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中海こども園保護者アンケート結果報告 

 

 保護者の皆様には、お忙しいところアンケートにご協力いただきありがとうございました。 

今回のアンケート結果の集計ができましたのでご報告させていただきます。 

  

 

結果報告 
 

 

アンケート回収状況 

 

     配布数 ５６世帯   回収数 ４３世帯   回収率 76.7% 

 

 

〇 お子様の担当クラスをお答えください。 

お子様が 2 人以上いらっしゃる場合は、それぞれのクラスに〇をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

〇 園の教育・保育理念や方針をご存知ですか。 

 

内 容 回答数（件） 割合 

知っている ２７ 62.8％ 

おおむね知っている １２ 27.9％ 

あまり知らない ４ 9.3％ 

全く知らない ０ 0.0％ 

合計 ４３ 100.0％ 

    

 

 

令 和 ５ 年 ２ 月 １ ５ 日 
社 会 福 祉 法 人 大 和 善 隣 館 
幼保連携型認定こども園 
中 海 こ ど も 園 
園  長  片桐  真二 

①ゆめ 8 15.4%

②ひかり 7 13.5%

③そよかぜ 7 13.5%

④だいち 10 19.2%

⑤たいよう 10 19.2%

⑥あおぞら 9 17.3%

無回答 1 1.9%

合　計 52 100.0%

１ 

回収率７６.７％ 

①ゆめ

②ひかり

③そよかぜ

④だいち

⑤たいよう

⑥あおぞら

無回答

知っている

おおむね

知っている

あまり

知らない



〇 子どもの自主性・主体性を大切にしている中海こども園の教育・保育の内容はいかがですか。 

    
 
 
 

 

 上記で“そう感じた理由？“の自由記述 

  ・子供の意見を聞いてくれて遊んだりしているのを感じます。 子供も楽しく登園できています。 
  ・運動会や表現会などのときに、園児の意見を聞いて実施しているから。 
  ・家では経験させてあげられない多くの事を、体験させてもらっている 田植えや、焼き芋など個人ではど

うしようも無いことも多く、よい経験だと思う 
  ・他の園の話を聞いていると未満児でも発表会などをして頂いてるみたいなので、保育参観だけでなく簡

単なものでいいので子供たちの催し物を見てみたいです。 
  ・自主性・主体性も保育する上で大切なことだとは思いますが、子どもが面白そう楽しそうと思うきっか

けや出来事を大人が導いてあげることも大切なのかなと思います。教育の面をもう少し取り入れていく
べきではと感じます。 

・いろいろなことを自由に体験している雰囲気を感じます。表現会や運動会も自然体で素敵でした。 ただ、
「男の子だから」「女の子だから」という発言が増えました。ピンク色は女の子、車は男の子〜など。も
う少しフラットな雰囲気だとなおいいのかなと感じます。 

・主体性を大事にしているのはわかりますが、主体性を言い訳にして園が何もしていないように感じるこ
とも多い。子供の成長があまり感じられない。何を目標や目的に行っているのかわからない。 
 
※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。 

 

〇 異年齢での活動を取り入れていますが、どう思われますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記でそう感じた理由？“の自由記述 

・同じ学年以外のことも触れ合うことで、年上の子だと憧れがあったり、年下のこだとお世話して自信に
なったりなど、同学年さんとは違ういい刺激になっているため。 

・兄弟がいないため、異年齢児と関われる機会はとてもいい経験になっていると思う。 
・年上の子ども達からの学びもあるし、年下の子ども達への関わりから優しさも学ぶことができるから 
・少人数ならではの異年齢活動だと思うので、異年齢で関われる機会があることはとても魅力だなと思い

ます。 
・異年齢との関わりを連絡帳などで知ることが出来、良い経験をしていると思うから。 
 
※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。 

 

 

 

