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【評価実施概要】 

 

事業所名 社会福祉法人 葵友会 オハナ鶴ヶ峰保育園 

事業所への報告書提出日 2015年 3月 18日  （評価に要した期間）8か月 

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 正規職員、クラス担当非常勤職員で一人ひとり自己評価を記入。 

② 各個人が記入したものをもとに、グループごとに担当領域を決め、

意見交換をしながら1項目ずつ確認し領域ごとにまとめた。 

③ その結果を職員会議・園内研修において、正規職員全員で協議・合

意してまとめた。 

実施期間 

2014年 7月～12月 

2、利用者家族アンケート調査 ① 全園児の保護者（45 世帯）に対して、保育園側からアンケート用

紙を手渡しで配布した。 

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 9月 16日～ 9月 30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。園長にヒアリング。 

実施日 第 1日：2015年 1月 19日 

    第 2日：2015年 1月 26日 

[第 2日] 

午前：朝は登園の様子を観察。その後、園長にヒアリング。 

午後：各クラス担任保育士3名、栄養士1名、非常勤保育士1名、 

主任に順にヒアリング。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。 

※当保育園は調査日現在0～2歳児のみの保育で、幼児が在籍していませんで

したので、利用者本人の聞き取り調査は実施せず、保育観察のみ行いました。

実施日 第 1日：2015年 1月 19日 

    第 2日：2015年 1月 26日 
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 総合評価  

 

【施設の概要】 

オハナ鶴ヶ峰保育園は、相鉄線「鶴ヶ峰」駅から徒歩 2 分の駅前に位置します。付近には緑道や公園、

駅前商店街などがあり、自然と近隣地域の人との触れ合いができる地域です。 

当園は、乳児保育園（0、1、2歳児クラスのみ）ですが、幼児（3、4、5歳児）の送迎保育ステーショ

ンとして、周辺の保育所へバスで送迎する拠点となっています。なお、来年度（平成27年度）からは、0

歳児から5歳児までの乳幼児保育園として運営していく予定です。 

施設は2階建てで、1階部分の中央に吹き抜けの中庭を備え、0歳から2歳までの保育室、送迎保育室、

一時保育室・調理室・事務室があります。また、2 階には保護者相談室と職員室があります。施設横には、

遊具を備えた園庭があります。 

  当園は、2012（平成 24 年）4 月 1 日に開園した新しい保育園です。定員は 0～2 歳児で 45 人、開

園時間は、平日は午前7時～午後9時、土曜日は午前7時～午後6時です（延長保育時間含む）。 

  運営法人は、社会福祉法人葵友会です。法人では、当園のほかにも「オハナ上永谷保育園」と「オハナ新

羽保育園」を運営しています。 

保育目標は「いきいきと、心豊かに 育つ子ども」としています。また、保育の基本方針は「あたたかく

見守る保育」・「自分らしく自らの力を発揮できる環境を用意する」を掲げています。 

 

 

●特長・優れている点 

【1】子どもたちは、保育士にあたたかく見守られながら、安心して過ごしています 

0 歳から 2 歳までの乳児期の保育をしているため、3 クラスとも保育士と子どもたちとの一対一のかか

わりを大切にしています。保育士は、ゆったりと穏やかな雰囲気で子どもたちにたくさんの言葉がけを行い

ます。お食事中には、「お腹すいたね、待っててね」、おむつ替えのときは「嫌だったね、大丈夫だよ」、子

ども同士がぶつかってしまったときには「イタイイタイになっちゃうよ」など、優しい言葉が保育室に溢れ

ています。子どもたちはたくさんの言葉を受けて、満足そうにしながら安心して園の生活を過ごしています。 

また、保育士は子どもたちと寄り添うことを大切にしています。保護者と離れるときには、子どもが悲し

い気持ちにならないように寄り添い、午睡のときに寝付けない子どもには、眠るまでずっと背中をトントン

したり、抱きかかえてゆらゆらしてあげています。遊びのときには、「すごいね」「車が好きなんだね」とで

きる限りのかかわりをしています。 

このような保育士による一対一の丁寧なかかわりと穏やかであたたかい見守りは、基本方針に沿った保育

を実践することにつながっています。 

 

【2】主任クラスの人材育成プログラムと丁寧な人事評価制度が構築されています 

運営法人では、1年間の「上級者プログラム」という主任以上の役職者を対象にした研修制度を用意して

います。そこでは、役職者に必要な能力や役割について、座学や課題を提出しながら学んでいます。その結

果、主任クラスの計画的な育成を目指し、さらに職員のやる気や保育の質の向上を図ることにつなげていま

す。 

また、園長は職員に対して、個人面談を年 2 回実施しています。その際に使用する「年度別評価表」に
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は、一般職と役職者用の標準行動とモデル行動が示されています。その他にも、「職員自己評価表」では、

個人目標を設定し、子どもの発達状況、保護者に対する支援、組織の中での役割などについての具体的な取

り組みに対するチェックも行われています。さらに、「保育士のための自己評価チェックシート」では、保

育理念・子どもの発達状況（養護・健康・食事・人間関係・環境・言葉表現など）・保護者に対する支援（子

どもの成長の喜びを共有・保育内容の説明・地域開放など）・保育計画と内容の自己評価と、さらに詳しい

日常保育の実践内容をチェックしています。 

評価表を活用しながら、園長と職員が個人面談を実施することにより、スキル・能力を確認し、今後学び

たいテーマ・学ぶべきテーマを明らかにすることができます。 

 

