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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２９年１月１日現在、「さいのもと保育園」及び「てんのう中津保育園」の

在園児童の保護者全員 

※ 兄弟、姉妹関係は、１世帯としている。 

② 対象世帯 

ア さいのもと保育園       ９４世帯 

イ てんのう中津保育園     １０８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２９年１月１６日（月）まで

回収ボックスを設置し、に回答を投函いただき、平成２9年１月1７日（火）に事務

局（市）が回収 

 

(2) 回答状況 

アンケートの結果については、「Ⅱ アンケート調査結果」において記述してい

るため、ここでは、回答状況についての概要を示しています。 

 

 全 体 さいのもと保育園 てんのう中津保育園 

対象世帯 ２０２世帯 ９４世帯 １０８世帯 

回 答  ９７世帯 ３１世帯 ６６世帯 

未回答 １０５世帯 ６３世帯 ４２世帯 

回収率  ４８.０％ ３３.０％ ６１.１％ 
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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２７年４月１日から民間保育園としての

運営が始まった、さいのもと保育園（元道祖本保育所）及びてんのう中津保育園（元

中津保育所）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) さいのもと保育園 （元道祖本保育所） 

当該保育園は、平成２７年４月１日から社会福祉法人とよかわ福祉会が運営して

います。 

アンケートの回答状況については、平成２９年１月１日現在における全世帯 

９４世帯のうち、３１世帯から回答をいただいており、回収率は３３.０％となって

います。 

また、回答のあった３１世帯のうち、民営化以前からの在園世帯は、１２世帯、

民営化以後の在園世帯は、１９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、２８.９％

であり、今回のアンケートでは、４.1％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２８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、１０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２５.６％増加しています。 

33.0%

67.0%

回収率

回答 未回答

38.7%

61.3%

回答者の属性

民営化以前

から在園世帯

民営化以後

から在園世帯
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(2)てんのう中津保育園（元中津保育所） 

当該保育園は、平成２７年４月１日から社会福祉法人天王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２９年１月１日現在における全世帯 

１０８世帯のうち、６６世帯から回答をいただいており、回収率は６１.１％となっ

ています。 

 また、回答のあった６６世帯のうち、民営化以前からの在園世帯は、３７世帯、

28.9% 

33.0% 

71.1% 

67.0% 

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

１年目 

２年目 

回 収 率 

回答 未回答 

64.3% 

38.7% 

35.7% 

61.3% 

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

１年目 

２年目 

回答者の属性 

民営化前からの在園世帯 民営化後からの在園世帯 
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民営化以後の在園世帯は、２９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、６５％で

あり、今回のアンケートは、３.９％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６７世帯のうち、民営

化以前からの在園世帯は、５５世帯、民営化以後の在園世帯は、１２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２６％増加しています。 

 

 

 

 

65.0% 

61.1% 

35.0% 

38.9% 

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

１年目 

２年目 

回  収  率 

回答 未回答 

61.1%

38.9%

回収率

回答 未回答

56.1%

43.9%

回答者の属性

民営化以前か…
民営化以後か…
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 (3) 全体 

さいのもと保育園と、てんのう中津保育園を合算したアンケートの回答状況と

しては、全世帯２０２世帯のうち、９７世帯から回答を得ており、回収率は 

４８.０％となっています。 

また、回答のあった９７世帯のうち、民営化以前からの在園世帯は、４９世帯、

民営化以後の在園世帯は、４８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、

４７.５％であり、今回のアンケートでは、０.５％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９５世帯のうち、民営

化以前からの在園世帯は、７３世帯、民営化以後の在園世帯は、２２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２６.３％増加しています。 

82.1% 

56.1% 

17.9% 

43.9% 

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

１年目 

２年目 

回答者の属性  

民営化前からの在園世帯 民営化後からの在園世帯 

48.0%

52.0%

回収率

回答 未回答

50.5%

49.5%

回答者の属性

民営化以前からの在園世帯
民営化以後からの在園世帯
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２ さいのもと保育園の調査結果 

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

47.5% 

48.0% 

52.5% 

52.0% 

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

１年目 

２年目 

回 収 率 

回答 未回答 

76.8% 

50.5% 

23.2% 

49.5% 

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

１年目 

２年目 

回答者の属性 

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

なお、昨年度のアンケートでは、各項目ごとに自由な意見を記入いただいていまし

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

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

として、総括し、回答者の負担の軽減を図ったものです。 

また、６項目２６設問については、「移管前」と「移管後」を比較し、その満足度

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

結果と比較し、満足度の推移を把握しています。 

なお、民営化後から在園することとなった世帯の方の「移管前」については、「不

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

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

で、今回のアンケートから、「移管後」についてのみ回答いただいています。 

移管前と移管後及び１年目のアンケート結果との比較における保護者の満足度（意

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

運営の参考にいたします。 

 

１ 保護者との連携について 

(1) 保護者への接し方 

保護者への接し方として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

移管後の全世帯の満足度の結果について、１年目のアンケートの結果と比較して

います。 

 

 

 

41.7% 

50.0% 

33.3% 

16.7% 

16.7% 

25.0% 

8.3% 

8.3% 

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

移管前 

移管後 

保護者への接し方 

（民営化前からの在園世帯） 
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① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４１.７％、「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、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、１６.７％であり、この方々を含める

と、９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、８.３％であり、８.３％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。 

 

【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、１６.７％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、２５％であり、この方々を含めると、

９１.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は、８.３％であり、８.３％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。 

 

 

 

 

 

36.8% 42.1% 15.8% 5.3% 

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

移管後 

保護者への接し方 

（民営化後からの在園世帯） 
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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３６.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、４２.１％であり、両方を合計すると、７８.９％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、１５.８％であり、この方々を含める

と、９４.７％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、５.３％であり、５.３％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。 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

前回（平成２８年度）までのアンケートでは、民営化後に在園することとな

った世帯の方にも移管前の状況の満足度をお伺いし、いただいた回答を集計し

ていましたが、「不明」と回答いただくことが多く、「民営化後に入園するこ

とになった世帯の方が移管前の状況について判断するのは難しいのでは」との

ご意見もいただきましたので、今回のアンケートから移管前の満足度について

は、民営化以前からの在園世帯の方にのみ回答をいただいておりますので、全

世帯の移管前の回答状況は、「①民営化以前の在園世帯」の【移管前】と同デ

ータとなります。 

以下の項目においても同じですので、世帯全体の結果分析については、【移

管前】の項目を省略させていただきます。 
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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、４１.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、３２.３％であり、両方を合計すると、７４.２％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、１９.４％であり、この方々を含める

