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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 いいじまルーテル保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 2月 17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 法人全体研修では、各職員が他園と合同のグループに分かれて発表。

② 園内で、今一度振り返りどう取り組むのか意見交換。 

③ 全職員で出し合った結果を表にし、協議しながらまとめた。 

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（51 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 11月 5日 ～ 11月 20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・園長にヒアリング。 

実施日 第 1日：2014年 12月 11日 

    第 2日：2014年 12月 17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：各クラス担任保育士２名、看護師1名、栄養士1名、     

非常勤職員1名、主任に順にヒアリング。 

その後、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 12月 11日 

    第 2日：2014年 12月 17日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

いいじまルーテル保育園は、JR「大船」駅より江ノ電バスで 10 分ほどの「殿谷」バス停から歩い

て2分ほどの、工場やアパートが混在する一角にあります。平成16年（2004年）に地元企業の社

内育児室の建物を引き継ぎ、大船ルーテル保育園の分園としてスタートし、平成 23 年（2011 年）

4 月に本園から独立し、いいじまルーテル保育園として新たに開設されました。運営法人は社会福祉

法人イクソス会です。運営法人はほかに横浜市内に 3 園、川崎市に２園、保育園を運営するほか、横

浜市栄区内で学童保育を実施しています。 

園舎は 2 階建てで、１階は壁による仕切りのないほぼワンルームを区切って保育室として用いてい

ます。天井が高く、明るい印象となっています。屋上では、子どもたちがプール遊びなどをしていま

す。また、テラスでつながった調理棟があり、3・４・５歳児がランチルームとして用いています。さ

らに、園に隣接したグランドを借り受け、園庭として用いています。 

定員は60名（0歳児～5歳児）、開園時間は、平日は7時～19時、土曜日は8時30分～16時

30分です。 

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】家庭的な環境の中で、子どもたちはさまざまなことを身につけ、成長しています 

園では、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。保育室にはモンテッ

ソーリの教具が子どもの目線に合わせて棚に並べられ、子どもが自分の好きな教具を選んで「お仕事」と呼

ばれる課題を行う作業に取り組めるように、環境構成されています。0・1歳児から絵に合わせてシールを

貼る、小さなボールをトングでつかんで他の入れ物に移すなどの指先を使った「お仕事」を少しずつ始めま

す。子どもの発達に応じて少しずつできる作業が多くなり、幼児になると指先を使う教具だけでなく、言語

や数字、文化などたくさんの教具の中から、自分がやりたい「お仕事」を自分で選び、集中して取り組める

ようになります。 

お手伝いも大好きで、2歳児でも保育士の「お願いします」の声かけで、お茶を注いだり、お手ふきを絞

って用意したりすることができます。保育士に「すごい。ありがとう」と褒められた子どもたちは、とても

誇らしげです。片付けや服の着脱なども、保育士の見守りと励ましのもと、一人で行います。上着がなかな

か着られない子どもやチャックが難しい子どもには、保育士が丁寧にやり方をアドバイスし、時間がかかっ

ても「一人でできた」を味わえるように見守っています。このような働きかけの結果、いすをしまう、靴を

そろえる、脱いだ服をたたむなど日常生活の細かな約束事を子どもたちは自然に身に付けています。 

園では、0・1 歳児、3・4・5 歳児が縦割りクラスとなっていて、異年齢で活動しています。また、保

育室がほぼワンルームとなっているので、隣のクラスの様子がすぐに伝わります。子どもたちは日常的にク

ラスの壁を超えて交流しています。特に園庭遊びでは、0 歳児から 5 歳児までほぼ全園児が一緒に遊んで

います。ボール遊びや泥んこ遊び、フラフープを使っての電車遊びなどでは、異年齢が自然に交わり、泥だ

らけになっても気にせずに遊びこんでいます。観察時にも、4 歳児の泥水のスープ屋さんをまねて 2 歳児
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がカレー屋さんになったり、5歳児がサッカーをするのを止めて乳児の電車を通したり、年下の子どもが転

ぶと年上の子どもが遊びを中断してさりげなく抱き起こし、服に付いた泥をはたいてあげるなど、園庭遊び

のあちこちで異年齢児間の交流を見ることができました。 

 

【2】職員は子ども一人一人を大切に保育にあたっています 

理念・基本方針を手引書、職員心得に記載するとともに、職員会、キリスト教会議、モンテッソーリ会議

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会議では、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。非常勤職員に対しては毎月のパート会議で園長が説明しています。 

