
2020 年 11 月 19 日 
 
保護者の皆様  

  鴨島ひかり乳幼児保育園 
 

アンケート集計結果について 
   

9 月に実施しましたアンケートの集計結果がまとまりましたのでお知らせします。青文字が
回答数とご意見です。送迎時のコロナ対応については引き続きご理解をお願いしますが、一部
変更します。詳細は近日中に文書で配布します。  配布 46 部 回収 39 部 回答率 84.7％ 
 
1 食事について 
 

(1) お子さんの保育園での食事について気になることがありますか？ 
     

㋐たくさんある(3) ㋑ある(8) ㋒少しある(10) ㋓ない(17) 無回答(1) 
 

(2) 問１で㋐、㋑と答えた方に伺います。どのようなことが最も気になりますか？ 
    

㋐偏食(5) ㋑量(6) ㋒栄養バランス(4) ㋓マナー(10) 
 

(3) 保育園の給食だよりは、読んでいますか？ 
    

㋐よく見ている(16) ㋑見ている(19) ㋒時々見ている(4) ㋓見ていない(0) 
 

(4) 保育園のサンプルケースをご覧頂いていますか？ 
    

㋐よく見ている(16) ㋑見ている(13) ㋒時々見ている(9) ㋓見ていない(1) 
 

(5) 保育園の給食の内容について、満足されていますか？ 
    

㋐満足(35) ㋑やや満足(4) ㋒やや不満(0) ㋓不満(0) 
 

(6) 問⑸で、㋒または㋓とお答えになった方は、その理由をお聞かせ下さい。 
 
 
2 園だよりについて 
 

(7) 園だよりを毎月配布していますが、読んでいますか？ 
    

㋐全てを読んでいる(18)   ㋑だいたい読んでいる(20) 
㋒あまり読んでいない(1)  ㋓読んでいない(0) 

 
(8) どのような内容に最も関心がありますか？ 
    

㋐月主題とねがい(3) ㋑行事予定(26)  
㋒誕生児の紹介(5)  ㋓お知らせとお願い(17) 

 
3 クラスだよりについて 
 

(9) クラスだよりを毎月配布していますが、読んでいますか？ 
    

㋐全てを読んでいる(24)   ㋑だいたい読んでいる(14) 
   ㋒あまり読んでいない(1)   ㋓読んでいない(0) 
 

(10) お子さんの園での様子や知りたい情報が得られていますか？ 
    

㋐満足(19) ㋑やや満足(19) ㋒やや不満(1) ㋓不満(0) 



 (11) クラスだよりに各クラスでの様子を写真で載せていますが、どう思いますか？ 
     

㋐多く載せてほしい(28) ㋑今のままでよい(11)  
㋒減らしてほしい(0)    ㋓載せなくてよい(0) 

 
 
4 お子さまの園での様子について 
 

(12) 連絡帳や送迎時での保育士からの伝達は適切に行われていますか？ 
 
㋐満足(29) ㋑やや満足(10) ㋒やや不満(0) ㋓不満(0) 

 
(13) 問(12)で、㋒または㋓とお答えになった方は、その理由をお聞かせ下さい。 

 
 

 
 
(14) 連絡帳から特にどのようなことが知りたいですか？３つお答えください 

 

㋐食事(14)  ㋑睡眠(2) ㋒トイレトレーニング(12)  ㋓体調(10)  ㋔言葉(3) 

    ㋕保育士や友だちとのかかわり(33)  ㋖発達（お子さまの成長について）(21) 

    ㋗遊びの様子(19) ㋘その他（            ） 
 
 
5 絵本の貸し出しについて 
 

(15) 保育者が選んだ貸し出しの本は適切ですか？ 
    

㋐満足(24) ㋑やや満足(12) ㋒やや不満(0) ㋓不満(0) 無回答(3) 
 

(16) 問(15)で、㋒または㋓とお答えになった方は、その理由をお聞かせ下さい。 
 
  
 
 

(17) 貸し出し用絵本を部屋の入口に用意していますが、利用されていますか？ 
     

㋐よくしている(1) ㋑している(1) ㋒時々している(6) ㋓していない(29)  
無回答(2) 

 
(18) ご家庭で貸し出し絵本の読み聞かせをしていますか？ 

     
㋐よくしている(10) ㋑している(11) ㋒時々している(16) ㋓していない(0) 
無回答(2) 

 
 
6 ホームページについて 
 

(19) ホームページはご覧になったことがありますか？ 
    

㋐よく見ている(6) ㋑見ている(12) ㋒時々見ている(13) ㋓見ていない(8) 
 

