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2021 年度 保育園利用者アンケートの結果について 

202２年 3月 

ろぜっと保育園 

この度は、利用者アンケートにご協力いただきありがとうございました。 

結果は以下の通りです。（家庭数 76に対し、43通の投函。回収率 56.5％） 

ご意見、ご質問については、別紙にまとめましたので、ご覧いただきますようお願いいたします。 

 

項 目 大変満足 やや満足 不満 大変不満 無回答 ご意見 

保育方針・保育内容 

について 
31 12     

施設・環境 

（園舎・園庭・玩具） 
25 18    別 

職員等の配置状況 

（人員体制） 
28 15    紙 

行 事 

（保育参観・運動会など） 
23 18 ２   を 

給食・おやつ・補食など 35 8    ご 

病気やケガの対応 21 21 １   参 

保護者への情報伝達  

（マチコミメールを含む） 
25 18    照 

ホームページの 

内容について 
16 24 １  2 く 

悩み事への相談対応 25 15 ３   だ 

保護者の 

要望・意見への対応 
23 18 ２   さ 

安全対策 
24 19    い 

衛生対策（掃除など） 28 14 １   ☆ 

 

 

 

 



別 紙 

保育園利用者アンケートの結果【項目についてのご意見と回答】 

1. 保育方針・保育内容について 

ご意見① 20時就寝 6時起床を目標に、割と規則正しく生活できています  

ご意見② 生体の生活リズムに基づいている 

ご意見③ 「ろぜっとで育った！」と誇りをもっています 

ご意見④ 生体の生活リズムをわかりやすく保育に取り入れている、とても素晴らしい園だと思います 

回 答  

・上記のようなご意見が聞けたことを、職員一同嬉しく思います! 引き続き、子どもも大人も 

早寝、早起きを実践していき、健康な生活をおくりましょう！！ 

 

 

 

 

 

 

２．施設・環境（園舎・園庭・遊具）について 

ご意見① 園庭は欲しいですが、しょうがないですよね。園内は消毒されていてとても良いと思います 

ご意見② 園庭は小さいながらも夏場は大活躍でした。公園も毎日行ってくれるので体力がつきました 

回 答  

・園庭で思い切り遊べない分、安全に配慮しながら毎日色々な所に連れて行きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

３．職員等の配置状況（人員体制）について 

ご意見① 子どもに合わせて対応されており、大変満足しています 

ご意見② 新しく入った先生は覚えられない。近づきがたいのでおたよりに写真入りで紹介して欲しい 

ご意見③ 規定人数より多く、またフリーの職員がいるため、職員不足になることなく保育が行われている 

回 答  

・保育園入り口に職員の顔写真を掲示していますが、何年も前のものになりますので、現在の容

姿と相反する人物がちらほらいると思います。今以上に誰だか分からなくなる前に、写真を撮り

直す予定です。そして、2022年度 4月のおたよりは、職員の顔写真を載せたいと思います。 

 年度途中で新たに職員が増えた場合は、その都度顔写真を載せてお知らせしたいと思います。 

 

 



 

４．行事（保育参観・運動会・お泊まり等）について 

ご意見① 誕生日の写真とメッセージ、すごく嬉しかったです！ 

ご意見② コロナ禍の中でも実施していただき、ありがたいです 

ご意見③ オンライン等、コロナに合った対応を考えてほしかった 

ご意見④ コロナの影響で行事が少なく、残念です 

ご意見⑤ コロナ禍での判断、感染対策等ありがとうございます 

ご意見⑥ コロナで制約が多い中、ご尽力ありがとうございます 

ご意見⑦ コロナで仕方ないですが、なかなか直接見られず、さびしいです 

ご意見⑧ 数年前のように早くみんなで開催・参観できる日がくるといいですね 

ご意見⑨ 保育参観は年２回あり、成長が間近で見られるとても楽しみにしている行事です 

運動会も競技を競い合うのではなく、日々の保育の成長が見られるプログラムでとても素敵です 

回 答  

・引き続き、色々な制限があると思いますが「コロナだからできない」ではなく、「どうしたら

できるのか？」を考え、工夫しながら行事を行っていきたいと思います。保護者の皆様にも色々

な協力をお願いするかと思いますが、その際はよろしくお願い致します。 

 

５．給食・おやつ・補食などについて 

ご意見① 子どもがおいしかった！というメニューを再現したいが、どこまで聞いていいのかが分からない 

ご意見② 注文弁当よりずっとこだわり、心とからだを育ててくれるのが大きな魅力です 

ご意見③ 毎日おいしくておかわりしています。３時のおやつがお菓子でないことが勉強になります 

回 答  

・再現したいメニューがあれば、どこまででも聞いてください！ 

 引き続き、食材は可能な限り “無農薬・低農薬・添加物の少ない物″ を利用し、おいしい・

うれしい給食を提供していきたいと思います。 

 

 