保育士は子ども一人一人に優しく声をかけ、子どもの声に耳を傾けています。子どもが次の活動に移ると

きには、子どもが納得できるよう作業が一段落し片付けが終わるまで、急かすことなく見守っています。子

どもに何かをすすめるときも、随時子どもの意向を確認し、子どもが自分の意思で取り組み達成感を味わえ

るように働きかけています。できたときには、子どもが自信を持って次の活動に取り組めるよう、たくさん

褒めています。 

毎日の職員会では、その時々の課題について話し合うとともに、子どもや保護者の小さな変化についても

職員間で共有しています。職員会での話し合いの結果は、そのあとのクラスでの話し合いで報告され、全職

員に周知されています。0・1 歳児、2 歳児、3・4・5 歳児の 3 クラスしかないこともあり、全ての職員

が全園児のことを把握し、全ての子どもに平等に接し統一したかかわりをすることで、家庭的な雰囲気を作

り出しています。 

 

●改善や工夫が望まれる点 

記録の充実と整理 

日々の活動やクラスの様子などは、保育日誌に丁寧に記録しています。また、一人一人の子どもの日中の

保育状況、健康状態、家庭状況などは個人記録に詳細に記録し、期ごとに児童成長記録にまとめています。

記録の書き方については、法人の主任会で話し合われ、分かりやすく記録する工夫を重ねています。 

ただし、毎月の職員会議や毎日の職員会、クラスの話し合い等の記録は、個々の職員がそれぞれ記録して

いるのみで、会議録として一定の約束事にのっとって記録することは行っていません。 

事故報告書はあるものの、事故にまで至らない小さな出来事や、個々の職員の気づきは、クラスや職員会

等で随時話し合われ改善されているものの、一部が日誌等に記録されているだけで、ヒヤリハットとしてま

とめて記録することは行っていません。また、苦情も日誌に記載されているものの、個々の職員が応じた小

さな相談までは記載されておらず、まとめてデータ化するまでには至っていません。 

記録の充実と整理に向けた、今後の取り組みが望まれます。 

 

 

●さらなる取り組みが期待される点 

子どもが地域を知り社会性を育むための工夫 

 園庭での屋外遊びは積極的に行ってはいますが、散歩の回数が少なく、子どもたちが日常的に地域へ出

て、地域を知る機会がやや不足しています。また、隣接する化粧品会社内の特例子会社（障がい者の雇用に

特別の配慮をした事業所）社員と、毎月交流していますが、地域住民などとの交流の機会は少ないです。 

子どもたちが地域を知り、社会性を養うための機会を増やす工夫が期待されます。  
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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課程等の作成 

(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、

人々にもそのとおりにせよ」、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、毎日の職員会やモンテッソー

リ会議などで、職員に周知しています。 

・花の日や収穫感謝祭、クリスマス等の行事や、毎日の礼拝などの具体的

な取り組みを通して、子どもに理念への理解を促しています。 

・職員の振り返りを参考にして、園長・主任がその年度の保育課程の達成

度評価を行い、新年度の保育課程を作成しています。作成された保育課

程をもとに、クラスごとに話し合い、変更追加しています。職員は、ク

ラスでの月案作成の際に、保育課程に立ち戻っています。保護者に対し

ては、保育方針を手引き書に記載するとともに、毎月の「月の保育」に

年間の主題や目標、月の取り組みなどを具体的に掲載し、年2回の懇談

会で説明しています。 

・イクソス会保育課程、キリスト教保育課程、モンテッソーリ教育課程を

もとに、職員が話し合い、年間指導計画作成しています。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て区切り、児童票の発達チェック表に

沿って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。 

・保育士は子どもに穏やかに語りかけ、子どもの言葉や表情、態度から子

どもの意向をくみ取っています。6 月の運動会で、縄跳びや跳び箱をプ

ログラムに取り込むなど、子どもの意見や関心を活動に取り入れていま

す。また、0・1・2歳児の降誕劇を、子どもの関心や保護者の意見をも

とに、パネルシアターに変えるなどの対応をしています。 
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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。 

・新入園説明会で「いいじまルーテル保育園手引書」を用いて園の理念や

方針を、保護者に説明しています。その後、園長と 0・1 歳児の担任が

保護者に個別面談を実施しています。 

・入園時に児童票、園児調査票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、入園前の生活等を把握しています。把握した

