
毛里田こども園　保護者様 
令和２年度（前期）ご利用満足度調査を報告
させて頂きます。 

１　職員の挨拶 

!  

2　職員の言葉遣い　 

!  

3　職員の電話対応 

!
（ご意見）・コドモンのおかげで連絡頻度は減りまし
た。 
　　　  ・忘れ物をし、夕方TELしたら明日にしてと言

われました。 
（回答）　事実確認をし対処致します。 

R2.10.1 

毛里田こども園　園長　長谷川俊道 

配布数117　回収数115　回収率98.3％ 

4　職員の保育への対応 

!  

5　太田市の保育料 

!
（ご意見）・少し高い 
　　　　　・高い 
（回答）　保育料は市の決定となります。ご了承下さ

い。 

6　保育連絡帳（コドモン） 

!
（ご意見）・写真付き、すごく嬉しいです。 
　　　　　・つながりにくい時がある。 
（回答）　保護者の皆様がより使いやすく、不具合の

無いよう、メーカー（コドモン）と連携を
取って参ります。 

7　保育内容 

!  

8　延長保育と料金（利用者のみ） 
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!
（ご意見）・新２号も４時半以降無料にして欲しい。 
（回答）　市の決定に従っておりますのでご了承下さ

い。 

9　慣らし保育や一時保育（利用者のみ） 

!  

10　土曜保育（利用者のみ） 

!
11　園での諸行事 

!
（ご意見） ・この状況でもやって頂けるのはすごくあ 

 りがたいです。 

12　お散歩など園外保育 

!  

13　ミニバス遠足などバス利用 

!  

14　 おもちゃや絵本に満足していますか？ 

!  
15　こども園施設の設備 

!
（ご意見）・駐車場が混む 
（回答）・現在、第一駐車場の拡張工事を行っており

ますので今しばらくお待ちください。また、
第二・第三駐車場も是非ご利用下さい。 

16　こども園施設の衛生 
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!  

17　 こども園施設のセキュリティー 

!  
18　 園での給食、オヤツ 

!
19　園での苦情対策 

!  

20　 給食費・特別教育費 

!  

21　 ３歳以上の英語授業 

!  

22　ヨコミネ式教育  

!
（ご意見）・基礎体力がすごくつく 

23　乳児教育（絵本10冊、童謡10曲等） 

!  

24　園終了後の課外クラス（ピアノ、英語、体育） 

!  

25　保護者からの意見・要望は重視されているか 
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!  

26　保育方針は明確に知らされていますか 

!  

27　 職員は保育やサービスを提供するのに適した力量
を維持しているか 

!  

28　 職員は園の方針に沿って、また職員としての自覚
をもって業務にあたっているか 

!  

29　 保育園舎や保育室内外の設備は十分整っている 

!  

30　保育教諭は職員配置が国により決められている
が、これらは守られているか 

!
31　 保育はある定まった保育計画に基づいて実践さ 
　れているか 

!  

32　 保育に関するお知らせは、月間や年間で出される
ものなどにより把握することが出来ていますか 

!  

33　 保育内容等に関して苦情もしくは良い評価を保育
園に告げる機会や方法がありますか？ 
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!  

34　 新しい保育内容やサービスが始まる時には十分な
調査などを得て、皆様へ提供されていると見て取
れますか？ 

!  

35　 保育内容は、計画に沿って実践されていると感じ
ますか？ 

!  

36　 延長保育担当とクラス担任の連携や進級時の引 
　継ぎはうまく行われていると感じますか？ 

!  

37　お子さんの持ち物など保育園で紛失したりしたり
損傷したことがありますか？その時の対応はよかっ
たですか？  

!  
38　教材や保育遊具など園内で適切に保管され、保育

の場に適していると感じますか？ 

!  

39　園の運営は管理者によってよくなされていると感
じますか？ 

!  
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40　保育の状態など、報告されていると感じますか？ 

!
41　 保育中発生した怪我などに対して適切に対応さ 
　　れていると思いますか？ 

!  

42　保育をよくしていこうという改善を実施している
ように見て取れますか？ 

!  

43　 園児の安全確保など、事故や災害に対しての予防
対策をしていると感じますか？ 

!  
44　 各クラスでの制作の掲示とクラスの飾り方に満足

していますか？ 

!
45　入園・進級の準備道具販売はいかがでしたか？ 

!  