６．病気やケガの時の対応について 

ご意見① いつもすぐ報告していただけるので早く対応できます 

ご意見② 些細なことでも連絡くださり、丁寧な対応、ありがたいです 

ご意見③ 熱性けいれんの対応は嘱託医の先生の意見も聞いてみたいと思いました。先生によって言うこと

が全然違い、親でも判断が難しかったです 

ご意見④ 降園時にいる職員の方が丁寧に説明してくださっています 

回 答  

・当園では年に 2回健康診断を行っています。事前に何か聞きたいことがあれば、担任にお伝え

ください。こちらで確認いたします。また、保護者様の都合が良ければ、健康診断当日に直接聞

いていただいても大丈夫です。 

 

 



 

 

７．保護者への情報伝達（マチコミメール含む）について 

ご意見① まちこみからのメールからＨＰを見てもうまく見られないときがあります 

ご意見② マチコミメールは気付きやすいのでいいです。配偶者にもすぐ共有できます 

ご意見③ 判断に迷う内容のときがあるので、図等があると分かりやすかったかもしれない 

ご意見④ コロナもあり、マチコミメールで連絡を頂けてとても助かります！ 

ご意見⑤ マチコミに行事の写真等もアルバムとして載せてくれたらありがたい 

ご意見⑥ 細かいことでも連絡が来ると助かります 

回 答 ・今後もタイムリーな情報、連絡に利用していきたいと思います。写真については、委託してい

る業者があることと、個人情報を守るという観点からマチコミにアップするのは控えたいと思い

ます。ご了承ください。 

 

 

８．ホームページの内容について 

ご意見① 各種おたより等、年度の過去分を見られるともっと良いと思います。 

ご意見② 見ていない 

ご意見③ ホームページ、日常においてみることがない 

ご意見④ おたよりが HPになりゴミにならず、ありがたいです 

ご意見⑤ 8年間で一度しかアクセスしていないので分からない。マチコミができて更に必要なくなった 

ご意見⑥ あまり見ないのですが、マチコミからのお知らせがあるときにHPに行き、ダウンロードしてみ

ようとしても毎回なぜか開けず、見れていません。掲示板で見ています 

ご意見⑦ すごくいい園なのにどこか控えめなように感じます。もっとアピールしてもいいと思うのですが 

回 答 ・ホームページとマチコミメールの活用が、上手くできずに申し訳ありません。ホームページに

は基本的な考えや法人、他事業所の活動も紹介していますので、時々のぞいてください。 

※ 各種おたよりについては、直接 PDFでマチコミメールに添付します。 

 

 

９．悩み事への相談対応について 

ご意見① 園で聞くとわからないことが多いですが、連絡帳には丁寧に答えてくれます 

ご意見② 個人ノートの活用不足を感じます 

ご意見③ いつも助けてもらって感謝しかありません。こんなに親身になってくれる保育園、他にあるので

しょうか 

回 答  

・３～5歳児になると、連絡帳を書く時間がなくなり、見るだけになってしまいがちですが、相

談等がある場合には、連絡帳への記入や別紙をはさむ等でお伝えください。 

個別に時間を作って直接お話を伺うこともできます。お声掛け下さい。 

 

 

 

 

 



 

 

10．保護者への要望・意見への対応について 

ご意見① 皆さん話しやすい方ばかりなのでとても言いやすいです。対応も丁寧です 

回 答 ・これからも保護者の皆さんと子どもの成長、発達を真ん中に据える保育に努めますので忌憚の

ないご要望、ご意見等をおねがいします。 

 

 

 

 

 

 

 

11．安全対策について 

ご意見① 園児向けに他機関からの交通ルールや不審者指導があるといいと思う 

ご意見② 不審者対策が気になります 

ご意見③ 体をたくさん動かす活動が多いのですが、ケガなく保育をしてくださってとてもありがたいです 

回 答 ・毎年、他機関からの交通指導や、ごみ収集体験、消化訓練等様々なイベントを実施していまし

たが、ここ数年コロナの影響で行えていません。今後は可能な限り行っていきたいと思います。 

 

・不審者訓練に関しては、戸部警察の方に協力してもらい、年に 1，2回不審者訓練を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．衛生対策（掃除等）について 

ご意見① 加湿や消毒など大変ですが、ありがとうございます 

ご意見② こまめなアルコール消毒、感謝です 

ご意見③ お手洗いやてすりなど、今はより念入りに清掃・消毒をして下さり、感謝いたします。下駄箱掃

除や玄関掃きなど、園児のお手伝いにしてもよいと思う 

ご意見④ いつもお迎え時に清掃している職員の方を見かけます。きれいな環境を保ってくださり感謝して

います 

回 答 ・引き続き、感染症対策を徹底していきたいと思いますが、日々の感染症対策にも限界がありま

す。今後も３，４，５歳児に関しては、マスクができる子はお家からマスクを着けてきて頂きた

いと思います。もちろん手洗い、うがいも有効ですので、お家でも徹底してみてください。 

 

 



 

