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調査実施の概要 
調査の目的 

本調査は、町立第一幼稚園の園児数が平成８年度から定員を下回り、増減を繰り返しながら減少傾

向となっており、令和３年度には、はじめて充足率が５０％を下回ったことから、町立第一幼稚園の利用

ニーズの低減の実態を把握するとともに、町立第一幼稚園在籍児童については、町立第一幼稚園を選

ばれた理由を聞かせていただき、今後の施設運営の検討を行う上での参考にすることを目的に、アンケ

ート調査として実施しました。 

 

 

調査の実施方法と回答状況 

●調査対象者：島本町立第一幼稚園在籍児童及び島本町内の私立幼稚園、私立認定こども園の幼稚 

園部分に通う島本町在住児童の保護者 

●調 査 期 間：町立幼稚園：令和４年１月１１日（火）～１月２４日（月） 

私立幼稚園等：令和３年９月１日（水）～９月３０日（木） 

●調 査 方 法：インターネット回答 

 

 調査対象者数 有効回答数 有効回答率 

町立幼稚園在籍児童 85件 39件 45.9％ 

私立幼稚園等在籍児童 253件 102件 40.3％ 

合計 338件 141件 41.7％ 

 

報告書の見方について 

●回答結果の割合「％」は有効回答数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で四捨

五入したものです。 

●図表中において「不明・無回答」とあるものは、回答が示されていない、又は回答の判別が困難なもの

です。 

●本文中の設問の選択肢について、長い文は簡略化している場合があります。 

●自由回答について、分析のために自由回答を分類して表記しています。 

●自由回答について、明らかな誤字等は修正しています。また、固有名詞等については、一部修正して

います。 
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お子さん（保護者）について 
お子さんの在籍園について（単数回答） [私立幼稚園等調査：問 1] 

在籍園についてみると、山崎幼稚園が 90 件（89.1％）、しまもと里山認定こども園が 11 件（10.9％）と

なっています。 

 

 

 

 

お子さんの歳児について（単数回答） [町立幼稚園調査：問 1、私立幼稚園等調査：問 2] 

お子さんの歳児についてみると、町立幼稚園在籍児童では、「４歳児」が 16 件（41.0％）、「５歳児」が

22件（56.4%）となっています。 

私立幼稚園等在籍児童では、「満３歳児」が 14件（12.1％）、「３歳児」が 29件（25.0%）、「４歳児」が 35

件（30.2％）、「５歳児」が 30件（25.9%）となっています。 
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お住まいの地域について（単数回答） [町立幼稚園調査：問 2、私立幼稚園等調査：問 3] 

お住まいの地域についてみると、町立幼稚園在籍児童では、「水無瀬」が 9 件（23.1％）と最も高く、次

いで「広瀬」「江川」が 7件（17.9％）、「東大寺」が 5件（12.8％）となっています。 

私立幼稚園等在籍児童では、「広瀬」「江川」「百山」が 15 件（14.7％）と最も高く、次いで「東大寺」が

13件（12.7％）、「山崎」が 12件（11.8％）となっています。 
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町立又は私立園を選ばれた理由について 
町立又は私立園を選ばれた理由について（複数回答） [町立幼稚園調査：問 3、私立幼稚園等調査：問

4] 

町立又は私立園を選ばれた理由についてみると、町立幼稚園在籍児童では、「送迎の利便性」が 27

件（23.9％）と最も多く、次いで「教育理念・方針」が 23 件（20.4％）、「施設・遊具」「その他」が 14 件

（12.4％）となっています。 

私立幼稚園等在籍児童では、「入園年令」が 82 件（28.9％）と最も多く、次いで「給食の有無」が 79 件

（27.8％）、「送迎の利便性」が 50件（17.6％）となっています。 
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前の問で回答いただいた理由のうち、最も重視した理由について（単数回答） [町立幼稚園調

査：問 4、私立幼稚園等調査：問 5] 

町立又は私立園を選んだ理由のうち、最も重視した理由についてみると、町立幼稚園在籍児童では、

「送迎の利便性」が 18件（46.2％）と最も多く、次いで「教育理念・方針」、「その他」が 7件（17.9％）となっ

ています。 

私立幼稚園等在籍児童では、「入園年令」が 67 件（65.7％）と最も多く、次いで「給食の有無」が 13 件

（12.7％）、「教育理念・方針」が 11件（10.8％）となっています。 
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私立幼稚園等を選ばなかった、特別な理由について（自由回答） [町立幼稚園調査：問 5] 

私立幼稚園等を選ばなかった、特別な理由の主な回答は、「費用が高いため」、「自然と親しみながら

遊べる園がよかったため」、「家の近くがよかったため」となっています。 

その他回答については、7～8ページに掲載しています。 

 

町立第一幼稚園を選ばなかった、特別な理由について（自由回答） [私立幼稚園等調査：問 6] 

町立第一幼稚園を選ばなかった、特別な理由の主な回答は、「３年保育でないため」、「給食でないた

め」、「送迎の利便性が悪い（バス通園地区外）」となっています。 

その他回答については、8～9ページに掲載しています。 

 

 

