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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 和泉福祉会 勝田保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 2月 13日  （評価に要した期間）7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 全職員一人ひとりが、自分の理解により記入していった。 

② 全職員を常勤、非常勤、職種、経験混合の5グループに分け、グル

ープごとに個人で記入した自己評価を持ちより、会議を開き、一項

目ごとに確認していった。 

③ 園長、主任、リーダー保育士、各クラスリーダー、栄養士リーダー、

看護師が会議を開き、５グループの自己評価を持ちより、一項目ご

とに確認・協議し、合意して一つにまとめた。 

実施期間 

2014年 8月 

～ 2014年 11月 28日 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（102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 31日 ～ 11月 17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。園長・主任にヒアリング。 

実施日 第 1日：2014年 12月 17日 

    第 2日：2014年 12月 19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と書類調査。。

昼食：園児と一緒に食べながら保育観察。 

午後：リーダー保育士２名、各クラス担任保育士６名、看護師1名、 

栄養士1名、非常勤職員1名、に順にヒアリング。 

その後、園長・主任にヒアリング。 

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 17日 

    第 2日：2014年 12月 19日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

「勝田保育園」は、横浜市営地下鉄線「仲町台」駅より徒歩10分ほどの勝田団地の中に位置します。公

立保育園であった当園の開設は1968年（昭和43年）7月ですが、2006年（平成18年）4月に社会

福祉法人和泉福祉会に運営が移管されました。同法人では、横浜市を中心に当園のほかに系列園として 5

園を運営しています。 

  定員は 106名、開園時間は、平日は午前7時から午後8時、土曜日は午前7時から午後6時30分で

す（延長保育時間含む）。 

2階建ての園舎内は、1階に乳児クラス（0・1・2歳クラス）と一時保育室（にこにこ広場）・給食室・

事務室・職員休憩室があり、2 階に幼児クラス（3・4・5 歳クラス）とホールがあります。6 つの保育室

すべて窓が大きく十分な陽光が取り入れられています。その他、遊具や砂場などを備えた広々とした園庭が

あります。 

保育理念は、「育ちあい（愛♡合い）」を掲げ、保育園の目標は、「しなやかに こころゆたかに すこ

やかに」としています。また、目指す子どもの姿は、「心も体も健やかに育つ子」「相手を思いやり互いに

尊重する子」「身の回りのことに興味関心を持ち、考え、工夫し創造する子」「自らの力で生活を作るしな

やかな子」「自分の思いを伝えられる子」の5つを掲げています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】乳児期の子どもたちの園生活は、安心・ゆったり・満足 

0・1・2 歳児のクラスでは、担当制保育を実施しています。子どもそれぞれの担当保育士が温かく見守

る中で、子どもたちは好きな本を読んでもらったり、お気に入りのおもちゃで遊んだり、必要なときに必要

なだけ抱っこやおんぶをされたりしています。保育士の豊富な声かけのもと、子どもたちは満足そうに安心

して遊び、ゆったりとした生活をしています。 

「しなやかに こころゆたかに すこやかに」という園の目標に沿って、子どもたちは人としての土台づ

くりの時期を過ごしています。 

 

【2】幼児クラスの子どもたちは、自主性や創造性を発揮 

3・4・5 歳児のクラスでは、思う存分それぞれが好きな遊びをしています。特に製作の時間では、さま

ざまな廃材を利用した車や剣、望遠鏡や飾り物などの自分が作りたいものを最初から作り上げていきます。

また、英語の時間では、質問に答えたい子が一斉に手を挙げたり、まだやりたい気持ちがある場合は先生に

お願いしたり、自らの気持ちを体いっぱいで表現しています。 

保育士は、子どもたちのやりたい気持ちを大切にし、できるだけ子どもの意向を保育に取り入れながら、

自主性・創造性を育てています。 

 

【3】広い園庭では、興味のあることを通じて、健やかな心と体を育む 

  全クラスが同時に遊ぶことができる広い園庭で、子どもたちは好きなことをして思いっきり遊んでいます。
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乳児用と幼児用それぞれの砂場、築山、滑り台、ジャングルジム、鉄棒、タイヤを使った登り台、鬼ごっこ、

ドッジボールなどのさまざまな遊びをし、元気いっぱいに身体を動かします。職員間で話し合い、保護者と

一緒に作った築山は、子どもたちが大好きな遊び場所で、斜面の上り下りや土掘りをしています。 

  子どもたちは、思いっきり身体を動かしながら、自由に好きなことをしていて、心も体も健やかに育って

いきます。 

 

