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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、「てんのう中津保育園」及び「さいのもと保育園」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 てんのう中津保育園     １０８世帯 

イ さいのもと保育園       ９４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 てんのう中津保育園 さいのもと保育園 

対象世帯 ２０２世帯 １０８世帯  ９４世帯 

回 答  ９７世帯 ６６世帯  ３１世帯 

未回答 １０５世帯 ４２世帯  ６３世帯 

回収率  ４８.０％ ６１.１％ ３３.０％ 
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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、てんのう中津保育園（元中津保育所）及びさいのもと保育園（元道

祖本保育所）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)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、

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。 

 

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 （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、

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 

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 
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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。 

 

 

 

 

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 

33.0%

67.0%

回収率

回答 未回答

38.7%

61.3%

回答者の属性

民営化以前からの在園世帯
民営化後から在園世帯
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(3) 全体 

てんのう中津保育園とさいのもと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。 

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 

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 てんのう中津保育園の調査結果 

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% 
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１年目 

２年目 

回 収 率 

回答 未回答 
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23.2% 

49.5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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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。 
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48.6% 

24.3% 
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24.3% 

24.3% 
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5.4% 

5.4% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
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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、３２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.３％であり、両方を合計すると、５６.７％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２４.３％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、５.４％、「やや不満」であると回答

した方は、１３.５％であり、１８.９％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。（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、４８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.６％であり、両方を合計すると、７０.２％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、２４.３％であり、この方々を含める

と、９４.５％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、５.４％であり、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、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。） 

 

48.3% 10.3% 34.5% 6.9% 
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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、４８.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.３％であり、両方を合計すると、５８.６％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、３４.５％であり、この方々を含める

と、９３.１％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、６.９％であり、６.９％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。 

 

 

 

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、４８.５％、「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、６５.２％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、９４％の方は、それほど大きな不満はないとい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、６.１％であり、６.１％の方が、何らかの不満を有していると

いう結果がでています。 

なお、「不明」であると回答した方の比率が、０％でした。（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、４６.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２８.４％であり、両方を合計すると、７４.７％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、２０.９％であり、この方々を含める

と、９５.６％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が、１.５％、「やや不満」であると回答

した方が、３％あり、４.５％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。 
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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、４８.５％と、１年目と比較

して２.２％増加していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と

比較して１１.７％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７.９％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９５.６％、２年目が９４％と、２年目において１.６％減少しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目は１.５％でしたが、２年目は

０％となりました。 

しかし、「やや不満」であると回答した方は、１年目３％でしたが、２年目

は６.１％と、２年目において３.１％増加しています。なお、「不明」であると

回答した方は、１年目１.５％、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。 

 

 

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、３７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.３％であり、両方を合計すると、６２.１％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％であり、この方々を含めると、

37.8% 
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2.7% 
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８９.１％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が、２.７％、「やや不満」であると回答

した方が、５.４％あり、８.１％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、２.７％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  

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、５４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.２％であり、両方を合計すると、７０.３％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、２４.３％であり、この方々を含める

と、９４.６％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が、２.７％、「やや不満」であると回答

した方も２.７％あり、５.４％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。 

 

 

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、３７.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.１％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、２７.６％であり、この方々を含める

と、８９.６％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

37.9% 24.1% 27.6% 10.3% 
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回答した方は１０.３％あり、１０.３％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。） 

 

 

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、４７％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１９.７％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、２５.８％であり、この方々を含める

と、９２.５％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が、１.５％、「やや不満」であると回答

した方も６.１％あり、７.６％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、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、５０.７％、「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、６８.６％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、２０.９％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、６％であり、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、４.５％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％と、１年目と比較し

て３.７％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１.８％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４.９％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８９.５％、２年目が９２.５％と、２年目において３％増加しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目は０％でしたが、２年目は１.

５％と、２年目において１.５％増加し、「やや不満」であると回答した方は、

１年目６％、２年目６.１％と、２年目において０.１％増加しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目４.５％、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。 

 

 

 

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％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１０.８％であり、両方を合計すると、３７.８％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、４５.９％であり、この方々を含める

と、８３.７％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、２.７％、「やや不満」であると回答

した方は、８.１％であり、１０.８％の方が、何らかの不満を有していたという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、５.４％でした。（パ

ーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が

９９.９％となっています。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４５.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、５９.４％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２９.７％であり、この方々を含める

と、８９.１％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。 
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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８.１％あり、８.１％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、２.７％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、２４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.２％であり、両方を合計すると、４１.３％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、４４.８％であり、この方々を含める

と、８６.１％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、３.４％、「やや不満」であると回答

した方も３.４％であり、６.８％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、６.９％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 

９９.８％となっています。） 

 

24.1% 17.2% 44.8% 3.4% 
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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 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３６.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１５.２％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、３６.４％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方も６.１％であり、７.６％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、４.５％でした。（パーセンテージは、

小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が１００.１％となっ

ています。） 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３７.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２５.４％であり、両方を合計すると、６２.７％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.４％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方は３％であり、４.５％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、４.５％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。） 

 

【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、３６.４％と、１年目と比較

して０.９％減少しており、「やや満足」であると回答した方も、１年目と比較

して１０.２％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において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９１.１％、２年目が８８％と、２年目において３.１％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年目共に１.５％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目３％、２年目６.１％と、２年目に

おいて３.１％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、２年目共に４.５％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。 

 

 

 

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、４３.２％、「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、４３.２％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、５１.４％であり、この方々を含める

と、９４.６％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２.７％であり、２.７％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、２.７％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、４５.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２.７％であり、両方を合計すると、４８.６％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、４５.９％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、５.４％であり、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、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、３４.５％、「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、３４.５％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、６２.１％であり、この方々を含める

と、９６.６％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、３.４％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、「不明」であると回答した方は、０％でした。 
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（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 



21 

 

 

 

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、４０.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１.５％であり、両方を合計すると、４２.４％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、５３％であり、この方々を含めると、

９５.４％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、４.５％であり、４.５％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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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、３４.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、９％であり、両方を合計すると、４３.３％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、５３.７％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、１.５％であり、１.５％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、１.５％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、４０.９％と、１年目と比較

して６.６％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０.７％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９７％、２年目が９５.４％と、２年目において１.６％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１.５％、２年目４.５％と、２年目

において３％増加しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目

１.５％、２年目０％でした。 
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(5) 保護者会への協力 

保護者会への協力として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

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

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１８.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、３２.４％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、３２.４％であり、この方々を含める

と、６４.８％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、１０.８％、「やや不満」であると回

答した方は、１８.９％であり、２９.７％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、５.４％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５４.１％、「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、８６.５％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、１０.８％であり、この方々を含める

と、９７.３％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、２.７％、「やや不満」であると回答
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した方は、０％であり、２.７％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、２４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、６.９％であり、両方を合計すると、３１％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４８.３％であり、この方々を含める

と、７９.３％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、３.４％、「やや不満」であると回答

した方は、０％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、「不明」であると回答した方は、１７.２％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。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

２３ページ「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４０.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.２％であり、両方を合計すると、６２.１％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、２７.３％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、３％、「やや不満」であると回答し

た方は、０％であり、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、７.６％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、３１.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、３２.８％であり、両方を合計すると、６４.１％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、２５.４％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」、「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、１０.

