
 

 

山東幼稚園の今後の在り方について 

市民アンケート調査  

 

 

【調査ご協力のお願い】 

市民の皆さまには、日頃から本市の教育・保育行政にご協力いただきありがとうございます。 

近年社会の変化に伴い、保育所・認定こども園長時部など長時間のお子さんの預かりを実施す

る施設の希望者が増加する反面、お子さんの預かり時間が短い山東幼稚園では就園児数が減少し

ています。また、園舎は建築後 18年を経過しており施設の老朽化による大規模な改修も課題と

なっています。 

こうした現状と課題から見ると、市では現状のまま施設を存続して行くことは困難と考えてい

るため、「米原市幼稚園の在り方検討委員会」を設置し、山東幼稚園の今後の方針について検討

を進めているところです。 

つきましては、今後の方針を検討するにあたり、保護者様のニーズ・ご意見等を参考とさせて

いただきたくアンケート調査を実施いたしますので、ご協力をお願いします。 

なお今回の調査では、米原市の住民基本台帳から山東地域（旧山東町域）にお住まいの就学前

のお子さんがいらっしゃるご家庭の保護者様にご協力をお願いしています。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

令和３年 11月                         

米原市    
 

 

【記入にあたって】 

○回答はお子さんの保護者様が回答ください。 

○この調査は無記名で実施するため、個人が特定されることはありません。 

○回答は問１から順に、選択肢のあてはまる番号に○印をしてください。 

○回答が「その他」にあてはまる場合は、その内容を（    ）にご記入ください。 

○記入が済みましたら、11月 日（ ）までに在籍されている園にご提出ください。 

  ※市外施設利用の方は返信用封筒により投函をお願いします。 

回答いただくうえでご不明な点、調査に関するお問合せは、下記までお願いいたします。 

 

米原市くらし支援部こども未来局  保育幼稚園課 

TEL 0749-53-5133  FAX 0749-53-5128 

※この調査で回答していただいた内容は集計のうえ、本件検討委員会、市公式ウェブサイト、市議会等

で公表することはありますが、市政に関係すること以外には使用いたしません。

在園児向けアンケート 

資料３ 



 

 

１．ご家庭の状況・施設の利用状況について 
 

問１ お住まいの小学校区はどちらですか。（１つだけ○） 

１．柏原小学校区 ３． 大原小学校区 

２．山東小学校区  

 

問２ どのような家族構成となっていますか。（１つだけ○） 
 

１． 両親と子の世帯 ４．３世代（祖父母と両親と子等）の世帯 

２． 母と子の世帯 ５．その他（             ） 

３． 父と子の世帯  

 

問３ お子さんは何人いらっしゃいますか。（１つだけ○） 

１． １人 ３． ３人 

２． ２人 ４． ４人以上 

 

問４ 家族の就労状況はどのようになっていますか。（該当箇所に○） 

【父親】 

１． フルタイムで就労 ４． 育児休業中 

２． パート等（短時間）で就労 ５． その他（             ） 

３． 無職  

※今後就労状況の変更を検討されている場合はこちらも回答してください。 

１． フルタイムで就労を予定 ４． 育児休業の取得を予定 

２． パート等（短時間）で就労を予

定 
５． その他（             ） 

３． 退職を予定していて、今後就労

する予定はない。 
 

 

【母親】 

１． フルタイムで就労 ４． 育児休業中 

２． パート等（短時間）で就労 ５． その他（             ） 

３． 無職  

※今後就労状況の変更を検討されている場合はこちらも回答してください。 

１． フルタイムで就労を予定 ４． 育児休業の取得を予定 

２． パート等（短時間）で就労を予

定 
５． その他（             ） 

３．退職を予定していて、今後就労

する予定はない。 
 

 

 



 

 

【父、母が不在のため、父、母以外の方が保護者様の場合はこちらに記載をお願いします。】 

１． フルタイムで就労 ４．育児休業の取得を予定 

２． パート等（短時間）で就労 ５．その他（             ） 

３． 無職  

※今後就労状況の変更を検討されている場合はこちらも回答してください。 

１．フルタイムで就労を予定 ４． 育児休業の取得を予定 

２．パート等（短時間）で就労を予 

  定 
５． その他（             ） 

３．退職を予定していて、今後就労

する予定はない。 
 

 

問５ 就学前のお子さんはどの施設へ就園していますか。（１つだけ○） 

１．幼稚園 ４． 認定こども園 長時部 

２．保育所 ５． その他（             ） 

３．認定こども園 短時部  

 

