
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 

【鮎川保育園】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８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) 鮎川保育園（元鮎川保育所） 

  (2) 保育園下穂積キッズ（元下穂積保育所）           …… 3 

  (3) 全体                           …… 5 

 ２ 鮎川保育園の調査結果                    …… 6 

  １ 保護者との連携について                   

   (1) 保護者への接し方 

 ①民営化以前からの在園世帯                …… 7 

 ②民営化以後からの在園世帯                …… 8 

 ③全世帯（全体）                     …… 9 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 10 

【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                  …… 11 

 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                …… 12 

 ③全世帯（全体）                     …… 13 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 14 

【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                   …… 15 

 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                …… 16 

 ③全世帯（全体）                     …… 17 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 18 

【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）        …… 19 

 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                …… 20 

 ③全世帯（全体）                     …… 21 

 ④保護者の費用負担（延長保育料、保育用品）に対する意見  …… 22 

   (5) 保護会への協力                     …… 23 

 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                …… 24 

 ③全世帯（全体）                     …… 25 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 26 

【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                   …… 27 

 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                …… 28 

 ③全世帯（全体）                     …… 29 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 30 

【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                     …… 31 

   (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                …… 32 

 ③全世帯（全体）                     …… 33 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 34 

【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）             …… 35 

 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                …… 36 

 ③全世帯（全体）                     …… 37 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 38 

【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）   …… 39 

 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                …… 40 

 ③全世帯（全体）                     …… 41 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 42 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (4) 食育                          …… 43 

 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                …… 44 

 ③全世帯（全体）                     …… 45 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 46 

【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                    …… 47 

 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                …… 48 

 ③全世帯（全体）                     …… 49 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 50 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

   (6) 障害児保育                       …… 51 

 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                …… 52 

 ③全世帯（全体）                     …… 53 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 54 

【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                    …… 55 

 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                …… 56 

 ③全世帯（全体）                     …… 57 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 58 

【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                     …… 59 

   (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                …… 60 

 ③全世帯（全体）                     …… 61 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 62 

【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）               …… 63 

 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                …… 64 

 ③全世帯（全体）                     …… 65 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 66 

【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）          …… 67 

 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                …… 68 

 ③全世帯（全体）                     …… 69 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 70 

【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）         …… 71 

 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                …… 72 

 ③全世帯（全体）                     …… 73 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 74 

【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                 …… 75 

（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                …… 76 

 ③全世帯（全体）                                          …… 77 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 78 

【１年目の結果】 

【１年目と２年目の比較】 

 

  4 給食について                       …… 79 

   (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                …… 80 

 ③全世帯（全体）                     …… 81 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 82 

【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）          …… 83 

 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                …… 84 

 ③全世帯（全体）                     …… 85 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 86 

【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                     …… 87                      

   (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                …… 88 

 ③全世帯（全体）                     …… 89 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 90 

【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）            …… 91 

 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                …… 92 

 ③全世帯（全体）                     …… 93 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 94 

【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）         …… 95 

 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                …… 96 

 ③全世帯（全体）                     …… 97 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 98 

【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                 …… 99 

   (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                …… 100 

 ③全世帯（全体）                     …… 101 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 102 

【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                   …… 103 

 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                …… 104 

 ③全世帯（全体）                     …… 105 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 106 

【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）                  …… 107 

 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                …… 108 

 ③全世帯（全体）                     …… 109 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）   …… 110 

【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                   …… 111 

   (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）】                    …… 112 

【１年目と２年目の比較（全世帯（全体））】          

  

   (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） 

 【民営化以前からの在園世帯】               …… 113 

 【民営化以後からの在園世帯】 

 【全世帯（全体）】 

【１年目と２年目の比較（全世帯（全体））】         …… 114 

 

  8 その他、民営化について                  …… 114 

 

 

Ⅲ 保護者アンケートまとめ                    …… 120 

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                   …… 121 

 ③全世帯（全体）                        …… 122 

 ④１年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較）      …… 123 

 

【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） 

 …… 125 



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２８年１月１日現在、「鮎川保育園」及び「保育園下穂積キッズ」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 

ア 鮎川保育園     １０８世帯 

イ 保育園下穂積キッズ １０７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 

各保育園で全世帯にアンケート用紙を配布し、平成２８年１月１５日（金）まで

回収ボックスを設置し、に回答を投函いただき、平成２８年１月18日（月）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。 

 

 全 体 鮎川保育園 保育園下穂積キッズ 

対象世帯 ２１５世帯 １０８世帯 １０７世帯 

回 答  ７９世帯 ３４世帯  ４５世帯 

未回答 １３６世帯 ７４世帯  ６２世帯 

回収率  ３６.７％ ３１.５％ ４２.１％ 
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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２６年４月１日から民間保育園としての

運営が始まった、鮎川保育園（元鮎川保育所）及び保育園下穂積キッズ（元下穂積保

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、それぞれの保育園ごとに、「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「移管前」と「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つつ、保育園別にとりまとめています。 

 

(1) 鮎川保育園（元鮎川保育所） 

当該保育園は、平成２６年４月１日から社会福祉法人山善福祉会が運営していま

す。 

アンケートの回答状況については、平成２８年１月１日現在における全世帯 

１０８世帯のうち、３４世帯から回答をいただいており、回収率は３１.５％となっ

ています。 

 また、回答のあった３４世帯のうち、民営化以前からの在園世帯は、１８世帯、

民営化以後の在園世帯は、１６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、４０％で

あり、今回のアンケートと比較して、８.５％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４２世帯のうち、民営

化以前からの在園世帯は、２９世帯、民営化以後の在園世帯は、１３世帯となって

おり、今回のアンケートでは、民営化以後の在園世帯の方の回答が、１年目と比較

して１６.１％増加しています。 
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47.1%

回答者の属性
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から在園世帯
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(2) 保育園下穂積キッズ（元下穂積保育所） 

当該保育園は、平成２６年４月１日から社会福祉法人耀き福祉会が運営していま

す。 

アンケートの回答状況については、平成２８年１月１日現在における全世帯 

１０７世帯のうち、４５世帯から回答をいただいており、回収率は４２.１％となっ

ています。 

また、回答のあった４５世帯のうち、民営化以前からの在園世帯は、３３世帯、

民営化以後の在園世帯は、１２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、４０％

であり、今回のアンケートと比較して、２.1％増となっています。 

また、回答者の属性を比較すると、１年目に回答のあった４４世帯のうち、民営

化以前からの在園世帯は、３６世帯、民営化以後の在園世帯は、８世帯となってお

り、今回のアンケートでは、民営化以後の在園世帯の方の回答が、１年目と比較し
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て８.5％増加しています。 
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(3) 全体 

鮎川保育園と保育園下穂積キッズを合算したアンケートの回答状況としては、

全世帯２１５世帯のうち、７９世帯から回答を得ており、回収率は36.７％となっ

ています。 

また、回答のあった７９世帯のうち、民営化以前からの在園世帯は、５１世帯、

民営化以後の在園世帯は、２８世帯となっています。 

この結果を民営化後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、

４０％であり、今回のアンケートと比較して、３.3％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８６世帯のうち、民営

化以前からの在園世帯は、６５世帯、民営化以後の在園世帯は、２１世帯となって

おり、今回のアンケートでは、民営化以後の在園世帯の方の回答が、１年目と比較

して11％増加しています。 
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民営化前からの在園世帯 民営化後からの在園世帯

 

 

２ 鮎川保育園の調査結果 

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）

を把握し、民営化事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、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。 
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16.7%

44.4%

27.8%

38.9%

38.9%

16.7%

11.1%

5.6%

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

移管前

移管後

保護者への接し方

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.８％であり、両方を合計すると、４４.５％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、３８.９％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、５.６％、「やや不満」であると回答

した方は、１１.１％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、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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４４.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、３８.９％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。 
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6.3%

68.8% 12.5%

6.3%

12.5%

6.3%

87.5%

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

移管前

移管後

保護者への接し方

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６８.８％、「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、８１.３％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、１２.５％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、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。） 
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11.8%

55.9%

14.7%

26.5%

23.5%

14.7%

5.9%

2.9%

2.9%

41.2%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.７％であり、両方を合計すると、２６.５％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、２３.５％であり、この方々を含める

と、５０％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、２.９％、「やや不満」であると回答

した方は、５.９％であり、８.８％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５５.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.５％であり、両方を合計すると、８２.４％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、１４.７％であり、この方々を含める