４％でした。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出して

いるため、合計が９９.９％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４０.９％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１１.６％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１.９％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８９.５％、２年目が８９.４％と、ほぼ変化はありません。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目０％、２年目３％と、２年目

において３％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１０.４％、２年

目７.６％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、４０.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、５４％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３５.１％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、２.７％、「やや不満」であると回答

した方は、５.４％であり、８.１％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、２.７％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

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、５６.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.２％であり、両方を合計すると、７３％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２４.３％であり、この方々を含める

と、９７.３％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。 
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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、２.７％であり、２.７％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、２.７％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、５１.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.３％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、３７.９％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。（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、「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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保護者への情報提供 

（民営化後からの在園世帯） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

２７ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５４.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.６％であり、両方を合計すると、6８.１％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、３０.３％であり、この方々を含める

と、９８.４％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、１.５％であり、１.５％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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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、４３.３％、「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、６２.７％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、３５.８％であり、この方々を含める

と、９８.５％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、１.５％であり、１.５％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。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５４.５％と、１年目と比較

して１１.２％増加していますが、「やや満足」であると回答した方は、１年目

と比較して５.８％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５.５％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９８.５％、２年目が９８.４％と、ほぼ変化はありません。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目とも０％、「やや不

満」であると回答した方は、１年目、２年目とも１.５％でした。 

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。 
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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、５６.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.１％であり、両方を合計すると、６４.９％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、２７％であり、この方々を含めると、

９１.９％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、５.４％であり、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、２.７％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、４５.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.２％であり、両方を合計すると、６２.１％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、２１.６％であり、この方々を含める

と、８３.７％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
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と回答した方は、１６.２％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、５１.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.１％であり、両方を合計すると、７５.８％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、１７.２％であり、この方々を含める

と、９３％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、６.９％であり、６.９％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。

（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】 

３１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、４８.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.７％であり、両方を合計すると、６８.２％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、１９.７％であり、この方々を含める

と、８７.９％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、１２.１％であり、１２.１％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。 
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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、５５.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.４％であり、両方を合計すると、６８.６％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、２３.９％であり、この方々を含める

と、９２.５％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、３％、「やや不満」であると回答し

た方は、４.５％であり、７.５％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。 

 

【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、４８.５％と、１年目と比較

して６.７％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６.３％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４.２％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９２.５％、２年目が８７.９％と、２年目において４.６％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目３％、２年目０％と、２年目

において３％減少しましたが、「やや不満」であると回答した方は、１年目、

４.５％、２年目12.１％と、２年目において７.６％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年目とも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。 

 

 

 

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、４３.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.６％であり、両方を合計すると、６４.８％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、２９.７％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、２.７％であり、２.７％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、２.７％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、６２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.６％であり、両方を合計すると、８３.８％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、１３.５％であり、この方々を含める
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と、９７.３％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、２.７％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、５５.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.２％であり、両方を合計すると、７２.４％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、２０.７％であり、この方々を含める

と、９３.１％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、６.９％であり、６.９％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。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

３５ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５９.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.７％であり、両方を合計すると、７８.８％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、９５.５％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％であり、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、１.５％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年目の結果】 

１年目において「満足」であると回答した方は、６１.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２０.９％であり、両方を合計すると、８２.１％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、１６.４％であり、この方々を含める

と、９８.５％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

と回答した方が、１.５％であり、１.５％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。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、５９.１％と、１年目と比較

して２.１％減少し、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比較して 

１.２％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０.３％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９８.５％、２年目が９５.５％と、２年目において３％減少しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目とも０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目１.５％、２年目３％と、２年目に

おいて１.５％増加しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目

０％、２年目１.５％でした。 
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(3) 異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流） 

異年齢交流（他クラスのともだちとのかかわり・交流）として、「満足」、「や

や満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当

する項目を選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年

目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、６７.６％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、29.７％であり、この方々を含めると、

９７.３％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、２.７％

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、５４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１８.９％であり、両方を合計すると、７３％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は２４.３％であり、この方々を含めると、

９７.３％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
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と回答した方が、２.７％であり、２.７％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、３４.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、２０.７％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、３４.５％であり、この方々を含める

と、８９.７％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、「不明」であると回答した方は、６.９％でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

３９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、４５.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.７％であり、両方を合計すると、６５.２％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、９４％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％であり、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、３％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、４７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１４.９％であり、両方を合計すると、６２.７％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、２９.９％であり、この方々を含める

と、９２.６％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方が、１.５％であり、１.５％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、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、４５.５％と、１年目と比較

して２.３％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４.８％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１.１％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９２.６％、２年目が９４％と、２年目において１.４％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１.５％、２年目３％と、２年目に

おいて１.５％増加しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目
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６％、２年目３％でした。 

 

(4) 食育 

食育として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、

「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移管後の

全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.３％であり、両方を合計すると、７８.４％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、１８.９％であり、この方々を含める

と、９７.３％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、２.７％

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、５６.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７％であり、両方を合計すると、８３.８％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、１６.２％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
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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。 

 

 

 

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、４１.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２０.７％であり、両方を合計すると、６２.１％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、

９３.１％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、「不明」であると回答した方は、３.４％でした。（パーセンテージは、

小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が９９.９％となって

います。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

４３ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２４.２％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、２２.７％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」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、１.５％であり、１.５％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、１.５％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、５５.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、20.９％であり、両方を合計すると、７６.１％の方が概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２０.９％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

と回答した方が、１.５％であり、１.５％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、１.５％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５.２％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３.３％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１.８％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９７％、２年目が９６.９％と、それほど大きな変化はありません。。 

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年目とも１.５％でした。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目、２年目とも１.５％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。 

 

 

 

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、４８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１８.９％であり、両方を合計すると、６７.５％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、２１.６％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、２.７％、「やや不満」であると回答

した方は、５.４％であり、８.１％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、２.７％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

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、５１.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、６４.９％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、２７％であり、この方々を含めると、

91.９％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。 
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一方、「不満」であると回答した方は、２.７％、「やや不満」であると回答

した方は、２.７％であり、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、２.７％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、４８.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.２％であり、両方を合計すると、６５.５％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、２０.７％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、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方が、１０.３％であり、１０.３％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、３.４％で

した。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているた

め、合計が９９.９％となっています。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

４７ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５０％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１５.２％であり、両方を合計すると、６５.２％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、２４.２％であり、この方々を含める

と、８９.４％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方は、６.１％であり、７.６％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％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、５５.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.９％であり、両方を合計すると、７９.１％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、１６.４％であり、この方々を含める

と、９５.５％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

と回答した方が、３％であり、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、１.５％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８.７％

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７.８％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９５.５％、２年目が８９.４％と、２年目において６.１％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目０％、２年目１.５％と、２年

