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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 イクソス会 大船ルーテル保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 2月 16日  （評価に要した期間）8ヶ月 

評価機関 合同会社 評価市民・ネクスト 

 

 

●評価方法 

 

1、自己評価 ① 2013年度は研修を受けた後、各クラスで記入した。 

② 2013年度の自己評価を土台に、2014年度はどう変化したかを話

し合い、各クラスで記入して提出。 

③ 園長・主任が協議して、園として1つにまとめた。 

実施期間 

2013年度 

～ 2014年11月4日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（161世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を手渡しで配付した。 

② 各保護者より、返信用封筒で、評価機関にあてて無記名で返送して

もらった。 

実施期間 

2014年 10月 20日 ～ 10月 31日 

3、訪問実地調査 [第 1日] 

午前：保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：書類調査。理事長・園長・主任にヒアリング。 

実施日 第 1日：2014年 11月 17日 

    第 2日：2014年 11月 26日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後各クラスで保育観察。 

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：看護師1名、栄養士1名、新任職員4名、室長8名、    

非常勤職員1名、主任に順にヒアリング。 

その後、理事長・園長にヒアリング。 

最後に意見交換を行い、終了。 

4、利用者本人調査 ① 観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察

した。 

② 幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞

き取りを実施した。 

実施日 第 1日：2014年 11月 17日 

    第 2日：2014年 11月 26日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

 大船ルーテル保育園は、JR「本郷台」駅から歩いて 15 分ほどの住宅地の中にあります。隣には西本郷

小学校があります。 

 大船ルーテル保育園は、1967 年（昭和 42 年）4 月に社会福祉法人イクソス会によって設立されまし

た。運営法人はほかに横浜市に 3 園、川崎市に 2園保育園を運営しています。また、大船ルーテル保育園

の3階で学童保育を実施しています。 

 鉄骨筋 3 階建ての園舎は、日当たりがよく明るい印象です。渡り廊下で 2階建ての新館とつながってい

ます。新館の広々としたテラスで、夏には子どもたちが水遊びをしています。園庭は決して広くはありませ

んが、砂場やアスレチックなどの設備があります。敷地内には教会があり、幼児が毎朝礼拝をしています。 

 定員は 190名（0歳児～5歳児）、開園時間は、平日は 6時 45分～21時、土曜日は 7時から 19時

です。 

 基本理念は「何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ」（新約聖書マタイ福音

書 7 章 12 節）です。それに基づき、保育の理念として「児童福祉法とキリスト教に基づき保育に欠ける

すべての子どもにとって、もっともふさわしい生活の場を保障し、愛護するとともに、最善の利益を守り、

保護者と共にその福祉を積極的に増進する」を掲げています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは、自分らしさを発揮し、のびのびと園生活を送っています 

 保育理念に沿ってキリスト教保育とモンテッソーリ教育を実践しています。保育室には、子どもの目線
に合わせてモンテッソーリの教具が並べられ、友達と相談して取り組んだり、一人で集中して取り組めるよ

うさまざまなコーナーが用意されています。 

 乳児は保育士に優しく声をかけてもらい、安心しています。保育士と視線が交差している姿が見られ、信

頼関係が構築されていることが伝わります。０歳児から手作りおもちゃやパズルや形合わせ等のおもちゃを

使った遊びで、手先を使うことから始め、月齢が上がるに従って少しずつモンテッソーリの教具を取り入れ

ていきます。２歳になると、自分で好きな教具を選び、「お仕事」と呼ばれる作業に取り組むことができま

す。保育士は近くで見守り、褒めたり励ましたりしています。やり方が分からない子どもには、一対一で実

際にやって見せたり、分かりやすく説明したりしています。保育士は子どもの発達の様子を見守り、その子

どものレベルに合った作業ができるように働きかけています。はさみが使えるようになるなど、発達の段階

で一つの作業にこだわることもありますが、保育士は子どもが満足するまで繰り返し行う様子を見守り、少

し難しい課題をさりげなく提供し、次の一歩に進めるよう支援しています。 

自由遊びの場面での子どもたちは、とても動きが活発です。園庭で友達と走り回ったり、アスレチックの

遊具で思い思いに遊んだりしています。おしゃべりも盛んで自分の思いをたくさん話すことができます。外

を通る人や車、空の雲や鳥、看板など全てが子どもたちの好奇心を刺激し、話題となっています。保育士は

子どもたちからの問いにやさしく答えたり、話に加わったりしています。なぜ向かい合わせの人の右手は反

対なのかなど、素朴な疑問について子ども同士で話し合う場面も見られます。 

友達とのいざこざもありますが、幼児になると自分の思いを相手に伝え、自分たちで解決することができ

ています。年上の子どもが年下の子どものもめごとを仲立ちすることもあります。友達を思いやる気持ちが
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育っていることがうかがえます。 

このように、子どもたちはそれぞれの個性を素直に発揮し、のびのびと園生活を送っています。 

  

【2】保育士は連携して保育にあたっています 

理念・基本方針を手引書や職員心得に記載するとともに、保育室に掲示しています。朝の礼拝、職員会議、

モンテッソーリ会議、モンテッソーリ勉強会、全園職員研修などで、理念を職員に周知しています。年度初

めの全園職員研修では、理事長が理念とそれに基づく園の方向性について話しています。園長・主任は日々

の保育の中で、加えて園長は職員の個人面談を行うことで職員が理念・基本方針を理解できているか確認し

ています。このような取り組みを通し、保育士は理念を共有し、保育にあたっています。 

クラスの運営は「室長」に権限を委譲されています。子どもの状況やクラスの課題、週案等はクラス内で

話し合い、決定しています。保育士間の風通しはよく、お互いの気づきを提案し合ったり、分からないこと

を気楽に聞いたりできる雰囲気があります。子どもとのかかわりで気になったこと、困ったこと、保護者と

のかかわり方等をすぐに相談し合うことができ、情報共有しています。 

子どものためにと言う保育士の思いは強く、保育士は理念を共有し、連携して保育にあたっています。 

 

【3】「個人研修計画評価シート」を用い、計画的な人材育成を行っています 

園では、「個人研修計画評価シート」を用い、個々の職員の育成を行っています。個人研修計画評価シー

トには、経験や能力に応じた役割や目標が指標として明示されていて、職員一人一人が、自分が何を求めら

れているかを確認できるようになっています。職員は、園長との面談で、目標と研修課題、具体的計画につ

いて確認し、個人研修計画を作成しています。年度末には、達成度の評価が行われています。 

ケーススタディやモンテッソーリ勉強会などの内部研修のほか、横浜市や日本モンテッソーリ協会などが

主催する外部研修に、個々の研修ニーズに応じ参加しています。研修に参加した職員は研修報告書を提出す

るとともに、職員会議で報告し、振り返りを行っています。 

年度末には、「個人研修計画評価シート」により、目標に対する自己評価を行っています。また、クラス

内での自己診断や、保育や保護者に対して何を取り組んだかについての職員アンケートも実施し、園長が面

談し振り返りを行っています。 

さらにモンテッソーリ教育の教員資格を法人内で育成する体制を整え、職員が自己研鑽できるよう配慮し

ていて、ほぼ全員が教員資格を持っているか、資格取得に向けて研鑽を積んでいます。 

 

 

●改善や工夫が望まれる点 

【1】園の安全対策の見直しと取り組みの周知 

 園は、門を施錠する、警備会社による夜間警備を整える等の不審者等に対する対策を行っています。園

の安全対策は手引書に記載し、保護者に周知しています。 

 ただし、保護者アンケートには園の安全面に対する不安の声が多数寄せられています。保護者の安心のた

めにも園の安全対策について再点検を行うとともに、保護者に対し園の方針を工夫して説明することが期待

されます。 
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【2】苦情や要望のまとめ・データ化と、外部の権利擁護機関の紹介 