 

●今後の取り組みが期待される点 

【1】常勤職員だけでなく非常勤職員に対する、より一層の情報伝達・研修体制の確立を 

開園 3 年目の新しい保育園であるため、これまでは常勤職員に対する研修や人材育成に注力し、職員会

議も主に常勤職員による情報共有・意見交換の機会となっています。そのため、非常勤職員に対する情報発

信・共有や研修体制は、常勤職員ほど十分とはいえない状況です。 

今後は、非常勤職員を含めた全職員参加による話し合いの機会を設けること、さらに非常勤職員が日常的

に意見を言える機会をより多く設けることなどが望まれます。また、外部研修で学んだことを園内研修に発

展させ、非常勤職員を含めた全職員参加の学びの場を提供することを通して、非常勤職員を含めて資質向上

に努めていく体制となることが期待されます。 

 

【2】各種マニュアルの整備と見直しを 

園ではマニュアルとして、行政機関等が発行しているガイドラインを準用するなどしていますが、園独自

のマニュアルとしての作りこみはされていないこと、職員全員に周知していないこと、見直しにあまり職員

がかかわっていないことが課題として挙げられます。 

開園から、日々の運営を最優先事項としていたことにより、マニュアル整備については進捗が予定より遅

れている状況です。 

当園の運営法人は、他に 2 つの保育園を運営しているため、法人の経験やノウハウを生かしながらマニ

ュアル整備を進め、さらに園独自のマニュアルの作成を全職員がかかわりながら進めていくことにより、よ

り良い日常保育の実践につなげていくことが期待されます。 

 

【3】園の専門性を活かした地域子育て支援の実現を 

開園3年目ということもあり、地域の施設としての取り組みは今後の課題です。 

園では旭区こども家庭支援課や横浜市西部地域療育センターなどと連携をしていて、地域からの育児相談

に応える体制を整えています。また、地域住民への園庭開放は月 2 回実施しているものの、利用者数はま

だ少数にとどまっています。今後は地域からの子育て支援ニーズを把握するとともに、地域に向けた育児相

談事業を積極的に展開することが課題となっています。 
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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。 

・保育目標を「いきいきと、心豊かに育つ子ども」としていて、利用者本

人を尊重したものとなっています。 

・保育課程の作成は、子ども一人一人のおかれている環境を理解し、長時

間保育へのニーズや保護者支援の対象になる家庭への配慮など、就労状

況や実状を考慮しながら作成しています。 

・指導計画は、まず保育・年間目標を掲げ、子どもの姿・ねらい・行事・

養護・教育・食育・環境構成と援助・家庭や地域との協同などの区分ご

とに丁寧に作成しています。また、子どもたちには、言語だけではなく

身振りや表情で直接伝えることを大切にし、子どもの様子や意思をくみ

とれる柔軟性を持たせた計画となっています。 

 

【課題・望まれる点】 

・保育方針や目標について、職員採用時に一人一人説明し、毎年の園長面

談で確認していますが、非常勤職員に対しては、説明が十分にされてい

ません。 

・保育課程を開園当初に園長が作成し、その後具体的な子どもの姿につい

て正規職員と話し合いを行っています。今後の保育課程の見直しについ

ては、非常勤職員を含めた全職員がかかわりながら行っていくことが望

まれます。 

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。 

・入園説明会後、保育士と保護者間で個別面接を実施しています。また、

入園の際には、児童票・保健記録・緊急時連絡表を記入してもらい、出

生前からの様子や既往歴、家庭の様子などを把握しています。 

・短縮保育（ならし保育）の有無や期間については、子どもの様子や保護

者の就労状況など家庭の事情を十分に考慮し、個別に相談しながら柔軟

に対応しています。0、1歳児の新入園児については、個別に主担当保

育士を決めていて、担当保育士は子どもとの愛着関係がしっかり築ける
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ように心がけ、子ども一人一人に対応できるように職員配置を手厚くし