目において１.５％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目、３％、

２年目６.１％と２年目において３.１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１.５％、２年目３％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。 

 

 

 

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、５.４％、「やや満足」であ

ると回答した方は、８.１％であり、両方を合計すると、１３.５％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、１３.５％であり、この方々を含める

と、２７％の方は、それほど大きな不満はないとい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、２.７％であり、２.７％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、７０.３％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５.４％、「やや満足」であ

ると回答した方は、２.７％であり、両方を合計すると、８.１％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、１６２％であり、この方々を含める

と、２４.３％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、２.７％であり、２.７％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、７３％であり、

この設問に限っては、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている

方のみに特化した結果がでていると考えられます。 

 

 

 

② 民営化以後の在園世帯 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６.９％、「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、６.９％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、１３.８％であり、この方々を含める

と、２０.７％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、７９.３％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。 

 

6.9% 13.8% 79.3% 

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

移管後 

障害児保育 

（民営化以後からの在園世帯） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

５１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、６.１％、「やや満足」であ

ると回答した方は、１.５％であり、両方を合計すると、７.６％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、１５.２％であり、この方々を含める

と、２２.８％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、１.５％であり、１.５％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、７５.８％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。） 
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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、６％、「やや満足」である

と回答した方は、４.５％であり、両方を合計すると、１０.５％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、１０.４％であり、この方々を含める

と、２０.９％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、７９.１％であり、この設問に限って

は、障害児保育の状況（加配の状況など）を把握されている方のみに特化した

結果がでていると考えられます。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、６.１％と、１年目と比較し

て０.１％増加ましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比較し

て３％減少しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において４.８％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２０.９％、２年目が２２.８％と、２年目において、１.９％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０％、２年目１.５％と、２年目に

おいて１.５％増加しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目
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6.1% 

4.5% 

1.5% 

10.4% 
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1.5% 

79.1% 
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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

１年目 
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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 



55 

 

７９.１％、２年目７５.８％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、３７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.８％であり、両方を合計すると、４８.６％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、４３.２％であり、この方々を含める

と、９１.８％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、２.７％であり、２.７％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、５.４％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 
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5.4% 

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

移管前 

移管後 

保育士の配置状況 

（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 



56 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、５１.３％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、２９.７％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０％でしたが、「やや不満」である

と回答した方は、１３.５％であり、１３.５％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、５.４％で

した。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているた

め、合計が９９.９％となっています。） 

 

 

 

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、３７.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、２０.７％であり、両方を合計すると、５８.６％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、２４.１％であり、この方々を含める

と、８２.７％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、３.４％、「やや不満」であると回答

した方は、１０.３％であり、１３.７％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、３.４％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.８％となっています。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

５５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、３７.９％、「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、５４.６％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、２７.３％であり、この方々を含める

と、８１.９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１.５％、「やや不満」であると回答

した方は、１２.１％であり、１３.６％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、４.５％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、４３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.４％であり、両方を合計すると、５６.７％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、３４.３％であり、この方々を含める

と、９１％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、７.５％であり、７.５％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、１.５％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、３７.９％と、１年目と比較

して５.４％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３.３％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において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９１％、２年目が８１.９％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０％、２年目１.５％で、２年

目において１.５％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目７.５％、

２年目１２.１％と、２年目において４.６％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。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目１.５％、２年目４.５％でした。 
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３ 保健関係について 

(1) 健康診断の実施内容 

健康診断の実施内容として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

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

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.１％であり、両方を合計すると、６２.２％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、３５.１％であり、この方々を含める

と、９７.３％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、２.７％であり、２.７％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。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５１.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.８％であり、両方を合計すると、６２.２％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、３５.１％であり、この方々を含める

と、９７.３％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。 
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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、２.７％であり、２.７％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、４４.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.１％であり、両方を合計すると、６８.９％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、２０.７％であり、この方々を含める

と、８９.６％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、６.９％であり、６.９％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、３.４％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 

 

44.8% 24.1% 20.7% 6.9% 
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移管後 

健康診断の実施内容 

（民営化後からの在園世帯） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

５９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、４８.５％、「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、６５.２％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、９４％の方は、それほど大きな不満はないとい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、４.５％であり、４.５％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、１.５％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、４３.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.４％であり、両方を合計すると、５６.７％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、３７.３％であり、この方々を含める

と、９４％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、４.５％であり、４.５％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、１.５％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、４８.５％と、１年目と比較

して５.２％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３.

３％増加しており、満足度が上昇していることが考察てせきます。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において８.５％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９４％、２年目も９４％と、変化はありませんでした。 

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年目共に４.５％でした。 

なお、「不明」であると回答した方も１年目、２年目共に１.５％でした。 
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(2) 健康指導（からだの話など） 

健康指導として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、「不満」、

「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、移管後の

全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４３.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、５６.７％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、４３.２％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、４３.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、５６.７％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、４３.２％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、「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、３４.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.６％であり、両方を合計すると、６２.１％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、２４.１％であり、この方々を含める

と、８６.２％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、「不明」であると回答した方は、 

１３.８％でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

６３ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３９.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.７％であり、両方を合計すると、５９.１％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、３４.８％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、６.１％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、３１.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.４％であり、両方を合計すると、４７.７％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、４０.３％であり、この方々を含める

と、８８％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、１.５％であり、１.５％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、１０.４％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 

 

【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、３９.４％と、１年目と比較

して８.１％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５.５％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８８％、２年目が９３.９％と、２年目において、５.９％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」と回答した方は、１年目１.５％、２年目０％と、２年目において

不満は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、
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１年目１０.４％、２年目６.１％でした。 

 

(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、３７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、５１.３％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、４０.５％であり、この方々を含める

と、９１.８％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、５.４％、「やや不満」であると回答

した方は、２.７％であり、８.１％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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４０.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.８％であり、両方を合計すると、５１.３％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、３７.８％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、５.４％、「やや不満」であると回答

した方は、２.７％であり、８.１％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、２.７％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 

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、３４.５％、「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、６５.５％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、１７.２％であり、この方々を含める

と、８２.７％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、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、「不明」であると回答した方は、１３.８％でし

た。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、

合計が９９.９％となっています。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

６７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、３７.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.７％であり、両方を合計すると、５７.６％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２８.８％であり、この方々を含める

と、８６.４％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、３％、「やや不満」であると回答し

た方も３％であり、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、７.６％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、３８.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.４％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、３５.８％であり、この方々を含める

と、９１％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％であり、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、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、３７.９％と、１年目と比較

して０.９％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３.３％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方は、２年目において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９１％、２年目が８６.４％と、２年目において、４.６％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％、「やや不

満」であると回答した方は、１年目、２年目共に３％であり、何らかの不満を

お持ちの方が増加したという結果が出ています。なお、「不明」であると回答

した方は、１年目６％、２年目７.６％でした。 

 

