.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

保護者への費用負担（延長保育料、保育用品） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、４.８％であり、両方を合計すると、４０.５％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５９.５％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、

０％でした。 

 

23.8% 

35.7% 

4.8% 

4.8% 

71.4% 

59.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者への費用負担（延長保育料、保育用品） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２０.8%、「やや満足」であ

ると回答した方は、１４.６％であり、両方を合計すると、３５.４％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５６.３％であり、この方々を含める

と、９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％、「やや不満」であると回答し

た方も６.３％であり、６.３％の方が、何らかの不満を有しているという結果が

でています。なお、「不明」であると回答した方は、２.１％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３５.７％と、１年目と比較

して１４.９％増加し、「やや満足」であると回答した方は１年目と比較して 

９.８％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において３.２％増加しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が９１.７％、２年目が１００％と、２年目において８.３％増加していま

す。一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％、「やや

不満」であると回答した方は、１年目６.３％、２年目０％と、２年目において

６.３％減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目２.１％、

２年目０％でした。 

20.8% 

35.7% 

14.6% 

4.8% 

56.3% 

59.5% 

6.3% 

2.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

保護者への費用負担（延長保育料、保育用品） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(5) 保護者会への協力 

保護者会への協力として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 
 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、３８％の方が概ね満足

しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４７.６％であり、この方々を含める

と、８５.６％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は４.８％で、９.６％の方は何らかの不満を有しているという結果がでて

います。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６１.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、９０.５％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４.８％であり、この方々を含めると、

９５.３％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％で

した。 

19.0% 

61.9% 

19.0% 

28.6% 

47.6% 

4.8% 

4.8% 

4.8% 

4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者会への協力 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

 
 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、４.８％であり、両方を合計すると、４７.７％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、１９％で

した。 

 

42.9% 4.8% 33.3% 19.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

保護者会への協力 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

２０ページ「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.７％であり、両方を合計すると、６９.１％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

８８.１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、１１.９％

でした。 

 

19.0% 

52.4% 

19.0% 

16.7% 

47.6% 

19.0% 

4.8% 

4.8% 

4.8% 

11.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者会への協力 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２９.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.９％であり、両方を合計すると、５２.１％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３５.４％であり、この方々を含める

と、８７.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は、４.２％あり、４.２％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、８.３％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５２.４％と、１年目と比較

して２３.２％増加し、「やや満足」であると回答した方は１年目と比較して 

６.２％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１６.４％減少してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が８７.５％、２年目が８８.１％と、２年目において０.６％増加して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％、「やや不

満」であると回答した方は、１年目４.２％、２年目０％と２年目において４.２％

減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目８.３％、２年

目１１.９％でした。 

29.2% 

52.4% 

22.9% 

16.7% 

35.4% 

19.0% 

4.2% 

8.3% 

11.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

保護者会への協力 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(6) 保護者への情報提供 

保護者への情報提供として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、６１.９％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、４２.９％であり、両方を合計すると、８５.８％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、

共に０％でした。 

 

33.3% 

42.9% 

28.6% 

42.9% 

38.1% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者への情報提供 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

 
 

② 民営化以後の在園世帯 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、４２.９％であり、両方を合計すると、８５.８％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

 

42.9% 42.9% 14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

保護者への情報提供 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

２４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、４２.９％であり、両方を合計すると、８５.８％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

33.3% 

42.9% 

28.6% 

42.9% 

38.1% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者への情報提供 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２９.２％であり、両方を合計すると、６２.５％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２７.１％であり、この方々を含める

と、８９.６％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.２％、「やや不満」であると回答

した方は、６.３％であり、１０.５％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４２.９％と、１年目と比較

して９.６％増加しており、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比較

して１３.７％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１２.８％減少してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が８９.６％、２年目が１００％と、２年目において１０.４％増加し

ています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目４.２％、２年目０％で、２年

目において４.２％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目６.３％、

２年目０％と、２年目において６.３％減少しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でした。 
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4.2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

保護者への情報提供 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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２ 保育内容について 

(1) 生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

生活習慣（食事、排泄、午睡など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、３３.３％であり、両方を合計すると、７１.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方も４２.９％であり、両方を合計すると、８１％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考察で

きます。なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共

に０％でした。 

38.1% 

38.1% 

33.3% 

42.9% 

28.6% 

19.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６１.９％、「やや満足」で

あると回答した方も２３.８％であり、両方を合計すると、８５.７％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方も９.５％であり、この方々を含めると、

９５.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

61.9% 23.8% 9.5% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

２８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方も３３.３％であり、両方を合計すると、８３.３％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、９７.６％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.４％でしたが、「やや不満」であ

ると回答した方は、０％であり、２.４％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

38.1% 

50.0% 

33.3% 

33.3% 

28.6% 

14.3% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２５％であり、両方を合計すると、５２.１％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、８５.４％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は２.１％、「やや不満」であると回答し

た方は、１０.４％であり、１２.５％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、２.１％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５０％と、１年目と比較し

て２２.９％増加し、「やや満足」であると回答した方も、１年目と比較して 

８.３％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１９％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が８５.４％、２年目が９７.６％と、２年目において１２.２％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２.１％、２年目共２.４％と

２年目において０.３％増加しましたが、「やや不満」であると回答した方は、

１年目、１０.４％、２年目０％と、２年目において１０.４％減少しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目、２.１％、２年目、０％でし

た。 

27.1% 

50.0% 

25.0% 

33.3% 

33.3% 

14.3% 

10.4% 

2.1% 

2.4% 

2.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(2) 遊び（造詣、リズム、運動など） 

遊び（造詣、リズム、運動など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、３３.３％であり、両方を合計すると、７１.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、

共に０％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方も２３.８％であり、両方を合計すると、７６.２％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、

共に０％でした。 

38.1% 

52.4% 

33.3% 

23.8% 

28.6% 

23.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

遊び（造形、リズム、運動など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、９０.５％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、９.５％であり、この方々を含めると、

１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考察で

きます。なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共

に０％でした。 

 

 

66.7% 23.8% 9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

遊び（造形、リズム、運動など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

３２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５９.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、８３.３％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１６.７％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、

共に０％でした。 

 

 

38.1% 

59.5% 

33.3% 

23.8% 

28.6% 

16.7% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

遊び（造形、リズム、運動など） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.１％であり、両方を合計すると、５４.２％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２５％であり、この方々を含めると、

７９.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.１％、「やや不満」であると回答

した方が、１４.６％であり、１６.７％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.２％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５９.５％と、１年目と比較

して３２.４％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と

比較して３.３％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において８.３％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が７９.２％、２年目が１００％と、２年目において２０.８％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２.１％、２年目、０％で、

２年目において２.１％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目 

１４.６％、２年目0％と、２年目において１４.６％減少しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目４.２％、２年目０％でした。 

27.1% 

59.5% 

27.1% 

23.8% 

25.0% 

16.7% 

14.6% 

2.1% 

4.2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

遊び（造形、リズム、運動など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(3) 異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流） 

異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流）として、「満足」、「や

や満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当

する項目を選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年

目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、７１.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、９５.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、７１.５％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は２３.８％であり、この方々を含めると、

９５.３％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

47.6% 

42.9% 

23.8% 

28.6% 

23.8% 

23.8% 

4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



37 

 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方も２８.６％であり、両方を合計すると、８１％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４.８％であり、この方々を含めると、

８５.８％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方が、９.５％であり、９.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

52.4% 28.6% 4.8% 
9.5% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

３６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、７６.２％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方が、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 
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14.3% 
4.8% 

4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



39 

 

 

④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３１.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.９％であり、両方を合計すると、５４.２％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１.３％であり、この方々を含める

と、８５.５％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

なお、「不満」であると回答した方が、２.１％、「やや不満」であると回答

した方が、６.３％あり、８.４％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、６.３％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.２％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４７.６％と、１年目と比較