ています。 

・職員会議などで、「発達経過記録」をもとに子ども一人一人の発達の状

況や日常の様子を話し合い、指導計画の作成・評価・見直しに反映して

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。 

・清掃担当者は当番制で、保育士一人一人が、常に施設内や中庭、テラス、

園庭が清潔に保たれるように意識しています。また、各保育室に、温・

湿度計を設置し、適切な温湿度管理を行っています。 

・沐浴設備・温水シャワー設備があり、清潔に保つため、毎日の清掃と使

用後の消毒を行っています。 

・子どもたち一人一人の発達過程にあわせて、子どもの状態を考慮しなが

ら、敷物・仕切りなどを利用して小さな空間または居心地のよい空間を

提供しています。また、保育室内は、着替えや遊ぶコーナーを敷物や手

作りのパーテーションで区切るなどの工夫をしています。 

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

に応じた対応をし、その記録があ

るか。 

・子ども一人一人について、個別指導計画（ねらい・子どもの姿・評価・

反省・保育士とのかかわりなど）を作成しています。その内容は、クラ

ス会議や職員会議などで話し合い、変更・見直しは、子どもの発達状況

に合わせて、その都度行っています。 

・子どもや家庭に関する基本的な情報は、入園時に提出される児童票で把

握し、個別にファイルし管理しています。また、入園後の子どもの成長

経過は、発達記録表および発達経過記録表にて記録し、管理しています。

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。 

・障がい児保育実施園として案内しています。特に配慮を必要とする子ど

もについては、職員会議やケース会議で話し合いを行い、記録していま

す。また、運営法人の系列園による園長会議では、特に配慮を要する子

どもへの対応に必要なノウハウや情報などの共有をできる仕組みがあり

ます。 

・園では、車いすを使用する障がい児にも対応できるように、バリアフリ

ー・トイレ設備を備えています。また、障がい児には年齢の枠にとらわ

れることなく、担当保育士を配属する体制を整えることとしています。

・虐待の早期発見に向け、他園や児童相談所と連携を図る仕組みがありま

す。また、虐待が明白になった場合や虐待が疑われる場合は、児童相談

所や旭区こども家庭支援課などの専門機関と連携をとりながら、通報・

連絡・相談できる体制を整えています。 

・アレルギー疾患についての対応マニュアルを備えています。除去食を提

供するときは、専用のトレイ・食器を使い、配膳時などに複数の職員が
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チェックをし、誤食のないように努めています。 

・外国籍の子どもに対しては、文化や生活習慣の違いを尊重し、柔軟な対

応をしています。例えば、家庭内で食事を手で食べている場合などは、

無理にスプーンを使うことをせずに、保護者と連携しながら対応するよ

うにしています。 

 

【さらに望まれる点】 

・園では、配慮を要する子どもの対応に必要な最新の情報を、横浜市西部

地域療育センターや横浜市旭区こども家庭支援課、運営法人系列園など

から得ています。今後はさらに、非常勤職員を含めた全職員が会議や園

内研修で話し合い、情報を共有していくことが望まれます。 

・園として虐待への対応マニュアルを作成し、定義や関係機関への通告方

法などを書面化していくことが望まれます。 

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）受付責任者を主任、解決責任者を園長とし、玄関に掲示

して保護者に説明・案内しています。また、第三者委員に対して、保護

者が直接苦情（相談事）を申し立てられるような仕組みを確立していま

す。 

・利用者からの苦情解決の取り組みに関するマニュアルを備えています。

保護者からの要望や苦情については、職員会議で「内容」「対応または

対処」「今後の対処方法」と段階を踏まえて話し合い、検討・共有して

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、

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、

・おもちゃや絵本などは子どもの年齢に合わせたものを準備し、子どもの

目線の高さに合わせ、種別してわかりやすく置いています。クラスごと

にパーテーションやマットで仕切りをして、子どもたちが落ち着いて自

由に遊べるようにしています。 

・子どもたちはイメージが広がるようなおもちゃで、おままごとやお店屋

さんごっこなど自由な発想で遊び、保育士も一緒に遊んだり言葉かけを

して子どもが興味や関心を持てるように援助しています。 

・カード遊びなど簡単なゲームを集団活動に取り入れ、子どもの自由な発

想を受け止めています。一斉活動で1歳児は、みんなで絵具を使いなが

ら個性が発揮できるようなボディペインティングをしたり、年齢に応じ

た遊びを取り込んでいます。 
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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。 

・子どもたちは花を植えたり野菜の栽培をしています。カタツムリの飼育

もしていて、世話をする気持ちや収穫を喜ぶ気持ちが育つような体験を

しています。 

・近隣の自然に恵まれた公園へお散歩に行ったり、地域の方々とはあいさ

つを交わしたり、商店見学にもいきます。 

・変身ごっこやリズム遊びなど、子どもが年齢に合わせた身体表現を楽し

んだり、体験したことを自由に表現できる時間を設けています。 

・遊びの中での子ども同士のけんかなどは、保育士が子どもの年齢に合わ

せて見守り、簡単で分かりやすい言葉で仲立ちしています。 

・保育士は子どもと話すとき、目を合わせながら一人一人に話しかけてい

ます。 

・天候や気温に合わせて近隣への散歩や園庭遊びを行っています。紫外線

対策として日除けのついた帽子をかぶり、虫よけには保育士手作りのア

ロマオイルスプレーを使用しています。 

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。 

・授乳や離乳食は、時間がかかっても子どものペースに合わせて一対一で

対応しています。 

・子どもの食べやすい方法で、食べたい気持ちを大切にしています。 

・保育士も子どもと一緒に食事をして、言葉かけするとともに共感しなが

ら食べる意欲や行動の手本になるようにしています。 

・保育士が子どもの前で配膳をしたり、１歳児からは自分の食器の片付け

をしています。 

・子どもが収穫した野菜を献立に盛り込んだり、行事食には飾り切りなど

もして、子どもが見て楽しく食べたいと思えるようにしています。 

・遊びの場と食事の場を分けていて、食事の場としての雰囲気を演出して

います。今後テーブルクロスを取り入れることも検討しています。   

・食器や食具は、子どもの年齢に合わせたものを無理のないように取り入

れています。 

・喫食状況や残食から子どもの好き嫌いを把握し、調理法や盛り付け方を

工夫しています。 

・保護者に、献立表や園で提供しているメニューレシピを載せた給食だよ

りを配布しています。 

・保護者に園での食事を知ってもらうための試食の機会を設けています。

・午睡時は明かりを落とし、安心して眠れるように保育士がそばについて

います。眠くない子どもも休息がとれるよう布団で横になり保育士が見

守ります。0歳児から1歳児までは呼吸チェックも行っています。 

・おむつ交換やトイレットトレーニングは子ども一人一人に合わせ、保育

士も情報交換しながら対応しています。おもらしのときには、自尊心を

傷付けないよう声をかけ、安心して着替えができるようにしています。
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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。 