情報は記録し、事例検討会議で職員間で話し合い、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。保

護者の就労の時期によっては、一時保育を勧めるなど柔軟に対応してい

ます。新入園児の保育参加を4月に行い、保護者が保育園の生活を理解

し、安心できるようにしています。保育参加の際には離乳食の試食も行

っています。 

・0・1 歳児は子どもごとにおむつを見る保育士を決め、できるだけ同じ

人がかかわることで、信頼関係が築けるよう配慮しています。 

・0・1・2 歳児は毎日、3・4・5 歳児は随時連絡ノートを用いて保護者

と情報共有しています。 

・子どもの発達や状況についてのクラスでの話し合いをもとに、毎月のキ

リスト教会議で話し合い、月案を作成しています。週案は、職員会で話

し合い、作成しています。 

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。 

・子どもが快適に過ごせるよう、室内は清潔に保たれています。保育室は

開口部が大きく、陽光を十分に取り入れることができます。 

・保育室は全クラスがほぼワンルームの構造となっていますが、保育士は

穏やかに静かな声で子どもたちに話しかけていて、隣の保育室の音が気

になることはありません。 

・沐浴室、屋上、駐車場の3か所には温水シャワーが備えられ、沐浴設備

はチェック表を用いて清掃が行われ、清潔に保たれています。 

・0・1歳児、3・4・5歳児は縦割りのクラス編成となっていて、日常的

に異年齢で活動しています。また、全ての保育室の様子が一目で分かる

ほぼワンルームの構造となっているため、子どもたちは日常的に他のク

ラスとの間を行き来し、交流しています。 

Ⅰ－４ 一人ひとりの子どもに個別に対応する努力 

(1) 子ども一人ひとりの状況に応じ

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。 

(2) 子ども一人ひとりの発達の過程

・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、個別指導計画を作成

しています。個別指導計画はクラスで話し合い、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。話し合いの結果は職員会で報告し、共有し
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に応じた対応をし、その記録があ

るか。 

ています。 

・子どもの家庭状況、健康状態、発達、成育歴、食事状況、好きな遊び等

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。

子どもの記録は事務室の鍵のかかるロッカーに保管され、必要な職員は

いつでも見ることができます。 

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ています。 

・個別のケースについては、事例検討会議で話し合っていて、記録もあり

ます。 

・保育士は発達障がいや知的障がいなどさまざまな外部研修に積極的に参

加し、研修報告書を記載するとともに職員会で報告し共有しています。

保護者の同意を得て、戸塚地域療育センターや栄区の保健師の巡回指導

を受け、助言を受けています。また、モンテッソーリ保育のスーパーバ

イザーに保育を見てもらい、アドバイスを受けています。 

・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、職員に周知しています。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ことになっています。 

・アレルギー疾患のある子どもに対しては、6 か月おきに子どものかかり

つけ医から診断書（指示書）を提出してもらい、必要な対応を行ってい

ます。食物アレルギー疾患の子どもの状況については、毎日の職員会で

情報共有し、全職員で周知しています。また、ランチルームに除去食の

一覧を掲示し、周知しています。除去食を提供する場合には、テーブル、

食器、お盆、おかわりを別にし、食事の際も必ず職員がそばにつき、誤

食事故がないようにしています。 

・保育室に英語の本や世界地図を置くなど、子どもが世界や文化、言葉に

触れる機会を作っています。また、3、4、5 歳児は、週 1 回、「国際」

（英語）の時間を設けています。外国籍など意思疎通が困難な保護者に

対しては、お便りの内容について口頭で説明しています。必要があれば、

いつでもあーずぷらざ（地球市民かながわプラザ）に通訳ボランティア

を電話で頼める体制ができています。 

Ⅰ－６ 苦情解決体制 
 

(1) 保護者がサービスについての要

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。 

・苦情解決体制を整備し、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。 

・ご意見箱を玄関に置くとともに、年2回懇談会やアンケートで保護者の

要望や苦情を聞いています。連絡ノートの記載など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
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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、園長に報告され、職員会で

対応について話し合っています。アンケートでクリスマス会の開催日に

ついて保護者の意向を確認し、乳児と幼児を分けてクリスマス会を行っ

た等の事例があります。 

 

【課題・望まれる点】 

・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。 

・苦情や要望は日誌の苦情欄に記載しています。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

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。 

・モンテッソーリ教育の教具を用いる時間には、教具や文房具を保育士が

年齢に応じた選択をするときもありますが、ほとんどの物は「お仕事の

棚」（教具の入った棚）から、子どもが自分で取り出して学び、自分で片

付けもしやすいようにきちんと整理して収納されています。 

・子どもたちは朝夕の自由遊び時間や園庭遊び時間等には、友だちとのご

っこ遊びや、落ち着いて一人での絵本読み等を楽しんでいます。リズム・

体育・製作等の一斉活動の時間には、みんなで一緒に遊ぶ楽しさを満喫

しながらも、楽しむために必要なルールも学んでいます。 

・園庭には本格的な畑があり、地域の方の協力も得て玉ネギ・サツマイモ・

ジャガイモ等数種類の野菜作りを楽しみ、収穫から給食で食べるまでの

体験をしています。プランターでのトマト・キュウリ・ナス・ゴーヤ等

の夏野菜作りやヒヤシンス・チューリップ等の球根植物栽培も体験して

います。 

・3 歳児からは、自由画帳・クレヨンなどを個人持ちとし、自由時間には

いつでも各自の棚から取り出して遊ぶことができます。また、自由遊び

では、子どもたちが何かに変身するごっこ遊びのための道具や衣類を十

分に用意し、子どもの想像力と創造力を育てる考慮をしています。リト

ミックや絵画の時間も設けています。 

・園のクラス割りは、0・1歳児、2歳児、3・4・5歳児の3クラスで構

成され、さらに園舎は壁による仕切りのない、ほぼワンルームの設計の

ため、異年齢間のかかわりは日常的です。 

・天気が良い日には毎日、広い園庭での屋外遊びを積極的に取り入れてい
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ます。また、日々のプログラム・園行事・天候等の条件が許すときは散