 
(20) アップしている内容には満足されていますか？ 
    

㋐満足(14) ㋑やや満足(18) ㋒やや不満(1) ㋓不満(0) 
 



(21) 問(20)で、㋒または㋓とお答えになった方は、その理由をお聞かせ下さい。 

・クラス写真をもっと増やしてほしいです 

 
(22) 行事の様子はその都度アップしていますが、満足されていますか？ 

     
㋐満足(23) ㋑やや満足(11) ㋒やや不満(1) ㋓不満(0) 無回答(5) 

 
 
7 新型コロナウィルス感染症対策と行事について 
 

(23) 送迎時や保育の対応について、感染症対策は十分に行われていると思いますか？ 
 
㋐非常にそう思う(9) ㋑そう思う(29) ㋒どちらでもない(1) ㋓そう思わない(0) 

 
(24) 問(23)で㋓と答えた方にお聞きします。その理由をお聞かせ下さい。 

 
 

(25)  今年度は入園式、進級式を園児全員で行う予定でしたが、コロナウィルス感染症の影響により、
新入児のみで入園式を行いました。それについてどう思われますか？ 
 
㋐適切である(27) ㋑やむをえない(12) ㋒対策を講じて開催してほしかった(0)  
 

※  継続児の方にお聞きします。進級式が中止になったことで不都合が生じましたか？ 
 
㋐非常にそう思う(1) ㋑そう思う(1) ㋒どちらでもない(3) ㋓そう思わない(25) 
無回答（9） 

 
(26) 次年度の入園式・進級式について意見をお聞かせ下さい。 

 

㋐次年度もコロナウィルスの影響がなくても新入児のみ参加の入園式でよい(19) 

㋑次年度はコロナウィルスの影響がなければ全員で入園式・進級式を行いたい(19) 

無回答（1） 
 

(27) 個人懇談について、感染症対策は十分に行われていましたか？ 
 
㋐非常にそう思う(18) ㋑そう思う(17) ㋒どちらでもない(2) ㋓そう思わない(0) 
無回答(2) 

 
(28) ㋓と答えた方にお聞きします。その理由をお聞かせ下さい。 

 
 

(29) 保育参観について、3密を避けるため、期間を長く設け 1日の参観者を少人数にして開催をいた
しました。それについてどう思われますか？ 
 
㋐満足(33) ㋑やや満足(5) ㋒やや不満(0) ㋓不満(0) 無回答(1) 

 
(30) その理由をお聞かせ下さい。 

・感染予防のため人数は少なくても、子供の様子を観ることができるので対策としても良かったと思い

ます。 

・コロナウィルスの感染を防ぐために少人数で行われたからです。 

・少ない人数のほうが安心できる 

・コロナで行事が中止になるなか、保育園での様子が知れてよかったです。 

・3 密を避ける事が 1 番重要であったと思う。開催はしてほしかったのでよかったと思う。 



・ゆっくり参観でき、子どもの様子がよく分かった。 

・リスクのある中でもとり行って頂けたことに感謝しています。 

・混雑していなくて子供の様子が良く見えてよかった。 

・大人数が保育室に集まることを避けられたのでよかったと思います。 

・先生とゆっくりお話ができてよかったと思います。 

・日程を長く設け、保護者の希望を聞いて下さり、調整だけでも大変なのに参観させて頂けただけで充分

満足、感謝しております。 

・コロナ対策が取れている。 

・予定が合わせやすい。 

・いろいろな遊びをしている日を選ぶことができたから。 

・このコロナ禍では室内でこれ以上人数が増えると落ち着いて参観を楽しめてなかったように思います。 

・その日その日にする内容が違っていてどこの様子を参観するか選べたのが良かったです。 

・きちんとコロナ対策して下さり、子供たちのことを一番に考えてくれてとても満足しています。 

・参観を独り占めできたのは良かったですが親一人しか行けなかったのが残念です。 

・3 密を避けられる事と様子などしっかり見れた事。 

・コロナ対策のため仕方ないことだと思います。先生方とはお話できて、日頃の様子が垣間見えたので満

足できた時間でした。 

 
(31) ひかり夏まつりについて、例年は保護者も一緒に参加していただく行事でしたが、3密を避ける

という観点から今年度は子どもと職員のみで行いました。それについてどう思われますか？ 
 
㋐適切である(20) ㋑やむをえない(19) ㋒対策を講じて例年通り開催してほしかった(0)  