・保育士は健康台帳や保健記録票をもとに、子どもの健康管理をしていま

す。情報は職員間で周知しているほか、保護者には連絡帳や送迎時に伝

えています。 

・２歳児の後半より、子どもが興味を持てるように本などを使いながら、

食後の歯磨き指導をしています。 

・園児健診や歯科健診の結果は保健記録票に記録し、書面で保護者へ伝え

ています。 

・感染症に関するマニュアルがあり、入園時に感染症の対応などを保護者

へ説明しています。保育中に発症したときは保護者の事情も考慮して対

応しています。園内で感染症が発生中の場合、保育室のポスター掲示や

送迎時の会話により、保護者へ情報提供をしています。 

 

【さらに望まれる点】 

・子どもの健康管理に関するマニュアルは作成中です。全職員が基本に沿

った対応をするためにも、早めにマニュアルを作成することが望まれま

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を整備しており、清掃などは一日の流れが書面化さ

れ、清潔で適切な状態を保つようにしています。 

 

【課題・望まれる点】 

・感染症などの予防や対応策などが常に進歩しているので、マニュアルの

定期的な見直しをすることが望まれます。 

・嘔吐処理方法の職員実技研修は行われていますが、マニュアルに従って

適切な対応をするために、マニュアルの内容全体を全職員が共有するこ

とができる研修などを実施することが望まれます。 

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。 

・地震などを想定し、転倒防止のために、棚や設置家具の下にゼリーを敷

くなどの安全対策をしています。 

・緊急時メール配信システムを導入し、毎月いろいろな場面の訓練をして

います。 

・事故対応マニュアルに基づき、事故やケガが発生した場合には、速やか

に保護者や関係機関等に連絡して対応しています。 

・子どものケガについては、園長や主任に報告し、記録しています。保護

者へは状況や様子を丁寧に報告しています。 

・不審者等の侵入防止策として、玄関は施錠しインターホン対応をしてい

るほか、園庭入口も施錠しています。 



9 
 

・不審者などに対する緊急通報体制はリスト化しており、不審者情報等は

区やスクールポリスネット等から得られる体制になっています。 

 

【課題・望まれる点】 

・各クラスに安全管理マニュアルが設置されていますが、まだ全職員に周

知されていないため、周知方法を検討して全職員に周知されることが望

まれます。 

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。 

・子どもの人格尊重の研修を全職員が受け、認識もしています。子どもの

気持ちをくみ取れるように、一人一人の性格を理解し、ミーティングで

個別の対応についても話し合いながら、言葉がけをしています。 

・子どもたちは、遊びの場の仕切りを利用して、友達や保育士の視線を意

識することなく自由に遊んでいます。また必要に応じて、空いている部

屋や受付事務所を子どもと話をする場所にしています。 

・守秘義務については入職時研修で全職員に周知しています。写真などの

個人情報の取り扱いも、保護者に説明し書面にて承諾を得ています。 

・役割などは子どもの意思や自主性に任せ、持ち物や服装などでも性別に

よる区別をすることなく個人を尊重し、職員間での振り返りもしていま

す。 

 

【さらに望まれる点】 

・タグやネームプレートで無意識に男女の色分けをしていることに気づい

た事例があります。今後は園としての方針を明確にし、職員間での話し

合いを予定しています。 

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。 

・園のしおりや、パンフレットに保育方針や園目標を明記し、入園時や懇

談会で保護者へ説明をしています。また保育方針等は、子どもの姿や取

り組みの形として、おたより等に文章として盛り込み理解されるよう努

力しています。 

・保護者とは連絡帳で情報交換し、送迎時に口頭で子どもの様子などを伝

えています。 

・個人面談は期間を設けて実施するほか、随時、保護者の事情や意向を踏

まえた対応をしています。 

・保護者からの相談には別室で対応し、必要に応じて相談や面談時に園長

や経験者が同席しその場で助言できる体制を作り、継続的にフォローし

ています。 

・行事予定や保育内容を載せた園だよりを毎月発行しています。懇談会で

は子どもの様子を伝えたり、活動写真の掲示や販売もしています。 

・次年度年間行事計画の配布や行事についての保護者アンケートも実施し、
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保護者が予定を立てやすいようにしています。 

・保護者主催の卒園謝恩会に場所の提供などをし、職員が参加して交流し

ています。 

 

【課題・望まれる点】 

・保護者に対して、保育方針が理解されるための取り組みを行っています

が、理解度の把握までには至っていません。アンケートなどを利用して、

その把握に努めることが望まれます。 

・保護者がいろいろな形で情報を得られるように、園内にその日の保育の

様子を知らせる情報掲示をすることが望まれます。 

 

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。 

・地域からの園に対する要望を把握するために、行事や育児講座の参加者

からアンケートを取っています。 

・地域子育て支援として、一時保育や地域の親子との交流保育、園庭開放

等を行っています。 

・地域子育て支援拠点と連携して「トイレットトレーニングって？」等の

講習会を行っています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園庭開放時の相談事業や、園長会を通して地域のニーズを知る機会はあ