38.8% 

37.9% 

16.4% 

19.7% 

35.8% 

28.8% 

3.0% 

3.0% 

3.0% 

6.0% 

7.6% 

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

１年目 

２年目 

衛生対策（手洗い用石けんの常備など） 

（全体・移管後の前年との比較） 

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

アレルギー児への対応（給食、与薬など）として、「満足」、「やや満足」、

「普通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を

選択していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケ

ートの結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、１６.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.１％であり、両方を合計すると、２４.３％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、２９.７％であり、この方々を含める

と、５４％の方は、それほど大きな不満はないとい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、２.７％であり、２.７％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、４３.２％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。（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、１８.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.１％であり、両方を合計すると、２７％の方が、概ね

16.2% 

18.9% 

8.1% 

8.1% 

29.7% 

29.7% 

2.7% 43.2% 

43.2% 

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

移管前 

移管後 

アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２９.７％であり、この方々を含める

と、５６.７％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、４３.２％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。（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、２４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、６.９％であり、両方を合計すると、３１％の方が、概ね

満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２４.１％であり、この方々を含める

と、５５.１％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、１０.３％であり、１０.３％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、３４.５％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９９.９％となっています。） 

24.1% 6.9% 24.1% 10.3% 

34.5% 

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

移管後 

アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

７１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、２１.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、７.６％であり、両方を合計すると、２８.８％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、２７.３％であり、この方々を含める

と、５６.１％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、４.５％であり、４.５％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、３９.４％であり、この設問に限って

は、アレルギー児への対応（給食、与薬など）が必要な方のみに特化した結果

がでていると考えられます。 

 

16.2% 

21.2% 

8.1% 

7.6% 

29.7% 

27.3% 

2.7% 

4.5% 

43.2% 

39.4% 

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

移管前 
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アレルギー児への対応（給食、与薬など） 

（全体） 

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

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、２５.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.４％であり、両方を合計すると、３５.８％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、１７.９％であり、この方々を含める

と、５３.７％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、４６.３％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。 

 

【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、２１.２％と、１年目と比

較して４.２％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

２.８％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９.４％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５３.７％、２年目が５６.１％と、２年目において、２.４％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年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目は０％でしたが、２年目は４.５％

で、２年目において４.５％増加しています。 

25.4% 

21.2% 

10.4% 

7.6% 

17.9% 

27.3% 4.5% 

46.3% 

39.4% 

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 
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なお、「不明」であると回答した方は、１年目４６.３％、２年目３９.４％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、３７.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、１８.９％であり、両方を合計すると、５６.７％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、３７.８％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が、２.７％、「やや不満」であると回答

した方が、０％で、２.７％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、２.７％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９９.９％

となっています。） 

 

 

37.8% 

40.5% 

18.9% 

13.5% 

37.8% 

24.3% 16.2% 

2.7% 

2.7% 

2.7% 

2.7% 

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

移管前 

移管後 

病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、保護者への 

   連絡など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４０.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、５４％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２４.３％であり、この方々を含める

と、７８.３％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、２.７％、「やや不満」であると回答

した方も１６.２％であり、１８.９％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、２.７％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

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、３４.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、２０.７％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、２０.７％であり、この方々を含める

と、７５.９％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

回答した方も１０.３％であり、１０.３％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、１３.８％でし

た。 

 

34.5% 20.7% 20.7% 10.3% 

13.8% 

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

移管後 

病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、保護者への 

   連絡など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

７５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、３７.９％、「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、５４.６％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、２２.７％であり、この方々を含める

と、７７.３％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方も１３.６％であり、１５.１％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、７.６％でした。 
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病気やけがのときの対応（処置や日々の与薬、保護者への 
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満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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④ １年目と２年目の比較（全体・移管後の前年との比較） 

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.４％であり、両方を合計すると、６８.６％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、２５.４％であり、この方々を含める

と、９４％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、４.５％であり、４.５％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、１.５％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、３７.９％と、１年目と比較

して１４.３％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０.３％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９４％、２年目が７７.３％と、２年目において、１６.７％減少してい

ます。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目は０％でしたが、２年目は１.

５％と２年目において１.５％増加し、「やや不満」であると回答した方も１年

目４.５％、２年目１３.６％と２年目において９.１％増加し、何らかの不満を有

している方の割合が増加しています。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目１.５％、２年目７.６％でした。 
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ど） 
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満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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４ 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、６２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.８％であり、両方を合計すると、７３％の方が概ね

満足していると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％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、５９.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.８％であり、両方を合計すると、７０.３％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、２４.３％であり、この方々を含める

と、９４.６％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、５.４％であり、５.４％の方が、何らかの不満を有していると
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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 



80 

 

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、５５.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２０.７％であり、両方を合計すると、７５.９％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、１７.２％であり、この方々を含める

と、９３.１％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、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、「不明」であると回答した方は、３.４％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 

 

55.2% 20.7% 17.2% 

3.4% 

3.4% 

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

移管後 

給食の内容 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

７９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、５７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１５.２％であり、両方を合計すると、７２.８％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、２１.２％であり、この方々を含める

と、９４％の方は、それほど大きな不満はないとい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、４.５％であり、４.５％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、１.５％でした。 

 

62.2% 

57.6% 

10.8% 

15.2% 

27.0% 

21.2% 4.5% 

1.5% 

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

移管前 

移管後 

給食の内容 

（全体） 

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

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５０.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.９％であり、両方を合計すると、７４.６％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、１９.４％であり、この方々を含める

と、９４％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％であり、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、５７.６％と、１年目と比較

して６.９％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８％.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１.８％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年目共にが９４％で、変化はありませんでした。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目６％、２年目４.５％と２年目にお

いて１.５％減少しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目０％、

２年目１.５％でした。 

 

 

50.7% 

57.6% 

23.9% 

15.2% 

19.4% 

21.2% 

6.0% 

4.5% 

1.5% 

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

１年目 

２年目 

給食の内容 

（全体・移管後の前年との比較） 

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

献立表の項目内容（わかりやすさなど）として、「満足」、「やや満足」、「普

通」、「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択

していただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケート

の結果と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、５４.１％、「やや満足」で

あると回答した方は、１０.８％であり、両方を合計すると、６４.９％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、３５.１％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方が、それほど大きな不満はないということが考

察できます。 

なお、「やや不満」、「不満」、「不明」であると回答した方は、共に０％

でした。 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、５６.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.１％であり、両方を合計すると、６４.９％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、３５.１％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。 

54.1% 

56.8% 

10.8% 

8.1% 

35.1% 

35.1% 

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

移管前 

移管後 

献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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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、７２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、６.９％であり、両方を合計すると、７９.３％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、１７.２％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、「やや不満」、「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、３.４％で

した。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているた

め、合計が９９.９％となっています。） 

 

72.4% 6.9% 17.2% 

3.4% 

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

移管後 

献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

８３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、６３.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、７.６％であり、両方を合計すると、７１.２％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、２７.３％であり、この方々を含める

と、９８.５％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、１.５％でした。 

54.1% 

63.6% 

10.8% 

7.6% 

35.1% 

27.3% 

1.5% 

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） 

（全体） 

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

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、５２.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.４％であり、両方を合計すると、６８.６％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、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。 