「幼児教育・保育の無償化」の影響について 
「幼児教育・保育の無償化」による園の選択への影響について（単数回答） [町立幼稚園調査：

問 6、私立幼稚園等調査：問 7] 

令和元年１０月にスタートした「幼児教育・保育の無償化」による園の選択への影響についてみると、

町立幼稚園在籍児童では、「はい」が 11件（28.2％）、「いいえ」が 28件（71.8％）となっています。 

私立幼稚園等在籍児童では、「はい」が 34件（33.3％）、「いいえ」が 68件（66.7％）となっています。 

 

 

 

「幼児教育・保育の無償化」による影響について（自由回答） [町立幼稚園調査：問 7、私立幼稚園等

調査：問 8] 

「幼児教育・保育の無償化」による影響についてみると、町立幼稚園在籍児童では、主に「経済的負

担が少ない」、「園の選択肢が広がった」という回答になっています。 

私立幼稚園等在籍児童では、主に「経済的負担が少なくなったことにより園の選択肢が広がった」、

「３歳から幼児教育・保育の無償化の対象になるため、３年保育を選択した」という回答になっています。    

その他回答については、10～11ページに掲載しています。 
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自由回答 
私立幼稚園等を選ばなかった、特別な理由について [町立幼稚園調査：問 5] 

 

1 幼稚園であっても公立教育が受けられるなら、それが子どもにとって良いと思ったから 

2 私立園から転園した為 一年だけの為に費用をかけられなかった 

3 下に姉弟もいるので 1年早く行かせるメリットがなかったため 

4 上の子が 4歳児の途中で転園し、まだ無償化になっていなかったため町立を選びました。 

5 経済的理由 

6 預かり保育に費用がかなりかかってしまうため 

7 金額が高い 

8 たくさん外遊びができる。 

9 預かり保育での就労支援がないから 

10 地域の同い年の子供達との交流が、後の小学生生活に活かせると考えたから 

11 立地が良い。先生に相談しやすい。 

12 特にこだわりもなく金銭的な面と通園バスが自宅付近まで来てもらえるのは大きかったです 

13 町内に住んでいるので町内にある幼稚園に通わせたかった。他の兄弟も通わせる予定なので

少しでも費用の抑えるため。 

14 近くに無かったから 

15 のびのびとした環境で，決められたものや型にはまった遊びではなく，自由な発想で自然と親し

みながら遊べる園であると感じて選びました。 

16 何かに特化することはなく子どもが子どもらしくいられる、自然体でアットホームな雰囲気 

17 先生がとても良い先生 子ども達に色んな遊びをさせてくれるとても安心できるから 

18 教育支援が利用できないため 

19 支援教育の面 

20 家の近くが良かったから 

21 お金がかかるので 

22 のびのび育てたかったから 

23 近くで様子を見に行けない 

24 フルタイム共働きには預かり保育の日程が不安定で私立幼稚園は選択できなかった。また、公

立園の方が最低ラインが守られていること、基本的に質のよい園であることを仕事柄感じてお

り、さらに島本町立である安心感があったこと。 

25 のびのびと楽しんで幼稚園に通えそうだったため。 

26 早めに親から離れるのも寂しいと思ったため。 

27 金銭的理由 

28 私立でのバス通園は、園の様子がわかりにくく、徒歩通園にしたかったため、私立園から公立

園へ転園させた。同じ小学校に行くお友達が、私立よりたくさん作れると思った。 
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29 入園金など最初にかかる必要なお金が少額で済んだため。私立の幼稚園に魅力を感じなかっ

た為。 

 

町立第一幼稚園を選ばなかった、特別な理由について [私立幼稚園等調査：問 6] 

 

1 仕事の復帰を想定して入園したため、給食がないところではとても厳しく、私立幼稚園を希望し

ました。 

2 働いているので毎日お弁当だときついなと思った。 

3 2年保育が短い、給食がない、送迎がない、それに尽きます。 

4 障害を持っており、性格からして早く人の中に入らせたかったのと、自分の仕事との兼ね合い

で、ちょうど入園するタイミングがあったためです。 

5 文化等に触れ合う機会もある幼稚園であったため、通わせたいと思いました。 

6 3歳で幼稚園に入園させたかったから。 

7 3歳から入園させたかったから。 

8 2年保育なので。 

9 4歳からだから。友達を求めていたので早く入園させたかった。 

10 満 3歳児から通わせたかった。 

11 2年保育だから。 

12 3歳児クラスがないから。 

13 待機児童が多く保育園入所が難しい時期だったので、一年でも早く入園して仕事をしたいと思

って私立幼稚園を選びました。 

14 3歳から入園したかったが、それがなかったから。 

お弁当を作る負担が大変だと感じたから。 

15 娘が 2歳の頃、ワンオペ育児で体調不良となっていた時に、私立幼稚園で満 3歳児クラスの募

集を見つけ願書を出した。2年保育まで待てなかった。 

16 3歳児から通わせたかったのもあり選びませんでした。 

17 年中からしか入園できない、毎日のお弁当は負担が大きい。 

18 3歳から集団生活を始めたかったため。 

19 4歳児からの 2年保育しかないから。 

20 給食がないことと保育（教育）期間が 2年間であること。 

21 給食がないから。 

22 年少クラスがないため 

23 毎日お弁当が必要なこと 

24 年中からの 2年制のため 

25 2年保育だから。 

26 3歳から通わせたかったから。毎日お弁当が必要なことが負担だったから。 

27 3年保育の幼稚園を探していたので。 
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28 ３年保育の幼稚園に入園させたかったため 