と、９３.６％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、６.５％であり、６.５％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の比率が、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。） 

 

 

 

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、４６.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、３２.１％であり、両方を合計すると、７８.５％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、２１.４％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。（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」と回答した方は、共に０％でした。 
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21.4% 

19.4% 6.5% 
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１年目 
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（全体・移管後の前年との比較） 
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【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、４１.９％と、１年目と比較

して４.５％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０.２％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％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１００％、２年目が９３.６％と、２年目において６.４％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、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年目は６.５％と、２年目

において６.５％増加しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年

目、２年目共に０％でした。 

 

(2) 悩みなどの相談対応 

悩みなどへの相談対応として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不

満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくと

ともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較し

ています。 

 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５０％、「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、６６.７％の方が概ね
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16.7% 
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16.7% 8.3% 
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移管前 

移管後 

悩みなどへの相談対応 

（民営化前からの在園世帯） 
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満足していると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％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、５８.３％、「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、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、１６.７％であり、この方々を含める

と、９１.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は８.３％であり、８.３％の方が、何らかの不満を有していたるいう

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。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.３％であり、両方を合計すると、６８.４％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、２６.３％であり、この方々を含める

と、９４.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

42.1% 26.3% 26.3% 5.3% 
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移管後 

悩みなどへの相談対応 

（民営化後からの在園世帯） 
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回答した方は５.３％あり、５.３％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。 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１１ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４８.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.６％であり、両方を合計すると、７１％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２２.６％であり、この方々を含める

と、９３.６％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は６.５％であり、６.５％の方が、何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。（パ

ーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が

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

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５０％、「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、７１.４％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２５％であり、この方々を含めると、

９６.４％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、３.６％であり、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、０％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４８.４％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２.４％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９６.４％、２年目が９３.６％と、２年目において２.８％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年目共には０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目６.５％と、２年目

において２.９増加しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でした。 
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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。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.７％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、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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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.３％であり、両方を合計すると、５７.９％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、３６.８％であり、この方々を含める

と、９４.７％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、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、５.３％でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１５ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照８ 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２５.８％であり、両方を合計すると、６４.５％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、３２.３％であり、この方々を含める

と、９６.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は共に０％で、不満では

ないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、３.２％でした。 

 

 

 

④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２５％、「やや満足」であ

ると回答した方は、３２.１％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、２５％であり、この方々を含めると、

８２.１％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１０.７％であり、１０.７％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。 

25.0% 

38.7% 

32.1% 

25.8% 

25.0% 

32.3% 

10.7% 

7.1% 

3.2% 
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２年目 

要望・意見への対応 

（全体・移管後の前年との比較） 
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なお、「不明」であると回答した方は、７.１％でした。（パーセンテージは、

小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が９９.９％となって

います。） 

 

【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、３８.７％と、１年目と比較

して１３.７％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６.３％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７.３％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８２.１％、２年目が９６.８％と、２年目において１４.７％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年目とも０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目１０.７％、２年目０％と、２年目

において１０.７％減少し、不満が解消され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３.２％でした。 

 

(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。 
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8.3% 

8.3% 
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50.0% 

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

移管前 
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① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４１.７％、「やや満足」

であると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、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、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、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、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１.６％、「やや満足」で

31.6% 5.3% 52.6% 5.3% 

5.3% 
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移管後 

保護者への費用負担（延長保育料、保育用品） 

（民営化後からの在園世帯） 
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あると回答した方は、５.３％であり、両方を合計すると、３６.９％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、５２.６％であり、この方々を含める

と、８９.５％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、５.３％であり、５.３％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、５.３％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。） 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１９ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、６.５％であり、両方を合計すると、４２％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５１.６％であり、この方々を含める

と、９３.６％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、３.２％であり、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、「不明」であると回答した方は、３.２％でした。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.９％であり、両方を合計すると、６０.８％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、３２.１％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」であると回答した方は、３.６％、「やや不満」であると回答

した方も３.６％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、０％でした。（パーセ

ンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が 

１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３５.５％と、１年目と比較

して７.４％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１１.

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１９.５％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９２.９％、２年目が９３.６％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３.６％、２年目０％で、２年

目において３.６％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目３.６％、

２年目３.２％と、２年目において０.４％減少しています。なお、「不明」であ
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ると回答した方は、１年目０％、２年目３.２％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。 

 

 

 

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、２５％であり、両方を合計すると、４１.７％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、５０％であり、この方々を含めると、

９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、８.３％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、２５％、「やや満足」であ

ると回答した方は、４１.７％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、２５％であり、この方々を含めると、

９１.７％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。 

16.7% 

25.0% 

25.0% 

41.7% 

50.0% 

25.0% 

8.3% 

8.3% 

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

移管前 

移管後 

保護者会への協力 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



23 

 

一方、「不満」であると回答した方は、８.３％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、８.３％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。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１.６％、「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、３１.６％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５２.６％であり、この方々を含める

と、８４.２％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、５.３％であり、５.３％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、１０.５％でし

た。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

２２ページ「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１６.１％であり、両方を合計すると、４５.１％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、４１.９％であり、この方々を含める

と、８７％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、３.２％、「やや不満」であると回答

した方も３.２％であり、６.４％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、６.５％でした。（パーセンテージは、

小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が９９.９％となって

います。） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３２.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２５％であり、両方を合計すると、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、２１.４％であり、この方々を含める

と、７８.５％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、３.６％あり、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、１７.９％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％と、１年目と比較し

て３.１％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８.９％

減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において２０.５％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７８.５％、２年目が８７％と、２年目において８.５％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目０％、２年目３.２％と、２年

目において３.２％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目３.６％、

２年目３.２％と、２年目において０.４％減少しています。なお、「不明」であ

ると回答した方は、１年目１７.９％、２年目６.５％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。 

 

 

 

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、４１.７％、「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、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、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考察で

きます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方は、４１.７％であり、両方を合計すると、９１.７％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、８.３％であり、この方々を含めると、

１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考察で

きます。 

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

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３６.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.３％であり、両方を合計すると、６３.１％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、３１.６％であり、この方々を含める

と、９４.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、５.３％であり、５.３％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。 

 

36.8% 26.3% 31.6% 5.3% 

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

移管後 

保護者への情報提供 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



28 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

２６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、３２.３％であり、両方を合計すると、７４.２％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、２２.６％であり、この方々を含める