【4】食育目標である「楽しく食べる子」を目指す 

  園では、「好き嫌いなく食べよう」とは言わず、「楽しく食べる子」を食育目標にしています。授乳や初期

食では、一対一のゆったりしたかかわりを大切にしています。また、幼児クラスでは自分の食べたい分量を

自分で決めることができます。さらに、とうもろこしの皮むきや野菜のカット練習、カレーライス作りなど

のクッキングを行っています。食事前には栄養士が「よく噛むことは大切なこと」のお話をするなど、食べ

物への関心を深めていきます。 

  子どもたちは、食べ物への興味を深めながら、楽しい食事の時間を過ごしています。 

 

【5】職員間で話し合う機会を多数設け、スムーズな連携を実現 

  園では、園長と主任を中心に、日々のミーティングや職員会議を大切にしています。園長・主任・看護師・

栄養士・各乳児クラス担任・幼児クラス代表担任が参加する日々のミーティングでは、園児の登園状況から

当日の出来事、看護師や保育士からの病状報告、栄養士からの給食に関することなどの情報共有が行われま

す。また、全職員が参加する職員会議では、定例項目のほかにも日常保育に関する意見交換まで行われます。 

  さまざまな園の出来事を全職員で知ることにより、日常保育における職員間のスムーズな連携が実現され

ます。 

 

【6】充実した職員研修と人材育成体制 

法人では、職員を「新任職員」「中堅職員」「指導的職員」「管理者」に分類し、それぞれに「求められる

職員像」を明文化しています。その職員像に向けて、職員個々の要望を聞きながら、丁寧な年間の研修計画

を策定しています。また、園長は年 2 回全職員との個人面談を実施し、その際に個人の目標・自己評価・

振り返り等を記載する「コミットメントシート」を活用しながら、日常保育の疑問や課題点などを話し合い

ます。保育サービスの向上と職員のスキルアップを目指して充実した研修と人材育成制度となっています。 

 

【7】職員個人・クラス・園全体の自己評価を実践 

保育士等は、日常の保育日誌や月間指導計画において、自己の保育等について振り返りを行っています。

また、その内容については、職員会議等で話し合い、課題点や問題点があった場合には、個人としての課題

にとどまることなく、園全体の課題として捉え、今後の取り組みに生かしています。 

園としての総合的な自己評価については、年度末に園内に掲示し、公表しています。 
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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。 

・保育理念は、「育ちあい（愛♡合い）」を掲げています。また保育目標

は、「しなやかに こころゆたかに すこやかに」とし、具体的な目指

す子どもの姿として、「心も体も健やかに育つ子」「相手を思いやり互

いに尊重する子」「身の回りのことに興味関心を持ち、考え、工夫し創

造する子」「自らの力で生活を作るしなやかな子」「自分の思いを伝え

られる子」の5つを掲げています。すべてが利用者本人を尊重したもの

となっていて、保育理念や保育目標は、職員会議、年2回の園長面談、

職員ハンドブックの配布等で、全職員に向け周知徹底をしています。 

・保育課程は、保育目標や方針に基づいて作成しています。また園では、

保護者との連携を大切にしていて、年度末に保護者アンケートを実施し、

その結果や保育内容に関する保護者の意向を考慮しながら、保育課程の

見直しに役立てています。 

・保育課程に基づき、年齢ごとに子どもの発達と保育の連続性を考慮し、

指導計画を作成しています。保育士は、子どもが「自分たちで判断する

こと」を大切にしています。また、子どもの表情や行動を見守りながら、

本人が主体的に遊びこめる環境づくりを目指しています。 

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。 

・入園時、事前に保護者より提出してもらう生活調査票をもとに、全体で

行う入園説明会後、各担任保育士が保護者と個別面接を実施していま

す。個別面接では、子どもも一緒に来園してもらって子どもの様子を観

察し、個々の発達状況を把握するよう心がけています。 

・子どもが落ち着いて生活できるように、タオル・おしゃぶり・ハンカチ

などの心理的に拠り所となる物の持ち込みを可とし、子どもが安心して

過ごせるような環境作りに配慮しています。また、子どもの様子は、こ

まめに連絡帳に記録しながら、保護者との連携を密にしています。さら

に、1日の生活や遊びの様子を撮った写真をクラスに掲示して観てもら

っています。 
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・子どもの発達の状況に応じて、4つの学期に区分した年間指導計画や月