して１６.３％増加しており、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して５.７％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１７％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が８５.５％、２年目が９０.５％で、２年目において、５％増加しており

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.１％、２年目０％で、２年

目において、２.１％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目６.３％、

２年目４.８％と、２年目において１.５％減少しておいます。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目６.３％、２年目４.８％でした。 

31.3% 

47.6% 

22.9% 

28.6% 

31.3% 

14.3% 

6.3% 

4.8% 

2.1% 

6.3% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(4) 食育 

食育として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、

「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移管後の

全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、７１.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、６１.９％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。なお、「やや不満」、「不満」、「不明」であると回答した方は、

共に０％でした。 

57.1% 

52.4% 

14.3% 

9.5% 

28.6% 

38.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

食 育 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、７６.２％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が何らかの不満を有しているとい

う結果が出ています。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

52.4% 23.8% 14.3% 4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

食 育 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

４０ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方も１６.７％であり、両方を合計すると、６９.１％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方も２６.２％であり、この方々を含めると、

９５.３％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、２.４％であり、２.４％の方が何らかの不満を有しているとい

う結果が出ています。 

なお、「不明」であると回答した方は、２.４％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

57.1% 

52.4% 

14.3% 

16.7% 

28.6% 

26.2% 2.4% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

食 育 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２９.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、2２.９％であり、両方を合計すると、５２.１％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１.３％であり、この方々を含める

と、８３.４％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.２％、「やや不満」であると回答

した方が、１０.４％であり、１４.６％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、２.１％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５２.４％と、１年目と比較

して２３.２％増加していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目

と比較して６.２％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において５.１％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が８３.４％、２年目が９５.３％と、２年目において１１.９％増加してい

ます。一方、「不満」であると回答した方は、１年目、４.２％、２年目、０％

と２年目において４.２％減少しており、「やや不満」であると回答した方も、

１年目、１０.４％、２年目、２.４％と、２年目において８％減少しています。。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目２.１％、２年目２.４％でした。 

29.2% 

52.4% 

22.9% 

16.7% 

31.3% 

26.2% 

10.4% 

2.4% 

4.2% 

2.1% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

食 育 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(5) 子どもへの接し方 

子どもへの接し方として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、７６.２％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

９５.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％で、「やや不満」であると回

答した方は、０％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているという結

果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、７１.５％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、9５.３％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

52.4% 

42.9% 

23.8% 

28.6% 

19.0% 

23.8% 4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

子どもへの接し方 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、７６.１％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、９０.４％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方が、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

 

57.1% 19.0% 14.3% 4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

子どもへの接し方 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

４４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、７３.８％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

９２.８％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、2.4％でした。 
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19.0% 

19.0% 4.8% 

4.8% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

子どもへの接し方 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、３３.３％であり、両方を合計すると、６０.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２９.２％であり、この方々を含める

と、８９.６％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方が、１０.４％であり、１０.４％の方が、何らかの不満を有してい

るという結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目、

０％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５０％と、１年目と比較し

て２２.９％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して９.５％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１０.２％減少してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が８９.６％、２年目が９２.８％と、２年目において３.２％増加して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目ともに０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目、１０.４％、２年目４.８％と２年

目において５.６％減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１

年目０％、２年目２.４％でした。 
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2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

子どもへの接し方 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(6) 障害児保育 

障害児保育として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不

満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移

管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４.８％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、１９.１％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、４２.９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、４.８％の方が何らかの不満を有しているという結果が

でています。 

なお、「不明」であると回答した方は、５２.４％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

 

 

4.8% 

4.8% 

14.3% 
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23.8% 

23.8% 

4.8% 

52.4% 

61.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 
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障害児保育 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４.８％、「やや満足」であ

ると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、１４.３％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、３８.１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、６１.９％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、０％であり、両方を合計すると、１９％の方が、概ね満足

しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、９.５％であり、この方々を含めると、

２８.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％であり、不

満ではないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、７１.４％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。 

19.0% 9.5% 71.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

障害児保育 

（民営化後からの在園世帯） 
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（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が９９.９％となっています。） 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

４８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１１.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、４.８％であり、両方を合計すると、１６.７％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１６.７％であり、この方々を含める

と、３３.４％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％であり、不

満ではないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、６６.７％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、１４.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、２２.９％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２２.９％であり、この方々を含める

と、４５.８％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は、２.１％であり、２.１％の方は、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、５２.１％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、１１.９％と、１年目と比較

して２.７％減少し、「やや満足」であると回答した方も、１年目と比較して 

３.５％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において６.２％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が４５.８％、２年目が３３.４％と、２年目において、１２.４％減少して

います。 

  

14.6% 

11.9% 

8.3% 
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一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目、２.１％、２年目、０％と、２年

目において、２.１％減少しております。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目５２.１％、２年目６６.７％で、

この設問に限っては、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている

方のみに特化した結果がでていると考えられます。 

 

(7) 保育士の配置状況 

保育士の配置状況として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、５７.１％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、９５.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満は

ないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 
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【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１４.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、３８.１％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、７１.４％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、２３.８％であり、２３.８％の方が、何らかの不満を有してい

るという結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％で

した。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、４７.６％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、７６.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、９.５％であり、９.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でし

た。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

５２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２６.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.７％であり、両方を合計すると、４２.９％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１％であり、この方々を含めると、

７３.９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、１６.７％であり、１６.７％の方が、何らかの不満を有してい

るという結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、１４.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１２.５％であり、両方を合計すると、２７.１％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３９.６％であり、この方々を含める

と、６６.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.２％でしたが、「やや不満」であ

ると回答した方は、２７.１％であり、３１.３％の方が、何らかの不満を有して

いるという結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、２.１％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、２６.２％と、１年目と比較

して１１.６％増加し、「やや満足」であると回答した方も、１年目と比較して

４.２％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において８.６％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が６６.７％、２年目が７３.９％と、２年目において、７.２％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目４.２％、２年目０％で、２年

目において４.２％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目２７.１％、

２年目１６.７％と、２年目において１０.４％減少しております。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目２.１％、２年目９.５％でした。 
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３ 保健関係について 

(1) 健康診断の実施内容 

健康診断の実施内容として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方も９.５％であり、両方を合計すると、５２.４％の方が概ね満

足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、０％であり、両方を合計すると、４７.６％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 
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また、「普通」であると回答した方は、４２.９％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、４７.６％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、８５.７％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満は

ないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

５６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、４.８％であり、両方を合計すると、４７.７％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４０.５％であり、この方々を含める

と、８８.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、２.４％であり、２.４％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３５.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、４３.７％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４５.８％であり、この方々を含める

と、８９.５％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.２％であり、４.２％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、６.３％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４２.９％と、１年目と比較

して７.５％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して３.５％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において５.３％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が８９.５％、２年目が８８.２％と、２年目において、１.３％減少してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目４.２％、２年目２.４％と、２年目

において１.８％減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年

目、６.３％、２年目、９.５％でした。 
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(2) 健康指導（からだの話など） 

健康指導として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、

「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移管後の

全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方も１９％であり、両方を合計すると、５７.１％の方が概ね満

足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、９０.４％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％でした。 

なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が９９.９％となっています） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方も９.５％であり、両方を合計すると、４２.８％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４２.９％であり、この方々を含める

と、８５.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％であり、「やや不満」である

と回答した方は、０％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

38.1% 

33.3% 

19.0% 

9.5% 

33.3% 

42.9% 

4.8% 

9.5% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

健康指導（からだの話など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、４２.９％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、８１％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％でした。 

なお、「不明」であると回答した方は、１９％でした。 

 

 

28.6% 14.3% 38.1% 19.0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

健康指導（からだの話など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

６０ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１１.９％であり、両方を合計すると、４２.９％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４０.５％であり、この方々を含める

と、８３.４％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.４％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、２.４％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 
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31.0% 

19.0% 

11.9% 

33.3% 

40.5% 

2.4% 

9.5% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

健康指導（からだの話など） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２５％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１０.４％であり、両方を合計すると、３５.４％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５０％であり、この方々を含めると、

８５.４％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方が２.１％、「やや不満」であると回答し

た方は、４.２％であり、６.３％の方が何らかの不満を有していたという結果が

でています。なお、「不明」であると回答した方は、８.３％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３１％と、１年目と比較し

て６％増加しており、「やや満足」であると回答した方も、１年目と比較して

１.５％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において９.５％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が８５.４％、２年目が８３.４％と、２年目において、２％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２.１％、２年目、２.４％と、

２年目において０.３％増加しており、「やや不満」と回答した方は、１年目４.