と、９６.８％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、３.２％であり、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、「不明」であると回答した方は、０％でした。 

 

41.7% 

41.9% 

33.3% 

32.3% 

25.0% 

22.6% 3.2% 

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 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４６.４％、「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、６７.８％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、２８.６％であり、この方々を含める

と、９６.４％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、３.６％であり、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、０％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４１.９％と、１年目と比較

して４.５％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１０.９％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９６.４％、２年目が９６.８％と、２年目において０.４％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３.６％、２年目３.２％と、２年目

において０.４％減少しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でした。 

 

46.4% 

41.9% 

21.4% 

32.3% 

28.6% 

22.6% 

3.6% 

3.2% 

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

１年目 

２年目 

保護者への情報提供 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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２ 保育内容について 

(1) 生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

生活習慣（食事、排泄、午睡など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４１.７％、「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、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、２５％であり、この方々を含めると、

９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、８.３％であり、８.３％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方も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、２５％であり、この方々を含めると、

９１.６％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。 

41.7% 

33.3% 

25.0% 

33.3% 

25.0% 

25.0% 

8.3% 

8.3% 

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

移管前 

移管後 

生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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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、８.３％であり、８.３％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９９.９％となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１.６％、「やや満足」で

あると回答した方も３１.６％であり、両方を合計すると、６３.２％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も３１.６％であり、この方々を含めると、

９４.８％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、５.３％であり、５.３％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。） 

 

31.6% 31.6% 31.6% 5.3% 

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

移管後 

生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

３０ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３２.３％、「やや満足」で

あると回答した方も３２.３％であり、両方を合計すると、６４.６％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％であり、この方々を含めると、

９３.６％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、６.５％であり、６.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

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

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４６.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、３２.１％であり、両方を合計すると、７８.５％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１４.３％であり、この方々を含める

と、９２.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は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、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。） 

 

【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、３２.３％と、１年目と比較

して１４.１％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０.２％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１４.７％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９２.８％、２年目が９３.６％と、２年目において０.８％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６.５％と、２年

目において０.６％減少しています。 
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生活習慣（食事、排泄、午睡など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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なお、「不明」であると回答した方は、１年目、２年目とも０％でした。 

 

(2) 遊び（造詣、リズム、運動など） 

遊び（造詣、リズム、運動など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２５％、「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、５８.３％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、３３.３％であり、この方々を含める

と、９１.６％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、８.３％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、８.３％の方が、何らかの不満を有していたという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方も３３.３％であり、両方を合計すると、６６.６％の方が、概
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（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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ね満足していると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、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

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。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２６.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、３１.６％であり、両方を合計すると、５７.９％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、３６.８％であり、この方々を含める

と、９４.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、５.３％であり、５.３％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。 

 

26.3% 31.6% 36.8% 5.3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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遊び（造形、リズム、運動など） 

（民営化後からの在園世帯） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

３４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、３２.３％であり、両方を合計すると、６１.３％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、２９％であり、この方々を含めると、

９０.３％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、９.７％であり、９.７％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。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「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、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、２１.４％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、１０.７％であり、１０.７％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、３.６％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％と、１年目と比較し

て１３.９％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 

１０.９％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７.６％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８５.７％、２年目が９０.３％と、２年目において４.６％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年目とも０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目１０.７％、２年目９.７％と、２年

目において１％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３.６％、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。 

 

 

 

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、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、５８.３％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、2５％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、８.３％であり、８.３％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、８.３％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、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
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異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流） 

（民営化前からの在園世帯） 
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足していると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。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３６.８％、「やや満足」で

あると回答した方も３６.８％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、２６.３％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全てのの方が、それほど大きな不満はないということが

考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方が、３.４％であり、３.４％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、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、いずれも

０％でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

３８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、３２.３％であり、両方を合計すると、７４.２％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２５.８％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５３.６％、「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、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、全てのの方が、それほど大きな不満はないということが考察

できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【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、４１.９％と、１年目と比較

して１１.７％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１０.９％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０.８％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、２年目共に１００％で、１年目、２年目とも、全ての方がれほど大き

な不満はないということが考察できます。 

 

(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。 
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① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５８.３％、「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、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、１６.７％であり、この方々を含める

と、９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」であ

ると回答した方は、８.３％であり、８.３％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。 

 

【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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② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、３６.８％であり、両方を合計すると、５７.９％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、３６.８％であり、この方々を含める

と、９４.７％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、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、５.３％でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

４２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３２.３％、「やや満足」で

あると回答した方も３２.３％であり、両方を合計すると、６４.６％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も３２.３％であり、この方々を含めると、

９６.９％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は共に０％で、不満では

ないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、３.２％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。） 

 

58.3% 

32.3% 

16.7% 

32.3% 

16.7% 

32.3% 

8.3% 

3.2% 

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 



45 

 

 

 

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、４６.４％、「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、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、１７.９％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」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、３.６％であり、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、３.６％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。） 

 

【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、３２.３％と、１年目と比較

して１４.１％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３.７％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１４.４％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９２.９％、２年目が９６.９％と、２年目において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３.６％、２年目０％で、不満か解

消したことが考察できます。 
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なお、「不明」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目３.２％でした。 

 

(5) 子どもへの接し方 

子どもへの接し方として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

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

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、４１.７％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、８.３％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、８.３％であり、８.３％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、８.３％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、２５％、「やや満足」であ

ると回答した方は、４１.７％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。 
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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、

91.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、８.３％であり、８.３％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。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.３％であり、両方を合計すると、５７.９％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３１.６％であり、この方々を含める

と、８９.５％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、５.３％、「やや不満」であると回答

した方が、５.３％であり、１０.６％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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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

４６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２９％、「やや満足」であ

ると回答した方は、３２.３％であり、両方を合計すると、６１.３％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、２９％であり、この方々を含めると、

９０.３％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、３.２％、「やや不満」であると回答

した方は、６.５％であり、９.７％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。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５３.６％、「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、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、１７.９％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」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、３.６％であり、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、３.６％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。） 

 

【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％と、１年目と比較し

て２４.６％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１０.９％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１１.１％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９２.９％、２年目が９０.３％と、２年目において２.６％減少して

います。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目０％、２年目３.２％と、２年

目において３.２％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目、３.６％、

２年目６.５％と２年目において２.９増加しており、２年目において何らかの不
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満を有している方が増加し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３.６％、２年目０％でした。 

 

