
問１　お子さんが通っている幼稚園はどこですか。

東市来幼稚園44人

飯牟礼幼稚園17人

土橋幼稚園 19人

日置小附属幼稚園6人

年中 38人

年長 48人

　通園している幼稚園は、東市来幼稚園（44人）が一番多く、続いて土橋幼稚園（19人）、飯牟礼
幼稚園（17人）、日置小附属幼稚園（6人）の順となっています。

　年長が48人と多く、年中は38人となっています。

問２　お子さんは、現在、年中又は年長のどちらですか。※小学生で一番下のお子さん
についてご回答ください。
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1人 12.8% 11

2人 37.2% 32

3人 30.2% 26

4人 9.3% 8

5人 4.7% 4

6人以上 4.7% 4

未記入 1.1% 1

100.0%

問４　この調査票にご回答いただく方はどなたですか。お子さんからみた関係でお答えください。

母親 91.9% 79

父親 2.3% 2

その他 5.8% 5

100%

問３　お子さんのきょうだいは何人いらっしゃいますか。お子さんを含めた人数を□内
に数字でご記入ください。

　きょうだいの人数については、「２人」が37.2％と最も多く、続いて「３人」が30.2％、「１
人」が12.8％の順となっています。

　回答者については、「母親」が91.9％と最も多く、次に「その他」が5.8％、「父親」が2.3％の
順となっています。
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配偶者がいる91.9% 79人

配偶者がいない2.3% 2人

未回答 5.8% 5人

100%

【母親】

フルタイムで就労している3.5% 3

パート、アルバイト等で就労している31.4% 27

以前は就労していたが、現在は就労していない46.5% 40

これまでに就労したことはない4.7% 4

今後、就労予定である7.0% 6

未回答 6.9% 6

100.0% 86

問５　この調査票にご回答いただいている方の配偶関係（夫、妻）についてお答えくだ
さい。

　配偶関係については、「配偶者がいる」が91.9％と最も多く、次に「未回答」5.8％、「配偶者
がいない」が2.3％の順となっています。

問６　保護者の方の現在の就労状況（パート、アルバイト、自営業含む）を伺います。

　母親の現在の就労状況については、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が46.5％
が最も多く、次いで「パート、アルバイト等で就労している」が31.4％、「今後、就労予定であ
る」が7.0％の順となっている。
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【父親】

フルタイムで就労している86.1% 74

今後、就労予定である2.3% 2

未回答 11.6% 10

100.0% 86

選定理由はある81.4% 70人

選定理由はない2.3% 2人

未回答 16.3% 14人

100%

　父親の現在の就労状況については、「フルタイムで就労している」が86.1％が最も多く、次いで
未回答が11.6％、「今後、就労予定である」が2.3％の順となっている。

問７　保育園や私立幼稚園ではなく現在通園している公立幼稚園を選んだ理由はありま
すか。

　公立幼稚園の選定理由については、「選定理由はある」が81.4％と最も多く、次に「未回答」が
16.3％、「選定理由はない」が2.3％となっています。
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自宅から近いから19.3% 52

保育料の負担が少ないから24.8% 67

他の幼稚園・保育園へ入園できなかったから1.9% 5

知り合いなどが通園しているから4.4% 12

魅力ある保育・教育内容であるから11.1% 30

先生の対応がよいから（特別に支援を要する園児への配慮等）13.7% 37

先生の数が多いから3.3% 9

小学校と連携しているから16.3% 44

その他 5.2% 14

100.0% 270

３歳児保育 23.7% 33

バスの送迎 19.4% 27

特別に支援を要する園児への対応5.8% 8

預かり保育 31.7% 44

認定こども園への移行（保育園と幼稚園を一体的に行う施設）5.8% 8

施設の整備 3.6% 5

先生のスキルアップ1.4% 2

教育内容の充実3.6% 5

１クラスの園児数の増員（切磋琢磨）2.2% 3

その他 2.8% 4

100.0% 139

問８　保育園や私立幼稚園ではなく現在通園している公立幼稚園を選んだ具体的な理由
は何ですか（複数回答可）。

　公立幼稚園を選んだ理由については、「保育料の負担が少ないから」が24.8％と最も多く、次い
で「自宅から近いから」が19.3％、「小学校と連携しているいるから」が16.3％の順となっていま
す。

問９　現在通園している公立幼稚園に要望することがありますか。要望する内容の番号
すべてに○で囲んでください（複数回答可）。

　公立幼稚園に要望する内容としては、「預かり保育」が31.7％と最も多く、次いで「３歳児保
育」が23.7％、「バスの送迎」が19.4％の順となっています。
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問10　その他、公立幼稚園に関してご意見がございましたら、ご自由にご記入ください。