間指導計画を作成しています。この指導計画は主にクラス担任が話し合

いをしながら案を作成し、カリキュラム会議で全職員が参画しながら、

確認・評価・見直しを行っています。 

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。 

・保育士は、掃除チェック表を活用しながら、丁寧な清掃を行っています。

また、各保育室には加湿機能付き空気清浄機を備え付け、子どもたちが

過ごすのに適切な温度・湿度に管理されています。 

・沐浴・温水シャワーの設備があります。温水シャワー槽および沐浴槽は、

常に清潔に保たれるように、使用後こまめに消毒・清掃しています。 

・保育室内では着替えや食事などのための場所をそれぞれ決め、食べる・

寝る・遊ぶなどの機能別空間を確保しています。保育士は、子どもたち

が安心して過ごせるような空間作りに配慮をしています。 

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。 

(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。 

・0、1、2歳児には個別指導計画（今月のねらい、生活の内容と子どもの

姿、遊びの内容と子どもの姿、留意点、配慮、援助、反省など）を作成

しています。また、幼児についても特別な課題がある場合は、個別指導

計画を作成しています。職員会議やケース会議では全職員に情報周知と

共通理解を徹底し、対応について話し合っています。 

・一人一人の子どもの発達状況は、入園時の事前資料から現在に至るまで

の詳細を生活調査票・発達過程表・経過記録、保護者との面談記録等に

記し、個人ごとにファイリングし、事務室に保管しています。その記録

は、全職員が必要なときに見ることができるようになっています。 

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。 

・特に配慮の必要な子どもに関しては、保育の様子を観察・記録し、カリ

キュラム会議・職員会議などで話し合い、配慮点やかかわりが適切かど

うかを検討しています。また、運営法人などから、配慮の必要な子ども

の保育に関して最新の情報を得ています。必要な情報や専門知識等は、

職員会議の議事録や研修報告書に記録され、必要なときにいつでも確認

できるようにファイリングしています。 

・障がい児保育については、園医・看護師・運営法人などと連絡をとって

専門的なアドバイスを受けることができます。また、保護者同意のもと

地域療育センターの巡回相談を年１回以上受けています。 

・子ども虐待の予防に関する防止マニュアルがあります。園では、虐待の

定義を明確にし、全職員に周知するとともに、日ごろより虐待の早期発

見のポイントなどを園長や主任を中心に職員間で確認し合うことによっ

て、虐待が疑われる場合を敏感に察するように努めています。 

・アレルギー疾患のある子どもについては、栄養士・看護師を含め全職員
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が情報を共有しています。園では、誤食事故防止のため、チェック体制

を十分に整えています。具体的には、保護者による献立表の確認、当日

の朝の該当児登園状況チェック、給食室から搬出する際の掲示書面およ

び声出し確認、提供前の声かけ確認、別色の専用トレイと別食器を使用、

クラス内では一番最初に配膳するなど、複数回のチェックを徹底してい

る。また、アレルギー疾患のある子どものテーブルに保育士がつき、誤

食のないように努めています。 

・保育士は、子ども同士が文化や生活習慣の違いがあることで特別なかか

わりをすることがないようにし、自然と周りの子どもを受け入れること

ができるように配慮しています。また、保護者との意思疎通が困難な場

合は、自治体に通訳ボランティアの派遣を依頼したり、系列園や運営法

人と相談するなどの対応策を備えています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園には、障がい児も利用できる手すり付きのトイレや点字ブロックなど

を備えています。今後は、車いすを使用する障がい児にも対応できるよ

うなエレベーターなどの環境整備が望まれます。 

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（相談事）受付担当者を主任、解決責任者を園長としています。苦

情解決体制・申し出方法を入園のしおりに記載し、保護者へ配布・説明

しています。さらに、苦情相談の案内として、玄関に「意見・要望解決

のための仕組みについて」・第三者委員の連絡先・かながわ福祉サービ

ス運営適正化委員会の連絡先・横浜市福祉調整委員会の連絡先などを掲

示し、紹介しています。 

・園では、保護者からの要望や意見に対して、迅速な対応を心がけ、担当

保育士から主任・園長への連絡を徹底しています。また、過去の苦情・

トラブルなどは、相談内容・調査事項・対応方針の検討・対応結果の確

認などを記載する報告書に記録してファイリングし、その後のトラブル

防止・解決に役立てています。なお、法人系列園の苦情についても情報

を共有し、トラブル解決に役立てています。 

 

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、

・棚やパーテーションを使い、子どもたちがときには１人で遊んだり、時

にはみんなで遊べる空間を作りだしています。子どもたちは周りを気に
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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。 