(6) 障害児保育 

障害児保育として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不

満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移

管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「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、５８.３％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、２５％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」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、１６.７％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.７％であり、両方を合計すると、５８.４％の方が、
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25.0% 

16.7% 

16.7% 

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

移管前 

移管後 

障害児保育 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



51 

 

概ね満足していると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、

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」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、１６.７％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四

捨五入して算出しているため、合計が１００.１％となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１５.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.５％であり、両方を合計すると、２６.３％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、３１.６％であり、この方々を含める

と、５７.９％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、４２.１％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

５０ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２５.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１２.９％であり、両方を合計すると、３８.７％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％であり、この方々を含めると、

６７.７％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、３２.３％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。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３２.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、７.１％であり、両方を合計すると、３９.２％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、１０.７％であり、この方々を含める

と、４９.９％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「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９９.９％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、２５.８％と、１年目と比較

して６.３％減少 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５.８％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１８.３％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４９.９％、２年目が６７.７％と、２年目において、１７.８％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年目とも

に０％で、不満ではないことが考察できます。 

32.1% 

25.8% 

7.1% 

12.9% 

10.7% 

29.0% 

50.0% 

32.3% 

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 



54 

 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目５０％、２年目３２.３％で、

この設問に限っては、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている

方のみに特化した結果がでていると考えられます。 

 

(7) 保育士の配置状況 

保育士の配置状況として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

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

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４１.７％、「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、６６.７％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、４１.６％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、２５％であり、この方々を含めると、

６６.６％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、８.３％、「やや不満」であると回答

した方は、２５％であり、３３.３％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

９９.９％となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１５.８％であり、両方を合計すると、４７.４％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、２６.３％であり、この方々を含める

と、７３.７％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、１０.５％、「やや不満」であると回

答した方は、１５.８％であり、２６.３％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。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

５４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３２.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１２.９％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、２５.８％であり、この方々を含める

と、７１％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、９.７％、「やや不満」であると回答

した方は、１９.４％であり、２９.１％の方が、何らかの不満を有しているとい

う結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。（パーセンテージは、

小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が１００.１％となっ

ています。） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３９.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.７％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、２８.６％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、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、１０.７％であり、１０.７％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、１０.７％

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、３２.３％と、１年目と比較

して７％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２.２％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２.８％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７８.６％、２年目が７１％と、２年目において、７.６％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目０％、２年目９.７％で、２年

目において９.７％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目１０.７％、

２年目１９.４％と、２年目において８.７％増加しており、２年目において何ら

かの不満を有している方が、増加しています。 
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なお、「不明」であると回答した方は、１年目１０.７％、２年目０％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。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方も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、２５％であり、この方々を含めると、

９１.６％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、８.３％であり、８.３％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９９.９％となって

います。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で
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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、２５％であり、この方々を含めると、

９１.６％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、８.３％であり、８.３％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９９.９％となって

います。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、３１.６％であり、両方を合計すると、７３.７％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、２６.３％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

５８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３８.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、３２.３％であり、両方を合計すると、７１％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２５.８％であり、この方々を含める

と、９６.８％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、３.２％であり、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、「不明」であると回答した方は、０％でした。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５３.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.３％であり、両方を合計すると、６７.９％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、２５％であり、この方々を含めると、

９２.９％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、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、０％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３８.７％と、１年目と比較

して１４.９％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１８％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％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９２.９％、２年目が９６.８％と、２年目において、３.９％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７.１％、２年目３.２％と、２ねん

めにおいて３.９％減少しています。 

なお、「不明」であると回答した方も１年目、２年目共に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。 

 

 

 

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、２５％、「やや満足」であ

ると回答した方も２５％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。 

一方、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２５％、「やや満足」であ

ると回答した方も２５％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。 
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なお、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１５.８％であり、両方を合計すると、５７.９％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、４２.１％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

６２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.４％であり、両方を合計すると、５４.９％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、４５.２％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。 

一方、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出している

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

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３９.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、７.１％であり、両方を合計すると、４６.４％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、３９.３％であり、この方々を含める

と、８５.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は、３.６％であり、３.６％の方が何らかの不満を有していたという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１０.７％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、３５.５％と、１年目と比較

して３.８％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１２.３％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５.９％増加しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が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」と回答した方は、１年目３.６％、２年目０％と、２年目において

不満が解消され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１０.７％、２年目０％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。 

 

 

 

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、２５％であり、両方を合計すると、４１.７％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、４１.７％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％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、８.３％であり、８.３％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、８.３％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、２５％であり、両方を合計すると、４１.７％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、４１.７％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％でしたが、「やや不満」である
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と回答した方は、８.３％であり、８.３％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、８.３％でした。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１５.８％であり、両方を合計すると、５７.９％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、３６.８％であり、この方々を含める

と、９４.７％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、５.３％であり、５.３％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。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

６６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３２.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.４％であり、両方を合計すると、５１.７％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、３８.７％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、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は６.５％であり、６.５％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、３.２％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。） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４６.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.７％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、３２.１％であり、この方々を含める

と、８９.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方は、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、３.６％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９９.９％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３２.３％と、１年目と比較

して１４.１％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８.７％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６.６％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８９.２％、２年目が９０.４％と、２年目において、１.２％増加してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に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６.５％と、２年

目において０.６％減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１
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年目３.６％、２年目３.２％でした。 

 

(4) アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

アレルギー児への対応（給食、与薬など）として、「満足」、「やや満足」、

「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を

選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケ

ートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、４１.７％であり、両方を合計すると、５８.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２５％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」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、１６.７％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、１６.７％、「やや満足」で
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あると回答した方は、４１.７％であり、両方を合計すると、５８.４％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２５％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」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、１６.７％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。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２６.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.１％であり、両方を合計すると、４７.４％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、２１.１％であり、この方々を含める

と、６８.５％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５.３％、「やや不満」であると回答し

た方は、０％であり、５.３％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、２６.３％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
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入して算出しているため、合計が１００.１％となっています。） 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

７０ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２２.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２９％であり、両方を合計すると、５１.６％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、２２.６％であり、この方々を含める

と、７４.２％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３.２％、「やや不満」であると回答し

た方は、０％であり、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、「不明」であると回答した方は、２２.６％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。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２５％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１０.７％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、１０.７％であり、この方々を含める

と、４６.４％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、３.６％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、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、５０％であり、この設問に限っては、

アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方のみに特化した結果がで

ていると考えられます。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、２２.６％と、１年目と比

較して２.４％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１８.３％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１１.９％増加して

おり、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較

すると、１年目が４６.４％、２年目が７４.２％と、２年目において、２７.