園は、苦情解決規程を整備し、苦情解決について手引書に記載するとともに、玄関に掲示し保護者に周知

しています。また、第三者委員3名を定め、連絡先を玄関に掲示しています。 

苦情や要望の記録は日誌の苦情欄に記載していますが、今後は、苦情や要望だけをまとめてデータ化し、

今後の園運営に生かすことが期待されます。 

また、外部の権利擁護機関等の苦情解決窓口の紹介は行っていません。保護者の権利擁護の観点からも、

多くの相談先の中から選べるよう外部の相談窓口を紹介することが期待されます。 
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 分類別評価結果  

「ひょう太」 3つ：高い水準にある 2つ：一定の水準にある 1つ：改善すべき点がある 

横浜市の評価基準に基づいて、各評価分類は１～６つの評価項目によって構成され、評価項目の評価結果によ

って、評価分類の評価結果が決まります。 

 

評価領域Ⅰ 利用者（子ども）本人の尊重 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅰ－１ 保育方針の共通理解と保育計画等の作成 

(1) 保育の理念や基本方針が利用者

本人を尊重したものになってお

り、全職員が理解し、実践してい

るか。 

(2) 保育課程は、保育の基本方針に基

づき、子どもの最善の利益を第一

義にして作成されているか。 

(3) 日常の保育を通して子どもの意

見や意思を汲み取る努力をし、指

導計画に反映させているか。 

・イクソス会基本理念として「何事でも人々からしてほしいと望むことは

人々にもその通りにせよ」を掲げています。それに基づき保育の理念を

「児童福祉法とキリスト教に基づき保育に欠けるすべての子どもにとっ

て、もっともふさわしい生活の場を保障し、愛護するとともに、最善の

利益を守り、保護者と共にその福祉を積極的に増進する。」としていて、

利用者本人を尊重したものになっています。イクソス会の保育課程とキ

リスト教保育、モンテッソーリ幼児教育を3本の柱として保育にあたっ

ていて、サービスの実施内容は保育理念に沿っています。 

・基本理念を保育室に掲示するとともに、会議や勉強会で職員に周知して

います。非常勤職員に対しても勉強会への参加を促し、理念の浸透を図

っています。子どもに対しては、クリスマスや花の日、収穫感謝祭等の

行事や、毎日の礼拝や食前の祈りなどの具体的な取り組みを通して、理

念への理解を促しています。 

・保育理念や方針に基づき、地域の実態や家庭の状況、周囲の環境を考慮

して、イクソス会保育課程およびキリスト教保育課程を策定しています。

保育課程は、園長・主任が作成した新年度の保育課程案をもとに、クラ

スごとに話し合い作成しています。保護者に対しては年度初めの懇談会

で説明するとともに、毎月のクラスだよりで、年間の主題や目標、月の

取り組みなどを具体的に掲載し、理解を促しています。 

・年間指導計画は、イクソス会保育課程とキリスト教保育課程をもとに、

クラスで話し合い、作成しています。指導計画は 0～1 歳３ヶ月未満、

1歳3ヶ月～2歳、2歳～3歳、おおむね3歳、4歳、5歳と月齢によ

る差を考慮し、児童票の発達チェック表に沿って年間を3期に分けて作

成しています。また、月案、週案も作成しています。 

・朝の会で今日の予定について、子どもに分かるように具体的に説明して

います。保育士は子どもに穏やかに語りかけ、まだ言語表現ができない

子どもでも、その表情や態度から子どもの意思をくみ取っています。 
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Ⅰ－２ 子どもの発達や状況に応じた適切な援助の実施 

(1) 入園前や入園後すぐに子どもの

発達状況や課題を把握している

か。 

(2) 新入園児受け入れ時の配慮を十

分しているか。 

(3) 子どもの発達や状況に応じて指

導計画を作成しているか。 

・保護者に対して、入園前に「大船ルーテル保育園手引書」を用いて園の

理念や方針を説明し、担任と看護師が保護者に個別面談しています。入

園時に児童票、新入園児生活調査に保護者に記入してもらうとともに、

個別面談で成育歴や食事状況、家庭の状況等を把握しています。把握し

た情報は記録し、職員間で共有し日々の保育に生かしています。 

・子どもの状況や保護者の状況を考慮し、ならし保育を行っています。な

らし保育中に保育参加を行い、離乳食の試食や個人面談も行い、保護者

が不安を軽減できるようにしています。 

・クラス担任全員で子どもを見ることとしていて主担当は決めていません

が、子どもや保護者との相性には配慮し、子どもが求める保育士がかか

わりを多くする、保護者が話しやすい保育士ができるだけ対応するなど

しています。 

・毎月のクラス会議で子どもの発達や状況について話し合い、計画の評価・

見直しを行っています。クラスでの話し合いの結果は室長会議で報告し、

職員間で共有しています。 

Ⅰ－３ 快適な施設環境の確保 

(1) 子どもが快適に過ごせるような

環境（清潔さ、採光、換気、照明

等）への配慮がなされているか。 

(2) 沐浴設備、温水シャワーなど体を

清潔にできる設備があるか。 

(3) 子どもの発達に応じた環境が確

保されているか。 

・当番表を用いて保育士が交替で清掃を行っていて、園内は清潔に保たれ

ています。また、清掃専門の職員が園庭や共有部分、下駄箱等の清掃を

行っています。 

・保育室は、エアコンを用い、温度の管理が行われています。0、1、2歳

児保育室には床暖房が設置されています。 

・沐浴設備はありませんが、0歳児用に温水シャワーの設備があります。

・乳児保育室は、小集団保育が行われるよう、仕切りやロッカー、机等を

用いてコーナーや子どもが入りこめるスペースを作っています。幼児は、

複数の子どもで話し合って「お仕事」と呼ばれるモンテッソーリ教育の

作業をしたり、一人で集中して取り組むなど、子どもの状況に合わせて

遊びや作業（お仕事）に取り組めるよう、棚や机の配置を工夫していま

す。 

・保育室の構造により、仕切る、別室を用いる、一度掃除してから布団を

敷くなど方法は異なりますが、全クラスで食べる・寝るの機能別の空間

が確保できるようにしています。 

・テラスや遊戯室など異年齢児間の交流の場があります。3、4，5歳児は

異年齢のクラス編成となっていて、日常的に異年齢で交流しています。

Ⅰ－４ 一人一人の子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人一人の状況に応じて

保育目標を設定し、それに応じた

個別指導計画を作成しているか。 

・0、１、2 歳児は個別指導計画（年間指導計画、月案）を作成していま

す。幼児についても、特別な課題がある場合には、個別指導計画（年間

指導計画、月案）を作成しています。個別指導計画は毎月のクラス会議
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(2) 子ども一人一人の発達の過程に