することなく自分が好きなことをして遊び込めるようになっています。

デイリープログラムには自由時間が十分組み込まれています。 

・ごっこ遊びや見立て遊びを行えるようエプロンや服、風呂敷、布地など

想像力を使って遊べる素材を用意しています。子どもたちは物語の主人

公になりきったり想像の世界を広げたりしています。 

・散歩先で見つけた葉っぱや虫、魚、鴨などを観察し図鑑で調べたり、園

庭に植えてある木々に名札を付けたりし、子どもたちが自然に触れ自然

を知る機会を積極的に設けています。 

・保育プログラムの中にリズム遊びの時間を設け、音楽を聴きながら体を

自由に動かし気持ちを表現することができるよう配慮しています。 

・子ども同士のけんか等について、保育士はできるだけ子ども同士で解決

できるよう危険がないよう見守ると同時に、それぞれが自分の気持ちを

相手に伝えることができるよう働きかけを行っています。 

・幼児になると、異年齢で一緒になり散歩に出かけたり、園庭、保育室で

遊んだり、リズム遊びを行っています。年少の子どもたちが年長の子ど

もたちに対して憧れを持つ姿が見受けられます。 

・保育士は常に公平で暖かい態度・丁寧な言葉がけを行い、子どもとの信

頼関係を築いています。 

・天気が良ければ毎日散歩や園庭遊びをおこなっています。子どもたちは

築山登りをしたり園庭に置いてあるタイヤを動かしたり重ねたりし、元

気に遊びまわっています。 

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。 

・「楽しく食べる」を食育目標に掲げています。保育士は食の進まない子ど

もに対して無理強いすることはありませんが、子どもの目の前で食べた

り、褒めたりして少しでも食べることができるよう働きかけています。

幼児は子ども自身で食べることのできる量を給食当番によそってもらっ

ています。 

・食材は旬の野菜を多く取り入れるとともに、できるだけ国産で安全なも

のを使用しています。食器は陶器を使用し、子どもたちに大切に扱うこ

とを伝えると同時に給食室で安全確認を行っています。 

・栄養士が各クラスの喫食状況を見たり、子どもたちと一緒に給食を食べ

たりし、子どもたちの喫食状況を把握しています。毎日の喫食状況は、

毎月行われる献立会議、離乳食会議で話し合われ、次の献立作成に役立

てられています。 

・毎日の給食・おやつサンプルを玄関前に展示するとともに、毎月の「給

食だより」には献立表・離乳食献立表を掲載し保護者に配布しています。

また子どもたちに人気のある献立のレシピの配布も行っています。 

・なかなか入眠できない子どもには静かに過ごせるスペースを用意してい

ます。 

・年長児クラスは１月から午睡の調整を行っています。 
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・乳児には担当制保育を実施し、一人一人の排泄のリズムを捉え対応を行

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。 

(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。 

・園独自に作成した健康手帳に一人一人の診断・健診結果や定期的に行う

身体測定結果を記載しています。また、健診結果を受けて園医、園長、

看護師で話し合い、園としての指導方針を決めています。 

・感染症等への対応を明記した感染症マニュアルがあります。また、保護

者に渡されている入園のしおりの中にも「乳幼児のかかりやすい感染症」

が一覧表となって記載されています。 

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、全職員で定期的に見直しを行っています。

・マニュアルに基づき清掃チェック表を使用し、清潔・適切な状態を保っ

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。 

・防災マニュアル・避難訓練マニュアル・安全管理マニュアルなど各種マ

ニュアルがあります。 

・定期的に園内外の安全チェックを行っています。 

・年に一度、全職員・園児による地域の避難場所への避難と保護者への園

児引渡しの訓練を実施しています。 

・子どものけがに際しては、看護師と相談の上保護者や救急機関とすぐに

連絡がとれるようにしています。けがは小さなけがであっても担任が保

護者に伝えるようになっています。また、「ケガの記録」に記録し、再発

防止につなげています。 

・警備会社と契約を行い、非常時通報システム、防犯カメラを導入してい

ます。 

・都筑区役所、警察署などから不審者情報が届く仕組みができています。

・都筑警察署にはパトロール強化の依頼をしています。 

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

・園の人権に関する姿勢について「利用者の人権を尊重する職員の方針」

として明文化しています。保育中に気になる様子を目にしたときは、保

育士同士で声をかけ合うようにしています。また、子どもの人格を尊重

し威圧感を与えないよう、呼び捨てにしないよう気を付けています。 

・棚で仕切られた小さなコーナーや「にこにこ広場」があり、友達や保育

士の視線を気にすることなく過ごせるようになっています。また、子ど

もが望むときは事務所も子どもにとっての落ち着く場所として使用して
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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。 

います。 

・個人情報についてのガイドライン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は行っていません。 

・人権研修を通じて性役割の固定観念を持った保育を行わないよう全職員

に周知しています。 

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

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。 

・入園のしおりに保育理念・保育姿勢・保育目標を記載し、それらは園見

学や入園面接の際には必ず伝えています。 

・個々の保護者と日々の送迎時の会話や連絡ノートにより情報交換を行っ

ています。年2回クラス懇談会を行い、保護者の都合に合わせて個人面

談を行っています。また、個人面談は保護者から希望があればいつでも

受けるようにしています。 

・園だより「たけのこ」を毎月発行し、子どもたちの様子や月の予定・行

事を伝えています。 

・年度末に次年度の年間行事計画を配布し、保護者が保育参加の予定を立

てやすいようにしています。 

・保護者会の集まりに職員も参加しています。また保護者会と園とが共催

している行事（夏祭り・音楽会等）もあり、双方から担当者を出し計画

作成・実施を行っています。 

 