２％、２年目０％と、２年目において４.２％減少しています。なお、「不明」

であると回答した方は、１年目８.３％、２年目１４.３％でした。 

 

25.0% 

31.0% 

10.4% 

11.9% 

50.0% 

40.5% 

4.2% 

2.1% 

2.4% 

8.3% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

健康指導（からだの話など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(3) 衛生対策（手洗い用石けんの常備など） 

衛生対策（手洗い用石けんの常備など）として、「満足」、「やや満足」、「普

通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択

していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケート

の結果と比較しています。 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、５７.１％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、８５.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、５７.２％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、９.５％であり、９.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

 

38.1% 

42.9% 

19.0% 

14.3% 

28.6% 

23.8% 

4.8% 

9.5% 

9.5% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

衛生対策（手洗い用石けんの常備など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、５２.４％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でし

た。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

42.9% 9.5% 28.6% 

4.8% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

衛生対策（手洗い石けんの常備など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

６４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.９％であり、両方を合計すると、５４.８％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２６.２％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は７.１％であり、７.１％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１１.９％でした。 

 

38.1% 

42.9% 

19.0% 

11.9% 

28.6% 

26.2% 

4.8% 

7.1% 

9.5% 

11.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

衛生対策（手洗い石けんの常備など） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、４.２％であり、両方を合計すると、２７.１％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５２.１％であり、この方々を含める

と、７９.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は２.１％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、８.３％であり、１０.４％の方が、何らかの不満を有している

という結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１０.４％で

した。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４２.９％と、１年目と比較

して２０％増加し、「やや満足」であると回答した方も、１年目と比較して 

７.７％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において２５.９％減少してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が７９.２％、２年目が８１％と、２年目において、１.８％増加して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２.１％、２年目、０％と、

２年目において２.１％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目、

８.３％、２年目７.１％と、２年目において１.２％減少しています。なお、「不

明」であると回答した方は、１年目１０.４％、２年目１１.９％でした。 

22.9% 

42.9% 

4.2% 

11.9% 

52.1% 

26.2% 

8.3% 

7.1% 

2.1% 

10.4% 

11.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

衛生対策（手洗い用石けんの常備など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(4) アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

アレルギー児への対応（給食、与薬など）として、「満足」、「やや満足」、

「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を

選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケ

ートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、３３.３％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、４７.６％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、５２.４％であり、この設問に限って

は、アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方のみに特化した結果

がでていると考えられます。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、４.８％であり、両方を合計すると、２８.６％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

  

19.0% 

23.8% 

14.3% 

4.8% 

14.3% 

14.3% 

52.4% 

57.1% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、４２.９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、５７.１％であり、この設問に限って

は、アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方のみに特化した結果

がでていると考えられます。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、３８.１％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、７１.４％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、２８.６％であり、この設問に限って

は、アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方のみに特化した結果

がでていると考えられます。 

 

28.6% 9.5% 33.3% 28.6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

６８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２６.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、７.１％であり、両方を合計すると、３３.３％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、５７.１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、４２.９％であり、この設問に限って

は、アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方のみに特化した結果

がでていると考えられます。 
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26.2% 

14.3% 

7.1% 

14.3% 

23.8% 

52.4% 

42.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２０.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２.１％であり、両方を合計すると、２２.９％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２２.９％であり、この方々を含める

と、４５.８％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.２％であり、４.２％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、５０％であり、この設問に限っては、

アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方のみに特化した結果がで

ていると考えられます。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、２６.２％と、１年目と比

較して５.４％増加し、「やや満足」であると回答した方も１年目と比較して

５％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において０.９％増加してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較す

ると、１年目が４５.８％、２年目が５７.１％と、２年目において、１１.３％

増加しています。 

  

20.8% 

26.2% 

2.1% 

7.1% 

22.9% 

23.8% 

4.2% 50.0% 

42.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



72 

 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目、４.２％、２年目０％で、２年

目において４.２％減少しました。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目５０％、２年目４２.９％で、

この設問に限っては、アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方

のみに特化した結果がでていると考えられます。 

 

(5) 病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、保護者への連絡など） 

病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、保護者への連絡など）として、

「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つ

の項目から該当する項目を選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度

について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、５２.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４２.９％であり、この方々を含める

と、９５.３％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％で

した。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

28.6% 

28.6% 

23.8% 

14.3% 

42.9% 

28.6% 23.8% 

4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、 

保護者への連絡など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、４２.９％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は２８.６％であり、この方々を含めると、

７１.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は、２３.８％で、２３.８％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、５２.４％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は４.８％、「やや不満」であると回答し

た方は、０％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているという結果が

でています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でした。 

28.6% 23.8% 28.6% 

4.8% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、 

保護者への連絡など） 

（民営化後からの在園世帯）  

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

７２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、４７.６％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、７６.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.４％で、「やや不満」であると回

答した方は１１.９％であり、１４.３％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

 

28.6% 

28.6% 

23.8% 

19.0% 

42.9% 

28.6% 11.9% 

2.4% 

4.8% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、 

保護者への連絡など） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２９.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.６％であり、両方を合計すると、４３.８％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３９.６％であり、この方々を含める

と、８３.４％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.２％、「やや不満」であると回答

した方は、８.３％であり、１２.５％の方が何らかの不満を有しているという結

果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.２％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、２８.６％と、１年目と比較

して０.６％減少し、「やや満足」であると回答した方は１年目と比較して 

４.４％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１１％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が８３.４％、２年目が７６.２％と、２年目において、７.２％減少してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目は４.２％でしたが、２年目は

２.４％と、２年目において１.８％減少していますが、「やや不満」であると回

答した方は、１年目８.３％、２年目１１.９％と２年目において３.６％増加し、

何らかの不満を有している方の割合が増加しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目４.２％、２年目９.５％でした。 

29.2% 

28.6% 

14.6% 

19.0% 

39.6% 

28.6% 

8.3% 

11.9% 

4.2% 

2.4% 

4.2% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、保護者への連絡な

ど） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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４ 給食について 

(1) 給食の内容 

給食の内容として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不

満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移

管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 
① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、７１.５％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、８５.８％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％でした。 

なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、８０.９％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４.８％であり、この方々を含めると、

８５.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

42.9% 

57.1% 

28.6% 

23.8% 

14.3% 

4.8% 
4.8% 

14.3% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

給食の内容 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、６６.７％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でし

た。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

 

52.4% 14.3% 14.3% 4.8% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

給食の内容 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

７６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５４.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、７３.８％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、９.５％であり、この方々を含めると、

８３.３％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１１.９％でし

た。 

 

42.9% 

54.8% 

28.6% 

19.0% 

14.3% 

9.5% 
4.8% 

14.3% 

11.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

給食の内容 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.９％であり、両方を合計すると、６６.７％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１.３％であり、この方々を含める

と、９８％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.１％でしたが、「やや不満」であ

ると回答した方は、０％であり、２.１％の方が何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５４.８％と、１年目と比較

して１１％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は１年目と比較

して３.９％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において２１.８％減少してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目９８％、２年目８３.３％と、２年目において１４.７％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２.１％、２年目、０％で、