29 町外から転居してくる前より、姉が私立幼稚園へ通っていたため 

30 3年保育ではないから 

31 バス通園地区ではないため 

32 ２年保育だったから。４歳児からの転園も検討したが子どもが嫌がったためそのまま私立幼稚

園に通園している。 

33 家から遠い 

34 4歳まで待てなかった 

35 3歳児から幼稚園に入れたかったことと、上の子供（現在小 3）も私立幼稚園だったから。 

36 3年保育で行きたかったので。 

37 2年制のため。 

38 どのように良いのかの情報がなかった 

39 3 年保育を希望していたため。小規模保育園からの保育園転入が叶わず、3 年保育でなけれ

ば離職しなければならない状況だったため私立幼稚園を選んだ。 

年少から受け入れがあれば第一幼稚園に入れたかった。 

40 3年保育で考えていたので。 

41 とにかく入園年齢です。3年保育であれば第一幼稚園を選んでいました。 

以前住んでいた大阪市では公立幼稚園も 3年保育だったので 2年保育と知ったときはおどろき

ました。 

42 給食がないこと。 

43 毎日お弁当や役員など親の負担が大きいときいたから。 

44 給食がない、乳児がいるので雨の日の送り迎えが大変だと思ったから。 

45 2年保育であること。給食がないこと。 

46 2年保育は少ないから 

47 本人が早く幼稚園に行きたがったため 

48 ２年保育は今どきニーズがないと思います。 

49 2年保育が嫌でした。3年保育であれば、通っていたと思う。 

50 バス通園したくないのと入園年齢が遅いから 

51 ３年保育希望だったため。 

52 園児数が少なすぎた為。沢山のお友達と幼稚園生活を送ってほしいと思った。 

53 これまでの質問への回答が全てです。 

54 2年保育だから。 

55 バスルート範囲外だった事と、給食がないこと。 

56 2年保育であるから 

57 なによりも体操服しかなくて可愛くない。アニメのキャラクターを彷彿させるデザインで着せたく

ない。 
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「幼児教育・保育の無償化」による影響について 

町立幼稚園在籍児童 

1 満３歳児から入園させられる私立への選択が増えたと思う。 

2 経済的に楽になりました 

3 中途入園の上の子の時にはまだ無償化になっていなかったのと、近さから町立幼稚園を選ん

で、よかったので下の子もそのまま同じ町立幼稚園にしました。 

4 保育園と選択する事が可能となった 

5 園を選びやすい 

6 経済的負担がほとんどない 

7 やはり、私立や保育園は保育料が高い為、それが無償化となれば私立や保育園を選択すると

思います。 

8 給食の有無や、送迎の利便性から、他の幼稚園やこども園の選択肢も増え、正直悩みました。 

9 毎月の支払いの負担がかなり少なくて済んでいるので助かっています。 

 

私立幼稚園等在籍児童 

1 無償化になり私立幼稚園でも入園可能かと判断したため 

2 経済的負担の差を気にせず選べた 

3 満 3歳から適用されるから。私立幼稚園は対応があったから。 

4 月々の保育料がかからないなら、私立でも 3年通わせたいと思った 

5 3歳から無償化なら年少から入れたい 

6 私学の幼稚園でも安くで、しかも早く幼稚園に入れることが出来る。 

7 幼稚園にかかる費用の負担がかなり少なくなるので 3年保育を考えやすかったです。 

8 3歳児から無償化で通えるのに対し、4歳児からしか受け付けていないため、あと 1年を家で過

ごすと考えるとメリットもあるが、それ以上に遊びや人との関わりをその 1 年で濃くしてあげたい

という思いから三年保育ができる園を選択した。 

9 私立と公立では保育料も違うので… 

10 費用が同じならより良い幼稚園を選びたかった。 

11 無償であるなら 3歳児から入園させたいと思った 

12 3歳から補助が出るので、3歳から受け入れてくれる園を優先的に検討した。 

13 家計面で助かりました 

14 満 3歳からみてもらえるから 

15 次女を懐妊していたので、満 3歳で長女を園に入れたかったため。また無償化だったので。 

16 無償化で金銭的な負担が軽減されるので 3歳から預けたいという希望を優先することができた 

17 3年保育を希望するきっかけになった 

18 満３歳で入園させた 

19 半年まてば無償化するのが見えていたので、それまでは高額になるが復帰する事を優先する

事ができた。 
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20 家計に優しい 

21 無償化になっていなかった場合は１年だけ私立幼稚園に通い、年中から第一幼稚園に通わせ

ようと思っていました。 

22 早生まれなので、町立の 2年保育でもいいかなとも思ったが、無償化の対象になるとのことで、

それならば私立幼稚園の 3年保育に早く入れたかった。 

23 私立に入れやすくなった 

24 無償化だから私立の幼稚園に入園させた。無償化じゃなければ費用面を考えたら町立に通わ

せていた。 

25 同じ金額ならいろいろさせてくれるところに入れたいと思うのは自然なことだと思います。 

26 無償なら、幼稚園に早く通ってほしいと思った。 

27 無償化になったので私立を選択できた 

28 選べる幼稚園の幅が広がりました。 

29 入園のタイミングで無償化だったのでひとまず年少は私立に行こうと思った。 

 