応じた対応をし、その記録がある

か。 

で評価し、見直しています。また、子どもの状況に変化がある場合には、

その都度クラスで話し合い、柔軟に変更しています。 

・個別指導計画の作成・見直しの際には、トイレットトレーニング、離乳

食、アレルギー対応などの重要部分について保護者に説明し、同意を得

ています。 

・子どもの家庭状況、健康状態、成育歴等を児童票に記録しています。入

園後の子どもの日中の保育状況、健康状態、家庭状況などは記録し、期

ごとに児童成長記録にまとめています。重要な申し送り事項は記録し、

進級時に伝達されています。 

Ⅰ－５ 保育上、特に配慮を要する子どもへの取り組み 

(1) 特に配慮を要する子どもを受け

入れ、保育する上で必要な情報が

職員間で共有化されているか。 

(2) 障害児保育のための環境整備、保

育内容の配慮を行っているか。 

(3) 虐待を疑われる子どもの早期発

見と適切な対応を心がけている

か。 

(4) アレルギー疾患のある子どもへ

の適切な対応ができているか。 

(5) 外国籍や帰国子女など、文化の異

なる子どもに対して適切な配慮

がされているか。 

・特に配慮を要する子どもを積極的に受け入れ、0、1、2歳児モンテッソ

ーリ会議、3、4、5歳児モンテッソーリ会議で個別のケースについて話

し合っています。療育セミナー、家庭支援論研修などの外部研修に職員

が参加し、職員会議で報告しています。また、戸塚地域療育センターの

巡回指導でアドバイスを受けています。 

・園舎はバリアフリーとはなっていませんが、階段に手すりを設置するな

ど環境整備に努めています。障がい児には保育士が一対一で対応し、子

どもの状況に合わせ、手を貸すなど必要な支援を行っています。 

・虐待防止の園内研修を実施し、虐待の定義について職員に周知していま

す。また、子どもの権利擁護マニュアルに虐待の定義や発生したときの

対応について記載しています。虐待が明白になった場合や疑わしい場合、

見守りが必要な場合には、区役所の保健師や民生委員、主任児童委員、

児童相談所などと連携する体制ができています。 

・アレルギー疾患のある子どもに対しては、子どものかかりつけ医の診断

書（指示書）に従い、必要な対応を行っています。 

・法人の看護師会でアレルギー対応について話し合い、職員に周知してい

ます。アレルギー疾患のある子どもの状況については、室長会議や栄養

士会、職員会議等で情報共有し、全職員に周知しています。 

・3、4、5歳児は、国旗を紹介する際にその国の文化を説明したり、いろ

いろな国のあいさつを紹介するなど、文化や生活習慣の違いを子どもが

理解できるように取り組んでいます。また、３歳児以上は「国際」の時

間を設けるとともに、日常的に英語講師が保育室に入り子どもとかかわ

っています。 

・外国籍など意思疎通が困難な保護者に対しては、おたよりにカタカナで

ルビをふり、理解できたかを確認しています。必要があれば、いつでも

栄区役所やあーすぷらざ（地球市民かながわプラザ）に通訳ボランティ

アを頼むことができます。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 
 

(1) 保護者がサービスについての要 ・苦情解決担当者を園長、苦情解決責任者を理事長と定め、玄関に掲示し、
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望や苦情を訴えやすい仕組みに

なっているか。 

(2) 要望や苦情等を受けて、迅速に対

応できる仕組みになっているか。 

保護者に周知しています。また、第三者委員3名を定め、連絡先を玄関

に掲示しています。要望や苦情を受け付け対応するための、苦情解決規

程が整備されています。 

・ご意見箱を玄関に置くとともに、年2回懇談会を実施し、保護者の要望

や苦情を聞いています。また、行事の後に連絡ノートに書かれた保護者

の感想等からも保護者の意見を把握しています。保育士は登降園時に保

護者に声をかけてコミュニケーションをとり、要望や意見を聞いていま

す。 

・保育士や連絡帳に寄せられた要望や苦情は、室長・主任に報告され、室

長会議で対応について話し合う体制ができています。 

・苦情や要望は日誌の苦情欄に記載しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・外部の権利擁護機関等の苦情解決窓口の紹介は行っていませんので、保

護者の権利擁護の観点からも、多くの相談先の中から選べるよう外部の

相談窓口を紹介することが期待されます。 

・今後は、苦情や要望だけでまとめてデータ化し、今後の園運営に生かす

ことが期待されます。 

 

評価領域Ⅱ サービスの実施内容 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅱ－１ 保育内容[遊び] 

(1) 子どもが主体的に活動できる環

境構成（おもちゃ・絵本、教材、

落ち着いて遊べるスペースなど）

ができているか。 

(2) 遊びが一斉活動に偏らないよう

配慮しているか。 

(3) 動植物の飼育や栽培・園外活動な

ど、自然に触れたり地域や社会に

関わる体験が取り入れられてい

るか。 

(4) 子どもが歌やリズム、絵や文字、

からだを動かすなどの体験を通

して、自分の気持ちを自由に表現

できるよう配慮されているか。 

(5) 遊びを通して子ども同士の関係

や保育士との関係が育つよう配

・保育室は、パーテーションや棚を使ってコーナーや広間を作り、子ども

たちが自由に遊べる空間を作り出しています。子どもたちは周りを気に

することなく、自分に合ったおもちゃを自由に取り出し遊ぶことができ

るようになっています。 

・子どもが自由に遊ぶことができるようデイリープログラムがつくられて

います。子どもたちは、一人で絵を描いたり本を読んだり、二人でまま

ごとをしたり、おしゃべりをしながら絵をかいたり、グループでブロッ

クを使い宇宙船を作ったりして遊んでいます。登園後は子どもたちが自

由にモンテッソーリ教具に触れる時間が設けてあり、保育士は一人ひと

りが興味を持って「お仕事」とよばれる作業をすることができるように

見守りを行い、必要なときには声をかけています。 

・資源循環局栄事務所の事業に参加し、厨房から出るごみを使ってたい肥

作りを行い、野菜の栽培を行っています。また、収穫した野菜（ホウレ

ンソウ、小松菜）を実際に食しています。 

・保育プログラムの中に絵画の時間があり、絵を上手く描くというより子

どもが気持ちを自由に表現できるようになることに重きが置かれていま
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慮しているか。 

(6) 積極的な健康増進の工夫が遊び

の中でなされているか。 

す。子どもたちは自分の物語を作りながら絵を描いています。 

・子ども同士のけんか等については、保育士は付かず離れず危険がないよ

う見守りながら子ども同士で解決できるよう支援を行っています。言葉

で自分の気持ちが言えないような場合には「やられたらいやだよね」な

どお互いの気持ちを代弁しお互いが分かりあえるような言葉がけをして

います。かみ付きなどの危険な行為には保育士はすぐに介入し、かみ付

いた子どもにかみ付き行為が良くないことを静かに優しく諭していま

す。 

・3・4・5歳児は縦割りのクラスが編成され、日常的に異年齢保育が行わ

れています。日々の生活の中で年上の子どもが年下の子どもを助けたり

励ましたりする姿が見られます。 

・保育士は常に丁寧で静かな口調で話しかけ、どの子どもの話に対しても

しっかり子どもの目を見て公平に聞いています。近寄ってくる子どもす

べてを抱きしめるなどし、子どもとの信頼関係を築いています。 

・晴れていれば毎日散歩や園庭遊びを行っています。子どもたちはそれぞ

れ気に入った遊具や発達に応じたアスレチックで遊んだり、園庭の隅っ

この方で追いかけっこをしたりと元気に遊びまわっています。また、保

育プログラムの中にスイミングの日を設け、プール活動を取り入れて運

動機能が高められるよう配慮しています。 

Ⅱ－１ 保育内容[生活] 

(7) 食事を豊かに楽しむ工夫をして

いるか。 

(8) 食事の場、食材、食器等に配慮し

ているか。 

(9) 子どもの喫食状況を把握して、献

立の作成・調理の工夫に活かして

いるか。 

(10) 子どもの食生活について、家庭

と連携しているか。 

(11) 午睡・休息は発達や日々の子ど

もの状況に応じて対応している

か。 

(12) 排泄は個人差があることを十分

に配慮して対応しているか。 

・保育士は食が進まない子どもに対して、無理強いすることはありません

が保育士同士が協力して子どもを褒めたり、子どもが喜ぶような言葉が

けをしたりと、少しでも食べることができるように支援しています。 

・離乳食を食べさせるときには、自分で食べたい子どもにはスプーンがあ

ることを意識づけはしますが、手づかみで自由に食べさせるなど一人一

人のペースや意欲を尊重しています。 

・食材は近所の商店から購入し国産の食材を使っています。店からの配達

伝票には食材の産地が記載されています。食器はメラミン食器や硬化ガ

ラス、陶器などがあり、子どもの成長に合わせた大きさや形の物を使用

しています。 

・残食は日報に記入し栄養士会で議題にあげています。 

・毎日の給食サンプルをロッカー室に展示するとともに、毎月「給食だよ

り」を発行し、献立予定表を掲載して保護者に配布しています。 

・子どもたちが落ち着いて食べることができるように、食事の場と遊びの

場をパーテーション、棚などで分けています。 

・眠れない子ども、眠くない子どもには横になっているだけで良い、との

考えで午睡を強要することなく静かに過ごせるよう対応しています。 

・乳児は排泄チェック表を用いて一人一人の排泄のリズムをとらえていま

す。1 歳を過ぎてからはトイレに座る練習を始め「座ったね。良かった

ね」など子どもに合わせた声かけを行っています。トイレットトレーニ
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ングについては保育園での排泄が少し上手くいくようになったころ、保