と、９７.１％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、２.９％であり、２.９％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管
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後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

28.6%

55.9%

45.2%

26.5%

16.7%

14.7%

7.1%

2.9%

2.4%

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

 

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、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、４５.２％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、１６.７％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、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。 

 

【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、５５.９％と、１年目と比較

して２７.３％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１８.７％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％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９０.５％、２年目が９７.１％と、２年目において６.６％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％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目７.１％、２年目２.９％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
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目２.４％、２年目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。 

22.2%

11.1%

22.2%

55.6%

55.6%

33.3%

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

移管前

移管後

悩みなどへの相談対応

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、４４.４％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、５５.６％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、５５.６％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、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。 
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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。 

 

43.8% 31.3%

12.5%

25.0%

87.5%

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

移管前

移管後

悩みなどへの相談対応

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「満足」、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不

明」であると回答した方が、８７.５％、また、「普通」と回答した方が１２.５％

という結果になっています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４３.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、３１.３％であり、両方を合計すると、７５.１％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、２５％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。（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。） 

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。 
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11.8%

26.5%

11.8%

44.1%

35.3%

29.4%

41.2%

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

移管前

移管後

悩みなどへの相談対応

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、２３.６％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、３５.３％であり、この方々を含める

と、５８.９％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２６.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、４４.１％であり、両方を合計すると、７０.６％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、２９.４％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 
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33.3%

26.5%

31.0%

44.1%

30.9%

29.4%

2.4%

2.4%

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

１年目

２年目

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

 

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、３１％であり、両方を合計すると、６４.３％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、３０.９％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、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、２.４％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、２６.５％と、１年目と比較

して６.８％減少していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と

比較して１３.１％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１.５％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９５.２％、２年目が１００％と、２年目において４.８％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年目とも０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目２.４％、２年目０％と、２年目に

おいて２.４％減少し、不満ではなくなったことが考察できます。なお、「不明」

であると回答した方は、１年目２.４％、２年目０％でした。 
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(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。 

11.1%

38.9%

11.1%

27.8%

55.6%

33.3%

16.7%
5.6%

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

移管前

移管後

要望・意見への対応

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.１％であり、両方を合計すると、２２.２％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、５５.６％であり、この方々を含める

と、７７.８％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、５.６％、「やや不満」であると回答

した方は、１６.７％であり、２２.３％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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.８％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、「やや不満」、「不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％
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でした。 

43.8% 18.8%

12.5%

31.3%

87.5%

6.3%

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

移管前

移管後

要望・意見への対応

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「満足」、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不

明」であると回答した方が、８７.５％、また、「普通」と回答した方が１２.５％

という結果になっています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４３.８％、「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、６２.６％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、３１.３％であり、この方々を含める

と、９３.９％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、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。） 
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5.9%

41.2%

5.9%

23.5%

35.3%

32.4%

8.8%

2.9%

41.2%

2.9%

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

移管前

移管後

要望・意見への対応

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５.９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、５.９％であり、両方を合計すると、１１.８％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、３５.３％であり、この方々を含める

と、４７.１％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、２.９％、「やや不満」であると回答

した方は、８.８％であり、１１.７％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.５％であり、両方を合計すると、64.７％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、９７.１％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％であり、不

満ではないことが考察できます。 

なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、２.９％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 
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23.8%

41.2%

28.6%

23.5%

33.3%

32.4%

7.1%

7.2%

2.9%

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

１年目

２年目

要望・意見への対応

（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

 

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、２３.８％、「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、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、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、７.２％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、４１.２％と、１年目と比較

して１７.４％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５.１％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０.９％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８５.７％、２年目が９７.１％と、２年目において１１.４％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年目とも０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目７.１％、２年目０％と、２年目に

おいて７.１％減少し、不満ではなくなったことが考察できます。なお、「不明」

であると回答した方は、１年目７.２％、２年目２.９％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。 

27.8%

22.2%

5.6%

11.1%

66.7%

50.0% 16.7%

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

移管前

移管後

保護者の費用負担（延長保育料、保育用品）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２７.８％、「やや満足」

であると回答した方は、５.６％であり、両方を合計すると、３３.４％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、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。（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。） 

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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.１％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、５０％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、１６.７％であり、１６.７％の方が、何らかの不満を有してい
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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。 

6.3%

56.3% 6.3%

6.3%

25.0% 6.3%

6.3%

87.5%

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

移管前

移管後

保護者の費用負担（延長保育料、保育用品）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５６.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、６.３％であり、両方を合計すると、６２.６％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、２５％であり、この方々を含めると、

８７.６％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、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、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 

１００.２％となっています。） 
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17.6%

38.2%

2.9%

8.8%

38.2%

38.2% 11.8%

2.9%

41.2%

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

移管前

移管後

保護者の費用負担（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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２.９％であり、両方を合計すると、２０.５％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、３８.２％であり、この方々を含める

と、５８.７％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」、「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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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、３８.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.８％であり、両方を合計すると、４７％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、３８.２％であり、この方々を含める

と、８５.２％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、２.９％、「やや不満」であると回答

した方は、１１.８％であり、１４.７％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管
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後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。（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

９９.９％となっています。） 

28.6%

38.2%

11.9%

8.8%

50.0%

38.2%

2.4%

11.8%

2.9%

7.1%

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

１年目

２年目

保護者の費用負担（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

 

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、２８.６％、「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、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、５０％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、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、７.１％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、３８.２％と、１年目と比較

して９.６％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３.１％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１１.８％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９０.５％、２年目が８５.２％と、２年目において５.３％減少して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目０％、２年目２.９％と、２年

目において２.９％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目２.４％、
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２年目１１.８％と、２年目において９.４％増加しています。なお、「不明」で

あると回答した方は、１年目７.１％、２年目０％でした。 

 

(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。 

5.6%

61.1%

11.1%

11.1%

55.6%

27.8%

16.7% 11.1%

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

移管前

移管後

保護者会への協力

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、５.６％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１１.１％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、５５.６％であり、この方々を含める

と、７２.３％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、１１.１％、「やや不満」であると回

答した方は、１６.７％であり、２７.８％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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.１％であり、両方を合計すると、７２.２％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、２７.８％であり、この方々を含める
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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。 

 

50.0% 12.5%

12.5%

31.3%

6.3%

87.5%

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

移管前

移管後

保護者会への協力

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「満足」、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不

明」であると回答した方が、８７.５％、また、「普通」と回答した方が１２.５％％

という結果になっています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「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、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、６.３％、「やや不満」であると回答

した方は、０％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。） 
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2.9%

55.9%

5.9%

11.8%

35.3%

29.4%

8.8%

5.9%

2.9%

41.2%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２.９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、５.９％であり、両方を合計すると、８.８％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、３５.３％であり、この方々を含める

と、４４.１％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、５.９％、「やや不満」であると回答

した方は、８.８％であり、１４.７％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５５.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、６７.７％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、２９.４％であり、この方々を含める

と、９７.１％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、２.９％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、２.９％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率
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が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

33.3%

55.9%

19.1%

11.8%

40.5%

29.4%

2.9%

7.1%

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

 

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、１９.１％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、４０.５％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。 

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、７.１％

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、５５.９％と、１年目と比較

して２２.６％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７.3％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１１.１％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９２.９％、２年目が９７.１％と、２年目において４.２％増加して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目０％、２年目２.９％と、２年

目において２.９％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目、２年

目共に０％でした。なお、「不明」であると回答した方は、１年目７.１％、２

年目０％でした。 
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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。 

22.2%

27.8%

22.2%

33.3%

50.0%

38.9%

5.6%

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

移管前

移管後

保護者への情報提供

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、４４.４％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、

９４.４％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、５.６％であり、５.６％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２７.８％、「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、６１.１％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、３８.９％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。 
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43.8% 18.8%

12.5%

31.3% 6.3%

87.5%

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

移管前

移管後

保護者への情報提供

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「満足」、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不

明」であると回答した方が、８７.５％、また、「普通」と回答した方が１２.５％％

という結果になっています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４３.８％、「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、６２.６％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、３１.３％であり、この方々を含める

と、９３.３％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、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１００.２％となっています。） 
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11.8%

35.3%

11.8%

26.5%

32.4%

35.3%

2.9%

2.9%

41.2%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、２３.６％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、５６％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、２.９％であり、２.９％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.５％であり、両方を合計すると、61.８％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、３５.３％であり、この方々を含める

と、９７.１％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、２.９％であり、２.９％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。 
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なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