 

【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、６３.６％と、１年目と比較

して１１.４％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８.８％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１００％、２年目が９８.５％と、２年目において、１.５％減少してい

ますが、「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、２年目において１.５％でした。 

 

 

52.2% 

63.6% 

16.4% 

7.6% 

31.3% 

27.3% 

1.5% 

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

１年目 

２年目 

献立表の項目内容（わかりやすさなど） 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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５ 保育環境について 

(1) 遊具や砂場などの安全・衛生管理 

遊具や砂場などの安全・衛生管理として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。  

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２１.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.３％であり、両方を合計すると、４５.９％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、４８.６％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、２.７％、「やや不満」であると回答

した方は、２.７％であり、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、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、４３.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、１８.９％であり、両方を合計すると、６２.１％の方が、

21.6% 

43.2% 

24.3% 

18.9% 

48.6% 

37.8% 

2.7% 

2.7% 

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

移管前 

移管後 

遊具や砂場などの安全・衛生管理 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３７.８％であり、この方々を含める

と、１００％となり、全ての方は、それほど大きな不満はないということが考

察できます。（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。） 

一方、「不満」、「やや不満」、「不明」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。 

 

 

 

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、４１.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１７.２％であり、両方を合計すると、５８.６％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％であり、この方々を含めると、

８９.６％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると答えた方は０％でしたが、「やや不満」であると回

答した方は、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、「不明」であると回答した方は、６.９％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 

９９.９％となっています。） 

 

41.4% 17.2% 31.0% 3.4% 

6.9% 

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

移管後 

遊具や砂場などの安全・衛生管理 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

８７ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、１８.２％であり、両方を合計すると、６０.６％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、３４.８％であり、この方々を含める

と、９５.４％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、１.５％であり、１.５％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％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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0% 20% 40% 60% 80% 100% 

移管前 

移管後 

遊具や砂場などの安全・衛生管理 

（全体） 

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

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３７.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２３.９％であり、両方を合計すると、６１.２％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、３２.８％であり、この方々を含める

と、９４％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方も１.５％であり、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、３％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４２.４％と、１年目と比較

して５.１％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比

較して５.７％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％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９４％、２年目が９５.４％と、２年目において、１.４％増加していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目１.５％、２年目０％と、２年

目にいて１.５％減少しましたが、「やや不満」であると回答した方は、１年目、

２年目共に１.５％でした。 

なお、「不明」であると回答した方は、１年目、２年目共に３％でした。 

 

37.3% 

42.4% 

23.9% 

18.2% 

32.8% 

34.8% 

1.5% 

1.5% 

1.5% 
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遊具や砂場などの安全・衛生管理 

（全体・移管後の前年との比較） 

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

安全対策（不審者の侵入防止など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、

「やや不満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択してい

ただくとともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果

と比較しています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、２１.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、３５.１％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、４５.９％であり、この方々を含める

と、８１％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、５.４％、「やや不満」であると回答

した方は、１０.８％であり、１６.２％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、２.７％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、５１.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.６％であり、両方を合計すると、７３％の方が、概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２４.３％であり、この方々を含める
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5.4% 

2.7% 

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

移管前 

移管後 

安全対策（不審者の侵入防止など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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と、９７.３％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、２.７％であり、２.７％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、１７.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、３４.５％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、３１％であり、この方々を含めると、

８２.７％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、６.９％であり、６.９％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、１０.３％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。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

９１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、３６.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、２７.３％であり、両方を合計すると、６３.７％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、２７.３％であり、この方々を含める

と、９１％の方は、それほど大きな不満はないとい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、４.５％であり、４.５％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、４.５％でした。 
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4.5% 

5.4% 

2.7% 
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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、３５.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２６.９％であり、両方を合計すると、６２.７％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、２５.４％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方は、７.５％であり、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、３％でした。（パーセン

テージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が 

１００.１％となっています。） 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３６.４％と、１年目と比較

して０.６％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 

０.４％増加しています。 

また、「普通」であると回答した方も２年目において１.９％増加し、「満足」、

「やや満足」、「普通」であると回答した方の合計を比較すると、１年目が 

８８.１％、２年目が９１％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１.５％、２年目０％と、２年

目において１.５％減少し、「やや不満」であると回答した方は、１年目７.５％、

２年目４.５％と２年目において３％減少しています。なお、「不明」であると

回答した方は、１年目３％、２年目４.５％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、２４.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.２％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、５１.４％であり、この方々を含める

と、９１.９％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、５.４％、「やや不満」であると回答

した方は、２.７％であり、８.１％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。 

 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４０.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、２１.６％であり、両方を合計すると、６２.１％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２９.７％であり、この方々を含める
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5.4% 

2.7% 

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） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 



96 

 

と、９１.８％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、２.７％、「やや不満」であると回答

した方は、５.４％であり、８.１％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。） 

 

 

 

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、２０.７％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.１％であり、両方を合計すると、４４.８％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、３７.９％であり、この方々を含める

と、８２.７％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、６.９％、「やや不満」であると回答

した方は、６.９％であり、１３.８％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、３.４％でした。（パ

ーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合計が

９９.９％となっています。） 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

９５ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、３１.８％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.７％であり、両方を合計すると、５４.５％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３３.３％であり、この方々を含める

と、８７.８％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、４.５％、「やや不満」であると回答

した方は、６.１％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、１.５％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】 

１年目において「満足」であると回答した方は、３７.３％、「やや満足」で

あると回答した方は、２２.４％であり、両方を合計すると、５９.７％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、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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方は、１４.９％であり、１６.４％の方が何らかの不満を有しているという

結果がでています。なお、「不明」であると回答した方は、１.５％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、３１.８％と、１年目と比較

して５.５％減少しましたが、「やや満足」であると回答した方、１年目と比較

して０.３％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１０.９％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８２.１％、２年目が８７.８％と、２年目において、５.７％増加し

ています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目１.５％、２年目４.５％と、２

年目において３％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目１４.９％、

２年目６.１％と２年目において８.８％減少しています。なお、「不明」である

と回答した方は、１年目、２年目共に１.５％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、４８.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.１％であり、両方を合計すると、５６.７％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、３７.８％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、５.４％であり、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、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、４５.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.５％であり、両方を合計すると、５９.４％の方が、

概ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、３５.１％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、５.４％であり、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、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、４１.４％、「やや満足」で

あると回答した方は、13.８％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、３４.５％であり、この方々を含める

と、８９.７％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、６.９％であり、６.９％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、３.４％でした。 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

９９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、４３.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１３.６％であり、両方を合計すると、５７.５％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、３４.８％であり、この方々を含める

と、９２.３％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、６.１％であり、６.１％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、１.５％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】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４６.３％、「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、６４.２％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、３２.８％であり、この方々を含める

と、９７％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％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、４３.９％と、１年目と比較

して２.４％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９７％、２年目が９２.３％と、２年目において、４.７％減少していま