護者の意向を確認してから始めています。子どもの排泄状況を送迎時や

連絡帳で伝え、家庭との連携を図るようにしています。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [健康管理] 

(1) 子どもの健康管理は、適切に実施

されているか。 

(2) 健康診断・歯科健診の結果を保育

に反映させているか。 

(3) 感染症等への対応に関するマニ

ュアルがあり、保護者にも徹底し

ているか。 

・「健康管理マニュアル」があり、それに基づいて一人一人の健康状態を把

握しています。 

・園が独自に作成した連絡帳に健康診断・歯科健診の結果を記入し、保護

者に伝えています。必要に応じて看護師のフォローを受けながら嘱託医

やかかりつけ医との連携を図っています。 

・感染症等への対応を明記した「感染症マニュアル」があるとともに、保

護者に渡されている「大船ルーテル保育園手引書」に「感染早見表」を

添付し、感染経路、症状、登園停止期間などを明記し保護者に周知して

います。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [衛生管理] 

(4) 衛生管理が適切に行われている

か。 

・衛生管理マニュアルがあり随時見直しを行っています。 

・マニュアルに基づきチェック表、当番表が用意され、清掃が行われ清潔

でな状態が保たれています。看護師の指導でドアノブの消毒も行われて

います。 

Ⅱ－２ 健康管理・衛生管理・安全管理 [安全管理] 

(5) 安全管理に関するマニュアルが

あり、事故や災害に備えた安全対

策が実施されているか。 

(6) 事故や怪我の発生時および事後

の対応体制が確立しているか。 

(7) 外部からの侵入に対する対応策

が整備されているか。 

・安全に関する「地震災害マニュアル」「ケガ事故の予防対応マニュアル」

「防犯対策マニュアル」「安全点検マニュアル」などの各種のマニュアル

があり、職員に周知しています。 

・気象庁からの地震予知警報をキャッチする緊急地震速報受信装置を各保

育室に設置してあります。 

・大きな家具は天井まで高さがあり、地震時にも倒れないように設置して

あります。小さい家具はストッパーが取り付けられています。 

・緊急災害時には、栄区役所の Twitter と連携し、連絡することになって

います。 

・毎月地震、火災、水害を想定した訓練を行っています。 

・小児対応のＡＥＤが設置してあり、職員は全員研修を受け救急救命法を

身につけています。 

・子どものケガに際しては看護師と相談の上、保護者や救急機関とすぐ連

絡が取れる体制ができています。ケガは軽傷であっても連絡帳に記載す

るとともに、口頭でも経緯と対応を伝えています。また、クラス内で話

し合い再発防止策の検討を行い、全職員で周知しています。 

・警備会社と契約をし、防犯カメラが設置されています。 

・近隣小学校、学童保育、栄区役所、警察署などから不審者の情報が届く

仕組みができています。 
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【さらに望まれる点】 

・出入り口の施錠、警備会社との契約などで不審者の侵入防止の体制はで

きていますが、保護者アンケートから不審者侵入に対する不安がうかが

えます。保護者への安全対策についての説明と体制の再点検を行うこと

が期待されます。 

・保育室は、子どもが使いやすいよう環境整備されていて整理整頓されて

いますが、廊下など共有部分には物が置かれているので、避難路の確保

等安全上の観点からも、見直す必要があるかと思われます。 

Ⅱ－３ 人権の尊重 

(1) 保育中の子どもの呼び方や叱り

方などで、子どもの人格尊重を意

識しているか。 

(2) 必要に応じてプライバシーが守

れる空間を確保できるような工

夫がされているか。 

(3) 個人情報の取り扱いや守秘義務

について、職員等に周知している

か。 

(4) 性差への先入観による役割分業

意識を植え付けないよう配慮し

ているか。 

・職員には「子どもの権利擁護マニュアル」を配布し、子どもの権利擁護

について周知しています。保育の中で気になる言葉遣いなどがあった場

合には職員間で注意し合う環境ができています。職員同士で声をかけ、

子どもに対して威圧的な言葉遣いや無視が行われないよう気を付けてい

ます。 

・パーテーションや可動式棚で作られた小さなコーナーが保育室内にあり、

友だちや保育士の視線を意識せず過ごせるようになっています。またロ

ッカー室には棚で囲まれ、子ども用のいすとテーブルが置いてある「オ

アシス」と呼ばれるコーナーがあり、いつでも自由に使えるようになっ

ています。 

・「守秘義務マニュアル」「個人情報管理規定」を作成し、職員に周知して

います。 

・持ち物や服装などで性別による区別を行っていません。出席簿は生年月

日順になっており、順番、グループ分け、整列など性別にしていません。

 

【さらに望まれる点】 

・児童票など個人情報にかかわる書類の保管方法の検討を行うことが期待

されます。 

・保護者に対しての個人情報の取り扱いについて周知することが望まれま

す。 

Ⅱ－４ 保護者との交流・連携 

(1) 保護者が保育の基本方針を理解

できるよう努力しているか。 

(2) 個々の保護者との日常的な情報

交換に加え、個別面談等を行って

いるか。 

(3) 保護者の相談に応じているか。 

(4) 保育内容（行事を含む）など子ど

もの園生活に関する情報を提供

・園のしおり「大船ルーテル保育園手引書」や「大船ルーテル保育園のご

案内」に方針を詳しく明記すると共に、毎月発行している「月のお知ら

せ」や「月の保育」「月報」などで園の保育方針が理解されるよう努めて

います。 

・個々の保護者と連絡帳を使いきめ細かい情報交換を行い、送迎時には子

どもの様子を伝えたり家での様子を聞いたりしています。年2回行われ

る保育参観、保育参加と一緒に個別面談週間を設けています。参加がな

かなかできない保護者にも再三声をかけできるだけ全員の個人面談を実
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しているか。 

(5) 保護者の保育参加を進めるため

の工夫をしているか。 

(6) 保護者の自主的な活動の援助や

意見交換を行っているか。 

施しています。また必要に応じて随時個人面談を行っています。 

・保護者からの相談を受けた保育士はクラス内で対応を行っています。解

決できない場合は室長→主任→園長と助言が受けられる体制ができてい

ます。相談内容は記録し継続的なフォローを行っています。相談によっ

ては関係機関につないでいます。 

・年度初めに年間行事予定表を配布し保護者の保育参加の予定を立てやす

いようにしています。 

・ＰＴＡの自主的な活動ができるように園内のスペースを提供し、その総

会や会合には園から主任が参加して意見交換をしています。園主催のバ

ザー、収穫感謝祭はそうしたPTAとの協力のもとに行われています。 

 

評価領域Ⅲ 地域支援機能 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅲ－１ 地域のニーズに応じた子育て支援サービスの提供 
 

(1) 地域の子育て支援ニーズを把握

するための取り組みを行ってい

るか。 

(2) 地域の子育て支援ニーズに応じ

て施設の専門性を活かしたサー

ビスを提供しているか。 

・園長が栄区子育て支援団体連合会（区内の公私立保育園、子育て支援サ

ークルなどが参加）や民生委員・主任児童委員との交流会、子育てサー

クル主催の研修会、小菅ヶ谷つながるプラン推進会議（栄区福祉保健計

画による事業）などに参加し、ニーズを把握しています。 

・子育て支援として一時保育を実施していて、子どもは該当年齢のクラス

の子どもと一緒に過ごしています。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域ケアプラザの子育てサークルの研修会に園の給食を展示し、試食を