歩に出かけています。夏場の園庭には、日よけのタープを張り、紫外線

対策を行っています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園庭での屋外遊びは積極的に行ってはいますが散歩の回数は少なく、子

どもたちが日常的に地域へ出て、地域を知る機会がやや不足しています。

子どもたちが地域を知り、社会性を養うための機会を増やすための工夫

が期待されます。 

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。 

・5 歳児は給食時、自分の食べられる量を自分で盛り付ける形式を採って

います。子どもが苦手なものについては、少しでも食べてみるようにす

すめ、完食できた喜びを味わえるように援助しています。 

・給食の献立は運営法人の持つ献立を参考にしつつ、園独自のものを管理

栄養士が作成し、園内で料理したものを提供しています。季節の食材を

用い、献立に行事食を取り入れ、子どもの喜ぶ給食作りに工夫を凝らし

ています。 

・3・4・5歳児は調理室に併設したランチルームで食事をします。子ども

たちは調理をする職員の様子を見て、調理の音や香りを感じ、保育室と

は違う雰囲気での食事を楽しんでいます。 

・給食会議を毎月開催し、子どもが食べやすい食材の切り方・量・味付け

等を検討し、献立作りや調理法に役立てています。また、調理担当職員

は子どもたちと同じテーブルで食事をし、常に子どもの喫食状況を把握

しています。 

・毎月の献立表には「給食だより」を付け、行事食のいわれや人気メニュ

ーのレシピ紹介、子どもの食に関する注意事項等の食に関する情報提供

を行っています。さらに、毎日、玄関にその日の給食サンプルを展示し、

園の食事に関心を持ってもらえるようにしています。 

・乳幼児突然死症候群への対策として、午睡時には2歳児未満は10分ご

と、2歳児以上は15分ごとの呼吸チェックを行っています。 

・トイレットトレーニングは、一人一人の子どもに関わる職員が丁寧に連

携し、それぞれの状況に合わせて進めています。保育所での子どもの排

泄状況は記録して連絡帳で保護者に伝え、家庭と園の連携を密に行って

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。 

・子どもの健康管理に関するマニュアルがあり、職員はこのマニュアルに

基づいて子どもたちの健康状態を把握しています。子どもの既往症につ

いては、保護者から入園時に提出される児童票や、園の「児童成長記録」

や健診の結果などから情報を的確に得て、関係する職員に周知共有して
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(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。 

います。 

・年 2回の健康診断と年1回の歯科健診を実施し、一人一人の記録をファ

イリングしています。健診前には子どもの健康に関して心配を抱える保

護者から、あらかじめ保育士を通じて医師に相談事を伝えておき、後日

医師からの返事を受けられるような配慮もしています。 

・感染症等への対応に関するマニュアルがあり、保護者には入園時に登園

停止基準を含めた感染症に関する印刷物を手渡しています。万一保育中

に感染症が発症した場合には保護者に速やかに連絡し、フリールームで

看護師または担当職員が付き添って見守り、保護者が迎えに来られるま

で待つようにしています。 

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。 

・毎年職員が、栄区役所の研修と栄区医師会による衛生管理に関する研修

を受講し、その都度、受講した職員が他職員に内容の説明をしています。

また新しい情報が得られたときにはマニュアルの差し替えをし、読み合

わせを行っています。 

・園内はマニュアルとチェック表により、清掃が適切に行われ清潔が保た

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。 

・安全管理に関するマニュアルは、想定される数種の事故や災害について

記載し、事務室と各保育室に常備し、全職員がいつでも活用できる体制

があります。 

・緊急時の対応として、各保護者の連絡先、医療機関を含めた救急機関連

絡先のリストが整備されています。また、緊急時には園の両隣の会社か

ら安全確保に協力をしてもらえることになっています。 

・子どものケガについては、軽いものであっても必ず保護者に報告してい

ます。受診の必要のない程度の事例は日誌に、受診対応した事例につい

ては、事故報告書に記録しています。さらに、毎日の昼会議や事例会議

で事故報告とともに再発防止策を話し合っています。 

・不審者等の侵入に備え、園の出入り口は施錠し、登降園時の保護者はカ

ードで開錠しています。緊急事態に備え、民間警備会社と契約していま

す。 

 

【さらに望まれる点】 

・事故報告書は作成されていますが、ヒヤリハット記録は作成していませ

ん。今後さらに安全を期し、事故やケガを未然に防ぐ手段として、ヒヤ

リハットについても記録に残すことが期待されます。 
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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。 