 
(32) その理由をお聞かせ下さい。 

・保護者が参加できないのは残念でしたが、感染予防の観点から適切な対応だと思います。 

・コロナウィルスの感染を防ぐため 

・保護者が参加できなかったのは残念ですが、子供たちが楽しめたなら良かったです。 

・リスクがあるので適切だったと思う。 

・飲食もともなうし、不特定多数の人が集まるので、今回は仕方ないと思います。 

・3 密はさけられないため 

・例年の夏まつりの状況を考えると 3 密の状態だったので今回の 3 密を避けての開催は適切と思う。 

・子どもたちも夏まつりを楽しみにしているので、完全に中止ではなく先生方と実施してくださってよ

かったです。 

・子供が楽しかったらそれでいいと思います。 

万が一感染者が出て、皆が不安な思いをし、園が一定期間閉園するくらいなら保護者が参加できない事

はしょうがないと思います。子供たちだけでも楽しめて良かったです。 

・コロナの感染者数が多い時だったので適切だと思うし、子供が主のお祭りなので子供が楽しめたなら

十分です。 

・保護者もみなさん一緒に、となるとじいじばあばも行きたいとなったり、人数の制限をかけてもきちん

と守れなかったりした場合があるかもしれないから 

・全くやらないより、子どもたちだけでも楽しめたので良かったのではと思います。 



・家族で楽しみにしていたので残念でした。 

・その時の子供の様子等を職員の方から聞けました。 

・対策をきちんとされていると感じました。うちわは嬉しかったです。 

 
(33) 給食試食会について、密に接する状況で会話をともなって飲食すると感染リスクが高まるとい

う観点から、開催を延期しています。それについてどう思われますか？ 
 
㋐適切である(23) ㋑やむをえない(16) ㋒対策を講じて開催してほしい(0)  

 
(34) 敬老交流会について重症化のリスクが高いとされる高齢者との接触を避けるという観点から祖

父母の皆様の来援する行事を行わず、お便りをお送りしました。それについてどう思われます
か？ 
 
㋐適切である(27) ㋑やむをえない(12) ㋒対策を講じて開催してほしかった(0)  

・遠方である祖父母にはがきを送れたのはよかったです。喜んでもらえました。 

8 その他  

(35) 保育園に対するご意見ご感想があればお聞かせ下さい。 

・HP にもっと園での様子をのせてほしいです。 

・日中仕事で一緒にいてあげられない分、保育園で先生方やお友達と遊んで色々なことを覚えているの

で助かってます。また気になること等あればお聞きすると思うので、よろしくお願いします。 

・保育園の正面玄関の前の高いブロック塀がたおれてこないか不安に思っています。 

・コロナ対策として送迎時に兄弟の同伴はできないことになっていますが、どうしても時間内に兄弟を

誰かに見てもらっておいて送迎するのは、少し厳しい家庭が多いと思います。 

園児や先生方、園児の兄弟への感染リスクを減らすために対策をしてくださっているのはすごく分かる

のですが、どうにかうまくならないでしょうか。 

暑い時期は終わったものの、車にエンジンをかけたまま、乗せたままお迎えに行くのは不安です。 

・温かい保育をして頂き、いつもありがたく感じています。運動会も実施して下さり、ありがたいです。 

・毎日楽しく園に行けているのは先生方のおかげです。ありがとうございます。悩んでいたら適切なアド

バイスをくださったりいつも感謝です。これからもよろしくお願いします。 

・今年 4 月に入園したばかりで親も子も慣れるのに精一杯ですが子どもが楽しく通えているという事が

すべてです。安心して働けます。いつもありがとうございます。 

・新型コロナウィルス感染拡大の中、予防に対する対策、行事の検討をいろいろ考えて下さりありがとう

ございます。子どもは毎日楽しく園での生活を過ごしていますし、安心して登園出来ています。これか

らもよろしくお願いします。 

・いつも子供と真剣に向き合って下さり、大切に預かっていただいてありがとうございます。毎回先生方

に「いってらっしゃい」「おかえりなさい」と言ってもらえると元気が出ます。園での子どもの様子も

細かく伝えて下さり、連絡ノートでも色々なことを教えてもらったりおたずねしたりしています。テレ

ビなどで見て得る知識ですが、保育園、幼稚園の先生たちは毎日本当に大変だと思います。ストレスも

たまったり、体が辛いときもあるでしょうが頑張って下さい。いつも頼りにしてしまいすみません。本

当にいつもありがとうございます。 

・赤ちゃんを連れての送迎を許可してくださればありがたいです。 