２年目において、２.１％減少しており、「やや不満」であると回答した方は、

１年目０％、２年目４.８％と２年目において４.８％増加しています。なお、「不

明」であると回答した方は、１年目０％、２年目１１.９％でした。 

43.8% 

54.8% 

22.9% 

19.0% 

31.3% 

9.5% 

4.8% 

2.1% 

11.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

給食の内容 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(2) 献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

献立表の項目内容（わかりやすさなど）として、「満足」、「やや満足」、「普

通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択

していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケート

の結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、７１.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、９５.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％でした。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、８０.９％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、９５.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％でした。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

47.6% 

57.1% 

23.8% 

23.8% 

23.8% 

14.3% 

4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、６６.７％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、８１％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％、「やや不満」であると回答し

た方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

42.9% 23.8% 14.3% 4.8% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

８０ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、７３.８％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、８８.１％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％、「やや不満」であると回答し

た方は、２.４％であり、２.４％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

 

47.6% 

50.0% 

23.8% 

23.8% 

23.8% 

14.3% 

2.4% 

4.8% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

献立表の項目（わかりやすさなど） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４１.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２０.８％であり、両方を合計すると、６２.５％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１.３％であり、この方々を含める

と、９３.８％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、６.３％であり、６.３％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５０％と、１年目と比較し

て８.３％増加していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して３％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１７％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が９３.８％、２年目が８８.１％と、２年目において、５.７％減少してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目６.３％、２年目２.４％と、２年目

において、３.９％減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１

年目、０％、２年目、９.５％でした。 

41.7% 

50.0% 

20.8% 

23.8% 

31.3% 

14.3% 

6.3% 

2.4% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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５ 保育環境について 

(1) 遊具や砂場などの安全・衛生管理 

遊具や砂場などの安全・衛生管理として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。  

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると３８.１％の方が概ね満

足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５２.４％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満は

ないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

 

【移管後】 

移管後において満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、５２.３％の方が概ね満

足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.１％であり、この方々を含める

と、９０.４％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

28.6% 

33.3% 

9.5% 

19.0% 

52.4% 

38.1% 

9.5% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

遊具や砂場などの安全・衛生管理 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満は

ないことが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でし

た。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が９９.９％となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、４.８％であり、両方を合計すると、５２.４％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると答えた方は０％でしたが、「やや不満」であると回

答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.１％となっています。） 

47.6% 4.8% 28.6% 4.8% 14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

遊具や砂場などの安全・衛生管理 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

８４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４０.５％、「やや満足」で

あると回答した方も１１.９％であり、両方を合計すると、５２.４％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、８５.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は２.４％であり、２.４％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１１.９％でした。 

 

28.6% 

40.5% 

9.5% 

11.9% 

52.4% 

33.3% 2.4% 

9.5% 

11.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

遊具や砂場などの安全・衛生管理 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、１８.８％、「やや満足」で

あると回答した方も、１８.８％であり、両方を合計すると、３７.６％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４１.７％であり、この方々を含める

と、７９.３％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.１％でしたが、「やや不満」であ

ると回答した方は６.３％であり、８.４％の方が何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１２.５％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.２％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４０.５％と、１年目と比較

して２１.７％増加し、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比較して

６.９％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において８.４％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が７９.３％、２年目が８５.７％と、２年目において、６.４％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.１％、２年目０％と、２年

目にいて２.１％減少し、「やや不満」であると回答した方も、１年目、６.３％、

２年目共に２.４％と、２年目において３.９％減少しました。なお、「不明」で

あると回答した方は、１年目１２.５％、２年目１１.９％でした。 
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40.5% 

18.8% 

11.9% 

41.7% 

33.3% 

6.3% 

2.4% 

2.1% 

12.5% 

11.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

遊具や砂場などの安全・衛生管理 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(2) 安全対策（不審者の侵入防止など） 

安全対策（不審者の侵入防止など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１４.３％、「やや満足」で

あると回答した方も４.８％であり、両方を合計すると、１９.１％の方が概ね満

足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５７.１％であり、この方々を含める

と、７６.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は、１４.３％であり、１９.１％の方が、何らかの不満を有しているたい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.１％となっています。） 
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9.5% 

4.8% 

4.8% 

4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

安全対策（不審者の侵入防止など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１９％、「やや満足」であ

ると回答した方も３３.３％であり、両方を合計すると、５２.３％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、８０.９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は、９.５％であり、１４.３％の方が、何らかの不満を有しているたいう

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.５％であり、両方を合計すると、３８.１％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、７１.４％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は、９.５％であり、１４.３％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でした。 

 

28.6% 9.5% 33.3% 9.5% 

4.8% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

安全対策（不審者の侵入防止など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

８８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.４％であり、両方を合計すると、４５.２％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１％であり、この方々を含めると、

７６.２％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％、「やや不満」であると回答

した方は、９.５％であり、１４.３％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 
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4.8% 
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満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２０.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１８.８％であり、両方を合計すると、３９.６％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２７.１％であり、この方々を含める

と、６６.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１６.７％、「やや不満」であると回

答した方も１４.６％であり、３１.３％の方が何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、２.１％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、２３.８％と、１年目と比較

して３％増加し、「やや満足」であると回答した方も、１年目と比較して２.６％

増加しています。 

また、「普通」であると回答した方も２年目において３.９％増加し、「満足」、

「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、１年目が 

６６.７％、２年目が７６.２％と、２年目において、９.５％増加しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目１６.７％、２年目４.８％と、

２年目において１１.９％減少し、「やや不満」であると回答した方も、１年目

１４.６％、２年目９.５％と２年目において５.１％減少しています。なお、「不

明」であると回答した方は、１年目２.１％、２年目９.５％でした。 
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１年目 

２年目 

安全対策（不審者の侵入防止など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(3) 施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど） 

施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど）として、「満足」、「やや満足」、

「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を

選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケ

ートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、４７.６％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４２.９％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.１％となっています） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、５２.３％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 
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施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、８５.６％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は９.５％であり、９.５％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、４.８％であり、両方を合計すると、４７.７％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１４.３％でし

た。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

42.9% 4.8% 33.3% 4.8% 

14.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



94 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

９２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.９％であり、両方を合計すると、５０％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、８３.３％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、７.１％であり、７.１％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、９.５％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が９９.９％となっています。） 

 

23.8% 

38.1% 

23.8% 

11.9% 

42.9% 

33.3% 

4.8% 

7.1% 

4.8% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２０.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１８.８％であり、両方を合計すると、３９.６％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３９.６％であり、この方々を含める

と、７９.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.２％、「やや不満」であると回答

した方は、１０.４％であり、１４.６％の方が何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、６.３％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３８.１％と、１年目と比較

して１７.３％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は１年目と比

較して６.９％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において６.３％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が７９.２％、２年目が８３.３％と、２年目において、４.１％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目４.２％、２年目０％と、２年

目において４.２％減少し、「やや不満」であると回答した方も、１年目１０.４％、

２年目７.１％と２年目において３.３％減少しています。なお、「不明」である

と回答した方は、１年目、６.３％、２年目、９.５％でした。 

20.8% 

38.1% 

18.8% 

11.9% 

39.6% 

33.3% 

10.4% 

7.1% 

4.2% 

6.3% 

9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

施設・環境（園舎、園庭、おもちゃ） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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６ 年間行事（内容）について 

(1) 参観、懇談 

参観、懇談として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不

満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移

管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、４２.９％であり、両方を合計すると、７６.２％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、６１.９％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.６％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、９.５％であり、９.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

33.3% 

33.3% 

42.9% 

28.6% 

23.8% 

28.6% 9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

参観・懇談 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、1４.３％であり、両方を合計すると、５７.２％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.１％となっています。） 

 

42.9% 14.3% 33.3% 4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

参観・懇談 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

９６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.４％であり、両方を合計すると、５９.５％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１％であり、この方々を含めると、