・保育中に職員が子どもを急かすことはなく、子どもが自分のペースでで

きるように援助や言葉かけをして見守る保育が行われています。職員は

子どもたちに対して、あいまいな対応をせず、一人一人にきちんと向き

合い子どもの気持ちを受け止めています。 

・子どもが友達や保育士の視線を気にせずに過ごす場所やプライバシーを

守れる場所として、テーブルやいすの置き方を工夫して子どもが落ち着

ける場所作りをしています。 

・運営法人には「個人情報管理規定」があり、個人情報の取り扱いや守秘

義務について全職員に周知しています。 

・保育時に子どもの遊び・順番・グループ分け等を、性別で行うことはあ

りません。 

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

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。 

・入園時に保護者に手渡す手引書に、園の保育方針を明記しています。さ

らに毎年、手引書の更新部分については在園児の保護者にも配付し、差

し替えてもらっています。 

・0・1・2歳児の保護者とは所定の様式による連絡帳で、3歳児以上の保

護者とは自由記載形式の連絡帳により、家庭との情報交換をきめ細かく

行っています。 

・保護者からの相談は、受けた職員が対応できない内容については園長が

対応する仕組みになっています。相談内容によってはフリールームを用

意し、他人に気遣いなく相談ができるように配慮しています。 

・子どもの園生活情報として、「園だより」「月の保育」「ほけんだより」「給

食だより」を毎月発行・配付しています。 

・園の年間行事予定は年度初めの4月に保護者に伝え、保護者があらかじ

め予定を組み、参加しやすいように配慮しています。 

・保護者会はありませんが、保護者とは園行事への協力等、良好な関係を

築いています。 

 

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。 

・地域に向けた子育て支援サービスとして園庭開放と一時保育を実施し、

その利用者からの相談にも応じています。 

・小学校や民生委員と日常的に連携し、支援の必要な家庭を支えています。
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(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。 

 

【課題・望まれる点】 

・地域住民に向けて、保育に関する講習会や研修会の開催をするには至っ

ていません。 

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。 

・地域住民に向けた園の情報提供は、栄区広報誌やホームページ等で行っ

ています。 

・園は地域住民からの相談内容に応じて必要と思われる関係機関先（医療・

療育・行政・企業・学校等）と、日常的な交流をもち、連携体制をとっ

ています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園庭開放利用者からの育児相談には応じていますが、定期的な相談日を

設けて応じるまでには至っていません。 

・園の相談機能については、地域に町内会がないため回覧板の活用ができ

ず、地域に向けての掲示板の設置もないことから、地域住民に向けての

広報が不十分と思われます。育児相談に応じる姿勢を地域に示すために

も、園庭開放や育児相談についての広報の仕方にさらなる工夫が望まれ

ます。 

 

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。 

・日ごろお世話になっている人へ感謝を伝える「花の日」と、自然の恵み

に感謝する「収穫感謝祭」があり、5 歳児が地元の警察署・消防署・区

役所・病院と歩き、花や果物を届け、賛美歌を歌う行事を行っています。

・園の両隣の会社とは常に友好的な交流があり、両社から、災害時におけ

る子どもたちの安全確保への協力申し出があります。 

・隣接する化粧品会社内の特例子会社（障がい者の雇用に特別の配慮をし

た事業所）社員と、毎月交流を持っています。障がいを持つ社員が作成

した紙芝居を見せてもらったり、一緒に歌を歌ったりする等の時間を共

有しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・保育所の行事に地域住民を招待する取り組みや、地域への施設開放や備

品貸し出し等を行うには至っていません。 
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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。 

・豊田地区地域支えあい連絡会に参加し、園の子育て支援情報を毎月提供

しています。 

・園のホームページや横浜市のホームページには、将来の利用希望者に必

要なサービス内容等を載せています。 

・園には専任の事務職員がおり、利用希望者からの問い合わせに応じてい

ます。利用希望者には見学ができることを案内しています。 

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・実習生受け入れのマニュアルはありますが、当園が小規

模の保育所であることに加え、至近距離にある同法人の園で実習生を受

け入れているため、実習生の受け入れ実績はありません。 

・中学生の職場体験を受け入れています。 

 

【課題・望まれる点】 

・同法人の園と連携した実習生の受け入れ方法など、工夫することが望ま

れます。 

 

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て、理事長と相談し必要な人材を補充

しています。同法人の園の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、個人研修計画を作成しています。園長は、12 月の面接で

総括を行うとともに、折に触れて声をかけ、目標達成状況を確認してい

ます。 

・法人全職員研修会やモンテッソーリ研修、事例検討会議でのケーススタ

ディ等の内部研修が実施されています。また、横浜市こども青少年局や

栄区、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、職員会で報告しています。園長は、職員の研修報告で、研修の成

果を評価しています。 

・クラスの担当は正規職員と非常勤職員が組みになりますが、協力関係を

スムーズにするため、できるだけ同じ組み合わせになるよう配慮してい
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ます。毎日の職員会後に非常勤職員も参加してクラスで 10 分ミーティ