28.6%

35.3%

30.9%

26.5%

26.2%

35.3%

2.4%

2.9%

7.1%

4.8%

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

 

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、２８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、３０.９％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、２６.２％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、７.１％、「やや不満」であると回答

した方も、２.４％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。 

 

【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、３５.３％と、１年目と比較

して６.７％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４.４％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９.１％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８５.７％、２年目が９７.１％と、２年目において１１.４％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目７.１％、２年目０％と、２年

目において７.１％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目２.４％、

２年目２.９％と、２年目において０.５％増加しています。なお、「不明」であ
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ると回答した方は、１年目４.８％、２年目０％でした。 

 

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。 

11.1%

16.7%

33.3%

50.0%

50.0%

33.3%

5.6%

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

移管前

移管後

生活習慣（食事、排泄、午睡など）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１１.１％、「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、４４.４％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、

９４.４％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、５.６％であり、５.６％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、５０％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
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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。 

 

6.3%

62.5% 31.3%

6.3%

6.3%

87.5%

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

移管前

移管後

生活習慣（食事、排泄、午睡など）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が６.３％％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６２.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、３１.３％であり、両方を合計すると、９３.８％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、６.３％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。（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。） 

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。 
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8.8%

38.2%

17.6%

41.2%

29.4%

20.6%

2.9%

41.2%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、８.８％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１７.６％であり、両方を合計すると、２６.４％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、２９.４％であり、この方々を含める

と、５５.８％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、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、２.９％であり、２.９％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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、３８.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、４１.２％であり、両方を合計すると、７９.４％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、２０.６％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率



34 

 

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

26.2%

38.2%

28.6%

41.2%

30.9%

20.6%

9.5%

4.8%

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

 

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、２６.２％、「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、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、３０.９％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。 

 

【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、３８.２％と、１年目と比較

して１２％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１

２.６％増加しおり、満足度が上昇していることが考察できます。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１０.３％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８５.７％、２年目が１００％と、２年目において１４.３％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％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目９.５％、２年目０％と、２年目に

おいて９.５％減少し、不満ではなくなったことが考察できます。なお、「不明」

であると回答した方は、１年目４.８％、２年目０％でした。 
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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。 

16.7%

72.2%

22.2%

11.1%

55.6%

11.1%

5.6%

5.6%

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

移管前

移管後

遊び（造形、リズム、運動など）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、３８.９％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、５５.６％であり、この方々を含める

と、９４.５％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、５.６％

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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、７２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.１％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、１１.１％であり、この方々を含める

と、９４.４％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、５.６％であり、５.６％の方が、何らかの不満を有していると
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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。 

 

6.3%

50.0% 25.0%

6.3%

25.0%

87.5%

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

移管前

移管後

遊び（造形、リズム、運動など）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が６.３％％という結果になっています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「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、７５％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、

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。 
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11.8%

61.8%

11.8%

17.6%

32.4%

17.6%

2.9%

44.1%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、２３.６％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、５６％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、４４.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.６％であり、両方を合計すると、７９.４％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、１７.６％であり、この方々を含める

と、９７％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、２.９％であり、２.９％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管
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後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。（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

９９.９％となっています。） 

45.2%

61.8%

14.3%

17.6%

30.9%

17.6%

2.4%

2.9%

2.4%

4.8%

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

 

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、４５.２％、「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、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、３０.９％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。 

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

した方が、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、４.８％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、６１.８％と、１年目と比較

して１６.６％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

３.３％増加しおり、満足度が上昇していることが考察できます。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１３.３％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９０.４％、２年目が９７％と、２年目において６.６％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.４％、２年目０％と、２年

目において２.４％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目２.４％、
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２年目２.９％と、２年目において０.５％増加しています。なお、「不明」であ

ると回答した方は、１年目４.８％、２年目０％でした。 

 

(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。 

27.8%

38.9%

11.1%

27.8%

50.0%

33.3%

11.1%

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）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.１％であり、両方を合計すると、３８.９％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、５０％であり、この方々を含めると、

８８.９％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、１１.

１％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、３８.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.８％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、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考察で
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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。 

 

6.3%

43.8% 18.8%

6.3%

37.5%

87.5%

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）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が６.３％％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「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、１８.８％であり、両方を合計すると、６２.６％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、３７.５％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。（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。） 

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。 
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17.6%

41.2%

5.9%

23.5%

29.4%

35.3%

47.1%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、５.９％であり、両方を合計すると、２３.５％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、２９.４％であり、この方々を含める

と、５２.９％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、４７.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.５％であり、両方を合計すると、６４.７％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、３５.３％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 
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45.2%

41.2%

11.9%

23.5%

31.0%

35.3%

2.4%

2.4%

7.1%

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

 

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、４５.２％、「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、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、３１％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」であると回答した方は、２.４％、「やや不満」であると回答

した方が、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、７.１％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、４１.２％と、１年目と比較

して４％減少していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して１１.６％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４.３％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８８.１％、２年目が１００％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２.４％、２年目０％と、２年

目において２.４％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目２.４％、

２年目０％と、２年目において２.４％減少し、不満ではなくなったことが考察

できます。なお、「不明」であると回答した方は、１年目７.１％、２年目０％

でした。 
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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。 

27.8%

66.7%

27.8%

16.7%

33.3%

16.7%

11.1%

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

移管前

移管後

食 育

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.８％であり、両方を合計すると、５５.６％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、３３.３％であり、この方々を含める

と、８８.９％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、１１.

１％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、６６.７％、「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、８３.４％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、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。（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。） 

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。 
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6.3%

62.5% 12.5%

6.3%

25.0%

87.5%

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

移管前

移管後

食 育

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が６.３％％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６２.５％、「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、７５％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、

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。 
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17.6%

64.7%

14.7%

14.7%

20.6%

20.6%

47.1%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.７％であり、両方を合計すると、３２.３％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、２０.６％であり、この方々を含める

と、５２.９％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、４７.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６４.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.７％であり、両方を合計すると、７９.４％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、２０.６％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 
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50.0%

64.7%

19.0%

14.7%

19.0%

20.6%

2.4%

4.8%

4.8%

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

 

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、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、４.８％、「やや不満」であると回答

した方が、２.４％であり、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、４.８％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、６４.７％と、１年目と比較

して１４.７％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４.３％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１.６％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８８％、２年目が１００％と、２年目において１２％増加しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目４.８％、２年目０％と、２年

目において４.８％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目２.４％、

２年目０％と、２年目において２.４％減少し、不満ではなくなったことが考察

できます。なお、「不明」であると回答した方は、１年目４.８％、２年目０％

でした。 
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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。 

27.8%

50.0%

27.8%

33.3%

38.9%

16.7%

5.6%

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

移管前

移管後

子どもへの接し方

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.８％であり、両方を合計すると、５５.６％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、３８.９％であり、この方々を含める

と、９４.５％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、５.６％であり、５.６％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。） 

 

【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、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、１６.７％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、「やや不満」、「不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％
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でした。 

 

6.3%

68.8% 12.5%

6.3%

18.8%

87.5%

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

移管前

移管後

子どもへの接し方

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が６.３％％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６８.８％、「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、８１.３％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、１８.８％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。（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。） 

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。 
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17.6%

58.8%

14.7%

23.5%

23.5%

17.6%

2.9% 41.2%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.７％であり、両方を合計すると、３２.３％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、２３.５％であり、この方々を含める

と、５５.８％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、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、２.９％であり、２.９％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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、５８.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.５％であり、両方を合計すると、８２.３％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、１７.６％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。（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。） 

なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管
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後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

45.2%

58.8%

31.0%

23.5%

19.0%

17.6%

2.4%

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

 

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、４５.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、３１％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、２.４％、「やや不満」であると回答

した方が、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、２.４％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、５８.８％と、１年目と比較

して１３.６％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７.５％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１.４％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９５.２％、２年目が１００％と、２年目において４.８％増加していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.４％、２年目０％と、２年

目において２.４％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目、２年

目共に０％であり、２年目において不満ではなくなったことが考察できます。

なお、「不明」であると回答した方は、１年目２.４％、２年目０％でした。 
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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。 

11.1%

5.6%

11.1%

11.1%

5.6%

5.6%

72.2%

77.8%

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

移管前

移管後

障害児保育

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１１.１％、「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、１１.１％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、１１.１％であり、この方々を含める

と、２２.２％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、５.６％であり、５.６％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、７２.２％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５.６％、「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、５.６％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、１１１％であり、この方々を含める