す。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目、２年目共に０％でしたが、

「やや不満」であると回答した方は、１年目０％、２年目６.１％と２年目にお

いて６.１％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％、

２年目１.５％でした。 

 

46.3% 

43.9% 

17.9% 

13.6% 

32.8% 

34.8% 6.1% 

3.0% 

1.5% 

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

１年目 

２年目 

参観・懇談 

（全体・移管後の前年との比較） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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(2) 誕生会、運動会など 

誕生会、運動会などとして、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不満」、

「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくとともに、

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

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４３.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、２４.３％であり、両方を合計すると、６７.５％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、２４.３％であり、この方々を含める

と、９１.８％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、２.７％、「やや不満」であると回答

した方は、５.４％であり、８.１％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。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４０.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、２９.７％であり、両方を合計すると、７０.２％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、２１.６％であり、この方々を含める

と、９１.８％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。 

43.2% 

40.5% 

24.3% 

29.7% 

24.3% 

21.6% 

5.4% 

8.1% 

2.7% 

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

移管前 

移管後 

誕生会、運動会など 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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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、８.１％であり、８.１％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。） 

 

 

 

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、３４.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、６.９％であり、両方を合計すると、４１.４％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、３１％であり、この方々を含めると、

７２.４％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、３.４％、「やや不満」であると回答

した方は、１０.３％であり、１３.７％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、１３.８％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 

 

34.5% 6.9% 31.0% 10.3% 

3.4% 

13.8% 

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

移管後 

誕生会・運動会など 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１０３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、３７.９％、「やや満足」で

あると回答した方は、１９.７％であり、両方を合計すると、５７.６％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、２５.８％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方は、９.１％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、６.１％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。） 

 

43.2% 

37.9% 

24.3% 

19.7% 

24.3% 

25.8% 

5.4% 

9.1% 

2.7% 

1.5% 

6.1% 

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

移管前 

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

【１年目】 

１年目において「満足」であると回答した方は、４４.８％、「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、７６.１％の方が概

ね満足しているという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、１７.９％であり、この方々を含める

と、９４％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方は、３％であり、４.５％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、１.５％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、３７.９％と、１年目と比較

して６.９％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 

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７.９％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９４％、２年目が８３.４％と、２年目において、１０.６％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１.５％、「やや

不満」であると回答した方は、１年目３％、２年目９.１％と２年目において 

６.１％増加しています。なお、「不明」であると回答した方は、１年目１.５％、

２年目６.１％でした。 

 

44.8% 

37.9% 

31.3% 

19.7% 

17.9% 

25.8% 

3.0% 

9.1% 

1.5% 

1.5% 
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6.1% 

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

１年目 

２年目 

誕生会・運動会など 

（全体・移管後の前年との比較） 

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

園外保育（遠足など）として、「満足」、「やや満足」、「普通」、「やや不

満」、「不満」、「不明」の６つの項目から該当する項目を選択していただくと

ともに、移管後の全世帯の満足度について、１年目のアンケートの結果と比較し

ています。 

 

 

 

① 民営化以前からの在園世帯 

【移管前】 

移管前において「満足」であると回答した方は、４０.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、８.１％であり、両方を合計すると、４８.６％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、３７.８％であり、この方々を含める

と、８６.４％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、８.１％であり、８.１％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、５.４％でした。

（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出しているため、合

計が９９.９％となっています。） 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、６７.６％、「やや満足」で

あると回答した方は、１６.２.％であり、両方を合計すると、８３.８％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、１３.５％であり、この方々を含める

40.5% 

67.6% 

8.1% 

16.2% 

37.8% 

13.5% 

8.1% 

5.4% 

2.7% 

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

移管前 

移管後 

園外保育（遠足など） 

（民営化前からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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と、９７.３％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、２.７％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、１７.２％、「やや満足」で

あると回答した方は、６.９％であり、両方を合計すると、２４.１％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、

５５.１％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、「不明」であると回答した方は、４４.

８％でした。（パーセンテージは、小数点以下第２位を四捨五入して算出して

いるため、合計が９９.９％となっています。） 

17.2% 6.9% 31.0% 44.8% 

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

移管後 

園外保育（遠足など） 

（民営化後からの在園世帯） 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 不明 
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③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１０７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、４５.５％、「やや満足」で

あると回答した方は、１２.１％であり、両方を合計すると、５７.６％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、２１.２％であり、この方々を含める

と、７８.８％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、２１.２％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、４１.８％、「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、６１.２％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、１１.９％であり、この方々を含める

と、７３.１％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、１.５％、「やや不満」であると回答

した方は、４.５％であり、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、２０.９％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、４５.５％と、１年目と比較

して３.７％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９.３％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７３.１％、２年目が７８.８％と、２年目において、５.７％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年目に６％おられ

ましたが、２年目は、０％となり、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２０.９％、２年目２１.２％でした。 
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（全体・移管後の前年との比較） 
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７ 児童と保護者について 

(1) 子どもの通園の様子（お子さんは喜んで通園していますか） 

子どもの通園の様子として、「お子さんは喜んで通園していますか」との問に、

「はい」、どちらかといえば「はい」、どちらかといえば「いいえ」、「いいえ」

の４つの項目から該当する項目を選択していただいています。 

 

 

 

【民営化以前からの在園世帯】 

移管前において、「お子さんは喜んで通園していますか」の問に対して、「は

い」と回答した方は、７８.４％、どちらかといえば「はい」と回答した方は、

２１.６％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、６２.１％、どちらかといえば「はい」と回答した方は、 

２７.６％であり、両方を合計すると８９.７％の方が、概ね喜んで通園していると

いう結果がでています。 

一方、どちらかといえば「いいえ」と回答した方は、６.９％であり、６.９％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％でしたが、無回答の方が、３.４％あり

ました。 
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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 無回答 
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【全世帯（全体）】 

全体としては、「はい」と回答した方が、７１.２％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、２４.２％であり、両方を合計すると、９５.４％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％であり、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％でしたが、無回答の方が、１.５％あり

ました。 

 

 

 

【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、７６.１％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、１９.４％であり、両方を合計すると９５.５％の方が、概ね喜

んで通園しているという結果がでています。 

一方、「いいえ」と回答した方は、０％でしたが、どちらかといえば「いいえ」、

「いいえ」と回答した方は、４.５％であり、４.５％り方が、何らかの不満を有し

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、７１.２％で、１年目と比較して４.９％

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４.８％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４.５％、２年目３％

で、２年目において１.５％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。 
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 (2) 保護者の安心感（保護者自身が安心してお子さんを預けていますか） 

保護者の安心感として、「保護者自身が安心してお子さんを預けていますか」と

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

いえ」の４つの項目から該当する項目を選択していただいています。 

 

 

 

【民営化以前からの在園世帯】 

移管前において、「保護者自身が安心してお子さんを預けていますか」の問に

対して、「はい」と回答した方は、８１.１％、どちらかといえば「はい」と回答

した方は、１６.２％であり、両方を合計すると、９７.３％の方が、概ね安心して

お子さんを預けているという結果がでています。 

一方、「いいえ」と回答した方は、２.７％、どちらかといえば「いいえ」と回

答した方は、０％で、２.７％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。 

 