ングを行い、また、月1回パート会議を行い、情報共有を図っています。

全員が出席できるようパート会議は2回に分けて実施しています。 

・非常勤職員には運営法人の保育園を退職後バート職員として再就職した

ベテラン職員が多く、こうした非常勤職員の気づきが保育の現場で生か

されています。 

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。 

・職員が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

を行い、それを基にした園長との面談において、一緒に振り返りを行っ

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。 

・横浜市の自己評価票を用い、保育所としての自己評価を年1回実施し、

勉強会で話し合っています。 

・モンテッソーリ教育法のスーパーバイザーに保育を見てもらい、助言を

受けています。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。 

・指導計画、保育日誌には評価・振り返りの欄を設けてあり、保育課程の

達成度の評価のための書式など、評価を行うための仕組みがあります。

自己評価は、保育課程の各領域や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。 

・個々の保育士の自己評価をもとに、職員会で話し合いを重ね、課題を明

らかにしています。残食の記録、パート職員へのマニュアル抜粋版の作

成などの改善事例があります。 

 

【さらに望まれる点】 

・保育所としての自己評価の結果を公表するまでには至っていないので、

今後は保護者に対して、結果を公表することが望まれます。 

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。 

・リーダークラスまでは、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。 

・クラスの運営は各リーダーに権限を委譲し、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。 

・年度末に非常勤職員を含む全職員に対して職員アンケートを実施し、意

見・要望を聞いています。園長は非常勤職員を含む全職員に個人面接を

行い、職員の満足度や要望を聞いています。 
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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およ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て公表し、保護者にも配布していま

す。 

・ゴミの分別や廃材の教材としての再利用、布おむつの使用などで、ゴミ

の減量を図っています。また、LED電灯を用いています。 

・夏には、ゴーヤや朝顔でカーテンを作り、緑化の推進を行っています。

・手引書で布おむつについての園の考えを明記しています。また、職員心

得に節水、節電について記載しています。 

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・基本方針を職員心得と手引書に記載して配布し、毎日の職員会や

モンテッソーリ会議などで周知しています。非常勤職員に対しては、抜

粋版のマニュアルに記載し、配布し、毎月のパート会議で説明していま

す。園長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

確認するとともに、職員との個人面談で、理解度を確認しています。 

・4 歳児のお泊まり会の実施、献立作成方法の変更などの重要な意思決定

にあたり、園長は保護者と意見交換しています。重要な決定事項につい

ては、理事長と園長が職員および保護者に説明しています。 

・主任は個々の職員の能力や経験にあわせ、アドバイスをしています。主

任は個々の職員が精神的・肉体的に良好な状態で仕事に取り組んでいる

かを見守り、必要に応じて声をかけ相談にのっています。 

 

【さらに望まれる点】 

・現在リーダークラスが育ってきている段階であり、その次の段階として、

主任候補の資格要件を明確にし、計画的な主任育成プログラムを作成す

ることは今後の課題となっています。 

・障がいなどさまざまな課題を抱える子どもが増えていることもあり、職

員間のフォロー体制や、さまざまな視点からのスーパーバイズを受ける

仕組みなど、さらなる取り組みが期待されます。 

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。 

・園長は市の園長会や社会福祉協議会の会議に出席し、国や県の動向など

事業運営に影響のある情報を収集・分析しています。重要な情報は法人

園長・主任会で議論し、重点改善課題として設定されています。法人園
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(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。 

長・主任会で決まった方向性に沿って、職員会で対応について話し合い、

クラスに報告し、保育所全体の取り組みとしています。 

・理事長による「新年度に向けて」に中長期的な方向性を記載し、全職員

に配布しています。また、整備、保育、行事、保護者等の項目について

記した園としての中長期計画を作成しています。ただし、その実現に向

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。 

・運営に関し、税理士などの外部の専門家の意見を聞いています。 

 

【課題・望まれる点】 

・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 11月 5日～11月 20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    

66.7% （51枚配付、34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】 

・ほぼ全体的に、80%以上の満足回答を得ています。 

・特に、「基本的生活習慣の自立に向けての取り組み」については100％の満足回答です。 

・ほかに、日常の遊びや生活に関する設問に90%以上の満足回答が多く出ています。  

・70%台の満足度にとどまった設問は、「年間の保育や行事に保護者の要望が活かされているか」「施設設備

については」「送迎時の子どもの様子に関する情報交換について」等です。（アレルギー等の要配慮児につい

ての満足回答が76.5%であるのは、質問に該当しない保護者が「その他」で回答したものと思われます。） 

・自由記述欄には、「遊びや生活で子どもができるようになったことが多く、うれしい」「子どもが毎日楽しそ

うに通っている事に感謝する」等のコメントや、「運動プログラム強化への希望」「駐車場の少ないことへの

不満」「園からの連絡事項を掲示や口頭での説明だけでなく配付物にしてもらうとわかりやすい」といった

意見や要望もあります。 



■ 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

8.8%

まあ知っている

76.5%

どちらとも

⾔えない

8.8%

あまり

知らない

5.9%

賛同できる

44.8%
まあ賛同できる

51.7%

どちらとも

⾔えない

3.4%
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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 44.1 47.1 2.9 2.9 2.9 0.0
⼊園前の⾒学や説明など、園からの情
報提供については