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３.６、２年目３.２％で、２年

目において０.４％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目、２年
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目共に０％でした。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目５０％、２年目２２.６％で、

この設問に限っては、アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方の

みに特化した結果がでていると考えられます。 

 

(5) 病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、保護者への連絡など） 

病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、保護者への連絡など）として、

「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つ

の項目から該当する項目を選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度

について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４１.７％、「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、５８.４％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、９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、８.３％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、４１.７％、「やや満足」で
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あると回答した方は、１６.７％であり、両方を合計すると、５８.４％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、９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、８.３％でした。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２６.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.５％であり、両方を合計すると、３６.８％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、５２.６％であり、この方々を含める

と、８９.４％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

回答した方も１０.５％であり、１０.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

７４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３２.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１２.９％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、４５.２％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、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は６.５％であり、６.５％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、３.２％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。） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「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、６７.９％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、２５％であり、この方々を含めると、

９２.９％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、３.６％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、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、３.６％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１０

０.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３２.３％と、１年目と比較

して１０.６％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 

１２.１％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２０.２％増加してお

り、「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較する

と、１年目が９２.９％、２年目が９０.４％と、２年目において、２.５％減少し

ています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目は３.６％でしたが、２年目は

０％と、２年目において３.６％減少していますが、「やや不満」であると回答

した方は、１年目０％、２年目６.５％と２年目において６.５％増加し、何らか
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の不満を有している方の割合が増加しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目３.２％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。 

 

 

 

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、５０％、「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、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、２５％であり、この方々を含めると、

９１.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は０％でしたが、「やや不満」であると

回答した方も８.３％であり、８.３％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。 

 

【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、８.３％であり、両方を合計すると、５８.３％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、３３.３％であり、この方々を含める

と、９１.６％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、８.３％であり、８.３％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９９.９％となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４７.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.１％であり、両方を合計すると、６８.５％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、２６.３％であり、この方々を含める

と、９４.８％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、５.３％であり、５.３％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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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

７８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４８.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.１％であり、両方を合計すると、６４.５％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％であり、この方々を含めると、

９３.５％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、６.５％であり、６.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、０％でした。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５３.６％、「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、７８.６％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、１４.３％であり、この方々を含める

と、９２.９％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、３.６％であり、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、３.６％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。） 

 

【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、４８.４％と、１年目と比較

して５.２％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８.９％

減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１４.７％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９２.９％、２年目９３.５％と、２年目において０.６％増加していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目６.５％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
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３.６％、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。 

 

 

 

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、４１.７％、「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、５８.４％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、４１.７％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、４１.７％、「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、５８.４％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、４１.７％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。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.１％であり、両方を合計すると、６３.２％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、３６.８％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。 

 

42.1% 21.1% 36.8% 

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

移管後 

献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

（民営化後からの在園世帯） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

８２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４１.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.４％であり、両方を合計すると、６１.３％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３８.７％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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献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

（全体） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５３.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.９％であり、両方を合計すると、７１.５％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２５％であり、この方々を含めると、

９６.５％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、３.６％であり、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、０％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が１００.１％となっています。） 

 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４１.９％と、１年目と比較

して１１.７％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１.５％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１３.７％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９６.５％、２年目が１００％と、２年目において、３.５％増加し

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３.６％、２年目０％と、不満が解
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消され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年目共に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。  

 

 

 

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、２５％であり、両方を合計すると、４１.７％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、５０％であり、この方々を含めると、

９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、８.３％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、８.３％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。 

 

【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、３３.３％であり、両方を合計すると、５０％の方が概ね満
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足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４１.７％であり、この方々を含める

と、９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、８.３％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、８.３％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。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.５％であり、両方を合計すると、３１.６％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、６３.２％であり、この方々を含める

と、９４.８％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」であると答えた方は０％でしたが、「やや不満」であると回

答した方は、５.３％であり、５.３％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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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

８６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１９.４％、「やや満足」で

あると回答した方も１９.４％であり、両方を合計すると、３８.８％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、５４.８％であり、この方々を含める

と、９３.６％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、３.２％、「やや不満」であると回答

した方も３.２％であり、６.４％の方が、何らかの不満を有しているという結果

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

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４２.９％、「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、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、２１.４％であり、この方々を含める

と、８５.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は１０.７％であり、１０.７％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、３.６％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、１９.４％と、１年目と比較

して２３.５％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２％

減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において３３.４％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８５.７％、２年目が９３.６％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０％、２年目３.２％と、２年

目にいて３.２％増加しましたが、「やや不満」であると回答した方は、１年目、

１０.７％、２年目共に３.２％と、２年目において７.５％減少しました。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目０％でした。 
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(2) 安全対策（不審者の侵入防止など） 

安全対策（不審者の侵入防止など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、８.３％、「やや満足」であ

ると回答した方も８.３％であり、両方を合計すると、１６.６％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、５０％であり、この方々を含めると、

６６.６％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、８.３％、「やや不満」であると回答

した方は、１６.７％であり、２５％の方が、何らかの不満を有しているたいう

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、８.３％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

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、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方も１６.７％であり、両方を合計すると、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、３３.３％であり、この方々を含める
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と、６６.７％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、８.３％、「やや不満」であると回答

した方は、１６.７％であり、２５％の方が、何らかの不満を有しているたいう

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、８.３％でした。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、５.３％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、４７.４％であり、この方々を含める

と、７３.８％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、１０.５％、「やや不満」であると回

答した方は、１５.８％であり、２６.３％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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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

９０ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１９.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.７％であり、両方を合計すると、２９.１％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、４１.９％であり、この方々を含める

と、７１％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、９.７％、「やや不満」であると回答

した方は、１６.１％であり、２５.８％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、３.２％でした。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、１７.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.７％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、４２.９％であり、この方々を含める

と、７１.５％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、７.１％、「やや不満」であると回答

した方も７.１％であり、14.２％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、１４.３％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、１９.４％と、１年目と比較

して１.５％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して１％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方も２年目において１％減少し、「満足」、

「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、１年目が 

７１.５％、２年目が７１％と、２年目において、０.５％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９.７％と、２

年目において２.６％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目７.１％、

２年目１６.１％と２年目において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１４.３％、２年目３.２％でした。 
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(3) 施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど） 

施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど）として、「満足」、「やや満足」、

「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を

選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケ

ートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１６.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、２５％の方が概ね満