【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、６９％、どちらかといえば「はい」と回答し

た方は、２４.１％であり、両方を合計すると９３.１％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、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、「いいえ」と回答した方は、０％でしたが、無回答の方が、３.４％あり

ました。。（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。） 

81.1% 

69.0% 

75.8% 

16.2% 

24.1% 

19.7% 

3.4% 

1.5% 

2.7% 

1.5% 

3.4% 

1.5% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

民営化以前 

からの在園世帯 

民営化以後 

からの在園世帯 

全 体 

保護者の安心感 

（保護者自身が安心してお子さんを預けていますか） 

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

全体としては、「はい」と回答した方が、７５.８％、どちらかといえば「はい」

と回答した方は、１９.７％であり、両方を合計すると、９５.５％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、１.５％、どちらかといえ

ば「いいえ」と回答した方は、１.５％であり、３％の方が、何らかの不安を有し

ているという結果がでています。なお、無回答の方が、１.５％ありました。 

 

 

 

【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、８０.６％、どちらかといえば「はい」

と回答した方が、１９.４％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。 

   ２年目において「はい」と回答した方は、７５.８％で、１年目と比較して４.８％

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０.３％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１.５％

で、２年目において１.５％増加し、「いいえ」と回答した方も２年目において 

１.５％増加しています。 

   

 

 

 

 

80.6% 

75.8% 

19.4% 

19.7% 1.5% 

1.5% 

1.5% 

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

１年目 

２年目 

保護者の安心感 

（全体・前年との比較） 

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

№ 意見・提案 回答・考え方 

1 

 民営化１年目の昨年は、先生方のき

め細かな対応を感じましたが、２年目

の今年は、少し雑になってきていると

感じています。 

 一方、慣れてきたことによる行事や

日常の取り組み（活動）は、園のカラ

ーが出てきて、昨年度よりは良くなっ

ている感じがするので、トータルでは

あまり不満は感じていません。 

 あえて書かせてもらえば、登園・降

園時、先生方が話しに興じていたり、

保護者ともっと丁寧に対応すべきだと

思って見ています。 

 民営化前後としては、先生方の平均

年齢が大きく変わり、それによる対応

のし方が変わったなと思っています。

一長一短あり、どちらが良いというこ

とではありませんが、以前は硬直化、

現在はとまどいがあるように思ってい

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

ろでございます。 

今後とも、公立、私立にかかわらず、

保育の質の向上に取り組んでまいりま

すので、ご理解とご協力をいただきます

よう、お願いいたします。 

 

2 

・民営化前はベテランの先生が多く、

保護者に対して威圧的というか、上か

ら目線で接してきたので苦手だった

が、民営化されて先生が若返って、そ

ういうことはなくなったので、良かっ

た。 

・残業があった場合に延長保育を頼ん

だら、疑われるような言動を受け、不

愉快だった。 

3 
 いろいろな取組も行っていただけ

て、民営化して本当に良かったです。 
ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます、 

今後も円滑に民営化が進むよう、保育

内容の継続性に配慮しながら、三者が連

携して進めてまいります。 

4 

 正直、「民営化」について良いイメ

ージが全くなかった。（他園の保護者

の話などから）まだ移行期間なので断

言できないが、今のところ特に不満は

ない。 

 移行期間が終わると、園側が急変す
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№ 意見・提案 回答・考え方 

るという話もきくので、公立時代の良

い所を残してくれるといいなと思う。 

5 

 生活習慣については、たいよう組の

お昼寝の時間を減らす時期が早いよう

な気がします。年明けからでも良いか

と思いました。 

 いろんなプログラムを考えていただ

いて、子ども達も楽しみにして保育園

に行っていますが、過密になっていな

いか、もう少しゆったりした保育でい

いのではないかと思います。 

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

けしました。 

いただきましたご意見につきまして

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。 

6 

 将来的に費用負担が増えるのではな

いか心配です 

今後も円滑に民営化が進むよう、保育

内容等の継続性に配慮しながら、三者が

連携して進めてまいります。 

7 

 民営化されて遊びだけでなく、ＥＣ

Ｃや音楽指導・体育指導を取り入れて

もらえて、良くなったと思います。 

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

今後も円滑に民営化がすすむよう、保

育内容等の継続性、また、新たな費用負

担等に配慮しながら、三者が連携して進

めてまいります。 

8 

 民営化後は、保護者会への協力がす

ごく良くなった。 

 先生とも話しやすい。 

 病気やケガの時、もう少し様子を見

て欲しいと思うことがある。 

ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。また、貴重なご意見をい

ただき、ありがとうございます。 

いただいたご意見は、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。 

9 

  水泳やサッカーなど、スポーツを

積極的にやって欲しい。 

 行事での写真撮影を、もう少し規制

緩和して欲しい。 

貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

いただいたご意見は、法人と共有し、

また、保育内容の充実につきましては、

新たな費用負担等に配慮しながら検討

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。 

10 

 民営化後、ＥＣＣ、ピアニカなど新

しい事も取り入れられ、子どもも楽し

んでいます。 

 親としては、プール（スイミング）

なども希望しますが、費用などのかか

ることは難しいですよね… 
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№ 意見・提案 回答・考え方 

 概ね民営化後、良好なのではないか

と思います。 

11 

・夕方に玄関付近に用務員さんが居て

くれるので、安心です。 

・１泊保育を保育園主体で実施しても

らえるのが、ありがたいです。 

・保護者会としての活動が、公立の時

は負担が大きかったので、私立になっ

て軽減されてうれしいです。 

・外部の英会話、体操、サッカー、水

泳教室など、もっと取り入れても良い

かと思います。 

 ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 今後も円滑に民営化が進むよう、保育

内容の継続や、新たな費用負担に配慮し

ながら、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。 

12 

 ＥＣＣなど、これまで見られなかっ

た取り組みを評価しているが、全体的

には現状のまま続けてほしい。 

13 
 民営化になり、保護者会の活動にも

協力していただき、助かっています。 

14 

・食育では、先生に教えてもらった包

丁の使い方が、まだ身に付いていない

のに、完全に自分一人でできる！と思

い込んでいて、一人でやりたがって困

るときがあります…。 

・うさぎとかめの代わりの遊具が、以

前と同様に子どもが楽しめるものの方

が良かった。 

・衛生面から考えても、子ども達の鼻

水がふけない時が多いのが気になりま

す。 

・お手洗いのごみ箱のふたを手で開け

るのは、あまり良いとは思えないので、

新しいものに替えるとか、できないの

かなと思ってしまいます…。 

・門のところに人が立ってくださって

いるのは、良いと思います。 

 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につきまして

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。 

15 

 運動会は、２才児クラスが参加だけ

ど、途中で帰る形になったのが残念。 

 遠足は、バスで遠いところへ行ける

のはいいけれど、公共交通機関を使う
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№ 意見・提案 回答・考え方 