９０.５％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方も７.１％であり、７.１％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、２.４％でした。 

 

33.3% 

38.1% 

42.9% 

21.4% 

23.8% 

31.0% 7.1% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

参観・懇談 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、１２.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、２５％であり、両方を合計すると、３７.５％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４５.８％であり、この方々を含める

と、８３.３％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.１％、「やや不満」であると回答

した方も１０.４％であり、１２.５％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.２％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３８.１％と、１年目と比較

して２５.６％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と

比較して３.６％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１４.８％減少してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が８３.３％、２年目が９０.５％と、２年目において、７.２％増加し

ています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.１％、２年目０％と、２年

目において２.１％減少し、「やや不満」であると回答した方も、１年目１０.４％、

２年目７.１％と２年目において３.３％減少しています。なお、「不明」である

と回答した方は、１年目４.２％、２年目２.４％でした。 
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38.1% 

25.0% 

21.4% 

45.8% 
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7.1% 

2.1% 

4.2% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

参観・懇談 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(2) 誕生会、運動会など 

誕生会、運動会などとして、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 
 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、６６.７％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、６６.７％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、９０.５％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、９.５％であり、９.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

42.9% 

52.4% 

23.8% 

14.3% 

33.3% 

23.8% 9.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

誕生会、運動会など 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.８％であり、両方を合計すると、７１.４％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、８５.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、４.８％で、「やや不満」であると回

答した方は、４.８％であり、９.６％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

 

47.6% 23.8% 14.3% 4.8% 

4.8% 

4.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

誕生会、運動会など 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１００ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、６９％の方が、概ね満

足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

８８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.４％でしたが、「やや不満」であ

ると回答した方は、７.１％であり、９.５％の方が、何らかの不満を有している

という結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、２.４％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が９９.９％となっています。） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２９.２％であり、両方を合計すると、５２.１％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２９.２％であり、この方々を含める

と、８１.３％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、６.３％、「やや不満」であると回答

した方は、６.３％であり、１２.６％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、６.３％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.２％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５０％と、１年目と比較し

て２７.１％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して１０.２％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１０.２％減少してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が８１.３％、２年目が８８％と、２年目において、６.７％増加して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目６.３％、２年目２.４％と、２

年目において３.９％減少しましたが、「やや不満」であると回答した方は、１

年目６.３％、２年目７.１％と２年目において０.８％増加しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目６.３％、２年目２.４％でした。 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

誕生会・運動会など 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(3) 園外保育（遠足など） 

園外保育（遠足など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不

満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくと

ともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較し

ています。 

 
① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９％であり、両方を合計すると、４２.８％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１９％であり、この方々を含めると、

６１.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないということが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、 

３８.１％でした。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出

しているため、合計が９９.９％となっています。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６.％であり、両方を合計すると、６６.７％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、９.５％であり、この方々を含めると、

７６.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないということが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、 

２３.８％でした。 

23.8% 

38.1% 

19.0% 

28.6% 

19.0% 

9.5% 

38.1% 

23.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

園外保育（遠足など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、３８.１％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２３.８％であり、この方々を含める

と、６１.９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、３３.３％でし

た。 

 

23.8% 14.3% 23.8% 4.8% 33.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

園外保育（遠足など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１０４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１％、「やや満足」であ

ると回答した方も２１.４％であり、両方を合計すると、５２.４％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１６.７％であり、この方々を含める

と、６９.１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、２.４％であり、２.４％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、２８.６％でし

た。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています。） 

 

 

23.8% 

31.0% 

19.0% 

21.4% 

19.0% 

16.7% 

2.4% 

38.1% 

28.6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

園外保育（遠足など） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、１８.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、３３.３％であり、両方を合計すると、５２.１％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２０.８％であり、この方々を含める

と、７２.９％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は２.１％で、「やや不満」であると回答

した方は０％であり、２.１％の方が何らかの不満を有しているという結果がで

ています。なお、「不明」であると回答した方は、２５％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３１％と、１年目と比較し

て１２.２％増加していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と

比較して１１.９％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において４.１％減少しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が７２.９％、２年目が６９.１％と、２年目において、３.８％減少してい

ます。 

一方、「不満」であると回答された方は、１年目、２.１％、２年目、０％で

２年目において２.１％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目、

０％、２年目、２.４％と、２年目において２.４％増加しています。 

なお、不明であると回答した方は、１年目２５％、２年目２８.６％でした。 

 

18.8% 

31.0% 

33.3% 

21.4% 

20.8% 

16.7% 
2.4% 

2.1% 

25.0% 

28.6% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

園外保育（遠足など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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７ 児童と保護者について 

(1) 子どもの通園の様子（お子さんは喜んで通園していますか） 

子どもの通園の様子として、「お子さんは喜んで通園していますか」との問に、

「はい」、どちらかといえば「はい」、どちらかといえば「いいえ」、「いいえ」

の４つの項目から該当する項目を選択していただいています。 

 

 

 

【民営化以前からの在園世帯】 

移管前において、「お子さんは喜んで通園していますか」の問に対して、「は

い」と回答した方は、８１％、どちらかといえば「はい」と回答した方は、１

９％であり、両方を合計すると１００％となり、全ての方が、概ね喜んで通園

しているという結果がでています。 

なお、どちらかといえば「いいえ」、「いいえ」と回答した方は、共に０％

でした。 

 

【民営化以後の在園世帯】 

移管後において、「お子さんは喜んで通園していますか」の問に対して、「は

い」と回答した方は、６６.７％、どちらかといえば「はい」と回答した方は、 

２３.８％であり、両方を合計すると９０.５％の方が、概ね喜んで通園していると

いう結果がでています。 

一方、「いいえ」と回答した方は、０％でしたが、どちらかといえば「いいえ」

と回答した方は、４.８％であり、４.８％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。 

なお、無回答の方は、４.８％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.１％となっています。） 

81.0% 

66.7% 

73.8% 

19.0% 

23.8% 

21.4% 

4.8% 

2.4% 

4.8% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民営化以前 

からの在園世帯 

民営化以後 

からの在園世帯 

全 体 

子どもの通園の様子 

（お子さんは喜んで通園していますか） 

はい どちらかといえばはい どちらかといえばいいえ いいえ 無回答 
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【全世帯（全体）】 

全体としては、「はい」と回答した方が、７３.８％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、２１.４％であり、両方を合計すると、９５.２％の方が、概ね、

喜んで通園しているという結果がでています。 

一方、「いいえ」と回答した方は、０％でしたが、どちらかといえば「いいえ」

と回答した方は、２.４％であり、２.４％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。 

なお、無回答の方は、２.４％でした。 

 

 

 

【１年目と２年目の比較（全世帯（全体））】 

   １年目において「はい」と回答した方が、６６.７％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、３１.３％であり、両方を合計すると９８％の方が、概ね喜ん

で通園しているという結果がでています。 

   ２年目において「はい」と回答した方は、７３.８％で、１年目と比較して７.１％

増加していますが、どちらかといえば「はい」と回答した方は、１年目と比較し

て９.９％減少しています。 

   一方、「いいえ」と回答した方は、１年目、２年目共に０％でしたが、どちら

かといえば「いいえ」と回答した方は、１年目２.１％、２年目２.４％で、２年目

において０.３％増加しています。 

   なお、無回答の方は、１年目、０％、２年目２.４％でした。 

 

 

66.7% 

73.8% 

31.3% 

21.4% 

2.1% 

2.4% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

子どもの通園の様子 

（全体・前年との比較） 

はい どちらかといえばはい どちらかといえばいいえ いいえ 無回答 
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 (2) 保護者の安心感（保護者自身が安心してお子さんを預けていますか） 