りますが、まだ開園3年目ということもあり地域支援の取りくみの実績

も少なく、十分に地域のニーズを把握するには至っていません。相談記

録を残したり、関係機関や他施設との検討会、職員間での話し合いなど

を行うことが望まれます。 

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。 

・月 2回の園庭開放時に育児相談を実施し、情報提供もしています。 

・ブログ、区のチラシ、園入り口前の掲示板、自治会ポスター掲示等によ

り、保育所の情報提供に努めています。 

・関係機関との連携担当者が決められていて、必要なことは職員全体に発

信し、周知しています。関係機関等とは、定期的な巡回相談や保健師相

談、必要に応じてケース会議を行うなど、日常から連携がとれる体制と

なっています。 
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【課題・望まれる点】 

・育児相談については週1回以上、定期的な相談日を設けて対応すること

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。 

・地域住民や近隣の園児を夏祭りの行事に招待するなど交流を図り、園を

知ってもらう取り組みをしています。町内会の避難訓練に職員が参加し、

夏には小学生の体験ボランティアを受け入れています。 

・乳児のみの保育園のため学校教育との具体的な連携は図っていませんが、

幼保小交流連絡会に園長が参加しています。 

・行事の際に近隣の方へあいさつをしたり、招待しています。近隣の保育

所や子育て支援施設と協力して、講座や遊び広場を開催し交流していま

す。 

・地域の人たちとは、散歩の途中であいさつをしたり、商店見学、給食食

材の発注、子どもたちと買い物をする際などに交流しています。 

 

【課題・望まれる点】 

・絵本の貸し出しを検討していますが、地域への施設開放や備品の貸し出

しの実績はありません。 

・子どもたちは、これまで地域の文化施設やレクリエーション施設を利用

する機会がありませんでしたが、今後は、そうした機会を設ける取り組

みが望まれます。 

・子どもが地域行事等に参加できるように地域と連携を図り、保護者へ情

報を発信するなど検討が望まれます。 

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。 

・ブログや関係機関でのパンフレット設置などで情報発信をしています。

・利用希望者の問い合わせ担当が決まっており、また担当者の不在時にも

対応できる体制を作っています。 

・問い合わせ時に見学の案内をし、できるだけ見学者の希望を取り入れて

対応しています。見学時にはパンフレットを用いながら詳細を説明して

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。 

・ボランティアの受け入れは園長が担当し、小学生の体験ボランティアを

受け入れたときには、記録を整備し、感想も聞いています。 
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(2) 実習生の受入れを適切に行って

いるか。 

・実習生受け入れにあたり、マニュアルに基づいて職員や利用者に説明し

ています。受け入れの担当者が決められており、受け入れ時の記録も整

備されています。最終日には反省会を持ち、感想や今後のアドバイスな

ど意見交換をしています。 

 

【課題・望まれる点】 

・ボランティア受け入れについて広く広報しているわけではないので、受

け入れ実績は少ない状況にあります。 

 

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。 

・園長は運営法人本部の人事担当者と相談しながら、保育運営に必要な人

材を確保するように努めています。保育士の欠員補充は、適切なタイミ

ングで迅速に行っています。 

・園長が研修担当であり、各職員の資質向上に向けた計画作りを行うとと

もに、各職員の研修ニーズにも配慮しています。また、園内研修を定期

的に開催しています。本年は接遇研修や自己評価の取り組みを実施して

います。なお、研修に出席できない職員は、研修の記録をいつでも見る

ことができるようにしています。 

・就業規則や職員の行動指針などが記載されているマニュアルを各クラス

に備えていて、常勤職員・非常勤職員問わず、いつでも見ることができ

るようにしています。 

 

【課題・望まれる点】 

・保育理念・方針・目標に沿った人材を育成するための、人材育成計画の

策定が望まれます。 

・非常勤職員と常勤職員の資質向上への取り組みに偏りがあるため、今後

は、非常勤職員・常勤職員を区分けせずに研修の参加を呼びかけ、全職

員が同様に資質向上に努めていくことが望まれます。 

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

・園長が行う年2回の個人面談では、自己評価表を活用しながら、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

どを丁寧に評価しています。また、職員会議やケース会議等で保育技術

について話し合われ、資質の向上が図られています。不審者対策のため

のインターホン導入や誤食をしないための対応など、系列園のよい事例

などを踏まえて、さまざまな意見交換や意識統一・情報共有を行うよう
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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。 

に努めています。 

・職員の自己評価表では、年度目標や発達援助・保護者支援・組織の中で

の役割などについて個人ごとに目標を設定し、振り返りを行っています。

・保育士等の振り返りの結果をもとに、必要に応じて園としての気付き・

改善点について話し合っています。 

 

【さらに望まれる点】 

・保育理念・方針・目標等に沿って園全体の自己評価を実施し、それを公

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。 

・職員会議等では、保育内容や業務改善の提案を積極的に行われています。

園長と主任は、日々保育室を見回り、現場で保育士の意見を聞くことや

園全体の雰囲気を把握することを心がけています。なお、年2回の園長

面接にて、職員の意見・要望・満足度を把握するよう努めています。 

 