46　 今の体操着やカバンに満足していますか？ 

!
（ご意見）・体操着の質が悪い、汚れが目立つ。 
　　　　　・体操着が暑そう。 
（回答）　・業者さんと材質等を検討し、新しい体操 

着に変更致します。 

◇　毛里田こども園に入園・進級しようと思った理由
を教えて下さい。 

　・毎日子供が楽しそうに通園しており、逆立ちなど
出来るようになると嬉しそうに見せてくれます。
先生方もよくしてくださいます。ありがとうござ
います。今後も宜しくお願いします。 

　・毛里田小地区の為、入園しました。 
　・体づくりをしっかりしていただいたり、一生懸命

指導していただいていると感じています。 
　・毛里田小学校入学予定の為。 
　・職場に近い。家で出来ないことを勉強体験できる 
　・一人ひとりの育ちを見て頂いていると感じていま

す。子どもが楽しく通園しているからです。今後
とも宜しくお願い致します。 

　・子どもに誠実に向き合って頂いていると思います 
　・職場が近いから。ヨコミネ式をしているから。 
　・先生方の子供たちへの接し方、話し方などにとて

も愛情を感じて見える。 
　・小さなことでも気づいた事や、当日の出来事を教

えてくれたり、園の様子がよく分かるので安心で
す。 

　・ヨコミネ式理念に魅力を感じたから。見学時の雰
囲気が良かったから。 

　・ヨコミネ式があるから。 
　・上の子達が通っていた為。 
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　・根性を鍛えたいと思い、転園等せずこちらで成長
してほしいと思った為。 

　・家が近く、ヨコミネ式を取り入れている為。 
　・お兄ちゃんが在籍時、とても良い保育園だと思っ

た為。先生方、園の環境等とても良いので。 
　・ヨコミネ式や体操を取り入れていて、息子をのび
のびと成長させてくれる保育園だと思ったから。 

　・毎日楽しく通っているので。 
　・自宅から近く、保育方針が明確な為。 
　・職場も近く、兄達も通っていた為。 
　・見学をし、子どもが楽しく通えそうだと思ったの
で。 

　・兄弟児がお世話になっていた為。 
　・ヨコミネ式のみ。 
　・教育方針に賛同している為。 
　・兄が通っていたので。 
　・ヨコミネ式をやっていることに魅力を感じたから。
子どもの成長にとって良いと思った為。 

　・お姉ちゃんが通っているため。家から近いため。 
　・子どもが先生や友達となじんでいるので。 
　・ヨコミネ式教育への期待。 
　・道路が混みにくい。ヨコミネ式の教育。 
　・保育内容に満足しているから。子どもが保育園の
先生が好きでなついているから。 

　・楽しく通えているから。 
　・継続していくことで出来る事が増えていくこと。 
　・ヨコミネ式が身に付いてきてると思いました。 
　・近くでヨコミネ式も行っており、教育環境が良い
と思ったので。 

　・家より近かったため。見学して良かったため。 
　・職場が近かったため。 
　・以前テレビで特集をやっていて探したら毛里田こ
ども園さんがあり是非と思い。 

　・第一希望にならず、第二希望の毛里田こども園に
決まったから。家から近いから、保育内容(教育)が
充実していたから。 

　・親戚に勧められて。園見学をして良かったので。 
　・園、先生の雰囲気が良いから。 
　・子どもも慣れているので、そのまま進級した。 
　・家から近いこと。毛里田こども園の教育方針を聞
き、学ばせたいと思った為。 

　・ヨコミネ式に力を入れている所。 
　・子どもが保育園を好きだからです。ありがたいで
す。 

　・近隣の評価が良かったので、後　家から近い。 
　・楽しそうに日々過ごしています。 
　・兄が入園していた為。 
　・保育内容。 
　・一時保育を利用していた為。進級時に他の園に移
るのは面倒だと思ったのでそのまま進級した。 

◇その他、ご意見 
・納涼祭の準備等ありがとうございました。 
・いつもご指導ありがとうございます。今後も宜しく
お願い致します。 
・今回のコロナで、納涼祭、先生方の準備等ありがと
うございました。まだまだ心配なので、ハロウィン、
来年の納涼祭も密になるので、園だけでやっていた
だけると有難いです。Zoomも良かったです。役員の
負担も減って、いいと思います。親は働いているの
で本部は大変そうです。 
・いつもありがとうございます！ 
・コロナ禍でも行事など色んな工夫をして頂き、先生
達には感謝の気持ちでいっぱいです。日々子供達と
向き合って頂いて本当にありがとうございます。 
・先生方、毎日毎日どうもありがとうございます。 
・調査時のアンケートは一律匿名でも良いかと感じ 
ます。 
・ほとんどを仕事で過ごしている為、代わりに園の先
生方に子育てをして頂いている感じで申し訳ありま
せん。いつもありがとうございます！ 
・保護者として出来る限り園に協力させて頂きます。
いつもありがとうございます。 
・大事な連絡はコドモン＋紙面でいただけないでしょ
うか？コドモンだと見逃しがちです。（回答）現在
ペーパーレス化を薦めております、紙媒体が宜しい
場合にはその都度個別にお申し出いただければ用意
いたします。 
・コロナの中、色々と工夫して保育をして頂きありが