満…

内 容 回答数（件） 割合 

大変満足している ２１ 48.8％ 

おおむね満足している ２０ 46.5％ 

やや不満 １ 2.3％ 

大変不満 １ 2.4％ 

合計 ４３ 100.0％ 

内 容 回答数（件） 割合 

大変満足している ２4 55.8％ 

おおむね満足している 17 39.5％ 

やや不満 １ 2.3％ 

大変不満 １ 2.4％ 

合計 ４３ 100.0％ 

 やや不満 

２ 

大変満足

しているおおむね

満足している

 大変不満 

大変満足

している

おおむね満足

している

やや不満 大変不満



〇 保護者の皆様に対する職員の対応等はいかがですか 

（連絡帳・相談事・電話・ケガ時・子どもや保護者のプライバシーなど） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記で“そう感じた理由は？”の自由記述 

  ・お迎えの際にわざわざでてきてくれて 園での様子を教えてくれるのが嬉しいです。 子供のケガや体調
などみてくれているのを感じます。 

・いつも丁寧に細かく、連絡帳にて 1 日の様子を伝えてくださるので本当に有難いです。 先生が書いてく
ださった 1 日の様子を元に、子どもとの会話を楽しんでいます。 

・送迎を祖父母にお願いしているため担任の先生と話す機会がなかなかなく、連絡帳でのやりとりの中、子ども
の園での楽しくあそぶ様子はとても詳しく書いて頂いているのですが、情緒が不安定な様子やいつもと違った
様子やトラブル事など連絡帳にかかれることがないので時々不安になる。 こちら側から聞けば応えて頂ける
し、保護者への気遣いのため話されない面もあるのかなと思うが、親としては園での子どものいろんな姿を知
りたいと思う。 

・連絡ノートもいつも細かく記載してくださり ありがとうございます。 写真まで頻繁にのっけてくださり、園
での様子も想像しやすいので安心しています。 

・入力漏れがあるので、食事などどうだったのか気になる。 
・保護者や祖父母がそれぞれの日に観覧できる行事ですが、参加のルールや説明が曖昧だと思います。(感染対

策は十分です) ご家庭の事情に園として OK を出されたのだと思いますが、それであれば事前にお知らせで教
えて頂きたかったです。 

・お迎えに行くと毎回笑顔で先生が今日あったことを教えてくれて、そんな細かい所まで見ててくれてる！と言
うようなことも報告してくれてとても安心できました。 子供が出来たことも、先生も嬉しそうに話してくれ
てとても愛情を感じました。 

 
  ※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。 
 
 

〇 園でのお子様の様子をどのように感じていますか 

（二人以上で利用している場合で、該当する項目が異なる場合は、それぞれ該当する項目を選んでください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記で“そう感じた理由は？”の自由記述 

  ・毎日のように園へ行くことを楽しみといいます。明日は〇〇がある！この日は〇〇がある！と予定を把握して
いるので、それだけ先生方が教えてくださっているのだとわかります。 

・今日はこれが楽しかった、こんなことあったよ！と毎日話してくれるので楽しそうにしています。行事も楽し
みにしているので、夏祭りや焼き芋などなかなかコロナで季節感の行事がない中とても有難いと思っています。 

・毎日どんな事したのかを話してくれたり、登園時も自分から笑顔で走って玄関に入って行く姿を見ると。 
・行きたくないと言う日があっても、帰っていつも楽しそうに様子を話すので。 

 
※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。 

内　容 回答数（件） 割　合

大変満足している 21 48.8%

おおむね満足している 19 44.2%

やや不満 2 4.7%

大変不満 1 2.3%

合　計 43 100.0%

回答数（件） 割　合

30 65.2%

16 34.8%

0 0.0%

0 0.0%

46 100.0%合　計

内　容

園での生活をとても喜んでいる様子

園での生活をおおむね喜んでいる様子

園での生活を喜んでいない様子

園での生活を嫌がっている様子

３ 

大変満足

しているおおむね満足

している

やや不満

とても

喜んでいる

おおむね

喜んでいる

 大変不満 



〇 食事（給食）やおやつ、食育活動を通して、食事を楽しむ工夫がされていると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記で“そう感じた理由は？”の自由記述 