【課題・望まれる点】 

・自己評価チェックシートや自己評価表では、職員の全般的な行動基準は

示されているものの、園長・主任・クラスリーダー・保育士・栄養士・

調理員それぞれの業務内容や経験・能力に応じた期待水準が明文化され

るまでには至っていません。今後は明文化していくことが望まれます。

 

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。 

・入職時に、就業規則の抜粋や職員行動指針、子どもの健康観察などの規

範等の読み合わせや説明を行っています。 

・園では、ゴミの分別・減量化・資源回収に努めています。また、横浜市

のエコ保育所として認証を受けています。 

 

【課題・望まれる点】 

・経営・事業運営に関する情報を積極的に公開することが望まれます。 

・環境への取り組みや考え方について、職員は理解しているものの、園と

して明文化するまでには至っていません。 

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。 

・保育理念・方針・目標は明文化したものを職員に配布しています。また、

入職時および年度初めの職員会議の場で、読み合わせを行っています。
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(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。 

・重要な意思決定事項の理由や経過・目的については、職員会議で共有し、

必要に応じて保護者説明会を開催しています。 

・法人主催による上級者向けの研修プログラムがあり、園長・主任クラス

職員の育成の機会となっています。主任は、フリーの立場で全職員とコ

ミュニケーションを図りながら、全体と個々の職員の業務状況を把握し

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。 

・園長は、旭区の園長会・児童相談所・運営法人本部などから、さまざま

な保育・経営情報の収集に努めています。また、一時保育の受け入れや

送迎保育ステーションの事業運営などの重要な情報は、職員会議や担当

保育士と話し合い、検討しています。 

・外部環境の変化を勘案しつつ、今後のサービスや運営のあり方を検討し

ています。なお、運営法人の事業運営については、会計士などの外部機

関の専門家から、意見・助言を取り入れています。 

 

【課題・望まれる点】 

・園の中長期的な計画や目標は現在策定されておらず、運営法人本部が主

導して策定中の段階にあります。 
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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 9月 16日（火）～ 9月 30日（火） 

●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    

44.4% （45枚配付、20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」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、「満足」と「どちらかといえば満足」を合わせると、95%です。「全体としてとて

も満足しています」「本当に感謝しています」との声があります。 

 

・日常の保育「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、③自然に触れたり地域に関わるなどの園外活動

について満足しているか、④遊びを通じて保育者との関わりが十分もてているか、⑤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5つの項目で極めて満足度が高く、すべて100%と

なっています。その他の項目も満足度が高く、①子どもが戸外遊びを十分にしているかについて、95%が

満足という結果となっています。 

 

・日常の保育「生活」についても、非常に満足度が高く、①給食の献立内容について、②お子さんが給食を楽

しんでいるか、③衣類の着脱や手洗いなどの基本的習慣の自立に向けての取り組みについて、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の4つの項目はすべて95%です。 

 

・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が 95%、

②施設設備について満足しているかは90%、③感染症の発生状況や注意事項などの情報提供について満足

しているかは90%と、満足度が高くなっていす。一方、園庭に関する意見として、「庭が小さい」「もう少

し園庭が広ければ」との声があります。 

 

・その他、極めて満足度が高い項目として、①年間の保育や行事についての説明、②送り迎えの際のお子さん

の様子に関する情報交換、③あなたのお子さんが大切にされているか、④あなたのお子さんが保育園生活を

楽しんでいるかの4つの項目は100%の方が満足していると回答しています。一方、比較的不満のある項

目としては挙げられるのは、①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で、20%の方

が不満と回答しています。 



■ 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

20.0%

まあ知っている

40.0%

どちらとも

⾔えない

10.0%

あまり知らない

25.0%

無回答

5.0%

賛同できる

100.0%
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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 55.0 20.0 0.0 0.0 25.0 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

60.0 35.0 5.0 0.0 0.0 0.0

園の⽬標や⽅針についての説明には 40.0 35.0 15.0 0.0 10.0 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

55.0 25.0 10.0 5.0 5.0 0.0

保育園での１⽇の過ごし⽅についての
説明には

55.0 35.0 10.0 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）

55.0 30.0 10.0 0.0 5.0 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 45.0 55.0 0.0 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

45.0 50.0 0.0 0.0 5.0 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

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）

60.0 40.0 0.0 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

70.0 25.0 5.0 0.0 0.0 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）

65.0 35.0 0.0 0.0 0.0 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

60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 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

60.0 40.0 0.0 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

65.0 35.0 0.0 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 85.0 10.0 0.0 0.0 5.0 0.0
お⼦さんが給⾷を楽しんでいるかにつ
いては

85.0 10.0 0.0 0.0 5.0 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

60.0 35.0 5.0 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

60.0 35.0 5.0 0.0 0.0 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

35.0 15.0 10.0 5.0 30.0 5.0

お⼦さんの体調への気配りについては 65.0 25.0 10.0 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

60.0 25.0 10.0 5.0 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

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 60.0 30.0 5.0 0.0 5.0 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

70.0 25.0 5.0 0.0 0.0 0.0

外部からの不審者侵⼊を防ぐ対策につ
いては

50.0 25.0 5.0 5.0 10.0 5.0

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

60.0 30.0 10.0 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

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

40.0 40.0 20.0 0.0 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

40.0 45.0 10.0 0.0 0.0 5.0

園の⾏事の開催⽇や時間帯への配慮に
ついては

55.0 35.0 10.0 0.0 0.0 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

50.0 50.0 0.0 0.0 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

55.0 40.0 5.0 0.0 0.0 0.0

保護者からの相談事への対応には 45.0 35.0 10.0 0.0 10.0 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