問６ その施設を利用されている理由を選んでください。（主なもの３つまで○） 

１．小学校区内だから 

２．通勤途上にあり便利だから 

３．きょうだいが就園していたから 

４．子どもの友達関係を考えて  

５．長時間預けられるから 

６．公立だから  

７．私立だから 

８．利用料が安いから 

９．教育・保育内容が良い  

10．長時部と短時部の異動が可能だから  

11．希望園が利用できなかったから 

1２．周辺の自然環境に恵まれているから 

１３．その他（             ）  

１４．特にない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 問１～６では「住んでいる小学校区」、「家族構成」、「保護者の就労状況」、「利用先施設、施設

を選んだ理由」などを質問項目として設けています。回答者の世帯の状況により、どの施設を選

択することを希望しているか調査します。 

 

 



 

 

２．山東幼稚園の今後の在り方について 
 

問７ 山東幼稚園では園児数の減少、施設の老朽化の課題から、現状のまま施設を存続す

ることは困難な状況にあると考えています。 

    別紙「山東幼稚園の現状と課題」を参照いただき、今後の方針を検討するにあたり、

あなたはどういった視点を重視して検討すべきだと思いますか。該当するものすべて

に〇を付けてください。 

１．子どもたちの活動に必要なクラスの人数・集団規模 

２．教育・保育内容の充実・向上 

３．就労にあわせた長時間の預かりなど保育枠の充実・拡大 

４．施設を改修するための費用の抑制 

 ５．施設を維持するための費用の抑制 

 ６．居住する地域の小学校への進学 

 ７．子育て関連施設（子どもの遊び場、子育て相談の場等）の充実 

 ８．その他（                              ） 

 

 

問８ その他山東幼稚園の今後の在り方についてあなたが思うことを自由にご記入くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 

⇒ 問７、８では山東幼稚園の今後の方針を検討するにあたり、保護者が重視していることについ

て調査します。 

  ※資料４「山東幼稚園の現状と課題」は、第１回在り方検討委員会を要約した内容となってい

ます。 



 

 

山東幼稚園の今後の在り方について 

市民アンケート調査  

 

 

【調査ご協力のお願い】 

市民の皆さまには、日頃から本市の教育・保育行政にご協力いただきありがとうございます。 

近年社会の変化に伴い、保育所・認定こども園長時部など長時間のお子さんの預かりを実施す

る施設の希望者が増加する反面、お子さんの預かり時間が短い山東幼稚園では就園児数が減少し

ています。また、園舎は建築後 18年を経過しており施設の老朽化による大規模な改修も課題と

なっています。 

こうした現状と課題から見ると、市では現状のまま施設を存続して行くことは困難と考えてい

るため、「米原市幼稚園の在り方検討委員会」を設置し、山東幼稚園の今後の方針について検討

を進めているところです。 

つきましては、今後の方針を検討するにあたり、保護者様のニーズ・ご意見等を参考とさせて

いただきたくアンケート調査を実施いたしますので、ご協力をお願いします。 

なお今回の調査では、米原市の住民基本台帳から山東地域（旧山東町域）にお住まいの就学前

のお子さんがいらっしゃるご家庭の保護者様にご協力をお願いしています。 

お忙しいところ誠に恐縮ですが、本調査の趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 

令和３年 11月                         

米原市    
 

 

【記入にあたって】 

○回答はお子さんの保護者様が回答ください。 

○この調査は無記名で実施するため、個人が特定されることはありません。 

○回答は問１から順に、選択肢のあてはまる番号に○印をしてください。 

○回答が「その他」にあてはまる場合は、その内容を（    ）にご記入ください。 

○記入が済みましたら、11月 日（ ）までに同封の返信用封筒でご返送ください。 

回答いただくうえでご不明な点、調査に関するお問合せは、下記までお願いいたします。 

 

米原市くらし支援部こども未来局  保育幼稚園課 

TEL 0749-53-5133  FAX 0749-53-5128 

※この調査で回答していただいた内容は集計のうえ、本件検討委員会、市公式ウェブサイト、市議会等

で公表することはありますが、市政に関係すること以外には使用いたしません。

未就園児向けアンケート 

資料３ 

変更箇所① 



 

 

１．ご家庭の状況・施設の利用希望状況について 
 

問１ お住まいの小学校区はどちらですか。（１つだけ○） 

１．柏原小学校区 ３． 大原小学校区 

２．山東小学校区  

 