と、１６.７％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
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と回答した方は、５.６％であり、５.６％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、７７.８％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。） 

6.3%

18.8%

93.8%

81.3%

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

移管前

移管後

障害児保育

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「満足」、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不

明」であると回答した方が、９３.８％、また、「普通」と回答した方が、６.３％

という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

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、移管後においても「満足」、「や

や満足」、「やや不満」、「不満」であると回答した方は、共に0％であり、「不

明」であると回答した方が、８１.３％、また、「普通」であると回答した方が、

１８.８％という結果がでています。（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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5.9%

2.9%

8.8%

14.7%

2.9%

2.9%

82.4%

79.4%

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

移管前

移管後

障害児保育

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５.９％、「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、５.９％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、８.８％であり、この方々を含めると、

１４.７％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、２.９％であり、２.９％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、８２.４％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２.９％、「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、２.９％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、１４.７％であり、この方々を含める

と、１７.６％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

と回答した方は、２.９％であり、２.９％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、７９.４％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
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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９９.９％となっています。） 

4.8%

2.9%

9.5% 21.4%

14.7%

2.9%

64.3%

79.4%

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

１年目

２年目

障害児保育

（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

 

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、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、２１.４％であり、この方々を含める

と、３５.７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」、「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、６４.３％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、２.９％と、１年目と比較し

て１.９％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６.７％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３５.７％、２年目が１７.６％と、２年目において、１８.１％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０％、２年目２.９％と、２年目に
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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

６４.３％、２年目７９.４％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。 

16.7%

5.6%

22.2%

22.2%

50.0%

44.4%

5.6%

16.7%

5.6%

11.1%

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

移管前

移管後

保育士の配置状況

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、３８.９％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、５０％であり、この方々を含めると、

８８.９％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、５.６％であり、５.６％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、５.６％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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５.６％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、２７.８％の方が、概
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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、４４.４％であり、この方々を含める

と、７２.２％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、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、１１.１％

でした。 

 

6.3%

31.3% 37.5%

6.3%

18.8% 6.3%

87.5%

6.3%

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

移管前

移管後

保育士の配置状況

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が６.３％％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「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、３７.５％であり、両方を合計すると、６８.８％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、１８.８％であり、この方々を含める

と、８７.６％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

と回答した方は、６.３％であり、６.３％の方が、何らかの不満を有していると
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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。） 

11.8%

17.6%

11.8%

29.4%

29.4%

32.4%

2.9%

11.8%

44.1%

8.8%

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

移管前

移管後

保育士の配置状況

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、２３.６％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、２９.４％であり、この方々を含める

と、５３％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、２.９％であり、２.９％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、４４.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２９.４％であり、両方を合計すると、４７％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、７９.４％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、１１.８％であり、１１.８％の方が、何らかの不満を有してい
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るという結果がでています。 

なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、８.８％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

26.2%

17.6%

16.7%

29.4%

40.5%

32.4%

2.4%

11.8%

7.1% 7.1%

8.8%

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

１年目

２年目

保育士の配置状況

（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

 

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、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、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、７.１％、「やや不満」であると回答

した方は、２.４％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、７.１％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、１７.６％と、１年目と比較

して８.６％減少していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と

比較して１２.７％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８.１％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７９.４％と、２年目において、４％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目７.１％、２年目０％で、２年

目において７.１％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目２.４％、
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２年目１１.８％と、２年目において９.４％増加しています。なお、「不明」で

あると回答した方は、１年目７.１％、２年目８.８％でした。 

 

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。 

38.9%

33.3%

5.6%

11.1%

50.0%

50.0% 5.6%

5.6%

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

移管前

移管後

健康診断の実施内容

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、３８.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、５.６％であり、両方を合計すると、４４.５％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、５０％であり、この方々を含めると、

９４.５％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、５.６％

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。） 

 

【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、１１.１％であり、両方を合計すると、４４.４％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、
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９４.４％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、５.６％であり、５.６％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。 

 

50.0% 25.0%

12.5%

25.0%

87.5%

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

移管前

移管後

健康診断の実施内容

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「満足」、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不

明」であると回答した方が、８７.５％、また、「普通」と回答した方が、１２.

５％という結果になっています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「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、７５％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、

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。 
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20.6%

41.2%

2.9%

17.6%

32.4%

38.2% 2.9%

44.1%

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

移管前

移管後

健康診断の実施内容

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、20.６％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２.９％であり、両方を合計すると、２３.５％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、５５.９％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、４４.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.６％であり、両方を合計すると、５８.８％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、３８.２％であり、この方々を含める

と、９７％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、２.９％であり、２.９％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。（パ
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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。） 

40.5%

41.2%

21.4%
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35.7%

38.2% 2.9%

2.4%

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

１年目

２年目

健康診断の実施内容

（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

 

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、４０.５％、「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、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、３５.７％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」、「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、２.４％

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、４１.２％と、１年目と比較

して０.７％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３.８％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２.５％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９７.６％、２年目が９７％と、２年目において、０.６％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０％、２年目２.９％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

２.４％、２年目０％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。 

16.7%

22.2%

22.2%

27.8%

50.0%

50.0%

11.1%

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

移管前

移管後

健康指導（からだの話など）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、３８.９％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、５０％であり、この方々を含めると、

８８.９％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、１１.1％

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、２２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.８％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、５０％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。 
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6.3%

50.0% 12.5%

6.3%

31.3%

87.5%

6.3%

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

移管前

移管後

健康指導（からだの話など）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【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、１２.５％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」、「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、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。） 
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11.8%

35.3%

11.8%

20.6%

29.4%

41.2%

47.1%

2.9%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、２３.６％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、２９.４％であり、この方々を含める

と、５３％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、４７.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２０.６％であり、両方を合計すると、５５.９％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、４１.２％であり、この方々を含める

と、９７.１％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％であり、不

満ではないことが考察できます。 

なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率
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が、２.９％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

19.0%

35.3%

16.7%

20.6%

52.4%

41.2%

11.9%

2.9%

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

 

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、１９％、「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、３５.７％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、５２.４％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」、「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、１１.

９％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、３５.３％と、１年目と比較

して１６.３％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

３.９％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１１.２％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８８.１％、２年目が９７.１％と、２年目において、９％増加して

います。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に

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、１年目１１.９％、２年目２.９％でした。 
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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。 

22.2%

22.2%

5.6%

16.7%

50.0%

55.6%

5.6% 16.7%

5.6%

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）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、５.６％であり、両方を合計すると、２７.８％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、５０％であり、この方々を含めると、

７７.８％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、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、５.６％であり、５.６％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、１６.７％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、２２.２％、「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、３８.９％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、５５.６％であり、この方々を含める

と、９４.５％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
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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、５.６％

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。） 

 

6.3%

43.8% 12.5%

6.3%

31.3%

87.5%

12.5%

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）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「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、１２.５％であり、両方を合計すると、５６.３％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、３１.３％であり、この方々を含める

と、８７.６％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、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１００.１％となっています。） 
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14.7%

32.4%

2.9%

14.7%

29.4%

44.1%

2.9% 50.0%

8.8%

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）

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１４.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２.９％であり、両方を合計すると、１７.６％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、２９.４％であり、この方々を含める

と、４７％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、２.９％であり、２.９％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、これは、民営化以後

に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からないこ

とから、比率が高くなっているという結果がでています。（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、３２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.７％であり、両方を合計すると、４７.１％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、４４.１％であり、この方々を含める

と、９１.２％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％であり、不

満ではないことが考察できます。 

なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管
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後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、８.８％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

30.9%

32.4%

14.3%

14.7%

38.1%

44.1%

16.7%

8.8%

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

 

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、３０.９％、「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、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、３８.１％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」、「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、１６.

７％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、３２.４％と、１年目と比較

して１.５％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０.