55.0 30.0 5.0 5.0 5.0 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

75.0 25.0 0.0 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

90.0 10.0 0.0 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

65.0 10.0 5.0 0.0 20.0 0.0

話しやすい雰囲気、態度であるかどう
かについては

60.0 35.0 0.0 5.0 0.0 0.0

意⾒や要望への対応については 60.0 30.0 0.0 0.0 5.0 5.0

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 80.0%

どちらかと

いえば満⾜

15.0%

不満

5.0%

22



【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 58.1 90.3
問３ 年間の計画について 46.2 100.0
問４ ⽇常の保育内容 「遊び]について 63.3 99.2
問４ ⽇常の保育内容  「⽣活」について 68.3 91.7
問５ 快適さや安全対策などについて 63.0 92.0
問６ 園と保護者との連携・交流について 50.0 90.4
問７ 職員の対応について 74.6 97.8

※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
.829
.808
.706
.666
.666

※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
問2：⼊園前の⾒学や説明など、園からの情報提供については
問4：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

 中項⽬

設問項⽬
問2：⾒学の受け⼊れについて
問4：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

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：1月 19日（月）、1月27日（火） 

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 

0歳児では月齢が上がってきていることもあり、1歳児に近い子どもの生活リズムで保育をしています。0歳

児の朝は、保育士のそばでハイハイや、よちよち歩きの子どもも安心して自由遊びをしています。保育室は遊び

と食事のスペースが仕切られています。子どもたちは保育士が広げた絵本をのぞいたり、歌や手遊びを始めると、

全身を使ってリズムをとり遊びます。 

おやつの時間には保育士がやわらかい人参スティックの入った皿を並べると、子どもたちは手づかみやフォー

クで食べ始めます。保育士は「人参さん、おいしいね、もぐもぐ」、麦茶を渡すときも「○○ちゃんどうぞ」と、

一人一人の顔を見て気を配りながら分かりやすい短い言葉をかけます。 

天気の良い日は、1歳児がお散歩に出かけたあとに0歳児も散歩に行きます。子どもたちは散歩から帰ると、

保育士に手伝ってもらいながら手を洗います。身体を使って遊んだ子どもたちの中には、ぐずり始める子どもも

います。保育士が「お腹すいたね、待っててね」と歌や手遊びで、子どもの気を和ませます。 

昼食の時間は、保育士の声で始まり、スプーンや手で食べる子それぞれが食べやすいように保育士が手伝いな

がら、子どものペースで食べ終わるまで見守ります。離乳食の子どもの食事は別のトレーに用意され、保育士が

一人ついて少しずつ口へと運びます。子どもが自分で手を出せるときは、自分で食べたいようにしています。離

乳食中の子どもは、食後授乳があります。ほとんどの子どもが遊びのスペースに戻ったころ、保育士が抱いて子

どもの目を見ながら一対一で授乳しています。 

子どもたちが食事を終える前に、遊びの場には布団が敷かれ、カーテンも引き、明るさの調整がされて午睡の

準備は整っています。子どもたちはおむつを交換してもらい、布団に横になります。おむつが濡れてしまってい

た子どもには、「嫌だったね、大丈夫だよ」と保育士が声をかけながらお尻を洗っています。おむつが濡れてい

ない子どもは、1歳児のトイレを借りて座ってみます。1歳児の保育士に「座ったの、偉いね」と褒めてもらい

うれしそうです。布団に横になった子どもたちは、自分の布団の上であっという間に眠りにつきます。なかなか

寝付かれない子どもは、保育士に背中をトントンしてもらいながら午睡に入ります。 

 

●1歳児クラス 

 1 歳児の朝は、保育士の周りに集まり、手遊びや音楽に合わせて踊ったりしています。登園して泣いている子

どもは保育士に抱かれています。保育室は遊びと食事のスペースに仕切られ、遊びの場はマットごとに絵本、ブ

ロック、ままごと、車のレールなど違う遊びをしています。 

おやつの時間には、保育士が「エプロンどうぞ」と箱を差し出し「○○ちゃんのはどーれだ？」と子どもに自

分のエプロンを見つけてもらい、子どもたちの前でおやつを取り分けていきます。1歳児はフォークを使って食

べています。子どものペースを乱さないように保育士がそばで見守ります。 

この日の散歩では商店街を抜け、橋のところで川にいるカルガモを見ながら公園まで行きます。途中出会った

人に手を振ったり、保育士は「こんにちは」とあいさつしながら歩いています。大きな公園では設置遊具の少な

い広場を選び、保育士が持ってきた何色ものフラフープを転がし追いかけて走りまわったり、電車ごっこをして

遊びます。フラフープの取り合いになると、保育士が「○○ちゃんが使っていたよね、ごめんね」、もう一人の
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子どもに「今、○○ちゃんが使っていたよね、待っててね」「○○ちゃんに、貸してって言ったかな？」と両方