  ・地元の野菜を取り入れてくれている、色んな種類の食材を使用している 

・から弁やクッキングのお陰で、家でもキッチンに立ってお手伝いをしてくれる回数が格段に上がりました。 

苦手な食べ物も、みんなと一緒に食べるから僕も頑張って食べられる！と話してくれる程、給食も大好きです。 

・他の園では既製品が出るところが多い中、 手作りのおやつなど、ありがとうございます。 また梅干しづくり

やお芋ほりなど食育活動も、なかなかお家できてないことを実施してもらい感謝しています。そのせいか、畑

の耕し方や野菜の取り方など、興味があるのが細かく指導してくれます。 園でクッキングがあったときも、中

に入っている野菜を全て覚えていて、炊き込みご飯再現したのですが、とても美味しかったです。 

・手作りおやつや、給食は旬の物や美味しそうな物で感謝しています。ただ、おやつに出る市販の物の添加物が

気になります。 

・手に届くところタオルやティッシュがないため、口や手が汚れると洋服で拭く癖がついている 

 

※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。 

 

 

〇 園だより・食事だより・クラスだより・おうちえん・ホームページなどを通して、園での様子がわかり 

やすく伝えられていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記で“そう感じた理由は？”の自由記述 

・アプリでのお知らせも小まめにしていただいて、情報を得やすいからです。 
・動いている映像もっと見たいですね 
・アプリでは写真がぼやけて見にくいことがある 
・おうちえんは普段見られない様子もみられて嬉しく思いました 
・園だより、食事だよりは、やっぱり紙ベースでいただきたい。母が迎えに行けない時がたまたま続くともう

紙のたよりがなくなっているので困った時が何回かあった。家で、目に見える所に貼っておきたい。 
・去年も同じことをここで言わせてもらったのですが、毎日ホームページを見ていてもほとんど更新されてお

らず 6 園のうちホームページがこんなにも更新されていないのは中海だけのように思います。園だよりの
左半分の上の大和善隣館の理念を毎月載せなければいけないのか疑問です。また、動画配信は 2 ヶ月に 1
回配信すると言ったのならば必ずしてもらいたいものです。今月も楽しみにしているのに月の半分が経ち
ますがまだかまだかと待ち遠しいです。 

・クラスだよりが読んでいて分かりやすい 
・正直、データになってから、携帯で拡大してみるのも見づらいので、前よりもしっかりと見る機会が減りま

した。 先生の手間に対して、こちらはサラッと見るだけな感じなので、申し訳なく思います(^^;; データで
配布であれば、ブログに写真を載せたような簡単な形式でも個人的には全く問題ないです。 

 
※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。 
 

内 容 回答数（件） 割合 

とても工夫されている ２7 62.8％ 

おおむね工夫されている １2 27.9％ 

あまり工夫されていない 3 7.0％ 

全く工夫されていない 1 2.3％ 

合計 ４３ 100.0％ 

内 容 回答数（件） 割合 

とてもよく伝わる １7 39.5％ 

おおむね伝わる ２4 55.8％ 

あまり伝わらない ２ 4.7％ 

全く伝わらない ０ 0.0％ 

合計 ４３ 100.0％ 

とても

工夫されている

おおむね

工夫されている

あまり工夫されていない 全く工夫されていない

とても

よく伝わる
おおむね

伝わる

あまり伝わらない

４ 



〇 感染症対策や衛生管理、防犯、災害等の対策は適切に行われていると思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記で“そう感じた理由は？”の自由記述 