足していると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、９１.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、８.３％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、８.３％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。 

 

【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、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、３３.３％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、８.３％、「やや不満」であると回答

16.7% 

16.7% 

8.3% 

33.3% 

66.7% 

33.3% 8.3% 

8.3% 

8.3% 

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

移管前 

移管後 
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した方も８.３％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、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。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２１.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１５.８％であり、両方を合計すると、３６.９％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、４７.４％であり、この方々を含める

と、８４.３％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、５.３％、「やや不満」であると回答

した方は、１０.５％であり、１５.８％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。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

９４ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１９.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.６％であり、両方を合計すると、４２％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４１.９％であり、この方々を含める

と、８３.９％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、６.５％、「やや不満」であると回答

した方は、９.７％であり、１６.２％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。） 

 

16.7% 

19.4% 

8.3% 

22.6% 

66.7% 

41.9% 9.7% 

8.3% 

6.5% 

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

移管前 

移管後 

施設・環境（園舎、園庭、おもちゃなど） 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



97 

 

 

 

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、３２.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.６％であり、両方を合計すると、６０.７％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、８２.１％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、３.６％、「やや不満」であると回答

した方は、１４.３％であり、１７.９％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、０％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、１９.４％と、１年目と比較

して１２.７％減少し、「やや満足」であると回答した方も１年目と比較して６％

減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において２０.５％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８２.１％、２年目が８３.９％と、２年目において、１.８％増加し

ています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目６.５％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１４.

３％、２年目９.７％と２年目において４.６％減少しています。なお、「不明」

であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でした。 
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６ 年間行事（内容）について 

(1) 参観、懇談 

参観、懇談として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不

満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移

管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、４１.６％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、５０％であり、この方々を含めると、

９１.６％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、８.３％であり、８.３％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９９.９％となっています。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、４１.６％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、５０％であり、この方々を含めると、
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９１.６％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、８.３％であり、８.３％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９９.９％となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３６.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、1０.５％であり、両方を合計すると、４７.３％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、３６.８％であり、この方々を含める

と、８４.１％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、５.３％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、５.３％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、１０.５％でした。（パ

ーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が

９９.９％となっています。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

９８ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、９.７％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、４１.９％であり、この方々を含める

と、８７.１％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、３.２％、「やや不満」であると回答

した方も３.２％であり、６.４％の方が、何らかの不満を有しているという結果

がでています。なお、「不明」であると回答した方は、６.５％でした。 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３５.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.９％であり、両方を合計すると、５３.６％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、８９.３％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、３.６％、「やや不満」であると回答

した方も３.６％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、３.６％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。） 

 

【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、３５.５％と、１年目と比較

して０.２％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 

８.２％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において6.２％増加しており、

「満足」、「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、

１年目が８９.３％、２年目が８７.１％と、２年目において、２.２％減少してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目３.２％と、２

年目において０.４％減少し、「やや不満」であると回答した方も、１年目３.６％、

２年目３.２％と２年目において０.４％減少しています。なお、「不明」である
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と回答した方は、１年目３.６％、２年目６.５％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。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.７％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、２５％であり、この方々を含めると、

７５％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、８.３％、「やや不満」であると回答

した方も８.３％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、８.３％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 

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、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。 
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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、９１.７％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、８.３％であり、８.３％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。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２６.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１５.８％であり、両方を合計すると、４２.１％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、３６.８％であり、この方々を含める

と、７８.９％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、５.３％であり、５.３％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、１５.８％でし

た。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１０２ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.４％であり、両方を合計すると、５４.９％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、２９％であり、この方々を含めると、

８３.９％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、６.５％であり、６.５％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、９.７％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。） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３９.３％、「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、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、２８.６％であり、この方々を含める

と、９２.９％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、３.６％、「やや不満」であると回答

した方は、０％であり、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、３.６％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。） 

 

【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、３５.５％と、１年目と比較

して３.８％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 

５.6％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において０.４％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９２.９％、２年目が８３.９％と、２年目において、９％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目０％と、２年

目において３.６％減少しましたが、「やや不満」であると回答した方は、１年

目０％、２年目６.５％と２年目において６.５％増加しています。 
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なお、「不明」であると回答した方は、１年目３.６％、２年目９.７％でした。 

 

(3) 園外保育（遠足など） 

園外保育（遠足など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不

満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくと

ともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較し

ています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.３％であり、両方を合計すると、４１.６％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、５０％であり、この方々を含めると、

９１.６％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないということが考察できます。 

なお、「不明」であると回答した方は、８.３％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９９.９％となって

います。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.７.％であり、両方を合計すると、５０％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、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、、「不満」、「やや不満」、「不明」であると回答した方は、いずれ

も０％でした。 

 

 
 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、１５.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.３％であり、両方を合計すると、４２.１％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、２６.３％であり、この方々を含める

と、６８.４％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、１０.５％であり、１０.５％の方が、何らかの不満を有してい

るという結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、２１.１％

でした。 

 

15.8% 26.3% 26.3% 10.5% 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１０６ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、２２.６％、「やや満足」で

あると回答した方も２２.６％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、３５.５％であり、この方々を含める

と、８０.７％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、６.５％であり、６.５％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、１２.９％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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8.3% 

12.9% 

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 



109 

 

 

 

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、５０％、「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、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、１７.９％であり、この方々を含める

と、８２.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」、「やや不満」であると回答した方は、共に０％で、不満で

はないことが考察できます。なお、「不明」であると回答した方は、１７.９％

でした。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出している

ため、合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、２２.６％と、１年目と比較

して２７.４％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８.３％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において１７.６％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８２.２％、２年目が８０.７％と、２年目において、１.５％減少し

ています。 

一方、「不満」であると回答された方は、１年目、２年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目に０％、２年目は、６.５％と、２

年目において６.５％増加しています。 
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なお、不明」であると回答した方は、１年目１７.９％、２年目１２.９％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。 

 

 

 

【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、６６.７％、どちらかといえば「はい」と回答した方は、

３３.３％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、７３.７％、どちらかといえば「はい」と回答した方は、 

２１.１％であり、両方を合計すると９４.８％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、５.３％であり、５.３％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。 
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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 



111 

 

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、７１％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、２５.８％であり、両方を合計すると、９６.８％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、３.２％であり、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、「いいえ」と回答した方は、０％でした。 

 

 

 

【１年目と２年目の比較（全世帯（全体））】 

   １年目において「はい」と回答した方が、８９.３％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、１０.７％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。 