32.4 61.8 2.9 2.9 0.0 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 32.4 58.8 5.9 0.0 2.9 0.0
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

52.9 32.4 8.8 2.9 2.9 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

35.3 47.1 11.8 5.9 0.0 0.0

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）

38.2 47.1 8.8 5.9 0.0 0.0

（%）

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 38.2 52.9 5.9 2.9 0.0 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

29.4 47.1 8.8 2.9 8.8 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

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）

50.0 44.1 2.9 2.9 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

55.9 29.4 0.0 2.9 5.9 5.9

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）

64.7 23.5 5.9 0.0 2.9 2.9

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

52.9 44.1 0.0 0.0 2.9 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

52.9 38.2 2.9 2.9 2.9 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

50.0 35.3 8.8 5.9 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 67.6 29.4 2.9 0.0 0.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

61.8 35.3 2.9 0.0 0.0 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

64.7 35.3 0.0 0.0 0.0 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

58.8 32.4 5.9 0.0 0.0 2.9

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

58.8 32.4 2.9 2.9 2.9 0.0

お⼦さんの体調への気配りについては 58.8 29.4 2.9 8.8 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

44.1 41.2 8.8 2.9 2.9 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 44.1 17.6 5.9 2.9 0.0
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

47.1 44.1 2.9 2.9 2.9 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

32.4 52.9 11.8 2.9 0.0 0.0

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

35.3 55.9 2.9 2.9 2.9 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

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

38.2 47.1 8.8 5.9 0.0 0.0

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

44.1 44.1 8.8 2.9 0.0 0.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

35.3 50.0 5.9 2.9 5.9 0.0

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

29.4 50.0 11.8 8.8 0.0 0.0

お⼦さんに関する重要な情報の連絡体
制については

44.1 44.1 8.8 2.9 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 47.1 44.1 5.9 2.9 0.0 0.0
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

50.0 32.4 11.8 5.9 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

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

50.0 44.1 2.9 2.9 0.0 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

58.8 35.3 2.9 2.9 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

41.2 35.3 2.9 0.0 20.6 0.0

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

44.1 47.1 5.9 2.9 0.0 0.0

意⾒や要望への対応については 44.1 44.1 5.9 2.9 0.0 2.9

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 44.1%

どちらかと

いえば満⾜

50.0%

どちらかと

いえば不満

2.9%

不満

2.9%
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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 39.9 89.6
問３ 年間の計画について 35.8 89.0
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 56.9 94.0
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 59.9 94.0
問５ 快適さや安全対策などについて 36.9 87.2
問６ 園と保護者との連携・交流について 41.5 86.5
問７ 職員の対応について 50.1 93.3

※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
.762
.761
.720
.720
.711

※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5：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
問6：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
問6：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

 中項⽬

設問項⽬
問7：意⾒や要望への対応については
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：12月 11日（木）、12月 17日（水） 

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・1歳児クラス 

 朝のひかり組の保育室には、和やかな空気が漂っています。3台のテーブルに、着席して「お仕事」をす

る子どもたちがいます。下絵のある紙に、絵に合わせてかわいいシールを貼る数人の子ども。哺乳瓶ほどの

瓶にプラスチックのきれいな色のリングを一つずつ入れている子ども。指先ほどの小さなボールを、トング

で他の入れ物に移す「お仕事」に集中する子ども。保育士のひざに乗ったり抱かれたりして安心して甘えて

いる子どもたちもいます。 

 「お仕事」で出る小さな紙くずを、ごみ箱まで捨てに行くことのできる子どももいます。捨てに行って失

敗してしまった子どももいます。小さな紙が散らかってしまいました。すぐに保育士が近寄り、優しい声で

聞いています。「先生がお手伝いしていい？」「少しお手伝いさせてね」。保育士の片づけを見ていて、ほん

の少し残っている紙くずを、ごみ箱に入れることができました。 

 保育士から一人ずつ、トイレに誘われています。クラスの多くの子どもがトイレットトレーニング中です。 

保育室の延長のようなトイレルームで便器に座ってみることから始まりです。便器で排尿のできた子どもに

は保育室内の保育士たちにも知らされ、「おしっこ出たの！えらかったね」「よかったね」と、たくさん褒め

てもらっています。トイレルームの入り口には布マットが敷かれ、ここでズボンやおむつの着脱をします。

ズボンがはきやすいように広げて置かれています。自分で着られるところまで一生懸命がんばって、背中の

方の難しいところは、手伝ってもらいました。 

 

※「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。 

 