提供したことはありますが、園としての育児講座や子育て関連の研修会

は開催していません。園の蓄積したノウハウを地域の子育て家庭に還元

するための今後の取り組みが期待されます。 

Ⅲ－２ 保育園の専門性を活かした相談機能 

(1) 地域住民への情報提供や育児相

談に応じているか。 

(2) 相談内容に応じて関係諸機関・団

体との連携ができる体制になっ

ているか。 

・区の情報紙等で育児相談を広報し、随時実施しています。 

・関係機関との連携の担当者は園長で、内容によっては看護師や担任が窓

口となることもあります。園長や担当保育士は、栄区役所こども家庭課、

福祉保健課、戸塚地域療育センター、児童相談所、小学校などの関係機

関と日常的に連携しています。 
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評価領域Ⅳ 開かれた運営 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅳ－１ 保育園の地域開放・地域コミュニティへの働きかけ 

(1) 保育園に対する理解促進のため

の取り組みを行っているか。 

(2) 子どもと地域との交流により、子

どもの生活の充実と地域の理解

を深めているか。 

・七夕、バザー、買い物ごっこなど園の行事に地域住民を招待しています。

・幼保小連携事業に参加し、年長児が小学校の見学などで交流しています。

また、園舎3階で運営法人が学童保育を実施しているため、小学校とは

日常的に情報交換しています。 

・花の日と収穫感謝祭には年長児が地域の消防署や警察署、病院に花や果

物を届け、感謝の気持ちを伝えています。 

・散歩のときに、保育士と子どもたちは近隣住民とあいさつを交わし、交

流しています。 

・神奈川県警察学校の学校開放日や、区の安全運転管理者会主催の行事に

子どもたちと出かけています。また、前記行事のほか、地域のお祭りや

小学校の行事などの地域行事のポスターを園内に掲示しています。 

Ⅳ－２ サービス内容等に関する情報提供 

(1) 将来の利用者が関心のある事項

についてわかりやすく情報を提

供しているか。 

(2) 利用希望者の問い合わせや見学

に対応しているか。 

・園のパンフレット、ホームページに保育所の情報を掲載しています。ま

た、横浜市のホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」に園の情報を提

供しています。 

・園のパンフレットに保育の方針や保育時間、定員、保育料などを掲載し、

それに基づき園長が利用希望者に説明しています。事務専任職員がいて、

保育所の基本方針や利用条件、サービス内容などについての問い合わせ

に対してはいつでも対応できるようになっています。見学は、できるだ

け子どもの活動の様子を見ることができる平日の午前を勧め、見学希望

者の都合に合わせ調整しています。 

Ⅳ－３ ボランティア・実習の受け入れ 

(1) ボランティアの受け入れや育成

を積極的に行っているか。 

(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・ボランティアや実習生受け入れのためのマニュアルがあり、それに基づ

き保育所の方針、利用者への配慮、個人情報の保護などについて説明し

ています。 

・職業体験のボランティア、保育科学生のボランティアを受け入れていま

す。また、近隣住民がボランティアとして、畑仕事や掃除を手伝ってい

ます。 

・保育科の学生や看護学校生から実習生を積極的に受け入れています。 

・実習受け入れのための担当は主任で、実習目的に沿ったプログラムを作

成し、効果的な実習が行われるよう工夫しています。実習後には振り返

りを行うとともに、実習生の感想を聞いています。 
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評価領域Ⅴ 人材育成・援助技術の向上 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅴ－１ 職員の人材育成 

(1) 保育園の理念や方針に適合した

人材を育成するための取り組み

を行っているか。 

(2) 職員・非常勤職員の研修体制が確

立しているか。 

(3) 非常勤職員等にも日常の指導を

行っているか。 

・園長は、職員面接で次年度への職員の意向確認をし、保育所運営に十分

な人材構成であるかをチェックし、必要な人材の補充を行っています。

実習生やアルバイトなどから職員になる人が多く、必要な人材が確保さ

れています。 

・園長と職員との面談で、個々の職員の目標と研修課題、具体的計画につ

いて確認し、個人の研修計画を作成しています。年度末には、達成度の

評価が行われています。 

・研修担当は園長・主任で、ケーススタディやモンテッソーリ勉強会など

の内部研修が定期的に行われていて、非常勤職員も参加しています。 

・横浜市や日本モンテッソーリ協会などが主催する外部研修に、職員が積

極的に参加しています。研修に参加した職員は研修報告書を提出すると

ともに、職員会議で報告しています。研修の成果は、嘔吐物処理方法の

徹底など現場で生かされています。 

・クラスの担当は常勤職員と非常勤職員が組むよう配慮しています。非常

勤職員は近隣に住むベテラン職員が多く、非常勤職員の気づきが運営に

生かされています。非常勤職員の指導担当者は室長で、職員間のコミュ

ニケーションが図られています。 

Ⅴ－２ 職員の技術の向上 

(1) 職員のスキルの段階にあわせて

計画的に技術の向上に取り組ん

でいるか。 

(2) 保育士等が保育や業務の計画及

び記録を通してみずからの実践

を振り返り、改善に努める仕組み

があるか。 

(3) 保育士等の自己評価を踏まえ、保

育所としての自己評価を行って

いるか。 

・職員は年度末に個人研修計画評価シートにより、目標に対する自己評価

を行っています。また、年度末に、クラス内での自己診断や保育や保護

者に対して何を取り組んだかについての職員アンケートを実施し、個々

の職員が自己の振り返りを行えるようにしています。 

・研修や他園見学で収集した事例をもとに、質の向上に向けて話し合って

います。3 月末の職員会議で看護師が他園見学の報告を行い、それを基

にクラスごとに振り返りを行い、事故対応体制の見直しを行ったなどの

事例があります。 

・指導計画、保育日誌には評価・振り返りの欄があり、定形化されていま

す。自己評価は、計画のねらいと関連づけて行われていて、評価の結果

が、次期の計画作成に反映されています。 

・モンテッソーリ勉強会で年間の振り返りを行うとともに、横浜市の自己

評価票を用い園としての自己評価を実施しています。 

 

【さらに望まれる点】 

・保育所としての自己評価を実施していることは保護者に説明しています
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が、結果を公表するまでには至っていません。今後は公表されることが

期待されます。 

Ⅴ－３ 職員のモチベーション維持 

(1) 本人の適性・経験・能力に応じた

役割を与え、やりがいや満足度を

高めているか。 

・個人研修計画評価シートに経験や能力に応じた役割や目標が指標として

明示されていて、職員一人一人が自分が何を求められているかを確認で

きるようになっています 

・クラスの運営は室長に権限を委譲しています。また、係や役割を定め、

職員が責任をもって業務に取り組めるようにしています。 

・園長は非常勤職員を含む全職員に個人面談を行い、職員の満足度や要望

を聞いています。 

 