町立第一幼稚園に関してのご意見等について 

町立幼稚園在籍児童 

1 第一幼稚園の先生方には日頃本当によく子どもたちを見ていただいて、感謝しています。今回

のアンケートが、何を目的に行われたのかはわかりませんが、私立幼稚園やこども園が増え続

けている中で、私は公の立場から子どもたちに「教育」ができるのは、公立幼稚園しかないと思

っています。こども園は、家庭養育の補完と教育の両方の要素があるいわれていますが、保護

者から見れば、私立の幼稚園です。新しいものを取り入れていく柔軟さは大切ですが、流行り

にのって、公立幼稚園の人気がないからと私立にお願いしたとして、島本町の教育はどこへい

くのでしょうか？人気がないなら、公立幼稚園がまた見直されるように、町で予算や知恵を絞っ

て立て直しをはかっていただきたいです。 

2 先生方にはいつも大変お世話になっております。町立には町立の良さがあるのかもしれません

が、保育の無償化以降、私立幼稚園や保育施設への入園入所希望の方が多いのではないか

と思います。町立幼稚園の入園年齢が 4 歳では、より低年齢で預けられる施設を検討すると思

います。保育の施設は造っていますが、昨今の若い世帯の人口増加に対応していないのでは

とも思います。低年齢児の幼稚園運営自体にさまざまな問題(おむつが外れていない、食事の

介添え、教員の人数など)があるのはわかるのですが、それに伴う費用の値上げがあっても、

年少児 3 歳からの入園ができれば、希望の方も増えるのではと思います。幼稚園の時間外の

利用(就労支援型、預かり保育等)はとても魅力的です。8時～9:30分と 14～18時の預かりを利

用したいと考える親御さんも多いと思います。公立幼稚園の在り方として、保育所の様な対応を

求めるのは違うのかもしれませんが、これからも町民の家庭のためにより良い場となっていって

ほしいと思います。 

3 近年、共働きの家庭が増えているので、給食、3 年制の幼稚園の需要が高まっていると思いま

す。就労支援型幼稚園で、環境や教育方針も整っていて通わせやすい幼稚園なので、定員が

少ないのはもったいないと思います。 
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4 年少から預けたいとおっしゃる方が周りには多いので、確かに年少クラスからあればもっと入園