14．その他ご意見 

ご意見① 
いつも熱心に保育して下さり、ありがとうございます！ 

ご意見② 
コロナでも子どもたちのためにできる限りの活動を工夫して考えて頂き、とてもありがたかった

です 

ご意見③ 
敷布団を使って遊ぶ際、準備のときに布団を床に投げ置く感じだったので、ホコリがたっても気

にならないのかな、と思いました 

ご意見④ 
年中、年長ともなれば意思もはっきりしてきます。軽い喧嘩はいいとしても血が出るまで噛まれ

たり、石を投げられて怪我をしたりという事件を保育士さんから報告されて終わりというのはど

うも納得いきません。（障がい児さんと分かればまた、違うのかもしれません）自分の子も他の

子に迷惑をかけていないのか気になります。被害者側だけでなく、加害者側の保護者にも報告し

てもらえれば、家庭でもケアできると思います。 

ご意見⑤ 
コロナの流行から約 2 年経ちましたが、保育参観の中止や内容の縮小などで保育園での子ども

たちの日常の様子を、みる機会がなかったことが残念でした。1日の様子をビデオで撮って共有

いただく等、他の手段で対応頂きたかったです。 

ご意見⑥ 
いつもありがとうございます。丁寧で心ある保育、日々感謝しております。 

ご意見⑦ 
ろぜっとに入園し、こころも体も大きな成長をみられました。本来であれば、家で教えなければ

ならない部分も大部分を担って頂きました。職員の皆様には感謝しかありません。子どもはあと

残り 2ヶ月弱ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 

ご意見⑧ 
コロナ禍で大変でしょうがお互い頑張りましょう。いつもありがとうございます。不満はありま

せん。 

ご意見⑨ 
発熱から 24時間は登園できないというルールについて、今はコロナなので継続でいいと思うけ

ど、通常、昼発熱して夜下がることは多々ある事なので見直してほしい 

ご意見⓾ 
保護者が忙しいのかもしれないが、階段を問題なく登れる園児が、送迎時にエレベーターを普通

に利用するのは、子どもに説明がつかなくなる。 

ご意見⑪ 
リズム運動の「ちょうこさん」のお姿がついに分からないままでした…。楽しかったとのこと。

ありがとうございました。 

意見⑫ 
先生方も大変な中、いつもこども達のことを見守って下さり、ありがとうございます 

ご意見⑬ 
給食費をわかりやすく、日割り等にして、透明度も高い支払方法にしてほしいと思いました。こ

れまでもずっと利用の有無ではなく、一律で支払っていたようですが、コロナの時代になり、保

育園の利用頻度や状況が変わってきているので、利用した日等をベースとした支払い体形に変わ

ると良いかと思いました。もちろん、仕入れの状況等もあるかと思うので、急な休みは支払いが

ある形式で問題ないと思うし、逆に夏休み、年末年始等は早くから休みの連絡を入れて行かない

日がおおくあるのに、一律で支払っているのも、どう使われているのか不透明で疑問を感じてい

るので、分かりやすく日割りや利用日ベースになると良いと思いました。（以前の園ではその形

だったのでできなくはないのかなと思いました） 

ご意見⑭ 
毎日楽しく保育園に通えているのも先生方のおかげです。いつも本当にありがとうございます。 



ご意見⑮ 
いつもありがとうございます。これで保育園が終わってしまうのが、とても寂しいです 

* 
コロナ禍で２月の保育参観が中止になり残念でした。日々の生活を知りたいのでビデオなどでも

いいので見られる機会があればいいなと思います。障がいがある子の親同士の懇談会もあるとい

いなと思います。日々の保育、本当にありがとうございます 

回 答 ③に関して 

 子ども達が使用するものなので、今後は放り投げず大切に使用したいと思います。 

 

④に関して 

 園の方針としては、園で起きたことは園の責任として捉え、手を出してしまった児童には、担

任がしっかり指導しています。職員は大きな怪我につながらない様に今後はより一層注意して保

育したいと思います。 

 

⑤に関して 

 本来はビデオでなく、実際の姿を見て頂けることが一番良いのですが、コロナ禍で行事が中止

になることが増えたため、今年はビデオ撮影を行ってみました。やってみると、私たちはプロで

はないので、上手く撮れず何度か撮り直したり、編集する時間がなかったりとかなり負担があり

ました。USB で閲覧するリスクも保護者の方に教えて頂いたので、現在、成長を祝う会の動画

については、今よりセキュリティの高い方法で行おうと色々検討中ですが、時間がかかりそうで

す。申し訳ありませんが、おまちください。 

  

 

⑨に関して 

 厚生労働省が示しているガイドラインを参照しています。集団生活の場ですので、色々な感染

症が流行・まん延しない為にも、引き続きご理解ご協力お願い致します。 

 

⑩に関して 

 保護者も疲れていれば、使用したくなりますよね… 臨機応変に利用してください。 

 

⑬に関して 

年間を通して日割り計算で全給食摂取日を一人ずつ算出するのが難しいですが、検討してみま

す！！       

         4月 1日（金）色々検討し、完全日割りにすることに決定いたしました！ 

 

 