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。 

・自治会に加入して地域住民と交流を図り、地域の現状を知り子育て支援

ニーズを把握することに努めています。 

・地域の子育て支援センターと意見交換会を行い、情報共有を行っていま

す。 

・子育て支援の一環として園庭開放、一時保育、育児講座を実施していま

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。 

・毎週木曜日育児相談を実施していますが、そのほかに希望があれば随時

相談を受け付けています。 

・関係機関構築マニュアルにより、関係機関一覧表を作成し活用していま

す。関係機関との連携担当者は園長がなっていて、北部地域療育センタ

ーなどの関係機関とは定期的に連絡をとっています。 
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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。 

・運動会や夏祭りなどの園の行事に地域住民を招待しています。 

・年長児と小学一年生の交流を行ったり、小学生が町探検の授業の一環と

して来園するなど、地域の学校と交流しています。 

・園の避難訓練時には自治会からも参加してもらっており、同時に自治会

の災害訓練には園長が参加しています。 

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。 

・園のホームページ、パンフレットやタウン誌などで、利用希望者に対し

て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サービス内容、職員体制、料金一覧な

どを掲載し、それに基づき園長・主任が利用希望者に説明しています。

見学は、園案内に関するマニュアルに沿って対応しています。親子での

見学希望者には、見学後実際に遊びに入り、保育体験ができることを伝

えています。 

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

き園の概要、基本理念、園目標、個人情報の保護などについて説明して

います。 

・ボランティア福祉体験、中学生、高校生の福祉体験授業・実習を受け入

れています。 

・保育科学生の実習を積極的に受け入れています。 

・実習生の受け入れは主任が担当しています。実習生の要望を聞いて実習

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。実習後には反省会を開き、意見交換を行っています。 

 

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。 

・運営法人では、職員を「新任職員」「中堅職員」「指導的職員」「管理

者」と区分し、それぞれの「求められる職員像」を明確にし、常に必要

な人材構成かどうかチェックできるようにしています。また、園長と職
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(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。 

員間で実施している個人面接では、個人の目標・自己評価・振り返りな

どを記載する「コミットメントシート」を活用し、各職員の目標・達成

度・課題点・反省点・期待点などの確認を行っています。 

・研修担当が中心となり、一人一人の要望も聞きながら、園内や外部の研

修を計画し、常勤・非常勤の区別なく全職員が積極的かつ主体的に参加

しています。また、個人が受けた研修の成果や保育に取り入れた実施経

過などは、職員会議で話し合い、実際に活用して良かった点や課題が残

った点など、園全体として、検討・見直しを行っています。 

・園は、常勤・非常勤を問わず、全職員が保育理念や方針を実現していく

ために、「法人職員ハンドブック（私たちの心構え・日々の姿勢心がけ・

就業について・個人情報のチェックリストなど多岐にわたる内容が記載

されている）」を配布しています。また非常勤職員に対しては、主任や

クラスリーダーを指導担当者として、日常保育の中やお昼の報告会議で

情報を共有しながら、必要な指導を行っています。 

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。 

・園長と職員との間で、年2回実施される個人面談では、「コミットメン

トシート」「情意評価基準」などを活用しながら、日常保育の疑問や課

題について話し合い、サービスの見直しや職員のスキルなどを評価して

います。また、各職員の立場や経験などによる考え方の違いを統一する

ために情報共有を大切にし、工夫した良いサービス事例などをもとに、

一層のサービス向上を目指しています。 

・保育士は、エピソードの記録や自己の保育を振り返る項目がある保育日

誌で、自己の保育に関する振り返りを毎日丁寧に行っています。さらに、

日誌の評価反省等に園長がコメントを記入することによって、その評価

が保育の質の向上につながるように役立てています。 

・保育士等の振り返りの結果に改善点や問題点があった場合には、個人と

しての課題だけでなく園全体の課題として捉え、見直しを図りながらサ

ービス向上に取り組んでいます。また、園の自己評価は、保護者懇談会

で伝えるほか、年度末には掲示板に掲示し、保護者がいつでも見ること

ができるようにしています。 

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。 

・園では、クラス担任やリーダー保育士等の現場の意向を大切にし、現場

職員の責任を明確にすることで、自主的に判断しやすいようにしていま

す。また、園長による年2回の個人面談を通じて、園として必要な人材

の確保・育成に努めながら、職員の要望・満足度を把握しています。さ

らに、年1回職員アンケートで、仕事内容の意向や達成したスキルなど

を確認しています。 
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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。 