希望者が増えるのかなとは思います。あと給食もあればまた違うのかなと思います。私は専業

主婦で年少から預けることにこだわらなかったのと、弁当もそこまで苦ではなかったので、第一

幼稚園一択でしたが、やはり周りの声を聞くと弁当、年少クラスがないというのが選ばない理由

として多い意見のようです。私は、お母さんが子供の面倒を見てお弁当を作って幼稚園へ送る

…のが仕事だと捉えていますが、時代なのか専業主婦の方でも家で面倒見るのが嫌、弁当作

るのが苦痛とおっしゃる方が増えたなぁと思います。それぞれなので、なかなか一概には言えま

せんが、私は一人一人しっかり見ていただけて、時には厳しく教育してくださっていますし、毎日

楽しそうに通って毎日楽しかった話をしてくれるので、第一幼稚園に入園させてよかったと思っ

ています。意見を申し上げるとすれば、預かり保育の時間に、預かり保育の園児、第一幼稚園

の園児、園児ではない子供たちが参加可能な課外授業（習い事）を実施したりするのはどうか

なと思います。 

5 私立幼稚園に元々通っていたので、こちらに転園してきて、保育の手厚さに驚いています。保

育年数、給食の有無が幼稚園選びのネックなのだろうとは思います。私は町立幼稚園の方が、

保育内容にしても、保育内容の見えやすさについても、とてもよかったので、それがどうにか皆

さんに伝わればいいなと思います。 

6 子供 3 人町立に通っています。１番上の子は第二幼稚園ですごく良かったのに、建て替えでは

なく潰してしまってとても残念でした。無償化でもやはりお金はかかるし、町立は絶対に必要だ

と思います。保育園ばかりがきれいになって、皆綺麗な所に行きたいのは当たり前なので、第

一幼稚園も綺麗にしたら絶対もっと集まると思います。預かり保育の金額とかはほんとに町立

は有難いし、必要だと思います。どうかもう潰さないでいただきたいです。先生たちも本当にい

い方たちです。バスも本当に有難いです。 

7 3年保育だと入園者数が増えるのではないかと思います。 

8 3年保育になればいいなと思います。 

9 元々は、町内の保育所でお世話になっておりました。しかし、上の子が、第一幼稚園にお世話

になった際に、行事や教育面で、保育所とはまた違う特徴を知り、保育所よりも、幼稚園で過ご

す選択をしました。コロナ禍において、様々な行事や活動が出来ない事で、幼稚園らしい介入

が減少してしまったことは、大変残念でした。それでも、子供を教育的観念から、保育していた

だける町内唯一の町立幼稚園は、このまま、継続していただけたら、と願っております。共働き

世帯が増え、保育所(園)の需要が高まっている中、給食の有無で、保育所(園)を選択する家庭

もあるかと思います。可能であれば、幼稚園においても、給食を導入していただければ、保護者

として大変有り難く、選択の可能性が高くなると思います。ぜひ、ご検討の程、よろしくお願い致

します。 

10 先生方や就労支援は充実していて本当にありがたいです。3 年保育、給食の実施をぜひ始め

てほしいです。コロナ禍で難しいかと思いますが、皆でお買物に出たり、料理したり、お店屋さ

んごっこ、山登り…など昔あったイベントが、どんどん少なくなっているのは寂しく感じます。 

11 子どももすくすくのびのび幼稚園ライフを楽しんでいるし、先生方にもとても良くしていただいて

いるので第一幼稚園で良かったです。 
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12 園長先生や担任の先生方がよく子供達を見てくださり、バス運転手さんも明るく接してくださる

ので安心して預けることができました。もし可能なら 3年保育があれば嬉しいです。 

13 給食が無いこと、２年保育しか無いことが残念。先生方の教育姿勢や雰囲気は素晴らしいの

で、給食が導入され 3 年保育や満三歳児クラスなどもあれば入園させたいと思っているご家庭

は沢山いらっしゃると思います。 

14 先生には一人一人の子供に丁寧に向き合っていただいて細やかにご指導頂いており、大変あ

りがたく存じます。自然に恵まれた環境を生かした教育をしていただいていると感じており、子

供も日々楽しく登園しております。コロナで簡略化された行事（お誕生日会、参観、運動会など）

が少しでも以前と同じ内容に近づいてくれたら嬉しいのと、走るときのフォームや体の使い方

（マット運動や器械体操等）など、時には、体育の専門家等を呼んでご指導いただく機会があっ

ても子供たちに刺激があってよいのかも…？と思いました。給食の導入（週〇回や選択性等）

や 3 年保育等は検討されておりますでしょうか？他の方が私立を考える要因として、お弁当、2

年保育ということがあるのかもしれない…と思いました。園として大変素晴らしいと感じており、

今後も継続してほしいと心から願っているので、良い方向に進むことをお祈りしております。 

15 幼稚園や学校の良さというのは、通ってから子どもや保護者が感じるものです。外部からお引

越しされてくる方の多い、現在の島本町の状態では、押しのない公立幼稚園よりも方針アピー

ルが強く明確な私立幼稚園に流れる方が多くなるのは当然だと思います。長年島本に住まれ

ているたくさんの地元のお母さん達の熱い声があったにもかかわらず第二幼稚園はなくなって

しまいました。通わせやすい、長年地元にある公立幼稚園は町にとって、住み続ける方が多い

島本の財産ではないですか。第一幼稚園くらい残せる発案力、実行力はないのですか？新しく

住まれている子育て世代へのアピール次第だと思います。尽力していただきたいです。 

16 定員割れをしている事がとても残念だと思います。保育所にも子どもを通わせていましたが、幼

保一元化と言っても、断然幼稚園の方が就学前の子どもたちの事を考えしっかりと教育してい

ただいていると感じています。預かる時間が短いのにも関わらず身の回りの事や決まり、周り

のお友達との関係、先生との関係ちゃんとできています。それは先生方が子ども達ひとりひとり

をひとりの人としてきっちりと見てくれているからだと思います。預かる時間が短いから先生達

には余裕があると委員会の方は思うのかもしれませんが、そういう事ではなく先生方の意識の

違い、プロとしての気持ちの違いだと思います。どんな状況であっても、どんな子に育ってほし

いこんな子になって欲しいと言う思いがあるか無いかで子ども達は変わってきます。保育所が

過密だから仕方ないと思っている職員が居ればそれは子ども達に伝わります。仕方ないではな

くだからどうするのかを保育所と役所が一緒になって考えるべきだと思います。幼稚園を 3年保

育にし、給食を出せば通う子ども達は増えるのではないかなと思います。町立幼稚園大好きで

すよ！！先生達頑張っています！これから期待しています！ 

17 教育内容や先生はとても素晴らしいです。子どもも活き活き楽しく通っていて入園して良かった

と思っています。ただ、就労しているので、預かり保育を利用しても預かり時間が短い事や非定

期の土曜日は預かって貰えない事、給食が無い事、行事が平日開催である事、PTA の活動内

容が役員になれば就労継続を迷うほど負担が大きい事は、保育園を選ぶ理由になっていると

思います。 
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18 これからも町唯一の公立幼稚園として末永く存続することを願っております。 