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６％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８３.３％、２年目が９１.２％と、２年目において、７.９％増加してい

ます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に

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、１年目１６.７％、２年目８.８％でした。 
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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。 

11.1%

5.6%

5.6%

16.7%

16.7%

16.7%

11.1% 55.6%

61.1%

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）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、５.６％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」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、１１.１％であり、１１.１％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、５５.６％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。（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、５.６％、「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、２２.３％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
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と、３９％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、６１.１％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。（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。） 

6.3%

31.3% 6.3%

6.3%

31.3%

87.5%

31.3%

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）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「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、６.３％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、３１.３％であり、この方々を含める

と、６８.９％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、３１.３％であり、この設問に限って
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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。（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。） 

 

8.8%

17.6%

2.9%

11.8%

11.8%

23.5%

5.9% 70.6%

47.1%

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）

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、８.８％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２.９％であり、両方を合計すると、１１.７％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、１１.８％であり、この方々を含める

と、２３.５％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、５.９％であり、５.９％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、７０.６％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、２９.４％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、２３.５％であり、この方々を含める

と、５２.９％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％であり、不
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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、４７.１％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。 

19.1%

17.6%

9.5%

11.8%

19.1%

23.5%

4.7%

2.4%

45.2%

47.1%

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

 

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、１９.１％、「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、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、１９.１％であり、この方々を含める

と、４７.７％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。 

なお、「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、４.７％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、４５.２％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、１７.６％と、１年目と比

較して１.５％減少していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年

目と比較して２.３％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４.４％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４７.７％、２年目が５２.９％と、２年目において、５.２％増

加しています。 
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一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.４％、２年目０％で、２年目

において２.４％減少し、「やや不満」であると回答した方も、１年目４.７％、２

年目０％で、２年目において４.７％減少し、不満ではなくなったことが考察でき

ます。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目４５.２％、２年目４７.１％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。 

16.7%

22.2%

22.2%

33.3%

55.6%

44.4%

5.6%

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

移管前

移管後

病気やけがのときの対応（処置や与薬、保護者への連絡など）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、３８.９％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、５５.６％であり、この方々を含める

と、９４.５％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、５.６％であり、５.６％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。） 
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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、２２.２％、「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、５５.５％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、４４.４％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。（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。） 

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。 

 

6.3%

50.0% 12.5%

6.3%

18.8%

87.5%

18.8%

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

移管前

移管後

病気やけがのときの対応（処置や与薬、保護者への連絡など）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【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、１２.５％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。 
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また、「普通」であると回答した方は、１８.８％であり、この方々を含める

と、８１.３％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、１８.

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。） 

11.8%

35.3%

11.8%

23.5%

32.4%

32.4%

2.9% 41.2%

8.8%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、２３.６％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、５６％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、２.９％であり、２.９％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.５％であり、両方を合計すると、５８.８％の方が、
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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、３２.４％であり、この方々を含める

と、９１.２％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％であり、不

満ではないことが考察できます。 

なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、８.８％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

21.4%

35.3%

26.2%

23.5%

35.7%

32.4%

9.5%7.2%

8.8%

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

 

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、２１.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.２％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、３５.７％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、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、７.２％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、３５.３％と、１年目と比較

して１３.９％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２.７％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３.３％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、
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１年目が８３.３％、２年目が９１.２％と、２年目において、７.９％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、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９.５％、２年目０％と２年目にお

いて９.５％減少し、不満ではなくなったことが考察できます。なお、「不明」

であると回答した方は、１年目７.２％、２年目８.８％でした。 

 

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。 

27.8%

33.3%

11.1%

27.8%

55.6%

27.8%

5.6%

5.6%

5.6%

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

移管前

移管後

給食の内容

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.１％であり、両方を合計すると、３８.９％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、５５.６％であり、この方々を含める

と、９４.５％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、５.６％であり、５.６％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。） 

 



80 

 

【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、２７.８％であり、両方を合計すると、６１.１％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、２７.８％であり、この方々を含める

と、８８.９％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、５.６％、「やや不満」であると回答

した方は、５.６％であり、１１.２％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。（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。） 

 

6.3%

68.8% 12.5%

6.3%

12.5% 6.3%

87.5%

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

移管前

移管後

給食の内容

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６８.８％、「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、８１.３％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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また、「普通」であると回答した方は、１２.５％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、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。） 

17.6%

50.0%

5.9%

20.6%

32.4%

20.6%

2.9%

5.9%

2.9%

41.2%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、５.９％であり、両方を合計すると、２３.５％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、５５.９％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、２.９％であり、２.９％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２０.６％であり、両方を合計すると、７０.６％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、２０.６％であり、この方々を含める

と、９１.２％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、２.９％、「やや不満」であると回答

した方は、５.９％であり、８.８％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

33.3%

50.0%

28.6%

20.6%

16.7%

20.6%

9.5%

5.9%

7.1%

2.9%

4.8%

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

 

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、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、１６.７％であり、この方々を含める

と、７８.６％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、７.１％、「やや不満」であると回答

した方は、９.５％であり、１６.６％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。 

 

【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１６.７％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３.９％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、
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１年目が７８.６％、２年目が９１.２％と、２年目において、１２.６％増加して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目７.１％、２年目２.9％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は、１年目９.５％、

２年目５.９％と２年目において３.６％減少しています。なお、「不明」であると

回答した方は、１年目４.８％、２年目０％でした。 

 

(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。 

27.8%

33.3%

22.2%

33.3%

50.0%

27.8% 5.6%

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）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.２％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、５０％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。 

 

【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
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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、２７.８％であり、この方々を含める

と、９４.４％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、５.６％であり、５.６％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。 

 

6.3%

56.3% 25.0%

6.3%

18.8%

87.5%

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）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５６.３％、「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、８１.３％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、１８.８％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。（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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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。 

17.6%

44.1%

11.8%

29.4%

29.4%

23.5% 2.9%

41.2%

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）

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１１.８％であり、両方を合計すると、２９.４％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、２９.４％であり、この方々を含める

と、５８.８％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２９.４％であり、両方を合計すると、７３.５％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、２３.５％であり、この方々を含める

と、９７％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、２.９％であり、２.９％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管
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後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。（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

９９.９％となっています。） 

40.5%

44.1%

23.8%

29.4%

26.2%

23.5%

4.8%

2.9%

4.7%

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

 

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、４０.５％、「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、６４.３％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、２６.２％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

う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、４.７％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、４４.１％と、１年目と比較

して３.６％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５.

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２.７％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９０.５％、２年目が９７％と、２年目において、６.５％増加していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、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４.８％、２年目２.９％と２年目に
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おいて１.９％減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目

４.７％、２年目０％でした。 

 

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。  

5.6%

44.4%

5.6%

22.2%

72.2%

27.8%

5.6%

11.1%

5.6%

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

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、５.６％、「やや満足」であ

ると回答した方は、５.６％であり、両方を合計すると、１１.２％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、７２.２％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、０％、「やや不満」であると回答し

た方は、５.６％であり、５.６％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、１１.１％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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４４.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、６６.６％の方が、
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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、２７.８％であり、この方々を含める

と、９４.４％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、５.６％

でした。 

 

50.0%

6.3%

31.3%

6.3%

12.5%

87.5%

6.3%

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

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」であると回

答した方が、８７.５％、また、「やや満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【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、３１.３％であり、両方を合計すると、８１.３％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、１２.５％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」、「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、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
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ため、合計が１００.１％となっています。） 

2.9%

47.1%

5.9%

26.5%

41.2%

20.6%

2.9%

47.1%

5.9%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２.９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、５.９％であり、両方を合計すると、８.８％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、４１.２％であり、この方々を含める

と、５０％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、２.９％であり、２.９％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、４７.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.５％であり、両方を合計すると、７３.６％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、２０.６％であり、この方々を含める

と、９４.２％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％であり、不

満ではないことが考察できます。 

なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率
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が、５.９％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。（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。） 

54.8%

47.1%

11.9%

26.5%

21.4%

20.6%

4.8%

7.1%

5.9%

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

 

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、５４.８％、「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、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、２１.４％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％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、７.１％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、４７.１％と、１年目と比較

して７.７％減少しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して１４.６％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０.８％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８８.１％、２年目が９４.２％と、２年目において、６.１％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４.８％、２年目〇％と２年目にお

いて４.８％減少し、不満ではなくなったことが考察できます。なお、「不明」
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であると回答した方は、１年目７.１％、２年目５.９％でした。 

 

(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。 

5.6%

5.6%

5.6%

11.1%

66.7%

72.2%

16.7%

11.1%

5.6%

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）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、５.６％、「やや満足」であ

ると回答した方は、５.６％であり、両方を合計すると、１１.２％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、６６.７％であり、この方々を含める

と、７７.９％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、５.６％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１００.２％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、５.６％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１１.１％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、７２.２％であり、この方々を含める
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と、８８.９％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、１１.１％であり、１１.１％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。 

31.3%

6.3%

37.5%

6.3%

25.0% 6.3%

87.5%

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）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」であると回

答した方が、８７.５％、また、「やや満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「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、３７.５％であり、両方を合計すると、６８.８％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、２５％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、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。） 
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2.9%