・職員が守るべき法・規範・倫理等は、入職時に配布される「法人職員ハ

ンドブック」に明文化しています。また、運営法人による園長会議では、

経営・事業運営に関する情報が報告され、その情報は、職員会議等で全

職員に周知しています。 

・子どもたちも分かりやすいようにゴミ箱の色を変えて、ゴミの分別・減

量化の取り組みを実施しています。また、エアコン等の節電や節水の取

り組みは、クラス内に取り組み内容を掲示し、必要のない照明や冷暖房

を極力使用しないことを全職員に徹底しています。 

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。 

・保育理念や保育方針は、職員会議や園長面接などで確認し、職員の理解

を深めるように努めています。また、保育日誌を通して保育士の保育観

や保育内容が、園の理念、保育目標、保育姿勢に沿ったものになってい

るか確認しています。 

・園では、保護者懇談会の場で、保護者に保育内容や園生活の決まりを説

明し、定期的に意見交換をしています。また、常日頃からの保護者との

コミュニケーションを大切にし、重要な意思決定についてはもちろんの

こと、各種イベント活動についても、アンケートを実施しています。 

・運営法人主催の主任会議を定期的に開催しています。主任は、日々の会

話や職員間の雰囲気などにより、必要な指導をタイミングよく行えるよ

うに努めています。また園では、次期主任候補としてリーダー保育士を

配置し、計画的な主任育成プログラムを実践しています。 

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。 

・園では、運営法人の理事長や系列園のネットワークなどから、さまざま

な保育・経営情報の収集に努めています。その中でも重要な情報は、運

営法人主催の園長会議で話し合い・検討しています。検討結果について

は、園長が必要に応じて職員会議で説明しています。 

・園では、保育環境の改善・保育内容の充実・家庭支援推進保育事業・人

材育成など、さまざまな内容が記載されている中長期的な事業計画を策

定しています。 
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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 31日～11月 17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    

41.2% （102枚配付、42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、 

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

_________________________________________________________________________________________________________________ 

【結果の特徴】 

・保育園の総合満足度は、９8%です。「大変満足しています」「常に良い保育園にしていこうとし、とても好

感が持てます」との声があります。 

 

・日常保育「遊び」について、①クラス活動や遊びについてお子さんが満足しているか、②子どもが戸外遊び

を十分しているか、③園のおもちゃや教材について、お子さんが自由に使え年齢にふさわしいか、④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満足しているか、の4つの項目で非常に満足度が高く、

すべて95%となっています。その他の項目も満足度が高く、①自然に触れたり地域に関わるなどの園外活

動について、②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、についてはそれぞれ93%が

満足という結果となっています。 

 

・日常保育の「生活」の中でも、特に給食については満足度が高く、①給食の献立内容は98%、②お子さん

が給食を楽しんでいるかは 100%です。その他、③お子さんの体調への気配りについては 95%、④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どうかは93%、となっています。 

 

・施設設備の快適さや安全対策については、①お子さんが落ち着いて過ごせる雰囲気になっているか 95%、

と満足度が高くなっていす。一方、不満足度の高い項目として、①施設設備について 29%、②外部不審者

対策について 33%、が不満足となっています。「施設全体が古い」「建物が暗い感じがします」との声があ

ります。 

 

・その他満足度が高い項目としては、①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

95%、②お子さんに関する重要な情報の連絡体制については 98%、③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 98%、④話しやすい雰囲気、態度であるかどうかについては 95%、が挙げら

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

21.4%

まあ知っている

69.0%

どちらとも

⾔えない

7.1%

あまり

知らない

2.4%

賛同できる

73.7%

まあ賛同できる

23.7%

どちらとも

⾔えない

2.9%
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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 57.1 28.6 2.4 0.0 11.9 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

45.2 38.1 9.5 0.0 4.8 2.4

園の⽬標や⽅針についての説明には 47.6 45.2 4.8 0.0 2.4 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

52.4 42.9 0.0 0.0 4.8 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

57.1 40.5 2.4 0.0 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）

40.5 50.0 4.8 2.4 2.4 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 47.6 38.1 14.3 0.0 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

21.4 64.3 7.1 0.0 7.1 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

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）

54.8 40.5 4.8 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

71.4 23.8 2.4 0.0 2.4 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）

54.8 40.5 0.0 2.4 2.4 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

50.0 42.9 2.4 2.4 2.4 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

52.4 40.5 2.4 2.4 2.4 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

54.8 40.5 2.4 0.0 2.4 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 78.6 19.0 2.4 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

66.7 33.3 0.0 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

57.1 28.6 9.5 0.0 4.8 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

52.4 40.5 2.4 0.0 4.8 0.0

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

40.5 33.3 2.4 4.8 16.7 2.4

お⼦さんの体調への気配りについては 52.4 42.9 2.4 2.4 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

57.1 28.6 7.1 2.4 4.8 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 21.4 45.2 21.4 7.1 4.8 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

42.9 52.4 2.4 2.4 0.0 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

26.2 40.5 16.7 16.7 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

40.5 38.1 16.7 2.4 2.4 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

45.2 45.2 7.1 0.0 2.4 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

64.3 31.0 4.8 0.0 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

45.2 42.9 7.1 2.4 2.4 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

33.3 54.8 7.1 2.4 2.4 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

54.8 42.9 2.4 0.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 50.0 42.9 4.8 0.0 2.4 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