【３歳児保育、預かり保育、バス送迎】

○　延長があると、人数も増えると思います。

○　預かり保育があるといいです。

○　働く母親が増えてきているので、預かり保育をお願いしたい。

○　３才児からの保育をお願いしたいです。

【保育料】

○　幼稚園が終わった後1～2時間でも預かり保育をしてもらえたら仕事時間の幅が広がりとても助かります。

○　できれば年少ｸﾗｽを作ってほしいのと、本当は預かり保育などの14:00以降の預かり保育があれば、学校行事等の時に
は大変助かります。

○　いつも幼稚園の先生方には、子ども園での様子をお聞かせていただいたり、子ども成長を見守っていただいたりで、
ありがたく感じています。今の社会の流れが夫婦共働き、女性の社会進出を推奨しているので、できることなら、14:00以
降の預かり保育や認定こども園への移行というものを取り組んでいただけたらと思います。幼稚園の教育を受けつつ、働
くことができたら・・と思います。

○　難しいこととは思いますが、上記の１、２、４特に２、４ができるようになることで、かなりの園児増員が期待でき
ると思います。とても良い環境が揃っているので、もっと利用しやすく改善、宣伝をし、増員を図り存続していくことを
願います。

○　2人目（５才）が土橋幼稚園です。私立幼稚園からの転園でした。知人からの話で、魅力ある教育に魅かれ意を決して
の転園でしたが、私立幼稚園では見られなっかたとても楽しんでいる我が子の姿が見られました。3人目（０才）もぜひ通
わせたいと思うのですが、出来ればその頃から働きに出れたらと思います。でも保育園ではなく、土橋幼稚園に通わせた
い願います。有料でも預かり保育があればと思います。あと、３才児保育で早い時期から幼稚園での経験が出来ればと
思ったりします。３才児保育、預かり保育があれば公立に通わせたいというお友達も沢山います。ぜひ、公立（土橋幼稚
園）の素晴らしさをもっともっと沢山に方に知ってもらいたいです。

○　保育料も安く、のびのびと過ごせるとても良い幼稚園だと思います。もう少し人数が多いと子供達ももっと楽しめる
と思うので、３才児保育や預かり保育があると、もっと入園したいと思う方が増えるんじゃないかと思います。

○　入園したきっかけは、評判の良さでした。子育て支援ｾﾝﾀｰ等でも幼稚園・保育園にご兄弟がいらっしゃる方は、皆さ
ん飯牟礼幼稚園をご存じで先生方の評判はすごく良かったです。目をしっかり見て一人一人に合った園児への対応、慌て
させる事なく、時には迅速な教育、登園の祭我が子は恥ずかしいと言ってなかなか園に入らない事もありましたが、今で
は早く幼稚園に行きたいという程です。保育料は、延長保育がなく家族送迎ですので妥当な金額だと思います。よろしく
お願いいたします。

○　附属幼稚園の入園者の減少は、幼児の減少とは別の現代の事情にあるかと思います。消極的な対応ではなく、是非、
現代の事情にあわせた積極的な改革をご検討下さい。３才児保育が無い為、うちも１年間は私立に通わせました。また、
幼稚園に通わせたいけれど、仕事の都合で（５時まで預かってもらえない）保育園に通わざるを得ない方も多くいらっ
しゃいます。

○　バスの送迎がない現状では、近い所に幼稚園があってほしいと、親としては思うところです。子供の教育の面では、
保育園より幼稚園の方が安心できます。ですが、共働き世帯が、あたりまえの世の中で、３才児保育と預かり保育がない
なら、幼稚園はまず、やっていけないと思います。地元に公立の幼稚園があるのは、貴重だと思うし、子供にとっても、
小学生とのふれあいや、体力づくりになる遊具が多くあり、これらは活用すべきものだと思います。

○　公立幼稚園というだけで、教育内容が私立に比べ充実していないと思われがちです。（私立の親子さんから見ると）
特徴がないとか、保育延長がない等。確かに差はあるかもというかあると思いますが、私立の人数の多い中で、教育され
るより先生方の手厚い保育の魅力をアピールし、年間の行事も具体的にこういった行事がありますと示す事で、公立のよ
さというものも伝わるのではないかと思います。一度聞いた事がありますが、同じ日置市立の幼稚園なのに送迎バスがあ
るのとないのとでは、支援の差が大きいと思うので、バス料金を取ってでも平等に通園する為のバスは出してほしいと
常々思います。片道だけでもありがたい事です。難しい事であると思いますが。