17.6%

5.9%

23.5%

38.2%

50.0%

8.8%

8.8%

44.1%

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）

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２.９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、５.９％であり、両方を合計すると、８.８％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、３８.２％であり、この方々を含める

と、４７％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、８.８％であり、８.８％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、４４.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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、１７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.５％であり、両方を合計すると、４１.１％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、５０％であり、この方々を含めると、

９１.１％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、８.８％であり、８.８％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。 
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なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。（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

９９.９％となっています。） 

21.4%

17.6%

11.9%

23.5%

50.0%

50.0%

7.1%

8.8%

2.4%

7.2%

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

１年目

２年目

安全対策（不審者の侵入防止など）

（全体・移管後前年との比較）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２１.４％、「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、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、５０％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、２.４％、「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、７.２％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、１７.６％と、１年目と比較

して３.８％減少しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して１１.６％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、１年目、２年目共に５０％で、「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９１.１％と、２年目において、７.８％増加しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.４％、２年目０％と、２年

目において２.４％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目７.１％、
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２年目８.８％と２年目において１.７％増加しています。なお、「不明」である

と回答した方は、１年目７.２％、２年目０％でした。 

 

(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。 

11.1%

50.0%

5.6%

22.2%

55.6%

27.8%

16.7% 11.1%

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）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、５.６％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、５５.６％であり、この方々を含める

と、７２.３％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、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、１１.１％

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。） 

 

 

【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、２２.２％であり、両方を合計すると、７２.２％の方が、概
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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、２７.８％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、「やや不満」、「不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

6.3%

43.8% 25.0%

6.3%

18.8% 6.3%

6.3%

87.5%

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）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「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、２５％であり、両方を合計すると、６８.８％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、１８.８％であり、この方々を含める

と、８７.６％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、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、０％でした。（パ
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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。） 

8.8%

47.1%

2.9%

23.5%

32.4%

23.5%

8.8%

2.9%

2.9%

47.1%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、８.８％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２.９％であり、両方を合計すると、１１.７％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、４４.１％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、８.８％であり、８.８％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、４７.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４７.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.５％であり、両方を合計すると、７０.６％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、２３.５％であり、この方々を含める

と、９４.１％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、２.９％、「やや不満」であると回答

した方は、２.９％であり、５.８％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。 
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なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、０％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。（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

９９.９％となっています。） 

38.1%

47.1%

21.4%

23.5%

19.1%

23.5%

11.9%

2.9%

2.4%

2.9%

7.1%

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

１年目

２年目

施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど）

（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

 

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、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、１９.１％であり、この方々を含める

と、７８.６％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％、「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、７.１％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、４７.１％と、１年目と比較

して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２.１％

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４.４％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７８.６％、２年目が９４.１％と、２年目において、１５.５％増加して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.４％、２年目２.９％と、２
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年目において０.５％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目１１.

９％、２年目２.９％と２年目において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７.１％、２年目０％でした。 

 

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。 

11.1%

16.7%

33.3%

38.9%

33.3%

38.9%

11.1%

5.6%

5.6%

5.6%

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

移管前

移管後

参観、懇談

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１１.１％、「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、４４.４％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、７７.７％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、５.６％、「やや不満」であると回答

した方は、１１.１％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、５.６％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、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、３８.９％であり、両方を合計すると、５５.６％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、３８.９％であり、この方々を含める
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と、９４.５％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、５.６％であり、５.６％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。） 

 

6.3%

43.8% 25.0%

6.3%

18.8%

87.5%

12.5%

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

移管前

移管後

参観、懇談

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「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、２５％であり、両方を合計すると、６８.８％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、１８.８％であり、この方々を含める

と、８７.６％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、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
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いるため、合計が１００.１％となっています。） 

8.8%

29.4%

17.6%

32.4%

20.6%

29.4%

5.9%

2.9%

2.9%

44.1%

5.9%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、８.８％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１７.６％であり、両方を合計すると、２６.４％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、２０.６％であり、この方々を含める

と、４７％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、２.９％、「やや不満」であると回答

した方は、５.９％であり、８.８％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、４４.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。（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、２９.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、３２.４％であり、両方を合計すると、６１.８％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、２９.４％であり、この方々を含める

と、９１.２％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、２.９％であり、２.９％の方が、何らかの不満を有していると
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いう結果がでています。 

なお、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率

が、５.９％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

21.4%

29.4%

23.8%

32.4%

38.1%

29.4%

4.8%

2.9%

11.9%

5.9%

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

 

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、２１.４％、「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、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、３８.１％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、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。 

 

【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、２９.４％と、１年目と比較

して８％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８.６％

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８.７％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９１.２％と、２年目において、７.９％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、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４.８％、２年目２.９％と２年目に
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おいて１.９％減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目

１１.９％、２年目５.９％でした。 

 

(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。 

16.7%

38.9%

33.3%

38.9%

44.4%

22.2%

5.6%

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

移管前

移管後

誕生会、運動会など

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１６.７％、「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、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、４４.４％であり、この方々を含める

と、９４.４％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、５.６％であり、５.６％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、３８.９％であり、両方を合計すると、７７.８％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、２２.２％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。 
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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。 

 

6.3%

50.0% 12.5%

6.3%

18.8% 6.3%

87.5%

12.5%

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

移管前

移管後

誕生会、運動会など

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【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、１２.５％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、１８.８％であり、この方々を含める

と、８１.３％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、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、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１００.１％となっています。） 
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11.8%

44.1%

17.6%

26.5%

26.5%

20.6%

2.9%

2.9%

41.2%

5.9%

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

移管前

移管後

誕生会、運動会など

（全体）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.６％であり、両方を合計すると、２９.４％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、２６.５％であり、この方々を含める

と、５５.９％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、２.９％であり、２.９％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、４１.２％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.５％であり、両方を合計すると、７０.６％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、２０.６％であり、この方々を含める

と、９１.２％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、２.９％であり、２.９％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率
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が、５.９％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。 

42.9%

44.1%

23.8%

26.5%

23.8%

20.6%

2.4%

2.9%

7.1%

5.9%

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

 

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、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、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、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、７.１％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、４４.１％と、１年目と比較

して１.２％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.

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３.２％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９０.５％、２年目が９１.２％と、２年目において、０.７％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、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２.４％、２年目２.９％と２年目に

おいて０.５％増加しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目

７.１％、２年目５.９％でした。 
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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。 

22.2%

55.6%

27.8%

16.7%

33.3%

5.6%

5.6%

5.6%

5.6%

11.1%

11.1%

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

移管前

移管後

園外保育（遠足など）

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、２２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.８％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、５.６％であり、５.６％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、１１.１％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、５５.６％、「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、７２.３％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、５.６％であり、この方々を含めると、

７７.９％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、５.６％、「やや不満」であると回答

した方は、５.６％であり、１１.２％の方が、何らかの不満を有しているという
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結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１１.１％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１００.２％となっています。） 

 

6.3%

25.0% 12.5%

6.3%

12.5%

87.5%

50.0%

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

移管前

移管後

園外保育（遠足など）

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管前】 

民営化後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないた

め、「やや満足」、「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」である

と回答した方が、８７.５％、また、「満足」と回答した方が、６.３％、「普通」

と回答した方が、６.３％という結果になっています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「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、１２.５％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、１２.５％であり、この方々を含める

と、５０％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、５０％

でした。 
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14.7%

41.2%

14.7%

14.7%

20.6%

8.8%

2.9%

2.9%

2.9%

47.1%

29.4%

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

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１４.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.７％であり、両方を合計すると、２９.４％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、２０.６％であり、この方々を含める

と、５０％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％でとしたが、「やや不満」であ

ると回答した方は、２.９％であり、２.９％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、４７.１％であり、これは、民営化以

後に在園することとなった世帯が約５割程度あり、移管前の状況が分からない

ことから、比率が高くなっているという結果がでています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.７％であり、両方を合計すると、５５.９％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、８.８％であり、この方々を含めると、

６４.７％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、２.９％、「やや不満」であると回答

した方は、２.９％であり、５.８％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、民営化後に在園することとなった世帯が約約５割程度であるが、移管

後の状況については把握されているため、「不明」であると回答した方の比率
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が、２９.４％と、移管前と比較して低くなっているという結果がでています。

（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９９.９％となっています。） 

42.8%

41.2%

14.3%

14.7%

16.7%

8.8%

2.9%

2.4%

2.9%

23.8%

29.4%

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

 