保護者の安心感として、「保護者自身が安心してお子さんを預けていますか」と

の問に、「はい」、どちらかといえば「はい」、どちらかといえば「いいえ」、「い

いえ」の４つの項目から該当する項目を選択していただいています。 

 

 

 

【民営化以前からの在園世帯】 

移管前において、「保護者自身が安心してお子さんを預けていますか」の問に

対して、「はい」と回答した方は、６１.９％、どちらかといえば「はい」と回答

した方は、３８.１％であり、両方を合計すると１００％となり、全ての方が、概

ね安心してお子さんを預けているという結果がでています。 

なお、「いいえ」、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、共に０％で

した。 

 

【民営化以後の在園世帯】 

移管後において、「保護者自身が安心してお子さんを預けていますか」の問に

対して、「はい」と回答した方は、７１.４％、どちらかといえば「はい」と回答

した方は、２３.８％であり、両方を合計すると９５.２％の方が、概ね喜んで通園

しているという結果がでています。 

一方、「いいえ」、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、共に０％で

した。 

なお、無回答の方は、４.８％でした。 

 

 

 

61.9% 

71.4% 

66.7% 

38.1% 

23.8% 

31.0% 

4.8% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

民営化以前 

からの在園世帯 

民営化以後 

からの在園世帯 

全 体 

保護者の安心感 

（保護者自身が安心してお子さんを預けていますか） 

はい どちらかといえばはい どちらかといえばいいえ いいえ 無回答 
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【全世帯（全体）】 

全体としては、「はい」と回答した方が、６６.７％、どちらかといえば「はい」

と回答した方は、３１％であり、両方を合計すると、９７.７％の方が、概ね安心

してお子さんを預けているという結果がでています。 

一方、「いいえ」、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、共に０％で

した。 

なお、無回答の方は、２.４％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が１００.１％となっています） 

 

 

 

【１年目と２年目の比較（全世帯（全体））】 

   １年目において「はい」と回答した方が、４７.９％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、４５.８％であり、両方を合計すると９３.７％の方が、概ね喜ん

で通園しているという結果がでています。 

   ２年目において「はい」と回答した方は、６６.７％で、１年目と比較して 

１８.８％増加していますが、どちらかといえば「はい」と回答した方は、１年目

と比較して１４.８％減少しています。 

   一方、「いいえ」と回答した方は１年目、２.１％、２年目、０％で２年目にお

いて２.１％減少して、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、１年目、 

４.２％、２年目、０％で、２年目において４.２％減少しています。 

  なお、無回答の方は、１年目、０％、２年目、２.４％でした。 

   

 

47.9% 

66.7% 

45.8% 

31.0% 

4.2% 

2.1% 

2.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

保護者の安心感 

（全体・前年との比較） 

はい どちらかといえばはい どちらかといえばいいえ いいえ 無回答 
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8 その他、民営化について 

№ 意見・提案 回答・考え方 

1 

○与薬について処方されたものは仕方

ないのですが、市販の薬で日焼け止め、

ハンドクリーム、リップクリームなど

は（虫よけも）、医師の指示書なしに

与薬してもらえる様にしてほしい 

 

 与薬につきましては、たとえ市販の日

焼け止め、ハンドクリーム等であって

も、お子さんの疾病の把握のため、医師

の処方理由とともに申請していただく

必要がありますので、医師の指示書の提

出につきましては、引き続き、ご協力い

ただきますよう、お願いいたします。 

２ 

○担任の先生なのに自分からあいさつ

してくれない先生がいる。こちらから

声をかけるとあいさつしてくれるが、

他の保護者の方と喋っているときは前

を通ってもあいさつしてくれない。ま

た普段子どもの様子などをほとんど報

告してくれないのに、おむかえが遅か

ったり早かったり、病気あけ等の時だ

け喋りにくる。 

○子どもが1人の先生の事を怖がって

いる。子どもが悪い事もあると思いま

すが先生の事を聞くと「いつも怒って

いる」と答える。怒られた内容も先生

から報告してくれないので分からな

い。薄着保育も良いと思うが子どもそ

れぞれなので喘息持ちの子ども等は考

慮してほしい。一応先生にも伝えるが、

むかえに行くと半ソデな事がありまし

た 

○参観に両親で来られないのはどうか

と思う 

○運動会の予備日は最初から土曜日に

してほしい。運動会が終わって、発表

会までの時間が短すぎる。他の園は2

月頃が多い。本人達もしんどいと思う

が準備も間に合ってない感じがする。

むかえに行くと発表会で使うであろう

物を残っている子たちや先生が作って

いたりしているので。見た感じですが

一緒に作っているではなくて手伝って

 貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 保育園の運営について、ご心配をおか

けいたしました。 

 いただきましたご意見は、法人と共有

し、改善策を検討するなど、今後も連

携・協力を図ってまいります。 

また、保育士につきましては、研修等

を通じて、その質の向上に努めていると

ころでございます。 

今後とも公立、私立にかかわらず、保

育の質の向上に取り組んでまいります

ので、ご理解とご協力をいただきますよ

う、お願いいたします。 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

もらっている感じ。作るのであればク

ラス全員で作った方が良いのでは。 

○むかえに来ても誰が何時にむかえに

来た等、書くところがないのでセキュ

リティー上大丈夫なのかなと思う事が

ある。 

 

 

 

 

 

 