○　公立でも預かり保育のサービスをしてほしいです。公立はいろいろな体験が充実していますし、少人数で一人一人を
大切に教育してもらえるので、もっとアピールすべきだと思います。

○　人数は少ないですが、子供達が伸び伸びと遊び育っています。ずっとこのような幼稚園がありつづけてほしいと願い
ます。預かり保育や３才児保育等があると、本当に助かるのにぜひ考えていただきたいです。



【特別な支援】

【施設整備】

【その他】

○　他幼稚園に関してはわからないが、東市来においては、施設の老朽化が見られる。立て替えを検討してもらいたい。

○　子供に水分補給を進めていますが、なかなか自分では遊びに夢中になり水分を取らないようです。幼稚園で5分位飲む
時間を1日4、5回とか増やすことは無理でしょうか。園庭で遊ぶ時１カ所に集めておいて自由に飲むとか。朝みんなで落ち
葉拾いとか、そうじとか生活の中で自分で出来る事が増えると意識もするようになるんでしょうか。家では全く出来てな
いですが、先生方少ない人数で色々大変そうです。他の所は分かりませんが、話もしっかり聞いてくれてありがたいで
す。でも先生方休む暇もなく体調悪くても休めないように思います。私にはどうする事も出来ないのが残念です。

○　保育料の負担が少なく子供達の将来の為に、その分蓄えることができるので、公立幼稚園に入園できて、とても助
かっています。本来ならば伊集院地区に住んでいるので、そこで公立幼稚園をと希望していたのですが、すでに廃園との
ことで、こちらに受け入れてもらえました。先生方にもよくして頂き、とてもありがたいです。来年には末子が入園を希
望しております。毎日送迎時に早く幼稚園に入りたいと楽しみにしております。少人数ですが、毎日楽しくすごす娘を見
て、こちらにお世話になることができて感謝いたしております。ありがとうございました。

○　利益目的ではない公立の幼稚園存在を多くの方に知っていただきたいです。多人数の集団に慣れない子ども、特別な
支援がいる子どもも、一人一人のびのび園での生活をたのしめています。子育てに悩んでいらっしゃるお母さんにこそ公
立の幼稚園をおすすめしたいです。

○　経済的な理由で、高い私立の幼稚園に通わせることができない為、保育料の安い公立を選びました。私立と同額にな
ると幼稚園に通わせる事が出来なくなってしまいます。

○　公立幼稚園を減らすという事を聞きましたが、今の保育料、給食費を支払うのも大変なのに、私立幼稚園並の保育料
はとても払えません。まだ小さい子もいていずれは幼稚園に行くのに公立幼稚園がなかったら幼稚園行かずに小学生にな
るしかありません。しれぞれの理由があってそれぞれの園に子を預けてるのに公立幼稚園は経済的に苦しい家庭の子供、
親のためにあると思っているので閉園や保育料を上げる様な事はしないでください。園が減って遠くの園への送迎はガソ
リン代もかかってしまうので、飯牟礼幼稚園は今のままでお願いします。先生を増やして募集人数を増やしても良いので
はないでしょうか。

○　飯牟礼幼稚園にお世話になるきっかけは、上の子が沢山の輪の中での生活が出来ず少人数での園が１番の理由でし
た。また、幼稚園の時間が短い事も親子の時間が作れるので良いなあと感じてます。私達家庭では、幼稚園の費用が少な
い分、預けっぱなしにしないで、家族での費用に活用してます。バスの送迎が無い分自分達で楽しい会話をしながら幼稚
園へ通う姿を見送り、帰りはお友達との様子も見れる。公立幼稚園でしかできない事が沢山あります。保育料の負担が少
ない事には、とても感謝しています。宜しくお願いいたします。

○　＜飯牟礼幼稚園の良い所＞・自然とのふれ合いが多いので富かな心が育つ・少人数なのもあり先生方が一人一人をよ
く見てくださるし、性格等もよく理解してくださっている。・少人数なのもあり感染症等の流行がない。・保育料の負担
が少ない。・制服がなく体操服や道具等、必要最低限なので出費も少なく大変助かる。・先生が面白いので子供達の心を
がっしり掴んでいる。

○　公立幼稚園の良さは、バス送迎、預かり保育、３年保育はないですが、保育料の負担が少ないところだと思います。
少人数ですが、地域の方々や小学校のお兄ちゃんお姉ちゃんたちに見守られ、のびのびと成長しています。維持費や市の
負担は大きいと思いますが、子供達が必要としている幼稚園を継続してほしいと思います。