19 兄姉も通っていたので、弟も通っています。先生達も優しく、とても素敵な園です。コロナでイベ

ントが縮小していたりするのはどこも同じだと思います。姉達のときに比べて今年は人数が少な

いですが、手厚くたくさん遊具でも遊べて、プールの時間も長く今のほうがいい…と親は思って

しまいます。三年保育、給食ありがいいと友達は言いますが、私は第一幼稚園のよさがあり大

好きです。 

20 給食になれば利用も増えるのではないか、３年保育になると良いのではないかと思います。 

21 広い園庭、プール、ホール等施設があり、４歳５歳がのびのびと過ごせるのはとても魅力的で

す。何よりもそれに派生する細やかな保育が受けられることが最大の利点です。入園前は町立

第二保育所に通っていましたが、子供が多過ぎて窮屈で、いくら先生の数をふやしたとて心的

余裕が少なく感じました。実際に、もう小学生の上の子たちは「忙しい先生に遠慮してトイレに

行きたいのを言い出せなかった」と家で話していました。お友達や慣れ親しんだ先生から離れ

転園に移る不安はありましたが、幼稚園では先生方が細やかに見てくださり、とても満足してい

ます。自宅からの距離、送迎時の手間の少なさ、布団を持ち込まなくてよいなど、親の利便性

から考えると他にもよい保育園はありましたが、保育の様子が伺える、園とのコミュニケーショ

ンが円滑で子供を預けて働く後ろめたさがないことを優先して保育園選びをしました。それでも

定員を大幅に上回る子供を預かる町立保育所では、町立幼稚園と先生の異動があり教育方針

も変わらないのに、保育内容には大きな差が出てしまっています。待機児童削減も大切です

が、保育の質にも目を向けていただきたいと強く願います。そのためにも、質のよい保育を行う

町立幼稚園を共働き家庭の選択肢に入れられることを伝えていかれてはいかがでしょうか。転

園さえもその価値がある園だと思います。 

22 毎日楽しくのびのび通っているので、とても感謝しています。 

23 第二幼稚園地区なので、送迎に少し距離もあり雨の日は困りました。ですが、上の子からずっ

と町立幼稚園だったので、親も慣れていることもありそのまま町立幼稚園に通わせています。

園児数も 2～3 クラスぐらいあるのも選ぶ理由でしたが、年々減ってきていることは感じていまし

た。毎日給食でなくても、週の半分給食、お弁当にしていただけたら助かるなぁと思うこともあり

ました。2 年保育という所もネックなのかなと感じます。短縮保育の時には、送迎だけで終わる

感じがありました。ですが、コロナ前は自然にふれあうことも多く取り入れてもらっていて、のび

のび育って欲しい願いがあり、町立幼稚園で良かったなと思っています。 

24 先生方は、子ども達のために いつもよくしてくださっていて、感謝しています。保育の内容も、

子どもの気持ちを大切にしてくださっていて、良いと思います。ニーズの低減の実態把握とのこ

とですが、利用者のニーズに合わせて、町として何か幼稚園を良くしようとしてきた実態はある

のでしょうか？保護者のニーズを特に吸い上げようという気がなさそうに思います。３年保育

や、給食の要望など、町にも届いていないことはないと思いますが、それは改善する気はある

のでしょうか？無償化もあり、私立と競合してニーズが低下するのも、現状では致し方ないと思

います。コロナ渦で、現状出来得る感染対策を先生方ははしてくださっていますが、玄関以外に

消毒液は無く、送迎時も誰でも出入りでき、それは防犯の面でも心配です。私立だと、すぐそう

いうところに予算がついて検温器付きの消毒液の機械など用意されている気がします。私立だ
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と、ニーズに合わせて給食があったり、アプリを導入したり、必要なところに設備投資をしたり、

新入園児募集の為に色々と手をうっているのがすぐわかりますが、そういう点で一幼は昔から

変わらず「公立」っぽいです。町内唯一の公立幼稚園で、就労支援型で立地も良く、先生方も頑

張ってくださっているので、良い方向へ進化して存続してほしいと願っています。 

25 バスの範囲を広げて欲しい。 

26 保育開始年齢を引き下げてほしい。 

27 園長先生を始め他の先生方も子ども 1人 1人の性格に合わせて接して下さり、長所を伸ばして

くれていると感じます。何かあればすぐに対処もしてくれて安心して子どもを預けられる場所で

す。下の子も令和 5年に入園予定なので、お願いしたいと思っております。 

 