とうございます。子どもも、バスでプールに行った
り、公園に行けて喜んでいます。 
・コロナ禍、行事を開催するために色々と考えて頂き
感謝しています。 
・朝早くから夜遅くまで、いつも見守って頂き、仕事
に行くことが出来ています。元気に挨拶して頂くと、
こちらまで明るくなります。あと半年、寂しいです
が宜しくお願いします。 
・駐車場でのキズの事や、給食の事、不満はあり、改
善解決されている感じはしません。ただ娘が楽しそ
うに通っているので様子をみます。（回答）給食担
当とも連携を取り今後ご迷惑のかからないよう対応
させて頂きます。 
・ティップネスキッズまで送っていってくれるのが、
とてもいいと感じたが、迎えもやってもらえると助
かる。仕事で迎えに間に合わないため。 
・まだ入園したばかりで回答できないところもありま
すが、職員の方々の対応には満足しております。特
にコドモンの連絡が毎日嬉しく、写真やその日の出
来事を細かく教えていただけることに感謝致します 
・駐車場がせまく、車を停められなく、仕事に遅れそ
うになる時があります。（回答）現在、第一駐車場
の拡張工事を行っております。また、第二・第三駐
車場も是非ご利用ください。 
・ブリッジや壁逆立ちなど、出来る事がどんどん増え
て、本人も嬉しそうです。日々のご支援ありがとう
ございます。 
・最近、保育園での出来事も話してくれるようになり
楽しく過ごしているようです。日々のご支援ありが
とうございます。 
・朝のかけっこを見学していく方は、駐車場は園側で
はなく第２に停めて頂きたいです。とても混雑し危
険な場面を見たり私自身も体験しています。子ども
たちの安全のためにも個別に先生方から伝えて頂け
たら有難いです。ゆっくり見学していく方は決まっ
ていますので。 
・先生方いつもありがとうございます。園長先生、働
いている先生達を大事にして下さい。 
・いつもお世話になっております。先生達には感謝で
いっぱいですが、水道の排水口にカビがひどいです。
子どもが触れてしまったら…と思います。早急に対
応をお願いしたいのと、日頃から気にかけて頂きた
いです。（回答）掃除が行き届かず申し訳ありませ
んでした、今後は頻回に清掃致します。 
・３月で退職される先生に挨拶やお礼を言えなくて残
念でした。可能なら前もってお知らせしてもらいた
いです（全体でなくクラスごととか） 
・いつも丁寧なご指導ありがとうございます。今後も
宜しくお願い致します。も壁逆立ちを自分から進ん
でやっていて、出来る事の楽しさを感じているよう
です。 
日々のご支援　ありがとうございます。 
・いつも子供たちの為に頑張られている先生方を見て
いて有難いなと思いました。 
・お便りばさみは手紙がある日だけ持ち帰りでいいの
かな…。コドモンのお迎え時間の入力をする時に
「4：00　/　4：15　/　4：30」等の入力ができれば
すぐ入力できていいなと思う（現在の時間から毎回
下までやらないといけないので…） 
・先生方が忙しい中、子どもや私達保護者への心遣い
や声掛けに感謝しております。毎日、親子共々楽し
く、何より安心して登園することが出来ています。
ありがとうございます。 
・毎日感謝しかないです。ありがとうございます。 
・いつも　ありがとうございます。 
・体操着、前の方がよかった。制服あった方が良い 
・朝、帰りの時間、遊んでいる人がいて困る（親はお
しゃべり、子はウロウロ）。お話しても良いとは思
うが第一駐車場を使われては困る。（回答）何度も
ご注意させて頂いているのですが、なかなか聞き入
れて頂けず園としても困っている状態です。 
・zoomを活用する機会が多いので、もっとネット環境
を整備して欲しい。配信画像が粗い。（回答）
ZOOM配信はコロナ対策として一時的に行っている
策なので、ご勘弁ください。 
・このコロナ禍で色々な事を行って頂いてとてもあり
がたいです。年長なので最後の思い出作りが出来な
いのかなと心配していましたが、お泊り保育も実施
されるようで安心しました。先生方は大変だと思い
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ますが、宜しくお願いします。 
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