●2歳児クラス 

 いろいろなお手伝いに挑戦し、たくさんのことができるようになってきた、ほし組（2歳児）です。朝の

おやつでは、保育士のかたわらにいる子どもがお手伝いを頼まれています。「〇〇ちゃん、お茶いれてもら

えるかな」、子どもが扱いやすい工夫のされた急須が用意されています。子どもは集中して一つずつの茶碗

に注ぎ、すべての茶碗に同じ量のお茶が入りました。もう一人、別のお手伝いに挑戦しています。手ふきタ

オルの準備をお願いされました。とても丁寧に一つずつタオルを濡らして絞ることができます。保育士から

「すごい」「上手」と褒められます。途中で「できる？」「冷たくて嫌になったら言ってね。交代するよ」等

の声かけをしてもらいながら、全部一人で終わりました。先生からの「ありがとう」がうれしい子どもたち

です。 

 園庭での外遊びの支度も、一人でできるように練習中です。上着がなかなか着られない子どもやチャック

が難しい子どもは保育士からアドバイスをもらっています。時間がかかっても「一人でできた！」を待って

います。 

 土の園庭には、アスレチック遊具、鉄棒、砂場、フラフープ、ボール、ままごと遊びの道具等があります。
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鍋やボールに水たまりの泥んこをすくい入れて、スープやカレーのつもり。プラスチックのビール箱に枯葉

を入れて、お風呂のつもり。フラフープで電車ごっこ等、いろいろな遊びを創りだし、泥だらけになって楽

しんでいます。 

 給食の準備はお当番がお茶やおかずを配るお手伝いをしています。テーブルごとの人数に注意しながら配

膳をしていきます。今日の献立は、サバの味噌煮です。保育士からサバの骨について説明がありました。「お

魚を少しフォークで崩してみて、骨がないかよく見てね。ゆっくり噛めば、口に骨が残るから出してね」。

最初は苦労したものの、最後には先生の注意を理解して、全員がフォークを上手に使い、きれいに食べるこ

とができました。おかわりをする子どもも大勢います。 

 

●3・４・５歳児クラス  

 にじ組（3 歳・4 歳・5 歳）の保育室には、多種類の教具が整然と「お仕事」の棚に用意されています。

子どもたちは、迷うことなく自分のやりたいことを見つけています。あいうえお表を見ながら作文、パズル、

裁縫、数字並べ、切り紙、図鑑等で集中する時間を過ごしています。教具を自分で棚から出して使い、きち

んと片づけ、棚にしまうまでを学んでいます。 

 時々は小さなもめごとも発生します。子どもたちの言い合いを、保育士はそれとなく見ながら頃合いをみ

て声をかけます。子ども同士で仲直りができるようになっています。みんなで遊ぶ順番を決めることも自分

たちのルールができています。 

 保育士が静かにベルを鳴らすと、礼拝が始まる合図です。それぞれに取り組んでいる「お仕事」や遊びの

片づけが始まり、自分から進んで決まった場所に収めていきます。製作途中のものは自分のファイルに入れ

て、また続きができるようになっています。 

 十字架を囲むようにいすが並び、朝の礼拝が始まります。キャンドルに火が入り、賛美歌を歌い、聖書の

お話、今月の神様の言葉、と続きます。 

 今日の予定は、3歳はリズム遊び、4・5歳は、園庭で外遊びです。 

リズム遊びは、保育室の床に大きな円がテープで描いてあり、ピアノのリズムを聴いてこの円の上をいろ

いろな動きで遊びます。自動車で遊園地に行き、いくつかの乗り物に乗り、自動車で帰宅するというストー

リーがあり、自動車の運転、ぐるっと回って車庫入れ、二人で両手をつないで遊園地のコーヒーカップ、み

んなでつながってジェットコースター等、スピードが早くなったり遅くなったりを楽しみました。 

4・5歳は外遊びです。保育士と一緒に準備体操で体を温めてから、それぞれにサッカー、鉄棒、かけっ

こ等の好きな遊びを満喫しています。園庭には 0 歳からのほぼ全園児が出ています。あちこちで小さな子

どもが転びますが、どの場面でも、年上の子どもが助けて起こし、服についた泥をはたいてあげています。

異年齢児間の交流が自然と多い外遊びの風景です。 
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 事業者コメント  

 

 

新しい制度に向けて保育園も変化を遂げなければいけません。 

アンケートにご協力いただき、保護者の皆様からまた第三者評価機関からご意見を頂き

ました。この評価課題を糧にどう工夫をし、修正をしてより良い保育事業に繋げていく大

事な機会であったと思います。 

 評価調査員の方からも、ヒヤリハットへの検案の持ち方など事故事例を詳しく提唱して

くださり、改善策をとれたと考えております。 

 特に保育士の保育内容についても様々なご意見から検証・改善し、カリキュラムの持ち

方、行事の持ち方を考え直し、また 5 年後に向けて同じ内容のご意見を受けないようにし

ていきたいと思います。 

 

いいじまルーテル保育園 園長 久保田 英津子 
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