私立幼稚園等在籍児童 

1 立地は参観等でも行きやすいので 3 年保育であれば選択していた可能性は高いが、2 年保育

の為最初から選択肢に入らなかった。 

2 2 年保育なこと、給食がないことが一番のネックで、その条件が無ければ、自宅にもっとも近い

第一幼稚園を選んでいたと思います 

3 最近は共働きの家庭も多いので、給食に変えるなど最近の家庭のニーズに合わせた方がいい

と思います。あと、2 年制の保育と言うのは園を選ぶ時、選択肢として年少から入れたいなと思

う方も多いと思います。 

4 場所は駅近でとても通園させやすいので年少さんからの保育であればよかったかなと思いまし

た。 

5 立地もよく、公立という点(無宗教、町との連携など)ではポイントが高かったですが、ほぼワンオ

ペで子供複数を見るとなると、年中まで待っての入園は考えられなかったです。同じ理由で給

食がない、送迎がない点もとても負担に思いました。周りの親御さんからも同じことを聞いてい

ます。これらが解消されればいいなぁと思います。 

6 第二子が一幼、第三子が認定こども園に通っていますが、我が家の場合第三子が障害児とゆ

うことと入園年齢のタイミングもあったので認定こども園に入園しましたが、どちらの園もそれぞ

れに良いところがあり特に問題もなくそれぞれ合った所に通えているなと思っています。これか

らの時代ニーズによって廃れてしまうことが避けられない部分もあるのかもしれませんが、第一

子の通っていた幼稚園(二幼)もなくなってしまったので、少なからず寂しい所もあります。 

7 唯一の地元の公立幼稚園として、まだ通いたい人がいるのならばできる限り存続させてもらい

たいなぁと私個人は思います。 

8 入園を考えましたが 4 歳からの入園だったので、3 歳から入園可能でしたら入園を希望してい

たと思います。 

9 給食の有りなしも園選びに重要だと思います。 

10 せっかくアクセスの良い所に建っているので、年齢などを広げて多くの人が利用出来るようにし

たら良いと思います。 

11 給食は親としてはあったら助かるが、町立は配慮が必要な子どもへの理解も深いイメージがあ

るからその辺も考慮して弁当なのかな？とも思ったがどうでしょうか？ 
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12 バスは近くてもあると助かる。 

13 満 3歳、年少からあれば人気になると思う。 

14 教育方針、立地、共働きのし易さなど、町立幼稚園の良い評判は在園児の保護者の方からよく

伺います。 

15 3年保育になれば第二子は町立に入園させることも検討したいです。 

16 入れたいと思う利点が見つからないです。 

17 

 

働く段階に入って調べてみると、第一幼稚園なら延長保育の全額に補助が出るようなのでその

点はよいなと思いました。年中から第一幼稚園に転園する方もいると聞き家からも近いので検

討はしましたが、子どもが現在の幼稚園に慣れ、給食もあるためそのまま通園しています。 

18 三年保育、給食あり、プレ保育など、もっと幅広く手がけていただけたら、送迎バスもあって魅

力的だったので選択肢に入っていたと思います。 

19 駅近で、働くお母さんのために延長保育などされているので、もう少し預けやすい条件を増やし

ていただけたらと嬉しいです。 

20 今は、小学生になったお母さん達がよく言っていたのは給食ありなら 2年保育でも入園していた

よね！という声です。 

21 私も、自宅から 1番近いのは一幼なので給食ありなら検討していました。 

22 園児募集に苦労しているのなら満 3歳児クラスまで学年を拡大して欲しいです。 

23 上の子が第一幼稚園卒園です。 

24 金銭面、バス送迎、クチコミなどで入園を決めました。先生方は優しく、安心して預ける事ができ

ました。ですが 2 年保育はやはり短く、他園に比べて経験させてあげられる事も少ないと感じま

した。年数や保育時間がただでさえ短いのに加え、コロナ禍で芋掘りや参観日、プール、お店

屋さんごっこなど子どもたちにとって楽しい嬉しい貴重な経験も中止になりました。工夫すれば

出来たのでは？と思うものもありました。また日頃のお散歩もほぼなく、お泊まり保育もないの

も残念な点でした。 

25 卒園した後も子ども同士、保護者同士の仲が良く交流も続いている事が多く、良いなと思いま

す。一幼が子どもたちや保護者にとってより良い園になり、子どもたちのキラキラした笑顔がた

くさん見られる事を願っています＊" 

26 園庭開放がとてもありがたい。 

27 幼児教育として最低 3 年保育はしてもらいたいと思います。小学校入学に向けて給食にも慣れ

ていて欲しいのもあります。近さ的には 1 番家からは近いので、3 年保育で、給食もしてもらえ

ていたら、入園希望の選択肢に入れていたと思います。 

28 施設としてもまだまだ綺麗だし、入園年齢を引き下げ、今の時代のニーズに適した幼稚園にし

てもらえたら、もっと町内の幼稚園の選択肢が増えると思う 

29 島本町に限らず、公立幼稚園の利用者は低減していると思う。その理由としては、やはり民間

ならではの特色ある保育等が公立より魅力的なのだと思う。行政としては、限られた財源の中

で運営していかなければならない中、民間委託等も視野に検討されてはどうか。その際、既存

の利用者に影響がないように十分な期間を設けて審議することが重要であることを申し添え

る。 
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30 幼稚園の立地はよいが、園庭に魅力がない。遊具など、もう少し充実をはかってほしい。給食と

