
令和元年度　　「保育の質の向上」「利用者満足度の向上」のためのアンケートの集計結果について
幼保連携型認定こども園　蓮代寺こども園

　先日実施しました「保育の質の向上」「利用者満足度の向上」のためのアンケートにご協力いただきまして
ありがとうございました。アンケートの集計ができましたので、ご報告いたします。結果につきましては、
今後のこども園運営の向上に役立たせていただきます。

配布枚数 105枚 回収枚数 59枚 回答率 56.2%

●調査結果の概要について
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【3】今年度行なっている教育保育内容に

満足されていますか（自然体験活動、 サ
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【2】園の理念や保育方針をご存知で

すか
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【4】園だより・クラスだより・保健だよ

り・各クラス玄関掲示などによる情報提供

の内容や方法に満足されていますか
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【5】職員の対応について満足されてい

ますか（送迎時・ケガ時・相談事 など

の全ての対応において）
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【6】園行事の内容や開催日、時間帯等

について満足されていますか
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【７】衛生管理や感染症対策は適切に行われ

ていると思いますか
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【8】施設の防犯・災害への対策は十分

取られていると思いますか
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【9】食事（給食）・おやつなどに

対する取組は満足されていますか
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【10】満足度を評価し点数にした場合どれに該当しますか

＜教育・保育について＞

・とても満足しています。楽しいと通っており安心しています。

（5）

・英語教室や外国文化との触れ合い等があったらいいです。（1）

・勉強の時間をもっと取り入れて欲しいです。（１）

・散歩が少なく感じます。夏のプールも少なすぎではないでしょ

うか？（1）

＜お便り等の掲示について＞

・送迎時や連絡帳等で子どもの様子をよく伝えてもらえるので嬉

しいです。（2）

・お便りの写真を増やして欲しいです。（１）

・お帳面に貼ってあるお便りの字が小さくて読みにくいです。

（5）

・クラスの帳面の内容ですが、もう少し具体的に子どもの様子を

教えてほしいです。（3）

・行事の持ち物やイベントの参加の詳しいお知らせは、もう少し

早めに知らせて欲しいです。（4）

＜職員の対応について＞

・自身のケガはもちろんですが、友だちとの関わりの中でケガを

させてしまった時も様子など教えて欲しいです。（２）

・降園時、子どもが「さよなら」を言っているのを見落とさない

で欲しいと思います。特に常時ではない保育者だと子どもが緊

張気味なので…。（1）

・送迎時や行事の時など、笑顔が少ない保育者がいるように思い

ます。（２）

・送迎時に担任の先生と会うことが少ないので、もう少し話をす

る機会があるとよいです。（1）

・小松市国際都市推進課より派遣された外国の講師（スマイルワールド事業）

をお招きし、外国の方と触れ合う機会を設けたり、色々な国の国旗などに触

れたりする中で、その国の文化に関心が持てるような環境作りをしていきま

す。また、令和２年夏の東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、

今年度、世界６か国の料理を紹介し給食メニューに取り入れました。引き続

きオリンピックをきっかけとして世界の文化に触れられる経験をもちたいと

検討しています。

・子どもたちは日々の生活や遊びの中で、試したり考えたりしながら数や量、

文字、物の性質やしくみ等たくさんの事を学んでいます。その他、人と人と

の関わりや子どもたちの主体性を大切した活動にも大切な学びが詰まってい

ると考えています。教え込んだり練習させたりするのではなく遊びの中から

学びを大切にし、園児一人一人の個人差等に配慮した適切な関わりを行って

いきたいと思います。

・大津市で散歩中の園児が事故に巻き込まれたことを受け、行政からの指導も

含め散歩コースなどの検討を行いました。園横の道路は交通量が多く、道も

狭いため安全とは言えません。行政の対応を待つ間は、安全を第一と考え、

散歩は控え、園庭やビオトーブで走り回ったり園外先で自然に触れたりして

体を十分に動かしてきました。現在は、緑のラインが引かれています。

・年々夏の暑さが増しています。子どもたちの健康を損なわないように暑さ指

数（指数計を導入）を１つの目安として、プールや戸外遊びなどを控えるこ

とがあります。

・連絡帳に貼ってあるお便りは帳面サイズのため見づらくて申し訳ありませ

ん。字の大きさや写真のサイズなど考えていきます。又、蓮代寺こども園

のホームぺージでもお便りは掲載されておりますので是非ご覧ください。

今後も、一人一人の成長はもちろんですが、子どもたちの様子やクラスの

取り組みをお便りや連絡帳等でお知らせしていきます。

・メールやお便りで早めにお知らせするよう努めます。

・子ども同士のトラブルは状況にもよりますが、必要であれば双方の保護者の

方にお伝えさせて頂いています。今後も、大きなケガや危険がないよう努め

ていきます。

・全職員が子どもたちの思いをしっかりと受け止め、一人一人を大切にした丁

寧な関わりを行うように取り組んでいきます。保護者の方へもより丁寧な対

応を心がけていきます。