   ２年目において「はい」と回答した方は、７１％で、１年目と比較して１８.３％

減少していますが、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１５.１％増加しています。 

   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３.２％

で、２年目において３.２％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
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の問に、「はい」、どちらかといえば「はい」、どちらかといえば「いいえ」、「い

いえ」の４つの項目から該当する項目を選択していただいています。 

 

 

 

【民営化以前からの在園世帯】 

移管前において、「保護者自身が安心してお子さんを預けていますか」の問に

対して、「はい」と回答した方は、７５％、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１００％となり、全ての方が、概ね安

心してお子さんを預けているという結果がでています。 

なお、「いいえ」、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、共に０％で

した。 

 

【民営化以後の在園世帯】 

移管後において、「保護者自身が安心してお子さんを預けていますか」の問に

対して、「はい」と回答した方は、５７.９％、どちらかといえば「はい」と回答

した方は、４２.１％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、「いいえ」、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、共に０％で

した。 

 

【全世帯（全体）】 

全体としては、「はい」と回答した方が、６４.５％、どちらかといえば「はい」

と回答した方は、３５.５％であり、両方を合計すると、１００％となり、全ての

方が、概ね安心してお子さんを預けているという結果がでています。 

なお、「いいえ」、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、共に０％で
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した。 

 

 
 

【１年目と２年目の比較（全世帯（全体））】 

   １年目において「はい」と回答した方が、８２.１％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、１７.９％であり、両方を合計すると１００％となり、全ての方

が、概ね喜んで通園しているという結果がでています。 

   ２年目において「はい」と回答した方は、６４.５％で、１年目と比較して１７.

６％減少していますが、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１７.６％増加しています。 

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

年目共にいずれも０％で、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。 

   

 

 

8 その他、民営化について 

№ 意見・提案 回答・考え方 

1 

○幼児クラスになってから、特に声の

かけ方などが雑な気がします。「～し

たらって言ったやん」、「～してきて

～。」など、もう少し保育士らしく丁

寧な声かけをしてほしい。 

○子ども達と積極的に遊んでほしい。 

○リズムあそび、運動など、週のカリ

 貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 保育園の運営について、ご心配をおか

けしました。 

 いただきましたご意見及びご要望は、

法人と共有し、改善策また、実施可能か

どうかを検討するなど、今後も連携・協
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２年目 
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（全体・前年との比較） 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

キュラムに取り込んでほしい。 

○手作りおやつが増えてきているよう

だが、まだまだ市販のおやつが多いと

感じる。 

給食は、畑でとれたものを調理してく

ださったり、子どもも喜んでいる。 

○移管前からおもちゃの少なさ、古さ

が気になる。 

○公立のときから担当制保育を行って

いると聞いていたが、移管後も引き続

き行われているのか？ 

ほとんど一斉保育のように見えるので

…また、担当制をされているなら、職

員全員が同じ保育を行えるように、研

修などしてほしい。 

○音楽をかけた体操は、子どもも好き

で喜んでいるが、わらべうた遊びも取

り入れてほしい。 

○センター活動で、製作や、ごっこあ

そび、机上あそびと分かれているよう

だが、各ホールでもコーナーあそびが

充実するよう環境を整えてほしい。 

床に本を広げていたり、出入口付近で

ブロックをしていたり、落ち着いてあ

そべているのか…。 

○すみれ組の時から上ぐつで歩きまわ

った床にシートだけ敷き、布団を敷い

て寝るのは不衛生だと思う、幼児も同

じく。職場の負担や費用のこともある

と思うが、コットなどの導入も検討し

てほしい。乳児だけでも。 

◎公立の時より、ふれあいＤａｙや、

たのしいＤａｙたどの行事でいろいろ

工夫してくださり、嬉しく思います。 

民営化されたからこそ、もっと園の特

色を出して、すてきな園になるよう、

とても期待しています。 

先生方には、いつも個別に対応もして

いただき、ありがたいです。 

力を図ってまいりますので、今後もご理

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 

これからもよろしくお願いします。つ

らつらと要望ばかりですみませんでし

た。 

2 
１人、１人の子供にもう少し目を向

けていただいたらと思います。 

 貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 保育園の運営について、ご心配をおか

けいたしました。 

 いただきましたご意見は、法人と共有

し、改善策を検討するなど、今後も連

携・協力を図ってまいります。 

また、保育士につきましては、研修等

を通じて、その質の向上に努めていると

ころでございます。 

今後も公立、私立にかかわらず、保育

の質の向上に取り組んでまいりますの

で、今後ともご理解とご協力をいただき

ますよう、お願いいたします。 

3 

規律やあいさつを保育士が丁寧に、

子どもにも保護者にも接するべきだと

思います。 

家で子どもをそだてるのはちがうの

で、保育園では、大人も子どもも社会

性を身につけてほしいと思います。 

先生方が雑なあいさつで、対応も公

立のときとかわらない。 

教育的な教材も少し取り入れてほし

い。 

4 

 行事など、保護者がとうてい入れな

いのに、一気にホールに入れず、入れ

替え式などできれば助かります。 

5 

○他の私立園では、誕生日プレゼント

を園からもらい、遠足（園外学習）に

も入園有料な場所等にも出ていたの

で、どうしてこんなに差があるのか気

になる。 

○園のおもちゃをもう少し知育玩具に

するなど、幼児教育も視野に入れた購

入も考えていただきたい。 

○マンションが出来、様々な人の往来

があるのにもかかわらず、防犯に対し

て無防備すぎる。 

○自然にふれることをたくさんしてい

ただいているので、子ども自身が情緒

豊かに育ててもらっていると感じる。 

○産、育休の補充や、外国籍の子や、

障害のある子に対する加配の先生の配

置など、民営化されてからの方が、な

かなか先生に来てもらえないのでしょ

うか？先生の人的保障も気になりま

す。 

さいのもと保育園は、平成２７年４月

から民営化した保育園で、民営化後の保

育内容の充実につきましては、子どもた

ちの保育環境の変化を最小限に止める

ことに配慮しつつ進めさせていただい

ておりますので、今後も保護者の皆さ

ま、法人、市の三者が連携して、保育内

容の充実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。 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