３ 

○看護士がこの5月か6月から人がか

わり、病気になるとすぐに病院につれ

ていってくれと言われるようになっ

た。保育園がお金を出してくれるわけ

でもなし、連れていってくれるわけで

もないのに！！こちらも子供の様子を

見て連れていっている。次の日行くと

「連れていってもらえましたか。」と

言われる。 

○この前、熱があり、telがあったが（ケ

ータイ）、出られないことがあったら

すぐに父親の会社にtelをしていて、す

ごく困った。お手洗いに行っていたり、

どうしてもすぐに出られない時がある

と思う。5分、10分待ってもう一度か

けなおしたりしないのか。すごく大き

なケガをして重症ですとかなら仕方な

いのかもしれないが、基本的に父親が

途中で退社して迎えに来てくれる家庭

って限られていると思う。 

○給食のメニューですが、行事ごとの

メニューをお昼に持ってくるのをやめ

てほしい。例えば、ひなまつりの日に

ちらしずしなど、そういうのは家の晩

ごはんで考えたりしてるので、昼と夜

のごはんがかぶることになってどうし

ようとなるし、違うものにするとお祝

い感が半減する。最近でいえば、冬至

にカボチャを出してて晩ごはんのカボ

チャをやめた。栄養士さんも考えるの

が大変だとは思いますが、少し考えて

もらえればうれしいです。 

貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 保育園の運営について、ご心配をおか

けいたしました。 

 いただきましたご意見は、法人と共有

し、改善策を検討するなど、今後も連

携・協力を図ってまいりますので、ご理

解とご協力をいただきますよう、お願い

いたします。 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

○2歳児から3歳児（うさばん→くま）

の時に、その年の子達を見て先生を持

ちあげにするか、全員を新しい先生に

するか考えると言っていたが、もし、

うさぱんの先生が持ちあがりになる

と、うちの子のクラスの時はダメなの

かと不安になるので、しないならしな

いにしてほしい。個人的には、持ちあ

げりの先生がいてくれた方が親として

は安心する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

○身体測定を毎月身長も測ってほし

い。あまりかわりはないが、何となく

ボヤっとしている。もっとくわしく日

頃のしている事を教えてほしい。 

５ 

○保健師の方が変わられてから紹介す

る場もなく未だに誰だかわかりませ

ん。民営化前はケガ等をしたときはお

迎え時などに保健師の方が説明に来て

いたのにそれが担任の先生だけなので

保健師の方がどこにいるのか不思議で

した。 

６ 

○かろうじてあいさつは交わすのです

が、それ以外は目もあわせてくれない

先生がいるので、来年度以降も自分の

子の担任になったらどうしようかと不

安でしかないです。（今は担任ではな

いので特に影響はないのですが） 

○昨年度3月の三者協議会でやりすぎ

ではないかと話が出た件（インフルエ

ンザ等に兄弟がかかった場合、当人だ

けではなく兄弟も休ませろと言われた

etc）について今年度も手紙で同じ内容

が書かれていたので、あの長時間話を

した三者協議会が無駄だったのかと悲

しくなりました。 

○同じく議題に挙がっていた事務所横

の門の高さが低いのではないかという

件についても何も進展がないのではあ

貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 保育園の運営について、ご心配をおか

けいたしました。 

 いただきましたご意見は、法人と共有

し、保護者への情報提供に努めるととも

に改善策を検討するなど、今後も連携・

協力を図ってまいります。 

また、保育士につきましては、研修等

を通じて、その質の向上に努めていると

ころでございます。 

今後とも公立、私立にかかわらず、保

育の質の向上に取り組んでまいります

ので、ご理解とご協力をいただきますよ

う、お願いいたします。 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

りませんか？ 

○子どもがケガをして帰宅することが

ありますが報告が無いことが多々あり

ます。 

○ログハウスはもう導入しないのです

か？ブランコはいつ撤去したのでしょ

うか？保護者会に相談された上での撤

去でしょうか？ 

○よい子ネットを運動会の連絡だけで

なく、もっと活用してもよいのでは？

使わなければ登録者も増えないのでは

ないかと思います。 

○もちつき大会の復活はよかったので

はないかと思います。ありがとうござ

います。 

○すべり台交換の話はどうなったので

しょうか？ 

○うさぐみとぱんだぐみがあまりにも

分かれて活動しているような気がして

来年度が心配です。公立のときからそ

うでしたか？上の子の時はもっと一緒

の時間が多かった気がします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

○茨木市内の他の園で民営化5年以内

なのに、建て替えが市と園で勝手に決

められて、保護者の意見を聞いてもら

えないという話を聞きました。玉島で

も5年以内に建て替えということがあ

り得るのでしょうか？5年以内でそん

なことが勝手に行われるということに

疑問が沸いています。大丈夫ですよね 

 

 

 

 

 

 

 

私立保育園・認定こども園の建替補助

事業につきましては、本市の最重要課題

である保育所等待機児童解消に必要な

保育の受入体制を確保するとともに、老

朽化が進む私立保育園・認定こども園の

環境整備を合わせて行うため、当該保育

園等の建替に必要な施設整備費用につ

いて補助しています。 

 当該補助事業を受けて実施される建

替えにあたっては、私立保育園・認定こ

ども園の法人に対して、保護者への丁寧

な説明等により理解を得るよう求めて

おります。 

 なお、玉島保育園の建替えについて

は、現在のところ聞いておりません。 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

８ 

○担任の先生は子どもの事を見てくれ

ているなと感じる先生も居ますが（複

数担任の為そうでない先生も居るの

で）園の対応として、保護者からの要

望・意見をそのまま聞き入れ過ぎだと

思います。園としての考え方、思いを

きちんと説明した上で、「できない」

と言うことも必要だと思います。だん

だんと保護者の中でも「言ったもん勝

ち」「言えば聞いてくれる」という雰

囲気が流れている様に感じます。 

○子どもが発熱した時などに何度か連

絡をもらったのですが、看護士さんは

子どもの状態を見ず連絡してくるのは

やめてもらいたい。「担任の先生が○

○と言っていたので電話しました」と

言われました。何の為に専門で居てる

のかわかりません。公立の時は必ず子

どもの様子を見て看護師さんも普段と

様子が違うからと見て話してくれてい

ました。 

○排泄において、まだ子どもの年齢が

小さく、トイレトレーニングを急ぐ時

期にもなっていないのに、体調が悪い、

気温が低いなどにも関わらず、布パン

ツを履いて、ムダに濡らしている。ム

リせずと伝えているが聞き入れてもら

えていない様に思う。 

○まだ民営化になって2年目、移行期

間のうちでも前半でしか無いのに、「公

立での大切にしてもらってきたことな

ど全て抜かしてしまっている様にしか

思えない。今はまだ移行期間なんです。 

貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 保育園の運営について、ご心配をおか

けいたしました。 

 いただきましたご意見は、法人と共有

し、改善策を検討するなど、今後も連

携・協力を図ってまいりますので、ご理

解とご協力をいただきますよう、お願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

○運動会ですが、ただ出てくるだけで

もいいので、ひよこ・りす組も参加さ

せてほしい。りす組くらいになると、

踊れたりもするので見てみたいです。

兄（他園）の時は0歳児クラスから参
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№ 意見・提案 回答・考え方 

加していて、見ていてかわいかったの

で、ぜひ検討してもらいたい。 

○いつもありがとうございます。お世

話になっています。3歳児クラスから

になるとは思うのですが、異年齢保育

を取り入れることはできないのでしょ

うか。よろしくお願いします。 

 

 

10 

○むかえに来ても誰が何時にむかえに

来た等、書くところがないのでセキュ

リティー上大丈夫なのかなと思う事が

ある。 

11 

○何かあれば相談や対応をしっかりし

てくれて、保育や仕事的な感じではな

く人情的な対応に個人的には民営化に

なってからの方が安心してあずけられ

ています。先生方もしかる時は別部屋

で話すなど、冷静にきちんと子どもに

対応して上からではないと思います。

公立より協力的で、フラットで、子ど

もも保育園大好きです！！ 

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

今後も円滑な民営化が進むよう、保育

内容の継続に配慮しながら三者で連携

しながら進めてまいりますので、引き続

きご協力をいただきますよう、お願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

○子ども達の事をちゃんと見てくれて

いるなと言うのが、子どもを通しても

伝わってきます。ありがとうございま

す。 

13 

○先生方の行事の参加や、おたよりな

ども工夫していただき、園内も修繕さ

れている所や、先生方の気配りに感謝

しています。時々クラスによって園内

でのルールの通達内容などのずれがあ

る事が気になります。きちんと各先生

方への周知をお願いしたいと思いま

す。 

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

いただきましたご意見は、法人と共有

し、改善策を検討するなど、今後も連

携・協力を図ってまいりますので、ご理

解とご協力をいただきますよう、お願い

いたします。 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

14 

○民営化前はとても不安でした。先生

が変わるということに心配で子供が自

分のことをうまく表現できなかったの

で、新しい先生になじめるのかとても

不安でした。でも思っていたより、す

ぐに子供は先生になじんでくれて、そ

れに民営化前から残って下さった先生

が担任になって下さったので、その先

生が担任になるとわかった時に私の不

安はなくなりました。子供も大好きな

先生で私も信頼できる方だったので、

安心してくまぐみになじむことができ

ました。親が色々と思い考えていても、

子供は新しい先生になんの不安も感じ

ず、前と変わらず楽しく保育園に行っ

ています。もう2年たつのかと思うく

らい、私は何の不安もなく先生方に預

けられています。いつも色んな相談に

のってもらい、子供にも子供の気持ち

を聞いて下さって私に伝えて下さいま

す。本当にいつも助けてもらって話を

聞いて下さってありがとうございま

す。 

 

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

今後も円滑な民営化が進むよう、保育

内容の継続に配慮しながら三者で連携

しながら進めてまいりますので、引き続

きご協力をいただきますよう、お願いい

たします。 

 

15 

○民営化していろいろ施設をリフォー

ムしていただいたり、保護者の意見も

聞いてくれています。ありがとうござ

います。これからももっともっとより

よい保育園になる為によろしくお願い

します 

16 

○お迎え時に先生と会うと今日あった

出来事を話してくれるので園での様子

が知れてうれしいです。 
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Ⅲ 保護者アンケートまとめ 

最後に、全ての項目を総括した「保護者の満足度」を把握するとともに、移管後の全

世帯の満足度を１年目のアンケート結果と比較し、保護者アンケートの総括（まとめ）

とします。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」であると

回答した方は、２２.５％であり、両方を合計すると、５５.８％の方が、概ね満足して

いるという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３％であり、この方々を含めると、 

８８.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１.１％、「やや不満」であると回答した方

は、１.５％であり、両方を合計すると、２.６％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、８.６％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３６.８％、「やや満足」であると