評価領域Ⅵ 経営管理 

評価分類 評価結果 

評価分類に含まれる評価項目 評価の根拠（具体的な取り組み・工夫事例） 

Ⅵ－１ 経営における社会的責任 

(1) 事業者として守るべき、法・規

範・倫理等を周知し実行している

か。 

(2) サービスの質を維持しつつゴミ

減量化・リサイクル・省エネルギ

ーの促進、緑化の推進など環境に

配慮しているか。 

・職務規程および職員心得に、組織及び職員が守るべき法・規範・倫理等

を明文化し、職員に周知しています。 

・経営、運営状況を教会月報に掲載し公表していて、保護者にも配布して

います。 

・布おむつの使用によりゴミの減量を図っています。なお、その使用につ

いての園の考えは手引書に明記されています。また、資源循環局栄事務

所の事業に参加し、5 歳児が給食から出た野菜くずでたい肥を作り、野

菜を栽培しています。そして、その取り組みを園だよりに掲載し、保護

者に周知しています。ほかにも LED 電灯を使用するなど、環境に配慮

した取り組みを行っています。 

Ⅵ－２ 施設長のリーダーシップ・主任の役割等 

(1) 保育園の理念や基本方針等につ

いて職員に周知されているか。 

(2) 重要な意思決定にあたり、関係職

員・保護者等から情報・意見を集

めたり説明しているか。 

(3) 主任クラスの職員がスーパーバ

イザーとしての役割を果たして

いるか。 

・理念・基本方針を手引書に記載するとともに、保育室に掲示しています。

朝の礼拝、職員会議、会議、モンテッソーリ会議、モンテッソーリ勉強

会、全園職員研修などで、理念を職員に周知しています。 

・園長・主任は日々の保育の中で職員が理念・基本方針を理解できている

か確認しています。また、園長は職員と個人面談を行い、確認していま

す。 

・子ども園への方向性等の重要な意思決定について PTA 総会で報告し、

意見交換しています。重要な決定事項は月報にも掲載し、周知していま

す。また、理事長が職員及び保護者に説明しています。 

・主任はフリーの立場で全てのクラスに入り、個々の職員の業務状況を把

握しています。事故・けがの報告は主任が受け、対応を確認しながら、
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必要な指導を行っています。また、月1回の週間指導計画会議において、

キリスト教保育について話し、必要な助言や指導を行っています。 

 

【さらに望まれる点】 

・現在室長、副室長クラスが育ってきている段階で、その次に位置する計

画的な主任育成プログラムの作成は今後の課題となっています。 

Ⅵ－３ 効率的な運営 
 

(1) 外部環境の変化等に対応し、理念

や基本方針を実現するための取

り組みを行っているか。 

(2) 保育園運営に関して、中長期的な

計画や目標を策定しているか。 

・重要な情報は法人役員会で議論し、重点改善課題として設定されていま

す。法人役員会の決定事項は、室長会議で話し合われ、さらにクラス会

議で報告され保育所全体の取り組みとしています。 

・中長期的な方向性については、理事長による「新年度に向けて」に記載

され全職員に配布しています。 

・認定子ども園を視野に入れての職員への幼稚園教諭免許取得の奨励、モ

ンテッソーリスクールへの派遣などの取り組みを行っています。また、

モンテッソーリ教員を法人内で育成するなど、計画的な後継者育成のた

めの取り組みを行っています。 

 

【課題・望まれる点】 

・中長期的な目標の実現に向けての段階的な取り組みや達成度を確認する

ための指標等を具体的に定めるまでには至っていません。今後は中長期

計画として文書化することが期待されます。 

・主任以上の幹部職員の計画的な育成は今後の課題となっています。 
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 利用者（園児）家族アンケートの結果概要  

 

●実施期間   

2014年 10月 20日～10月 31日 

●実施方法   

① 保育園から全園児の保護者に直接配付（手渡し）し、回答を依頼。 

② 各保護者より、同封の返送用封筒で、評価機関あてに無記名で返送。 

●回収率    

63.4% （161枚配付、102枚回収） 

 

※文中の「満足」「満足度」は、「満足」・「どちらかといえば満足」の回答を合計した数値です。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・園の保育目標や保育方針については、「よく知っている」と「まあ知っている」を合わせて 87％の保護者

が「知っている」と答えています。「知っている」と答えた保護者のうち、96％が「賛同できる」（「賛同で

きる」と「まあ賛同」を合計）と回答しています。 

・項目ごとの設問では、全 37 問のうち、満足度が 90％以上の項目が 27 問、さらに満足度 95％以上の項

目が 10 問となっています。中でも「お子さんが給食を楽しんでいるか」「お子さんが保育園生活を楽しん

でいるか」が 99％、「クラスの活動や遊び」「遊びを通じた友だちや保育者との関わり」「お子さんの体調

への気配り」が97％と極めて高く、ほとんどの保護者が子どもの様子をみて満足していることがうかがえ

ます。 

・一方、快適さや安全対策についての項目の満足度は全て 9 割以下で、特に「外部からの不審者侵入対策」

が55％、「施設設備」が71％と低くなっています。 

・総合的な満足度では「満足」が67％、「どちらかといえば満足」が31％で、合わせると98％の満足度で

す。 

・自由意見欄には、「子どものことをよく見てくれ、とても良い園で感謝している」「安心して仕事に行ける」 

など感謝の声が多数寄せられています。反面、自由意見には園庭の狭さや施設の古さ、セキュリティへの不

安についての声もあります。 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【参考】 

・大問ごとの平均満足度では、「職員の対応」が97.4％「生活」が96.8％「遊び」が95.6％、「入園時の状

況」95.3％などとほとんどの大問で95％を超えています。一方「快適さや安全対策」が78.5％となって

います。 

・相関分析のデータからは、「アレルギーのあるお子さんや障がいのあるお子さんへの配慮」「お子さんに関す

る重要な情報の連絡体制」「意見や要望への対応」などの設問の結果が、保育園の総合的評価に大きく影響

を及ぼしていることが読み取れます。 



■ 保育園の基本理念や基本⽅針について

問１ 保育園の保育⽬標や保育⽅針を知っていますか

「よく知っている」「まあ知っている」と答えた⽅への付問

付問1 その保育⽬標や保育⽅針は賛同できるものだと思いますか

利⽤者（園児）家族アンケート 集計結果・分析

よく知っている

23.5%

まあ知っている

63.7%

どちらとも

⾔えない

7.8%

あまり

知らない

4.9%

賛同できる

56.2%

まあ

賛同できる

39.3%

どちらとも

⾔えない

3.4%

あまり賛同

できない

1.1%
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■ 保育園のサービス内容について （%）

問２ ⼊園時の状況について 満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

⾒学の受け⼊れについて 49.0 38.2 2.0 1.0 8.8 1.0
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

38.2 52.0 3.9 1.0 2.9 2.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 49.0 44.1 3.9 2.0 0.0 1.0
⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様⼦
や⽣育歴などを聞く対応には

57.8 34.3 2.0 0.0 4.9 1.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

59.8 35.3 3.9 0.0 0.0 1.0

費⽤やきまりに関する説明については
（⼊園後に⾷い違いがなかったかなど
も含めて）

54.9 36.3 6.9 1.0 0.0 1.0

（%）

問３ 年間の計画について 満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

年間の保育や⾏事についての説明には 52.9 40.2 4.9 1.0 1.0 0.0
年間の保育や⾏事に、保護者の要望が
活かされているかについては

31.4 49.0 7.8 1.0 9.8 1.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

⾒学の受け⼊れについて

⼊園前の⾒学や説明など、園からの

情報提供については

園の⽬標や⽅針についての説明には

⼊園時の⾯接などで、お⼦さんの様

⼦や⽣育歴などを聞く対応には

保育園での１⽇の過ごし⽅について

の説明には
費⽤やきまりに関する説明について

は（⼊園後に⾷い違いがなかったか

なども含めて）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

年間の保育や⾏事についての説明に

は

年間の保育や⾏事に、保護者の要望

が活かされているかについては
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問４ ⽇常の保育内容について