○　家を購入するにあたり、幼稚園、小・中学校を念頭において、この地区を選びました。子供は毎日楽しく登園してお
り、地域の皆様と交流しながらのびのびと成長しております。通学路の安全面など不安がありますが、このまま飯牟礼小
学校へ通学する予定でおります。私立には私立の良さ、公立には公立の良さがありますので、このまま料金の値上げや閉
園などない様よろしくお願いします。小学生との交流も多くたくさんの刺激を受けながら親子共々日々成長しておりま
す。

○　飯牟礼幼稚園の存続と保育料の据え置きを願っています。方針が私立と一緒だから公立の保育料も同じに。というお
考えと聞きましたが、サービスは全く違うこと（バスの送迎、お預かりがないなど）ご理解されているでしょうか？地域
のお年寄りが飯牟礼幼稚園の子どもの成長をあたたかく見守り、楽しみにしていて、いつも声かけしてくださっているの
はご存じでしょうか？こうのとり便には使わないものもたくさん入っていました。もっと違う仕方でやりくりしてもらえ
たら助かります。おとなしくて引っ込み思案だった娘が一日も嫌がらず行けているのは、近所の小規模の兄も姉も通った
この園だからこそだと思っております。園舎ももっときれいにして年少さんも入れて、もっと園児を増やして園を存続さ
せていただきたいと思います。



○　現在利用させていただいている子は第２子です。第１子は私立に行っていました。現在利用している公立と比較する
と設備、内容、先生の人数等がすべて手厚い（？！）でした。それはそれでとても大好きでした。（それを理由に入園さ
せた為）。公立は昔ながらの最小限の内容・設備でありますが、こちらはこちらでとても気にいっています。小学校との
連携も公立ならではですし、私立を経験したあとの意見としては、公立の華美ではない最小限の部分がいいなと思ってい
ます。外で遊べるｽﾍﾟｰｽが充実し、たくさん遊べるとありがたいです。子供も現在の園と先生が大好きです。

○　過ごす時間が短いと思うので、もう少し預かる時間を長くしてほしい。習い事みたいな時間があっても良いのかな？
と思います。

○　防災についてです。訓練などは定期的に行っているようですが、避難する時などに一番大切な頭を守る防災頭巾やﾍﾙ
ﾒｯﾄ、せめて座布団などの用意があった方が良いかと常に思っています。九州でも近くの熊本で大きな被害があったので、
早急に対応してもらいたいです。

○　個々をしっかりと見て頂き、なかなか自分を出せない息子も先生方のおかげで、のびのびと表現できるようになって
きました。小学校との連携もあり、行事等を通して小学校との交流もあり、成長していくことへの見通しを親子ともに感
じることができ安心しています。お茶摘み体験等、この地域ならではの体験をさせて頂いたり、自然体験を存分にさせて
頂き、なかなか家庭では味わうことのない経験をさせて頂いています。公立、私立それぞれの良さがあると思うので、教
育委員会の方もぜひ両方で体験されて肌で感じて欲しいと思います。

○　公立幼稚園は少ない人数で経験豊富な先生が指導してくれるので、とても子供たちはのびのびと楽しく過ごしていま
す。また人数が少ないので全員とすぐにお友達になれるし、年長さんが年中さんを助ける姿もよく見られます。また小学
校と同じ給食なので学校に入ってからの給食の苦手な子も減るようです。さらに学校行事と幼稚園と同じでする行事も多
いので、小学校に入ってからの見通しがとおしやすく、また小学校に兄弟がいる場合は兄弟の存在で園児の不安も亡くな
るようですし、血のつながりはなくても小学生が遊んでくれたり、1年生との時間ももうけられているので、すぐ上の学年
とも仲よくなり小学校に上がった時のつながりも強いものとなるようです。その他にも公立幼稚園にはたくさんのすばら
しい点がありますので、これからも飯牟礼幼稚園を継続させて頂きたいと心よりお願いいたします。また、飯牟礼地区に
はセイカの工場が今後できたり、近くにニトリもできるそうです。伊集院地区の発展のためにも、今後この地域がますま
す繁栄してくるので、幼稚園はなくさない方がいいと思います。妙円寺地区もパナソニックができて人が増えたので。

○　各公立幼稚園の存続を希望します。園児数が少なく難しい場合でも、せめて現在入園している年長、年中の子供達が
卒業するまでは、見守ってあげてください。よろしくお願いします。