回答した方は、２３.４％であり、両方を合計すると、６０.２％の方が、概ね満足して

いるという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２６.４％であり、この方々を含めると、 

８６.６％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０.４％、「やや不満」であると回答した方

は、４.６％であり、両方を合計すると、５％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、８.４％でした。 

33.3% 

36.8% 

22.5% 

23.4% 

33.0% 

26.4% 

1.5% 

4.6% 

1.1% 

0.4% 

8.6% 

8.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者アンケート【全体】 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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② 民営化以後からの在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」であると

回答した方は、１５.８％であり、両方を合計すると、５８.７％の方が、概ね満足して

いるという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２４.２％であり、この方々を含めると、 

８２.９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１.１％、「やや不満」であると回答した方

は、3.７％であり、両方を合計すると、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１２.５％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が

１００.２％となっています。） 

 

42.9% 15.8% 24.2% 3.7% 

1.1% 

12.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管後 

保護者アンケート【全体】 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１1９ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３９.８％、「やや満足」であると

回答した方は、１９.６％であり、両方を合計すると、５９.４％の方が、概ね満足して

いるという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２５.３％であり、この方々を含めると、 

８４.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０.７％、「やや不満」であると回答した方

は、４.１％であり、両方を合計すると、４.８％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１０.４％でした。 

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が

９９.９％となっています。） 

 

 

33.3% 

39.8% 

22.5% 

19.6% 

33.0% 

25.3% 

1.5% 

4.1% 

1.1% 

0.7% 

8.6% 

10.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

移管前 

移管後 

保護者アンケート【全体】 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２５.２％、「やや満足」であると

回答した方は、２１.１％であり、両方を合計すると、４６.３％の方が概ね満足してい

るという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３５.３％であり、この方々を含めると、 

８１.６％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.６％、「やや不満」であると回答した方

は、７.５％であり、１０.１％の方が、何らかの不満を有しているという結果がでてい

ます。なお、「不明」であると回答した方は、８.３％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３９.８％と、１年目と比較して 

１４.６％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比較して 

１.５％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１０％減少しており、「満

足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、１年目が 

８１.６％、２年目が８４.７％と、２年目において３.１％増加しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.６％、２年目０.７％と２年目にお

いて、１.９％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目７.５％、２年目 

４.１％で、２年目において３.４％減少しています。なお、「不明」であると回答した

方は、１年目８.３％、２年目１０.４％でした。 

25.2% 

39.8% 

21.1% 

19.6% 

35.3% 

25.3% 

7.5% 

4.1% 

2.6% 

0.7% 

8.3% 

10.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１年目 

２年目 

保護者アンケート【全体】 

（全在園世帯・前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



民営化後２年目における保育園の保育内容等に関するアンケート

１　保育園に通っているお子さんについて、うかがいます。 【資料１】

①

　※各設問の満足度について該当するものを○で囲んでください。

やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明
⑥ 障害児保育

移管前 満足 やや満足 普通

不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

不明

⑤ 子どもへの接し方
移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満

不明

④ 食育
移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

普通 やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満
③

異年齢交流
（他クラスのともだちと
のかかわり・交流）

移管前 満足 やや満足

やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明
②

遊び
（造形、リズム、運動な
ど）

移管前 満足 やや満足 普通

不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

不明

３　保育内容について（ご意見は、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入ください。）
　　（また、歳児で違う答えになる場合も、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入してください。）

①
生活習慣
（食事、排泄、午睡な
ど）

移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満

不明

⑥

保護者への情報提供
（園だより、クラスだよ
り、予防接種、安全確保な
どのお知らせ）

移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

普通 やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満
⑤ 保護者会への協力

移管前 満足 やや満足

やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明
④

保護者の費用負担
（延長保育料、保育用
品）

移管前 満足 やや満足 普通

やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

普通 やや 不満 不満

③ 要望・意見への対応
移管前 満足 やや満足 普通

２　保護者との連携について（ご意見は、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入ください。）
　　（また、歳児で違う答えになる場合も、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入してください。）

② 悩みなどへの相談対応
移管前 満足 やや満足

普通

移管後 満足 やや満足

やや 不満 不満

やや満足 普通

普通 やや 不満 不満 不明

不明

不明

不明

満足

満足

やや満足
① 保護者への接し方

移管後 やや 不満 不満

　平成　　　年　　　月　平成30年１月１日現在（　　　　歳児）クラス入園時期はいつですか

　※この保育園に２人以上、入園している場合は、入園期間が一番長いお子さんの入園時期を記入してください。

移管前

※　民営化後（平成28年４月１日以後）に入園された世帯の方は、これ以降、移管前については回答いただく必要はござい
   ませんので、移管後についてのみご回答ください。
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民営化後２年目における保育園の保育内容等に関するアンケート

不明

普通 やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満
③

施設・環境
（園舎、園庭、おもちゃ
など）

移管前 満足 やや満足

やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明
②

安全対策
（不審者の侵入防止な
ど）

移管前 満足 やや満足 普通

不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

６　保育環境について（ご意見は、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入ください。）
　　（また、歳児で違う答えになる場合も、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入してください。）

①
遊具や砂場などの安全・
衛生管理

移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満

やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明
②

献立表の項目内容
（わかりやすさなど）

移管前 満足 やや満足 普通

不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

不明

５　給食について（ご意見は、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入ください。）
　　（また、歳児で違う答えになる場合も、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入してください。）

① 給食の内容
移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満

普通 やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満
⑤

病気やけがのときの対応
（処置や日々の与薬、保
護者への連絡など）

移管前 満足 やや満足

やや 不満 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明
④

アレルギー児への対応
（給食、与薬など）

移管前 満足 やや満足 普通

不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

不満

③
衛生対策
（手洗い用石けんの常備
など）

移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満

やや 不満 不満

不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

⑦ 保育士の配置状況
移管前 満足 やや満足 普通

普通

不明

① 健康診断の実施内容
移管前 満足 やや満足 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満

４　保健関係について（ご意見は、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入ください。）
　　（また、歳児で違う答えになる場合も、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入してください。）

不満

普通 やや 不満 不満

移管後 満足 やや満足

不明

②
健康指導
（からだの話など）

移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満

やや 不満 不満 不明
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民営化後２年目における保育園の保育内容等に関するアンケート

①

②

①

８　児童と保護者自身について

「はい」　　　　　どちらかといえば「はい」
　

どちらかといえば「いいえ」　　　　　「いいえ」

「はい」　　　　　どちらかといえば「はい」
　

どちらかといえば「いいえ」　　　　　「いいえ」

保護者自身が安心してお子さ
んを預けていますか。

お子さんは喜んで通園してい
ますか。

③ 園外保育（遠足など）
移管後 やや満足 やや 不満

不明

不明

移管前 普通 やや 不満

不明

不満 不明

やや 不満 不満

不満

満足 やや満足

やや満足 普通

満足 普通

やや 不満 不満
② 誕生会、運動会など

移管前 満足 やや満足 普通

移管後 満足

不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや 不満 不満 不明

７　年間行事（内容）について（ご意見は、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入ください。）
　　（また、歳児で違う答えになる場合も、「９　その他　民営化に関する意見」の意見欄にご記入してください。）

① 参観、懇談
移管前 満足 やや満足 普通 やや 不満

（意見欄）

９　その他、民営化に関する意見ついて（意見欄に、ご意見を記入してください。）

※ご協力ありがとうございました。
平成30年１月15日（月）までに提出をお願いします。
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