・毎回の対応内容が公開されている 

・定期的に避難訓練などが行われている、施錠など防犯がしっかりされていると感じる 

・園の行事では感染対策が人数制限や 場所の確保などとても細かく対策されていたと思います。 

・今年の大雨の時、避難の準備や避難したことを逐一メールで報告してくれ、対応も早かったり、子どもたち

が退屈しないように折り紙など遊べる物を持って避難したりと、何より子どもたちが不安がらずに待って

くれていました。とても安心しました。 

・発熱もなく症状も軽く 1 日家で休息で充分かな？と思う時もありますが、必ず病院受診をして医師の判断

が必要ですか？ コロナ禍で園で拡大防止させないように必要なとこではあると思いますが、保育園として

は何を基準にどのように考えているのか知りたいです。 
→新型コロナウイルス感染症対策については、【厚生労働省の保育所における感染症対策ガイドライン】 

や【学校法保健安全法】に基づき、必要な対策をとっていますが、感染状況により対策も日々変化し、 
園での判断は難しいため、感染拡大防止の観点からも、かかりつけ医の指示をお願いしてきました。 

（園からの回答） 

 
※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。 

 

 

〇 今年度を振り返り、良かったこと、また、改善してほしいことがありましたらご記入ください。 

 

  良かったこと                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内 容 回答数（件） 割合 

十分に行われている 23 53.5％ 

おおむね行われている 18 41.9％ 

やや行われていない 2 4.6％ 

全く行われていない ０ 0.0％ 

合計 ４3 100.0％ 

・入り口に職員さんの顔写真が貼ってあるのが助かった。以前に比べて上の子が楽しそうに通うようになった。

担任の先生のおかげかな？？と思います。 

・コロナ禍で観覧出来る行事が制限される中、剣舞・白拍子を祖父母にも見てもらうことが出来て嬉しかった

です。ありがとうございます。 

・子どもと一緒に触れ合える保育参観が行われたこと。 

・今年から以上児で行事も増えて子供の成長を直に感じることができた一年でした。それを支えてくださって

いる先生方には感謝しています。日々の過ごす時間でさえ大人数を見るのは大変なのにそれに加えて運動会

や発表会の準備などをその合間にされていることを思うと本当に感謝でいっぱいです。 子供自身が園での

生活を毎日話してくれるので、日々変化のある楽しい過ごし方をしているのだとわかります。 

・家ではなかなか進めることができないトイトレを、積極的に協力していただいたこと。 パンツで過ごすこと

が増えて、おでかけしていてもトイレに積極的に行きたがるようになりました。 

・運動会でメダルをもらったことが子供たちはとても嬉しかったようです。運動会も表現会も装飾が派手すぎ

ず、その分保育時間に当ててもらえているのかなと思うと嬉しく感じます。日々の愛着が育つといいなと思

います。 コロナ対策ではありますが、イベント時の座席指定は良いと思います。今後、コロナ対策が不要に

なったとしても座席指定は有ってもいいのかなと思います。席取りやカメラ撮影などの煩わしさがなく鑑賞

できるのは快適でした。 

 

※内容の似ている記述は、一つの意見にまとめさせていただきました。 

５ 

十分に

行われている
おおむね

行われている

やや行われていない



・改善してほしいこと            ＊園の対策や考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・コロナの情勢もあり難しかったと思いますが、祖
父母も行事を参観できると良かった 

 
 
 
 
 
 
・コロナ禍ではありますが、子供たちの発表会など

をやっていただきたかったです。 他の園では未満
児も発表会をしていると聞いたので、中海でも是
非そういう機会を設けてほしいと強く願っていま
す。 

 
・運動会がとても質素でさみしいものでした。 時間

も短く、予算も無いのかなと感じられました。 
 
 
 
 
 
・サンタクロースは別に正体を隠さなくてもいいの

では？と思います。昼にも夜(家)にもサンタがく
るというのがどうも矛盾していて子供に説明がつ
きません。変装をしていることで余計にこどもは
「正体を暴いてやろう」とするのでまだサンタを
信じている子の夢を奪ってしまうのではないかと
… サンタコスプレでお父さんサンタ(先生サン
タ)からプレゼント！で良いのかなと思います。 