・お迎え時間は保育室が手薄にならないよう、職員が交代で玄関に出るように

しております。担当保育者にお聞きになりたいことがございましたら気軽に

お声かけください。



＜施設の防犯・災害への対策について＞

・日中お迎えに行くと玄関の鍵がかかっている日と開いている日

があり防犯という面では日中は鍵がかかっている方がいいと思

います。（1）

＜給食について＞

・17時以降の喫食でおにぎりをあげすぎないようにしてほしい。

（3）

・１７時以降の喫食代100円とおやつは不要。18時からが妥当。

また、ジュースだけで良いのでは？（2）

・量を調整いたします。

・重要事項説明書に記載してありますように、17：01～18：00の保育時間中に

提供する喫食代金はかかる事となっています。

・飽きがこないように、ローテーションで提供しています。

・病院への受診が必要な場合、前日に分かっているのであれば

知らせて欲しいです。下痢の時と同様に、その他の症状など

があった場合どうしなければいけないかをはっきり伝えて欲

しいです。当日の朝になって「預かれません」と言われても

困ります。看護師さんがいるのであればもう少し様子をみて

頂けると仕事をしている者としてはありがたいです。（２）

＜行事の内容や開催日について＞

・もう少し園の行事があるといいです。（１）

・年長児の保育参加と懇談会の時期をもっと早い時期に行って欲

しいです。（１）

・行事が土曜日に多いのはいいですが、第１～４週にばらして欲

しいです。（１）

・運動会の会場（園庭）が狭く、正面に来賓席があるため子ども

の様子が見にくかったです。（１）

＜衛生管理・感染症対策＞

・以前は玄関にアルコール消毒があったが、今はお部屋にありま

すか？（２）

・祖父母のお迎えも多いので、感染症のお知らせはメール配信だ

けでなく玄関に掲示して欲しいです。（１）

＜施設の防犯・災害への対策について＞

・日中お迎えに行くと玄関の鍵がかかっていない日があり、防犯

という面では日中は、鍵がかかっている方が良いと思います。

（１）

＜給食について＞

・給食がとても美味しいようでありがたいです。（1）

・１７時以降の喫食でおにぎりをあげすぎないようにして欲しい

です。（4）

・１７時以降の喫食代100円とおやつは不要だと思います。（1）

・17時からの喫食は必要でしょうか。（1）

・ジュースだけで良いのではないでしょうか。（1）

＜その他＞

・降園時、園庭で遊ばせようと神社に車を停めようと思ったが、

停められず困りました。駐車スペースは限られているとは思い

ますが、改善して頂けたらと思います。

・連絡帳にいつもより早めにお迎えに行くことを連絡しておいた

が、迎えの際、職員間でそのことについて共有されていないの

ではと感じることがあった。

・こちらの説明不足により、ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。受診

が必要な場合は早めにお知らせするように努めます。お子さまの体調不良時

の対応については、厚生労働省より出されている『保育所における感染症対

応ガイドライン』や園のマニュアルをもとに行っています。（重要事項説明

書に記載してありますのでご覧ください。）感染症の疑いの症状が見られる

場合は、受診し医師に登園してもよいか確認して頂くことになっています。

当日の朝のお子さまの症状を見て受診が必要と判断した場合は、申し訳あり

ませんが、すぐにお預かり出来ない場合もあります。看護師は、随時こども

園にいますが、感染症は集団生活の場で流行し、さらに0.1歳児の小さなお

子さまは重症化する恐れもあります。お子さまの健康を第一に考えての対応

ですのでご理解の程よろしくお願い致します。

・保護者の方からいただいた感想や行事の評価・反省をもとに検討しています。

内容につきましては、行事だけでなく日々の子どもたちの活動においても、

教育・保育目標を基本にして取り組んでいます。主体性を育みつつ子どもた

ちの発達や成長にとって必要と思うものを行事や活動に取り入れていきたい

と思います。

・園庭が狭いために不自由をおかけしまして、申し訳ありませんでした。今後、

検討していきたいと思います。

・アルコール消毒は各保育室に常時備えてあり、必要に応じて使用していま

す。又、登園時や戸外遊びの後には必ず殺菌消毒効果のある手洗い消毒液

で手洗いを行っています。

・メール配信のみのお知らせだけでなく、玄関にも感染症のお知らせを早めに

掲示するように努めます。

・たけのこ広場の開催日（月・水・金）は、玄関の鍵はかけていませんが、そ

の他は常に施錠し、インターホンで対応しています。尚、９時から１５時半

の間は、正面玄関をご利用下さい。

・引き続きこれからも安全で楽しく美味しい給食作りを心がけていきます。

・お子様の様子を見ながら量を調整したいと思います。

・重要事項説明書に記載してありますように、17：01～18：00の保育時間中に

おやつを提供し喫食代金を、いただくこととなっております。ご了承くださ

い。

・平日毎日、長時間保育や延長保育を受けているお子様がいます。その子たち

にとっては夕方の一つの楽しみになり、また夕飯までの空腹解消となります

ので、おにぎりや手作りパン、お菓子、ジュース等を日替わりで用意させて

いだたいています。

・駐車場に限りがありご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。天気の良い

日は、職員の車を移動したり、できるだけ詰めて駐車したりし、お迎えの方

の駐車スペースを確保できるように努めていきます。

・保護者の方からお受けした口頭や連絡帳、電話等での伝達事項は、連絡漏れ

がないよう職員間で共有するよう努めています。引継ぎができていない日が

あったことで、お迎えの際に玄関で長く待っていただくなど不快な思いをさ

せ申し訳ございませんでした。今後も保護者の方からの伝達事項について、

担任間、場合によっては職員間で周知していくよう努めていきます。
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