38.1 42.9 14.3 2.4 2.4 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

66.7 26.2 7.1 0.0 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

66.7 31.0 2.4 0.0 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

38.1 38.1 0.0 2.4 16.7 4.8

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

57.1 38.1 0.0 2.4 2.4 0.0

意⾒や要望への対応については 42.9 45.2 2.4 0.0 9.5 0.0

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 47.6%

どちらかと

いえば満⾜

50.0%

どちらかと

いえば不満

2.4%
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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 52.7 95.4
問３ 年間の計画について 35.4 89.0
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 57.5 96.4
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 60.4 94.5
問５ 快適さや安全対策などについて 33.3 78.1
問６ 園と保護者との連携・交流について 48.0 92.0
問７ 職員の対応について 57.6 96.5

※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
.649
.645
.622
.608
.602

※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2：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
問4：クラスの活動や遊びについては
問3：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

 中項⽬

設問項⽬
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

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 17日（水）、12月 19日（金） 

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  さくらんぼ組 

登園時保護者は子どものオムツ交換、体温測定を行い、保育士と一緒に子どもの体調確認を行っています。

子どもたちは保育士が見守る中、気に入っているおもちゃを引っ張り出して遊んだり、本を読んでもらった

りヨチヨチ歩いたりしています。人見知りの強い子どもには保育士がしっかり抱っこをして話しかけたり、

場所を変えて気分を変えるなどして子どもが気分よく過ごせるよう工夫をしています。子どもたちは保育士

たちから褒められたり呼びかけられたりして満足そうな笑顔を返しています。おやつの時間には棚で囲まれ

た小さな空間に２、３人でテーブルに着き、保育士は「カミカミしてね」などと小さな声で話しかけ子ども

たちがスルメをもぐもぐしている様子を見守っています。子どもたちはそれぞれのペースでお茶を飲んだり

おやつを食べたりしています。 

 

●1歳児クラス  ちゅうりっぷ組 

園庭遊びから帰ってきた子どもたちは自分で手を洗い、室内でそれぞれ遊び始めます。保育士は子どもた

ちを見守りながらトイレ誘導を行っています。トイレから帰ってきた子どもは台に座り自分でオムツをはい

ています。保育士は下着が上手く入っていない子どもには「おなかの中に入れさせて」、順番が遅くなった

子どもには「○○ちゃんお待たせしました」などとやさしく声をかけています。 

食事のときには子どもたちはそれぞれエプロンをつけています。保育士は「エプロンできる? お手伝い

していい？」「自分で入れる？」などと子どもの自主性を尊重した声かけを行っています。食がなかなか進

まない子どもに対しては食べることを強制はしませんが、「先生も食べていい?」「先生もお野菜食べようか

な」などと子どもが興味を持つような話しかけをしています。 

食事が終わったらお昼寝です。食べ終わった子どもから順番に部屋の反対側に移動して、パジャマに着替

えます。保育士は子どもを抱っこしたり、布団に横になった子どものおなかをさすったり、本を読んであげ

たりして、眠るまでの静かな時間を過ごしています。 

 

●2歳児クラス  もも組 

朝登園後は室内で自由遊びです。パズルやおままごと、ブロックなどで遊んでいます。保育士に抱っこし

てもらい本を読んでもらっている子どももいます。何をしてよいか分からず走り回っている子どもには、保

育士が「○○ちゃん飛行機作るんだけど、一緒に作らない？」などとさりげなく遊びに誘っています。保育

士は多くの声かけを子どもたちに行うと同時に、子どもたちの気持ちに応えています。子どもたちの「見て

～」という言葉に対して保育士は「すごいね」「よくできたね」「かっこいいね」などと褒めたり、「先生、

パトカー」「先生、タクシー」などの言葉には「駐車場はどこ?」「遊園地はどこ？」などと話をふくらませ

る言葉がけをしています。子どもたちの言い合いの際に保育士は「○○ちゃん、泣いていないでちゃんと言

って」とできるだけ自分の意思で自分の気持ちを相手に伝えることができるように働きかけています。 

食事のときには子どもたちは静かにそれぞれのペースで食べています。保育士は「うさぎさんの好きなこ

れは？」「にんじん」などと楽しく話しかけています。 
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●3歳児クラス  たんぽぽ組 