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、４２.８％、「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、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、１６.７％であり、この方々を含める

と、７３.８％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、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、２３.８％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、４１.２％と、１年目と比較

して１.６％減少していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と

比較して０.４％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７.９％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７３.８％、２年目が６４.７％と、２年目において、９.１％減少してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目２.４％、２年目２.９％と、２

年目において０.５％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目０％、

２年目２.９％と２年目において２.９％増加しています。なお、「不明」である
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と回答した方は、１年目２３.８％、２年目２９.４％でした。 

 

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。 

94.4%

62.5%

79.4%

5.6%

25.0%

14.7%

12.5%

5.9%

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

 

【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、９４.４％、どちらかといえば「はい」と回答した方は、

５.６％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、６２.５％、どちらかといえば「はい」と回答した方は、 

２５％であり、両方を合計すると８７.５％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、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、１２.５％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、「いいえ」と回答した方は、０％でした。 
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【全世帯（全体）】 

全体としては、「はい」と回答した方が、７９.４％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、１４.７％であり、両方を合計すると、９４.１％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、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、５.９％であり、５.９％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、「いいえ」と回答した方は、０％でした。 

 

78.6%

79.4%

21.4%

14.7% 5.9%

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

 

【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、７８.６％、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。 

一方、どちらかといえば「いいえ」、「いいえ」と回答した方は、ともに０％

でした。 

   ２年目において「はい」と回答した方は、７９.４％で、１年目と比較して０.８％

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６.７％減少しています。 

   一方、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、１年目０％、２年目５.９％

で、２年目において５.９％増加しています。 

   なお、「いいえ」と回答した方は、１年目、２年目共に０％でした。 

 

 (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。 
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88.9%

87.5%

88.2%

11.1%

6.3%

8.8%

6.3%

2.9%

80% 85% 90% 95% 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

 

【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、８８.９％、どちらかといえば「はい」と回答

した方は、１１.１％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、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、「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、８７.５％、どちらかといえば「はい」と回答

した方は、６.３％であり、両方を合計すると９３.８％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、どちらかといえば「いいえ」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、「いいえ」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。） 

 

【全世帯（全体）】 

全体としては、「はい」と回答した方が、８８.２％、どちらかといえば「はい」

と回答した方は、８.８％であり、両方を合計すると、９７％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、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、２.９％であり、２.９％の

方が、「どちらかといえば安心してお子さんを預けていない」という結果がでて
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います。 

なお、「いいえ」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９９.９％となっています。） 

71.4%

88.2%

23.8%

8.8%

4.8%

2.9%

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

 

【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、７１.４％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、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、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、「いいえ」と

回答した方は、０％でした。 

   ２年目において「はい」と回答した方は、８８.２％で、１年目と比較して１６.

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１５％減少しています。 

   一方、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、１年目４.８％、２年目２.

９％で、２年目において１.９％減少しています。。 

   なお、「いいえ」と回答した方は、１年目、２年目共に０％でした。 

 

8 その他、民営化について 

№ 意見・提案 回答・考え方 

1 

 今年からお世話になっているので、

公立の時を全く知りませんが、日々感

じる事は、園長先生を筆頭に法人の方、

先生方がいつも考えて下さっているの

は、子どもが健全に過ごせているか、

保護者も納得、安心して預けているか

 ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 今後も三者が連携して、保育内容の継

続性に配慮しながら、円滑な民営化及び

園運営に努めてまいりますので、引き続

き、ご理解とご協力をいただきますよ
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№ 意見・提案 回答・考え方 

に気を配っていただき、常に声に耳を

傾け、一緒に子どもの成長を見守ろう、

楽しもうという姿勢です。 

 沢山の保護者の方が、去年は親側が

すごかった。（攻撃が）と口を揃えて

言ってました。一番大事なのは、私達

親の方の意識なのだと思います。頭か

ら変化を恐れて否定ばかりしないで、

メリットを見つけたり、より良い環境

作りを目指す、目線を変えなければ意

味がないと思います。現に食事の面で

は、ものすごく幅が広がっているので

はないでしょうか。精米機を導入して

いただき、家庭ではなかなかできない

ような食育やメニューも広がっている

のではないでしょうか。 

 去年は、１年間、待機児童保育室あ

ゆみでお世話になっていたので、それ

が公立ベースだとすれば、使用されて

いる食材の豊富さ、メニューが充実さ

れているように思います。 

 遊具も年齢に合わせて幅広く運動で

きる物を沢山導入していただいている

と思います。 

 教室のおもちゃも新しく充実して、

毎日楽しく遊んでいます。メリット、

デメリットを明確にし、より良い生活

環境を共に作っていこうという親の意

識改革が一番必要なのだと思います。 

 

う、お願いいたします。 

2 

 夕涼み会、先生達も参加していただ

いて、子どもも喜んでいました。先生

達は大変そうでしたが、今までと違っ

た夕涼み会に満足でした。来年もぜひ

参加していただいたらと思います。 

 

 民営化になり色々と変わりました

が、今までより良くなっているのでは

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 今後も三者が連携して保育内容の継

続性に配慮しながら、円滑な民営化及び

園運営に努めてまいりますので、引き続

き、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 

…と思います。園長先生など、気さく

で話しやすいです。 

 

 掃除も先生達が分担して、くつ箱や

草むしりなど、いつもきれいだなと感

じています。 

 

 お泊り保育は、どうなのでしょうか。

ぜひやっていただきたいのですが、お

願いします。 

3 

 公立時代を大きな混乱なく引き継い

でいただけたと思います。公立時代の

朝夕の方々の存在の大きさがあったか

らだと思います。 

 散歩やプールの回数が減ってしまっ

たのは残念ですが、先生方の配置上、

仕方ないのかなと思います。 

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 今後も三者が連携して、保育内容の継

続性に配慮しながら、円滑な民営化及び

園運営に努めてまいりますので、引き続

き、ご理解とご協力をいただきますよ

う、お願いいたします。 

 また、園運営等についていただきまし

たご意見につきましては、法人と共有

し、検討を行うなど、今後も連携・協力

を行ってまいります。 

4 

 不満な所は、ほぼありません。 

 しかし、一部、あいさつをしない職

員さんがいるのは、残念に思います。 

 

 おねしょの衣類は、水洗いくらいは

してほしいですね。帰ってきてからの

臭いは、すごいです。 

 ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 保育士につきましては、研修等を通じ

て質の向上を図っております。 

 また、園運営等についていただきまし

たご意見につきましては、法人と共有

し、検討を行うなど、今後も連携・協力

を行ってまいりますので、引き続き、ご

理解とご協力をいただきますよう、お願

いいたします。 

5 

 新しく入った園児の親に少し説明が

少なく、仕事の親の参加などが、その

月にならないと分からないので困っ

た。 

 

 民営化されたら、保護者会の負担は

減らして欲しい。公立よりお金がかか

 貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

園運営等についていただきましたご

意見につきましては、法人と共有し、検

討を行うなど、今後も連携・協力を行っ

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 

っているので。 

6 

 民営化になってから鮎川保育園にお

世話になっています。 

 市立保育所だった頃と比べることは

できませんが、現時点での意見として

は、本当に先生方は子どものことを良

く見て下さっていますし、相談させて

いただくと丁寧に応えて下さいます。 

 研修等も熱心に取り組まれているよ

うで、頭が下がります。 

 子どもも色々な経験をさせていただ

いているようです。 

 以前のやり方等にしばられず、民営

化になったので、園の独自の取り組み

や、保育等、先生方が良いと思われる

ことは、どんどん取り入れていただき

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。 

今後も三者が連携して保育内容の継続

性に配慮しながら円滑な民営化及び園

運営に努めてまいりますので、引き続

き、ご理解とご協力をいただきますよ

う、お願いいたします。 

7 

 公立のときは、先生の人数も多く、

ケガが少なかったように思います。 

 砂場を消毒しているのも見かけてま

した。今は、どうなんでしょうか。 

 

 私立になって、お弁当の回数増えて

ませんか。 

 

 良い面は、おむつ（うんちをしたと

き）を持ち帰らなくて良くなったこと。

先生に意見を言いやすくなったことで

す。 

 