 
・退園後の園庭の開放を検討お願いします。 中海地

区は公園があまりありません。退園後に遊ぶ所も
少ないので園庭を開放してほしいです。 コロナ対
策で全く地域の子供の親との交流がありません。
親も子供も孤立化しています。屋外でコロナ対策
をしていれば、異年齢交流で普段子供も一緒に遊
んでいると思うので問題はないのではないでしょ
うか？ 時間制限を設けたり、日を限定したり、工
夫をすれば可能だと思いますが、ご検討よろしく
お願いします。 出来ないと言うことは簡単だと思
いますが、少しでもできるよう検討して頂きたい
です。 

 
・今年度のくくりではないですが、環境問題にも繋

がる香害問題を少しでもいいので注意喚起して欲
しいです 伝えにくい問題かもしれませんが、環境
問題や長い目で見ての健康被害も鑑みて可能な範
囲でお伝え頂けたら嬉しいです また移香もすご
いので少しでも対策いただけたらと思います。 

 

＊今年度は、祖父母も参観できないか検討し、年長の
白拍子・剣舞披露のみ祖父母の方に参観をして頂
くことができました。その他の行事も検討しまし
たが、感染状況から保護者のみの参観とさせて頂
きました。次年度も、祖父母の参観も含め、検討致
します。また、行事の日程などは遅れずにご連絡で
きるようにしていきます。 

 
*未満児の運動会や表現会の参加については子ども

への負担の少ない保育参観や保育参加の形とさせ
て頂いています。今後、保育参加では、表現遊びを
見て頂く機会も設けられたらと思います。 

 
 
*運動会は、子ども主体で考え、日々の生活から子ど

ものアイデアを出し合い、思いや意見を取り入れ
て行いました。コロナ禍でもあり、3･4･5 歳児合
同で待ち時間などなく、無理なく思い切り楽しめ
るように行いました。当日は、降雨の可能性があっ
た為、早めの進行をしました。 

 
*クリスマス会のメインはサンタクロースの登場で

す。会には女神も登場し、キャンドルに火を灯すこ
とやサンタクロースに質問など、家庭ではあまり
できない活動を取り入れています。園に来てくれ
たサンタさんは本物なの？だれ？と想像を楽しむ
子ども達や、家では呼べないので園で会えて喜ん
でおられる家庭もあります。 

 
 
*降園後の園庭開放については、園内に残っている長

時間保育や延長保育を行っている子ども達への影
響や園庭で遊ぶことでけがなど安全面の配慮か
ら、申し訳ありませんが難しいです。降園後は難し
いですが、保護者が交流できる参観や懇談の日を
増やしていくことを検討していきます。 

園で利用している遊び場所としては、銭亀橋や
中海町の公民館裏の公園や荒木田町の公園に行く
こともあります。また、西軽海町の東部児童センタ
ーは中でも外でも遊べて良いところです。参考に
なれば幸いです。 
 

 
*過敏症などの対策が必要な園児には、医師の指示の

もとに対応をとっています。園児の着替えは、個人
の引き出しに入っており、直接他児と接触しない
ように配慮しています。 
小松市や消費者庁などから啓発文章も出ていま
す。 

 

たくさんの貴重なご意見ありがとうございました。職員への温かい応援メッセージもたくさんい
ただき感謝しております。コロナ禍で様々な制約の中、保護者の皆さまには御理解御協力いただき
ありがとうございます。保護者の皆様のご意見を真摯に受け止め、今後も教育・保育の向上に努め
て参りたいと思います。また、中海こども園で取り組んでいることを保護者の皆様と共有し、ご理
解いただけるように情報提供や園での様子をお知らせしていきます。子どもの安心安全を第一に考
えて教育・保育を進めていきたいと思います。ご意見ご感想などがあれば、いつでもご連絡くださ
い。お待ちしております。 
 

保護者の皆様方にはこれからも引き続き、中海こども園の教育・保育にご理解とご協力をよろし
くお願いいたします。 

 
６ 