6 

 さいのもと保育園ならではの特色

（他園にないような）を作る予定など

あるのでしょうか？ 

 他園との比較は、したこ事がないの

で分からないのですが、民営化と聞く

と、ちょっと目新しい事が起こるイメ

ージだったので、気になっただけです。 

今のままでも満足しています。 

 民営化後の保育内容の充実につきま

しては、子どもたちの保育環境の変化を

最小限に止めることに配慮しつつ進め

させていただいておりますので、今後も

保護者の皆さま、法人、市の三者が連携

して、保育内容の充実に努めてまいりま

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。 

7 

 安全対策として監視カメラの設置を

園入口、駐車場（第２グラウンド）へ

早めにつけてほしいと思います。 

 貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 保育施設の安全対策は、公立、私立に

かかわらず課題であると認識しており

ますので、いただきましたご意見は、法

人と共有して対策を検討するなど、今後

も連携してまいります。 

８ 

 できる限り早急な対応の希望とし

て、「安全対策」をあげさせていただ

きます。 

 近年の凶悪事件などを受けて、防犯

カメラの設置など、ご検討いただけれ

ば幸いです。 

９  午睡前に着替えをしてほしい。 

貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

いただきましたご意見、ご要望は、法

人と共有し、改善策を検討するなど、今

後も連携してまいりますので、ご理解と

ご協力をいただきますよう、お願いいた

します。 

10 

 上の子の時は、セカンドステップが

あったのに、なくなって残念…。 

下の子こそ学習してもらいたかった。 

 民営化になったので、少しずつ保育

園に行事を負担してもらってもいいの

では。（主体を保育園にしていく。） 

 基本的には不満はありません。民営

化前と変わらず、良い保育を提供して

いただいて、感謝しかありません。今

後もこのまま素敵な先生でいて下さ

い。 

11 

 民営化前も経験（2013年卒園）し

ていますが、全てにおいて概ね満足し

ています。そして民営化後いくつかの

改善がされ、いつも子どもたちのため

に最高の思いやりをいただいて、感謝

しています。 

 ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 今後も円滑に民営化が進むよう、保護

者、法人、市の三者が連携して進めてま

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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Ⅲ 保護者アンケートまとめ 

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

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

とします。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、３３.７％、「やや満足」であると

回答した方は、２１.５％であり、両方を合計すると、５５.２％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、３５.６％であり、この方々を含めると、 

９０.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１.６％、「やや不満」であると回答した方

は、３.８％であり、両方を合計すると、５.４％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、３.８％でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３５.９％、「やや満足」であると

回答した方は、２４.４％であり、両方を合計すると、６０.３％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、３０.４％であり、この方々を含めると、 

９０.７％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、１.６％、「やや不満」であると回答した方

は、５.４％であり、両方を合計すると、７％の方が、何らかの不満を有しているとい

33.7% 

35.9% 

21.5% 

24.4% 

35.6% 

30.4% 

3.8% 

5.4% 

1.6% 

1.6% 

3.8% 

2.2% 

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

移管前 

移管後 

保護者アンケート【全体】 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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う結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、２.２％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９９.９％

となっています。） 

 

 

 

② 民営化以後からの在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１.４％、「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、５２％の方が、概ね満足してい

るという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３６％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、１.６％、「やや不満」であると回答した方

は、４.９％であり、両方を合計すると、６.５％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、５.５％でした。（パーセンテージは、小数

点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が９９.９％となっています。） 

 

31.4% 20.6% 36.0% 4.9% 

1.6% 

5.5% 

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

移管後 

保護者アンケート【全体】 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１1７ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３３.１％、「やや満足」であると

回答した方は、２２.１％であり、両方を合計すると、５５.２％の方が、概ね満足して

いるという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.９％であり、この方々を含めると、 

８９.１％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、１.６％、「やや不満」であると回答した方

は、５.１％であり、両方を合計すると、６.７％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方は、４.２％でした。（パーセンテージは、小数

点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が１００.２％となっています。） 

 

33.7% 

33.1% 

21.5% 

22.1% 

35.6% 

33.9% 

3.8% 

5.1% 

1.6% 

1.6% 

3.8% 

4.2% 

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

移管前 

移管後 

保護者アンケート【全体】 

（全体） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



120 

 

 

 

④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４１.９％、「やや満足」であると

回答した方は、２０.１％であり、両方を合計すると、６２％の方が概ね満足している

という結果がでています。 

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

８６.２％の方が、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

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

は、４.７％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、「不明」であると回答した方は、８.１％でした。（パーセンテージは、小

数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３３.１％と、１年目と比較して 

８.８％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９.７％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 

８６.２％、２年目が８９.１％と、２年目において２.９％増加しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目１.１％、２年目１.６％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４.７％、２年目 

５.１％で、２年目において０.４％増加しています。なお、「不明」であると回答した

方は、１年目８.１％、２年目４.２％でした。 

41.9% 

33.1% 

20.1% 

22.1% 

24.2% 

33.9% 

4.7% 

5.1% 

1.1% 

1.6% 

8.1% 

4.2% 

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

１年目 

２年目 

保護者アンケート【全体】 

（全在園世帯・前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



民営化後２年目における保育園の保育内容等に関するアンケート

１　保育園に通っているお子さんについて、うかがいます。

①

※　民営化後（平成27年４月１日以後）に入園された世帯の方は、これ以降、移管前については回答いただく必要はござい
   ませんので、移管後についてのみご回答ください。

　平成　　　年　　　月　平成２９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
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

普通 やや
不満 不満 不明

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

　※各設問の満足度について該当するものを○で囲んでください。

【資料１】

1



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

健康指導
（からだの話など）

移管前 満足 やや満足 普通 やや
不満

やや
不満 不満 不明

不明

②

不満

普通 やや
不満 不満

移管後 満足 やや満足

不明

移管後 満足 やや満足 普通 やや
不満

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

① 健康診断の実施内容
移管前 満足 やや満足

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

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
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民営化後２年目における保育園の保育内容等に関するアンケート

①

②

①

（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29年１月16日（月）まで提出してください。

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

やや
不満 不満
② 誕生会、運動会など

移管前 満足 やや満足 普通

移管後 満足

不満 不明

やや
不満 不満

不満

満足 やや満足

やや満足 普通

満足 やや満足 普通 やや
不満

不明

不明

移管前 普通 やや
不満

不明

８　児童と保護者自身について

「はい」　　　　　どちらかといえば「はい」
　

どちらかといえば「いいえ」　　　　　「いいえ」

「はい」　　　　　どちらかといえば「はい」
　

どちらかといえば「いいえ」　　　　　「いいえ」

保護者自身が安心してお子さ
んを預けていますか。

お子さんは喜んで通園してい
ますか。

③ 園外保育（遠足など）
移管後
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