○　地域、小学校と一体となって、他ではなかなか経験出来ない自然の中で、のびのびとした保育、教育であり、これか
らもぜひこの飯牟礼幼稚園へ登園させたいと切に願います。また、この小学校、幼稚園、地域一体型の教育にたくさんの
方々が共感され、他の地域からも人々が集まることにより、飯牟礼地域全体の活性化につながるものと考えております。

○　飯牟礼幼稚園は、自然に囲まれた素晴らしい環境の幼稚園です。小学校と連携した行事も多々あり、小学校の憧れや
上下関係での思いやりの心など育っているように感じます。少人数であるため、採算のことを言われると悩むところです
が、現在、通園している保護者だけでは、募集のチラシを作成するぐらいしか手だてがなく、また、先生方へ負担をかけ
るのも気が引ける状態です。公立なので教育委員会の方でも、無くす方向への検討、保育料の値上げの検討ばかりでな
く、もっと公立幼稚園の素晴らしさを広める検討をして頂きたいと思います。飯牟礼小、幼稚園は地元に必要な場所で
す。

○　飯牟礼幼稚園は、小学校との交流も深く入学するのにも何も抵抗なくできるので、すごくいいと思います。小学生に
とっても幼稚園生に対して優しさや思いやりを持ち、幼稚園生にとってもお兄さんやお姉さんのようになりたいあこがれ
や見守られている安心感で過ごすことができるので、どちらも欠けてはいけない場所だと思います。飯牟礼から幼稚園が
なくなると、今以上に過疎化が進むと思います。

○　3人子供がいるので、1人に多額使えません。なので、近くて歩いていける飯牟礼幼稚園があり、とても助かります。
先生方もとっても親身になってくださる方なので安心して預けられます。私立の幼稚園のカリキュラムは望んでいませ
ん。明るく伸び伸びできる公立幼稚園は、我が家の子供達には絶対必要です。小学生と園児が助け合いながらの行事も多
数あり、子供たちはとても楽しそうです。小学校へ上がる時も不安なく、楽しく入学式を迎えることが出来ました。これ
も公立幼稚園の良さだと思います。ご近所のおじいちゃん、おばあちゃんにも近くに園があるから各行事に積極的に参加
してくれるのではないでしょうか。

○　私も小さい時は幼稚園でした。帰宅時間は早いですが、小学校との連携もあり給食当番、保育参観、さまざまな事が
小学校に行っても生かせる事が、子供にとって一番良いと思います。お兄ちゃんも東市来幼稚園で通園しました。いろん
な自信がつき、たくさんのお友達とふれあう事が出来ました。先生方にも相談にのってもらったり、色々と支援もして頂
きました。私は幼稚園に感謝しています。（先生方にも）だから今から先も幼稚園がそのままであってほしいです。



○　日置小附属幼稚園について　・幼稚園の情報が少なくて公立幼稚園のことを知らないのでは？検索してもくわしく出
てこないと聞きました。他の地域の方もわかるようにお知らせしてほしい。・平成26年から15人を下回っていますが、こ
れまでに教育委員会からの保護者への説明や在り方などの話し合いなど年に一回でもあったのでしょうか？ここで統廃合
の方針を今出されても保護者は納得しないです。幼稚園は交流も多く園児は毎日小学校の様子もよく見ています。近くに
中学校もあってとても良い環境だと思います。日置小は再編もあって盛り上げていく中、幼稚園のことももっと良い方向
へ考えて頂きたい。＜質問です＞・アンケート調査はどうして在園児の親だけなのでしょうか？これから園を考えている
すべての保護者の方に、ニーズを調査しないのでしょうか？・このアンケートの結果は保護者に報告してくださるので
しょうか？いつでしょうか？

○　子ども達が活動を伸び伸びとできるのは、カリキュラムなど特別な活動が（マーチングや体操、英語etc・・）ないた
めだと思います。先生方も常に子どもに寄り添い、じっくりと遊びから得られる学びを見守って下さっています。これが
できるのは、公立の魅力です。特に日置小附属幼稚園は幼・小・中の一貫教育ができるようになる県でも珍しい特色のあ
る学校です。しかし残念なことに、園児が少ないです。私たちも偶然人づてに幼稚園の存在を知りました。今、先生方の
協力をたくさんいただきながら保護者で広報活動をしています。これまで大切に培われてきた公立幼稚園の良さを守って
いただけたら、こんなに幸せなことはありません。ぜひ問９の①②を。少しでも園児が増えますように。よろしくお願い
します。

○　一人一人きちんと目の行き届く保育をして下さって本当にありがたいと思っております。又、小学生の子供達と関わ
りを持つ事の出来る時間は、幼稚園児にとっては良い意味で刺激になり自立を養える事と思います。今後ともよろしくお
願いします。