問２ どのような家族構成となっていますか。（１つだけ○） 
 

１． 両親と子の世帯 ４．３世代（祖父母と両親と子等）の世帯 

２． 母と子の世帯 ５．その他（             ） 

３． 父と子の世帯  

 

問３ お子さんは何人いらっしゃいますか。（１つだけ○） 

１． １人 ３． ３人 

２． ２人 ４． ４人以上 

 

問４ 家族の就労状況はどのようになっていますか。（該当箇所に○） 

【父親】 

１． フルタイムで就労 ４． 育児休業中 

２． パート等（短時間）で就労 ５． その他（             ） 

３． 無職  

※今後就労状況の変更を検討されている場合はこちらも回答してください。 

１． フルタイムで就労を予定 ４． 育児休業の取得を予定 

２． パート等（短時間）で就労を予

定 
５． その他（             ） 

３． 退職を予定していて、今後就労

する予定はない。 
 

 

【母親】 

１． フルタイムで就労 ４． 育児休業中 

２． パート等（短時間）で就労 ５． その他（             ） 

３． 無職  

※今後就労状況の変更を検討されている場合はこちらも回答してください。 

１． フルタイムで就労を予定 ４． 育児休業の取得を予定 

２． パート等（短時間）で就労を予

定 
５． その他（             ） 

３．退職を予定していて、今後就労

する予定はない。 
 

 

 

変更箇所② 



    

 

【父、母が不在のため、父、母以外の方が保護者様の場合はこちらに記載をお願いします。】 

１． フルタイムで就労 ４．育児休業の取得を予定 

２． パート等（短時間）で就労 ５．その他（             ） 

３． 無職  

※今後就労状況の変更を検討されている場合はこちらも回答してください。 

１．フルタイムで就労を予定 ４． 育児休業の取得を予定 

２．パート等（短時間）で就労を予 

  定 
５． その他（             ） 

３．退職を予定していて、今後就労

する予定はない。 

 

 

問５ 就学前のお子さんはどの施設への就園を希望していますか。（１つだけ○） 

１．幼稚園 ４． 認定こども園 長時部 

２．保育所 ５． その他（             ） 

３．認定こども園 短時部  

 

※補足事項 

各施設の特徴は次のとおりです。 

施設等の区分 年齢区分 施設等の特徴 

幼稚園 ３から５歳児 
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期

の教育を行う施設です。 

保育所 ０から５歳児 
就労などの事由により家庭で保育できない保護

者に代わって保育する施設です。 

認定こども園 
短時部 ３から５歳児 短時部が幼稚園、長時部が保育所の特徴を持ち、

地域の子育て支援も行う施設です。 長時部 ０から５歳児 

 

 

 

問６ その施設を希望されている理由を選んでください。（主なもの３つまで○） 

１．小学校区内だから 

２．通勤途上にあり便利だから 

３．きょうだいが就園していたから 

４．子どもの友達関係を考えて  

５．長時間預けられるから 

６．公立だから  

７．私立だから 

８．利用料が安いから 

９．教育・保育内容が良い  

10．長時部と短時部の異動が可能だから  

1１．周辺の自然環境に恵まれているから 

１２．その他（             ）  

１３．特にない 

 

 

 

 

 

変更箇所③ 

変更箇所④ 

変更箇所⑤ 

「希望園が利用できなかった

から」を削除 



    

 

２．山東幼稚園の今後の在り方について 
 

問７ 山東幼稚園では園児数の減少、施設の老朽化の課題から、現状のまま施設を存続す

ることは困難な状況にあると考えています。 

    別紙「山東幼稚園の現状と課題」を参照いただき、今後の方針を検討するにあたり、

あなたはどういった視点を重視して検討すべきだと思いますか。該当するものすべて

に〇を付けてください。 

１．子どもたちの活動に必要なクラスの人数・集団規模 

２．教育・保育内容の充実・向上 

３．就労にあわせた長時間の預かりなど保育枠の充実・拡大 

４．施設を改修するための費用の抑制 

 ５．施設を維持するための費用の抑制 

 ６．居住する地域の小学校への進学 

 ７．子育て関連施設（子どもの遊び場、子育て相談の場等）の充実 

 ８．その他（                              ） 

 

 

問８ その他山東幼稚園の今後の在り方についてあなたが思うことを自由にご記入くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上でアンケートは終わりです。ご協力ありがとうございました。 

 

 

 