●「遊び」について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

クラスの活動や遊びについては
（お⼦さんが満⾜しているかなど）

70.6 26.5 2.9 0.0 0.0 0.0

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているかに
ついては

69.6 23.5 3.9 1.0 2.0 0.0

園のおもちゃや教材については
（お⼦さんが⾃由に使えるように置い
てあるか、年齢にふさわしいかなど）

74.5 21.6 2.0 1.0 1.0 0.0

⾃然に触れたり地域に関わるなどの、
園外活動については

62.7 30.4 5.9 0.0 1.0 0.0

遊びを通じて友だちや保育者との関わ
りが⼗分もてているかについては

73.5 23.5 2.9 0.0 0.0 0.0

遊びを通じたお⼦さんの健康づくりへ
の取り組みについては

60.8 32.4 6.9 0.0 0.0 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

クラスの活動や遊びについては

（お⼦さんが満⾜しているかなど）

⼦どもが⼾外遊びを⼗分しているか

については

園のおもちゃや教材については（お

⼦さんが⾃由に使えるように置いて

あるか、年齢にふさわしいかなど）

⾃然に触れたり地域に関わるなど

の、園外活動については

遊びを通じて友だちや保育者との関

わりが⼗分もてているかについては

遊びを通じたお⼦さんの健康づくり

への取り組みについては
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●「⽣活」について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

給⾷の献⽴内容については 72.5 22.5 2.9 0.0 2.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

79.4 19.6 0.0 0.0 1.0 0.0

基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗い
など）の⾃⽴に向けての取り組みにつ
いては

71.6 21.6 3.9 0.0 2.9 0.0

昼寝や休憩がお⼦さんの状況に応じて
対応されているかなどについては

70.6 22.5 2.9 1.0 2.0 1.0

おむつはずしは、家庭と協⼒し、お⼦
さんの成⻑に合わせて柔軟に進めてい
るかについては

71.6 17.6 2.9 0.0 5.9 2.0

お⼦さんの体調への気配りについては 73.5 23.5 2.9 0.0 0.0 0.0
保育中にあったケガに関する保護者へ
の説明やその後の対応には

61.8 29.4 2.9 2.0 3.9 0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

給⾷の献⽴内容については

お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかに

ついては

基本的⽣活習慣（⾐類の着脱、⼿洗

いなど）の⾃⽴に向けての取り組み

については

昼寝や休憩がお⼦さんの状況に応じ

て対応されているかなどについては

おむつはずしは、家庭と協⼒し、お

⼦さんの成⻑に合わせて柔軟に進め

ているかについては

お⼦さんの体調への気配りについて

は

保育中にあったケガに関する保護者

への説明やその後の対応には
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問５ 快適さや安全対策などについて
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

施設設備については 29.4 41.2 16.7 6.9 2.0 3.9
お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰囲気
になっているかについては

52.9 34.3 8.8 0.0 1.0 2.9

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

12.7 42.2 22.5 16.7 1.0 4.9

感染症の発⽣状況や注意事項などの情
報提供については

52.0 34.3 7.8 2.0 1.0 2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

施設設備については

お⼦さんが落ち着いて過ごせる雰

囲気になっているかについては

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策

については

感染症の発⽣状況や注意事項など

の情報提供については
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問６ 園と保護者との連携・交流について
（%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別⾯談などによる話
し合いの機会については

55.9 37.3 2.0 1.0 0.0 3.9

園だよりや掲⽰による、園の様⼦や⾏
事に関する情報提供については

64.7 27.5 3.9 1.0 0.0 2.9

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

61.8 27.5 4.9 2.9 0.0 2.9

送り迎えの際のお⼦さんの様⼦に関す
る情報交換については

38.2 42.2 8.8 3.9 3.9 2.9

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

52.0 40.2 2.9 1.0 1.0 2.9

保護者からの相談事への対応には 55.9 36.3 2.9 1.0 1.0 2.9
開所時間内であれば柔軟に対応してく
れるなど、残業などで迎えが遅くなる
場合の対応には

70.6 22.5 2.0 0.0 2.0 2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

保護者懇談会や個別⾯談などによ

る話し合いの機会については

園だよりや掲⽰による、園の様⼦

や⾏事に関する情報提供について

は
園の⾏事の開催⽇や時間帯への配

慮については

送り迎えの際のお⼦さんの様⼦に

関する情報交換については

お⼦さんに関する重要な情報の連

絡体制については

保護者からの相談事への対応には

開所時間内であれば柔軟に対応し

てくれるなど、残業などで迎えが

遅くなる場合の対応には
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問７ 職員の対応について （%）

満⾜
どちらかと
いえば満⾜

どちらかと
いえば不満

不満 その他 無回答

あなたのお⼦さんが⼤切にされている
かについては

71.6 23.5 2.0 1.0 2.0 0.0

あなたのお⼦さんが保育園⽣活を楽し
んでいるかについては

80.4 18.6 0.0 1.0 0.0 0.0

アレルギーのあるお⼦さんや障害のあ
るお⼦さんへの配慮については

54.9 29.4 1.0 0.0 11.8 2.9

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

72.5 23.5 2.9 0.0 1.0 0.0

意⾒や要望への対応については 57.8 33.3 3.9 1.0 2.0 2.0

問８ 保育園を総合的に評価すると

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

満⾜ どちらかといえば満⾜ どちらかといえば不満 不満 その他 無回答

あなたのお⼦さんが⼤切にされてい

るかについては

あなたのお⼦さんが保育園⽣活を

楽しんでいるかについては

アレルギーのあるお⼦さんや障害

のあるお⼦さんへの配慮について

は
話しやすい雰囲気、態度であるかど

うかについては

意⾒や要望への対応については

満⾜ 66.7%

どちらかといえ

ば満⾜ 31.4%

どちらかと

いえば不満

1.0% 不満

1.0%
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【参考資料１：中項⽬別平均満⾜度割合】
（%）

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
問２ ⼊園時の状況について 53.6 95.3
問３ 年間の計画について 44.4 92.1
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 69.1 95.6
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 73.7 96.8
問５ 快適さや安全対策などについて 38.5 78.5
問６ 園と保護者との連携・交流について 59.4 94.2
問７ 職員の対応について 70.3 97.4

※各中項⽬は、2〜7つの⼩項⽬によって構成されており、各⼩項⽬の満⾜度割合から平均値を算出した。

※ここでの「満⾜度割合」は「その他」「無回答」を除外して計算してある。

【参考資料２：総合的な評価と相関が深い項⽬（相関分析）】

相関係数
.756
.728
.722
.699
.696

※データ分析上は、上記の項⽬で「満⾜」と答えた⼈は、問8「総合的な評価」においても「満⾜」と
 回答した率が⾼い。（逆に「不満」と答えた⼈は、問8においても「不満」と回答した率が⾼い）

※上記の項⽬の満⾜度を⾼めることが、総合的な満⾜度の向上にもつながる可能性が⾼い。

問7：意⾒や要望への対応については
問6：園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮については
問5：感染症の発⽣状況や注意事項などの情報提供については

 中項⽬

設問項⽬
問7：アレルギーのあるお⼦さんや障害のあるお⼦さんへの配慮については
問6：お⼦さんに関する重要な情報の連絡体制については

0

20
40

60
80
100

問２ ⼊園時の状況につ

いて

問３ 年間の計画につい

て

問４ ⽇常の保育内容

「遊び]について

問４ ⽇常の保育内容

「⽣活」について

問５ 快適さや安全対策

などについて

問６ 園と保護者との連

携・交流について

問７ 職員の対応につい

て

満⾜ 満⾜＋どちらかといえば満⾜
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 利用者（園児）本人調査の結果概要  

 

実 施 日：11月 17日（月）晴天、11月 26日（水）雨天 

実施方法：観察調査を調査員が各クラスで実施し、戸外・園外での活動も観察した。 

幼児を中心に、観察調査や昼食で同席した際に、会話の中で適宜聞き取りを実施した。 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