年少クラスができれば、入園したい人が増えると思います。 

31 近年の状況から、2 年の年中からではなく、年少からの 3 年であれば、ニーズはたくさんあると

思います。 

32 残念ながら 2 年保育という事で諦めましたが、未就学の時に何回か第一幼稚園の園庭開放に

参加させて頂きました。 

33 子どもたちがのびのびしていて、自宅からも近いので 3 年保育があれば入園させたいと思って

いました。 

34 三年保育にしていただきたい。 

35 ３歳児から通えるようにした方が良いと思います。 

36 バス代を出しても良いからバス通園にしてほしいです。 

37 食の細い我が子は自園給食だと温かくよく食べてくれるのがありがたいので自園給食の方が

良いと思いました。 

38 もうすぐ３歳になる息子を幼稚園に入れようか迷っているので、3 歳児から通えるのとバスがあ

るなら第一幼稚園も考えたいです。 

39 城陽市が無償化にともなってか公立幼稚園が二年制から三年制になったと城陽市に引っ越し

た友達が言っていたので参考にしても良いかもしれないです。 

40 数台でも良いから駐車場があるとありがたいです。 

41 ３年保育なら迷わず一幼に入れていました。私立の幼稚園は就労支援をしているとはいえ高額

だったり休園が多かったりで、正直辛い部分が多いです。子どもがとても園を気に入っているの

で転園しなかったが、親の本音としては一幼に転園させたかったです。 

42 3歳から入園できるなら、入園希望者は増えると思う。 

43 遊具や校庭のバラエティーや教育プログラムのオリジナリティー、習い事も幼稚園でできる、年

少や満 3歳児からの入園があれば入園を検討したと思います。駅の近くなのは働く家庭には助

かっていると思います。 

44 3 年、または 4 年制にして欲しい。お弁当も給食にしてもらいたい。バスももう少し範囲を広げて

欲しい。 

 



【資料１：町立第一幼稚園在籍児童用】 

 

問１ 町立第一幼稚園に通われているお子さんの歳児をお答えください（お子さんが４・ 

５歳児両方にいる場合は２つとも選択ください。）。 

１  ４歳児            ２  ５歳児              

 

問２ お住まいの地域をお答えください。  

（                                 ） 

 

問３ 町立第一幼稚園を選ばれた理由をお答えください。（複数回答可） 

１ 教育理念・方針 

２ 園児数・クラス数 

３ 施設・遊具 

４ 送迎の利便性 

５ 入園年令 

６ 給食の有無 

７ 行事・プログラム 

８ その他（                               ） 

 

問４ 問３で回答いただいた理由のうち、最も重視した理由をお答えください。 

１ 教育理念・方針 

２ 園児数・クラス数 

３ 施設・遊具 

４ 送迎の利便性 

５ 入園年令 

６ 給食の有無 

７ 行事・プログラム 

８ その他（                               ） 

 

問５ 私立幼稚園を選ばなかった特別な理由があれば、お答えください。   

（                                 ） 

 

問６ 令和元年１０月にスタートした「幼児教育・保育の無償化」は、園の選択に影響が 

ありましたか？ 

１ はい→問８へ 

２ いいえ 



（案） 

問７ （問６で「１ はい」と回答された方のみお答えください） 

「幼児教育・保育の無償化」は園の選択にどのような影響がありましたか？ 

（                                 ） 

 

最後に、町立第一幼稚園に関してご意見等がございましたら、ご自由にご記入くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査にご協力いただきまして大変ありがとうございました。この調査結果は、今後の

町立第一幼稚園のために、有効に活用させていただきます。 



【資料２：私立幼稚園及び私立認定こども園の幼稚園部分在籍児童用】 

 

問１ 現在、在籍している園をお答えください。 

１ 学校法人山崎学園 山崎幼稚園           

２ 社会福祉法人照治福祉会 しまもと里山認定こども園 

 

問２ 現在、町内の私立幼稚園等に通われているお子さんのクラス（歳児ごと）の人を 

お答えください（複数人通われている場合は、全員分を記載ください。）。 

１ 満３歳児（       人 ） ２ ３歳児（       人 ） 

３ ４歳児 （       人 ） ４ ５歳児（       人 ） 

 

問３ お住まいの地域をお答えください。  

（                                 ） 

 

問４ 町立第一幼稚園ではなく、私立幼稚園等を選ばれた理由をお答えください。（複数 

回答可） 

１ 教育理念・方針 

２ 園児数・クラス数 

３ 施設・遊具 

４ 送迎の利便性 

５ 入園年令 

６ 給食の有無 

７ 習い事・プログラム 

８ その他（                               ） 

 

問５ 問４で回答いただいた理由のうち、最も重視した理由をお答えください。 

１ 教育理念・方針 

２ 園児数・クラス数 

３ 施設・遊具 

４ 送迎の利便性 

５ 入園年令 

６ 給食の有無 

７ 習い事・プログラム 

８ その他（                               ） 

問６ 町立第一幼稚園を選ばなかった、特別な理由があれば、お答えください。   

（                                 ） 

 



（案） 

問７ 令和元年１０月にスタートした「幼児教育・保育の無償化」は、園の選択に影響が 

ありましたか？ 

１ はい→問８へ 

２ いいえ 

 

問８ （問７で「１ はい」と回答された方のみお答えください） 

「幼児教育・保育の無償化」は園の選択にどのような影響がありましたか？ 

（                                 ） 

 

最後に、町立第一幼稚園に関してご意見等がございましたら、ご自由にご記入くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査にご協力いただきまして大変ありがとうございました。この調査結果は、今後の

町立第一幼稚園のために、有効に活用させていただきます。 