「当番さんごあいさつどうぞ」「お名前どうぞ」などの分かりやすく優しい言葉から朝の会が始まります。

子どもたちは保育士の「今日は何の日?」という問いかけに対して「糊遊びの日」と答えたり、電子オルガ

ンの演奏に合わせて体を動かしたりと楽しい雰囲気です。保育士から糊の使い方の説明を受けた子どもたち

は、クリスマスツリー、ダイヤモンド、スカイツリーなど思いつくものを自由な発想で色紙を組み合わせて

作っていきます。保育士は子どもの確認をとりながら手助けしています。作り終わった子どもは席を離れ、

部屋の隅にある本棚の前で静かに本を読んでいます。 

食事のときには、同じテーブルに座っている子ども同士いろいろなおしゃべりをしながら楽しそうに食べ

ています。保育士は分かりやすい言葉でそれとなく食事中のマナーを教えています。また家庭と相談しなが

ら子どもの発達に合わせてフォーク・スプーンなどから箸の使用へとつなげています。 

 

●4歳児クラス  ばら組 

登園後、廃材（段ボール、トイレットペーパーやラップの芯など）を利用してさまざまなもの（車、望遠

鏡、飾り物など）を作ることが盛んに行われています。保育士はそれぞれの子どもが持つ想像力で作り上げ

た物を、「すごいね」「かっこいいね」など常に話しかけて褒めています。子どもたちは保育士に褒められる

と得意満面の笑顔を返しています。保育士の「おかたづけしよう」の声かけにより子どもたちは製作中の物

を各自のマークが付いたクリップで留め、飾り棚に置いていきます。「ゴミも拾ってね」「お茶飲んでトイレ

に行ってください」の保育士の言葉で朝の会が始まることを知らせています。朝の会では本日の予定を説明

し、子どもたちにも一日の流れが分かるよう、また自分の行動の予定がたてられるようにしています。 

食事のときには当番が活躍しています。エプロン、三角巾を付けてテーブルにランチョンマットを配って

回ります。保育士の「ごはんどうぞ」の声かけで、子どもたちは当番からご飯やおかずをよそってもらいま

す。当番はそれぞれの子どもが食べたい量を聞いています。好きなものは多く、嫌いなものは少なくよそっ

てもらい、子どもたちはうれしそうです。 

 

●5歳児クラス  ひまわり組 

登園した子どもたちは自由に過ごしています。スズランテープを使って三つ編みを作っている子どもたち

は、丸くして手首に付けたりブローチを作ったり、長くして縄跳びにしたりとそれぞれの個性を発揮してい

ます。 

部屋のコーナーでは数人の子どもたちがお姫様ドレスを着た上に風呂敷、布を使ってよりファッショナブ

ルな格好になり、自分たちのごっこ遊びを楽しんでいます。また新聞を作っている子どももいます。新聞に

興味を持った子どもがのぞき込みに来ると、新聞を作っている子どもは一生懸命説明をしています。保育士

の「時計を見てください。4になったら朝の会始めるからね」の声かけで、子どもたちは片付けを始めます。

朝の会では出欠をとり、休みの人数を確認した上で「ということは今日は何人？」と保育士が問いかけをす

ると「23人です」と子どもたちが一斉に答えています。 

食事のとき、当番の子どもは献立の中に使われている食材カード（わかめ、シラスなど）を、みんなの意

見を聞きながら栄養素ごとに色分けされたボードに貼り付けています。子どもたちが使っているランチョン

マットも栄養素ごとに 4 つに色分けしてあり、普段から栄養バランスが視覚的に分かるようになっていま

す。 

 

●まとめ 

子どもたちは園内や近くにある公園の自然に触れ、のびのびと園生活を楽しんでいます。保育士は子ども

たちの自主性と想像力を尊重し、創造力が養えるよう見守っています。 
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 事業者コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成 20年度に第三者評価を受審し、この度2度目の受審となりました。一人ひとり

を大切に、子どもはもちろんのこと保護者の方々、地域の方々、そして私たち保育者、

皆が愛あふれる中で育ち合っていこうと日々保育をしています。 

全職員で話し合いながら自己評価を進める過程で、日々の保育を振り返り、『勝田保

育園の保育』の根拠について、共通認識を持ち理解を深めあうことができました。また

、評価中は、調査員の方々に温かく保育観察していただき、保育者は緊張感を持ちなが

らもいつも通りの保育を実施することができました。 

評価結果では、安心してゆったり満足して過ごす乳児の姿、主体性・創造性を発揮す

る幼児の姿、そして職員間のチームワークの良さ等、多くの視点で高評価をいただいた

ことを嬉しく思います。日頃の積み重ねが認められ、今後も継続し、更なる保育の質の

向上を目指そうと職員間で、語り合うこととなりました。 

また、保護者の方々にはお忙しい中アンケートにご協力いただきありがとうございま

した。温かいご意見が多く、大変勇気づけられました。寄せられたご意見から気づくこ

ともたくさんあり、これらの意見を真摯に受け止め更に信頼される園になるよう努めて

まいります。 

末尾になりますが、評価機関の皆様に丁寧に客観的に評価していただき感謝申し上げ

ます。これからも地域に愛される、より質の高い保育を提供し続ける保育園であるよう

職員一同努力してまいります。 
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