機会も残して欲しかった。 

16 

 夕方、迎えに行った時に、子どもの

１日の様子を簡単で良いので教えてほ

しい。忙しいとは思いますが、せめて

火・水曜日の「ノーノートデー」だけ

でも保護者に話してほしいと思いま

す。 

 先生方みなさん、お忙しそうなので、

職員数が足りていないのでは？と不安

です。 

  貴重なご意見をいただき、ありが

とうございます。 

保育園の運営について、ご心配をおか

けしました。 

 いただきましたご意見につきまして

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。 

17 

 ホームページが開設される等、民営

化された良さが出ていると思います。 

 ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 今後も円滑に民営化が進むよう、三者

が連携して進めてまいりますので、引き

続き、ご協力をいただきますよう、お願

いいたします。 

18 

 先生の知識をもっと増やしてほしい

です。移管前の先生は、知識、経験豊

富だったので、どんな些細な事でも相

談にのって下さっていました。 

（例）「子どもが、こんな時は、どう

したらいいですか？」の問いには必ず、

「こうしてみたら良いんじゃない。」

と答えてくださっていたのに対して、

「どうなんでしょうね…」という答が

多く感じております。 

 貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 保育士につきましては、研修等を通じ

て、その質の向上につとめているところ

でございます。 

 今後とも、公立、私立にかかわらず、

保育の質の向上に取り組んでまいりま

すので、ご理解とご協力をいただきます

よう、お願いいたします。 

19 

・英語の授業等、取入れが進んだとお

聞きしました。良い事だと思います。 

・園舎が古いので、近い将来起きると

されている南海トラフ地震の際、崩壊

しないか心配です。耐震がどれくらい

なのか、調査結果があれば教えていた

だきたいです。 

・園舎の建て直し等のお話も出ている

のでしょうか？併せて教えていただき

たいところです。 

 ご理解とご協力をいただき、ありがと

うございます。 

 園舎の耐震診断につきましては、民営

化前に市で行い、地震の震動及び衝撃に

対して、倒壊又は崩壊する危険性が低い

と評価されています。 

 また、園舎の建替えにつきましては、

現在のところ計画はございませんが、今

後、保育需要の推移を見ながら、建物の

老朽化も踏まえ、必要性も含めて、法人

と連携して検討してまいります。 

20  子どもによって体感温度も異なると  貴重なご意見をいただき、ありがとう
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№ 意見・提案 回答・考え方 

思うので、ベストに統一ではなく、長

袖のジャンパーもＯＫにしていただき

たいです。（民営化前はＯＫでした。） 

ございました。 

 いただいたご意見は、法人と共有し、

改善策を検討するなど、今後も連携・協

力して進めてまいりますので、今後もご

協力をいただきますようお願いいたし

ます。 

21 

 行ってしまえばいいのですが、１歳

クラスの頃に比べて登園を嫌がるよう

になりました。先生が怖いとよく言い

ます。ききわけが悪く、よく怒られる

だけかもしれませんが… 

 個人懇談の際、お昼寝中の娘に何も

かけられていませんでした。１０分前

に寝たところとおっしゃっていました

が、懇談が終わって帰る頃も、まだか

けられていませんでした。寝てから 

３０分以上たっていたので、気になり

ました。 

 運動会当日、ケガをしたので、出場

できなかったのは仕方ないですが、後

日、運動会ごっこをしていたのであれ

ば、ケガや病気で当日休んでしまった

子の保護者だけでも見学させていただ

けるような配慮があればありがたいで

す。今でもたまにエビ、カニらしき動

きをしますが、どんなものか分からな

いので残念です。 

 毎月の身体測定、体重よりも身長を

測ってほしいです。体重はいつでも家

で測れるので…。 

 お迎えがギリギリになった際、間に

合ったと思っていましたが、後日、延

長料金の袋だけ連絡袋に入れられてい

ました。なぜ、その場で言って渡して

こないのかが気になりました。 

 貴重なご意見をいただき、ありがとう

ございます。 

 いただいたご意見は、法人と共有し、

改善策を検討するなど、今後も連携・協

力して進めてまいります。 

 また、保育園の運営について、ご心配

をおかけしました。 

 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、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、３８.７％、「やや満足」であると

回答した方は、１４.２％であり、両方を合計すると、５２.９％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、３４.４％であり、この方々を含めると、 

８７.３％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、２％、「やや不満」であると回答した方は、

４.５％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、６.２％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、４６.９％、「やや満足」であると

回答した方は、１５.９％であり、両方を合計すると、６２.８％の方が、概ね満足して

いるという結果がでています。 

また、「普通」であると回答した方は、２６.９％であり、この方々を含めると、 

８９.７％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

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

は、４.３％であり、両方を合計すると、５％の方が、何らかの不満を有しているとい

38.7% 

46.9% 

14.2% 

15.9% 

34.4% 

26.9% 

4.5% 

4.3% 

2.0% 

0.7% 

6.2% 

5.3% 

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 
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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、５.３％でした。 

 

 

 

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、３７.３％、「やや満足」であると

回答した方は、１６.６％であり、両方を合計すると、５３.９％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、８２.

９％の方は、それほど大きな不満はないということが考察できます。 

一方、「不満」であると回答した方は、０.８％、「やや不満」であると回答した方

は、５.２％であり、両方を合計すると、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。 

 

37.3% 16.6% 29.0% 5.2% 

0.8% 

11.1% 

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 



122 

 

 

 

③ 全世帯（全体） 

【移管前】 

１２０ページ 「① 民営化以前からの在園世帯【移管前】」参照 

 

【移管後】 

移管後において「満足」であると回答した方は、４２.７％、「やや満足」であると

回答した方は、１６.２％であり、両方を合計すると、５８.９％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、２７.９％であり、この方々を含めると、 

８６.８％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、０.８％、「やや不満」であると回答した方

は、４.７％であり、両方を合計すると、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、７.９％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１００.２％となっています。） 
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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 
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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、４２.５％、「やや満足」であると

回答した方は、１９.２％であり、両方を合計すると、６１.７％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、２６.５％であり、この方々を含めると、 

８８.２％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、０.５％、「やや不満」であると回答した方

は、３.３％であり、３.８％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％でした。 

 

【１年目と２年目の比較】 

２年目において「満足」であると回答した方は、４２.７％と、１年目と比較して 

０.２％増加しましたが、「やや満足」であると回答した方は、１年目と比較して３％

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％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％、２年目が８６.８％と、２年目において１.４％減少しています。 

一方、「不満」であると回答した方は、１年目０.５％、２年目０.８％と２年目にお

いて、０.３％増加し、「やや不満」であると回答した方は、１年目３.３％、２年目 

４.７％で、２年目において１.４％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％、２年目７.９％でした。 

42.5% 

42.7% 

19.2% 

16.2% 

26.5% 

27.9% 

3.3% 

4.7% 

0.5% 

0.8% 

8.0% 

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 



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】
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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

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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