に声をかけています。子どもたちは疲れてくると、砂利を集めておにぎりにしたり、見立て遊びもしています。 

散歩から帰ると手洗いやトイレットトレーニングをしています。子どもは新しいおむつを自分で箱から取り、

順番を待ちながらトイレを使いおむつを替えます。できるだけ自分で行えるように保育士が見守ります。 

昼食は保育士も子どもたちの間に入り「今日はお魚だよ」「おかわりあるよ」と声をかけながら一緒に食べま

す。アレルギーのある子どもはとくに保育士がそばについて食べるようにしています。 

遊びのスペースだったところでは午睡の準備が整っていて、着替えのすんだ子どもから布団の上に横になりま

す。あっという間に寝てしまう子、保育士にトントンしてもらいながら寝付く子、そして泣いて寝られない子は

保育士に眠るまで横抱きにしてゆらゆらしてもらいます。 

 

●2歳児クラス 

2 歳児クラスは、2 つの保育室を遊びと食事と用途によって使い分けています。遊びの場は 4 つのコーナー

に仕切られ、おままごとコーナーが人気のようで遊ぶ子どもがたくさんいます。この日から歯磨き指導が開始さ

れ、手作りの大きく開いたワニの口を見せながらの歯ブラシ指導や、「歯磨き列車出発進行」の絵本の読み聞か

せに、子どもたちは真剣に聞き入り興味津々です。 

おやつの時間は手洗いをすませて食事スペースである隣の保育室へ移動します。保育士が食材の絵のプラカー

ドを見せて「今日のおやつは何かな？」、子どもが「だいこーん」「さつまいも」「にんじん」と食材を答えます。

子どもたちは静かに配膳を待って、フォークで食べています。食べ終わった子どもは、お皿・コップを片付けま

す。 

この日のお散歩は遊歩道のようなところへ行きます。散歩中に保育士が「○○ちゃん、ポケットから手を出し

て」と危ないことに対して声をかけます。商店街ではあいさつを交わしたり、横断歩道では手を挙げて渡ります。

公園では準備運動をしてから、子どもたちが絵を描いたビニール袋をつないだ手作りたこあげをします。みんな

元気よく走り回り、勢いよく転んだ子どもには保育士がそっと寄り添い落ち着かせます。子どもたちは保育士が

一緒に走るととてもうれしそうにしています。 

昼食の時間には、保育士から献立紹介と歯ブラシについての説明があり、アレルギー対応食の子どもから配膳

されます。保育士はおはしだけで食べられるか聞きながら、必要に合わせてスプーンを配ります。テーブルごと

に食事が始まり、食事は子どものペースに合わせ、遅くなっても食べ終わるまで保育士が見守ります。食後片付

けのときに、茶碗を落として割ってしまった子どもがいます。保育士は、けがをしないように子どもの動きを止

め「大丈夫、びっくりしたね」と優しく声をかけ、保育士が掃除をします。 

午睡は、保育士に歯ブラシ指導をしてもらいながら歯磨きをして、トイレ・着替えをすませてから布団で横に

なります。早い子どもは午睡が始まっているので、保育士も他の子どもたちも小さな声で話しています。 

 

●まとめ 

0歳児～2歳児までクラスごとに遊んでいることが多い中、保育士はほかのクラスの子どもや各クラスの動き

についても把握し、連携をとりながら保育にあたっています。クラス内の仕切りのパーテーションも遊具が付属

しています。また、パーテーションは子どもの顔より低いので子どもから保育士の動きがよく見え、子どもたち

は安心していられます。子どもたちがうまく伝えられない気持ちを保育士が言葉にかえて伝えたり、静かに見守

ってくれることで、子どもは自分のペースを尊重され穏やかな気持ちで過ごしています。公園での遊びは保育室

での自由遊びとも違い、保育士が一緒に走ったり遊んでくれることで、子どもたちは楽しそうにしています。登

園時に親と離れ保育士のもとへ駆け寄ったり、保育士に抱かれると泣きやんだり、子どもが保育士を信頼してい

る様子がうかがえます。 
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 事業者コメント  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開園から３年目を迎え、色々な課題が見え始めてきました。今回、この第三者評価に

取り組むことで、日々の保育についての振り返りと園の課題を皆で共有し、より良い保

育園づくりをしていきたいという思いで受審しました。 

課題が見つかると、その都度話し合い、取り組んできたつもりでしたが、全職員で取

り組むこと、共有することや振り返りに不十分さがあり、それが大きな課題であること

に改めて気づきました。また、取り組む過程の中での話し合いで、職員間の話し合いが

とても大切であることを再確認することが出来ました。担当業務や経験の違いから、同

じ話し合いに参加していても意識の持ち方が違うこと、理解が違うこと、伝えているよ

うで伝わっていないこと等が、互いに分かりあえた場にもなりました。 

まずは“全職員”を目標に、マニュアルの見直しや作成、そして、全職員への周知と

少しずつ取り組むことが出来てきました。そして、互いの意見や思いを伝えあったり、

協力し合って、より良い保育環境・より良い保育を目指し、子どもたちの成長を見守っ

ていかれるよう、いっそう努力していきたいと思います。 

受審に際し、評価調査者の方々には、適切な評価と様々な視点でのご助言を頂いたこ

とに大変感謝致しております。そしてアンケートにご協力頂きました保護者の皆様、本

当にありがとうございました。 

 今後も子どもたちの健やかな成長を願って、「オハナは家族。みんなが居心地の良い

場所に」を目指し邁進したいと思います。 
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