 先生方も一所懸命にこどもをみてく

れているので、色々な意見は言います

が、応援はしています。 

 もう公立に戻ることはないので、親

としては意見（文句）を言って、良く

してもらうだけです。 

 貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 園運営等についていただいたご意見

につきましては、法人と共有し、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。 

8 
 一緒に子育てをしてもらっているみ

たいで、とても嬉しいです。 

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

 子どもの良いところを見て、教えて

くださるので、ノートや、迎えに来た

時の先生とのやり取りも、とてもホッ

とします。 

 子どもの失敗も、とてもあたたかく

報告して下さるので、ありがたいです。

安心して預けられます。 

今後も三者が連携して保育内容の継

続性に配慮しながら円滑な民営化及び

園運営に努めてまいりますので、引き続

き、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 

 民営化後に入ったので、公立の時は

わかりませんが、今の保育園には、満

足しております。 
ご理解とご協力、また、貴重なご意見

をいただき、ありがとうございます。 

今後も三者が連携して保育内容の継

続性に配慮しながら円滑な民営化及び

園運営に努めてまいります。 

また、保育士につきましては、研修等

を通じて、その質の向上に取り組んでい

るところです。 

今後も公立、私立にかかわらず、保育

の質の向上に努めてまいりますので、引

き続き、ご理解とご協力をいただきます

よう、お願いいたします。 

10 

 民営化されて最初は心配しました

が、とても良くなり、今はとても喜ん

でいます。 

11 

 民営化されてから、親子ともども楽

しく保育園生活を送っていると思いま

す。 

 民営化前は、保育士が、「子どもを

見てあげている」という態度で接して

いるようにも思える事が多々あり、不

満でした。 

 いろいろ体験もさせて下さり、子ど

もも喜んでいます。 

12 

 民営化後２年目も、１年目と変わら

ず、あるいは色々改善して頂いたとこ

ろもあり、感謝しております。 

 ２年目は特に保護者会との連携が上

手くとられている印象で、保護者から

の要望にも柔軟に対応してもらい、私

立であるというメリットが活かされて

いたと思います。 

 子ども達も、保育園や先生、お友達

が大好きで、毎日喜んで登園していま

す。 

 来年以降もよろしくおねがいしま

す。 

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

今後も三者が連携して保育内容の継

続性に配慮しながら円滑な民営化及び

園運営に努めてまいりますので、引き続

き、ご理解とご協力をいただきますよ

う、お願いいたします。 

13 

 幼児クラスしか民営化経験がないで

すが、日々の子どもへの接し方は、良

くなったと思います。特に幼稚園のよ

ご理解とご協力、また、貴重なご意見

をいただき、ありがとうございます。 

今後も三者が連携して保育内容の継
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№ 意見・提案 回答・考え方 

うな知育的なあそびが導入されている

ことに嬉しく思います。 

 一方、クラスの団結力を促す力は、

減っているようにも見えます。これは

保育士の力量によるかもしれませんが

… 

 民営の方が、サービスは向上するこ

とは、今回、よくわかりました。 

続性に配慮しながら円滑な民営化及び

園運営に努めてまいります。 

また、保育士につきましては、研修等

を通じて、その質の向上を図っておりま

す。 

今後も公立、私立にかかわらず、保育の

質の向上に努めてまいりますので、引き

続き、ご理解とご協力をいただきますよ

う、お願いいたします。 

14 

 民営化前は数ヶ月しか在籍していな

いので、不明な点は多いですが、通い

始めということもあり、先生に相談す

る機会が多く、助かりました。 

 

 民営化後、給食とイベント関係（夕

涼み会や運動会等）の改善が、特にあ

りがたいです。保護者会を通じて保護

者の要望も通りやすくなっていると思

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。 

今後も三者が連携して保育内容の継続

性に配慮しながら円滑な民営化及び園

運営に努めてまいりますので、引き続

き、ご理解とご協力をいただきますよ

う、お願いいたします。 

15 

 英語、サッカー等、設定保育を入れ

てほしいです。 

 貴重な ご意見をいただき、ありがと

うございます。 

 今後も保育内容の継続性に配慮しな

がら、三者が連携して、円滑な民営化及

び園運営に努めてまいりますので、ご理

解とご協力をいただきますよう、お願い

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

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。 

18.4%

32.5%

17.3%

25.2%

47.9%

32.1%

6.2%

3.2%

1.1%

0.4%

9.2%

6.6%

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

移管前

移管後

保護者アンケート【全体】

（民営化以前からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

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、１８.４％、「やや満足」であると

回答した方は、１７.３％であり、両方を合計すると、３５.７％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、４７.９％であり、この方々を含めると、 

８３.６％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、１.１％、「やや不満」であると回答した方

は、６.２％であり、両方を合計すると、７.３％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、９.２％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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３２.５％、「やや満足」であると

回答した方は、２５.２％であり、両方を合計すると、５７.７％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、３２.１％であり、この方々を含めると、 

８９.８％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、０.４％、「やや不満」であると回答した方
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は、３.２％であり、両方を合計すると、３.６％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、６.６％でした。 

4.3%

46.9%

0.5%

18.8%

7.5%

22.4% 1.9%

0.7%

87.7%

9.4%

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

移管前

移管後

保護者アンケート【全体】

（民営化以後からの在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

② 民営化以後からの在園世帯 

【移管前】 

民営化以後に在園することとなった世帯であり、移管前の状況が分からないため、、

「やや不満」、「不満」共に０％であり、「不明」であると回答した方が、８７.７％、

また、「満足」と回答した方は、４.３％、「やや満足」と回答した方は、０.５％、「普

通」と回答した方は、７.５％という結果になっています。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４６.９％、「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、６５.７％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、２２.４％であり、この方々を含めると、８

８.１％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、０.７％、「やや不満」であると回答した方

は、１.９％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、９.４％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。） 
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11.8%

39.3%

9.4%

22.2%

28.8%

27.5%

3.3%

2.6%

0.6%

0.6%

46.2%

7.9%

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

移管前

移管後

保護者アンケート【全体】

（全在園世帯）

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１１.８％、「やや満足」であると

回答した方は、９.４％であり、両方を合計すると、21.２％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、２８.８％であり、この方々を含めると、 

５０％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、０.６％、「やや不満」であると回答した方

は、３.３％であり、両方を合計すると、３.９％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、民営化以後に在園することになった世帯が５割程度であり、移管前の状況が

分からないことから、「不明」であると回答した方の比率が、４６.２％と、高くなっ

ているという結果がでています。（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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３９.３％、「やや満足」であると

回答した方は、２２.２％であり、両方を合計すると、６１.５％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、２７.５％であり、この方々を含めると、 

８９％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、０.６％、「やや不満」であると回答した方

は、２.６％であり、両方を合計すると、３.２％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、民営化以後に在園することになった世帯が５割程度でるが、移管後の状況に
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ついては把握されているため、「不明」であると回答した方の比率が、７.９％と、移

管前に比較して低くなっているという結果がでています。（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。） 

 

32.5%

39.3%

21.0%

22.2%

30.1%

27.5%

3.8%

2.6%

1.7%

0.6%

10.9%

7.9%

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

 

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、３２.５％、「やや満足」であると

回答した方は、２１％であり、両方を合計すると、５３.５％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、３０.１％であり、この方々を含めると、 

８３.６％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、１.７％、「やや不満」であると回答した方

は、３.８％であり、５.５％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、10.９％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、３９.３％と、１年目と比較して 

６.８％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１.２％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２.６％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 

８３.６％、２年目が８９％と、２年目において５.４％増加しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目１.７％、２年目０.６％と２年目にお

いて、１.１％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目３.８％、２年目 

２.６％で、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
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方は、１年目１０.９％、２年目７.９％でした。 



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

１　保育園に通っているお子さんについて、うかがいます。

① 　平成　　　年　　　月　平成2８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

移管後 やや
不満 不満

移管後 満足 やや満足

① 保護者への接し方
不明

不明

満足

満足

やや満足 やや
不満 不満

やや満足 普通

不明

普通 やや
不満 不満 不明

不明

やや
不満 不満 不明

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 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 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

⑤ 保護者会への協力
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

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

移管後 満足 やや満足 普通 やや
不満 不満 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 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 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

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 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

④ 食育
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

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 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 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

やや
不満 不満
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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

不明

②

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

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。）

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 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 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 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

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 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

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 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 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　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 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 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

③
施設・環境
（園舎、園庭、おもちゃ
など）

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

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 不満 不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや
不満 不満 不明

不満 不明
② 誕生会、運動会など

移管前 満足 やや満足 普通

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

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
③ 園外保育（遠足など）

移管前
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①

②

①

（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28年１月８日（金）まで提出してください。

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。
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