●０歳児クラス（ひつじ組、つぼみ組） 

子どもたちは保育士に見守られ眠ったり、ハイハイしたり、ヨチヨチ歩いたり、モンテッソーリの教具や

おもちゃで遊んだりしています。保育士は「あれ～脱走してる」「わ～たいへんだぁ」などと楽しそうにゆ

ったりした感じで子どもたちに話しかけ抱き上げています。おむつを替えるときには「おしりどうですか?」

「おしり見せて」など話しかけ、子どもたちもうれしそうに保育士に抱かれていきます。 

サークル（集会）、おやつの時間には「おいすにどうぞ」など保育士が子どもに声かけし、一人一人いす

に座り、朝のあいさつが始まります。保育士は子ども一人一人の目を見て名前を呼んで、子どもと一緒に「ハ

ーイ」と手を上げて返事しています。最後の子どもには「お待たせしました」と声かけをするなど、一人一

人の状況に合わせています。また、子どもが保育士の名前と顔が覚えやすいように、保育士の名前を呼ぶと

きには２回ずつ呼んでいます。おやつは子どもそれぞれのペースでゆっくり、自由に自分で食べています。

離乳食専任の職員も絶えずクラスに来て、子どもに「おいしかったですか」などの声かけを行っています。

乳児ではありますが、保育士が分かりやすいように食事の始まりと終わりを知らせ、ほかの時間と食事時間

の違いを印象づけています。  

 

●1歳児クラス（ひよこ組、ひまわり組） 

登園後はモンテッソーリの教具に触れる時間となっています。床に敷いたじゅうたんやテーブルの上でさ

まざまな教具に触れています。小銭を穴に落としたり、洗濯バサミ、スナップどめ、ペットボトルに箸を落

とすなど保育士による手作りの教具が多数用意されています。各じゅうたん、テーブルには保育士が１人ず

つつき、教えたり助言したりしています。園児は楽しそうに「お仕事」をしています。 

食事前にはおむつ替えを行っています。保育士は、おむつを替えた子どもが自分でズボンをはけるよう「こ

こに足を入れてギューは？」などの声かけを行っています。また子どもによっては「トイレ座ったね。良か

ったね」などの声をかけています。 

食べ始める前には「お手手パチンして食べようか」とお祈りをしています。子どもに食べたという実感を

持ってもらうため、ご飯やオカズの量を調整し少なめによそっています。「○○ちゃんおいしそう。少し食

べてごらん」「上手ねぇ」「食べづらいねぇ。大丈夫？ スプーン使ってごらん」「ピカピカしてからおかわ

りね」などと保育士が静かにいろいろ話しかけています。 

 

●2歳児クラス（つくし組） 

登園後、子どもたちはシートやテーブルの上で棒並べ、カード並べ、積み木の積み上げ、ストローを切っ

た物をひもに通す、などの「お仕事」を行っています。保育士は、何をしてよいか迷っている子どもには「先

生のお仕事手伝う?」などと声かけを行い、それとなくモンテッソーリ教具に導いています。保育士は子ど

もたちを見守りながら、近づいてくる子どもすべてをと抱きしめています。 

一つの行動の区切りごとにベルが鳴らされています。合図のベルが鳴らされるとお片付けをしてみんなが

集まります。最初はざわついていますが、朝の歌や絵本の読み聞かせでだんだん静かになります。保育士は

静かな声で話し、子どもの注意をひきつけて次の行動に移っていきます。 
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観察当日は収穫感謝祭の行事が行われていたため、食事の前にリンゴ、バナナ、柿などをみんなで分けて

食べました。食べる前には、包丁の説明、皮のむき方、リンゴの種などゆっくり見せながら説明をしていま

した。食事中には「○○のおかわりおねがいします」「ありがとうございました」と、子どもたちがはきは

き言っています。 

 

●３歳～５歳クラス（すみれ組、ひばり組、めだか組） 

登園した子どもたちは日本地図のパズル、国旗を世界地図にさす、国旗ぬり、カタカナの練習、ねじ回し、

紙で作った手の爪を爪切りで切る、絵合わせなどの「お仕事」をグループでやったり、二人あるいは一人で

やったりとそれぞれのペースで取り組んでいます。保育室は子どものペースに合わせるように数人で使える

ようなテーブルや壁に向かって二人で使うようなテーブルなどの配置がされています。自由時間には子ども

が自由に生き生きと絵を描き、絵の物語を説明しています。また子どもたちのけんかの際には、保育士は安

全に気を配りながら子どもたち同士で解決できるよう見守っています。子どもたちは自分の気持ちを相手に

伝えること、相手の気持ちも分かることができるように育っています。季節柄クリスマス会に向けて毎年繰

り返されるオペレッタ、劇、合奏などの練習が熱心に行われていました。年下の子どもが年上の子どもの様

子を、憧れを持って見ています。 

食事の準備はベルを鳴らして当番を集めることから始まります。観察当日は当番の数が少なかったため、

手伝いを申し出た子どもと当番と保育士でご飯やオカズなどをよそい、一人分ずつセットしてテーブルまで

運んでいきました。当番がお茶をこぼしたときなどは、ほかの子どもがすぐにぞうきんを取りに行くなど互

いを助け合う姿が見られます。準備ができたら再度ベルを鳴らし、当番以外の子どもたちを集めています。

子どもたちは手洗いをして席に着きます。歌の練習をした後、当番が前に出てメニューの紹介、歌、お祈り

の後食べ始めます。食の進まない子どもには保育士が手助けをしています。食後は各自で下膳を行った後、

歯磨きを行っています。 

 

●5歳児 

観察当日は収穫感謝祭だったため、５歳児は消防署、警察署、病院を訪問しました。歩いているときは自

由で元気な雰囲気ではありますが、散歩の約束は守っています。移動中に見える「カルチャー」「あやめ」

「クリーニング」などの看板やポスターの文字を読んだり、干してあるホース、雲、などすべてに興味がわ

くようで保育士が丁寧に質問に答えています。消防署、警察署では敬礼の仕方を習いましたが、向かい合わ

せの場合の挙手の左右の関係が分からなくなっている子どもに対して子ども同士で教えあうなど、楽しくに

ぎやかに盛り上がりました。また病院では「病気の人がいるところだから静かにしようね」と説明を受ける

と、大きな声で話す子どもはおらずその場に応じて行動することができています。 

 

●まとめ 

 保育室は場面に応じてパーテーションやテーブル、棚などで仕切られ、園児が活動しやすい空間を作り出

しています。子どもたちは周りに存在するすべての環境を生かしのびのびと生活しています。こどもたちは

自分から集中して「お仕事」に取り組むことで手先を器用にしたり、物事を深く考えたりすることができる

ようになっています。保育士は子どもたちとの会話やスキンシップを通し、信頼関係を築いています。 

 

 

※「お仕事」： 

モンテッソーリ教育の中で教具を使って課題を行う作業を「お仕事」と呼んでいます。子どもが自ら「やっ

てみたい」と思う教具を選び、繰り返し行うことによって、日常生活・感覚・言語・算数・文化の 5 分野

の教育を習得していきます。 
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事業者コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の受審から9年がたっており、この間何人かの退職・育休、西大島・出来野への

転勤と続きました。西大島ルーテル保育園が開園してからは、理事長の中期計画のもと、

組織力の強化、向上、そしてモンテッソーリ教育の向上と目標が示されていました。 

第 1回目の受審結果と比較して分かった事は「職員の対応について」話しやすい雰囲

気、態度であるかの項目は満足度３２．５％から７２．５％に上がっていたこと、「保

育園生活を楽しんでいるか」の項目は７１．４％から８０．４％に上がっていたことで、

職員の努力と成長が見えた点であり、職員も仕事を楽しんでいる結果であることが分か

りました。 

保育園の基本理念や基本方針については「よく知っている」のパーセンテージも高い

のですが、まだまだ知っていただくために、保育計画や目に見える形で表していく必要

があると分かりました。 

家族アンケート・コメント一覧もいただき、改めて取り組まなければならない事項も

ありました。 

 第三者機関からはこれからさらに、望まれる点・課題もいただいております。子ども

達の未来のため、そして子ども達の最善の利益のため、今以上に組織一体となって、神

の愛を掲げ努力してまいります。保護者の皆様、ご協力ありがとうございました。 
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